
奪

T
k、

ア

！

y

肌泌轡曄轡騨欝甑藁轟璽バゴ’

「難義蕪難
　　£：憾、蝿鰹竃繁避詮潔濫・

一㌧畑窟礁豊謬罵麟鎚ξ癖瓢び

　　凱鍵♂費濁献蠣輝…繧鷺戴恥戸曇㌦

『・噂 概雛謡溜慰勲翻・IL“∵r～．転

　　醜醗塁聴瀦魂㌶・葦．

△ 口

1　　　ち

T ∫

　　　　　　　　　　　ね　　　　　　　　　ta　St　　　ひちt　”＝

　　　　　　　　002騒噸繊黛鴨践

CODEN：NFGZA’D一響

：

　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　’　ご　　　　　　　　　　　　　　　N

　・9　　s訓　　　噺　　＿一　　　　，軋ζ　叩　　醐一　　ニ
　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　H　げ　　　　l　　　　き　　　　　　　　　dl　に　　　　　

　　　　モ　　m　　μlLm’n　♂｝L　　m　：．一　　　・　　＿
　巧　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　tr　　　　，　　，　　　　　　　　　　稗
F　　　　　　　　　　　←　　atr　　　　　　　　　　　　　　　　乱　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　nv
　　k　　ヨ　　l゜　　　　　，　　　サザM　　　　　i　　　ドミ　　　　　　　　　’
　　　　　v　　　i　　　　　　　　　　SEt　じ　　　　　　　　　　1やth　　　　　　ーt
　　　ヨぬ　　　　　　　　　　　　　ny　tAぽ＋／　　　　　　　　　　　　　bU　　　　　　　　　　　　　　”　　　

∴；1驚総犠1；濃徳財〆競∴，

．

∴1燃響総髪鱗∴㌧

口
i

　　∈　　　　　ヌ　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　“　，一　目vB　ニ
　　　　　　ミ　／／　　E

　　　’レ鴇声L　l　、
　　　　ぽ　　／）　　　　　　　　　ヨ　　じ　　　　　　　　　　　　”　f　／s　　　　　　　　　　　t
v

ヅー
㌔急轟気1陶獣誤、罫轟雌∵：ド：

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち

　　　　　　1∵匝

　　　　　こ　　　　　　　ゆ

　　　　　　∴三1

　　　　　慮l

No．31：：

July

1993

1

》

、
一
一＝
回い

軸

第38巻第3号
平成5年7月1日

し

回

」

り

JPn．　J．　Fertil．　Steri1． 日不妊会誌 日本不妊学会発行



「

り

嘱

」

‘

‘

v

，

」

岬

》

舶

「

轟

冒

i難

奪’壽や諦f

疏㌔町義襲
　鯨齢噂㌦き

吊 馬｝晦wdi

錫轟野
簾魯豊讐壕溜論v・・

緬欝趨礁描葡帯肇

繋灘欝瓢

A 麹織

．灘

ノ

i騒摯一・畢鎚垂糠胤ひ轡

、て警蓼縦

欝

響

咽

‘

L

u



水野正彦教授　略歴

昭和7年3月10日

昭和31年3月

昭和32年Il月

昭和40年3月

昭和40年9月

昭和42年3月

昭和47年4月

昭和49年5月

昭和51年5月

昭和55年3月

昭和55年4月

昭和55年12月

昭和56年11月

昭和58年4月

昭和58年8月

昭和58年11月

昭和59年4月

昭和59年7月

昭和59年11月

昭和60年4月

昭和60年8月

昭和61年2月

昭和61年4月

昭和61年7月

昭和62年4月

昭和62年6月

昭和62年10月

昭和63年10月

平成2年10月

平成2年11月

平成3年7月

平成4年3月

平成5年2月24日

東京市大森区にて出生

東京大学医学部医学科卒業

東京大学医学部産科婦人科学教室入局

東京大学より医学博士を授与

アメリカ合衆国ウースター実験生物学研究所へ留学

「下垂体前葉細胞培養によるgonadotropin－releasing　factorの研究」

により日本産科婦人科学会賞受賞

東京大学医学部講師（産科婦人科外来医長）

東京大学医学部講師（産科婦人科病棟医長）

東京大学助教授

医療関係者審議会専門委員・医師部会員（2年間）

大学院医学系研究科委員会委員（2年間）

東京大学教授（産科学婦人科第二講座担当）

東京大学医学部付属病院分娩部部長併任

保健婦助産婦看護婦試験委員（2年間）

大学院医学系研究科第4臨床医学専門課程主任（2年間）

医療関係者審議会専門委員・医師部会員（2年間）

中央薬事審議会臨時委員（2年間）

産科学婦人科学第一講座担任

（産科婦人科科長および付属助産婦学校校長併任）（山梨医科大学講師併任）

医療関係者審議会専門委員・保健婦助産婦看護i婦部会員（2年間）

日本学術会議・出生・発達障害研究連絡委員会委員（1年間）

産科学婦人科学第二講座兼担（香川医科大学講師併任）

日本学術会議・出生・発達障害研究連絡委員会委員（3年間）

学術審議会専門委員

大学院医学系研究科委員会委員（2年間）

医療関係者審議会専門委員・保健婦助産婦看護婦部会員（2年間）

浜松医科大学講師併任

看護学視学委員（4年間）

短期大学視学委員（4年間）

医療関係者審議会専門委員・医師部会員（2年間）

日本学術会議・出生・発達障害研究連絡委員会委員（3年間）

鳥取大学医学部講師併任

公衆衛生審議会委員・優生保護部会員（2年間）

日本学術会議会員・泌尿生殖医学研究連絡委員会委員長（3年間）

東京大学を停年退官

逝去

正四位勲3等旭日中綬章に叙せらる

（学会役職は多数につき省略させていただきます．）
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水野正彦先生の御逝去を悼む

名誉会員坂元正一

　　1993年2月24日午後3時25分逝去（胃癌および転移）享年60歳．学問，臨床，

教育，学会はては関連の世界に力の限りを捧げ尽して，俊秀は散った．Human

Reproductionの領域に咲いた華．花の生命は短かったが，その香りは消え去るこ

とはない．惜しい人を失った．

　　「教室は学舎であり，そこに籍を置くものは常に研究の気構えを持て」　「研究

テーマは恋人」　「研究と臨床の二者択一を迫られたら躊躇なく臨床をとれ」業績

集に残された名言である．信念と熱意の人，そして憧の人であった．自らの病を

熟知し，人にも語り，死の直前迄苦痛を口にすることなく，文字通り義務を果し

終え，静かに自ら尊厳死を完遂した．凡人には真似し得ぬ意志の人であった．

　　美事な業績は略歴にゆずる．多くの印象記も私は過去の文として取上げぬ．国

際人であった君のMemoriamをFIGOジャーナル載せた．手許にとどいたばかりの

それを付して御別れの言葉としたい．君よ安らかに眠り給え．

騨

In　Memoriam（Int．　J．　Gynecol　obstet，1993，41：229－230）
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　Professor　Masahiko　Mizuno，　a　good　friend，　and　a　member　of　the　Executive　Board

of　the　International　Federation　of　Gynecology　and　Obstetrics（FIGO）for　the　past　nine

years　as　the　representative　of　Japan，　died　of　gastric　cancer　on　February　24・1993・at

the　age　of60．

　Professor　Mizuno　began　his　academic　life　as　a　neuroendocrinologist　in　the

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology　at　the　University　of　Tokyo，　and，　following

two　years　as　a　fellow　at　the　Worcester　Foundation　in　the　United　States，　extended　his

interest　to　include　all　areas　of　human　reproduction．

　In　1967，　he　was　awarded　the　prestigious∫apan　Society　of　Obstetrics　and

Gynecology　prize，　and　attained　a　permanent　position　in　the　University　of　Tokyo，

where　in　l　984，　he　became　Chairman　and　Head　of　the　Department　of　Obstetrics　and

Gynecology．　Professor　Mizuno　retired　in　l　992．

　　His　academic　achievements　and　scholarship　are　imposing．　He　was　recognized　as

aleading　international　endocrinologist，　neonatologist，　and　researcher　in　the　field　of

fertility　and　sterility．　His　contributions　and　services　to　our　field，　including　midwifery

education，　have　been　numerous．

　　He　served　as　President　of　the　Japan　Society　of　Obstetricians　and　Gynecologists，

and　of　the　Society　of　Neonatology，　Fertilization　and　Implantation，　and　he　was　a　vice

president　and　council　member　of　many　societies　in　Japan．　Internationally，　he　made

valuable　contributions　as　an　active　member　of　FIGO，　the　World　Health　Organization，



and　as　President　of　the　Asia＆Oceania　Federation　of　Obstetrics　and　Gynaecology

（AOFOG）．　In　addition，　he　shared　the　responsibility　of　organizing　nine　successful

international　and　world　congresses。

　　He　was　a　dynamic　editor　of　the　AOFOG　Journal　and　served　as　associate　editor

and　a　member　of　the　editorial　board　of　the　Journal　of　Fertility，　the　lnternational　Journal

of　Gynecology　and　Obstetrics，　the　Archives　of　Obstetrics　and　Gynecology，　and　others．

He　contributed　to　nine　textbooks，　of　which　two　were　in　English．　He　was　the　author

or　coauthor　of　7380riginal　articles，930f　which　were　published　in　English．

　　Professor　Mizuno　was　not　only　a　great　scholar　but　also　a　respectful　gentleman　with

intellectual　integrity，　wisdom，　and　compassion　and，　despite　his　immense　achievements，

humility．　All　who　knew　him　admired　him．　He　was　blessed　with　a　marvelous　family

－ his　wife，　kazue，　and　their　four　sons，　all　of　whom　are　following　in　their　fatherls

footsteps　as　doctors．

　　With　customary　courage　and　fortitude，　Professor　Mizuno　chose　death　with　dignity，

by　himself．　We　mourn　his　passing．
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Shoichi　Sakamoto

Prof．　emeritus　of　Univ．　of　Tokyo

Immediate　past　president　of　IFFS
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覧

　　　　　　　　　ELECTROFERTILIZATION：

ATRIAL　TO　USE　ELECTRIC　FIIiLD　IN　IVF

Emad　El　MARADNY，　Toshihiko　ASAHINA，　Kinya　KAWAGUCHI，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Toshihiko　TERAO

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，Hamamatsu　University　School　of　Medicile，
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Abstract：　ln　this　research　we　studied　the　effect　of　electric　field　on　IVF．　Human　sperms　and　hamster

oocytes　were　used．　They　were　firstly　stimulated　by　delivering　an　altemating　field　l　MHz　and　lOOV／cm

for　5　sec．，　followed　by　direct　current　of　1．5　kV／cm　strengh　and　40　pt　sec．　duration．　Two　breakdown　pulses

were　applied　at　an　interval　of　about　10　sec．　Sperms　were　attached　to　the　oocytes　immediately　after　pulse

application．　Fusion　between　the　spe皿and　oocyte　could　not　be　observed，　but　fe而1ization　could　be

achieved　24　hours　after　pulsation．　So，　we　think　that　this　method　is　effective　not　only　for　sperrn　attachment

and　penetration　to　zona　pellucida，　but　also　for　cell　membrane　fusion，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，38（3），369－372，1993）
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Introduction

　　Membrane　fusion　is　a　widely　observed　phenom－

enon　in　nature．　Membrane　fusion　is　involved　in　se－

cretion，　in　pinocytosis　and　fertilizationl）．

　　In　electrofusion　the　cells　are　brought　into　tight　con－

tact，　then　fused　together　by　short　field　pulses　of　high

intensity．　This　result　into　a　controlled　increase　of　the

pe㎜eability　in　a　localized　membrane　area（so　called

electropermeabilization，　electric　breakdown　or

electroporation2））．

　　The　effect　induced　in　a　membrane　by　electric　break－

down　is　completely　reversible　and　after　a　certain　time

interval　the　original　membrane　impermeability　is　re－

stored．　Electric　breakdown　produces　a　few　pores　in

the　opposed　cell　membranes．　So　that　a　channel　is

formed　between　the　two　opposed　cells，　through　which

the　contents　can　be　transported　and　cell　fusion　may

occur3）．

Electric　fields　can　induce　cell－to－cell　fusion　in　vari－

ous　animals　and　plant　cells．

　　In　the　clinical　application　of　IVF，　we　sometimes

meet　cases　of　sperm　function　disturbance（fertiliza一

tion　failure）and　uptil　now　there　is　no　method　to　treat

these　patients．　So　the　aim　of　this　reseach　was　to　find

out　an　easy　and　atraumatic　method　of　fenilization．

Materials　and　methods

This　trial　was　done　on　human　sperms　and　hamster

oocytes．　The　human　sperms　were　obtained　from　a

known　fertile　volunteer　from　whom　we　got　an　agree．

ment。　The　sperms　were　prepared　by　swim－up　method4）

and　incubated　for　2　hours　in　37℃and　5％CO2　for

capacltatlon・

　　The　hamster　oocytes　were　purchased　from　Nihon

Nosan　Kogyo　Co．，　Ltd．　in　Japan．　The　cumulus　free

oocytes　were　rinsed　2　to　3　times　in”growth　medium

T’

（Ham　FlOmedium［GIBCO　Life　technologies　Inc．］

＋1590　human　inactivated　serum），

　　Trypsin（0．1％）［SIGMA　Chemical　Company］was

used　to　dissolve　the　zona　pellucidae　from　oocytes．

Oocytes　were　rinsed　again　in”growth　medium門and

incubated．

　　ESCF－3001　CELL　FUSION　PULSER　machine

［Cosmo　Bio　Co．，　Ltd．l　was　used　in　this　experiment．

The　fusion　chamber　dimensions　were　l　l．7　cm　in
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length，3mm　in　width　and　2　mm　in　depth．”Growth

medium四was　used　as　a　fusion　medium．

The　fuslon　chamber　was　filled　with　the”growth　me－

dium”．　Equal　numbers　of　zona－free　and　zona－intact

oocytes　were　introduced　inbetween　the　electrodes，

Then　sperms　were　inseminated．

Immediately　after　insemination，　the　altemating　field

was　applied（l　MHz　and　IOOV／cm　for　5　sec．）．　Then

different　levels　of　direct　current（1．0，　1．5，2．0，2．5，

and　3．O　kV／cm）were　tested　as　breakdown　pulses　with

different　duration　lengths（20，30　and　40　9　sec），

The　breakdown　pulse　was　applied　two　times　at　an

interval　of　lO　sec。（d飢a　are　not　shown　here）．

After　electric　pulsation，　the　oocytes　and　spe㎜s　were

examined　under　the　microscope　while　still　in　the　fu－

sion　chamber．　Ten　minutes　leter，　the　oocytes

transfered　to　another　dish　filled　with’唱 growth　me－

dium”．　Non－attached　sperms　were　washed　off　by

transferring　the　oocytes　several　times．　The　oocytes

with　attached　sperms　were　incubated　in　”growth　me－

dium”fbr　24　hours　in　37℃and　5％CO2．　The　ex－

periments　of　electrofusion　were　done　at　room　tem－

perature・

　　Acontrol　study　was　done　fbllowing　the　same　steps

but　without　insemination．　After　24　hours　the　oocytes

were　examined　again．

Results

　　The　best　results　of　sperms　attachment，　fertilization

and　oocytes　fusion　were　obtained　at　direct　current　of

1．5　kV／cm　and　40　y　sec．　duration．　The　spe㎜s　were

attached　to　the　surface　of　plasma　membrane（zona－

free　oocytes），　or　zona　pellucida（zona－intact　oocytes）

immediately　after　pulse　application（Fig．1）。

The　number　of　attached　sperms　depended　on　the　con－

centration　of　the　inseminated　sperms．　When　the　con－

centration　was　high，　many　sperms　became　attached．

90％of　the　oocytes　attached　to　sperrns．

In　case　of　zona－intact　oocytes，　sperms　penetrated

zona　pellucida　for　different　depths．　Some　sperms　were

supe㎡icially　attached　and　few　minutes　after　pulsa－

tion　escaped　away　from　zona　pellucida．

　　Zona－free　oocytes　which　come　in　close　contact　to

each　other　fused　together　after　pulse　apPlication（Fig．

2）．Zona－intact　oocytes　could　not　fuse　at　all．

　　After　pulse　application　30％of　the　sperms　became
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Fig．1

難

〆

Muhiple　sperms　attached　to　zona－free　oocyte

immediately　after　electric　pulsation．　Sperms¶s

heads　appear　as　small　black　dots　in　the　oocyte

×600

Fig．2　Two　zona－free　oocytes　fused　together　after　two

　　　　　　breakdown　pulses　of　15kV／cm　and　40μsec．　The

　　　　　　new亘y　formed　cell　is　large　elongated　and　sur－

　　　　　　rounded　by　one　cell　membrane×400

immotile　and　10％of　the　oocytes　were　degenerated

or　ruptured・Zona－free　oocytes　were　ruptured　easier

than　zona－intact　oocytes．

　　No　perthenogenetic　actlvation　or　oocytes　fusion

were　observed　inbetween　the　control　group．

　　Fertilized　oocytes（pronuclear　stage）could　be　de－

tected　24　hours　after　electric　pulsation（Fig．3and　4）．

Discussion

　　Cell－to－cell　fusion　experiments　are　very　difficult

because　many　parameters　need　to　be　a（ljusted．　Usu－

ally　for　the　electrofusion　media　either　non－electrolyte

or　electrolyte　solutions　are　used5）．　In　our　experiments，

we　used　the’lgrowth　medium”（embryo　culture　me－

dium）as　fusion　medium　and　was　found　to　be　as　effi－

cient　as　other　media．
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Fig．3 Pronuclear　stage　in　zona－intact　oocyte　24　hours

after　electric　pulsation．　Some　sperms　are　attached

to　zona　pellucida　which　could　not　be　seen　in　con－

tro】group×500

Fig．4
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Pronuclear　stage　in　zona－free　oocyte　24　hours　af－

te「elect「ic　Pulsation×　800

　　According　to　Tomkins　and　Houghton6），　human

spermatozoa　readily　undergo　the　acrosome　reaction

in　the　presence　of　Ca2＋　and　a　high－voltage　pulse

with　the　range　of　500　to　2000　V／cm　with　a　time

constant　of　l　5　to　3．O　msec．　But　the　motile　spe㎜

numbers　decrease　by　an　average　of　20％twenty　min－

utes　after　pulsation。　In　our　experiment　30％of　the

sperms　became　immotile　immediately　after　pulsation．

　　Rickords　et　al　injected　single　motile　bovine　spe㎜

into　the　perivitelline　space　of　hamster　egg．　A　4500

V／cm，30μsec．　fusion　pulse　was　applied　while　spe㎜一

egg　membrane　contact　was　maintained．　This　fUsion

pulse　failed　to　induce　spe㎜一egg　fusion7）．

　　To　our　knowledge，　this　is　the　first　successful　re－

port　to　use　the　electric　field　in　fertilization・

　　In　our　trail，　we　could　observe　the　attachment　of
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human　sperms　to　hamster　oocytes（zona－free　and

zona－intact）and　pronuclear　formation．

　　Attachment　of　the　sperms　to　the　zona　pellucida　is

an　essential　step　for　zona　penetration．　Zona　pellucida

in　hamster　eggs　has　specific　receptors　only　for　the

hamster　sperms8）．　So，　naturally　human　sperms　can

not　attach　or　penetrate　hamster　zona．　But　in　our　ex－

periments，　human　sperms　could　attach　and　pen－

etrate　zona　pellucida　of　hamster　oocytes．　This　phe－

nomenon　indicate　that　electric　field　may　play　a　role

in　the　attachment　and　penetration　of　the　spermg．．

　　It　was　reported　that　parthenogenetic　activation　of

the　mouse　oocytes　occurs　when　stimulated　by　l．5

kV／cm　for　lOO，“　sec9）．　In　our　control　study，　no　par－

thenogenetic　activation　was　observed　after　24　hours

of　electric　pulsation．　The　reason　may　be　that　we　used

short　duration　pulse（40μsec．）in　our　experiments．

So，　the　pronuclear　formation　in　our　experiments（

zona－free　and　zona－intact）may　be　due　to　fertiliza－

tion　assisted　by　the　electric　field．

　　But　in　our　study　we　could　not　observe　the　direct

fusion　between　the　sperms　and　oocytes．　Electron　mi－

croscopic　study　immediately　after　electric　pulsa－

tion　is　necessary　to　prove　this　direct　sperm－egg　fu－

sion．

　　In　future　we　hope　to　use　this　method　clinically　in

IVF．　So，　we　are　going　to　study　more　about　the　best

conditions　for　direct　sperm－egg　fusion．　If　this　could

be　achieved　the　success　rate　of　IVF　would　be　in－

creased，　especially　in　cases　of　sperm　function　distur－

bance．
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　　　　　EleCtroferti■iZEItion

：電気的細胞融合操作の受精への応用の試み

浜松医科大学産婦人科学教室

マラデニ・イマド・アブデル・アジズ

朝比奈俊彦　川口欽也　寺尾俊彦

　電気的細胞融合操作は現在モノクローナル抗体産

生や植物の品種改良等に広く用いられている。本研

究は，電気的細胞融合操作が受精障害を持つ不妊症

に対して有効な治療手段となり得るかを検討するこ

とを目的とした。実験には，同意を得て提供された

健常ヒト精子とハムスター卵（透明帯を有する卵及び

透明帯除去卵）を用いた。複数の精子と卵をセルチャ

ンバー内にて混和し，まずlMHz，100V／cmの交流電

圧を5秒間印加した。その後，1．5KV／cmの直流電圧

を40μ秒間，2回，10秒間隔で印加した。直流パル

ス印加により精子の卵へのattachmentは促進され

た。精子と卵との細胞融合の瞬間はとらえる事はで

きなかったが，直流パルス印加24時間後に，異種の

精子と卵であるにもかかわらず，透明帯除去卵のみ

ならず透明帯を有する卵にも前核形成を認めた。以

上の結果は本操作が，精子の透明帯通過やその後の

細胞膜融合に有効であることを示唆している。

　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年10月22日）

　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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レ

　体外受精・胚移植において最大卵胞径が10mm以上の卵胞が3個以下しか出現しない周期が1回以上

あった29症例をpoor　responderと定義し、その特徴について検討した．その結果以下のことが明らかと

なった．①poor　responderには開腹手術4　L3％，子宮内膜症34．5％の既往があり，これらは卵巣のhMG反応

性の低下する一因と考えられた．②poor　responderにおいて，反応が良好であった55周期と反応が不良で

あった33周期について，パラメータを比較するとhCG切り替え前のestoradiol（E2）値以外に有意差を認め

なかった．③poor　responderのうち妊娠が成立したのは4周期3症例であり，これはすべて反応良好周

期の妊娠であった．④poor　responderの反応パターンはa）hMG投与開始8日目までに血中E2が500P9／m以

上に上昇し複数個の卵胞が発育するパターン，b）卵胞数は少ないもののhMG投与後早期に血中E2が上昇

するパターン，c）hMG投与にて血中E2が殆ど上昇しないか低下するパターンの3型に分類できること

が明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn。　J．　FertiL　Steri1．，38（3），373－376，1993）

緒　　言

　体外受精・胚移植（以下，体外受精）の適応と

なる症例のなかには，各種の卵巣刺激法に対す

る反応性が低く，十分な採卵数が期待出来ない

周期を有する症例がある．このようないわゆる

poor　responderと呼ばれる症例では，卵巣刺激法

を変更しても同じ結果に終わることが多く，そ

の取り扱いに苦慮する．本研究ではpoor
responderにおける反応良好周期と反応不良周期

の特徴を比較検討したので報告する．

対象および方法

　1987年6月より1991年9月までの5年間に当院に

て体外受精を目的として卵巣刺激を施行した345

例，490周期のうち最大卵胞径10mm以上の卵胞が3

個以下しか発育しなかった29症例55周期（この例を

poor　responderと定義し，55周期を反応不良周期とし

た．）を対象とした．なお，すべての卵巣刺激周期

で，卵胞の発育が全く見られない症例は追跡が不可

能であったため除外した．対照周期は，これら29症

例において最大卵胞径1（㎞m以上の卵胞が4個以上出

現した33周期（以下，反応良好周期）とした．両群間

のhMG総投与量，　hMG投与期間，　hCG切替前の

estradiol（E2），　progesterone（P4），卵胞当たりのE2，卵

胞刺激方法について比較・検討した．当科における
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排卵誘発法はshort　protocolとlong　protocolの2つに分

けられ，両者とも月経12日目よりGnRHを開始し，

short　protocolでは月経3日目よりhMG投与開始，　long

protocolではE2が50P9／ml以下となったところでhMG

の投与を開始している．卵胞発育のモニタリングは

経膣超音波断層法と血中E2，　P4にて行なった．なお

E2，　P4の測定はDPCエストラジオールキットおよび

DPCプロゲステロンキットによった．また統計処理

はt検定によった．

結　　果

　対象とした29症例の平均年齢は36．6±4．2歳で，当

院における同期間の体外受精症例の平均年齢35．6±

4．2歳と有意の差はなかった．体外受精・胚移植に占

める割合は対周期で14。7％（72／490），対症例で8．4％

（29／345）であった．また反応良好周期を有した症例

は29例中15例（51．7％）であった．29症例の体外受

精・胚移植の適応は子宮内膜症10例，卵管因子11
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例，男性因子5例，原因不明2例，抗精子抗体陽性

1例であった．開腹歴の既往を有する症例が14例

（48．3％）あり，それらの内訳は卵巣嚢腫核出術6例，

付属器切除術6例，子宮筋腫核出術2例であった．

卵巣嚢腫核出術の6症例のうち4症例（66．7％）はチョ

コレート嚢腫であった．

　hMG総投与量は反応不良周期では2，240．8±

】，011．41U，反応良好周期では1，885．5±735．81U，

hMG投与期間は反応不良周期9．9±8．7日，反応良好

周期9．3±2．2日で有意差を認めなかった．hCG切替前

のP4は，反応不良周期ではO．51±O．36ng／ml，反応良

好周期では0．51±0．29ng／mlと有意差は認めなかっ

た。hCG切替前のE2は反応不良周期で553．6±

333．7P9／ml，反応良好周期で951．4±641．OP9／mlとな

り反応良好周期で有意に高値であった．（P＜0．05）．

また卵胞当たりのE2は反応不良周期235．4±llLOP9／

ml，反応良好周期171．5±99．5P9／mlと反応不良周期

で有意に高値であった（P＜0．05）．
→

P9／．e　反応良好周期　short　protoco1

2000

1000

0

5 10　hMG投与日数

　Y＝90X十94
　∩＝20

pg／。2　反応良好周期　Iong　protocoI

2000

1000

0
5 10　hMG投与日数

　　Y＝96X－134
　　n＝40

刈

pg／。2　反応不良周期　short　protocol

2000

1000

0

5

図！

10　　hMG投与日数

　　Y＝・8X－←486

　　n＝21

P9／m2

2000

1000

反応不良周期　long　protocol

。海

各刺激周期におけるE2の変化

点線は回帰分析によるそれぞれの傾向を，

口は各hMG投与日数におけるB2値を，

■はhCG切替え時のE2値をあらわしている．

5 10 hMG投与日数
Y＝13X十1アア

n＝45

可
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　次に卵巣刺激方法別に検討した．反応不良周期は

short　protocol　33例，　long　protocol　22例であり，hMG

投与期間はshort　protocolで8．7±3，0日，　long　protocol

で9．4±2．6日，hMG総投与量はshort　protocolで2，276．8

±1，095．21U，　long　protocolで2，192．9±885．31U，最大

卵胞径10mm以上の卵胞数はshort　protocolで2．2±0．7

個，long　protocolで2．1±O．8イ固，卵胞当たりのE2は

short　protoco1で2865±83．5pg／ml，　long　protocolで

183．7±60．gP9／ml，採卵数はshort　protocolで1．8±0．9

個，long　protocolで1．2±0．7個，卵胞当たりのE2のみ

short　protocolにおいて有意に高値（P＜O．05）であっ

た．同様に反応良好周期はshort　protocol　l　4例，　long

protocol　l　9例であり，hMG投与期間はshort　protocolで

8．8±2．3日，10ng　protocolで9．6±2．1日，　hMG投与量

はshort　protocolで1，893．8±84801U，　long　protocolで

1，879．4±645．OIU，最大卵胞径10mm以上の卵胞数は

short　protocolで4．9±1．3個，10ng　protocolで6．1±2．2

個，卵胞当たりのE2はshort　protocolで1472±76．gP9／

ml，　long　protocolで77．9±38．6pg／ml，採卵数はshort

protocolで3．7±L3個，　long　protocolで4．8±2．4／固であ

り両者間に有意差を認めなかった．

　次に，卵巣の反応性についてhMG投与開始後の経

時的変化との関係を検討した（図1）．short　protocol

において，反応良好周期ではhMG投与後8日目ま

でにE2は500P9／ml以上に上昇し最大卵胞径10mm以

上の卵胞が3個以上発育し採卵可能となったのに対

して，反応不良周期では8日目になっても最大卵胞

径が10mm以上にならないものが6例（42．9％）存在

し，その後のhMG投与に対しても反応していな

い．long　protocolの反応良好周期では，　l　l日目まで

に血中E2が徐々に500P9／ml以上に上昇し最大卵胞

径10mm以上の卵胞が発育し採卵可能となった。こ

れに対して反応不良周期では，8日目までに血中E2

は急速に増加したが，最大卵胞径10mm以上の卵胞

数が少ない周期と11日目まで血中E2が緩徐に増加

し，その後反応しなかった周期と反応が不良で経

過とともに反応性の低ドする周期の3つの反応パ

ターンが認められた．なお，妊娠が成立したのは3

症例4周期で，これらは全例反応良好周期で，short

protocolであった．

考　　察

　体外受精・胚移植において卵胞発育の悪い例があ

ることはGarcial）らによって1983年はじめて報告され

た．以来，poor　responderあるいはlow　responderと称

されるが，その定義はさまざまであり，主なものと

（375）7

しては主席卵胞径が15㎜以下2），卵胞数が3個以下

3），hMG刺激にてpeak　estradiolが100P9／ml未満2），

400P9／ml未満4），500P9／ml未満3），月経開始3日目の

FSHが15mIU／m1以上3）5）などがある．またこれらの対

策としてGnRHの併用，速やかなhMGの増量があげ

られている．しかしGnRHはキャンセル率の低下，

卵胞当たりの妊娠率の増加，胚移植当たりの妊娠率

の増加が一般的に認められているもののpoor
responderに対しては効果を認めない症例も少なくな

く，hMGの増量も同様に期待出来ないことが多い．

これについては患者自身のbasal　responseの差以外に

はいかなる要因も関与しないとしている報告もある

4）．本研究でもGnRHを使用したshort　protocolにおい

て卵胞当たりのE2値が有意に高値であったものの採

卵率及び妊娠率には有意差を認めず，short　protocol

での卵巣刺激も有効な対策とは言えない可能性が示

唆された．

　また，手術歴を有する症例が41．3％に認められる

こと，既往に子宮内膜症の治療歴のある症例が

34．5％に認められることから，既往の手術による正

常卵巣組織の減少および癒着が卵巣反応性を低下さ

せているものと考えられた．

　またpoor　responderの反応性を反応不良周期におい

てprotocol別に検討してみると，　short　protocolでは

hMG投与後8日目の血中E2が500P9／ml以上の場合は

良好な反応を示し，500P9／m1以下の場合はその後の

hMG投与の継続にも反応しなかった．またlong
protocolでは少数の卵胞が，速やかに反応するために

早期にhCGに切り替えなければならず，その結果反

応不良となる周期と，卵巣の反応が不良で血中E2値

も上昇せず反応不良となる周期との2型に分けられ

ると考えられた．poor　responder　29症例のうち反応良

好周期を有するのは15例44．50／oであり，反応不良周

期を有していても卵巣刺激の反復により効果が期待

出来る症例も存在すると考えられた．Antonioら2）

は，反応性をE21eveiにより次の4型に分類されてい

る．すなわち①月経開始後9日目までE2が上昇しそ

の後徐々に減少する，②月経開始後13目までE2が

徐々に上昇する，③E21evelは殆ど変化せず100P9／ml

を越えない，④月経開始後8日目より血中E2が徐々

に低下するの4つである．またそれぞれの採卵の

cancel率は①68．6％，②80．6％，③，④100％と報告し

ている．本検討では体外受精の適応として卵巣刺激

を開始したものの，すべての周期で卵胞が1個も発

育せず全く採卵の適応とならなかった症例は追跡が

不可能であったため除外している．poor　responderは
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単一の病態を指すのではなく，①反応性が不良で卵

胞発育に時間を要するもの，②反応はするもの反応

卵胞数が少ないもの，③反応性が不良で時間の経過

とともに反応性の低下するもので3群からなるもの

と考えられた．このどれに属するかによって，その

後の反応性をある程度推測することが可能であるこ

とも考えられ，今後の検討を要すると考えられた．
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Hisako　Tobai，　Takashi　Okuda，

　　　　　Keiichi　Takahashi，

Takahisa　Kojima　and　Kodo　Sato

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　Toranomon　Hospital

　　　　　　　　　Tokyo　105，　Japan

　　The　te㎜’poor　responder’in　the　present　study　was

designated　as　those　with　at　least　one　cycle　where　three

or　less　follicles　developed　above　10mm　in　diameter．①

41．39e　of　the　poor　responders　hsd　a　history　of　laparotomy

and　34．5％had　a　hist・ry・f　endometriosis．②When　the

good　response　cycle　and　the　poor　response　cycle　were

compared，　on亘y　the　level　of　E20n　the　day　befbre　HCG

injection　was　significantly　different（P〈O．05）．③All　of

the　four　cycles　which　became　pregnant　were　among　the

good　resp・nse　cycle．④Two　types　of　po・r・response　to

the　HMG　injection　were　observed　in　relation　to　serum

E2　change．　a）Aresponse　where　the　serum　E21evel　rose

above　SOOpg／ml　within　8th　day　of　hMG　injection　along

wi重h　a　small　dominant　follicles．2）Unchanged　or　per－

sistent　low　E21evels　after　several　days　of　hMG　injec－

tion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年11月5日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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　　Abstract：The　effect　of　grade　B　embryo（with　fragmentation　rate　of　6％to　l　OO％）on　the　pregnancy

rate（PR）when　transferred　together　with　grade　A　embryo（＜5％fragmentation　rate）was　studied　in　337

patients　through　their　591　consecutive　IVF－ET　cycles．　The　highest（44．3％）and　the　lowest（10。4％）PRs

were　obtained　by　transfもr　of　three　or　more　grade　A　embryos（Group　AAA）and　one　grade　B　embryo

（Group　B）．　The　PR　showed　correlation　with　the　number　and　the　quality　of　embryo　transferrecL　The

addition　of　grade　B　embryo　to　the　transfer　did　not　affect　the　PR　adversely．　On　the　contrary　it　increased

the　PR　from　30．4％in　group　A（one　grade　A　embryo　was　transferred）to　36．8％and　40．3％by　addition　of

one　and　two　grade　B　embryo（s）respectively（Group　AB　and　Group　ABB　respectively）．　And　PR　in－

creased　from　35．7％in　Group　AA（when　two　grade　A　embryos　were　transferred）to　39．5％by　addition　of

one　grade　B　embryo（Group　ABB）．　As　a　conclusion，　bad　quality　embryo　should　be　transferred　together

with　good　quality　embryo　until　the　optimum　number　of　three　or　four　ernbryos　is　reached，　as　long　as　there

is　not　any　better　quality　embryo　available．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J。　Fertil．　SteriL，38（3），377－380，1993）
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Introduction

　　The　quality　and　the　number　of　embryos　transferred

are　the　most　important　factors　in　determining　the　preg－

nancy　rate（PR）1・2・3）in　patients　undergoing　in　vitro

ferti壼ization　and　embryo　transfer（IVF－ET）．　In　order

to　get　highest　PR　with　lower　multiple　pregnancles

the　optimum　number　of　embryos　transferred　was　sug－

gested　to　be　three　or　sometimes　four　2・3・4）．　However，

we　sometimes　transfer　bad　quality　embryo　together

with　good　quality　embryo　to　increase　the　number　of

embryo　transferred　to　the　optimum．　This　clinical

practice　always　bear　the　question　of　whether　we

should　transfer　bad　quality　embryo（s）together　with

good　quality　one（s）to　increase　the　number　of　em－

bryos　transferred　to　the　optimum　number　or　not，　so

does　the　loss　of　bad　quality　embryo　has　any　adverse

effect　on　the　implantation　of　good　one（s）．

　　In　this　study　we　decided　on　embryo　quality　only

by　it’s　fragmentation　rate　and　sought　to　determine　the

effect　of　bad　quality　embryo（BQE，　grade　B），　trans－

ferred　to　increase　the　number　of　embryos　to　the　opti－

mum，　on　PR　in　patients　undergoing　IVF－ET．

Materials　and　Methods

　　337patients　were　studied　through　their　591　con－

secut童ve　IVF－ET　cycles　at　Akita　University　Hospital，

between　October　l988　and　May　l992．　The　age　of

patients　ranged　from　23　to　44　years．　AGnRHa

（Buserelin，　Sprecur，　Hoechst　Japan），900μgdaily

was　administered　intranasally，　beginning　from　the

mid－luteal　phase　of　the　previouscycle（long　protocol）

or　the　onset　of　the　menstruation（short　protocol），

Ovarian　stimulation　with　human　menopausal　gonado一
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Fig．1　The　grade　A，　O　to　50／o　fragmentation，　and　the　grade　B，5to　l　OO％fragmentation，　embryos
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占

雇

噸

ギ

噸

tropin（hMG，　Perganol，　Teikokuzouki），2251U

daily，　was　started　on　the　second　day　of　menstrua－

tion．　Follic田ar　development　was　monitored　by

ultrasonographic　examination．　When　the　measure－

ment　of　the　dominant　follicle　growth　was　in　the　range

of　I6－18mm　or　more，100001U　of　human　chorionic

gonodotropin（hCG，　Gonadotropin，Teikokuzouki）was

administered　on　the　evening　of　that　day　and　the　oo－

cytes　were　retdeved　by　transvaginal　aspiration　with

ultrasound　guidance　under　local　anesthesia　34－36

hours　later．　After　having　been　washed　two　times，

oocytes　were　incubated　in　HTF　supplemented　with

IO％patienピs　semm（in　case　of　antisperm　anIibody

posltlve　patient，　donor¶s　serum　was　added　into　the

medium）for　3　to　5　hours劉t　37℃in　5％CO2，5％02

and　90％N2　before　insemination　with　l　O×104　spe㎜

per　mL　of　culture　medium．　Sixteen　hours　later　the

oocytes　were　examined　for　evidence　of　fertilization

and　transferred　to　a　fresh　media．　Embryo　transfer

was　performed　at　about　48　hours　after　aspiration　by

using　catheter　designed　by　Yamagata　University，　Ja－

pan（IVF　catheter，　Fuji　system）．

　　Just　before　the　Iransfer，　the　embryo　quality　was

determined　by　grading　into　A（good）and　B（bad）

according　to　the　percentage　of　fragmentation　by　the

formula　of　the　total　volume　of　fragmentation／volume

of　embryo　x　l　OO（Grade　A：Oto　4％fragmentation；

Grade　B：5to　lOO％fragmentation　as　shown　in　fig－

ure　l）．　Luteal　support　was　performed　by　injecting

20001U　of　hCG　intramuscu霊arly　just　before，3and　6

days　after　ET．　Clinical　pregnancies　were　diagnosed

by　senlm　hCG　measurement　at　about　2　weeks　of

possible　gestation　and　confirmed　by　monitoring　fetal

cardiac　motion　on　vaginal　ultrasonography　at　4　to　6

weeks　of　gestation．　Ectopic　pregnancies　and　sponta－

neous　abortions　were　confirmed　histologically．

　　Pregnancy　rates　in　each　group　were　calculated　and

results　were　analyzed　by　using　X　2　test．　The　p　value

less　than　O．05　was　considered　to　be　statistically　sig－

nificant．
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Results

M．TASDEMIR　et．　al

　　One　group　A　embryo　with　less　than　5％fragmen－

tation　rate　and　three　group　B　embryos　with　fragmen－

tation　rates　ranging　from　5　to　100％were　shown　in

Figure　1．

　　The　effect　of　the　number　and　the　quality　of　em－

bryos　on　PR　was　shown　in　Table　l．　The　PR　showed

an　increase　with　the　higher　number　and　the　better

quality　of　embryo　transferred．　The　highest（44．3％）

and　the　lowest（10．4％）PR　were　obtained　by　transfer

of　three　or　more　good　quality　embryo（s）（GQE，Group

Table　l The　effect　of　the　number　and　the　quality　of　em－

bryos　on　PR・

Number　of　embryos　transferred

and　the　pregnancy　rates（％）

（379）ll

AAA）and　one　bad　quality　embryo（BQE，　Group　B）

respectively．　when　one，　two　and　three　GQE（s）was／

were　transferred（Group　A，　AA　and　AAA）the　PRs

were　30．4％，35．7％and　44．390　respectively．　Whereas

the　PRs　were　10．4％，　l　l％and　22．9％when　one，　two

and　three　BQE（s）（Group　B，　BB　and　BBB）was／

were　transferred（p＜0．Ol）．　In　table　2，　the　clinical　PR

according　to　emmbryo　quality　and　the　effect　of　BQE・

transferred　together　with　the　GQE，　on　PR　was　illus－

trated．　The　PR（40。3％）of　gro叩ABB（when　one

grade　A　and　two　grade　B　embryos　were　transferred）

was　higher　than　the　PRs　of　groups　AB（36．8％）and

group　A（30。4％）．　And　the　PR（39．5％）of　group

AAB（when　two　grade　A　and　one　grade　Bembryo

were　transferred）was　higher　than　that　of　the　group

AA（35．7％）．

Grade　of

embryo（s）
1 2 ≧3

30．4（n＝46）　　35，7（n＝42）　　44．3（n＝70）

10．4（n＝77）　　lLO（n＝100）　　22．9（n＝：70）

Discussion

Grade　A＊

Grade　B

＊p＜0．Ol，when　compared　with　B．

PR：pregnancy　rate・

Values　are　PRs　per　cycle　and　number　of　cycles　in

parentheses．

Table　2　The　effect　of　BQE　trans．　ferred　together　with　the

　　　　　　　GQE　on　PR．

A
（％）

AA
（％）

AAA
（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　30，4（46）＊

B（％）　　10．4（77）　36．8（38）

BB（％）　1LO（100）　40．3（62）

BBB（％）22．9（70）

35．7（42）1　44，3（70）

39．5（86）

Values　are　PRs　per　IVF　cycle　and　number　of　cycles　in

parentheses・

Pregnancy　rates　for　A　and　B　quality　embryos　transferred

together（group　AB，　AAB　and　ABB）are　shown　as　cross

sections　of　A　and　B　columns。

BQE：bad　quality　embryo（6　to　l　OO9．　fragmentation　rate）；

GQE：good　quality　embryo（＜5％fragmentation　rate）；PR：

pregnancy　rate・

＊Not　significant　when　compared　with　group　AB　and　ABB；

†not　significant　when　compared　with　group　AAB．

　　Although　multiple　factors　influencing　pregnancy

rate（PR）after　IVF－ET　have　been　reported　by　several

authors，　the　number　and　the　quality　of　embryos　trans－

ferred　appears　to　be　the　most　important　factor3）．　The

optimum　number　of　embryo　transferred　is　generally

accepted　to　be　three　or　sometimes　fbur．　However　for

quality　grading　of　embryo　there　has　been　several　cri－

teria　including　developmental　speed4），　symmetry　and

uniforrnity　of　the　blastomeres　in　size　and　shapei），

presence　of　granularity　of　ooplasm　and　anucleate　frag－

mentation2），　and　some　other　biochemical　methods　as

pyruvate－glucose　uptake5），　oxygen　consumption6）・pro－

duction　of　plateleレactivating　factor，　macrophage－in－

hibiting　factor，　leukotrienes　and　histamine－releasing

fragmentation7｝．　In　order　to　make　quality　grading　of

embryo　grading　as　simple　as　possible，　in　this　study

we　decided　on　embryo　quality　only　by　it’s　fragmen－

tation　rate．　Despite　the　use　of　a　simplified　embryo

grading，　our　study　confirms　the　previous　observation

that　the　PR　is　dependent　on　the　quality　of　embryos

transferred．　This　practical　approach　made　us　pos－

sible　to　evaluate　every　embryo　accurately　in　a　very

short　examination　time　outside　the　culture　conditions．

　　To　our　knowledge　there　is　no　report　in　the　litera－

ture，　studied　the　effect　of　bad　quality　embryo（BQE）

on　the　total　pregnancy　rate　when　transferred　together

with　good　quality　embryo（GQE）・In　this　study　it　is

clearly　demonstrated　that，　the　transfer　of　BQE　to一
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gether　with　GQE　did　not　affect　PR　adversely，　on　the

contrary　PR　increased　up　to　36．80／o，39．5％amd　40．3％

at　AB，　AAB　and　ABB　groups，　respectively．　Although

these　increases　were　not　statistically　significant，　they

showed　that　the　transfer　of　BQE　did　not　decrease　the

total　PR　as　it　was　questioned　at　the　beginning　of　the

study．

　Even　though　the　chance　of　implantation　and　sur－

vival　of　BQE　is　significantly（Pくo．01）Iower　than

that　of　GQE，　the　implantation　failure　of　BQE　seems

not　to　have　any　adverse　effect　on　the　implantation

and　survival　potential　of・it’s　accompanying　GQE．　In

conclusion，　as　long　as　there　is　not　any　better　quality

embryo　available　the　BQE　should　be　transferred　to．

gether　with　GQE　until　the　optimum　number　of　three

or　four　embryos　is　reached．
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　高い妊娠率を得るためには，

　　　形態学的に不良な胚を

良好な胚と一緒に移植すべきか？

秋田大学産婦人科学教室

ムラト・タシュデミル　　イシュク　・タシュデミル

　　　　児玉英也　福田　淳　松井俊彦

　　　　　　　関根和子　樋口誠一

　形態学的に不良な胚（fragmentationの比率が細胞質

の5－100％Grade　B）を良好な胚（同5％以下，　Grade

A）と一緒に移植した場合の妊娠率への影響を，胚移

植を行った337例591周期の体外受精治療周期で検討

した．最も高い妊娠率は，良好胚を3個以上移植し

た場合（AAA）であり，最も低い妊娠率は不良胚を1

個だけ移植した場合（B）であった．妊娠率は，胚の

移植数と形態学的なqualityに依存していたが，不良

胚の移植は妊娠率に悪影響を及ぼさなかった．逆

に，良好胚を1個だけ移植した場合（A）よりも，そ

れに不良胚を1個または2個付け加えて移植した場
合（AB，　ABB）で妊娠率は上昇（30，4％から36．8％また

は40．39。）した．同様に，良好胚を2個だけ移植した

場合（AA）よりも，それに加えて不良胚を1個同時に

移植した場合（AAB）の方が妊娠率は上昇（35．7％から

39％）した。以上から，移植数が3－4個に達するま

では，形態学的に不良な胚でも良好胚と同時に移植

したほうが高い妊娠率が望めると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年ll月4日）

　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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　体外受精一胚移植法には不妊症の治療法として種々な卵胞発育刺激法が用いられてきている．最近で

は，子宮内膜症の治療薬として用いられているLH－RHagonist（以下LH－RHa）を併用して内因性のLHを抑
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制する排卵誘発がよく用いられるようになっている．またhMG製剤にもLHの含有量の違いがあり，　LH

をほとんど含まないpure　FSH製剤やLHを種々の量を含む製剤がある．これを組み合わせて，2種類の卵

胞刺激法を作成しその方法の有効性について比較検討した，

　LH－RHaであるブセレリンは月経第1日目よりhMG投与中止日まで投与した．　FSHIhMGは月経第3日

目より投与を開始し充分卵胞が発育する（平均卵胞直径が16mmの卵胞が2個以上）まで投与する方法を

用いた．第1法はgonadotropin製剤としてpure　FS　Hであるフェルチノーム⑭を月経第3日目より充分卵胞

が発育するまで用いる方法である（116症例），第2法は月経第3日目より第7日目までフェルチノーム

を用い，第8日目よりLHを含有するhMG製剤であるヒュメゴン⑧を用いる方法である（121症例）．

　症例の年齢，使用アンプル数，発育卵胞数，子宮内膜の厚さ，採卵日，採卵数，成熟卵数，精子濃

度，精子運動率，受精卵数，移植卵数，妊娠率の全てにおいて，この2法の問に有意な差を認めな

かった．

血中hormone値においても月経第8日には両群間に差を認めなかった．　HCG投与日でLHの値にのみ差

を生じ，第1法が1．8±0．2（平均±標準誤差）m皿J／m且，第2法が2．3±O．2mlU／mlであり第2法に高値を認

めた（p＜0．Ol）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steri　L，38（3），381－386，1993）

－

緒　　言

　体外受精一胚移植法は不妊症の治療法として定着

してきており，以前に比較すれば妊娠率は高くなっ

てきているがまだ充分とはいえない．この方法の改

良の一助として採卵数を増やすことが検討され，

種々な卵胞発育刺激法が用いられてきているD．最

近では，子宮内膜症の治療薬として用いられている

LH－RHagonist（以下LH－RHa）を併用して内因性のLH

を抑制する排卵誘発がよく用いられるようになって

いる2）．しかし，この方法にも種々な変法があり，

大きく分けると月経以前よりLH－RHaを用いるlong法

3｝と月経開始日より用いるshort法4）が存在する．また

hMG製剤にもLHの含有量の違いが有り，LHを全く

含まないpure　FSH製剤やLHを種々の量を含んで最高

FSHと同量まで含む製剤があり，これを様々に組み

合わせ，それら方法の有効性について検討されてい

る．特にLHをほとんど含まないpure　FSH製剤は，多

嚢胞性卵巣（PCO）などの各種排卵障害に対する排卵

誘発に使用され，その有効性が認められている6）．

そこで今回我々は，2種類の卵胞刺激法を作成し多

施設にてその方法の有効性について比較検討した．

方　　法

　本研究は5大学による多施設共同研究として企画

され，研究期間は平成2年4月より平成3年3月

までの1年間であった．対象は，各施設にて体外受

精一胚移植の治療を受ける症例のうちで月経の異

常を伴わない症例とした．卵胞刺激方法として

は，LH－RHaであるブレセリンを月経第1日目より

gonadotropin投与中止日まで投与したが，　LH－RHaの

量は600から1200mg／dayとした．　FSH／hMGは月経第

3日目より投与を開始し充分卵胞が発育する（平均卵

胞直径が16mmの卵胞が2個以上）まで投与する方法

を用いた．第1法としてはgonadotropin製剤として

pure　FSHであるフェルチノームを月経第3日目より

充分卵胞が発育するまで用いる方法とした（ll6症

例）．第2法としては月経第3日目より第7日目ま

でフェルチノームを用い，第8日目よりLHを含有す

るhMG製剤であるヒュメゴンを用いる方法とした
（121症例）．

　Gonadotropinの量は1501U／dayを基本としたが卵胞

1法

2法

Day　l　　Day　3

　↓　　　↓

Day　8

　↓

hCG
lOOOO

　↓

図1卵胞刺激法
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の発育が良くない症例は225または3001U／dayを用い

た．充分な卵胞が発育するとgonadotropinの投与を中

止しhCG（10，0001U）に切り替えた（図1）．　HCG投与

後34－36時間後に超音波断層装置を用いて卵胞吸引を

施行した．採卵後2日目に胚を子宮に移植した．

　この2法の違いを知るために血液中のhormoneを測

定したが，採取は月経第8日目とhCG投与日のhCG

投与前に行った．血中のprogesterone，estradiolはそれ

ぞれDPCのプロジェステロンキット，エストロジェ

ンキットを用い，LH，　FSHはファーマシアのデル

フィアキットを用いた．

結　　果

対象症例の年齢は，第1法が35．8±O．4歳（平均±

（383）15

標準誤差）であるのに対して，第2法では35．7±O．4

歳と両者間に相違はなかった．使用したgonadotropin

製剤のアンプル数に関しては，第1法が25．0±0．6個

であるのに対して，第2法では24．2±1．0個と両者間

に相違はなかった．hMG投与中止日の平均卵胞直径

が亘5mm以上の卵胞数は，第1法で5．7±0．4個である

のに対して，第2法では5．9±O．4個であった．また，

その日の子宮内膜の厚さは，第1法で9．8±0．2mmで

あるのに対して，第2法では9．4±O．2mmであった．

採卵日は，第1法が14．8±0．3日，第2法が14．4±0．3

日であった．総採卵数は，第1法で5．6±O．3個，第2

法で5．8±0．3個であった．採卵された卵のうちで成

熟卵の数は，第1法が4．3±0．3個であるのに対して，

第2法では3．7±0．2個であった．また男性側の因子と

表1成績1

第1法（x±SEM） 第2法（x±SEM）

年齢（歳） 35．8±0．4 35．7±0．4

使用アンプル数 25．0±0，6 24．2±LO

発育卵胞数 5．7±0．4 5．9±0．4

hMG投与中止日の

子宮内膜の厚さ（mm）
9．8±0．2 9．4±0。2

採卵日（日） 14．8±0．3 144±0．3

総採卵数 5．6±0．3 5．8±0．3

成熟卵数 4．3±0，3 3．7±0．2

精子濃度（X105／ml） 59、9±44 64，0±5．6

精子運動率（％） 45．8±1．4 42．7±2．1

受精卵数 3．7±0．3 4．0±0．2

移植胚数 3，1±02 2．7±0．1

表2　成績2

レ

第1法 第2法

症例数 ll6 121

胚移植症例数 98 101

妊娠例 18 18

妊娠継続例 15 14
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表3　月経第8日目のホルモン値

第1法（x±SEM） 第2法（x±SEM）

LH（mIU／ml） 3．5±0．4 3．8±05

FSH（mIU／ml） 92±0．9 8．9±0．5

Estradiol（P9／m1） 1173±353 1283±338

Progesterone（ng／ml） α3±0．04 0．3±α03

表4　hCG投与日のホルモン値

第1法（x±SEM） 第2法（x±SEM）

LH（mIU／m1）＊ L8±02 2．3±0．2

FSH（mlU／m1） 6．5±0．2 6．7±02

Estr段diol 2430±315 2010±185

Progesterone 0．6±0」 0．6±0．1

＊Pく0．Ol
弓

して，精子濃度は第1法で59．0±4。4（×106／ml），第

2法で64．0±5．6であった．

精子運動率は，第1法で45．8±1．4％，第2法で42．7

±2．1％であった．受精卵数は，第1法で3．7±0．3個

であり，第2法で4．0±02個であった．移植胚数にお

いては，第1法では3．1±O．2個であり，第2法では

2．7±0」個あった（表1）．第】法ではll6症例のうち

98症例に胚移植を行い，このうち18症例が妊娠し15

症例が妊娠を継続した．また第2法では121症例のう

ち101症例に胚移植を行い，このうち18症例に妊娠

を認め14症例が妊娠継続した（表2）．

　また，hormone値について検討してみると，月経

第8日目ではLHが第1法で35±0．4（平均±標準誤

差）mlU／m1，あり，第2法で3．8±O．5mlU／ml，あっ

た．FSHの値は第1法で9．2±O．9mlU／ml，あり，第2

法で8．9±0．5m皿J／ml，あった．この日のestradiol値は

第1法でll73±353P9／mlであり，第2法で1283±

338P9／mlであた．またprogesterone値は第1法でO．3±

0．04ng／m1，第2法で0．3±O．03ng／mlであった（表3）．

またHCG投与日でLHは第1法が1．8±O．2（平均±標準

誤差）mIU／m1，第2法が2．3±0．2mlU／ml，あり第2法

に高値を認めた（pく0．Ol）．　hCG投与日のFSHの値は

第1法で6．5±0．2mlU／ml，あり，第2法で6．7±

0．2mIU／ml，あった．この日のestradio1の値は第1法

で2430±315pg／mlであり，第2法で2010±185pg／ml

であった．またprogesterone値は第1法でO．6±0．　l　ng／

m1，第2法で0．6±0．1ng／mlであった（表4）．

考　　察

　体外受精一胚移植法には種々な卵胞刺激法が用い

られており，ブセレリン等のLH－RHa剤の併用が良

好な成績を導くとの報告が出て以来，卵胞刺激法は

更に複雑なものになっている．Gonadotropin製剤で

もLHを含む製剤のほかにLHを含まない製剤も開発

されており，これらの併用により更に多くの卵胞刺

激法が考えられている．今回我々は，LH－RHaを併

用しながらLHを含む製剤と含まない製剤との組み合

わせによって卵胞発育がどのように変化するのか検

討した．第1法ではLHを含まないpure　FSHを続ける

方法であり，第2法では始めpure　FSHを用いて途中

よりLHを含むhMGを用いる方法で，卵胞刺激法の

後半で外的LHの投与の有無がこの2つの方法の相違

点である．

　症例の年齢，使用アンプル数，発育卵胞数，子宮

内膜の厚さ，採卵日，採卵数，成熟卵数，精子濃

度，精子運動率，受精卵数，移植卵数，妊娠率の全

てにおいて，この2法の間に有意な差を認めなかっ

た．Hormone値においても月経第8日目には両群間

や

4
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に差を認めなかった．2つの方法の間で最も差の生

じる可能性の高いのはhCG投与日の値であるが，2

群間に差を生じたのはLHのみであった．第8日目ま

では第1法，第2法とも同様の卵胞発育刺激法であ

るから，この2つの方法の各因子に差を認めないこ

とは，両群のhormone的back　ground　lまほぼ同様であ

ると考えられる．

　LHは棊膜細胞に作用して，葵膜細胞からの

testosteroneの産生を促進する6）．穎粒膜細胞は

estrogenの前駆物質としてtestosteroneを利用する．こ

れが所謂two－cell　two－goradotropin　theoryと一般に知ら

れているところである．また，LHサージのように高

濃度のLHに暴露されると穎粒膜細胞は黄体化して

progesteroneを産出するようになる．第2法では卵胞

刺激の後半に外的LHを投与しておりhCG投与日に血

中LHの濃度が高値を示したが，　LHの半減期は極め

て短いと報告されており7），この血中での高値が外

的に投与されたLHによるものかは，疑問とされるか

もしれない．しかしFSHが筋肉内に注射された場合

その半減期は通常よりもかなり延びることが指摘さ

れており8），同様のことがLHにも生じることが考え

られれば，hCG投与日の第2法におけるLHの高値

は外的LHによる可能性も充分考えられる．第2法

程度の高LHであれば爽膜細胞からのtestosterone産

出が促進され穎粒膜細胞に供給されて，穎粒膜細

胞でのestradiolの産出に用いられる．しかし，これ

ら2法間にはestradiolにおいて差を認められず，む

しろ第1法にestradiolは高い傾向を示した．また，

progesteronemo　2つの方法の間に差を認めなかった．

　これらの結果より，短期間に外的に投与されたLH

では血中LHを上昇させる可能性はあるが，その他の

hormoneにまで影響を与えるほどの濃度でも，期間

でもないようである．また内因性のLH放出が低下し

てきているとはいえ，まだブレセリンによって充分

に抑制されていないことも考えられ，この2つの方

法の間には，差を認め得なかったのかもしれない．

　また本研究では，多施設による検討のためにLH－

RHaやgonadotropinの使用の仕方やgonadotropinの中

止時期などに多少のずれがあり，この影響も無視で

きないものと考えられる．しかしこのような状況下

においても血中LHのみがこれら2法間に差を認めた

ことは，内因性のLHを充分減少させてから卵胞刺激

を開始した場合には，hMGに含まれる外因性のLH

による泰膜細胞からのtestosteroneが，卵胞発育の律

速因子ともなりうる可能性が充分に考えられる，LH

ばかりでなく他の因子においても，例えばシアル酸

（385）17

濃度なども差を認める可能性として充分考えられる
9）孕

　実際，内因性のLHを充分低下させるようにLH－

RHaを長期間使用してからgonadotropin療法を開始し

た方法ではLHを含む方がより早い日数で，そしてよ

り少ないgonadotropinの量で卵胞発育を達成している

10）．しかしLH－RHaを使用せずgonadotropin単独の使

用において，FSH使用群とhMG使用群を比較する

と，FSH使用群の方が卵胞発育が早いとの報告が

あったりn），また逆にFSHはhMGに比べて卵胞発育

刺激が弱いとの報告もあり12）一定してない．

これは症例により内因性のgonadotropinの量が異なる

ことや，FSHやhMG製剤中に含まれるLHの量の違い

に起因するものと考えられる。

　これらのことよりLH－RHaを長期に使用すること

は内因性のgonadotropinの影響をなくし，外因性に投

与されたgonadotropinによって各症例で，より均一的

な卵胞の発育を促すことが可能となり，採卵日の調

節などにも有効な方法と考えられた．

　今回の検討はLH－RHaを短期間使用しながらhMG／

FSH製剤間の相違を検討し，このような短期間の外

的LH投与の違いで血中LHがこれら2法間に差を認

めたこと以外は，全く違いを認めるものはなかっ

た．特に発育卵胞数が同じであったことは，卵発育

時でのrecruit期において，2法間は全く同じFSHで

あったためと考えられ，充分な発育卵胞数が得られ

たことは，LH－RHaのflare　upの影響によることが推

察される．

　またselection期では，卵胞発育に際しLHの関与は

大きな意味をもたないことも合わせて推定される．

LH－RHaを長期投与し内因性のLHを充分減少させて

から異なるgonadotropin製剤を使用して卵胞刺激を開

始した場合には，Bentickらの報告より，recruit期に

はLHのある程度の関与が必要となり，　FSH製剤より

LHを含有するhMG製剤のほうが良いのかも知れな

い．今後の検討がまたれるところである．いずれに

してもLH濃度ばかりでなく，卵胞発育に関しては

recruit期に及ぼす影響によって，種々な相違が生じ

る可能性が充分あると考えられた，
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and　hMG／FSH　in　in▼itro　fertilization　and

　　　　　　　　　　　embryo　transfer
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　　Luteinizing　hormone－releasing　hormone　agonist（LH－

RHa），　human　menopausal　gonadotrepin（hMG），　and　fol－

licle　stimulating　hormone（FSH）have　been　employed

for　the　various　follicle　stimulation　methods　in　IVT－ET

program．　Two　kinds　of　follicle　stimulation　regime　were

established　and　their　utilities　were　compared．LH－RHa

was　started　on　the　cycle　day　l　and　used　until　the　day

when　hMGIFSH　was　stopped．　FSH　was　started　on　the

cycle　day　3，　and　continued　until　the　day　when　the　diam－

eter　of　two　fo11icles　exceeded　l6　mm（method　l）（116

cases）．　In　the　method　2，　FSH　was　changed　to　hMG

from　the　day　8　on（121cases）．

　　There　were　no　significant　defferences　between　the

two　stimulation　methods　as　to　the　patient　age，　the　num－

ber　of　amples　used，　the　number　of　follicle　developed，

the　endometrial　thickness，　the　day　of　follicle　aspiration，

the　number　of　oocyte　harvested，　the　number　of　mature

oocyte，　spe㎜concentration，　sperm　motility　the　number

of　oocyte　fertilized，　the　number　of　embryo　transferred

and　the　pregnancy　rate．　The　horrnone　levels　on　the　day

8showed　no　difference，　but　on　the　day　when　human

chorionic　gonadotropin　was　administrated，　LH　level　in

the　mehtod　2（2．3±0．2mIU／ml）（mean±SEM）was

higher　than　that　in　the　method　l（1．8±0．2）（p＜0．Ol）．

With　exogenous　LH　administrated　for　even　a　short　time，

it　might　increased　the　serum　LH　level，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1993年3月11日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日特掲）
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　　Abstract：In　an　in　vitro　fertilization　and　embryo　transfer（IVF－ET）program，　follicular　growth　was

stimulated　with　a　combination　of　gonadotropin　releasing　hormone　analog（GnRHa）and　human　meno－

pausal　gonadotropin（hMG）in　the　GnRHa　group（n＝49）or　with　a　combination　of　clomiphene　citrate　and

hMG　in　the　CC　group（n＝48）．　Three　cycles　of　each　group　were　canceled．　The　dose　of　hMG　administered

was　slgnificantly　higher　and　its　duration　was　significantly　longer　in　the　GnRHa　group，　compared　with　the

CC　group．　The　numbers　of　aspirated　follicles，　retrieved　oocytes　and　transferred　embryos　were　not　signifi－

cantly　different　between　the　two　groups，　Fertilization　rate　was　significantly　higher　in　the　GnRHa　group，

compared　with　the　CC　group．　Embryos　were　transferred　in　42　cycles　in　the　GnRHa　group　and　38　cycles

in　the　CC　group．　Six　and　10　pregnancies　were　achieved，　respective夏y．　There　was　a　tendency　that　preg－

nancy　rate　per　oocyte　retrieval　was　higher　in　the　CC　group（22％）than　in　the　GnRHa　group（13％）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，38（3），387－391，1993）
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Introduction

　　Clomiphene　citrate（CC），　combined　with　human

menopausal　gonadotropin（hMG），　has　been　widely

adopted　for　ovarian　hyperstimulation　in　in　vitro　fer－

tilization　and　embryo　transfer（IVF－ET）programsl）．

However，　in　this　method，　premature　LH　surge　may

occur　in　some　cases．　Elevated　LH　levels　around　the

time　of　oocyte　retrieval　may　be　associated　with　the

retrieval　of　postmature　oocytes　with　poor　fertiliza－

tion　rates，　poor　embryonic　development，　and　reduced

pregnancy　rates2－4）．

　　Gonadotropin　releasing　horrnone　analogs（GnRHa）

have　been　introduced　to　resolve　this　problem．　Com－

monly，　this　agent　has　been　used　to　achieve　pituitary

suppression　before　ovarian　stimulation　in　patients　who

have　previously　shown　a　poor　ovarian　response　or

premature　luteinization5，8）．　It　has　also　been　reported

that　routine　pituitary　suppression　with　a　GnRHa　in　a

series　of　new　patients　provided　a　high　pregnancy　rate

and　and　a　low　rate　of　cancellation9）．　And　a　higher

pregnancy　rate　and　a　higher　live　birth　rate　with

GnRHa，　compared　with　CC　have　been　reportedlo）．

However，　several　investigators　have　reported　impaired

ovarian　responsesll）and　substantial　increase　in　go－

nadotropin　requirements　in　women　suppressed　with

GnRHa　before　the　initiation　of　ovarian　stimula－

tionl2・13）．　In　the　present　study，　we　employed　CC　or

GnRHa　combined　with　hMG　for　ovarian　hyperstimu－

lation　in　an　IVF－ET　program，　and　compared　the　rates

of　premature　LH　surge，　cancellation　rates，　ovarian

responses　and　pregnancy　rates　in　these　two　groups・

Materials　and　Methods

　　Infertile　couples　with　a　tubal　factor　in　97　cycles

who　underwent　an　IVF－ET　from　January　l　989　to　Au一
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gust　l　990　were　studied．　GnRHa，　buserelin　acetate

（Suprecur，　Hoechst　Japan）and　hMG（Pergonal，

Serono）were　used　in　49　treatment　cycles（GnRHa

group），　and　CC　and　hMG　were　used　in　48　treat－

ment　cycles（CC　group）．　In　the　GnRHa　group，

buserelin　was　administered　as　a　nasal　spray　900μg

daily　from　the　midluteal　phase　of　the　preceding　men－

strual　cycle．　HMG　administration　was　initiated　within

seven　days　from　the　onset　of　menstruation．　HMG

was　given　intramuscurally　3001U　per　day　f〔）r　the

first　two　days，　and　1501U　per　day　subsequently．　Fol－

licular　maturation　was　assessed　by　vaginal

ultrasonography　and　hMG　administration　was　con－

tinued　until　the　day　when　the　mean　diameter　of　the

second　largest　follicle　exceeded　14mm．　The　combi－

nation　of　CC　and　hMG　was　administered　as　previ－

ously　described．14）

　　Patients　were　admitted　the　day　after　the　Iast　ad－

ministration　of　hMG．　Human　chorionic　gonadotropin

（hCG）10，0001U　was　administered　intramuscularly　35

hours　before　oocyte　retrieva1．　Treatment　with　buserelin

acetate　was　discontinued　at　the　time　of　hCG　adminis－

tration．　While　treatment　was　monitored　practically

by　vaginal　ultrasonography，　blood　samples　were　taken

daily　from　the　initiation　of　ultrasound　monitoring．

The　samples　were　centrifuged，　separated，　and　the　se一
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rum　stored－40℃until　assayed．　Luteinizing　hormone

（LH）and　follic藍e　stimulating　homlone（FSH）were

measured　with　immunoradiometric　assay　kits（Daiichi

Co．　Japan）．　Progesterone　and　estradiol　were　measured

with　radioimmunoassay　kits（Daiichi　Co．　Japan）．　The

start　of　LH　surge　was　identified　when　one　blood

sample　showed　an　80％increase　relative　to　the　mean

value　of　the　fbur　previous　samples】5）

　　All　the　oocytes　were　retrieved　transvaginally．　The

retrieved　oocytes　were　preincubated　for　6　hours　prior

to　insemination．　Semen　were　prepared　by　the　swim

叩technique　or　the　Percoll　technique16）．　Embryo

transfer　was　pe㎡fon皿ed　36　hours　after　insemination．

All　patients　received　luteal　support　in　the　from　of

injection　of　hCG　1，000　IU　intramuscularly　on　days　3，

6，9，12，15and　18　following　oocyte　retrieval．　Preg－

nancy　was　diagnosed　when　hCG　was　detected　above

the　level　of　2001U／e　in　urine．　Student’s　t－test　was

used　to　compare　the　difference　between　the　means　of

the　two　study　groups，　and　the　X　2　test　was　used　to

compare　the　frequencies　of　observations　between

study　groups．

Results

　　Three　of　49　cycles（6．1％）in　the　GnRHa　group

and　30f　48　cycles（6．3％）in　the　CC　group　were
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Table　l　Outcome　in　Ralation　to　Dnug　Regimen

Gn－RHa　Group CC　group

Cycles

Age（Years）

Duration　of　infenility（years）

Dose　of　hMG（IU）

Duration　of　hMG（days）

Aspirated　oocytes

Retrieved　oocytes

Fertilization　rate（％）

Cleavage（％）

Transferred　embryos

Pregnancies（％）

Ear亘y　pregnancy　losses

Ectopic　pregnancies

Live　births（％）

46

34．2±3．9

7．2±4．4

1772±424a

8．4±1．7b

l2．0±7．2

6．2±3．8

176／283（62．2）c

l52／176（86．4）

2．7±1．4

6（13．3）

1

0

5（10．9）

45

33．3±4．0

5．9±4．3

953±131a

6．3±O．8b

IO．7±4．2

5．3±2．4

124／240（51．7）c

l15／124（92．7）

2．6±L5

10（22．2）

3

36

6（13．3）
聾
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Values　are　means±SD a，b，　c：p＜0．05
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Table　2　Homlonal　Profile　at　day　of　hCG　administration

Gn－RHa　group CC　gruOP

幅

舳

number　of　cycles

Estradile（pg／ml）

Progesterone（nmol／ml）

LH（IUIL）

FSH（IU几）

46

1845±147ga

l．3±1」

1．5±1．2

14．2±3．6b

45

1211±581a

l．1±1．2

4．5±4．3

17．4±3．2b

、
Values　are　means±SD a，b：p＜0．05
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abandoned　because　of　poor　response．　Cancellation

rates　were　not　significantly　different　between　the　two

groups．　Finally，　oocyte　retrieval　was　performed　in　46

cycles　in　the　GnRHa　group　and　45　cycle　in　the　CC

group．　Mean　ages　and　durations　of　infertility　did　not

differ　between　the　two　groups．

　　Table　l　shows　the　outcome　in　relation　to　drug

regimen．　In　the　GnRHa　group　compared　with　the　CC

group，　the　mean　dose　of　hMG　administered　was　sig－

nificantly　higher　and　its　duration　was　significantly

longer．　There　was　no　significant　difference　in　the

numbers　of　aspirated　follicles　and　retrieved　oocytes

between　the　two　groups．　Fertilization　rate　was　sig－

nificantly　higher　in　the　GnRHa　group，　compared　with

the　CC　group．　Embryo　transfer（ET）was　performed

in　420f　46　cycles（91％）in　the　GnRHa　group　and　in

380f　45　cycles（84％）in　the　CC　group．　The　mean

numbers　of　transferred　embryos　did　not　differ　sig－

nificantly．

　　There　was　a　tendency　that　pregnancy　rate　per　oo－

cyte　retrieval　was　higher　in　the　CC　group．　Three　ec－

topic　pregnancies　were　found　only　in　the　CC　group．

The　live　birth　rate，　defined　as　the　number　of　woman

who　delivered　live　babies　per　treatment　cycle，　was

not　significantly　different　between　the　two　groups．

　　Table　2　shows　the　mean　serum　estradiol，　progest－

erone，　LH　and　FSH　concentrations　prior　to　hCG　ad－

ministration．　Estradiol　level　was　significantly　higher

in　the　GnRHa　group，　compared　with　the　CC　group，

but　progesterone　levels　were　not　significantly　differ－

ent　between　the　two　groups．　There　was　a　tendency

that　the　serum　level　of　LH　on　the　day　of　hCG　admin－

istration　was　higher　in　the　CC　group．　A　premature

LH　surge　occurred　in　l4％and　lO％of　the　GnRHa

group　and　the　CC　group，　respectively．　The　difference

was　not　statistically　significant．　No　pregnancy　was

achieved　in　those　cycles．　The　serum　Ievel　of　FSH　on

the　day　of　hCG　administration　was　significantly　higher

in　the　CC　group，　compared　with　the　GnRHa　group．

Discussion

　　It　has　been　reported　that　GnRHa　was　associated

with　a　significant　increase孟n　pregnancy　rate　and　live

birth　rate　compared　with　the　conventional　drug　regi－

men　using　CC　and　hMG．　The　improved　pregnancy

rate　was　related　to　the　suppression　of　semm　LH　lev－

els　in　the　regimen　using　GnRHa，　because　of　the　find－

ings　of　reduction　in　fertilization　rate，　cleavage　rate

and　pregnancy　rate　in　patients　with　raised　levels　of

LH　at　the　time　of　hCG　administration．　It　was　also

related　to　the　greater　number　of　oocytes　collected

which　permitted　a　greater　selection　of　oocytes　to　be

transferred9）．　However，　in　the　present　study，　the　drug

regimen　using　GnRHa　and　hMG　failed　to　show　a

higher　pregnancy　rate　than　that　using　CC　and　hMG．

　　With　respect　to　the　suppression　of　LH，　which　is

supposed　to　be　a　merit　of　GnRHa，　a　premature　LH

surgel5）was　found　in　10％of　the　CC　group　and　l4％

of　the　GnRHa　group．　Fertilization　rate　was　signifi－

cantly　higher　in　the　GnRHa　group．　From　these　re－

sults，　the　definition　of　premature　LH　surge且5）is　sup－

posed　to　be　questionable　for　the　GnRHa　group．　As　a

level　of　premature　LH　surge　was　calculated　based　on

the　baseline　level，　and　the　baseline　LH　level　was

suppressed　in　the　GnRHa　group，　a　different　standard

for　a　premature　LH　surge　may　be　needed　for　those

cases。

　　GnRHa　is　also　supposed　to　increase　the　number　of

collected　oocytes．　However，　in　this　study，　the　num－

bers　of　aspirated　follicles，　collected　oocytes　and　trans一
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ferred　embryos　did　not　differ　significantly　between

the　two　groups．　The　dose　of　hMG　administered，　which

is　related　to　the　oocyte　development，　was　signifi－

cantly　higher　and　its　duration　was　significantly　longer

in　the　GnRHa　group．

　　In　conclusion，　although　GnRHa　lowered　LH　level

and　improved　fertilization　rate，　its　outcome　failed　to

exceed　that　of　CC．　The　reason　of　this　gap　was　sup－

posed　that　prolonged　administration　of　hMG　and　in－

creased　estradiol　had　some　diverse　effect　on　the　qual－

ity　of　oocytes　or　the　endometrium．　To　resolve　this

problem，　a　new　regimen　using　GnRHa　is　to　be　devel－

oped．
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lVF－ET周期の卵巣刺激におけるGnRHaと

　　　　　clomiphene　citrateとの比較

岡山大学医学部産科婦人科学教室

多賀茂樹　吉田信隆　錦織恭子

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周期の卵巣刺激法として，49周期にlong

term　GnRHa＋hMG＋hCG法（GnRHa群），48周期に
clorniphene　citrate＋hMG＋hCG法（cc群）を用いてIVF－ET

を行った．各群とも　3周期が採卵中止となった．

GnRHa群とCC群とでは，それぞれhMG投与量は1722

±4241Uおよび953±1311U，投与日数は8，4±L7およ
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び6．3±0．8，穿刺卵胞数は12．0±72および10．7±42，

採卵数は6．2±3．8および5．3±2．4（mean±SD），受精率

は62．29。および5L7％で，　hMG投与量，投与日数は

GnRHa群で有意に高かった．　GnRHa群46周期の内42

周期にETを行い，6周期に妊娠が成立し，　CC群45周

（391）23

期の内38周期にETを行い10周期に妊娠が成立した．

対ET周期妊娠率はそれぞれ13％および22％でCC群で

高い傾向がみられた．

　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月14日）

　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17El）
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家兎卵管adrenergic　transmitterと卵輸送との関連性の検討

Adrenergic　Transmitter　in　the　Oviduct　of　Rabbits　during　Egg　Transport

　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科学教室

　　　　　　　　　（主任：平川　舜教授）

　　　　　　　　　斉　藤　眞　一

　　　　　　　　　　Shinichi　SAITO

1　st　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Toho　University，

　　　　　　　　School　of　Medicine，　Tokyo

　　　　　　　（Director：Prof．　Shun　Hirakawa）

　卵管内における卵輸送の制御に果たすadrenergic　transmitterの影響を明らかにする目的で，卵管組織の

noradrenaline（NA）に及ぼすestradiol（E2），　progesterone（P4）およびreserpineの影響を検討した．家兎卵管を

近位峡部，遠位峡部および膨大部に分割し，卵管のNAは高速液体クロマトグラフィーで測定した．卵

は卵管と子宮を生理的食塩水でflushingして回収した．

　L交尾後遠位峡部におけるNAは12時問目に最も低下するのが認められ，卵が子宮腔へほぼ移送され

る時期に非発情期のレベルに復帰した．交尾後12時間目の卵は大部分膨大部（84．7％）に認められた．

　2．E2処置によってNAは主として遠位峡部において増加することが認められたが，卵の移動は著しく

遅れ，卵は遠位峡部と膨大部に停滞した．

　3．P4処置によってNAは遠位峡部において増加することが認められたが，卵の移動は著しく速まり，

卵の子宮腔への移送が速まった．

　4．Reserpine処置によってNAは卵管各部位において著明に減少することが認められたが，卵の移動は

著しく遅延し，卵は卵管各部位に停滞した．

　遠位峡部におけるNA活動の微妙な変化がパラメーターとなって，卵管内における卵の輸送を調節し

ている可能性の強いことが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，38（3），392－399，1993）

1

緒　　言

　卵の卵管内移送は卵管平滑筋の収縮活動，粘膜上

皮の線毛運動，卵管液の流動等によって行われ，こ

れらの現象を調節する因子として性ステロイド1）・2），

prostaglandins3）・4）が知られている．家兎5）およびヒト6）

卵管におけるadrenergic　fiberは峡部の輪状筋層に最

も密に分布している．さらにαおほびi9　adrenergic

receptorが卵管に存在する7－9にとが解明されるに及

んで，卵の卵管内移送の調節は，卵管自体に存在す

るsympathetic　postganglionic　neurotransmitterであるNA

の作用によって行われている可能性が高く，卵移送

の制御機構と交感神経との関連が注目されている．

　本実験では，卵管におけるNAの動態とNAに及ぼ

すE2，　P4およびreserpineの影響を検索し，卵管内にお

ける卵輸送の制御に果たすNAの影響を検討した．

実験方法

　体重3～3．5kgの日本自色家兎を空気栓塞にて屠殺

後卵管と子宮を摘出した．卵管を膨大部，遠位峡部

（膨大部側の峡部1／2）および近位峡部（子宮側の峡部

1／2）に分割し，湿重量を測定した．左右両側の卵管

各部位を合わせて1検体とし，NA測定の試料に供し

た．実験は1．交尾後10，12，24，　48，72および96時間



r

平成5年7月1日

目に開腹した群，対照としては非発情期の卵管を用

いた．2．E2（帝国臓器）25μg，250μgを交尾後直ち

に皮下投与し，投与後12，24および72時間目に開腹

した群，対照としてはE2溶解液sesame　oilを同量投与

した．

3．P4（帝国臓器）2mg／kg／日をhuman　chorionic

gonadotrophin（hCG）（帝国臓器）1001U静注の72時間

前より3日間連日皮下投与し，hCG投与後24および

48時間目に開腹した群，対照としてはP4溶解液を同

量投与した．4．Reserpine（第一製薬）0．3mg，0．6mg／

kg／日をhCGIOOIU静注の24時間前より開腹日まで連

日皮下投与し，hCG投与後24および72時問目に開腹

した群，対照としてはreserpine溶解液を同量投与し

た群とした．NAの定量はEulerら10）の方法に一部改

良を加えて行った．卵管組織を細切し冷0．4N過塩素

酸液中でhomogenize後，4℃，12，000xgで遠沈した上

清に0．2M　EDTA－2　Na　3　mlを加え，4N，1N・NaOHで

pHを55～6．0に調整し，活性アルシナ（Sigma）2gを

加えて掩拝した．さらに4N，　l　N　NaOHでpHを8．2～

85に再調整し，このアルミナを含む全液を内径9

mmのカラムに移し蒸留水で洗浄後，0．5N酢酸5ml

でカテコールアミンの溶出を行った．この溶出液

100　Pt　1を高速液体クロマトグラフに自動注入し，自

動カテコールアミン分析装置でNAを定量した．外

部標準としてNA4ngを使用した．高速液体クロマト

グラフの条件の概略はプレカラム：YanapakODS－

T4．6mmX　l　cm，カラム：YanapakODS－T4．Omm×

25cm，溶離液：1一ヘプタンスルホン酸ナトリウム，

0．IM　NaH2PO4，水溶液一メタノール，流速：LOml／

分，温度：40℃，試料量：卵管からのアルミナ溶出

液100μL検出：THI法，日立204－Rスペクトロモニ
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ター（励起波長420nm，蛍光波長520nm）である．　NA

（4ng）のピークの高さの再現性の変動係数は1．0％

（n＝10），除蛋白後の上清からのNAの回収率は82．3

±2．1°／。（Mean±SE，　n＝5）であった．　NAは平均値±

標準誤差ng／g　wet　weightで表示し，統計学的解析は

Student’s　t検定で行った．卵は卵管各部位と子宮を

生理的食塩水でflushingして回収した．卵の分布状

態の統計学的解析はx2検定で行った．

実験成績

　1．卵管組織NAの同定

　クロマトグラム上卵管組織カテコールアミンの

ピークは13．2分で溶出され，標準試料における

noradrenalineのretention　timeと一致したので，卵管組

織カテコールアミンのピークはnoradrenalineと同定

された．

　ll．卵管組織におけるNAの変化

　1．交尾後の卵管NA

　交尾後の部位的な比較ではいずれの時期において

も遠位峡部（非発情期：1677．0±58．7ng／g　wet　wt．，10

時問目：1525．2±102．3ng／g　wet　wt．，12時間目：9255

±60．7ng／g　wet　wt、，24時間目：1534．6±94．2ng／g　wet

wt．，48時問目：1485．6±121．7ng／9　wet　wt，　72時間目：

1508．6±1　02．6ng／9　wet　wt．，　96時問目：1603．3±90．3ng／

gwet　wt．）〉近位峡部（非発情期：10894ng／g　wet　wt．，

10時間目：903．0±44．2ng／g　wet　wL，12時間目：8782

±403ng／g　wet　wt．，24時間目：938．0±639ng／g　wet　wt．，

48時問目：997．3±75．4ng／g　wet　wt．，72時間目：　926．7

±64．9ng／g　wet　wt．，　96時問目：958．5±45．6ng／g　wet　wt．）

〉膨大部（非発情期：624．8±88，2ng／g　et　wt．，10時間目：

541．3±54．2ng／g　wet　wt．，12時問目：50L6±39」ng／9

表1家兎卵管におけるNAの変化

近位峡部 遠位峡部 膨大部

交尾後
時間

例数 　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

非発情期

　10

　12

　24

　48

　72

　96

7

7

7

7

7

7

7

1089．4±42．4

903．0±44．2

8782±40．3

938．0±63．9

997．3±75．4

926．7±64．9

958．5±45．6

1677．0±　　58．7

1525．2±102．3

925，5±　　60．7＊

1534．6±　　94．2

1485．6±121．7

1508．6±102．6

1603．3±　　90．3

624．8±88．2

54L3±54．2

50L6±39．1

634。9±46．0

619．5±57．3

560．3±4L6

661．1±52．2

Mean±SE＊pくO．Ol
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wet　wt．，24時問目：634．9±46．Ong／g　wet　wt．，48時間

目：619．5±57．3ng／g　wet　wt．，72時間目：560．3±

41．6ng／g　wet　wt．，96時間目：661．1±52．2ng／g　wet　wt．）

の順に多く，交尾後12時間目を除いて遠位峡部，近

位峡部，膨大部の三者間のNA量にはそれぞれ有意

差（p＜O．Ol）が認められた．交尾後12時問目における

遠位（9255±60．7ng／g　wet　wt。）と近位（878．2±40。3ng／

gwet　wt．）峡部NA量には有意の変化は認められず，

遠位および近位峡部と膨大部（501．6±39．lng／g　wet

wt．）との間には有意（p＜0．01）なNA量の変化が認めら

れた．近位峡部，遠位峡部および膨大部における交

尾後の経時的なNA量は非発情期に比べて低値を持

続し，12時間目で最も低く，以後NA量は緩徐に増

加し，96時間目で非発情期のレベルに復帰した．交

尾後12時問目の遠位峡部におけるNA量　（925．5±

60．7ng／g　wet　wt．）は非発情期（1677．0±58．7ng／g　wet

wt．）に比べて44．8％有意（p＜O．Ol）に減少したが，48時

日本不妊会誌38巻3号

問目の遠位峡部NA量はll．6％減少するも有意の変化

は認められなかった．

　2．E2処置後における卵管NA

　E2処置し交尾後12と24時問目の卵管各部位にお

けるNA量は対照群に比べて，いずれも有意の変化

は認められなかった．E2　25μg処置し交尾後72時間

目においては遠位峡部NA量（1990．8±181．1ng／g　wet

WL）のみが対照群に比べて38．0％有意（p＜0。01）に増

加した．

　E2250μg処置し交尾後72時間目における近位
（1739．8±1　24．3ng／g　wet　wt．）と遠位（2145．1±158．4ng／n

wet・wt．）峡部NA量の変化は近位峡部の方が大きく，

対照群に比べてそれぞれ89．99。，48．7％有意（p＜O．Ol）

に増加したが，膨大部NA量（7215±64．8ng／g　wet　wt．）

には有意の変化は認められなかった．

　3。P4処置後における卵管NA

　hCG静注後24（2422．6±292．2ng／g　wet　wt。）および48

表2　estradiol処置後の家兎卵管NA

近位峡部 遠位峡部 膨大部 1

交尾後
時間

estradiol 例数 　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

　　NA
ng／g　wet　wt．

12

12

12

24

24

24

72

72

72

対照群

25μ9

250μg

対照群

25＃9

250μg

対照群

25　，a　g

250μg

7

7

7

7

7

7

7

7

7

871．畳±　　55．6

864．2±　　77，1

858．0±　　82」

920．6±　　925

988．3±142．1

964．2±　　442

915．9±1012

1236．7±104．O

l739．8±124．3＊

980．7±　　6Ll

1074．3±125．6

1052．8±107．6

1484。3±119．9

15789±148．7

1523．9±137．l

l442．6±　　97．3

1990．8±18L1＊

2145．1±158．4＊

474．7±27．8

424．3±46．5

421．1±61．4

5625±723
629．0±59．6

644．2±60．5

576．1±52．0

643．3±68．8

721．5±64．8

Mean±SE＊pく0．Ol

表3progesterone処置後の家兎卵管NA

近位峡部 遠位峡部 膨大部
壇

hCG静注後
　時間

progesterone

mg／kg／日

例数 　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

24

24

48

48

対照群

　2
対照群

　2

7

7

7

7

953．7士104．6

1014．9±　　83．l

lO58．1±　　77．6

1103．7±　　96．5

1395．4±150．0

2422．6±292．2＊

1430．4±135．6

276L3±240．9＊

634．5±84．4

672．0±71．4

666．4±68．9

697．4±42．5

盛

Mean±SE＊p＜0．Ol
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表4reserpine処置後の家兎卵管NA

近位峡部 遠位峡部 膨大部

hCG静注後　　　reserpine

　時間　　　mg／kg／日

例数 　NA
ng／g　wet　wt。

　NA
ng／g　wet　wt．

　NA
ng／g　wet　wt．

24

24

72

72

対照群

　0．6

対照群

　O．3

7

7

7

7

968．5±79．3

　14．7±　　1，8＊

1115．1±96．9

　13．4±　　L8＊

1482．7±202．5

　22．4±　　　3．3＊

1588．6±154．8

　20．4±　　2．9＊

621．1±67．9

　7．1±　　Ll＊

563．7±58．8

　5．8±　　0．9＊

Mean±SE＊p＜O．OO　1

表5　家兎卵管および子宮における卵の分布状況

回収卵

交尾後　　例数　　黄体数　　卵数 近位峡部 遠位峡部 膨大部 子宮

時間 卵数 90 卵数 ％ 卵数 ％ 卵数 ％

10

12

24

48

72

96

7

7

7

7

7

7

9

67

65

60

68

52

7

46

43

43

39

23

0

0

4＊

33＊

4＊

0＊

0

0

9．3

76．7

1α3

0

0

7＊

23＊

10＊

0

0

O

l5．3

53．5

23．3

0

0

7　　　100．0

39＊　　84．7

16＊　　37．2

0　　　　0

0　　　　0

0　　　　0

0　　　　0

0　　　　0

0　　　　0

0　　　　0

35＊　　89．7

23　　100．O

＊p＜O．01

時間目（2761．3±240．9ng／g　wet　wt．）における遠位峡部

NA量のみが対照群に比べて有意（p＜0．01）の変化を示

し，その増加はそれぞれ73．6％，93．0％であった．

　4．reserpine処置後における卵管NA

　hCG静注後24と72時間目の近位峡部，遠位峡部

および膨大部におけるNA量は表4の如く対照群の

約1／100（p＜0．001）で，枯渇に近いレベルまで著明に

減少した．

　皿．回収卵の分布

　1．交尾後における卵の分布

　交尾後10時間目ではほとんど排卵が認められず，

12時間目で84．7％の卵が膨大部に存在し，遠位峡部

には15．3％の卵が認められた．24時間目の卵は卵管

の各部位に認められたが子宮腔には移送されず，遠

位峡部に535％と最も多くの卵が存在し，膨大部に

37．2％，近位峡部に9．3％の卵が認められ，卵は12時問

目に比べて有意（p＜0．01）に遠位と近位峡部へ移動し

た．48時問目の卵は膨大部には認められず，全ての

卵は遠位と近位峡部に移送され，近位峡部（76．79。）

に最も多くの卵が認められ，卵は24時問目に比べて

有意（P＜0．01）に近位峡部へ移送された．72時間目に

なると大部分の卵（89．7％）は子宮腔に到達し，卵管

では近位峡部のみに103％の卵が認められ，48時間

目に比べて卵の分布状況は有意（p＜0．Ol）の変化が認

められ，96時間目の卵は全て子宮腔に認められた．

交尾から時間が経過するにしたがって回収卵は減少

し，12時問目では68．6％の卵が回収されたが，96時

間目の卵回収率は44．2％まで著しく低下した．

　2．E2処置後における卵の分布

　E2処置後12時間目における卵の分布は対照群と

ほぼ同様であり，24時問目の卵は対照群に比べて

膨大部（25μg：48．8％，250μg：52．4％）に停滞し，近

位峡部（25μg：7．0％，250μg：4．8％）への移送が低下

する傾向が認められた．72時問目においては対照

群の卵は膨大部と遠位峡部には全く認められない

のに対して，膨大部には25μg処置で44．8％，250Xi　g

処置で60．09。の卵が認められ，遠位峡部にも25μg

処置で37．9％，250，a　g処置で23．39。の卵が認められ，
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表6　estradiol処置後の家兎卵管および子宮における卵の分布状況

回収卵

交尾後

時間

estradiol例数　黄体数　卵数 近位峡部 遠位峡部 膨大部 子宮

卵数 ％　　卵数　　％　　卵数　　％　　卵数　　％

12

12

12

24

24

24

72

72

72

対照群

25μ9

250μg

対照群

25　，u9

250μg

対照群

25　／i　9

250　，a　g

7

7

7

7

7

7

7

7

7

68

60

57

66

67

65

55

57

58

48

45

43

43

43

42

31

29

30

0

0

0

4

3

2

3

3

3

0

0

0

9．3

7．0

4．8

9．7

10．4

10．0

7

6

6

22

19

18

0

11＊

7＊

14，6

11．3

13．9

5L2

44．2

42。8

0

37．9

23．3

41

39

37

17

21

22

0

13＊

18＊

85．4

86．7

86．1

39．5

48．8

52．4

0

448

60．0

0

0

0

0

0

0

28

2＊

2＊

0

0

0

0

0

0

90．3

6．9

6．7

＊p＜0．01

表7progesterone処置後の家兎卵管および子宮における卵の分布状況

回収卵

hCG静注後　　progesterone

　時間　　　mg／kg／日

例数　黄体数　卵数　　近位峡部 遠位峡部 膨大部 子宮

卵数　　％　　卵数　　9。　卵数　　％　　卵数　　a／。

24

24

48

48

対照群

　2
対照群

　2

7

7

7

7

66　　42

67　　40

60　　　43

61　　39

4

10＊

33

7＊

9．5　　　22　　　52．4　　　　16

25．0　　　　14＊　　　35，0　　　　11＊

76．7　　　　10　　　23．3　　　　0

17，9　　　　1＊　　　2，6　　　　0

38」　　0　　　0

275　　　　5＊　　　　125

0　　　0　　　0

0　　　　31＊　　　79．5

＊pくO．01

表8　re．gerpine処置後の家兎卵管および子宮における卵の分布状況

回収卵

hCG静注後　　　reserpine

　時間　　　mg／kg／日

例数　黄体数　卵数　　近位峡部 遠位峡部 膨大部 子宮

卵数　　％　　卵数　　％　　卵数　　％　　卵数　　％

24

24

72

72

対照群

　O．6

対照群

　0．3

7

7

7

7

63　　　41

28　　22

65　　36

37　　　19

5

0＊

4

7＊

12．2　　　23　　　　56．l　　　l3

0　　　　　4＊　　　18．2　　　18＊

11．1　　0　　　0　　　0

36．8　　　　6＊　　　31．6　　　　3＊

31．7　　0　　　0

81．8　　0＊　　0

0　　　32　　88．9

15．8　　　　3＊　　　15．8

＊P＜0．001

卵は対照群と比べて有意（p＜O．01）に膨大部と遠位

峡部に著しく停滞した．

　3．P4処置後における卵の分布

　P4処置群の卵は移動が迅速となり，hCG静注後24

時間目の卵は対照群に比べて有意（pく0．01）に子宮腔

と近位峡部へ移送され，48時間目の卵は有意
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（p＜0．Ol）に速く子宮腔へ移動し，子宮腔には24時問

目で12．5％，48時間目で795％もの卵が認められた．

　4．reserpine処置後における卵の分布

　Reserpine処置群の卵は移動が著しく遅延し，か

つ排卵の減少が認められ，hCG静注後24時間目の

卵は遠位峡部と膨大部に停滞し，対照群に比べて

有意差（p＜O．OO1）が認められ，膨大部には対照群の

約2．5倍滞り，72時問目の卵は子宮への移動が遅

れ，有意（p＜O．OOI）に近位峡部，遠位峡部および膨

大部に停滞し，遠位峡部に31，6％膨大部に15．89eの

卵が停滞した．

考　　察

　家兎の卵が卵管内を通過して子宮腔に移送される

までの間に，卵管NA量には大きな変化が認められ

た．卵管NA含有量は遠位峡部〉近位峡部〉膨大部

の順であり，遠位峡部に最も多く認められ，交尾後

量的にNAが大きく変動するのは主として遠位峡部

の部分で，近位峡部NAは遠位峡部のNAとパラレル

には変動しなかった．交尾後10時問目から遠位峡部

NA量の緩やかな減少が認められ，交尾後12時間目

において急激に低下したことは注目に値する．この

時期の卵は急速に膨大部と遠位峡部に到達してい

た．卵が遠位峡部に停滞している間は卵管NA，特

に遠位峡部NAは低値を持続し続け，卵が近位峡部

へ比較的速やかに移動を開始する頃より，卵管NA

は徐々に増量し，卵が子宮内にほとんど到達してい

る時期に，卵管NA量は非発情期のレベルに復帰し

てくる．これらの結果と，家兎5）およびヒト6）卵管に

おけるadrenergic飾erの分布状況は，峡部輪状筋層の

特に膨大部峡部接合部周辺に最も豊富に分布してい

ることからも，遠位峡部周辺に存在するNAと卵輸

送とには密接な関連があると考えられる．αおよび

βadrenoreceptorsがヒト卵管の外縦走と内輪状の両

筋層に存在することをRosenblumら7）が初めて証明

し，前者の刺激は筋収縮活動を促し，後者の刺激に

よって筋収縮活動は抑制される．解剖学的にみる

と，卵管峡部の筋層は最内層の縦走筋，中間の輪状

筋および最外層の縦走筋の三層から構成11）されてお

り，最内層の縦走筋は子宮卵管接合部と近位峡部に

おいて発達が著しく，末梢に行くにしたがって発達

は不良となる．ヒト卵管の膨大部峡部接合部と遠位

峡部における縦走筋はα活性が高く，輪状筋はβ活

性が優位12）である．近位峡部および子宮卵管接合部

においては，α活性は最外層の縦走筋で高く，β活

性は輪状筋と最内層の縦走筋で著しい13はうに，α
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およびβ活性の筋層に対する作用は異なっている

が，両活性のバランスのとれた作用を反映して，両

筋層の収縮・弛緩活動が円滑に行われている．α活

性優位の縦走筋が収縮し，β活性が優位に立つ輪状

筋が弛緩することによって峡部内腔が拡大し，逆に

縦走筋の弛緩と輪状筋の収縮は，卵管内の卵輪送に

重要な意義を持つ峡部内腔の機能的狭窄14－16）をもた

らす．家兎卵の停滞する部位は膨大部峡部接合部に

限局する1）J7）が，今回の実験では膨大部峡部接合部

を細分割せず，膨大部と遠位峡部の境界で分割した

ため，卵の停滞は遠位峡部と膨大部の両部分に分散

されたと思われる．したがって交尾後遠位峡部NA

が低値を維持している状況下では，遠位峡部NAは

峡部縦走筋の収縮を抑制し，輪状筋の活動を充進さ

せる方向に作用することによって，遠位峡部の内腔

が狭窄して卵は遠位峡部に停滞することになる．遠

位峡部NAの漸増に伴って縦走筋の収縮が強くな

り，一方輪状筋の活動が減弱して弛緩すると峡部内

腔が拡大し，その結果卵は近位峡部を比較的速やか

に通過して子宮腔へ移送されると考えられる．

　外因性estrogenは濃度依存性で，大量では卵管内に

卵を停滞させ，少量では卵輸送を促進する1）・18）．E2

処置後遠位峡部のNAは増加し，その増加に対応し

て卵は停滞し，卵の停滞は遠位峡部と膨大部に限局

する．E2処置後72時間目の卵は遠位峡部と膨大部に

停滞するので，この停滞する卵は無処置の交尾後24

時間目における卵の存在部位と極めて相似してい

た．Greenwaldl）は家兎へのE225μg処置によって，

卵管内の卵移動は促進されたと報告している．本実

験では卵移動の促進ではなく逆の抑制が認められ，

Bodkheら19）もE225μg処置で卵移動の抑制と峡部NA

が著しく増加したことを認め，本実験の成績と一致

する結果を報告している．外因性P4の卵輸送に対す

る効果は，それを処置する時期によって異なり，排

卵後のP4処置は卵の輸送に影響を及ぼさないが，排

卵前のP4処置は卵輸送を促し2），交尾後のP4処置も卵

輸送を促進させる1）．本実験における排卵前のP4処

置では，遠位峡部NAはE2処置の結果と類似して増量

し，卵移送も著しく促進され，卵が子宮腔に至るの

が顕著に速まった．

　末梢神経終末のカテコールアミン減少作用を有す

るreserpine処置の卵管NAは膨大部，遠位峡部および

近位峡部すなわち卵管すべての部位において枯渇に

近い状態まで低下し，卵も卵管内に著しく滞った．

このように卵管NAが減少しても卵は卵管内に停滞

して，卵の移動が著しく遅延する．
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　家兎の卵管運動は15）排卵の直前から徐々に充進に

転じる．卵管収縮の充進が継続している間は峡部の

内腔は狭窄し，卵管運動の減弱に伴って内腔は拡大

され，E2の負荷によって急速に内腔は挾少し，　P4を

負荷させると内腔は拡大する］4）．卵管運動の強弱と

内腔の変化が惹起される時期は，本実験で確認され

た卵の停滞と移送の時間的経過と極めてよく一致し

ていた．したがって遠位峡部におけるNA量の変動

に峡部筋層が反応して収縮・弛緩し，その結果峡部

管腔の変化が起こり，卵が停滞あるいは移動すると

考えられ，遠位峡部のNAが卵移送の調節にとって

最も重要な因子となっている可能性が強い．

　卵管内における卵の移送に関わる調節は，交感

神経による単一機構で取り行われているのではな

く，αreceptor感受性はestrogen優位下で充進し，

progesteroneが優位に立つ時にβreceptorは一層鋭敏

になるように，ステロイドホルモンとの深い関係が

知られている20）．しかし排卵前における家兎卵巣静

脈血中のE2と20α一〇H－progesterone，特にE2の急増と卵

管平滑筋収縮との関係は無縁ではないが，ステロイ

ドホルモンと収縮現象の間には必ずしも明確な相

関関係が認められない15）．一方αblockerである

phenoxybenzamineはE2効果による卵の停滞を解除す

る機能を持っている21）．このように卵管内における

卵の輸送調節機構の解明には，様々な影響をもたら

している性ステロイドホルモンあるいは
prostaglandins3）・4）等の諸因子を含め，あらゆる角度か

らの取り組みが不可欠である．

　今回の著者の実験成績から，卵輸送の調節は遠位

峡部に局在するNA主導型である可能性が強く示唆

された．

　稿を終えるにあたり，御校閲を賜りました東邦大

学医学部第1産科婦人科学教室平川　舜教授に深謝

致します．また御指導を賜りました東邦大学医学部

第1産科婦人科学教室故百瀬和夫教授に感謝致しま

す．本論文の要旨は第41回日本産科婦人科学会学術

講演会で発表した．
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Adrenergic　transmitter　in　the　oviduct　of

　　　　　　rabbits　during　eg9　transprt

Shinichi　Saito

1st　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Toho　University，　School　of　Med童cine，　Tokyo

　　　　　（Director：Prof．　Shun　Hirakawa）

　　The　present　investigations　were　undertaken　to　exam－

ine　the　effect　of　adrenergic　neurotransmitters　in　the　ovi－

duct　on　the　control　of　egg　transport，　changes　in　the

amount　of　noradrenaline（NA）in　the　different　parts　of
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the　oviduct　during　the　time　of　egg　transport　under　vari－

ous　conditions．

　　NA　in　the　distal　isthmus　remained　at　low　levels　fol－

lowing　mating，　reaching　a　minimum　l　2　hours　after　mat－

ing，　and　then　exhibiting　a　gradual　increase　until　return－

ing　to　the　estrous　level　by　96　hours　after　mating．　By　l　2

hours　after　mating，　most　of　the　eggs　were　found　in　the

ampulla．　NA　levels　in　the　distal　isthmus　were　increased

72hours　after　administration　of　25μgof　E，　but　NA

levels　in　the　proximal　isthmus　showed　no　change．　By

72hours　after　administration　of　250，a　g　of　E，　NA　lev－

els　at　both　proximal　and　distal　isthmus　was　increased，

but　NA　in　the　ampulla　showed　no　change．　The　distri－

bution　of　the　eggs　72　hours　after　E　administration　im－

plied　a　delay　in　the　egg　transport　and　retention　of　the

eggs　at　the　distal　isthmus　and　ampulla．　In　the　group

given　progesterone　72　hours　after　hCG　injection，　NA　in

the　distal　isthmus　was　significantly　increased．　Progest－

erone　markedly　accelerated　egg　transport．875　per　cent

of　egg　were　found　in　the　oviduct　24　hours　after　hCG，

whereas　l　25　per　cent　were　found　in　the　uterus．　In　the

group　of　rabbits　receiving　reserpine，　NA　levels　at　each

portion　of　the　oviduct　were　markedly　decreased．　The

arrival　of　eggs　at　the　uterus　was　delayed　and　a　remark－

able　retention　of　eggs　at　each　portion　of　oviduct　was

noted．　Egg　transport　through　the　oviduct　in　norrnal

animals　is　associated　with　lowered　levels　of　NA　in　the

distal　isthmus．

　　The　changes　in　the　neurotransmitter　system　and　spe－

cifically　noradrenergic　activity　at　the　oviduct　Ievel

represents　an　important　factor　in　the　control　of　egg　trans－

port　though　the　oviduct．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1993年3月9日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日特掲）
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トスフロキサシン（OZEX⑧）の有用性の臨床的検討
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　クラミジア・トラコマチス感染症に対するTFLX（OZEX③）の臨床的有用性について検討し，以下の結

果を得た。1）クラミジア抗原陽性25例にTFLX（450mg／日）を1－2週間投与し，投与後は全例クラミジ

ア抗原が陰性化した。2）25例中，膣頸管培養検査を同時に行ったのは15例で，うち1例に淋菌が検出

された．本例の淋菌もTFLX投与で陰性化した．3）TFLXによる副作用と考えられためまいを訴えた症

例が1例あった．

　以上より，TFLXはクラミジア頸管炎に有用であることが明らかになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，（3），400－404，1993）

緒　　言

　クラミジアトラコマチス感染は，婦人科において

は骨盤腹膜炎，卵管癒着1），子宮外妊娠2）などに関与

している．特に卵管性不妊症や子宮外妊娠の原因と

なる卵管癒着がいったんおきると，修復には手術療

法が必要となり，その予防的意味からも早期診断と

治療が重要である．クラミジア・トラコマチス感染

の治療には従来，テトラサイクリン系，マクロライ

ド系の薬剤が使用されてきたが，最近では，ニュー

キノロン剤の有用性3）も示唆されている．今回われ

われは，新しいピリドンカルボン酸系抗菌剤である

トスフロキサシン（TFLX：OZEX⑧）のクラミジア頸管

炎・骨盤腹膜炎に対する有用性を臨床的に検討し，

良好な結果を得たので報告する．

対象と方法

　1991年7月から1992年9月までに帯下・下腹痛な

どを主訴として来院し，子宮付属器炎・子宮頸管炎

が疑われた患者のうち，子宮頸管部のクラミジア抗

原検査が陽性あった25例に対しTFLXを投与した．

　TFLXは，クラミジア抗原検査が陽性であった日

から2週間以内に投与を開始し，用法・用量は原則

として1日450mg，分3，2週間の経口投与とした．

治療の効果判定は，TFLX投与終了後2週間以内に

行ったクラミジア抗原検査によった．また一部には

ヒタザイム・クラミジア㊥（日立化成）によるクラミ

ジア抗体検査（陽性：IgG・IgAインデックス＞1．1）も

行い治癒判定の参考にした，なお，膣頸管培養検査

も同時に行い，その結果も検討した．
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子宮頸管部のクラミジア抗原検査にはイデイアクラ

ジミア⑭（以下イデイア：協和メデックス）を用いた．

クラミジア抗原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，抗原が

陰性になるまで性交渉を控えるよう指示した．
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成　　績

L研究対象患者の背景と症状

　研究対象25例は未婚が21例，既婚が4例であっ
た．

　未婚の21例の年齢は21歳から47歳にわたり，平均

年齢は28．6歳であった．6例（29％）に妊娠既往があ

り，人口妊娠中絶術をうけていた．

　既婚の4例は31歳から38歳にわたり平均年齢35歳

であった．2例に分娩既往があり，2例は不妊症で

妊娠の既往はなかった．

　症状は，帯下の増加が10例（40％），下腹痛6例

（24％），不正出血は6例（24％）あった．また，パー

トナーが尿道炎であった例は6例（24％）であり，そ

のほか尖圭コンジローマ2例（8％），不妊症は2例（8

％）あった．（表）

　TFLX投与後は，帯下・下腹痛・不正出血の症状

は，すべて消失または軽快した．

2．TFLXの投与によるクラミジア抗原の推移

　検査と治療の内訳は，イデイアが陽性であった時

点から2週間後にTFLX投与を開始した症例が10例

表1研究対象25例の症状（症状の重複を含む）

帯ド…………・…・・………………10例

下腹痛…・………・……・…………6例

不正出血……・…………・・………も例

パートナーが尿道炎……………6例

尖圭コンジローマ………………2例

不妊症…・・……………・…………2例

（40％）

（24％）

（24％）

（24％）

（8％）

（8％）

あった，この10例のうち，2週間のTFLX投与終了直

後にイデイアによる効果判定を行ったのが8例あ

り，TFLX投与終了後1週間目に効果判定した症例が

1例，2週間後に判定した症例が1例あった．TFLX

投与後のイデイアはすべて陰性化した．（図1－a）

　イデイアが陽性を示した1週間後にTFLXを2週

間投与したのは4例あった．このうちTFLX投与終了

直後の効果判定が3例，TFLX投与終了後2週間目

に効果判定をした症例が1例あったが治療後のイデ

イアはすべて陰性化した．（図1　－b）

　またイデイアの検査を実施した日から同時に

TFLXを2週間投与した症例（結果的に治療開始後に

クラミジア抗原が陽性であったことを確認した症例）

が10例あった．TFLX投与終了直後のイデイアによ

る効果判定は5例，1週間後が3例，2週間後が2

例あったが，治療後は抗原はすべて陰性化した．

（図1－c）

　　　　　　　　　　　　TFLX　450mg／日

　　　　　　2週間　　　　　　　　　　　　　1週間　　1週間

　　　　　　　　　1週間

c） 10
2週間

5 3 2

d）

L＿＿＿＿」　　　　　　1＿＿＿＿＿」
　　治療前の検査　　　　　　　　　　　　　治療後の検査

　　　　注）1）○は，イデイアクラジミア施行時期

　　　　　　2）○の中の数字は症例数を示す

　　　　　　3）治療後のイデイアは

　　　　　　　すべて陰性化した（有効率100％：25／25）

図1　イデイアクラミジアの検査時期とTFLXの投与方法
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症例1．S．　N．26歳　OGOP　帯下の増加

　イテイア法　　（＋）

マイクロトラノク法　　（＋）

ヒタザイムlgG　3．75

　　　［gA　1．23

TFLX　4　0mg／日

〈一）

（一｝

196
1．06

症例2，M，　K．28歳　2GOP　パートナーが淋菌感染

゜1＿」＿一）
　イテイア法　　（＋）

　　淋菌　（＋｝

ヒタサイムlgG　2．17

　　　1gA　2．54

TFLX　4　0mg’Eヨ

図2　症例1，2

（一）

（一）

1．72

2．18

TFLXを1週間のみ投与した症例は1例あったが，

投与終了1週間目のイデイアは陰性化していた．（図

1－d）

　以上のごとく，TFLX投与前にイデイアが陽性で

あった研究対象25例の，TFLX投与後のクラミジア

抗原はすべて陰性化（有効率100％：25／25）した結果と

なった．

　また，これら25例のうち，ヒタザイムによる抗体

検査も治癒前後に行った2症例（図2：症例1，2）で

はIgG・IgAインデックスの低下を認めた．

　なお，TFLXによると考えられた副作用として，

めまいを訴えた症例が1例あった．

3．膣頸管培養検査結果

　膣頸管培養検査をおこなったのは15例あったが，

淋菌を認めた例が1例（図2：症例2）あった．また

Group　B　Streptococcusを検出したものが2例あった

が，大腸菌などの病原菌は認めなかった．

　なお，淋菌感染を認めた症例には，TFLXを2週間

投与し，投与終了2週間後の膣痙管培養検査では淋

菌も陰性化した．

考　　察

　クラミジア頸管炎に対する治癒薬として，新しい

ピロドンカルボン酸系抗菌剤であるTFLXの有用性

について臨床的に検討した，

　クラミジア群を感染局所から完全に消失させるに

は10－14日間の薬剤投与が必須である4）との考えか

ら，今回の検討では，クラミジア頸管炎の25症例に

対し，TFLXを1日450mg，2週間投与した．　TFLX

日本不妊会誌　38巻3号

投与終了直後に効果判定できた症例が16例あった

が，抗原はすべて陰性化し，TFLX投与終了後1週間

目，2週間目の効果判定例でもすべて抗原が陰性で

あり，TFLXの用法・用量は1日450mg，　2週間で十

分であることが確認された．

　TFLXの1週間投与で効果判定した症例が1例あっ

た．投与期間については1週間投与よりも2週間投

与の方が15－20％有効率が優れているとするCPFX（シ

プロフロキサシン）での報告5）と，少数例ではあるが

TFLX投与では1週間でも十分有効であった報告6）の

両方がある．本研究では，1週間投与の有効性は症

例数が少なく確認できないが，患者の負担を考える

と今後症例を追加して1週間投与法を検討する必要

があろう．基礎研究でのクラミジア・トラコマチス

に対するTFLXの抗菌力をみると，　MIC80で比較する

と，TFLXのO．2μ　9／mlは，ミノマイシンの0、05μ9／ml

には及ばないが，OFLX（オフロキシサン）の0．78μ9／

ml，　CPFXの1．56μ9／ml，　NFLX（ノルフロキシサン）

の25μ9／mlよりすぐれた成績7）を示しており，TFLX

では1週間の投与期間でも充分に効果が期待できる

可能性がある，

　臨床的には，検討症例数や薬剤投与量が異なり判

断は難しいものの，OFLXの有効率93．9－98．5％8）や

CPFXの有効率87．9－90％5）との報告と比較しても，ク

ラミジア・トラコマチスに対するTFLXの有効率

（100％：25／25）は同等以上であると思われた．また，

骨盤腹膜炎や子宮頸管炎は，クラミジアに限らず他

の菌との混合感染についても考慮する必要9川があ

る．TFLXは，大腸菌且1・12）や淋菌12・13）には，　CpFXと

同等で，OFLXやNFLXよりも優れた抗菌力を示し，

かつミノマイシン6）やエリスロマイシンより有効

で，婦人科領域における混合感染や腎孟腎炎・膀胱

炎にも有効であると考えられた．したがってSTDが

疑われた症例に早期から治療を開始する意味でも，

TFLXはまだ原因菌が同定できない時期から信頼し

て使用できるものと考えられた．加えて病院感染・

術後感染菌として問題となっているMRSAや，流産

や不妊症との関連で注目されているUreaplasmaに対

しても，OFLX，　CPFX，　NFLXよりすぐれた抗菌力

12・14・15）を示している，ただ，今回の検討ではクラミ

ジア・トラコマチスと他の細菌との混合感染例は，

膣頸管培養検査で淋菌が検出された1例のみと少な

かった．実際に婦人科においては，クラミジア感染

に比較して淋菌感染は多くはない10・16）が，重複感染9）

を否定はできず，これらも念頭にいれた検査と治療

が必要である．
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　臨床症状ではTFLX投与で，帯下・下腹痛・不正

出血などの症状は消失または軽快し，またこれらの

症状の多くは，薬剤服用1週間以内に改善がみられ

た．今回の検討では，抗原の陰性化の時期は治癒開

始後2週間以内であることが示唆されたが，臨床症

状からは治療開始後1週間以内に抗原が陰性化して

いる可能性もあり，抗原陰性化の時期については今

後検討する必要があろう．

　クラミジア感染の主訴について，菅生ら17）は帯下

感，不正性器出血，腹痛などの症状が重要であるこ

とを報告しているが，今回の検討でも帯下の増加が

10例（409。）と最も多かった．また不正出血も6例

（24％）あり，今回の検討症例の84％（21／24）が平均年

齢28．6歳の未婚女性であったことから，未婚若年者

の不正出血を，単に排卵異常などの内分泌的なもの

とせずに，クラミジア・トラコマチス感染について

も併せて考慮する必要性が示唆された．またパート

ナーが尿道炎と診断されて検査目的に来院した症例

も6例（24％）と多かったことは，STDの検査にクラ

ミジア検査が不可欠であることを示唆していると考

えられた．

　TFLXによると考えられた副作用として，めまい

を訴えたものが1例あった．しかし文献的には副作

用の面でも他の薬剤と比較してほぼ同等な成績3）を

示しており，使用し易いものと思われた。

　ただ産婦人科においては，特に妊娠との関係に

注意する必要がある．ピリドンカルボン酸系抗菌

剤はDNAジャイレース活性阻害で，　DNA複製を妨

げる12）と考えられており，妊娠中，とりわけ妊娠

初期に使用することは避けなければならない．し

たがって当院ではTFLXに限らず，ピリドンカルボ

ン酸系の抗菌剤を使用する時には避妊することを

指示している．

　本研究の要旨は第37回日本不妊学会学術講演会

（東京，1992年）で発表した．
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Clinica1　effects　of　tosufloxacin　to　chlamydia

　　　trachomatis　cervicitis　and　PID

Keiichi　Takahashi，　Kyoko　Shiota

Hisako　Tobai，　Takashi　Okuno
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Takahisa　Kojima，　Makoto　Izuta

　　　　　　　and　Kodo　Sato

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　Toranomon　Hospital，　Tokyo　105，　Japan

　　Objective：To　investigate　the　effects　of　Tosufloxacin

（TFLX：OZEX⑭）to　Chlamydia　trachomatis（CT）

cer・vicitis　and　pelvic　inflammatory　diseases，

　　Materials：25　patients　with　positive　result　by　IDEIA

Chlamydia⑥（IDEIA）．

　　Methods：TFLX（450mg／day）were　prescribed　to　24

patients　for　2　weeks　and　one　patient　for　l　week．　The

effect　of　TFLX　was　evaluated　by　repeated　IDEIA　tests．

　　Res山s：1）IDEIA　of　the　25　patients　showed　nega－

tive　after　the　TFLX　therapy．2）Gonococcus　was　de－

tected　in　one　out　of　15　materials　for　cervical　bacteria

culture．　The　test　after　therapy　was　negative．

　　Conclusions：TFLX　was　revealed　to　be　effective　for

CT　cervicitis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月7日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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声

　　Abstract：Prevalence　of　Chlamydia　trachomatis　antibodies　was　studied　in　96　infertile　women　who

underwent　diagnostic　laparoscopy　to　determine　whether　the　serologic　studies　for　Chlamydia　would　be

helpful　in　identifying　tubal　factor　infertility．

Among　infertile　subjects　with　abnormal　fallopian　tube　findings，　the　prevalence　of　IgG　and　IgM　anti－

bodies　to　Chlamydia　trachomatis　was　significantly　higher　in　the　infertile　women　with　normal　fa】10pian

tubes（p＜0．01）．　Of　the　46　patients　with　high　Chlamydia　titers　none　of　them　had　a　history　of　previous

pelvic　inflammatory　disease．

　　These　results　suggest　that　Chlamydia　trachomatis　infection　is　associated　with　high　incidence　of　fallo－

pian　tube　damage　and　in　majority　of　patients，　the　prior　infection　is　asymptomatic　and　subclinical．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．，38（3），405－407，1993）

t°

ρ

Introduction

　　Tubal　damage　is　single　most　important　cause　of

female　infertility　in　industrialized　countries1）most　of

which　result　from　inflammatory　processes　initiated

by　number　of　microorganism2）．　The　role　of　chlamy－

dia　trachomatis　as　an　important　cause　of　pelvic　in－

flammatory　disease（PID）have　been　emphasized　in

several　studies3～4）．

　　Although　the　signs　and　symptoms　associated　with

Chlamydia　trachomatis　infections　appear　to　be　less

severe　than　those　associated　with　other　agents，　in－

flammatory　changes　in　the　Fallopian　tubes　are　often

more　severe　than　might　be　expected　from　the　benign

course　of　the　disease5～8）．　The　majority　of　the　Chlamy－

dial　PID　cases　remain　undiagnosed　and　are　conse－

quently　not　treated　properly9）．　Several　serologic　stud－

ies　also　have　supported　the　important　role　of　Chlamy－

dial　infections　in　involuntary　infertility　lo～12）．

　　The　aim　of　the　present　study　was　to　determine　the

prevalence　of　humoral　IgG　and　IgM　antibodies　to

Chlamydia　trachomatis　in　infertile　women　who　un一

derwent　diagnostic　laparoscopy．

Materials　and　Methods

　　The　study　population　was　consisted　of　96　women

with　a　history　of　infertility　lasting　for　at　least　2　years，

who　were　admitted　to　the　Department　of　Obstetrics

and　Gynecology，　Akita　University　Hospital，　Japan．

The　mean　age　of　the　patients　was　30．9　years（range

23－38years）and　the　mean　infertility　period　was　55

years（range　2－14years）．

　　After　routine　infertil孟ty　examinations　including

hysterosalpingography，　laparoscopy　was　performed．

During　laparoscopy　the　presence　or　absence　of　fim－

brial　phymosis，　peritubal　adhesions，　hydrosalpinx，

tubal　obstruction　and　other　pelvic　findings　such　as

endometriosis　were　noted，　Tubal　damages　due　to　pre－

vious　pelvic　surgery　were　not　encountered．　Accord－

ing　to　Iaparoscopic　evaluation　42　patients　had　tubal

damage　and　54　patients　had　normal　tubes　in　which

28patients　were　diagnosed　to　have　endometriosis，

Among　the　42　patients　with　tubal　damage　l　4　women
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had　a　history　of　abortion，4women　had　a　history　of

ectopic　pregnancy，3women　had　a　history　of　pelvic

operation　and　l　woman　had　a　history　of　PID．　Among

the　54　patients　with　normal　tubes　4　patients　had　a

history　of　abortion　and　l　patient　had　undergone　pre－

vious　pelvic　operation．

　　As　part　of　the　initial　evaluation　serumanti－

chlamydial　antibodies　were　measured　by　indirect　im－

munofluorescence（IF）technique、　The　antigen　used

for　testing　was　cycloheximide　treated　McCoy　cells

infected　with　the　broad　reacting　L2　strain　of　Chlamy－

dia　trachomatls，　serum　was　examined　f6r　the　pres－

ence　of　antichlamydial　IgG　and　IgM　at　a　starting

dilution　of　1：1013）．　When　titers　are　mentioned　in　the

text，　reciprocal　antibody　titers　are　meanL

　　Statistical　analysis　was　performed　using　X　2　test．

Results

Tab且e　l

Groups

Prevalence　of　Antichlamydial　Antibodies　in　96

1nfertile　Women　with　Normal＆Abnormal　Fal－

lopian　Tubes

　　　　　　　　　　　　　　　　Chlamydial　Serology

No． IgG≧40 IgG＜40

Norrnal　Tubes

Tubal　Damage

54

42

17　（315％））

29＊（69．0％）

37　（68．590）

13＊（3LO％）

　　The　results　of　the　serologic　examination　in　infer－

tile　patients　with　fallopian　tube　disorders　and　normal

fallopian　tubes　are　shown　in　table　l　and　frequency

distribution　of　lgG　titers　to　Chlamydia　trachomatis　in

tow　groups　is　shown　in　fig．1．

　　Compared　with　the　infertile　woman　with　normal

fallopian　tubes，　a　statistically　significant　（P＜0．Ol）

higher　prevalence　of　Chlamydial　IgG　antibodies＞40

was　observed　among　the　infertile　subjects　with　fallo－

pian　tube　disorders（69％）．

　　The　IgM　antibody　titer　was　low　in　general　and　all

the　sera　with　lgM　antibodies　also　contained　lgG　anti－

bodies　to　Chlamydia　trachomatis．　Statistically　sig－

nificant　differences（p＜0．Ol）were　observed重n　preva－

lence　of　IgM　antibodies　to　Chlamydia　trachomatis

between　the　infertile　patients　with　normal　tubes　and

the　infertile　patients　with　fallopian　tube　disorders．

Discussion

　　In　the　present　study　we　have　evaluated　the　rela－

tionship　of　Chlamydia　trachomatis　infection　and　the

incidence　of　tubal　damage　in　infenile　women．

　　In　our　study　population　42（44％）of　the　infertile

women　had　Fallopian　tube　disorders　at　the　time　of

laparoscopy　and　69％of　these　have　IgG　antibody

titers≧40　Chlamydia　trachomatis．　None　of　these　in－

fertile　patients　with　antichlamydial　IgG　titer≧40

＊p＜0．O　l，when　compared　with　normal　tubes
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Fig．1

＜40 40　　　　80　　　160　　　320　　　640　　1280　　2560

Ab　titer　（reciprocal）

Frequency　Distribution　of　IgG　Antibody　Titers　to

Chlamydia　trachomatis．

documented　history　of　previous（PID）．　This　is　simi－

1ar　to　findings　of　other　studieslo）．

　　Several　studies　have　also　suggested　an　association

between　Chlamydial　infection　and　tubal　infertility．

Conway　et　aL　reported　a　75％incidence　of　anti－

chlamydial　antibodies　in　48　infertile　women　with　fal－

lopian　tube　damage　verified　at　laparoscopy　or

hysterosalpingography　and　31％　of　75％　infertile

women　with　normal　fallopian　tubes　i4）which　is　very

Similar　tO　OUr　reSUltS．

　　The　signs　and　symptoms　of　salpingitis　associated

with　Chlamydia　trachomatis　infections　appear　to　be

relatively　less　severe　than　those　associated　with　other

agents．　About　two－thirds　of　all　cases　are　entirely

asymptomatic15）．　Women　with　chlamydial　salpingitis

may　not　seek　medical　care　during　the　early　stage　of

the　disease　and　allow　it　to　progress　to　chronic

て
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salpingitis　which　results　in　tubal　damage　and　infertil－

ity．

　　Serum　antichlamydial　antibody　determinations　help

to　identify　the　patients　who　had　Chlamydial　infec－

tions　in　the　past，　which　might　have　resulted　with

tubal　damage．

　　In　conclusion，　our　findings　indicate　that　Chlamy－

dial　infection　is　usually　asymptomatic　and　subclinical

therefore　patients　escape　attention　and　medical　care；

Chlamydia　trachomatis　infection　is　associated　with

high　incidence　of　fallopian　tube　damage　and　tubal

infertility　and　antichlamydial　antibody　titers　are　use－

ful　in　predicting　infertile　patients　with　tubal　damage

as　a　cause　for　infertility．　And　a　serologic　test　for

Chlamydia　trachomatis　should　be　included　in　the

evaluation　of　infertility　during　the　initial　visit．
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　　卵管性不妊診断における

クラミジア・トラコマティスの

　　　血清抗体価測定の意薦

秋田大学医学部産科婦人科学教室

タシュデミル・イシュク　　タシュデミル・ムラト

　　　　　　児玉英也　福田　淳　松井俊彦

　　　　　　　　　　　関根和子　樋口誠一

　診断的腹腔鏡検査を施行した96人の不妊女性につ

いて，クラミジア・トラコマティスの血清抗体価を

測定し，卵管性不妊の診断における血清検査の意義

を検討した．卵管に病変が認められた不妊患者のク

ラミジア・トラコマティスの血清lgGおよびIgM抗体

価は，卵管に病変を認めなかった患者のそれと比較

すると有意に（p＜0．Ol）高値であった．クラミジア・

トラコマティスの血清抗体価が高値を示した46人の

患者のなかに，PIDの既往を有する患者は認めなかっ

た．以上の結果は，クラミジア・トラコマティス感

染が卵管性不妊の卵管障害の原因に関連する可能性

を示すものであり，この感染がほとんどの場合無症

候性であることを示している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年9月ll日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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多嚢胞性卵巣症候群に対するLow　Dose　Pure　FSH投与

Low　dose　Pure　FSH　Therapy　for　Polycystic　Ovarian　Syndrome
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　Clomipheneが無効の多嚢胞性卵巣症候群（以下，　PCOと称す）に対しては，従来よりhMG－hCG療法が

行われてきた。しかし，hMG－hCG療法は重篤な副作用である卵巣過剰刺激症候群（以下，　OHSSと略す）

を起こす危険性を常にはらんでいる．これは外因性に投与されるhMG，特にLHに原因があるとする意

見がある．そこで，我々は，以前のhMG－hCG療法でOHSSを起こしたPCO患者4例を対象に，　LHを殆ど

含まないFSH製剤であるpure　FSHをhMGの代わりに使用したところ，　OHSSを起こさずに全例に排卵を

認め，そのうち2例は妊娠に至った．

　このように，PCOに対するFSH低用量投与には，発育卵胞数を少なく抑え，　OHSSの発生を予防し，

かつ排卵率を向上する利点がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，38（3），408－414，1993）

緒　　言

　Clomipheneが無効の多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）

に対しては，従来よりhMG－hCG療法が行われてき

た．しかし，hMG－hCG療法は重篤な副作用である卵

巣過剰刺激症候群（OHSS）を起こす危険性を常には

らんでいる．これは外因性に投与されるhMGに含ま

れるLHに原因があるとする意見がある1・2）．そこ

で，我々はLHを殆ど含まないFSH製剤であるpure

FSHをhMGの代わりに使用し，且つ少量投与法を試

みたところ，OHSSを起こさずに有効な排卵を得た

ので，文献的な考察を加えて報告する．

研究対象及び方法

1．対象

　当科の不妊外来でPCOと診断し，　hMG－hCG療法で

OHSSを発症した4症例を研究対象とした．　PCOの

診断は，①高LH血症，②高LH／FSH比の上昇（＞25），

③高androgen血症，④超音波における多嚢胞卵巣所

見を認めるものとした．

　表1に4症例の詳細を示した．3例（症例2．FS，

症例3．UK，症例4．　KY）は，内分泌学的検査及び

経膣超音波の所見から，典型的なPCOといえる．症例

1．KNは，高LH・高LHIFSH比を認めなかったが．

高androgen血症・典型的なPCOの超音波所見から今

回の検討に加えた．

2．方法

　当科では原則として，PCOに対し，①Clomiphene

療法②Cl・miphene＋Br・mocriptine③Clomiphene＋

Prednisolone療法を試み，排卵に至らなかった症例に

hMG－hCG療法を行っている．

1）投与方法

（1）hMG－hCG療法

　月経周期の第3日目から，hMG（Pergonal：帝国臓

器・Humegon：三共）を150単位連日筋注する．

（2）pure　FSH－Step　down法

『
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表14症例の詳細

症例 症例lKN 症例2FS 症例3UK 症例4KY

臨床症状

　　不妊

　　月経異常

　　男性化

　　肥満

内分泌検査

　　LH（IUII）

　　FSH（IUA）

　　LHIFSH
　　LH過剰反応＊＊

　　DHEAS
　　androstenedione

　　testosterone

卵巣所見（超音波検査）

　　卵巣腫大

　　多嚢胞所見

十

十

5．3

4．7

1．1

2，018↑

　1．74

　0．6

十

十

十

49．0＊↑

13．2＊

3。7↑

　十

6．5↑

2」↑

十

十

十

14．0↑

4．8

2．9↑

　十

1，766↑

0．2

十

十

十

13．　0↑

7．1

19

　十

1．05

十

＊WHO　2nd　IRP－HMG用のキットで測定　＊＊LH－RHテストによるLHの反応性

e

ゆ

　原則として，症例に対し，pure　FSH　l50単位を月

経周期の第1～3日から2日間投与し，その後75単

位を連日筋注した．

（3）pure　FSH－Low　dose法

　月経周期の第3日目からpure　FSH　75単位連口筋注

する，

　今回，症例1．KNには，水沼ら3）が最初に報告し

たstep　down法の少量投与を試みた。即ち，　FSHを1

日目と2日目に150単位投与し，その後75単位投与

した．症例2．FSにはBuserelin（1200　／・　／日）を併用し

たFSH　Low　dose法を，症例3．　UKと症例4．　KYに

はFSH単独Low　dose法を試みた．

2）排卵誘発中のモニタリング

（1）尿中エストロゲン測定

　排卵誘発中には，尿中エストロゲン測定（ハイモ

ニターE：帝国臓器）を行った．

（2）経膣超音波断層法

　卵胞モニタリングの目的で適宜，経膣超音波断層

法（ソノビスタCS：5．OMHZ持田）を行った．

（3）hCG投与法

　超音波計測による最大卵胞径が16－18mmの時点で

hCG5000－10000単位筋注し，性交や人工授精のタイ

ミングをはかっている．

　なお，OHSSの重症度は，　Schenkerらの報告4）を参

考に，超音波計測上の最大卵巣径が5cm以上12cm

未満の例を軽症，12cm以上を重症とした．

成　　績

1．症例1．KN，29歳，　GlP1（図1）

1）OHSS時の経過（図1，上段）

　症例は，lI歳で初経以来，月経不順．24歳で結婚し，

2年間不妊のため当科初診．第1子はClomiphene療

法（100mg／日）で妊娠した．

　91年第2子希望で来院．Clomiphene単独療法（150

mg／日），　Clomiphene＋Prednisolone療法で排卵を認め

ず，Pergonal　l　50単位／日で排卵誘発した．しかし，

day－11，　hMG総投与量1350単位の時点で，軽度の卵

巣腫大と下腹部痛を訴え，OHSSが重症化すると判

断し，hCG投与を中止した．

2）pure　FSH使用時（図1，下段）

　妊娠した症例1．KNの経膣超音波像を示す（写真

1）．OHSSが発生したときは，右側に示したような

小卵胞が多数観察され，明らかな主席卵胞が存在し

なかった．pure　FSH－Low　dose投与法の時は，卵胞個

数がhMG投与時よりも少なく，主席卵胞の存在が

はっきりしている．

2．症例2．FS，27歳，　GlP1（図2）

1）OHSS時の経過（図2，上段）

　症例FSは，13歳で初経以来全く月経が不規則で，

20歳時当科外来を初診す．Clomiphene（150mg／日）で
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排卵せず，未婚であったため，Dydrogesterone（デュ

ファストン：第一）10mg／日で周期的に消退出血を起

こしていた．

　非妊娠時　　　　　　　妊娠時

写真1症例K．N．の経膣超音波写真

日本不妊会誌　38巻3号

　25歳で結婚し，Clomiphene（150mg／日）で第1子妊

娠し，男児を分娩した，第2子希望のため来院．

　Clomiphene・Bromocriptine療法，　Clomiphene・

Prednisolone療法で排卵せず，　FSH　Step　down法を試

みたが，卵巣が直径約6cmに腫大・下腹痛を訴え，

hCG投与すればOHSSが重症になると判断し，　hCGの

投与中止した．

2）pure　FSH使用時（図2，下段）

　Buserelinを併用したLow　dose法を試みた周期は，

pure　FSHの総投与量が少ないにもかかわらず，排卵

に至った．しかし，妊娠はしなかった．

3．症例3．UK、26歳，　GlPO（図3）

1）OHSS時の経過（図3，上段）

　症例3．UKは，16歳初経以来，月経不順．24歳

月経周期 1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　12　　13　　塵4　　15

Pergonal

Buserel重n

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径
最大卵巣径（mm）

150　150　150　150　150　150　150　150　150

　　　　　　　　　　　　　　　　150
　　　　　　　　　　　　　　　　15
　　　　　　　　　　　　　　　58×37
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑

　　　　　　　　　　　　　　　hCG投与せず

月経周期 1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　12　　13　　14　　15　　16　　17

pure　FSH
Buserelin

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）

最大卵巣径（mm）

150　150　75　　75　　75　　75　　75　　75 75　75

　　　　200
　　　　18
　　　46×32
　　　　↑

hCG　50001U

↑

排卵確認

図1　症例LKNの経過

月経周期

pure　FSH
Buserelin

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　　12　　13　　14　　15

225　225　150　150　75 75　75

　　600

　135
　71×45
　　↑

hCG投与せず

123万5678910111213141516171819

伽

月経周期

pure　FSH
Busererlin

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

　　　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75

0day－7～900r／day　経鼻投与　　○　○　0　0　0　0　0
75　75

0　0
　　200　　　↑

　　16　排卵確認
　54×31

　　↑

hCG　50001U

図2　症例2．FSの経過
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月経周期　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　1112　13　14　15　16　17　18

Pergonal　　　　　　　　l50　150　150　150　150　150　150

Buserelin　　－　　一　　一

尿中estrogen（P9／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

回
一　　　　　　　　　　　　　　　　　麿 一　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　150

300

　18
54×38
　　　↑

　hCG　50001U

　↑
132×110
下腹部痛
　腹水

月経周期　1　2　3　4　5　6　7　8　g　lO　ll　l2　13　14　15　16　17

pure　FSH　　　　　　75

Buserelin　　一　　一　　一

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75

　　　　40×29
　　　　　　↑

卵胞発育認められず投与中止

月経周期　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22

clomiphene

pure　FSH
Buserelin　　－　　一

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

150150150150150
75　　75　　75　　75　　75　　75　　75　　75

　　　　↑

卵胞発育認められず

75

　　　　↑

　排卵確認
　　27×17
　　41×25
　　　　↑

hCG　50001U

図3　症例3．UKの経過

月経周期 1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　　12　　13　　14　　15　　16　　17　　18

●

pure　FSH
Buserlin

尿中estrogen（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

150150150150150150150150150
罹　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 甲 一 昌 ．　一　一　〇

　　　1600

　19
50×51

↑

　　↑

排卵確認できず

62×58
下腹部痛

buserlin　900μ9腹水

一

月経周期 1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　12　　13　　14　　15　　16　　17

pure　FSH
Buserlin

尿中estrogenn（pg／ml）

最大卵胞径（mm）
最大卵巣径（mm）

75　　75　　75　　75　　75　　75

　　34　　　↑
　40×29排卵確認
　　↑
hCGIOOOOIU

9

●

ρ

図4　症例4．KYの経過

で結婚し，2年間不妊のため当科外来初診した．

　Clomiphene（150mg／日）で排卵せず，　hMG－hCG療

法で妊娠したが，20週で流産した．その後，同様に

hMG－hCG療法を行ったが，　hCG5000単位投与後，卵

巣が直径約13cmに腫大し，下腹部痛，腹水貯留と重

症のOHSSを発症した．

2）pure　FSH使用時（図3，中段，下段）

（1）非妊娠周期

　症例3．UKは，　OHSS発生時典型的な多数の小卵

胞と巨大な卵胞の混在と著明な腹水を認めた．しか

し，FSH少量投与時には16日間投与にかかわらず，

卵胞発育を認めなかった．

（2）妊娠周期

　更に，Clomipheneを併用したpure　FSH－Low　dose投
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与法を試みたところ，2個の卵胞発育を認め，hCG

投与で排卵しOHSSの発症なく妊娠に至った．現在

妊娠23週で経過順調である．

4．症例4．KY，26歳，　GOPO（図4）

1）OHSS時の経過（図4，上段）

　症例4．KYは，13歳初経以来，月経不順．25

歳で結婚し，2年間不妊のため当科外来初診し

た．Clomiphene（150mg／日）で排卵せず，　hMG．hCG

療法を行ったが，hCG5000単位投与後，卵巣が約6

cmに腫大し，下腹部痛，腹水貯留とOHSSを発症し
た．

2）pure　FSH使用時（図4，下段）

　OHSS発生時典型的な多数の小卵胞と巨大な卵胞

の混在と腹水を認めたが，pure　FSH－Low　dose投与周

期では，単一の卵胞発育を認めhCG投与で排卵し，

日本不妊会誌38巻3号

OHSSの発症もなかった．しかし，妊娠には至らな

かった．

4．4症例の排卵誘発成績総括（表2，表3）

　以前の治療で，OHSSを起こした4症例は今回い

ずれもOHSS発症せず，4例4周期に排卵を認めた．

そのうち2例はいつれも単胎妊娠で，満期産と妊娠

23週の例で現在経過順調である．症例3．UKは低反

応のため，排卵誘発中にキャンセルになった．pure

FSH　Low－dose投与周期では誘発剤の総投与量が同等

以下にもかかわらず，hCG投与までの期間が長くか

かっていることが特徴で，尿中エストロゲン値・卵

巣の大きさも低く抑えられている．

考　　察

Clomiphene無効のPCOに対してどのような排卵誘

表2　0HSS発症時の排卵誘発成績

引

ノ

症例 症例1KN 症例2FS 症例3UK 症例4KY

OHSS発症時

　　排卵誘発法

　　総投与量（IU）

　　尿中2（pg／ml）

　　hCG投与日数

　　OHSS重症度

　　　卵巣最大径（cm）

　　　腹水貯留

　　　下腹部痛

　　排卵の有無

　　妊娠の有無

hMG
l，350

300

（11）＊＊

　十

4．8

±

pFSH－SD＊

　975
　1，200

　（9）＊＊

　　十

　5．8

±

hMG
l，200

600

12

十十

13．0

十

十十

pFSH－SD＊

　1　，350

　1，600

　　12

十

6．0

十

十

＊pure　FSH　Step　down法　＊＊hCG投与中止日

表3pure　FSH　Low　dose法による排卵誘発成績

症例 症例lKN 症例2FS 症例3UK 症例4KY

pure　FSH　Low　dose投与時

　　排卵誘発法

　　GnRH併用

　　総投与量（IU）

　　尿中E2（pg／m】）

　　hCG投与日数

　　OHSS重症度

　　　最大卵巣径（cm）

　　排卵の有無

　　妊娠の有無　単胎

pFSH－LD

900

200

15

4．0

十

pFSH－LD＋

　　十

　975

　400
　　17

4．3

十

pFSH－LD＋＋　　pFSH－LD＋

1，200

3．4

単胎

750

100

21

4．0

十

pFSH－LD＋

450

100

11

35
十

一

『

◎

＋pure　FSH　Low　dose法　＋＋buserelinを併用
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発法を選択するかは重要な問題である．ホルモン測

定法や超音波断層法の発達によって，卵胞発育モニ

タリングの精度はかなり上昇してはいるが，PCO症

例は依然としてhMG療法による排卵誘発には過剰に

反応し，OHSSの発生を防止するまでには至ってい

ない．

　Gonadotropin療法でOHSSを起こした4例に，今回

はpure　FSH－Low　dose投与を試みた．そして，4例5

周期ともOHSSの発症はなく，4例4周期が排卵し，

うち2例が妊娠に至った．その内容をみると，hMG

投与時に比較して，pure　FSH－Low　dose投与では発育

卵胞数が少なく，hCG投与までの期間は長いが，誘

発剤の総投与量が同量かそれ以下であった．その結

果，尿中estradiol値は低く，かつ卵巣の腫大の程度

は弱く抑えられたと考えられる．このことから，

pure　FSH－Low　dose投与法は，　Clomiphene無効のPCO

症例に対する有用な排卵誘発法であり，hMG療法に

代わる排卵誘発法ではないかと考える．

　では，今回のpure　FSH－Low　dose法がOHSSを起こ

さなかったのは，どの様な理由によるのであろう

か，LHを含まずFSHのみを用いたことに起因するの

だろうか，あるいは，用いたgonadotropinの用量に起

因するのだろうか．

　近年，Clomiphene無効のPCOに対するFSH療法の

有用性がMcFaul　et　ali）やSiebel　et　al2）により報告され

たが，彼らはhMGに含まれる外因性のLHが過剰反

応の主因であると主張している，そうすると，LHを

殆ど含まないpure　FSHはPCOの排卵誘発に理想的な

薬剤であるといえる，

　しかし最近，gonadotropin低用量投与によっても，

より少ない卵胞発育と優れた排卵率・妊娠率が得ら

れることがわかってきた5・6・7）．その結果，Sagle　et　a18）

は，外因性のLHがOHSSを発生させるというより

は，むしろgonadotropinの一日投与量が少ないことが

排卵誘発に好影響を及ぼすと考察している．また，

Larsen　et　a19）は，　pure　FSHとhMGを同一症例に投与

し，その血中LH・FSHも測定した．その結果FSH・

LHの経時的変化，排卵率，妊娠率は両群で差はな

かったとしている．今回の我々の検討でも，通常の

FSH量では軽度のOHSSを発生し，少量FSH投与では

OHSSの発症はなく排卵に至ったことから，
gonadotropin製剤に含まれるLHがOHSSの発生に深く

関連しているとは考えにくい面もある．むしろ，排

卵誘発剤の1日投与量の少ないことが重要な要因で

はないかと思われる．

　植村ら10）は，同一症例にpure　FSH　751U／日とhMG

1501U／日を投与し，　pure　FSH－Low　dose投与の有用性

を検討している．hMG投与群とpure　FS　H－Low　dose投

与群との間に，血中LH・FSH・androgen等の内分泌

動態の差はないが，FSHを投与したときの方が

estradiol分泌増加が緩徐であり，発育卵胞数も少な

くOHSSの発生が少なくなると報告している．

　このように，pure　FSH－Low　dose投与法はClomiphene

無効のPCO例に有用であることは，どの報告も認め

ているといえる．しかし，OHSSを起こさない機序

についてはまだ明らかに断定するまでには至ってい

ない．

　pure　FSH－Low　dose投与には，　hCG投与までにやや

時間を要し，症例3．UKの様に低反応に終わるなど

の欠点もある．その用量設定・投与法は個々の症例

で異なる可能性があり，個別化する必要性がある，

　PCOの重要な病態の1つに高LH血症がある．この

高LH血症を抑制する目的でGnRH　analogueを併用す

る方法が，Fleming　et　al　i　I）により初めて報告され，そ

の有用性を認めた文献も散見される．GnRH
analogueは約1週間ほどでLH分泌を抑制し，理論上

2週間以上投与すれば低LH血症になり，目的はかな

えられる．しかし，最近では4週間投与してもhMG

に対する過剰反応が変化しない例も報告され12），

個々の症例でその投与期間を工夫する必要性がある

かもしれない．今回GnRH　analogueを併用したのは1

例のみであるので，この点の考察はできないが，今

後はその投与期間を検討する必要性がある．

　OHSSのほとんどは，　hCG投与後に起こる．　hCGは

血中半減期が長く，luteotropicな作用が持続すること

から，OHSSを重症化させると考えられる。最近，

hCGの代わりに，　GnRH　analogueで血中半減期の短

い内因性のLHサージを誘起させ排卵を起こし，

OHSSを防止する試みがなされている13・14）．この方法

はPCO症例でのhCGによる過剰刺激を低下させる点

では，臨床応用の有用性が高いと考えられる．

まとめ

　PCOに対するFSH低用量投与には，発育卵胞数を

少なく抑え，OHSSの発生を予防し，かつ排卵率を

向上する利点がある．しかし，hCG投与までにやや

時間を要し低反応に終わる症例もあるので，その用

量設定に個別化が必要である．しかし，今回の検討

からは，OHSSの発生防止がpure　FSHに起因する

か，Low　dose　gonadotropinによるものかは必ずしも

明らかにできなかった．今後，GnRH　analogue投与

法・hMG少量投与等も含めて検討する予定である．
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　Low　Dose　pure　FSH　therapy

for　polycystic　ovarian　syndrome

Toshimichi　Oki，　Akdto　Mori，　Tsutomu　Douchi，

　　　　　　　　　and　Yukihiro　Nagata

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University，

　　　　　　　　Kagoshima　890，　Japan

　　HMG－hCG　therapy　for　polycystic　ovarian　syndrome

（PCOS）has　always　the　possibility　to　induce　ovary　hypers－

timulation　syndrome（OHSS）which　is　one　of　the　severe　side

effects　in　the　induction　of　ovulation．　It　is　conceivable　that

LH　contained　in　hMG　is　responsible　for　OHSS　state．　Then

we　tried　to　use　low　dose　pure　FSH　that　contained　no　LH

for　four　PCOS　patients　who　have　had　OHSS　with　hMG－hCG

therapy　before．　All　patients　have　ovulated　with　low　dose

pure　FSH　therapy　without　OHSS，　and　two　patient　became

pregnant。

　　From　these　results，　low　dose　pure　FSH　therapy　is　useful

for　ovulation　induction　of　PCOS　patients，　because　this　has

lower　incidence　of　OHSS　and　higher　ovu豆ation　rate　than　that

of　hMG－hCG　therapy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月7日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1993年3月17日）
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GnRHに無効の子宮内膜症に対するダナゾール療法の治療効果

Treatment　of　GnRH　Analogue－unresponsive　Pelvic　Endometriosis　with　Danazol

、
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　臨床的に診断された子宮内膜症（外性）にGnRHアナログ（ブセレリン，スプレキュア⑧）を投与し，そ

の内無効例（12例）に，ダナゾール（ボンゾール⑪）400mg／日を4～6ヵ月間投与し，自覚症状と他覚所

見の改善度を検討した，

　他覚所見のある6例では，ダグラス窩の硬結のある4例（67％），子宮可動性の制限のある5例（83％）

に重症度の低下が認められた，中等度に低下するのは1例（17％）のみであった．自覚症状では，内診

時の痺痛をみる11例中9例（82％），腹痛をみる9例中8例（89％），腰痛をみる8例中7例（889。），性交

痛をみる4例中3例（75％）に重症度の低下がみられた，

　子宮内膜症嚢胞（最大面積）の改善は同一個体の左右の嚢の反応性が異なり，縮小率が20％以上は67％

（6／9），縮小率が30％以上は49％（4／9）で縮小率が50％以上は119e（1／9）と低く，ultrasonotomography

（USTG）上完全に消失するものはなかった．

　Beecham分類では12例中1例（8％）に病期の低下が見られたのみであった．

　このほか，ダナゾール投与中にダナゾールの有するアンドロゲン作用と関連した体重増加や，造血効

果，ダナゾールの構造と関連したGOT，　GPTの正常範囲内の上昇も認められた．またダナゾール投与中

に血中エストラジオールー17βやエストロン値の変動は恒常状態を示し，これらの生体での合成・代謝

と関係して考察した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，38（3），415－422，1993）

瞬
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緒　　言

　子宮内膜症の治療に，現在，ステロイド剤である

ダナゾール（ボンゾール⑧）とGnRHアナログであるブ

レセリン（スプレキュアー⑧）とが普及している1・2）．

　子宮内膜症は，エストロゲン依存性に発育する正

常子宮内膜が子宮外に異所性に発育したものであ

り，エストロゲン依存性に発育すると考えられる．

したがって，このエストロゲン作用を取り除くと，

子宮内膜症の発育も抑制されると考えられる．そこ

で，ブセレリンは下垂体・卵巣系の機能低下により

エストロゲン分泌の低下をきたし効果を発揮し，一

方，ダナゾールは直接子宮内膜症組織に働き効果を

発揮することが主たる薬理作用と考えられる3）．こ

の点からすると両薬剤は作用機序が異なると考えら

れるから，どちらか一方が有効でなかっても，他者

が有効である可能性は否定できない．そこで，今回

，ブセレリンが無効であった子宮内膜症の症例にダ

ナゾールを投与した場合のダナゾールの有効性につ

いて検討した．

対象と方法

　対象は平成3年1月より平成4年10月までに，岐

阜大学医学部附属病院，岐阜北総合病院，高山赤十

字病院の産婦人科を訪れた患者とした．しかも月経

困難症があり腹腔鏡（2例）か開腹手術（2例）によ

る診断または主訴や内診所見による臨床診断（8例）

により，子宮内膜症と診断され，評価可能な臨床所

見がある患者にブセレリンを（900μ9／日，4ヵ月以

上鼻腔）投与し，反応がみられなかった症例［12

例，年齢：35」±85（21～44）歳］に，ブセレリン投

与中止後1ヵ月以後にダナゾール（ボンゾール⑧）を

200mg錠，2錠分2／日で，月経周期1～3日目よ

り最短でも4ヵ月間投与した．なお，ブセレリンに

よる反応性は下記の自覚症状や他覚所見ならびに子

宮内膜症嚢胞が，ブセレリン投与2ヵ月から4ヵ月

間に変化が見られなかったものとした．ブセレリン

投与前後のBeecham分類では症例④，⑤，⑥，⑧，

⑨，⑫は第皿期で，それ以外は第n期であった．

　また投与期間中，投与後に基礎体温表をとらせ，

排卵の有無を調査した．その結果投与1ヵ月以内に

は50％（6／12）に排卵が認められたが，その後は無

排卵となった，

　また，観察項目として自覚症状（下腹痛，腰痛，

性交痛，内診時の痺痛），他覚所見［ダグラス窩の硬

結，子宮可動性の制限を重症度として重症を3，中

等症を2，軽症を1，無を0と任意の基準でスコア

化し，調査した．さらに，子宮内膜症嚢胞が存在す

る場合その大きさを（ultrasonotomography：USTGでの

最大面積を測定した，臨床検査値として，血中

GOT，　GPT，　LDH，　RBC（赤血球数），　Hb（ヘモグロ

ビン），Ht（ヘマトクリット），　EI（エストロン），　E2

（エストラジオールー17β）値を投与前，投与1ヵ月

後，投与2ヵ月，終了時に行った．

　なお，自覚症状や他覚所見のダナゾール投与前の

状態はブセレリン投与終了時の所見である。

結　　果

1．ダグラス窩の硬結や子宮可動性の制限が存在す

る場合（6例）のダナゾール投与前，投与終了時の自

覚症状，他覚所見の変化（図1，表1）

　ダグラス窩の硬結は4例（679。）に，重症度の低下

が認められたが，スコア1点の低下は3例（50％），ス

コア2点に低下は1例（17％）であり，完全に重症度

スコアで0になるのは1例（17％）のみであった．

　子宮可動性の制限は5例（83％）に重症度の低下が

｛

（

壷

4

矯

｛

’

む

噸

Ψ

表1子宮内膜症におけるダグラス窩の硬結や子宮可動性の制限が存在する場合のダナゾール投与終了時の重症度ス

　　　コアの低下率 噸

自覚症状

他覚所見 症例数
低下スコア ◎

1点（％） 2点（％） 1点以上（％）
o

ダグラス窩の硬結

子宮可動性の制限

内診時の痺痛

下腹痛

腰痛

性交痛

6

6

6

4

5

1

3（50）

4（67）

5（83）

1（25）

3（60）

1（100）

1（17）

1（17）

1（17）

2（50）

1（20）

0（　0）

4（67）

5（83）

6（100）

3（75）

4（80）

1（100）

δ

噛

4

骨

（重症度スコアで1低下すると低下1点，2低下すると低下2点とする）
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図2　子宮内膜症におけるダグラス窩の硬結や子宮可動性の制限が存在しない場合のダナゾール投与による自覚症状の

　　変化
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表2　子宮内膜症におけるダグラス窩の硬結や子宮可動性の制限が存在しない場合のダナゾール投与時の重症度スコ

　　　アの低下率

自覚症状

他覚所見 症例数
低下スコア

1点（％） 2点（％） 1点以上（a／。）

内診時の癒痛

下腹痛

腰痛

性交痛

5

5

3

3

3（60）

5（100）

3（100）

2（67）

0（　0）

0（　0）

0（　0）

0（　0）

3（60）

5（100）

3（100）

2（67）

表3　子宮内膜症における自覚症状のダナゾール投与時の重症度スコアの低下率

自覚症状

他覚所見 症例数
低下スコア

Ψ

1点（％） 2点（e／。） 1点以上（°／。）

内診時の癒痛

下腹痛

腰痛

性交痛

11

9

8

4

8（73）

6（67）

6（75）

3（75）

1（　9）

2（22）

1（】3）

0（　0）

9（73）

8（89）

7（88）

3（75）

●

蟻

認められたが，スコア1点に低下は4例（679。），ス

コア2点に低下は1例（17％）であり，完全に重症度

で0になるのは1例もなかった．

2．ダグラス窩の硬結や子宮可動性の制限が存在し

ない場合（6例）のダナゾール投与前，投与終了時の

自覚症状の変化（図2，表2）

　自覚症状はいつれも重症度スコア1点であり，軽

度であった．内診時の痺痛は5例に認められ，3例

（60％）は消失し，下腹痛は5例に認められ，そのう

ち5例（100％）は消失し，腰痛は3例に認められ，

そのうち3例（1009，）は消失し，性交痛は3に認め

られ，そのうち2例（67％）は消失した．

3．ダナゾール投与前，投与終了時の自覚症状のみ

の変化（表3）

　他覚所見の有無にかかわらず，全体で，内診時の

痺痛をみるll例中，スコア1点低下するのは8例

（73％）で，2点低下するのは1例（9％）であった．

また下腹痛をみる9例中，スコア1点低下するのは

6例（67％），2点低下するのは2例（22％）であり，

腰痛をみる8例中，スコア1点低下するのは6例

（75％），スコア2点低下するのは1例（13％）であ

り，性交痛をみる4例中，3例（75％）のみがスコア

1点低下した．

4。ダナゾール投与前，投与終了日（4～6ヵ月後）

の子宮内膜症嚢胞の最大面積の変化（表1）

　ダナゾールを4～6ヵ月投与によっても50％以上

の縮小を認めるものは少なく，殆ど反応しないもの

も見られ，完全にUSTG上消失するものはなく，し

かも，反応性には同じ患者の左右卵巣腫瘍に差が

あった．卵巣嚢腫を1個ずつとし，しかも，縮小率

が20％以上のものは9個中6個，67％に認められ，

縮小率が30％以上のものは9個中4個，44°／。に認め

られる．縮小率50％以上は1／9（11％）であった，

　なお，Beecham分類では症例番号①から③，⑦，

⑩は第ll期より第H期のままで，症例番号④から

⑥，⑧，⑨，⑫は第m期より第皿期のままであり，

症例番号⑪のみ第H期より第1期（8％）に変化し
た．

5．ダナゾール投与前，投与中のその他の変動

表4子宮内膜症におけるダナゾール投与前，投与終

　　了日（4～6ヵ月後）の子宮内膜症嚢胞の最大面

　　積の変化

饗胞の最大面積（cm2）

　投与前　　投与終了日　縮小率（％）

亀

症例番号

　　右

④　左

5．O

l8．8

4．8

115

4

39

　　右

⑤　左

24．5

9．0

7．5

55

69

39

　　右

⑥　左

】6．0

6．0

15．2

4．8

5

20

⑧　右 18．9 142 25

⑨　右 15．4 8．3 46

⑫　右 22．9 22．6 1
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（1）体重（図3）

12例中8例（67％）に軽度の体重増加が認められた．

（2）肝機能検査（図4）

　投与中，上昇を認めたものは正常範囲であり，ま

た，その後低下したものもあるが，GOT，　GPTは12

例中10例（83％）に認められた．また12例中8例

（67％）認められた．

（3）血中赤血球，ヘモグロビン（Hb），ヘマトクリッ

ト（Ht）値（図5）

　RBC値やHb値は12例中6例（50％），　Ht値は12例中

7例（58％）に上昇が認められた．

　　　　　　　　体　重

kg

65

60

55

50

。）　一＿＿＿一／ノ

　　　　　　　　　　　　　　　⑨
④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u7、〔．8．］

⑥

　　　　　　　　　　　　　　　㊥

②

　　0　　　　1　　　　2　　　4～6

図3　ダナゾール投与前，投与中の体重の変動

（4）血中エストラジオールー17β（E2），エスト

ロン（E1）（図6）

　全体の傾向として血中E2，　El値は，投与1～

2ヵ月でいったん低下するものや，さらに4～

6ヵ月でも低下と上昇するものとがあった．

考　　察

　子宮内膜症（外性）は，びまん性に骨盤内に発

育し月経困難症や不妊症の原因になり，このび

まん性発育が治療の隙路となっている．ところ

が合成ステロイドであるダナゾールやGnRHアナ

ログであるブセレリンが子宮内膜症の発育と関

係するエストロゲンに対して抗エストロゲン作

用をすることから，子宮内膜症の治療に用いら

れ，それぞれ有効性が認められてきたL2）．しか

し，両者の作用発現機構が異なるため3），両者の

併用やどちらかが無効例に他者を用い，有効性

が期待されうる．そこで，今回興味を持たれて

きたもののうち，GnRHアナログの無効例にダナ

ゾールを投与して臨床評価をし，この仮説の正

当性をかねがね明らかにしたいと思っていた．

　ダグラス窩の硬結の1点に低下，すなわち軽

度の改善と考えるのは50％，2点に低下，すなわ

ち中程度の改善と考えられるのは17％であり，

完全に重症度で0になるのは1例（17％）認めら

れる．子宮可動性の制限の1点に低下，すなわ

ち，軽度の改善と考えられるのは67％，2点に低
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図6　ダナゾール投与前，投与中の血中エストラジ

　　オールー17β（E2），エストロン（El）値の変動

下，すなわち中程度の改善と考えられるは17％であ

り，完全に重症度で0になるのはなかった．これら

のことから，子宮内膜症により起きた変化がダナ

ゾールにより消失することは困難と考えられる．ま

たこれらGnRH自覚症状はアナログ無効例でも軽度

の改善はある程度期待できると考えてもよい．一般

的にダナゾールによる他覚所見の中等度以上改善率

は80q。　1）とされていることからすると，本研究の

GnRHアナログ無効例のダナゾールによる17％の中

等度改善率は報告されたダナゾールによる他覚所見

の有効例の1／5にあたることになる．

　自覚症状のダナゾール投与による改善率は他覚所

見があろうとなかろうと変わりがない．また自覚症

状の改善率は軽度であるが，認められる．したがっ

て，自覚症状はGnRHアナログ無効例でもダナゾー

ルによって軽度に改善されるが，著明な改善を期待

することができない，一般的にダナゾール投与に

よって，中等度以上の改善率は93％1）とされているこ

とからすると，GnRHアナログによる無効例の自覚

症状の改善率は悪いと考えられる．

　ダナゾール投与による子宮内膜症嚢胞の変化をみ

た場合，必ずしも縮小しないのは，以下の理由が考

えられる．嚢胞内溶液がダナゾール投与4～6ヵ月

間に完全に吸収されない，嚢胞内を被う子宮内膜症

細胞のダナゾールに対する反応性の程度による．さ

らには，子宮内膜症嚢胞の診断が組織診によってい

ないため，ダナゾールで反応性のないものは子宮内
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膜症嚢胞以外の良性嚢胞である可能性がある．ま

た，左右にある子宮内膜症嚢胞ではダナゾールによ

る反応性による差が左右で明らかに存在することか

ら，左右の子宮内膜症嚢胞の内腔を被う細胞に，ダ

ナゾールによる反応性に左右差が存在することを示

している．また，GnRHアナログで反応性の乏しい

子宮内膜症嚢胞でも，ダナゾールでよくて40～60％

に縮小が認められる可能性はある．一般的に子宮内

膜症嚢胞にダナゾールを投与した場合，中等度以上

の縮小が89°1。に認められること1）からすると，GnRH

アナログ無効例の約3分の1が有効に反応すると考

えられる．しかし，ダナゾールでも子宮内膜症嚢胞

の完全治癒に至らないことも明らかである．

　なお，Beecham分類での評価では，ほとんどGnRH

アナログ無効例のダナゾールによる変化は期待でき

なかった．すなわち，大きな変化を期待することは

できないといえる．

　ダナゾールはアンドロゲン作用を有している4）．

そのため，アナボリック作用の発現として，体重増

加が認められ，また，造血作用も有し，本研究では

50～60％の造血所見が臨床所見で認められた．

　ダナゾールは17α位にアルキル基が存在していて

この17α位のアルキル基の存在により，17β一〇Hの

酸化が防止され，薬剤として安全である，反面，17

α位のアルキル基は肝機能検査（GOT，　GPT値）の以

上をきたす5）．とりわけ，ダナゾールは臨床上，性

ステロイド剤としては大量投与されるため，GOT，

GPT値の異常をきたしやすい．日本で多施設の集計

したものでは20％前後にこの異常を示した1）が，今

回の症例では83％に上昇が認められたが正常範囲の

変動であった．

　ダナゾールは中枢性に働き，ゴナドトロピンの律

動性分泌を抑制する6）．そのため，排卵抑制する

が，ゴナドトロンピン分泌は正常範囲に維持されて

いるため，エストラジオールー17βの分泌はさほど

抑制されないことが知られてる7｝．事実，今回の検

討でも同じ結果が得られた．

　またエストロンは，エストラジオールー17βから

とアンドロステンジオンからアロマテースにより，

合成される．ダナゾールはアロマテース活性を抑制

し，血中エストロン値の低下をきたす可能性があ

る．一方ではダナゾールはアナボリック作用を発揮

し，体重増加（主に脂肪の増加）をきたし，脂肪など

でのアロマテースの増加と関係し，血中エストロン

値の増加をきたす可能性がある．これらの結果が図

6の血中エストロゲンの変動となった可能性は大で

ある．
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Treatment　of　GnR正1　analogue　・　unresponsive

　　pelvic　endometriosis　With　danazol

Teruhiko　Tamaya

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　Gifu　University　School　of　Medicine

and　Affiliated　Hospitals　Gifu　500，　Japan

Toshiya　Ito

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Gihoku　General　Hospital，　Gifu　501－21，Japan

Katsuj　i　Wakita

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Takayama　Redcross　Hospital，　Gifu　506，　Japan

　Danazol　400mg／day　was　used　for　the　l　2　patients　with

GnRH　analogue－unresponsive　pelvic　endometriosis

which　was　diagnosed　clinically．　The　subjective　findings

such　as　pains　by　coitus　and　pelvic　examination，　peMc

pain　and　lumbago　and　the　objective　findings　such　as

nodularity　in　Douglas　cavity　and　disturbance　of　uterine
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mobility　were　evaluated　during　at　least　4　months　of　the　　　per　cent　and　the　l　l　per　cent（lout　of　9　cases）in　the

treatment．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　decrease　rate　over　50　per　cent　were　calculated．

　　Concerning　the　objective　findings，　nodularity　in　Dou－

glas　cavity　and　disturbance　of　uterine　mobility　were　im－

proved　in　67　per　cent　and　in　83　per　cent　of　the　cases，

respectively，　whereas　the　improvement　was　in　mild　ex－

tent．　The　subjective　findings　were　improved　in　more　than

70per　cent　of　the　cases．　The　decrease　of　ovarian　cyst

size　determined　by　the　maximal　area　appeared　to　be　dif－

ferent　among　the　same　or　different　individuals．　The　67

per　cent（60ut　of　g　cases）in　the　decrease　rate　over　20

　　During　danazol　treatment，　androgenic　effects　such　as

weight　gain　and　erythropoiesis　and　an　effect　of　l　7α一al－

ky］configulation　such　as　an　increase（in　the　norma】

range）of　serum　GOT　and　GPT　levels　were　observed．

Serum　estradiol－17βand　estrone　levels　were　altered

within　the　normal　range，　which　was　discussed　from　their

in　vivo　synthesis　and　metabolism．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年11月24日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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　卵管因子の適応で行なったIVT－ET後に生じた重症OHSSの2症例に対し，低用量ドーパミン（DOA）持

続投与（3μ9／kg／分）および500ml／日の水分制限を行なった．その結果，症例1では，治療開始後2日

目にはHt値が低下し，3日目には尿量の増加および腹部膨満感の軽減を認め，引き続いて腹囲が減少し，

腫大卵巣も縮小した．5日目には尿中Na，　Clの排泄増加を認め，13日目には尿中hCG陽性を確認した．

症例2では，治療開始当日より尿量は増加し，2日目にはHt値が低下した．4日目には腹部膨満感の軽

減・腹囲の減少，6日目には尿中Na，　K，　C1の排泄増加を認め，腫大卵巣は縮小した．

　今回の2症例ではDOA投与後2日目にはHt値が低下し，以後順調に症状の改善が認められたことか

ら，重症OHSSの治療に低用量DOA療法は有効な手段の一つとなり得る可能性が考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，38（3），423－427，1993）

レ

緒　　言

　近年，配偶子操作を含む不妊治療にゴナドトロピ

ン（Gn）製剤が汎用されており，卵巣過剰刺激症候群

（OHSS）の発生増加が問題となっている．　OHSSは時

間経過で自然に消退して行く性質があり，軽症の

OHSS例では，腫大した卵巣の破裂や茎捻転の予防

および血液濃縮の改善と血管透過性の減弱を目的と

した安静・輸液を中心とする対症療法によって軽快

することが多い．しかし，重症例では腹部膨満や胸

水による呼吸困難が急速に進行し，血清電解質の

imbalanceや循環血液量の減少に伴う血液濃縮と血液

凝固能充進に基づく血栓・塞栓症の発生により重篤

な経過を辿り，時として致命的となる危険性がある

ために，集中管理も必要となってくる．腹水1）・胸

水穿刺やプロスタグランディン合成阻害剤，抗ヒス

タミン剤投与2）が行なわれてはいるものの，穿刺の

際の外傷や感染の危険性・低蛋白血症や血清電解質

のimbalanceの増悪また薬剤投与においては妊娠例

に対する催奇形性の可能性など未解決の問題も残さ

れている．

　今回我々は体外受精一胚移植（IVT－ET）後に生じた

重症OHSSの2症例に対し，低用量のドーパミン

（DOA）持続投与および水分制限を行ない，有効と思

われたので報告する．

症　　例

　症例1は35歳の原発不妊（不妊期間12年11カ月）患

者である．基礎体温表は二相性で，精液一般検査に

異常は認めず，血中クラミジア抗体は陰性であっ

た．HSG検査および腹腔鏡検査で両側卵管膨大部閉

塞と診断し，卵管因子の適応にて平成4年3月第2

回目のIVF－ET　programを施行した．

　前周期の黄体期中期よりGnRH　analogue（ブセレリ
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ン，900μ9／日）を投与し，周期3日目よりhMGの投

与を開始した．hMG総投与量1800単位の時点で超音

波断層検査にて平均径至8mm以上の発育卵胞が3個

確認されたため，hCG　10，000単位を投与し，その36

時間後に経膣超音波ガイド下に採卵した．ll個を採

卵し，2日後に4個の受精卵を子宮内に移植（ET）し
た．

　採卵翌日より腹部膨満感が出現し，ET後3日目に

は腹部膨満が著明となり，卵巣腫大（右卵巣67×40

mm，左卵巣84×48mm）・多量の腹水貯留・尿量の

減少が認められ，ヘマトクリット（Ht）値も高値

（47．4％）となった．先ず，輸液療法として電解質（ソ

リタT3液）と5％ブドウ糖液を1500ml／日から開始

し，翌日に2500ml／日に増量したが，症状はさらに増

悪し，腹壁は膨隆のため光沢を帯び，呼吸促迫も認

めた．ET後6日目よりDOA　3μ9／kg／分の持続点滴を

開始し，同時に輸液量を1日500mlに制限した．

　DOA投与開始後2日目には，自覚症状に変化は認

めなかったが，Ht値は38．9％と低下し，3日目には尿

量の増加を認めた．同時期より腹部膨満感は改善し

始め，腹囲の減少を認めた．

　超音波検査所見ではDOA投与開始当日は右卵巣は

95×90mm，左卵巣は107×84mmと腫大していた

が，10日目には右卵巣は76×43mm，左卵巣は83×

80mmと縮小した．尿中NaおよびClの排泄量は，

DOA投与開始前日にはそれぞれ15．OmEq／日および

18．5mEq／日と著明に減少していたが，5日目にはそ

れぞれ97．6mEq／日および147．2mEq／日と増加した．

　この症例は13日目（ET後19日目）に尿中hCG501U陽

性が観察された（図la，b）．

　症例2は37歳の続発不妊（不妊期間3年11カ月）患

者である．基礎体温表は二相性で，精液一般検査で

は精液量4．6ml，精子濃度1300×104／ml，運動率729。

であった．血中クラミジア抗体は陽性で，HSG検査

および腹腔鏡検査で両側卵管角部閉塞および骨盤内

感染既往後の骨盤内癒着と診断され，卵管因子の：適

応にて平成4年4月IVT－ET　programを開始した．

　周期2日目よりGnRH　analogue（ブセレリン，900

μ9／日）を，3日目よりhMGを投与した．

　hMG総投与量1650単位の時点で超音波断層検査に

て平均径18mm以上の発育卵胞が合計4個確認され

たため，hCG　10，000単位を投与し，17個の卵を採取

し，4個の受精卵をETした．

　ET当日に既に腹部膨満感を訴え，尿量も減少して

いた．ET後2日目には腹部膨満感が著明となり，卵

巣腫大（右卵巣99×94mm，左卵巣96×95mm）・多量

の腹水貯留を認め，Ht値は43．1°／。と高値であったた

め，ET後3日目より症例1と同様にDOA療法を開

始した．DOA投与開始当日には，腹部膨満感に変化

はなかったが，尿量の増加を認めた．2日目にはHt

噌
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　　　　　　図la　治療経過（症例1）

S．U．35歳　原発不妊（12年11カ月）：両側卵管膨大部閉塞
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　　　　　　図lb　治療経過（症例1）

S．U．35歳　原発不妊（12年11ヵ月）：両側卵管膨大部閉塞
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　　　　　　図2a　治療経過（症例2）

E．1．37歳　続発不妊（2年11カ月）：両側卵管角部閉塞

値は335％と低下し，腹部膨満感は改善し始め，4日

目には腹囲の減少を認めた．

　超音波検査所見では2日目までは右卵巣は131×

83mm，左卵巣は107×86mmと腫大していたが，8

日目には右卵巣は86×82mm，左卵巣は84×80mmと

縮小した．尿中Na，　KおよびClの排泄量は，　DOA投
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与開始前口にはそれぞれ108．6mEq／日，4L3mEq／日，

123．9mEq／日と減少していたが，6日目にはそれぞ

れ359．lmEq／日，252．OmEq／日，428．4mEq／日と増加し

た．本症例は9日日（ET後12日目）に月経が開始し

たため，DOA療法を中止した（図2a，　b）．

考　　察

　視床下部一ド垂体一卵巣系の調節機能により統括

されている自然排卵周期においては卵巣の過剰刺激

状態を起こすことはない．しかし，Gn療法において

は卵胞期における薬理的な高FSHレベルおよび高

FSHILH比のために卵胞発生過程に異常を生じ，卵

巣の過剰刺激状態を起こすことがある3）．この際，

腫大した卵巣から過剰のエストロゲンが分泌され，

これに引続き産生される過剰のプロスタグランディ

ンおよびヒスタミンの毛細血管透過性九進作用によ

る細胞外への液体の貯留がOHSSの病因の一つと考

えられている45｝．また最近では卵胞レニンーアンギ

オテンシン系の関与についても報告されている6〕．

このため体液貯留や循環血液量の減少が生じ，さら

に腎血流量の減少のために近位尿細管においてNaと

水分の再吸収充進が起こりさらに体液の貯留をきた

すという悪循環が生じる．

　DOAは生体内のカテコールアミンの一種である

が，循環系に対する薬理作用は複雑であり，また投

与量により異なることも特徴である7）．低用量の

DOAはlflL圧や脈拍に影響する事なく8），腎血管の

DOA受容体を刺激し9〕，腎血流量や糸球体濾過量を

増加させ10），尿量の増加をもたらすlb．また，近位

尿細管におけるNaの再吸収を抑制する12）ため，尿中

Na排泄量が増加するlb．このため，　Na貯留を呈して

いる腹水は減少する．

　一方，輸液量を制限することで血清浸透圧を維持

し体液貯留を抑制することが出来る13）．

　Ferrarettiら14）は重症OHSS症例に行なったDOA療

法で，開始後24～48時間以内に尿量の増加・体重お

よび腹囲の減少を認め，Ht値は急激に低下し，4日

目までに35～40％に安定したと報告した．今回の症

例1では，DOA療法開始後2日目にはHt値の低下が

認められ，3日目より尿量が増加し，自覚症状の軽

減が認められた．症例2ではDOA療法開始当日より

尿量が増加し，2日目にはHt値の低下が認められ，

以後順調に症状は改善した．これらの結果は，

Ferrarettiらの報告とほぼ同様であると考えられた．

症例1では，尿量の増加がHt値の改善より遅れて発

現しているが，これは前日まで行なった輸液のため

噌
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に血清浸透圧が低下したことが原因であろう．

　　また，今回の症例1は妊娠10週2日で稽留流産に

終わったが，DOA使用による催奇形性例の報告はな

く，Ferrarettiら14）は5名の妊娠症例について，母児

共に異常は認めなかったと報告している．

　　今回我々が経験した2症例においてDOA療法の有

用性が確認されたが，今後DOA療法は重症OHSSの

治療法として期待できるものと思われた．

　　本論文の要旨は第37回日本不妊学会総会（1992年

ll月，東京）において発表した．
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4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）
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　　　　　and　Hitoshi　Okamura

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，
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　　　　　　　Kumamoto　860，　Japan

　We　present　two　patients　with　severe　ovarian　hypers－

timulation　syndrome　following　gonadotropin－releasing

honnone　analogue　and　gonadotropin　treatment　for　in－

vitro　fertilization，　who　were　effectively　treated　with　low

doses　of　dopamine（3．0μg／kg／min）and　restricted　fiuid

intake（500ml／day）by　peripheral　infusion．

　　In　case　L　hematocrit　decreased　from　the　second　day

of　the　dopamine　treatment．　Increase　in　urine　volume　and

regrcssion　in　abdominal　distension　were　observed　from

the　third　day，　followed　by　a　decrease　in　abdominal　girth

and　ovarian　size．　In　addition，　urinary　sodium　and　chlo－

rine　excretion　increased　from　the　fifth　day　and　hCG　was

detected　in　the　urine　on　the　l　3th　day．

　　In　case　2，　urine　volume　increased　from　the　first　day

and　hematocrit　decreased　from　the　second　day。　Regres－

sion　in　abdominal　distension　and　decrease　in　abdominal

girth　were　observed　from　the　fourth　day，　and　urine　so－

dium，　potassium　and　chloride　excretion　increased　on　the

sixth　day，　as　was　a　subsequent　decrease　ln　ovarlan　slze．

　　We　conclude　that　dopamine　therapy　constltutes　a

method　for　the　management　of　severe　ovarian　hypers。

timulation　syndrome．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月4日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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MTX局所投与による子宮外妊娠治療における
4

MTX血中動態について
弔

Pharmacokinetic　s　of　Local　Methotrexate　lnjection

　　　fbr　the　Treatment　of　Ectopic　Pregnancy 4
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」

　腹腔鏡下MTX局所投与による子宮外妊娠の保存的治療におけるMTXの体内動態を明らかにするため

に，3症例についてMTX血中濃度を測定した．また，　MTX筋注投与をおこなった胞状奇胎1症例につ

いても血中濃度を測定して比較検討した．MTX局注症例において，その血中濃度は，投与後15分以内に

最高値をとり，以後はbiexponential　curveにしたがって減少した．筋注例では，投与後1～2時間で最

高値をとった後，減少した．局注例，筋注例における薬理学的パラメーターには差を認めなかった．

MTX局注投与の際の吸収速度は早く，その後の血中動態に差を認めないことから，全身投与法に比較し

てより少ない投与量で有効と考えられるMTX局所投与法は，子宮外妊娠の治療として有用であること

が，その薬物動態からも推察された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，38（3），428－432，1993）

●

」

」

緒　　言

　近年，子宮外妊娠（以下外妊と略）の保存的治療法

として，MTXなどによる化学療法がおこなわれ，良

好な成績が示されている1・2）．しかしながら，従来の

全身投与法ではその約209。に副作用が発現し3），効果

不十分の場合には反復投与が必要となり治療期間が

長期化するなどの問題がある．最近では腹腔鏡下45）

や超音波断層下6）で，外妊部位へMTXを直接投与し

て投与量を減らす試みがなされているが，その体内

動態については明らかではない．

　今回われわれは，腹腔鏡下MTX局所投与により治

療を試みた外妊3症例について，MTX注入後の血中

濃度を経時的に測定した．さらに，MTX筋注投与を

おこなった胞状奇胎1症例についても血中濃度を測

定し，文献的考察を含めて比較検討したので報告す

る．

対象および方法

　対象は腹腔鏡下でMTXの局所投与を行った外妊3

症例［卵管妊娠（症例1，2），卵巣妊娠（症例3）］

およびMTX筋注投与を行った胞状奇胎1症例（症例

4）であり，その概要を表1に示す．全症例ともに，

治療法および本研究につき説明してinformed　consent

を得た．症例1－3におけるMTX局所投与は，全身

麻酔下で腹腔鏡検査を施行して外妊と確定診断した

のち，外妊部位にMTX　15mgを注入した．　MTX投与

量は過去の自験例4）および文献5・6）を参考に決定し

た．症例4は子宮内容除去術を施行後，MTX20mg

を筋注投与した．全症例とも入院時および治療後の

’

ψ

炉
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B 表1症例概要

Patient　No． 1 2 3 4

亀

o

も

Age　　　　（yr）

Body　weight　（kg）

Diagnosis

Dose　of　MTX（mg）

Route　of　administration

　　27

　　505

Rt　tubal　preg．

　（6w4d）

　　15

　Locally

　　28

　　54．l

Rt　tubal　preg．

　（5w6d）

　　15

　Locally

　　　42

　　44．O

Rt　ovarian　preg．

　　（6w4d）

　　　15

　　Locally

　　27
　　50．1

Complete　mole

　（15w4d）

　　20
　　1．M．

L

e

」

t

■

艦

10・5

つ
－“－・

s
Σ
）　　10－6

8
器

b
5
8
8　10’7

蒼

10・8

Patient　l

Patient　2

Patient　3

Patient　4

　　　　　Time　（hr）

図lMTX血中濃度推移
k

辱

鴫

も

■

‘

G

t

一般検査所見，腎機能，肝機能などはすべて正常範

囲内であり，MTX投与による副作用は認めなかっ
た．

　MTX血中濃度の測定は，　MTX投与後経時的に採

取した血清32検体（症例1：投与後5min～24h；12検

体，症例2：投与後15min～24h；9検体，症例3：投

与後2～16h；4検体，症例4：投与後30min～6h；

7検体）についておこなった．測定には，蛍光偏光免

疫測定法（Fluorescence　polarization　immunoassay：

FPIA）に基づくTDXシステム（ダイナボットK．K．，

TDX）およびMTX血中濃度測定キット（TDX－Metho－

trexate）を用いた6）．

成　　績

　4症例におけるMTX血中濃度推移を図1に示す．

症例1における投与後12h，24h症例2における投与

後12hr，18h，24hおよび症例3おける投与後16hの血

中濃度は今回用いたキットの測定限界（0．05μM／l）以

下であった．MTX投与直後より血中濃度測定を行っ

た症例1では，そのpeakは投与後10－15minでみら

れ，以後はbiexponential　curveにしたがって減少した．

症例2もbiexponential　curveを示したが，症例3はMTX

投与直後のデータがないため，ほぼmonoexponential

curveを示す減少となった．　MTX筋注投与を行なっ

た症例4では，投与後1～2hでpeakをとり，以後

はmonoexponential　curveにて減少した．

　したがって，MTX投与t時間後の血中濃度（C）を

以下に示すbiexponential　curveに従うものとして，

n。nlinear　least　squares　regression　methodを用いて薬理

学的各パラメーターを計算した（表2）．

　　　　　　　　C＝Ae一αt＋Be一βt

ここでA，Bは分布相および除去相でのt＝Oにおける

血中濃度，α，βはそれぞれの除去定数を示す．

　すなわち，その除去相の半減期（t1／2β；h）は症例
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表2　各症例の薬理学的パラメータ ，

Patient　No． 1 2 3 4

Half－life　　　（hr）

　　1／2α

　　1／2β

Volume　of　distribution

　　（Vd；1／kg）

Total　body　clearance

　　（CL；ml／min／kg）

Area　under　the　curve

　　（AUq　hr・μg／ml）

0．08

L51

058

4．50

1．10

0．34

1．69

0．84

5．70

0．81

2．33

0．77

3．83

L49

1．86

0．66

4．ll

L62

t

ψ

9
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表3　MTX静注時の薬理学的パラメータ
9

Author（yr） Huffman（1973）　Isacoff（1977）　Stoller（1975）　Campbell（】985）　Kusaka（1993）

No．　of　patients

Dose　of　MTX（mg／m2）

Route　of　administration

Half－life（hr）

　　1／2α

　　1／2β

　　1／2γ

Vd（1／kg）

CL（ml／min）

Assay　method

22

30

塵．V．

0．75±0．1旦

3．49±0．55

26，99±444

73±15．61

　78±4．9

　RIA

　　172

50－200mg／kg

d．i．v．（4hr）

L83±0．09

8．36±0．47

CPBA

　　　6

50－200mg／kg

d，i．v．（over　6hr）

2．06±0．16

10．4±L8

EIA

5

30

LV．

320＊

0．69±0．24

124±36

　EIA

　　3

15mg／body

　locally

（0．08，0，34）

1．84±0．35

O．73±O．10

234±59

　FPIA

●

⊃

＊Harmonic　mean

RIA；Radio　Immunoassay，　CPBA；Competitlon　Proteln　Binding　Assay，

EIA；Enzyme　Immunoassay，　FPIA；Fluorescence　Polarization　lmmunoassay

（Mean±S．D．）

’

1－4においてそれぞれ1．51，1．69，2．33，2．03であ

り，除去相における分布容量（Vd；1／kg）は058，

O．84，0．77，0．76であった．また，体クリアランス

（CL；ml／min／kg）は，4．50，5．70，3．83，4．36であ

り，いずれも差は認めなかった．

考　　察

　MTX局所投与による外妊保存治療において，

MTX投与量は全身投与法の約5～20％ト5｝であり，副

作用の減少が期待できる．しかしながら，MTX局所

投与の際のMTXの血中動態を示した報告は現在まで

に知られていない．

　MTX静注時の血中濃度推移は，　triexponential　curve

として示され，その3相（α，β，γ）は各々，分布

相，腎による除去相，腸肝循環による除去相を反映

していると考えられている7）．文献的に報告されて

いる，MTX静注時の薬理学的各パラメーターを表3

に示す8－11）．その血中半減期（t1／2α，tI／2　，3，t1／2γ）

は，それぞれ0．75h，1．83～3．49h，8．36～26．99hであ

り，今回われわれが求めた半減期は，このうちt1／2、，

tI／2βの相当するものと思われる．全症例とも，MTX

投与後12h以後の血中濃度は，今回用いた測定キッ

トの測定感度（O．05　／i　M／1）以下であり，γ相を確認す

る事はできなかった．そのため，体クリアランスに

差を認めたが，分布容量はほぼ一致していた．

　MTX局注後の血中濃度のpeakは，症例1において

は，MTX投与後10～15minであった．　MTX筋注投与

の場合，この血中濃度は投与後約2hで最高値とな

り以後減少すると報告されており12・13），症例4でも

MTX投与後1－2hがpeakと考えられた．したがっ

て．MTX局注投与では，筋注投与より早期にMTX

が血中に移行するものと思われる．ただし，今回
，

■

」

’

の

■

9
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MTX投与直後の血中濃度推移を測定したのは症例1

のみであり，注入は2箇所に分けて行なわれたが，

この一部は血管内に直接注入された可能性も考えら

れ，明らかな事はいえない．しかし，症例2におい

ても，MTX血中濃度のpeakは少なくとも投与後

15min以内にあると考えられることから，　MTX局注

投与の際の吸収速度は，筋注投与よりかなり早い事

は確かであろう．これは，MTXの注入箇所である外

妊部位での血管増生が豊富なことが，原因の一つと

思われる．

　今回の検討および文献との比較において，局所投

与法と全身投与法の問にMTX体内動態のパラメー

ターに明らかな差は認めなかった．すなわち，副作

用に関係すると思われるMTX血中濃度は，同じ投与

量では両法間で差を認めない．また，MTX局注投与

の際の吸収速度は早く，薬物が長時間体内に留まる

心配もない．したがって，全身投与法の5－20％の投

与量で有効と考えられるMTX局所投与法は，副作用

もより少ないものと思われる．

　また，両法問で血中濃度に差を認めないにもかか

わらず，MTX局所投与法では少ない投与量で外妊の

治療が可能であるということから，その作用には外

妊部位に高濃度のMTXが直接もたらされることが重

要であると考えられる．

　以上，MTX局所投与法は，その有効性，副作用の

点で，外妊の治療法として有用である事が，その薬

物動態からも示唆された．
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Pharmacokinetics　of　loca］methotrexate

　　　injection　for　the　treatment　of

　　　　　ectopic　pregnancy

　　Masumi　Kusaka，　Ichiko　Furuta，

Takahumi　Fujino　and　Seiichiro　Fujimoto

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

School　of　Medicine，　Hokkaido　University，

　　　　　SapPoro　OO　1，Japan

　Plasma　concentrations　of　methotrexate（MTX）were

measured　in　3　patients　with　ectopic　pregnancies　treated

with　local　MTX　injection　under　laparoscopy　and　in　a　pa－

tient　with　comp】ete　mole　treated　with　intramuscular（IM）

administration　of　MTX．　Following　the　local　administra－

tion　of　l　5　mg／body　MTX，　The　peak　of　plasma　concen－

tration　obtained　within　l　5　min．　and　thereafter　the　drug

level　declined　in　a　biexponential　curve．　In　a　patient　with

20　mg　IM　administration，　plasma　MTX　level　was　maxi－

mal　in　l－2　h　after　application　and　disappeared，　The　phar－

macological　parameters　following　local（mean±SD．）
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and　IM　MTX　administration　were；elimination　half－life

（h），1．84±0．35and　l，86；volume　of　distribution（1／kg），

0，73±0．10and　O．66；total　body　clearance（ml／min／kg），

4．68±0．77and　4．36，　respectively．　These　results　sug－

gested　that　the　abso叩tion　of　MTX　in　local　administra－

tion　is　fast　and　pharrnacokinetics　of　the　drug　is　similar

to　that　in　systemic　administration．　It　may　support　that　lo－

cal　MTX　injection　which　needs　only　5－20％dosage　of

MTX　compared　with　systemic　administration　is　very　use－

ful　treatment　for　ectopic　pregnancy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月10日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3月17日）
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▲

Abstract：The　frequency　of　the　Robertsonian　translocation　in　Japanese　Black　Cattle　and　the　reproductive

pe㎡formances　of　the　7／21　translocation　heterozygous　cows　were　investigated．

　　Two　types　of　translocations　vvere　identified　by　chromosomal　analysis（G－banding）in　this　breed．　The　7／21

translocation　was　found　in　48　cows（13．2％）including　one　homozygous　carrier，　and　two　cows（0．5％）were

heterozygous　with　the　l／29　translocation　among　364　head　examined．　The　data　on　conception　and　calving

performances　showed　no　differences　between　the　23　normal　cows　and　the　12　translocation（7／21）heterozy－

gous　carriers　inseminated　with　semen　from　normal　bulls．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，38（3），433－436，1993）
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　　Robertsonian　translocation　in　cattle　was　reported　for

the　first　time　by　Gustavsson　and　Rockborn1），　who

identified　l／29　centric　fusion　in　the　Swedish　Red　and

White　breed．　The　same　or　other　types　of　Robertsonian

translocations　have　been　found　in　more　than　forty

breeds　all　over　the　world2・3）．

　　In　Japanese　Black　Cattle，　the　existence　of　two　types

（1／29，7／21）of　Robertsonian　translocations　has　been

confirmed　by　Masuda　et　a1．45），　Shinzato　e重al．6），

Hanada　et　al．7）and　Okamoto　et　al．8）Since　then，　only　a

few　head　of　cattle　have　been　investigated　on　the　fre－

quency　of　translocation　and　on　the　reproductive　per－

formances　of　the　cattle　carrying　the　translocation　in

the　breed．

　　About　four　hundred　cattle　were　examined　on　the

frequency　of　translocation．　The　reproductive　perfor－

mances　of　thirteen　cows　carrying　the　7／21

Robertsonian　translocation　were　also　studied．

1）　Animals

Materials　and　Methods

　　Three　hundred　and　sixty　eight　head　of　Japaneses

Black　Cattle　raised　in　eight　stock　farms　belonging　to

Ibaraki　Prefecture　were　used　in　the　study．　All　of　these

cows　were　registered　as　breeders．　The　reproductive

performances　of　thirteen　cows　which　were　found　car－

rying　the　7／21　Robertsonian　translocation，　were　stud－

ied．　Several　reproductive　parameters　were　compared

with　those　of　cows　carrying　normal　karyotype　under

the　same　breeding　condition．　The　parameters　investi－

gated　were　described　in　the　results．

　　The　data　were　statistically　analyzed　by　Student’s

t－teSt・r　X　2　teSt・

2）　Chromosomal　Analysis

　　Chromosomes　examined　from　each　animal　at　the

stage　of　metaphase　in　mitosis　were　observed　through

the　method　of　blood　culture　as　described　prev　iously9）．

Chromosomes　were　prepared　on　glass　slides　using　air

drying　method．

　　Precise　chromosome　identification　was　done　by　the

Trypsin－Giemsa　staining　method（G－band）as
described　by　Seabright　l　o）．　Constitutive　heterochroma－

tin　was　stained　using　the　BSG　method（C－band）of

Sumnerl　l）．
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Results

　　The　diploid　chromosome　number　of　Japanese　Black

Cattle　is　sixty，　consisting　of　twenty　nine　pairs　of　acro－

centric　autosomes　and　one　pair　of　submetacentric　sex

chromosomes．　The　present　chromosome　analysis　was

based　on　the　G－band　karyotype　established　by　the

standard　numbering　system　of　Ford　et　al．12）．　Two　types

of　Robertsonian　translocation　were　identified　in　this

breed．　The　first　type　designated　as　1／29　translocation

involved　chromosomes　l　and　29。　The　second　type　was

an　autosomal　translocation　between　chromosomes　7

and　21　and　designated　as　7／21translocation（Fig．1）．

　　The　C－banding　pattems　of　these　two　types　translo－

cations　were　observed．　The　I／29　translocation　had

asingle　constitutive　heterochromatin　on　the　centro－

mere　region，　which　was　a　monocentric　chromosome．

One　the　other　hand，　the　7／21　trans1㏄ation　was　dicen－

tric　chromosome　with　the　double　constitutive

heterochromatins　around　the　centromere（Fig．2）。

　　The　results　of　the　cytogenetic　analyses　in　three　hun－

dred　arld　sixty　fbur　cows　are　summarized　in　Table　l．

The　7／21　translocation　was　found　in　forty　eight　head

（13．2％）including　one　homozygous　cow，　and　two

cows（0。5％）which　had　the　l／29　translocation．

　　The　conception　rate　and　the　number　of　insemination

per　conception　of　the　twenty　three　nomal　cows　and　of

Ihe　thirteen　translocation（7／21）heterozygous　cows

under　the　same　breeding　condition　are　shown　in　Table

2．These　cows　were　inseminated　with　frozen　semen

from　norrnal　bulls．　Each　of　conception　rate　showed　no

significant　difference　between　the　normal　cows　and

the　trans亘ocation　heterozygous　carriers（by　t－test　or　lと2

test）．

「

帥

，

ρ

ム

畷

昂

　o

、

’

t、

　　　　　　ら＼

　　、倉

1擬
’，潔嬢M

A

、、．

“v

這∵∵警’∵
ぬぎ　，　’へ

∵冠’

　．：～．1

嫁・

鵜’ぐ
鋸・ご1．

ξ隻㌔・

「鉦．

藩∵㌧

二畿’

Fig．2

’

’1　詩

《㌧
　　もs
　　　　　　《

tT．〈｛，

1
1

難毒憲纏動纏
2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　［」

縫蟹象婁纒竃●鱈
7　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　画　　　　　　　　　　1G　　　　　　　　　　】奪　　　　　　　　　1

舞覇髄t謬鱒紬勲
1」　　　　　　　　　↑　ほ　　　　　　　　　15　　　　　　　　　賃自　　　　　　　　　t　7　　　　　　　　　1，

紬　輔　●曾　轟無　μ
1§　　　70　　　21　　　77　　　ハ

讐

1　2g

vin　I

■鳶　oの　軸　　寧
2d　　　　　　　　　77　　　　　　　　　no　　　　　　　　　3H

のも

　～d，

献
　xx

B

顧醜鶴顛購鱒
　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　　5

書惹○蝕鮪勲繰
　78910亨11，
魏顛鮪紬黄噺勲
　t3　　　　　　　　　1　n　　　　　　　　　f毎　　　　　　　　　雪6　　　　　　　　　1　／　　　　　　　　　t彦

翰顛轟舶鹸鱒　｛　D　　　　　　　　　　Eo　　　　　　　　　　2　「　　　　　　　　　　z　z　　　　　　　　　　～j　　　　　　　　　　≧4

鰍醗轡r刈
撃21

“，

xx

Fig．　l　G－banded　metaphase　plates　and　karyotypes　of　1／29（A）and　7／21（B）translocation　heterozygous　cows．　AlTows

　　　　　　show　translocaIion　chromosome，

籍べ籍1∴・　　　　　　　ヤ飼t”　・＋　・
　：　　

1㌔ン
　　　　　　　♂

壕拶ち
撫藤鋤∫轍

饗髭〆
　　　　　　を’・轟欄礎

囎

縛　　　徽

　　　　　轍

、

　　　　轟

雲
　　　　　轟3

　　　　　監．

癖義
　　　　　　　　夢

㌦懸

懸ミ弓7

．暴

灘

h’　　　　　舞Pt

Pt1

C－banded甲etaphase　plates　of　l／29（A）and　7／21（B）translocation　heterozygous　cows．　Arrows　show

translocation　chromosome．

輯

ハ

メ

悼

o

，

帥

o



ヤ

4L

掌

平成5年7月1目 H、MORI　et　al．

　　The　age　in　months　at　first　calving，　the　calving　inter－

val　and　the　rate　of　abortion　and　stillbhth　of　the　normLal

females　and　the　translocation　heterozygous　cows　are

shown　in　Table　3．　The　data　on　calving　performances

and　the　rate　of　abortion　and　st孟11birth　showed　no　differ－

ences　between　the　two　groups（by　t－test　or　Z　2　test）．

1）iscussion

　　The　frequency　of　the　Robertsonian　translocations

fbund　in　this　experiment　was　similar　to　the　results　of

Hanada　et　al．7），　who　reported　the　frequencies　of　the

l／29and　the　7／21　translocation　carriers　at　3．9％and

l4．4％，　respectively．　Considering　these　results，　it

seems　that　the　7／21　translocation　were　widely　distrib一

Table　l　Resutts　of　cytogenetic　analyses　on　Japanese

　　　　　　　Black　cows．

Karyotypes Number　of　animals　Percentage

、

2n＝60，　XX，　Nomlal

2n＝59，　XX，　t（1，29）

2n＝59，　XX，　t（7，21）

2nニ58，　XX，　t（7，21）t（7，　21）

2n＝61，XXX

313

　　2

47

　　1

　　1

86．0

0．5

12．9

0。3

0．3

364 100．0

（435）67

Total

uted　among　Japanese　B　lack　Cattle．

　　As　for　the　fertility　of　the　Robertsonian　translocation

carriers，　Masuda　et　al．5）investigated　two　l／29　het－

erozygous　females　and　two　7／21（5／21　centric　fusion

in　the　original　report）heterozygous　cows，　and　reported

that　the　number　of　insemination　per　conception　and

calving　interval　were　slightly　different　from　those　of

nonnal　cows．　However，　they　suggested　that　further　in－

vestigation　based　on　larger　samples　might　be　neces－

sa「y・

　　In　this　experiment，　the　fertility　in　the　7／21　transloca－

tion　heterozygous　cows　was　not　different　from　that　in

the　cows　of　normal　karyotype．　As　to　the　effect　of　the

translocation　on　reproduc口v重ty，　our　results　obtained

here　conflict　with　the　findings　on　the　l／29　transloca－

tion　carriers　in　other　countries．　Gustavssonl3・14）re－

ported　that　daughters　of　l／29　heterozygous　bulls　in

Swedish　Red　and　White　breed　showed　3％and　6％de－

crease　in　the　fertility　as　represented　by　the　non－return

rates　at　56　and　273　days，　respectively，　and　their　culling

rates　were　higher　than　expected．　The　decrease　of　fertil－

ity　in　the　1／29　translocation　carriers　were　supported

by　similar　investigations　in　the　Norwegian　Red　and

Simmental　breedi5・i6）．

　　This　study　demonstrates　that　the　7／21　Robertsonian

translocation　found　in　the　Japanese　Black　cow　has　no

Table　2 Conception　rate　of　normal　and　translocation（7／21）heterozygous　cows　inseminated　with　semen

from　normal　bull．

Karyotype Number　Total　number

of　cows　　　of　calves

Conception　rate（％）

■ lst　service　　2nd　servie＊　3rd　service＊＊

　　Average　number　of

msemmatlon　per　conceptlon

へ

Normal

Transl㏄atin

23

13

58

38

27．6

44．7

50．0

73．7

72．4

78．9

2．9±1．9

2．2±1．5

尋

＊：The　accumulative　conception　rate　of　the　cows　which　conceived　from　the　first　to　the　second　service．

＊＊：The　accumulatilve　conception　rate　of　the　cows　which　conceived　from　the　first　to　the　third　service．

革

Table　3 Calving　performances　of　normal　and　translocation（7／21）heterozygous　cows　inseminated　with　semen

from　normal　bul1．

Karyotype

Age　in　months　at　l　st　calving

　　　　　　　　（months）

　　（No．　of　delivered　cows）

Calving　interval

　　　（months）

（No．　of　calves）

Rate　of　abortion　and　stillbirth

　　　　　　　　　　（％）

　　　　　　（No．　of　calves）

－

Normal

Translocation

28．4±3．7

　　（19）

27．8±4．5

　　（ll）

14．0±2．8

　　（48）

13．3±3，0

　　（35）

12．0

（58）

5．0

（38）
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detrimenta1　effect　on　their　reproductive　pe㎡formances．
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　黒毛和種雌牛におけるロバートソン型転座染色体の

出現頻度および7／21転座染色体をヘテロに保有する個

体の繁殖成績を調査した．繁殖雌牛364頭中2頭（0．5％）

は1／29転座染色体をおよび48頭（132％）は7／21転座染
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Abstract：Standard　semen　parameters　and　acrosin　activity　of　sperrnatozoa　were　evaluated　in　53　men　with

varicocele（group　A）and　43　fertile　healthy　donors（group　B）．　Sperm　concentration，　sperm　motiloty，

percentage　of　morphologically　normal　spermatozoa，　and　the　total　acrosin　activity　of　spermatozoa　were　sig－

nificantly　lower　in　group　A　than　in　group　B．　It　is　suggested　that　the　reduction　in　total　acrosin　activity　of

spermatozoa　in　men　with　varicocele　contributes　to　their　lower　fertility　potential．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn」．　Ferti1。　Steri　1．，38（3），437－440，1993）

Introduction

　　Varicocele　is　a　common　pathological　finding　in　in－

fertile　meni）．

　　Mac　Leod　introduced　the　concept　of　”stress　pattern”

（10wer　percentage　of　morphologically　normal　sperma－

tozoa，　reduced　sperm　concentration，　and　impaired

sperm　motility）to　describe　the　sperm　quality　of

varicocele　patients2）．　Although　infertility　due　to

varicocele　may　be　attributed　to　reduction　in　sperm

concentration，　sperm　motility，　and　the　number　of　mor－

phologically　normal　spermatozoa，　it　is　unknown

whether　or　not　there　are　abnorm，alities　in　other　sperm

parameters・

　　Acrosin，　a　serine　proteinase，　is　involved　in　acro－

some　reaction　and　the　capacity　of　sperm　to　penetrate

the　zona　pellucida3）．　The　enzyme　is　primarily　present

in　an　inactive　fbrm（zymogen　fom），　called　proacrosin，

which　becomes　activated　during　the　fertilization　pro－

cess．　In　vitro，　proacrosin　rapidly　converts　to　acrosin　at

pH　8．0．　Acrosin　levels　ill　individual　ej　aculates　are　sig一

nificantly　correlated　with　their　capacity　to　fertilize　hu－

man　oocytes　in　vi廿04）．　The　acrosin　activity　of　sperma－

tozoa　can　not　be　predicated　by　the　standard　pararneters

of　semen　analysis　suggest血g　that　acrosin　assay　refers

to　a　different　parameter　of　spermatozoa5）．　Recently，　it

is　becoming　clear　that　the　standard　semen　prameters

are　often　insufHcient　fbr　diagnostic　purposes．　Thus，　it

is　important　that　new　assays　be　developed　for　the

function　of　spermatozoa　that，　together　with　the　stan－

dard　semen　parameters，　will　provide　a　better　indication

of　the　sperm　fertilizing　capacity．　One　such　test　may　be

the　acrosin　assay．

　　The　o切ective　of　the　present　study　was　to　evaluate

sperm　acrosin　profiles　in　men　with　varicoce夏e．

PatientS－and　MethOds

　　Left　varicocele　was　diagnosed　in　53　infertile　men　by

palpation　of　dilated　veins　filling　the　scrotum　after　an

increase　in　the　intraabdominal　pressure．　Three　semen

samples　were　collected　from　each　ma皿（group　A）．　ln

addition，　three　semen　samples　were　collected　from
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Table　1 Standard　semen　parameters　and　total　acrosin　activity　of　spermatozoa（TAAS）

Group na　Spem　concentration％motile
　　　　　　　（106／m1）　　　　speml

Motility

gmde
％no㎜al

　spe「m

Semen
volume

　　　TAAS
（μIU／106　sperm）

Varicocele（A）

Donor（B）

53

43

18．6±8．9b

61．7±9．1c

25．8±9．3b

63．4±8。lc

1．7±O．2b

3．2±O．3c

23．1±7．1b

57．5±62c

2．5±0．3

2．6±0．3

10．1±2．9b

44．2±4．夏c

each　individual　of　a　group　of　43　healthy　fertile　donors

（group　B）．

　　AU　the　samples　were　collected　after　three　days　of

sexual　abstinence．　Sperm　concentration，　seminal

plasma　volume，　percentage　of　morphologically　normal

spe㎜atozoa，　and　percentage　of　motile　spennatozoa

were　assessed　by　methods　recommended　by　the　World

Health　Organization6）．

　　Motility　was　also　graded　according　to　an　arbitrary

system　on　a　scale　from　O　to　47）．　Total　acrosin　activity

of　spe㎜atozoa　in　each　sample　was　assessed　as　de－

scribed　by　Zaneveld　and　co－workers35）．　In　bhef，　the

sperrnatozoa　were　washed　free　of　seminal　plasma　by

centrifugation　over　Ficoll　to　remove　the　soluble　protei－

nase　inhibitors　in　semen　that　could　interfere　with

acrosin　activity』he　sperrn　pellet　was　then　suspended

in　a　buffer　that　had　a　detergent　which　facilitated　dis－

mption　of　the　acrosomes　and　released　the　acrosomal

enzymes，　a　basic　pH　which　allowed　activation　of

proacrosin　into　enzymatically　active　acrosin，　and　a

synthetic　arginine　amide　substrate　which，　when　hydro－

1yzed，　released　a　chromophoric　producI．　Finally，　the

total　amount　of　color　developed　after　three　hours　of　in－

cubation　was　measured　spectrophotometrically　at　410

nm．　One　IU　of　acrosin　activity　was　defined　as　the

amount　of　enzyme　that　hydrolyzes　1　pt　mol　of　N一α一

benzoyl－DL－arginine－p－nitroanilide（BAPNA）per

minute　at　23℃．　The　acrosin　activity　was　expressed　in

／lIU　per　106　sperrnatozoa　to　obtain　whole　numbers．

Achange　in　absorbance　of　9．9　corresponded　to　the　hy－

drolysis　of　l．O　pt　mol　of　BAPNA．

　　The　average　fbr　each　semen　parameter　was　calcu－

Iated　from　the　three　sarnples　of　each　man．　Values　were

expressed　as　Mean±SD．　Student’s　t－test　was　used　fbr

statistical　analysis．　A　probability　less　than　O．05　was

considered　to　be　statistically　significant．

Spemm　concentration

Results

aNumber　of　men　in　each　group．

b・Cbvsc：p＜0．001．

　　Sperrn　concentration　was　significantly　higher　in　fer－

tile　donors　than　in　varicocele　patients（Table　l）．

Sperm　motility

　　Percentage　of　motile　spermatozoa　and　motility

grade　were　significantly　higher　in　fertile　donors　than

in　varicocele　patients

（Table　l）．

Sperm　morphology

　　Percentage　of　morPhologically　norrnal　spermatozoa

was　significantly　hlgher　in　fertile　men　than　in

varicocele　patients（Table　l）。

Semen　volume

　　Differences　in　semen　volume　between　the

varicocele　group　and　the　control　gro叩were　not　slg－

nificant（Table　l）．

Total　acrosin　activety　of　spermatozoa

Total　acrosin　activity　of　spermatozoa　was　signifi－

cantly　higher　in　fertile　donors　than　in　men　with

varicocele（Table　1）．　Forty－five　men　with　varicocele

had　total　acrosin　activity　of　spermatozoa　less　than　14

μIU／106　spe㎜atozoa．

Discussion

　　The　present　study　confirms　previous　findings　show－

ing　a　significant　reduction　in　sperm　concentration，　per－

centage　of　motile　sperrnatozoa，　motility　grade，　and

percentage　of　morphologically　normal　spermatozoa　in

men　with　varicocele　compared　with　healthy　men2＞．

　　Additionally，　the　present　study　revea亘s　a　significant

reduction　in　the　total　acrosin　activity　of　sperrnatozoa

in　patients　with　varicocele　compared　with　fertile　do－

nors．　This　reduction　in　sperm　acrosin　profiles　caimot

be　attributed　to　the　effect　of　varicocele　on　the　standard

parameters　of　semen　analysis　because　the　third　author

of　our　study　showed　that　the　outcome　of　acrosin　as－

say5）cannot　be　predicted　by　other　sperrn　paralneters．

Considering　that　acrosin　is　an　important　enzyme　fbr

鴛

7

φ

鍾

殉

4

P

，

鵡



b

馳

4

γ

要

除

げ

凶

曜

平成5年7月1日 N．SOFIKITIS　et．　al （439）71

the　fertilization　process3・5）it　may　be　suggested　that

lower　acrosin　activity　of　sperrnatozoa　may　cont酌ute

to　the　development　of　infertility　in　patients　with

varicoceles．　We　previously　showed　that　the　concentra－

tions　of　acrosin　and　its　precursor　proacrosin　are　sig－

nificantly　higher　in　the　spcrmatozoa　of　asymptomatic

men　than　infertile　men8）．　In　the　present　study　we

showed　that　infertile　men　with　varicocele　have　lower

speml　acrosin　profiles　than　healthy　donors　and　we　ad－

ditionally　found　that　45　men　with　varicocele　had

acrosin　activity　less　than　14　y　IUIIO6　sperrn　cells．　Pre－

vious　studies　in　our　laboratory9）and　other　research

centers3）have　shown　that　when　sperrn　acrosin　profiles

are　less　than　14μ　IU／106　spermatozoa，　fertilization

cannot　be　expected　even　if　the　parameters　of　the　stan－

dard　semen　analysis　are　within　nomlal　values．　There－

fore，　we　may　conclude　that　low　acrosin　profiles（＜14

／i　IUIIO6　sperm　cells）contribute　to　development　of　in－

fertility　in　some　men　with　varicocele．　Furthermore，　we

recently　proved　that　varicocelized　rabbits　have　lower

sperm　acrosin　profiles　than　contro1　rabbits　and　this　de－

fect　in　sperm　acrosin　packaging　is　restored　after

varicocelectomylo）．　By　that　study　lo）we　established　a

cause－effbct　relationship　between　varicocele　and　aber－

rant　sperm　acrosln　content・

　　It　is　difficult　to　explain　the　lower　levels　of　total

acrosin　activity　of　spermatozoa　in　men　with

varicocele．　The　impaired　spermatogenesis　in　men　with

varicocele　may　lead　to　an　aberrant　packaging　of

acrosin　in　the　spermatozoa．　A　reduction　in　the

intratesticular　testosterone　biosynthesis　was　proven　in

varicocelized　rats　11）and　rabbits　12）．　The　lower　spe㎜

acrosin　profiles　in　men　with　varicocele　may　be　attrib－

uted　to　a　presumed　decrease　in　testosterone　biosynthe－

sis，　since　it　was　recently　found　that　drugs　which　stimu－

late　testosterone　biosynthesis　increase　the　total　acrosin

activity　of　sperrnatozoa　l　3）．

　　In　the　present　study　the　acrosin　activity　of　spermato－

zoa　was　evaluated　and　not　the　acrosin　content．　How－

ever，　from　a　clinical　standpoint，　it　is　most　likely　pref－

erable　to　count　the　acrosin　activity　rather　than　the

acrosin　content　of　the　sperrnatozoa　because　it　is　the

available　activity　that　determines　the　ability　of　sperma－

tozoa　to　function．　It　is　conceivable　in　some　cases　that

proacrosin　conversion　to　acrosin　cannot　take　place，

which　would　not　alter　the　total　acrosin　content　but

would　greatly　decrease　the　amount　of　active　acrosin

available　to　the　spermatozoa．

　　The　present　study　proved　that　there　is　a　decrease　in

total　acrosin　activity　of　spermatozoa　in　patients　with

varicocele．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

ll）

12）
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シン活性測定を行った．
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であった．
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唆された，
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サ

　過去6年6ケ月間に当科男子不妊外来を受診した381人を対象として精子濃度別に，グループ1：精

子濃度20×106／ml以上，グループ2：精子濃度10×106／ml以上，20×106／ml未満の乏精子症，グループ3：

精子濃度10×1　06／m1未満の乏精子症，グループ4：精巣原発性の無精子症，グループ5：閉塞性無精子症

の5グループに分類し検討を行なった．1）初診時年齢は30歳から34歳が最も多く，不妊期間は2年か

ら3年にピークを認めた．2）精巣容積はグループ4が他グループより有意に小さかった．3）精液量

はグループ5が他グループより有意に少なかった．4）精子運動率は精子濃度が低くなるにつれ低下す

る傾向にあった．5）血清LH値，　FSH値はグループ4が他グループより有意に高値をとった．また血清

テストステロン値は各グループに有意差は認めなかった．6）原因別頻度では，特発性を除くと精索静

脈瘤が106例と最も多く，閉塞性無精子症を44例認めた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，38（3），441－447，1993）

緒　　言

　近年，社会的背景の変化に伴い，男子不妊症患者

は増加の傾向にあり1），泌尿器科領域においても重

要な分野となっている．当教室においても男子不妊

外来を開設して以来，積極的に診断治療を行ってい

る．今回我々は，過去6年6ケ月間の男子不妊症患

者の臨床統計的検討を行ったので報告する．

対象および方法

　1985年1月～1991年7月までの6年6ケ月間に
不妊を主訴として当科男子不妊外来を受診した患者

381人を対象とした．

　初診時に患者の年齢，不妊期間等につき問診を行

い，不妊期間は避妊期間を除いた結婚から初診時ま

での期間を不妊期間とした．理学的所見として，精

巣容積は山口大学式オーキドメーター2）にて測定
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し，精巣上体，精管，前立腺の触診を行い，体位で

Valsalva法にて精索静脈瘤の有無を検討した．さら

に精索静脈瘤が疑われる患者に補助診断として，精

巣深部温測定3），陰嚢シンチグラフィー4）及び超音波

カラードップラー5）を施行した．

　血清LH，　FSH，プロラクチン及びテストステロン

はRIA法にて測定しiE常値は，　LH　1．8～5．2　mIU／ml，

FSH　2．9～8．2　mIU／ml，プロラクチン1．4～14．6　ng／

ml，テストステロン250～　1　100　ng／dlである．

　精液検査は3日間以上の禁欲期間を置き，用手法

にて採取した精液を37℃に保温したKitazato

Microwarm　Plate　MP－100上1こて30分間放置し充分液

化させ，精液量を測定し，マクラー精子算定盤を用

いて精子濃度を及び精子運動率の測定を行った．さ

らに今回の検討では，精子濃度により5グループに

分類した．グループ1は精子濃度20×106／m1以上，

グループ2は精子濃度10×106／ml以上，20×106／m1

未満の乏精子症，グループ3は精子濃度10×106／ml

未満の乏精子症，グループ4は精路通過障害の可能

性が考え難く，精巣原発性と考えられる無精子症

（primary　azoosperrnia），グループ5は閉塞i生無精子症

（obstructive　azoospermia）とした．これら各グループ

問において，精巣容積，精液量，精子運動率，血清

LH値，　FSH値，プロラクチン値およびテストステロ

ン値につき比較検討した．統計はKruskal－Wallis検定

およびMann－Whitney検定を用いた．

結　　果

　1）初診時年齢　最年少21歳から最年長50歳で，平

均は32．8±4，7歳（mean±SD）であり，30歳から34歳

が156人（40．9％）と最も多かった（図1）．

　2）不妊期間　最低5ケ月から最高17年で，平均は

39．5±38．7ケ月（mean±SD）で，2年以上3年未満が

77人（20．2°／，）と最も多く，3年以内が221例（58，0％）

と過半数をしめていた（図2）．

　精子濃度により分類した5グループにおける症例

数は，グループ1は143例（38．2％），グループ2は34

例（9」％），グループ3は98例（26．2％），グループ4

は55例（14．7％），グループ5は44例（IL8％）であっ

た（表1）．

　3）精巣容積　各群の精巣容積の平均値および標準

偏差は，グループ1：17．5±3．8ml，グループ2：

15．9±3．4m1，グループ3：14．8±4．7　ml，グループ4：

7．7±4．3ml，グループ5：17．3±5．2　mlであった．グ

ループ5を除いてグループ1からグループ4と精子

濃度が低くなるにしたがい精巣容積も小さくなる傾

（人）
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図2　不妊期間

表1精子濃度による分類

グループ　　精子濃度 例数（％）

1：

2：

3：

4：

5：

20×106／m1以上

10×106／m［以上，20×106／m1未満

10×1　06／ml未満（無精子症を除く）

　0　（primary　azoospermia）

　0　　（obstructive　azoospermia）

143（38．2）

34（9．D

98（26．2）

55（14．7）

44（lL8）

計 374（100）

，

，
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向にあり，グループ4は他のグループより有意に低

値（p＜0．Ol）を示し，グループ3はグループLグ

ループ5より有意に低値を示した（p＜O．Ol）（図3）．

　4）精液量　各群の精液量の平均値および標準偏差

は，グループ1：2．7±Ll　ml，グループ2：2．6±L2

ml，グルーフ゜3：2．4±1．1　ml，グループ4：2．3±IJ

ml，グループ5：15±1．O　ml，であった．グループ

5は他グループより有意に低値を示し（pくO．Ol），ま

たグループ3，グループ4はグループ1より有意に

低値を示した（p＜0．Ol）（図4）．

（m　1）

25

20

屡

髄　　15

　　10

5

o

（ml）

5

4

嘱　　3

鼻

　　2

1

0

　1　　　2　　　3　　　4　　　5　（グループ）

図3　各グループにおける精巣容積
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図4　各グループにおける精液量

　5）精子運動率　各群の精子運動率の平均値および

標準偏差は，グループ1：46．3±27．59。，グループ

2：31．9±245％，グループ3：25．7±20．7％，であっ

た．グループ2，グループ3はグループ1より有意

に低値を示し（P＜0．Ol），グループ1からグループ3

と精子濃度が低くなるに従い，精子運動率も低くな

る傾向が認められた（図5）．

　6）血清LH値　各群の血清LH値の平均値および標

準偏差は，グループ1：3．6±Lg　mlU／ml，グループ
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図6　各グループにおける血清LH値
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2：3．8±2．O　mIU／m豆，グループ3：4．6±2．6　mIU／ml，

グループ4：8，4±4．5mlU／ml，グループ5：3．8±1．9

mIU／mt，であった．グループ4は他のグループより

有意に高値を示し（pく0．Ol），グループ3はグループ1

より有意に高値を示した（p＜0．Ol）（図6）．

　7）血清FSH値　各群の血清FSH値の平均値および

標準偏差は，グループ1：6．5±2．6　mlU／m旦，グルー

プ2：6．3±2．9mIU／ml，グループ3：ll．5±82　mlU／

ml，グループ4：26．5±lL8　mIU／ml，グループ5：

72±3．8mlU／ml，であった．グループ4は他のグ

ループより有意に高値を示し（p＜O．Ol），さらにグ

ループ3は，グループ1，　グループ2，グループ5

より有意に低値を示した（p＜0．Ol）（図7）．

　8）血清プロラクチン値　各群の血清プロラクチン

値の平均値および標準偏差は，グループ1：10．7±

6．5ng／ml，グループ2：10．4±5．8　ng／m1，グループ

3：10．9±8．2　ng／ml，グループ4：12．6±10．3　ng／ml，

グループ5：10．3±6．6ng／m1，であり，各グループ間

に有意差は認められなかった（図8）．

　9）血清テストステロン値　各群の血清テストステ

ロン値の平均値および標準偏差は，グループ1：535，6

±185．6ng／dl，グループ2：570，2±197．8　ng／dl，グ

ループ3：57L1±202．2　ng／dl，グループ4：484．4±

214．5ng／dl，グループ5：527．6±195．8　ng／dl，であ

り，グループ3とグループ4の間に有意差が認めら

れた（p＜0．05）（図9）．

　10）病因および手術症例の検討　病因別頻度では
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図9　各グループにおける血清testosterone値

特発性を除くと，精索静脈瘤が106例（27．8％）と最も

多かった．精路通過障害は44例（ll5％）で，このう

ち両側精管結紮術後13例（3．4％），両側精管欠損が12

例（3，2％）と多く認められた（表2）．また手術症例

の内訳では，精索静脈瘤根治術が96例（7L7％）と最

も多く，次いで精管精管吻合術16例（1L9％），人工

精液瘤造設術13例（9。7％），精巣上体精管吻合術8例

（6，0％）の順であった（表3）．

噂

紬



平成5年7月1日 白瀧　他 （445）77

表2男子不妊症の原因

例数 ％

精索静脈瘤

停留精巣

染色体異常

耳下腺炎性精巣炎

精路通過障害

　　　両側精管欠損・［
　　　両側精管結紮術後

　　　両側精巣上体炎

　　　医原性要因

　　原因不明

射精障害

前立腺炎

薬剤性

外傷

外陰部感染症

インポテンス

特発性

106

　4

11

　4

44

（12）

（13）

（1）

（4）

（14）

　2

　2

　1

　1

　1

　6

199

27．8

LO
2．9

1．O

ll，8

（3。2）

（3．4）

（0．3）

（1．0）

（3．7）

0．5

0．5

0．3

0．3

0．3

1．6

52．2

計 381 100

＊精路通過障害の原因

表3　手術症例の内訳

例数 ％

精索静脈瘤根治術

精管精管吻合術

精巣上体精管吻合術

人工精液瘤造設術

精巣固定術

96

16

8

13

1

71．7

11．9

6．0

9．7

α7

考　　察

　患者の初診時年齢は30歳～34歳が全体の40．9％を

占め最も多く，緒家の報告6～13）と一致していた．ま

た，不妊期間についても2～3年が最も多く緒家の

報告6・10・lI）と一致し，さらに5年以内に70％以上が受

診するという報告10・11）と同じく，我々の成績でも5

年以内に79％が受診していた．前回の我々の報告13）

においては，不妊期間は3～4年にピークを認め，

5年以内の受診は49．4％であった．前回の報告に比し

不妊期間が短縮し，5年以内の受診率が増加してい

ることは，不妊の原因として男性側にも大きな要因

が存在することが憲者にも充分理解されるようにな

り，比較的早期に受診する傾向を示していると考え

られる．

　今回我々は不妊症患者を精子濃度別に分類し検討

を行った．各グループ問の精巣容積の比較では緒家

の報告7・10）と同様，精子濃度が低くなるに従い精巣

容積も小さくなる傾向にあった．日常診療において

精巣容積は患者の精巣機能を推定するのに最も基本

的な指標である．しかし，その記載に曖昧な表現が

されていることが多く，精巣容積の正確な測定と記

載がアンドロロジー臨床上，必須であると我々は考

えている．

　精液量における検討では，他の報告12）と同じく閉

塞性無精子症のグループで精液量は減少していた．

精液は主に精嚢からの分泌物で占められており，両

側精管欠損症では精嚢の欠損も合併し精液量の減少

をきたす．今回の我々の検討症例では，閉塞性無精

子症44例のうち両側精管欠損症は12例であり閉塞性

無精子症のグループで精液量が減少した主因を成し

ていると考えられた．

　精子運動率については精子濃度が低くなるに従い

精子運動率も低下する傾向にあり，精子濃度と精子

運動率は同時に障害される可能性が高いことが示唆

された．

　血清LH値及びFSH値についての検討では，精巣原

発性の無精子症のグループで血清LH値，　FSH値とも

に他グループより有意に高値を示し，高度の乏精子

症で血清FSH値が，グループ4を除く他グループよ

り有意に高値を示していた．血清LH値，　FSH値は造

精機能障害の有用な指標であるが，一般に血清LH値

とFSH値とではFSH値の方がより鋭敏に造精機能障

害を表していると言われており14），我々の結果もこ

の所見を支持するものであった．

　血清テストステロン値については精巣原発性の無

精子症で低値を示しており，この原因の一つとして

は，Klinefelter症候群症例も一部含まれていたためと

考えられる．

　血清プロラクチン値は他の報告12）と同様に，各グ

ループ間に有意差は認められなかった，プロラクチ

ンの造精機能における生理的役割については必ずし

も一定の見解には至っていない．ただしプロラクチ

ン過剰の場合には精巣機能に抑制的に働く可能性が

高いと考えられ17），造精機能と血清プロラクチンと

の関係については主に高プロラクチン血症を通して

研究されてきた．男子不妊症の原因として高プロラ

クチン血症は，頻度的には多いものではない．しか

し不妊を主訴とした，高プロラクチン血症を伴った

下垂体微小腺腫を我々は経験しており17），下垂体微
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少腺腫の発見という点においても，男子不妊症患者

診療において血清プロラクチンの測定は必要である

と思われる．

　病因別頻度及び手術症例の検討では，病因が明ら

かにされたものの中で精索静脈瘤が27．89。と最も多

く，緒家の報告6・7・8・9）より高頻度に認められた．また

精索静脈瘤に対する手術療法も96例と積極的に施行

している．高頻度に精索静脈瘤が認められた理由と

しては，当科では精索静脈瘤の補助診断として精巣

深部温測定3），陰嚢シンチグラフィー4），さらに最近

は超音波カラードップラー5）を用いて積極的に診断

しているためと考えられた．精索静脈瘤が造精機能

障害をおこす機序としては，陰嚢内温度上昇説，精

巣酸素分圧低下説，有害物質逆流説などがあるが不

明な点も多く，現在当科においても検討がなされて

いる19）．また精索静脈瘤手術後の妊娠率には報告に

より差もあるが，一般に手術療法後の妊娠成立の割

合は他の治療法と比較して良好であり19），積極的に

精索静脈瘤に対する手術療法を施行しても良いと考

える．

　無精子症については今回，精巣原発性の無精子症

（primary　azoospermia）と閉塞性無精子症（obstructive

azoospermia）に分けて検討を行った．精巣容積と血

清FSH値より無精子症を精巣原発性の無精子症と閉

塞性無精子症とに臨床的にほぼ分類できる可能性が

高いと考えられている1120）．本検討において閉塞性

無精子症のグループは，精巣容積および血清FSH値

ともに正常にほぼ近い値を示しており，無精子症の

症例で精巣容積と血清FSH値とから閉塞性無精子症

を，精嚢造影および精巣生検を施行する以前に，予

想することが可能であった．したがって，精巣容積

および血清FSH値より閉塞性精無精子症が強く疑わ

れる症例では，精路再建術中に精巣生検および精嚢

造影を施行しても良いと考えられる．

　閉塞性無精子症症例は44例，1L8％で緒家の報告

1220）より高頻度に認めた．また以前の我々の報告21）

よりも多く，増加傾向を認めた．閉塞性無精子症は

男子不妊症の中で最も確実に治療可能な疾患の一つ

であり22），顕微鏡下手術療法の発展に伴いその治療

成績が期待される．精路再建術としては精管精管吻

合術と精巣上体精管吻合術があり，また精路再建に

利用できる精管が存在しない場合には，人工精液瘤

造設術を施行してきた．精管精管吻合術に際して，

径に差がある精管粘膜断端同士の確実な吻合のため

に，我々は原則としてLeonard法に準じた2層縫合を

用いている22）．1層縫合と2層縫合の優劣に関して

は，海外では顕微鏡下2層縫合が成績が良いと言わ

れているが，本邦では1層縫合と2層縫合との問に

成績の差はなく，手術の簡便化のためには症例に

よっては1層縫合でも良いといわれており22・23），

我々も同様に考えている．精巣上体精管吻合術にお

いて，吻合法としては側側吻合，端側吻合及び端端

吻合があるが，我々は，拡張した精巣上体管を縦切

開し精子流出が確認できた部位で精巣上体管と精管

を端側吻合している．

　先天性精管欠損症に代表される広範囲の精路の閉

塞及び欠損に対しては，我々は人工精液瘤造設術を

施行している．人工精液瘤の臨床応用は，1968年の

Schoysmanの報告に始まり24），初期の頃は生体材料

が利用されていたが，最近ではシリコン等の異物材

料が用いられる傾向にあり，当科でも独自に考案，

製作した人工精液瘤タイプ1，タイプllを使用して

きた22）．しかし本術式において，緒家の報告でも今

日まで妊娠成功例は少なく成績は不良である25）．最

近，精巣上体精子吸引法により，精路再建術を必要

とせずとも挙児を得ることが可能となっており，精

路再建術及び人工精液瘤造設術について再検討が必

要である．
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A　clinical　survey　of　male　infertility

　　　d皿ring　the　recent　6．5　years

Satoshi　Shirataki，　Hiroshi　Takihara，

Kiyoharu　Kamada，　Takuya　Ueno，

Kazuhiko　lshizu，　Yoshikazu　B　aba

　　　　　and　Katsusuke　Naito

　　　　　　　Department　of　Urology，

Yamaguchi　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　Ube　755，Japan

　　　　（Director：Prof．　Katsusuke　Naito）

　　Aclinical　survey　of　381　males　with　infbrtility　who　vis－

ited　our　department　between　January　l　985　and　July　l　991

was　peformed．　Patients　were　divided　into　the　following

9「oups：

group　1：spem　concentration　above　20×106／ml

group　2：　oligozoospermia　with　a　sperm　concentration

above　10×106／ml，　but　below　20×106／ml

group　3：01igozoospermia　with　a　sperm　concentration

below　lO×106／ml

　group　4：primary　azoospermia

　group　5：0bstructive　azoospermia

The　follwing　results　were　obtained：

1）The　peak　age　distribution　was　30　to　34　years．　The　peak

of　infertility　duration　was　2　to　3　years．2）The　testicular

size　in　group4　was　significantly　smaller　than　that　in　other

groups．3）The　semen　volume　in　group　s　was　signifi－

cantly　less　than　that　in　other　groups．4）As　sperm　con－

centration　decreased，　sperm　motility　tended　to　reduce．5）

The　levels　of　serum　luteinizing　hormone（LH）and　fol－

licle　stimulating　hormone（FSH）in　group4　were　signifi－

cantly　the　highest　of　all　groups．　As　fbr　serum　prolactin

and　testosterone，　there　were　no　significant　differences

among　the　5　groups．6）Varicocele　was　the　prime　cause

of　infertility．　Of　381　patients，44　showed　obstructive

azoospemla・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年12月1日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1993年3年17日）
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　　　　　第38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5年9月11日（土），12日（日）

会場　国立京都国際会館

会長　　杉本　　修
　　　　（大阪医科大学産科婦人科学教室）
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第38回日本不妊学会

総会・学術講演会開催ご挨拶

r

　第38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いただくに

あたり非常に光栄に存じ大阪医科大学産科婦人科学教室員一同及ばずながら

その準備に取り組んでまいりました．

　この度は，第8回世界体外受精会議とドッキングし，その前座を務めさせ

ていただくという関係上，例年より2カ月早く，会期は1日半，会場は京

都国際会館を選ばせていただきました．京都駅より少し離れており，アクセ

スには多少ご不便をおかけいたしますことをお許し下さい．

　当初は演題のお申し込みにあたり，世界体外受精会議との競合を避けるた

め，配偶子操作に関連した演題をご遠慮願うことと，会期が短いため一般演

題とポスターセッションを半々ぐらいにしてポスターセッションを重視し，

十分な発表，討論時間をとる旨ご案内いたしました．しかしながら結果とし

て一般演題115題，ポスター50題のご応募があり，倫理面での問題もクリア

して全てを採用させていただきました．

　なお，特別講演としては不妊に対する分子生物学的アプローチにつきまし

て基礎的，臨床的な面からとりあげていただき，シンポジウムには古くて新

しい下垂体性ゴナドトロピンの基礎的，臨床的問題点を論じていただきま

す．時間の関係上同時進行になりますがワークショップとして最近のニュー

テクノロジーをとりあげました．会場数が多く（6会場）何かとご不便をお

かけいたしますが，活発なご討論をいただき，実りの多い成果をあげられる

ことを祈念いたしております．

　また引き続き世界体外受精会議にもご出席いただき生殖生理，生殖医学の

最近の世界の趨勢に触れていただければ幸いに存じます．

大阪医科大学産科婦人科学教室

杉　本　　　修
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日　程　概　要

学術講演会

　　会　期：平成5年9月ll日（土），12日（日）

　　会　場：国立京都国際会館　〒606京都市左京区宝ヶ池

　　　　　　　　　　　　　　　TEL　O75－791－3111　FAX　O75－711－llOO

　　第1会場（1階メインホール）…………総会，特別講演，教育講演

…………・……・・……・…………・・… 会長講演，シンポジウム，一般講演

　　第2会場（2階Room　A）・…・……………・…・………・……・一般講i演

　　第3会場（2階Room　B－1）・……………・・………・………・・一般講演

　　第4会場（2階Room　B－2）…・…………・…・………………一般講演

　　第5会場（1階Room　D）…・…・…………・……………一・・一般講演

　　第6会場（1階Room　C－2）…・…………・…・………・……・・一般講演

　　示説会場（1階イベントホール）………・・………・…………示説発表

　　機器・医薬品展示

　　交見室（地階Room　E）

総　　　会

　　日　時：平成5年9月11日（土）12時30分～13時00分

　　会　場：国立京都国際会館第1会場（1階メインホール）

評議員会
　　日　時：平成5年9月11日（土）11時50分～12時30分

　　会場：国立京都国際会館地階宴会場（さくら）

理　事　会

　　日　時：平成5年9月10日（金）17時10分～18時00分

幹　事　会

　　日　時：平成5年9月10日（金）16時30分～17時10分

総懇親会
　　日　時：平成5年9月ll日（土）18時30分～20時30分

　　会場：国立京都国際会館地階宴会場（さくら）
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国立京都国際会館への交通案内
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゜灘駅欝轍大齢鴇（市バスに乗り換えられる方は，地下鉄終点の北山駅まで行かないで，1つ手前の北大路駅で下車して下さい）

　　　　　　　　国立京都国際会館前下車　徒歩1分

　　　　市バス［北5］約20分

　　　　　　　　岩倉南四ノ坪町下車徒歩3分

○市バス⑤⑳⑳（⑳

　　　　岩倉南四ノ坪町下車 徒歩5分

○タクシー

　　　　地下鉄北山駅より約6分，約650円

　　　　　地下鉄北大路駅より約10分，約1，000円

　　　　　京都駅より約30分，約2，500円
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会場へのアクセス

1．専用バスご利用の場合

　地下鉄「北山駅」と会場との間に学会会期中専用送迎バスを運行しています．

月日（曜） 時間帯 地下鉄北山駅発時刻 会場発時刻

9月ll日

　（土）

朝・夕 08：00～10：005～10分毎 18：00～19：005～10分毎

10：00～18：00 30分毎：毎時00，30分 30分毎：毎時15，45分

朝・夕（復） 08：00～10：00　5～10分毎 12：00～13：00　10～20分毎9月12日

　（日） 10：00～12：00 30分毎：毎時00，30分 30分毎：毎時15，45分

※9月11日（土）懇親会終了後（21：00頃）バス

　を運行します．

　シャトルバスへ3番出口よりお越し下さい．

2．市バスご利用の場合

　　市バスをご利用の場合は，地下鉄「北大路駅」で下車し，北大路駅バスターミナル①番のりば

　　より「北4」または「北5」にお乗りのうえ，　「国立京都国際会館前」で下車して下さい．

　　　　　　　　　　　　　　　北大路駅バスターミナル時刻表

　　　　　　　「北4」岩倉実相院　行　　　　　　　　　　　　　「北5」修学院，岩倉　行

土　曜 日　曜 土　曜 日　曜

15　30　42　51 15　　40 6 13　　30　　52 15　　40

2　13　25　38　48　5 7　　32　　55 7 3　23　33　48 2　　28

（5）10　152448 15　　40 8 l　l5　31　43 6　　30　　58

0　20　35　54 11　　35　　58 9 4　　20　　44 15　　40

20　　46 18　　35　　58 10 0　　27　　50 9　　36　　55

ll　　28　　46 15　　35　　55 11 15　　42 13　　30　　52

5　　30　　48 16　　35　　55 12 13　　41 10　　27　　48

5　　23　　49 15　　35　　55 13 8　　37 （10）　24　　53

8　　25　　42 15　35　45　57 14 10　　36 8　　38

O　l5　30　48 16　　37　　59 15 0　　25　　50 5　　35

7　　25　　48 22　　39 16 15　　32　　52 5　　37

11　　31　　47 5　　24　　48 17 15　　32　　52 5　　35

5　20　35　51 7　　47 18 15　　35　　55 10　　45

10　　35 15　　40 19 13　　40 7　　39

0　　25　　50 26 20 10　　42 15　　44

20 0 21 8　　35 19

0 0 22 0 4

12 12 23 （1） （2）

3．タクシーご利用の場合

　　地下鉄「北大路駅」前からタクシーをご利用下さい．料金は，1，000円程度です．なお地下鉄

　　「北山駅」にはタクシーが少ないのでご注意下さい．
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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8，000円を1階参加費受付でお納めください．受付は

　　両日ともに午前8時00分より行っております．領収書兼用の名札を参加費と引き

　　替えにお渡しいたします．各自で所属，氏名を記入のうえ，よく見える場所（左

　　胸など）におつけ下さい．

プログラム・予稿集

　　　学会誌が講演抄録集を兼ねていますので，当日必ずご持参下さい．

昼食

　会場内には食堂として1階「グリル」、4階「スナック」がありますのでご利

用下さい．特別に土曜日には「スワン」、日曜日には「スワン」と「さくら」

をOPENいたします。

総懇親会のご案内

種々のエンターテインメントを企画しておりますので，是非ご参加下さい．

日　　時　平成5年9月ll日（土）18時30分～20時30分

会　　場　国立京都国際会館地階宴会場　さくら

会費8，000円
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一般講演者へのお知らせ

1．口演発表

　講演時間

　　　1）一般講演は7分です．1分前に青ランプで予告し，講演時間終了は，赤ラ

　　　　ンプでお知らせいたします．各発表者は講演時間を厳守して下さい。

　　　2）スライドの送りは口頭で，明確に指示をして下さい．

　　　3）次演者は，早めに所定の席にご着席下さい．

　　　4）討論は座長の指示に従って下さい．討論は各セクションの発表終了後にま

　　　　とめて行うことがありますので，発表者は座長の指示があるまで最前列で

　　　　お待ち下さい．

　質疑応答

　　　1）一般演題の討論は，座長の許可を得てから，所属と氏名を明らかにした上

　　　　で発言して下さい．

　　　2）発言は討論用のマイクを使用し，演者の回答が終わるまでマイクのそばで

　　　　お待ち下さい．

　　3）質疑応答の時間は，一演題につき3分を予定しております．質問が複数あ

　　　　る場合は，座長の指示に従って下さい．

　スライド

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

　　　　ドホルダーに挿入し，方向，順番などの誤りがないようご確認下さい．ス

　　　　ライドプロジェクターは全会場とも一台です．

　　2）発表者は講演時間の1時間前までに，各会場のスライド受付でスライドの

　　　　提出をして下さい．

　　3）スライドは各セクションの終了後，速やかに受領証と引き替えにお受け取

　　　　り下さい．

2．示説発表

　　準備

　　　以下を参考にして準備して下さい．

　　　1）ポスターの貼り付け時間は発表の日時に関係なく，原則として9月11日

　　　　（土）9時00分～10時00分とします．撤去時間は発表の日時に関係なく，原

　　　　則として9月12日（日）ll時00分～12時00分とします．但し，第2日目の

　　　　発表者で上記時間に貼り付けが困難な方は9月11日（土）15時00分～16時30

　　　　分，もしくは9月12日（日）8時00分～8時30分に行って下さい．

　　　　　また第1日目の発表者で上記時間に撤去が困難な方は，9月ll日（土）15

　　　　時00分～16時30分，もしくは9月12日（日）8時00分～8時30分に撤去し

　　　　て下さい．9月11日9時00分～9月12日11時00分までを掲示時間帯とし

　　　　ます．この時間帯は可能な限り掲示しておいて下さい．
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2）掲示板の最上段に演題名，所属，氏名を表示して下さい．演題の掲示ス

　ペースは150×180（縦×横）です．掲示に必要なセロテープや画鋲は当方で

　　ご用意いたします．

3）掲示物の撤去時間が過ぎても撤去されない場合は，不要とみなし，当方に

　　て処分させていただきます．

発表・討論

　　示説発表は6分で，討論は3分です．座長の指示に従い，発表および討論を

　進めて下さい．尚，発表者は各セクションの終了までポスター前で待機して下

　さい．

　　　　k－25cm→1←　　　　　　　　　　　　　155cm　　　　　　　　　　　　　→1

　　↑

　30cm
　　↓
　　下

150cm

↓

下

60cm

↓



学会進行予定表

シンポジウム
ワークショップ
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口頭発表
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　　　　　日　程表

　　　　《ロ演発表》

第1日目（9月11日・土）

　第1会場
（メインホール）

第2会場
（Room　A）

第3会場
（Room　B－1）

第4会場
（Room　B－2）

第5会場
（Room　D）

第6会場
（Room　C－2）

開会の挨拶

9：10～9：40
間脳・下垂体・

LH－RH（1）
座長：伊吹令人

　　1～3

　9：10～9：40
精巣・性ホルモン
　　　（1）
座長：岩動孝一郎

　　16～18

9：10～9：50
精子・排精（1）
座長：佐藤章

　　29～32

9：10～9：40
受精・着床（1）
座長：佐藤和雄

　　45～47

9：10～9：50
子宮内膜症（1）
座長二寺川直樹
　　58～61

9：10～9：40
診断・検査（1）
座長：谷澤修

　　71～73

9：00

9：10

9：40

9：50

10：10

10：20

10：30

10：40

10：50

11：00

11：10

　9140～10：20
間脳・下垂体・

　LH－RH（H）
座長：麻生武志

　　4～7

　9：40～10：10
精巣・性ホルモン
　　　（H）
座長：穂坂正彦

　　19～21

9：50～10130
精子・排精（H）
座長：竹中生昌

　　33～36

9：40～玉0：10

受精・着床（H）
座長：熊坂高弘

　　48～50

9：50～10：2⑪

子宮内膜症（n）

座長：岡村均
　　62～64

9140～10：10
診断・検査（n）
座長：桑原慶紀

　　74～76

10：10～10：50
　免疫（1）座長：森崇英

　22～25

10：10～10：50
受精・着床（皿）

座長：矢内原巧
　　51～54

10：10～10：40

診断・検査（恥
座長：荒木勤

　　77～79
　10：20～11：00
卵巣・性ホルモン
　　　（1）
座長：永田行博

　　8～11

10：20～10：50
子宮内膜症（皿）

座長：玉舎輝彦

　　65～67
10：30～1董：10

精子・排精（恥
座長1三宅弘治
　　37～40

10：40～11：10
診断・検査（IV）

座長：熊本悦明

　　80～82
監0：50～ll：20

　免疫（1［）

座長：八神喜昭

　　26～28

10：50～ll：20
受精・着床（IV）

座長：白井将文

　　55～57

10：50～11：20

　卵子・排卵
座長：石川睦男

　　68～70
　ll：00～11：40
卵巣・性ホルモン
　　　（H）
座長：岡田弘二

　　12～15

11：10～11：50
精子・排精（IV）

座長：藤井明和

　　41～44

ll：10～11：50

　　統計
座長：中田瑛浩
　　83～86

　11：50～12：30
　　《評議員会》

地階宴会場（さくら）

総会

　会長講演
司会：飯塚理八

11：20

11：40

11：50

12：00

12：30

13：00

13：30

13：40

14：10

14：20

14：40

14：50

15：00

15：30

13：40～14：10

1VF－ET（1）

座長：野田洋一

　　87～89

13：40～14：10

　手術（1）
座長：永田一郎

　　93～96

14：10～14：40

1VF－ET（H）

座長：中村幸雄

　　90～92

14：20～14：50
　手術（H）座長：島崎淳

　97～99

　教育講演
司会：武谷雄二

シンポジウム
司会：青野敏博
　　　守殿貞夫
（1）田坂慶一
（2）奥田喜代司
（3）東敬次郎
（4）伊藤直樹
（5）蓑和田滋

ワークショップ
司会：広井正彦
　　　片山喬
　　　森純一
（1）松田公志
（2）深谷孝夫
（3）風間泰蔵
（4）内海恭三
（5）宮野隆

’　・　■

18：00

18：30～ 《総懇親会》（会場：さくら）
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第2日目（9月12日・日）

9：00

9：40

10：20

10：30

11：10

11：50

　第1会場
（メインホール）

第2会場
（Room　A）

第3会場
（Room　B一り

第4会場
（Room　B－2）

第5会場
（Room　D）

第6会場
（Room　C－2）

9：00～9：40
妊娠・流産（1）座長：荻田幸雄

　100～103

9：00～9：40
卵管・子宮（1）座長：宮川勇生

　108～ll1

9：40～10：20
妊娠・流産（m座長：木下勝之

　104～107

　9：40～10：20
卵管・子宮田）座長：藤本征一郎

　　U2～115

特別講演（1）

司会：水口弘司

特別講演田）
司会：奥山明彦

閉会の辞

　　　　　《示説発表》

第1日目（9月11日・土）

9：00

10：00

10：57

11：24

11：33

13：40

i4：07

14：34

14：43

　第1展示場
｛イベントホール）

　第2展示場
（イベントホール）

　第3展示場
（イベントホール）

　第4展示場
（イベントホール）

　第5展示場
（イベントホール）

全示説掲示

10：30～10：57 10：30～10：57
精子・排精・ 精巣・性ホルモン
男子不妊（1） 座長：友吉唯夫

座長：長田尚夫 P－7～P－9
P－1～P－3

10：57～11：24 10：57～11：33
精子・排精・ 男性副性器
男子不妊（H） 座長：吉田英機

座長：伊藤晴夫 P－10～P－13

P－4～P－6

13：40～14：07 13：40～14：07
間脳・下垂体・ 妊娠・流産
LH－RH（1） 座長：平川舜

座長：相良祐輔 P－21～P－23

P－14～P－16

14；07～14：43 14：07～14：34

間脳・下垂体・ 染色体異常
LH－RH（H） 座長：大濱紘三

座長；田中俊誠 P－24～P－26
P－17～P－20

A

第2日目（9月12日・日）

9：00

9：36

9：45

10：12

11：00

12：00

第1展示場 第2展示場 第3展示場 第4展示場 第5展示場
（イベントホール） （イベントホール） （イベントホール）

9：00～9：36 9：00～9：45 9：00～9：36
排卵・受精・着床 感染症 診断・検査

（1） 座長二野口昌良 座長：河上征治
座長：豊田長康 P－35～P－39 P－43～P－46

P－27～P－30

9：36～亘0：12 9：36～10：12
排卵・受精・着床 9：45～10：12 手術・統計

（H） 子宮内膜症・避妊 座長：宮川征男
座長：田中憲一 座長：北尾学 P－47～P－50

P－31～P－34 P－40～P－42

全示説撤去
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　　　　　　　　　　　　　　会　長　講　演

　　　　　　　　　　　　9月ll日（土）13：00～13：30

女性不妊に対する保存手術療法の歩み

　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　修（大阪医科大学産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：飯塚　理八（飯塚クリニック院長）

　　　　　　　　　　　　　　特別講演1

　　　　　　　　　　　　9月12日（日）10：30～ll：10

疾病における遺伝子解析の新技術と展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　林崎良英（理化学研究所ライフサイエンス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波研究センタージーンバンク室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：水口　弘司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市立大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　特別講演ll

　　　　　　　　　　　　9月12日（日）11：10～11：50

精巣における細胞機能調節

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤澤　正人（神戸大学医学部泌尿器科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：奥山　明彦（大阪大学泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　教　育　講　演

　　　　　　　　　　　　9月11日（土）15：00～15：30

子宮内膜症の病態と不妊への関与

　　　　　　　　　　　　　　　　　植木　　実（大阪医科大学産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：武谷　雄二（東京大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム

　　　　　　　　　　　　9月11日（土）15：30～18：00

下垂体性ゴナドトロピンの基礎と臨床

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：青野　敏博（徳島大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫（神戸大学医学部泌尿器科教授）
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　　　　1．GnRH，アクチビンとゴナドトロピン分泌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田坂　慶一（大阪大学医学部産婦人科）

　　　　2．ゴナドトロピンの遺伝子解析とその臨床応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田喜代司（大阪医科大学産婦人科）

　　　　3．排卵誘発におけるPure　FSHの応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　敬次郎（徳島大学医学部産婦人科）

　　　　4．ゴナドトロピンと精巣機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　直樹（札幌医科大学泌尿器科）

　　　　5．男性不妊に対するhMG－hCG療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑和田　滋（東京逓信病院泌尿器科）

　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ

　　　　　　　　　　　　　　　9月ll日（土）15：30～18：00

　　　生殖におけるニューテクノロジー

　　　　　　　　　　　　　　　座長：広井　正彦（山形大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　　喬（富山医科薬科大学泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　純一（大阪府立大学農学部教授）

　　　　1．腹腔鏡手術による精索静脈瘤の治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松田　公志（関西医科大学泌尿器科）

　　　　2．女性不妊に対する腹腔鏡直視下手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷　孝夫（東北大学医学部産婦人科）

　　　　3．精路障害に対する治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風間　泰蔵（富山医科薬科大学泌尿器科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修（永遠幸マタニティクリニーク）

　　　　追加発言：

　　　　　　閉塞性無精子症に対する新しい精子回収法一精巣鞘膜内精子貯留法一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　　景（大阪医科大学泌尿器科）

　　　　4．精子および胚の性別判定法とその応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内海　恭三（京都大学農畜産学部）

　　　　5．卵胞卵子の新しい体外成熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮野　　隆（神戸大学農学部）



一　般　演　題

　　　（口頭発表）

第1日　9月11日（土）『午前』

　　　　　　　　　　　第1会場【9：10～11：40】

　間脳・下垂体・LH－RH（1）

［演題1～3］〈9：10～9：40＞

間脳・下垂体・　LH－RH（H）

【言寅題4～7］〈9：40～10：20＞

卵巣・性ホルモン（1）

［演題8～11］＜10：20～ll：00＞

卵巣・性ホルモン（H）

［演題12～15］〈ll：00～11：40＞

座長　伊吹　令人（群馬大・婦）

座長　麻生　武志（東医歯・婦）

座長　永田　行博（鹿児島大・婦）

座長　岡田　弘二（京府医・婦）

第2会場【9：10～11：20】

精巣・性ホルモン（1）

［演題16～18］〈9：10～9：40＞

精巣・性ホルモン（ll）

［演題19～21】〈9：40～10：10＞

免疫（1）

［演題22～25］〈10：10～10：50＞

免疫（H）

［演題26～28］〈10：50～ll：20＞

座長　岩動孝一郎（大阪医大・泌）

座長　穂坂　正彦（横浜市大・泌）

座長　森　　崇英（京大・婦）

第3会場【9：

精子・排精（1）

［演題29～32］＜9：10～9：50＞

精子・排精（ll）

［演題33～36】＜9：50～10：30＞

座長　八神　喜昭（名市大・婦）

　　10～11：50】

座長　佐藤　　章（福島医大・婦）

座長　竹中　生昌（香川医大・泌）
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精子・排精（m）

［演題37～40】〈10：30～11：10＞　座長　三宅　弘治（名大・泌）

精子・排精（IV）

［演題41～44］〈11：10～ll：50＞　座長　藤井　明和（東海大・婦）

　　　　　　　　　　　第4会場【9：10～11：20】

受精・着床（1）

［演題45～47］〈9：10～9：40＞　座長　佐藤　和雄（日大・婦）

受精・着床（ll）

［演題48～50］〈9：40～10：10＞　座長　熊坂　高弘（猫協医大・婦）

受精・着床（皿）

［演題51～54］〈10：10～10：50＞　座長矢内原巧（昭和大・婦）

インターセックス・先天異常

［演題55～57］〈10：50～11：20＞　座長　白井　将文（東邦大・泌）

　　　　　　　　　　第5会場【9：to～11：20】

子宮内膜症（1）

［演題58～61］〈9：10～9：50＞　座長　寺川　直樹（鳥取大・婦）

子宮内膜症（H）

【演題62～64］〈9：50～10：20＞　座長　岡村　　均（熊本大・婦）

子宮内膜症（皿）

［演題65～67】＜10：20～10：50＞　座長　玉舎　輝彦（岐阜大・婦）

卵子・排卵

［演題68～70］〈10：50～11：20＞　座長　石川　睦男（旭川医大・婦）

　　　　　　　　　　第6会場【9：10～11：50】

診断・検査（1）

［演題71～73］〈9：10～9：40＞　座長　谷澤　　修（阪大・婦）

診断・検査（H）

［演題74～76］〈9：40～10：10＞　座長　桑原　慶紀（順天堂大・婦）

診断・検査（皿）

［演題77～79］〈10：10～10：40＞　座長　荒木　勤（日医大・婦）



　診断・検査（IV）

　［演題80～82】〈10：40～11：10＞　座長　熊本　悦明（札幌医大・泌）

　統計
　【演題83～86］〈11：10～11：50＞　座長　中田　瑛浩（山形大・泌）

第1日　9月11日（土）『午後』

　　　　　　　　　　　　第3会場【13：40～14：40】

　IVF－ET（1）

　［演題87～89］〈13：40～14：10＞　座長　野田　洋一（滋賀医大・婦）

　IVF－ET（H）

　［演題90～92］〈14：10～14：40＞　座長　中村　幸雄（杏林大・婦）

　　　　　　　　　　　　第4会場【13：40～14：50】

　手術（1）

　［演題93～96］〈13：40～14：20＞　座長　永田　一郎（防衛医大・婦）

　手術（1］1）

　［演題97～99］〈14：20～14：50＞　座長　島崎　　淳（千葉大・泌）

第2日　9月12日（日）『午前』

　　　　　　　　　　　　第1会場【9：00～10：20】

　妊娠・流産（1）

　［演題100～103］〈9：00～9：40＞　座長　荻田　幸雄（大市大・婦）

　妊娠・流産（H）

　【演題104～107］〈9：40～10：20＞　座長　木下　勝之（埼玉医・婦）

　　　　　　　　　　　　第2会場【9：00～10：20】

　卵管・子宮（1）

　［演題108～111］〈9：00～9：40＞　座長　宮川　勇生（大分医大・婦）

　卵管・子宮（H）

　［演題112～115］〈9：40～10：20＞　座長　藤本征一郎（北大・婦）
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　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　（示説発表）

第1日　9月11日（土）『午前』

第1会場【10：30～11：24】

精子・排精・男子不妊（1）

［演題P．　1～P－3］〈10：30～10：57＞

精子・排精・男子不妊（H）

［演題P－4～P－　6］〈10：57～11：24＞

座長　長田

座長　伊藤

尚夫（聖マリアンナ医大・泌）

晴夫（帝京大・泌）

第2会場【10：30～11：33】

　精巣・性ホルモン

　［演題P－7～P－9］〈10：30～10：57＞

　男性副性器
　［演題P－10～P－13］〈10：57～11：33＞

第1日　9月11日（土）『午後』

座長　友吉　唯夫（滋賀医大・泌）

座長　吉田　英機（昭和大・泌）

第1会場【13：40～14：43】

間脳・下垂体・LH－RH（1）

［演題P－14～P－16］〈13：40～14：07＞

間脳・下垂体・LH－RH（H）

［演題P－17～P－20］〈14：07～14：43＞

座長　相良　祐輔（高知医大・婦）

座長　田中　俊誠（秋田大・婦）

第2会場【13：40～14：34】

妊娠・流産

［演題P－21～P－231〈13：40～14：07＞

染色体異常

［演題P－24～P－26］〈14：07～14：34＞

座長　平川　　舜（東邦大・婦）

座長　大濱　紘三（広島大・婦）
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第2日　9月12日（日）『午前』

　　　　　　　　　　　　第3会場【9：00～10：12］

　排卵・受精・着床（1）

　［演題P－27～P－30］＜9：00～9：36＞　座長　豊田　長康（三重大・婦）

　排卵・受精・着床（H）

　［演題P－31～P－34】〈9：36～10：12＞　座長　田中　憲一（新潟大・婦）

　　　　　　　　　　　　第4会場【9：00～10：12】

　感染症
　［演題P－35～P－39］〈9：00～9：45＞　座長　野口　昌良（愛知医大・婦）

　子宮内膜症・避妊

　［演題P－40～P－42］〈9：45～10：12＞　座長　北尾　　学（島根医大・婦）

　　　　　　　　　　　　第5会場【9：00～10：12】

　診断・検査
　［演題P－43～P－46］〈9：00～9：36＞　座長　河上　征治（藤田保衛大・婦）

　手術・統計
　［演題P－47～P－50］〈9：36～10：12＞　座長　宮川　征男（鳥取大・泌）
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一　般　演　題

（口頭発表）

第1日　9月11日（土）『午前』

第1会場【9：10～11：40】

　　　　　　　　　間脳・下垂体・LH－RH（量）

［演題1～3】〈9：10～9：40＞　座長　伊吹 令人（群馬大・婦）

1．当科不妊外来における妊娠症例でのLH－RHテストの検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科　○青江　尚志，新谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　吉宏，錦織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野間　　純，工藤

2．黄体機能と成長ホルモンとの関係について

　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　　○高崎　彰久，野口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

3．性ステロイドの視床下部オキシトシンmRNAにおよぼす影響

　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　○深沢みゆき，味香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　拓郎，沖永

　　　　　　　　　間脳・下垂体・LH－RH（1り

［演題4～7】〈9：40～10：20＞　座長　麻生

恵司，長谷川　淳

恭子，片山　隆章

尚文

博史，蔵本　武志

勝也，森　　宏之

荘一

武志（東医歯・婦）

4．ヒト胎盤LH／hCGレセプターの精製および生化学的性質の検討

　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科　　○田口　正男，関谷　隆夫，石原　楷輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊池　三郎

5．高LH血症性排卵障害の内分泌学的背景と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，為近　慎司，野島美知夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國保健太郎，吉田　浩介

　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　　森　　宏之

6．卵巣過剰刺激症候群の初期管理に於ける低用量ドーパミン療法の有用性について

　　　　　　　　　　　　　公立陶生病院産婦人科　　○石田昭太郎，松原　寛和，中原　靖典

7．特発性男性不妊症に対するhCG－hMG療法の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部泌尿器科　　○志田原浩二，市川　孝治，小澤　秀夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大枝　忠史，大森　弘之
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　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（1）

［演題8～11】〈10：20～11：00＞　座長　永田 行博（鹿児島大・婦）

8．ラットtype　HアクチビンレセプターcDNAのクローニング

　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○篠崎　博光，峰岸　　敬，伊藤　郁朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　和人，中村　　学，五十嵐茂雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田野　眞理，長谷川喜久，伊吹　令人

9．マウス胎児外陰色素細胞の分化増殖に及ぼすテストステロン・basic　FGFの効果

　　　　　　　　　　　　　金沢大学医学部産婦人科　　○生水真紀夫，村上　弘一，三輪　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　克巳，寺田　　督，赤祖父一知

10．ratの実験的stmctual　luteolysisモデルの確立

　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学産婦人科　　○遠藤　俊明，金谷　美加，藤井　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　　弘，田中　昭一，工藤　隆一

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yale　University　　　H．　R．　Behrman

11．黄体機能不全症例の子宮内膜におけるSHBG　mRNAおよびCBG　mRNAの発現

　　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科　　○操　　　良，伊藤　直樹，森　　秀弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉舎　輝彦

　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（1り

［演題12～15】〈11：00～11：40＞　座長　岡田 弘二（京府医・婦）

12．OHSSに続発し，男化徴候を呈した巨大卵巣嚢胞合併妊娠の一例

　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産婦人科　　○河野　哲郎，大場　　隆，田代　浩徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片渕　秀隆，松浦　講平，岡村　　均

13．多嚢胞性卵巣症候群における経膣超音波所見と病理所見及び内分泌値との関連性について

　　　　　　　　　　　島根医科大学医学部産婦人科　　○高橋健太郎，内田　昭弘，山崎　裕行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野和男，北尾学

14．早発閉経・Tumer症候群婦人におけるホルモン補充療法の脂質代謝への影響の検討

　　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部産婦人科　　○倉林　　工，安田　雅弘，山本　泰明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤巻　　尚，大谷　哲朗，加藤　龍太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織田　和哉，吉沢　浩志，田中　憲一

15．不死化穎粒膜細胞（PGV）の細胞増殖に及ぼす諸因子の検討（1）一血清濃度の影響について一

　　　　　　　　　　　慶庶義塾大学医学部産婦人科　　○林　　明徳，田辺　清男，菊池　正晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荘　隆一郎，中川　博之，斉城　綾子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　俊文，野澤　志朗

第2会場【9：10～11：20】

’

　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（1）

［演題16～181〈9：10～9：40＞　座長　岩動孝一郎（大阪医大・泌）
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16．ラット精巣の加齢におけるテストステロン産生のエストロジェンによる影響

　　　　　　　　　　　　東邦大学佐倉病院産婦人科　　○堀　　正行，柳堀　　厚，宮城美香子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大高　　究，松島　弘充

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部生化学　　　伊藤　元博，天野　久夫

17．性成熟前のマウス精巣に対するインターフェロンの影響

慈恵会医科大学泌尿器科

18．Rat　spermatogenesisのhormone調節機構の研究

○西田　　篤，町田　豊平，大西　哲郎

　池本　　庸，白井　　尚，金子　　立

一LH－RH　analogue投与によるspermatogenesis障害の経時的検討一

札幌医科大学泌尿器科 ○邨　　金瑞，伊藤　直樹，南部　明民

　新田　俊一，熊本　悦明

　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（ll）

［演題19～21】〈9：40～10：10＞　座長　穂坂 正彦（横浜市大・泌）

19．抗BrdUモノクローナル抗体を用いた造精機能の基礎的検討

　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部泌尿器科　　○白瀧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田

20，一卵性双生児の一人にみられた無精巣症の一例

　　　　　　　　　　　　　　市立長浜病院泌尿器科　　○守山

　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学泌尿器科　　　蟹本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯松

21．移動精巣の検討

　　　　　　　　　　　　帝京大学市原病院泌尿器科　　○浜野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤

　敬，瀧原　博史，井本　勝彦

清治，馬場　良和，内藤　克輔

典宏

雄右，三輪　吉司，鈴木　裕志

幸成，岡田謙一郎

公明，伊藤　晴夫，小竹

宏俊，三浦　尚人，鈴木

　明，斉藤　範夫，須賀

　忠

文夫

喜一

　　　　　　　　　　　　免疫（1）

［演題22～251〈10：10～10：50＞　座長　森 崇英（京大・婦）

22．

23．

24．

妊娠初期絨毛における補体沈着および膜性補体制御因子の発現

一正常症例および流産症例の比較一

　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科　　○錦織　恭子，長谷川　淳，木村　吉宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　隆章，新谷　恵司，野間　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文

　　　　　　　　　　　　　　　鳥取市立病院　　　清水　健治

カルボプレートを使用したβ2GP－1依存性抗リン脂質抗体の測定

　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科　　○野間　純，錦織　恭子，工藤　尚文

透明帯特異モノクローナル抗体5H4が認識するエピトープ配列の免疫原性について

　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　○長谷川昭子，井上みゆき，小森　慎二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

s



“

炉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（471）103

25．マウス実験的自己免疫性精巣炎（EAO）の新モデルを用いての精巣細胞の自己免疫原性の発達

　　について

　　　　　　　　　　　　　　香川医科大学泌尿器科　　○空本　慎慈，竹中　生昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同免疫病理　　平峯　千春，北条　憲二

26．

27．

28．

　　　　　　　　　　　　　免疫（11）

［演題26～28】〈10：50～11：20＞　座長　八神 喜昭（名市大・婦）

Lupus　anticoagulant陽1生習慣流産患者の胎盤絨毛・脱落膜組織におけるIgG沈着の特徴および

Langhans細胞の増殖能について

　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科　　○渡辺　芳明，吉松　春彦，張　　　玲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間　洋，小倉　一仁，堀中　俊孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平野　正子，堀切　　浩，相馬　廣明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畑　　俊夫

習慣流産免疫療法における臨床評価の判定基準に関する検討

　　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科　　○松林　秀彦，牧野　恒久，丸山　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小沢　伸晃，染谷　健一，細川　知俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤　志朗

自己免疫異常を伴う習慣流産患者に対する診断と治療法の研究

　　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科　○小沢　伸晃，牧野　恒久，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　染谷　健一，細川　知俊，野澤　志朗

第3会場【9：10～11：50】

　　　　　　　　　　　　精子・排精（1）

［演題29～32】〈9：10～9：50＞　座長　佐藤

29．男性因子指数（MFI）の考案

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科

30．ヒト精子核クロマチン解析

　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科

章（福島医大・婦）

○神野　正雄，生方　良延，南野

　羽生　一朗，塩川　滋達，安藤

　吉村　泰典，中村　幸雄

○片寄治男，柳田　薫，星
　佐藤　　章

智徳

　索

和彦

31．健康男子及び男性不妊患者におけるInducedおよびSpontaneous　Acrosome　Reaction発現率の検討

　　　　　　　　　　　　　広島大学医学部産婦人科　○新甲　　靖，上田　克憲，熊谷　正俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絹谷　正之，竹中　雅昭，大濱　紘三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同泌尿器科　　　中原　　満，松原　昭郎，碓井　　亜

32．ヒト精子不動化及び受精阻害モノクローナル抗体MAblG12が認識する対応抗原エピトープの解析

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　○小森　慎二，阪田　和子，田中　宏幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二
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　　　　　　　　　　　　精子・排精（1り

［演題33～36】〈9：50～10：30＞　座長　竹中 生昌（香川医大・泌）

33．ヒト精子冷所保存におけるCaffeine　Pentoxifyllineの効果と精子冷所保存後の経時的な運動能の変化

　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　○菅野ひとみ，木下　裕三，齋藤　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和彦，岩崎　　晧，穂坂　正彦

34．精子運動能におよぼすPentoxifyllineの経時的影響　一健康男子を対象として一

　　　　　　　　　　　　　広島大学医学部産婦人科　　○絹谷　正之，上田　克憲，新甲　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　正俊，竹中　雅昭，大濱　紘三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　己斐産婦人科　　　己斐　秀豊

35．Sperm　survival　test　tこよる精子受精能の検討　一精子自動分析装置Cell　Soft　systemによる解析一

　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院産科婦人科　　○中村加代子

　　　　　　　　　　　　　　佐賀医科大学産婦人科　　　野見山真理，宗　　完子，松本　ゆみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉森　　甫

36．精子受精能力障害合併不妊の予後

　　　　　　　　　　　　　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，黒島　義男

　　　　　　　　　　　精子・排精（Ilり

【演題37～40］〈10：30～11：10＞　座長　三宅 弘治（名大・泌）

37．Sperm　Survival　Test結果に及ぼす精漿因子の検討

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○布施　正樹，石丸　忠之，山邊

38．白血球マーカーによる精液中円形細胞の解析

　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部泌尿器科　　○平松　正義，前原　郁夫，蓮田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中角　尚誉，高橋　　勝，折笠

39．ハムスター卵透明帯の外面，内面及び卵細胞表面の精子先体反応誘起能の比較検討

　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　○矢沢　浩之，渡辺　美佳，水谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳田　　薫，星　　和彦，佐藤

40．精子先体反応誘起に於けるKallikreinの応用

　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　　○呉竹　昭治，吉松　宣弘，水谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　康之，星　　和彦，佐藤

　　　　　　　　　　　精子・排精（IV）

［演題41～44］〈11：10～11：50＞　座長　藤井

41．AIHの適応因子別検討

　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産婦人科

42．当科におけるAIHの成績の検討

明和（東海大・婦｝

○貝田　清隆，鈴木

　岡田　英幹，生田

　八神　喜昭

徹

精之

精一

和則

　章

和則

　章

規敬，鈴木　真史

克夫，花田　征治

糸数産婦人科病院　　○高宮城直子，宮良美代子，糸数　　健

1
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43．GPM　swim　up法およびPercol法を用いたAIHの成績

　　　　　　　　　　　　　　津山中央病院産婦人科

44．当科におけるパーコールAIH妊娠例の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部産婦人科

○多賀　茂樹，石井　良夫

○山本　泰明，藤巻

　倉林　　工，織田

　田中　憲一

第4会場【9：10～11：20】

　　　　　　　　　　　受精・着床（1）

［演題45～47】〈9：10～9：40＞　座長　佐藤
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　尚，安田　雅弘

和哉，吉沢　浩志

和雄（日大・婦）

45．マウス初期胚発育過程におけるEGFの作用転換に関する検討

　　　　　　　　　　　　　三重大学医学部産婦人科　　○寺田　　厚，箕浦　博之，浜口　元昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　雅鈍，豊田　長康

46．マウス初期胚発育におけるepidemlal　growth　factor（EGF）の意義

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○森田　　豊，堤　　　治，細谷　岩生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

47．マウス胚の発育におよぼすプロスタグランジンの影響について

　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科　　○橋本　芳美，長岡　美樹，栃木　明人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木　武一，佐藤　和雄

48．

49．

50．

　　　　　　　　　　　　受精・着床（ll）

［演題48～50】＜9：40～10：10＞　座長　熊坂 高弘（猫協医大・婦）

卵細胞質内精子注入による顕微受精法に用いる卵子の電気刺激の効果

　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　　○木村　康之，柳田　　薫，片寄　治男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　和夫，星　　和彦，佐藤　　章

精索周囲神経刺激を併用した微小穿刺法による精巣上体精子採取と顕微受精

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大分院　　○山本　雅憲，辻　　克和，日比　初紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅　弘治

　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　　○稲垣　資郎，菅沼　信彦

経膣超音波断層法による排卵期内膜像と内膜ステロイドホルモンレセプターとの関連性の検討

　　　　　　　　　　京都府立医科大学産婦人科　　○細川　健一，大野　洋介，川嶋　満子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小石　清子，藤本　泰子，渡辺　喜信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　弘二

　　　　　　　　　　　　受精・着床（lll）

［演題51～54］〈10：10～10：50＞　座長　矢内原 巧（昭和大・婦）

51．経膣超音波断層法による子宮内膜測定の意義

　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○安藤　一道，川上　裕子，道下　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原　満雄，水沼　英樹，伊吹　令人
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52．ヒト子宮内膜及び脱落膜におけるβ1インテグリンファミリーの発現に関する研究

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○塩川　滋達，苅部　正隆，秋葉　雅夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉永　明里，安藤　　索，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　幸雄

53．妊娠成立周期の子宮内膜，黄体機能についての検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科　　○木村　吉宏，新谷　恵司，長谷川　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青江　尚志，錦織　恭子，片山　隆章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野間　　純，工藤　尚文

54．hMG－hCG療法施行例の子宮内膜厚・最大卵胞径の月経周期内変動と妊娠率の検討

　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部産婦人科　　○赤井　正彦，石川　元春，高瀬規久也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三橋　洋治，新屋敷　康，星合　　昊

曜

　　　　　　　　インターセックス・先天異常

［演題55～57】〈10：50～11：20＞　座長　白井　将文（東邦大・泌）

55．不均衡型転座染色体を次世代へ伝達する親の性差

　　　　　　　愛知コロニー・発達障害研究所・遺伝

56．男性不妊症患者の染色体異常の検討

　　　　　　　　　　　東邦大学泌尿器科学第一講座

○大石　英恒

○西見　大輔，栗田

　佐藤　　稔桑原

　石井　延久，三浦

　稔，森岡　　元

　孝，高波真佐治

一陽，白井　将文

57．男子不妊症患者に対する染色体検査の意義

　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部泌尿器科　　○馬場　良和，白瀧　　敬，井本　勝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　清治，瀧原　博史，内藤　克輔

第5会場【9：10～11：20】

　　　　　　　　　　　子宮内膜症（1）

［演題58～61】〈9：10～9：50＞　座長　寺川 直樹（鳥取大・婦）

58．子宮内膜症における肌A・－DR抗原の発現と免疫担当細胞の分布

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田組合総合病院　○太田　博孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄勝中央病院　　　五十嵐信一

59．子宮内膜細胞の腹膜中皮細胞との混合培養による形態学的変化

　　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学産婦人科　　○青木　豊和，澤田　富夫，白木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　俊和，吉田麻里子，隅山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河上　征治

60．子宮腺筋症組織の細胞免疫学的検討

　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　○松本　和紀，秋山　芳晃，後藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田原　靖，楠原　浩二，寺島

61．子宮内膜症患者の骨塩量に関する検討

　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　　○堂地　　勉，永田　行博

　誠

充樹

　誠

芳輝
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65．

66．
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　　　　　　　　　　　子宮内膜症（1り

【演題62～64】〈9：50～10：20＞　座長　岡村 均（熊本大・婦｝

腹腔鏡施行後診断した月経困難症における子宮内膜症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　向仁会永井病院　○角田千恵子，永井

妊孕能におよぼす卵巣チョコレート嚢胞の影響について

　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○鮫島　哲郎，石丸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤下　　晃，中村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山邊　　徹

子宮内膜症IV期合併不妊に対する体外受精・胚移植例の検討

　　　　　　　　　市立秋田総合病院産婦人科　○望月　　修，三川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　寛

　　　　　　　　　　　子宮内膜症（llり

【演題65～67】〈10：20～10：50＞　座長　玉舎

宏
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忠之，増崎　英明

恒一，松脇　隆博

猛，成田　昌裕

輝彦（岐阜大・婦）

子宮内膜症r－AFS分類1，II期合併不妊患者の腹腔鏡後管理について

一 待機療法とAIHの比較検討一

　　　　　　　　　　　佐賀医科大学産婦人科　　○野見山真理，宗　　完子，松本　ゆみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉森　　甫

　　　　　　　　　高邦会高木病院産科婦人科　　　中村加代子

子宮内膜症に対するbuserelin療法の検討　一投与時の臨床効果と予後との関連性について一

　　　　　　　　　　　稲城市立病院産婦人科　○福田　良夫，伊東　正昭，曽根　郁夫

　　　　　　　　　　　　　　田村クリニック　　田村　昭蔵

子宮内膜症に対する局所薬物療法の方法別予後の検討（挙児希望例を中心として）

　　　　　　　　　　　国立横浜東病院産婦人科　　○鈴鹿　清美，高野　　昇，上杉　健哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小竹　和美，田中　宏一，田嶋　達矢

　　　　　　　　　　千葉大学医学部産婦人科　　　高野　　始，稲葉　憲之

　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵

［演題68～70］〈10：50～11：20＞　座長　石川 睦男（旭川医大・婦〉

68．GnRHアゴニストを併用したhMG－hCG療法の有用性に関する検討

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

69．排卵過程における成長ホルモンの促進作用

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科

70．未成熟卵の採取と培養ならびに媒精

　　　　　　　　　　　　　　愛媛労災病院産婦人科

○石原　　理，飯野

　田谷　順子，関

○苅部　正隆，安藤

　小山　典宏，吉村

　岩下　光利，安達

○南條　和也，大塚

好明，斉藤　正博

博之，木下　勝之

　索，南野　智徳

泰典，中村　幸雄

知子，武田　佳彦

恭一，宮内　文久
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第6会場【9：10～11：50】
と

　　　　　　　　　　　診断・検査（1）

【演題71～73］〈9：10～9：40＞　座長　谷澤

71．子宮鏡下選択的卵管通水による子宮卵管造影法の評価

　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○宮崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田

72．ブセレリン治療症例における子宮動脈血流の変化

　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部産婦人科　　○吉岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋村

73．AIH実施のタイミングと血中progesterone値の検討

　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科　　○藤井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵谷

修（阪大・婦）

豊彦，北村　誠司，赤星　晃一

壮吉，小林　俊文，野澤　志朗

尚美，中村　康彦，吉田　　豊

勝典，小野美央子，加藤　　紘

俊策，相良　守峰，樋口　　毅

昭文，斎藤　良治

　　　　　　　　　　　　診断・検査（Il）

【演題74～76］〈9：40～10：10＞　座長　桑原 慶紀（川頁天堂大・婦〉

74．骨盤腔内生食注入による経膣超音波下子宮卵巣卵管観察の有用性

　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学産婦人科　　○藤本　泰子，大野　洋介，田中　一範

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細川　健一，岡田　弘二

75．WHO標準品を使用したLH－RHテストの正常値の再検討と妊孕性の評価

　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部産婦人科　○高瀬規久也，石川　元春，赤井　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三橋洋治，新屋敷康，星合昊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田起一郎

76．経膣超音波断層法を用いた続発性無月経の評価

　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　　○武内　裕之，福田　　勝，桑原　慶紀

　　　　　　　　　　　診断・検査（IIり

【演題77～79】〈10：10～10：40＞　座長　荒木 勤（日医大・婦）

77．精液検査におけるハムスターテストの役割に関する一考察

　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系産婦人科　　○染谷　勝己，山内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目崎　　登，久保

78．SPERM　QUALITY　ANALYZERによる精子受精能の評価に関する検討

　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　　○森　　明人，砂原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖　　利通，山元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　一浩，堂地

79．精子頭部形態自動解析の試み　一精索静脈瘤患者精子の検討一

　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部泌尿器科　　○岡田　　弘，龍見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間孝雄，岩本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　県立加古川病院　　松本　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末光病院　　　大家　角義

　　　　　　　　　　　　　　　淀川キリスト教病院　　羽間　　稔

　宏，西田　正人

武士

昭一，中村佐知子

慎一，福元　清吾

　勉，永田　行博

　昇，神崎　正徳

孝弘，藤沢　正人
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　　　　　　　　　　　　診断・検査（IV）

［演題80～821〈10：40～11：10＞　座長　熊本

80．受精能評価法としての各精子機能検査の比較検討

　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科

悦明（札幌医大・泌）

一体外受精時受精率を指標として一

〇近藤　俊彦，石塚　文平，渡辺　研一

　堀越　裕史，大野　祐子，栗林　　靖

　斉藤寿一郎，房間　茂由，石田　徳人

　雨宮　　章

81．精索静脈瘤における術前検査と術後精液所見

　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　○市川　智彦，高原　正信，中村　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　始関　吉生，島崎　　淳

82．無精子症治療における精巣上体造影の意義について

　　健保連大阪中央病院　○近藤

　　　　　　八尾徳州会　　　北村

大阪大学医学部泌尿器科　　　高田

　　　　　　　　　　　　　奥山

　　　　　　　　　　　　　　統計

【演題83～861〈11：10～11：50＞　座長　中田

83．男子不妊症の臨床統計的観察

　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部泌尿器科

　　　　　　　　　　名古屋大学医学部予防医学教室

84．無精子症の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部泌尿器科

85．

　　　　　　　　　　　　沖縄県立那覇病院産婦人科

86．不妊症治療成績とその問題点

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

宣幸，高田　　剛，清原

雅哉

晋吾，松宮

明彦

久和

清美，並木　幹夫

瑛浩（山形大・泌）

○星野　和人，大村　政治，辻

　山本　雅憲，三宅　弘治

　若井　健志

克和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○江口　二朗，井川　　掌，西村　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野俣浩一郎，金武　　洋，斉藤　　泰

　　　　　　　　　　　　　　桜町病院泌尿器科　　　広瀬　　建

子宮卵管造影法を施行した不妊患者の治療成績　一特に子宮鏡による卵管口所見との関連一

　　　　　　　　　　　琉球大学医学部産婦人科　　○長井　　裕，伊波　　忠，正本　　仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中里　和正，新川　唯彦，稲福　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金澤　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久本哲郎

○飯野　好明，石原

　斉藤　正博，関

　木下　勝之

　理，田谷順子
博之，竹田　　省
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　9月11日（土）『午後』

第3会場【13：40～14：40】

　　　　　　　　　　　　　lVF－ET（1）

［演題87～89】〈13：40～14：10＞　座長　野田 洋一（滋賀医大・婦）

87．IVF－・ET（Short　protocol）におけるHCG切り替え直前の経膣超音波断層法（TV－Echo）による

　　子宮内膜像について

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○永井聖一郎，佐倉　まり，塩田　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島　俊一，東梅　久子，高橋　敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　智幸，山田　義治，児島　孝久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊豆田誠人，佐藤　孝道

88・IVF－ET（in　vitro　fertilization－embrio　transfer）／GIFT（gamete　intrafallopian　transfer）における簡易

　　過排卵刺激法の検討　一7DAY　SCHEDULE一

　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第1産婦人科　　○池永　秀幸，安部　裕司，雀部　　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　　彰，久保　春海，平川　　舜

89．初回腹腔鏡検査施行時にGIFTを行う意義についての検討

　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦人科　　○小嶋　康夫，大口　昭英，佐竹紳一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟本　　寛，中野　　隆，館野　政也

　　　　　　　　　　　　lVF－ET（1り

［演題90～92】〈14：10～14：40＞　座長　中村 幸雄（杏林大・婦）

90．経膣超音波検査による体外受精　一胚移植後の子宮外妊娠早期診断一

　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　○本田　育子，小林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正人，黒島

91．当大学における2年間の体外受精成績：安定した高い妊娠率とその要因

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○神野　正雄，生方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　滋達，南野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典，中村

92．体外受精，胚移植後，子宮内妊娠と頚管妊娠を同時に認めた1例

　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　　○吉田　　学，福田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田　正弘，桑原

　　　　　　　　　　　　　　第4会場【13：40～14：50】

　　　　　　　　　　　　　手術（1）

【演題93～96】〈13：40～14：20＞　座長　永田

善宗，鈴木　隆弘

義男

良延，羽生　一朗

智徳，安藤　　索

幸雄

　勝，武内　裕之

慶紀

一
郎（防衛医大・婦）

93．腹腔鏡を用いての良性卵巣腫瘍核出術の試み

　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦人科　　○舟木　　寛，大口　昭英，佐竹紳一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　康夫，中野　　隆，館野　政也

L
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月経困難症に対する腹腔鏡下レーザー手術による仙骨子宮靭帯切断術の治療効果

　　　　　　　　　　　　東邦大学第1産婦人科　　○森田　峰人，矢野　義明，前村　俊満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石崎　聡之，久保　春海，平川　　舜

不妊診療における子宮鏡下手術の成績　一とくに完全中隔子宮症例について一

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　　○堀越　裕史，栗林　　靖，徳山　真弓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平，雨宮　　章

　　　　　　　　　　同横浜市西部病院産婦人科　　　斉藤寿一郎，林　　和彦

単角子宮に対する新しい形成術式の試み

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　　一，久保　武士

　　　　　　　　　　　　　手術（1り

［演題97～99】〈14：20～14：50＞　座長　島崎

97．顕微鏡下内精索静脈高位結紮術について

　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科

98．腹腔鏡下精索静脈瘤手術

野崎医院

朝倉医院

千葉大学医学部泌尿器科

99．腹腔鏡下精索静脈瘤手術の術後成績

京都大学医学部泌尿器科

　関西医科大学泌尿器科

　　　北野病院泌尿器科

淳（千葉大・泌）

○齋藤　和男，新井

　芝　　龍寛長本

　野崎　　明

　朝倉　茂夫

○始関　吉生，中村

　島崎　　淳

○小倉　啓司，寺地

　松田　公志

　堀井　泰樹

　9月12日（日）『午前』

第1会場【9：00～10：20】

　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（1）

［演題100～103】〈9：00～9：40＞　座長　荻田

　学，釜井　隆夫

章裕，広川　　信

剛，市川　智彦

敏郎，吉田　　修

幸雄（大市大・婦）

100．当科不妊外来における4年間の妊娠症例の解析

　　　　　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科　　○新堂　昌文，櫻井　景紀，詠田　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉満　陽孝，白川　光一

101．不妊症治療による高年齢婦人妊娠（40歳以上）の予後

　　　一自然・AIH妊娠と配偶子操作妊娠の比較一

　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　○小林　善宗，本田　育子，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正人，黒島　義男

102．当クリニックにおける不育症の原因と柴苓湯療法を中心にした治療成績の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　假野クリニック　○假野　隆司，古殿　正子，奥山　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井みさ子
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103．2回以上保存的手術を行った子宮外妊娠8症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○児島　孝久，永井聖一郎，東梅　久子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　敬一，山田　義治，佐藤　孝道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（1り

　　　　　　［演題104～107】〈9：40～10：20＞　座長　木下　勝之（埼玉医・婦）

104．習慣性流産症例の黄体機能に及ぼすPRLの影響

　　　　　　　　　　　　佐野厚生総合病院産婦人科　　○板垣　智昭，藤原　紹生，柴田　哲生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　正次

105，子宮内膜に限局した結核菌感染が証明された習慣流産の1例

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○河野　雅洋，松脇　隆博，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山邊　　徹

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部第2内科　　橋本　敦郎

106．妊娠中期に流産既往のある不育症患者における抗リン脂質抗体の検討

　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科　○染谷　健一，牧野　恒久，小沢　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，細川　知俊，野澤　志朗

107．抗リン脂質抗体陽性妊娠の分娩例に於ける臨床的検討

　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部産婦人科　　○平吹　知雄，平原　史樹，安藤　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沢井かおり，水口　弘司

　　　　　　　　　　　　　　第2会場【9：00～10：20】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（1）

　　　　　［演題108～111］〈9：00～9：40＞　座長　宮川　勇生（大分医大・婦）

108．卵管上皮細胞の分離とマトリゲルを利用した培養系について

　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学産婦人科　　○輿石　　真，井坂　恵一，高山　雅臣

lo9．増殖期後期における子宮内膜超音波像とKi－67およびエストロゲンレセプターの免疫組織染色

　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科　　○富山　俊彦，片山　隆章，錦織　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川　淳，野間　　純工藤　尚文

110．非イオン系ヨード造影剤Iotrolanが家兎卵管の受精現象のおよぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　日本大学獣医生理学　　○吉田　信恵，成相　孝一，金山　喜一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　　克，佐久間勇次

lll．　Autoradiographyを用いた正常子宮筋および筋腫におけるgonadotropin　releasing　homlone　recepter

　　の局在に関する研究

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○山下　隆則，石丸　忠之，山邊　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（ll）

　　　　　　［演題112～115］〈9：40～10：20＞　座長　藤本　征一郎（北大・婦）
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112．

113．

114．

115．

排卵後の子宮収縮の観察

　　　　帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科　　○永江　　毅，印牧美佐緒，三宅　　潔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持田　福重，向井　治文，柿沼　三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施養慈

超音波ガイド下卵管内人工受精の試み　一患側卵管による再妊娠，反復外妊の分析一

　　　　　　　　　　　宝塚市立病院産婦人科　　○柴原　浩章，塩谷　朋弘，伊熊健一郎

子宮外妊娠MTX治療後の妊孕性の検討

　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○鈴木　隆弘，本田　育子，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正人，黒島　義男

未婚または挙児希望の若年子宮内膜癌症例の治療について

　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○小原　満雄，上条　隆典，安藤　一道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津木利雄，水沼　英樹，伊吹　令人
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一　般　演　題

（示説発表）

　9月11日（土）『午前』

第1会場【10：30～11：24】

　　　　　　　　　　　　精子・排精・男子不妊（1＞

［演題P－1～P－3】〈10：30～10：57＞　座長　長田　尚夫（聖マリアンナ医大・泌）

P－1．精子運動抑制因子の基礎的研究　一精子運動抑制効果の可逆性について一

　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科　　○田中　宏樹，岩本　晃明，長田　尚夫

P－2．酵素抗体法による抗精子抗体検出法

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○南野　智徳，神野　正雄，秋葉　雅夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽生　一朗，生方　良延，清宮由美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典，中村　幸雄

P－3．成熟精子回収法としての不連続多層Nycodenz法の有用性

　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　　○中木　純子，片寄　治男，阿部　利明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野　良恵，星　　和彦，佐藤　　章

　　　　　　　　　　精子・排精・男子不妊（ll）

［演題P－　4～P－6］〈10：57～11：24＞　座長　伊藤 晴夫（帝京大・泌）

P－4．AIHにおける各種精子処理方法の比較

　　　　　　　　　　　大阪市立大学医学部産婦人科　　○松岡　逸子，藤野　祐司，伊藤　文俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　哲矢，荻田　幸雄

　　　　　　　　　　大阪市立住吉市民病院産婦人科　　　康　　文豪

P－5．男子不妊症の心理特性

　　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院泌尿器科　　○坂本　正俊，池内　隆夫，甲斐　祥生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同精神科　　北村　　勉，伊東　昇太

P－6．男性不妊症に対する漢方子薬療法（3種類）の効果　一3症例の検討一

　　　　　　内蒙古自治区中蒙医院（中華人民共和国）　○白　　仁昌

第2会場【10：30～11：33】

　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン

【演題P－7～P－9】〈10：30～10：57＞　座長　友吉 唯夫（滋賀医大・泌）

P－7．ラット精巣の成熟におけるActivinA　ReceptorおよびFSH　Receptor　mRNAの変化

群馬大学医学部産婦人科 ○伊藤　郁朗，篠崎　博光，中村

　五十嵐茂雄，中村　　学，田野

　長谷川喜久，峰岸　　敬，伊吹

和人

真理

令人



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（483）115

P－　8．精巣腫瘍患者Estrogen産生動態と造精機能に関する検討

　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部泌尿器科　　○中角　尚誉，前原　郁夫，折笠　精一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓮田　精之，高橋　　勝，平松　正義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同第二病理　　　笹野　公伸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本化薬　　　樺沢　　隆，尾崎　昌彦

P－9．男子不妊症患者の精液中に検出されたUreaplasma　urealyticumおよび一般細菌と精漿中穎粒球

　　　エラスターゼ活性との関連についての検討

　　　　　　　　埼玉医大総合医療センター泌尿器科　　○小林　信幸，内島　　豊，吉田謙一郎

　　　　　　　　　　　　　春日部市立病院泌尿器科　　　根岸　壮治

P．10．

P－11．

P－12．

P－13．

　　　　　　　　　　　　　男性副性器

［演題P－10～P－13】〈10：57～11：33＞　座長　吉田 英機（昭和大・泌）

多核白血球による精子運動性障害に対する精漿の抑制作用

　　　　　　　　　　東北大学医学部泌尿器科　　○高橋　　勝，前原　郁夫，蓮田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中角　尚誉，平松　正義，折笠

精漿中Monocyte　chemotactic　activating　factor（MCAF）濃度

　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　○岡田　恭芳，下屋浩一郎，橋本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田康愛，金井　利仁，根木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山　達大，大橋　一友，上浦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐治　文隆，谷澤　　修

　　　　　　　　　　　大阪府立母子センター　　松崎　　昇

　　　　　　　　　　　　　東レ基礎研究所　　井田　伸夫

エフェドリンが有効であった精嚢嚢状拡張症による射精障害の一例

　　　　　　　　　　　県立厚木病院泌尿器科　　○中條　　洋，田代　和也

　　　　　　　　　　慈恵会医科大学泌尿器科　　　町田　豊平，小寺　重行，池本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御厨　裕治，白井　　尚，西田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　　立

乏精子，精子無力症における精路，副性器炎とクラミジア感染症に関する検討

　　　　　　　　　　慈恵会医科大学泌尿器科　　○白井　　尚，町田　豊平，池本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清田　　浩，鈴木　康之

　　　　　　　　　　　　　　慈恵青戸病院　　小野寺昭一

9月11日（土）『午後』

第1会場【13：40～14：43】

　　　　　　　　　　間脳・下垂体・LH－RH（1）

［演題P－14～P－16】〈13：40～14：07＞　座長　相良 祐輔（高知医大・婦）

精之

精一

一 昌

玲子

祥司

庸

篤

庸

P－14．続発性視床下部性無月経患者の夜間Melatonin分泌動態に関する検討

　　　　　　　　　　　　　高知医科大学産科婦人科　　○岡谷　裕二，相良　祐輔
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P－15．男子不妊症患者に対するLH－RH微量間激投与の検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部泌尿器科　　○国武　　剛，河邉　香月

　　　　　　　　　　　　　　東京逓信病院泌尿器科　　　箕輪田　滋

　　　　　　　　　　　　　　都立駒込病院泌尿器科　　　篠原　　充

　　　　　　　　　　　　　　東京共済病院泌尿器科　　　西古　　靖

P－16．下垂体単一培養細胞あたりのFSH分泌量と，　Testosteroneによる修飾

　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　○野口　和美，長本　章裕，穂坂　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同第二生理　　有田　　順，貴邑冨久子

　　　　　　　　　　間脳・下垂体・LH－RH（ll）

［演題P－17～P－20］〈14：07～14：43＞　座長　田中 俊誠（秋田大・婦）

P－17．Gn－RH　analogue投与による内因性LH　surgeに対する効果について

　　　　　　　　　　　　　　島根医科大学産婦人科　○吉野　和男，高橋健太郎，内田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学

P－18．卵巣過剰刺激症候群（OHSS）における血栓形成機序に関する基礎的検討

　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産婦人科　　○軽部　裕子，福田　　淳，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉　英也，松井　俊彦，清水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関根　和子，田中　俊誠

P－19．閉経前後にみられる特異的内分泌像と不定愁訴に関する研究

　　　一ゴナドトロピン律動性分泌を含めて一

　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　　○後山　尚久，坪倉　省吾，岡本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　修

P－20．排卵障害への温経湯単独あるいは他剤併用投与に対する内分泌学的検討

　　　一下垂体ゴナドトロピンの律動性分泌を中心として一

　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　　○後山　尚久，坪倉　省吾，杉本

昭弘

宏和

　靖

吉明

修

第2会場【13：40～14：34】

P－21．

P－22．

P－23．

　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産

［演題P－21～P－23】〈13：40～14：07＞　座長　平川 舜（東邦大・婦）

不妊症婦人に対する漢方製剤の証に基づく使用経験

　　　　　　　　　山形県立河北病院産婦人科　○田中　栄一，高橋　俊文，大野　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田　隆晴

自己抗体を有する反復流産患者の臨床的検討　一特に抗血栓療法について一

　　　　　　　　　　　札幌医科大学産婦人科　　○山本　　弘，森　　悟子，金谷　美加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　美穂，遠藤　俊明，田中　昭一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　隆一・

反復子宮外妊娠による両側卵管切除後，体外受精・胚移植により3回目の卵管妊娠をきたし

た1例
　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　○橋本　一昌，上浦　祥司，下屋浩一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金井　利仁，久保田康愛，富山　達大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大橋　一友，佐治　文隆谷澤　　修



（485）ll7

P－24．

P－25．

P－26．

P－27．

P－28．

P－29．

P．30．

　　　　　　　　　　　　　染色体異常

【演題P－24～P－26】〈14：07～14：34＞　座長　大濱 紘三（広島大・婦）

常染色体転座を認めた男子不妊症の2例

　　　　　　　　　　慈恵会医科大学泌尿器科　○御厨　裕治，小寺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中條　　洋，西田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池本　　庸，町田

男子不妊外来での染色体異常

　　　　　　　　　　　浜松医科大学泌尿器科　　○寺田　央巳，山口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　和雄

　　　　　　　　　　東京大学医学部泌尿器科　　　河邉　香月

体外受精にて流産を繰り返した染色体異常（正常亜型）の1症例

　　　　　　　　大阪市立大学医学部産婦人科　　○藤野　祐司，伊藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　康　　文豪，小嶋

　　　　　　　　　　　　9月12日（日）『午前』

　　　　　　　　　　第3会場【9：00～10：12】

　　　　　　　　　　　排卵・受精・着床（1）

［演題P－27～P－30】〈9：00～9：36＞　座長　豊田

重行，金子　　立

　篤，白井　　尚

豊平

安三，牛山　知己

文俊，松岡　逸子

哲矢，荻田　幸雄

長康（三重大・婦）

共培養が顕微注精卵子の受精率に及ぼす影響

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　　○合屋　英俊，佐賀　正彦，雨宮　　章

　　　　　　　　　　　　　　明治大学農学部　　　土屋　秀樹，尾川　昭三

経膣超音波診断層法による不妊患者の着床期子宮内膜の評価

　　　　　　　　　　慈恵会医科大学産婦人科　　○渡辺　直生，楠原　浩二，小田原　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　和紀，寺島　芳輝

P．FSH隔日投与による排卵誘発を利用したDIPI，　DIFIの臨床検討

　玉里メディカル・ウイーメンズ：クリニック　○小塙　　清，常盤佳代子，高田たか子

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川病院　　兼子　　智，郡山　　智

　　　　　　　　　　　　　　総合太田病院　　　眞田　利男

　　　　　　　　　　　　　飯塚クリニック　　飯塚　理八

液槽プログラムフリーザーによるヒト胚凍結妊娠例の報告

　　　　　　　　　　　横田産婦人科内科医院　○佐藤　節子，横田　佳昌

　　　　　　　　　　　排卵・受精・着床（ll）

［演題P－31～P－34］〈9：36～10：12＞　座長　田中 憲一（新潟大・婦）

P－31．採卵前後における卵巣内血流動態の変化

　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部産婦人科　　○鈴木　　真，熊沢　哲哉，大東　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原　隆三，斉藤　　裕，矢内原　巧
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P－32．凍結保存ヒト卵管上皮細胞の受精卵共培養への応用

　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　　○菅野　良恵，片寄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　和彦，佐藤

P－33．若年者，高齢者の体外受精成績の比較

　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○羽生　一朗，生方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典，中村

P－34．経膣超音波を用いた不妊患者の子宮内膜厚およびecho　pattemの観察

　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　　○奥田　弘賢，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　　栄，杉山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　　審，佐伯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　修

第4会場【9：00～10：12】

　　　　　　　　　　　　　　　感染症

［演題P－35～P－39】〈9：00～9：45＞　座長　野ロ

治男，柳田　　薫

　章

良延，神野　正雄

幸雄

佳彦，金子　卓嗣

修成，山下　英俊

理男，奥田喜代司

昌良（愛知医大・婦）

P－35．Chlamydia　trachomatisによる実験的卵管炎における卵管性不妊症の発症とその組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科　　○前田　佳子，保條　説彦，岡本　俊充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　　聡，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　正美

P－36．クラミジア陽性不妊患者の夫精液所見の検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　　○佐藤佐由里，梁　　善光，林　　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩津　英美，藤原　敏博，大須賀　譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細谷　岩生，島内　昌仁，鈴木　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋守　恵子，岡田文美子，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三橋　直樹，武谷　雄二

P－37．子宮外妊娠とクラミジア感染

　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科○櫻田芳弘林　正路，工藤正尊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　博，藤本征一郎

P－38．不妊症婦人におけるクラミジア抗体価と腹腔鏡所見

　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○田野　真理，小原　満雄，山田　清彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　守利，水沼　英樹，伊吹　令人

P－39．クラミジア抗原陽性例からみた各クラミジア抗体検査法の臨床的比較検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○高橋　敬一，塩田　恭子，佐倉　まり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，永井聖一郎，中島　俊一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　義治，児島　孝久，伊豆田誠人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道

　　　　　　　　　　　　子宮内膜症・避妊

【演題P－40～P－42】〈9：45～10：12＞　座長　北尾 学（島根医大・婦）

P－40．CA　125抗原の分子構造と正所および異所子宮内膜細胞から分泌されるCA　l　25抗原のheterogeneity

　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　　○小林　　浩，朝比奈俊彦，寺尾　俊彦
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P－41．難治性卵巣チョコレート嚢胞の1例

　　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　○村瀬　隆之，竹下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大川　亮一，土橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　宏之

　　　　　　　　　　　　上尾中央総合病院産婦人科　　　辻井　　孝，池田

P－42．マウス胎児に対する盟麦（ナデシコ）の抗生育作用に関する研究

　　　　　　　　　　北京中医学院（中華人民共和国）　○李　　興広，高

第5会場【9：00～10：12】

　　　　　　　　　　　　　　診断・検査

【演題P－43～P－46］〈9：00～9：36＞　座長　河上

茂樹，矢後　尚文

一慶，穂垣　正暢

誠

学敏

征治（藤田保衛大・婦）

P－43．Tubal　cathetelizationを目的として開発した新型子宮鏡

　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学産婦人科　　○高田　淳子，井坂　恵一，小杉　好紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輿石　　真，高山　雅臣

P－44．全自動EIA分析装置SR－1を用いた血中LH，　FSH，　estradiol，　progesteroneの迅速測定とその評価

　　　　　　　　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科○服部公博，樋口泰彦，廣田穰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多田　　伸，吉村　俊和，澤田　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河上　征治

P－45．腹腔鏡所見による不妊に関与する因子の検討

　　　　　　　　　　　　山形県立河北病院産婦人科　　○小田　隆晴，高橋　俊文，田中　栄一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　　勉

　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　　　高橋　一広

P－46．パルスドップラ法による卵巣動脈血流の評価

　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　　○金子　卓嗣，奥田　弘賢，鈴木　佳彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　　栄，杉本　　修

　　　　　　　　　　　　　手術・統計

［演題P－47～P－50］〈9：36～10：12＞　座長　宮川 征男（鳥取大・泌）

P－47．閉塞性無精子症を疑いConventional　Epididymovasostomyを施行した10例の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　横浜赤十字病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　横浜市立大学病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ大学泌尿器科

P－48．男性不妊外来における受診動機の検討

　　　　　　　　東邦大学医学部泌尿器科学第一講座

○岩崎

　穂坂

　広川

　岩本

○中居

　原

　石井

P－49．透明帯開口術の受精卵発育に与える影響について

　　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部産婦人科　　○織田

　晧，石塚　栄一

正彦，木下　裕三

　信

晃明

敏明，野澤　英雄，永尾

　啓，黒田加奈美，松橋

延久，三浦　一陽，白井

和哉，田中　憲一

光一

　求

将文
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P－50．当科における不妊臨床統計～腹腔鏡導入後の比較

佐賀医科大学産婦人科

　　　　　上五島病院

　　　高邦会高木病院

○松本　ゆみ，野見山真理，杉森

　宗　　完子

　中村加代子

甫
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会長講演
●

女性不妊に対する保存手術法の歩み

9
大阪医科大学産婦人科

　　　　杉　本　　　修

曜

●

，

●

亀

　女性不妊原因として内性器の器質性疾患の最終的治療には保存手術が試みられてきた．その適応や術式

は不妊診療の進展や機i器の開発によって次第に変ってきた．本学会発足当時の1955年ごろは炎症に起因し

た卵管閉塞や腹腔癒着に対する保存手術が大半を占め，その術式も一般手術に準じた方法がとられ，術後

癒着防止に対する配慮が十分でなかった．成功率は術後再癒着に阻まれ，あまり上昇がみられなかった．

1970年代に入り他科で利用されていた顕微鏡下マイクロサージャリーが女性不妊の中でもとくに卵管形成

術に応用されるようになり，わが国でも研究会が発足し，その改良普及に貢献した．健常組織への侵襲を

最小にとどめ，修復を的確にすることを目指して研究が進められた．

　一方では腹腔鏡診の普及により，不妊原因の診断域が広がったが，中でも子宮内膜症の重要性がクロー

ズアップされるようになった．腹腔鏡による細かな診断基準をもとにして，薬物療法とともに保存手術療

法の必要性が認識されるようになった．保存手術にはマイクロサージャリーの理念を生かし，広汎な病巣

の除去と腹膜欠損の修復の完逐に焦点を置き，再発，再癒着の防止と妊娠率の向上に努力が続けられ，か

なりの効果をあげてきた．最近内視鏡直視下手術，とくに腹腔鏡下手術が盛んになり不妊領域では子宮内

膜症の腹腔鏡診断に引き続いて行われるようになった．これには手術機器の開発，とくに創面の洗浄，吸

引の自動化と，可曲性レーザーメス（Nd－YAG，　KTP）の使用が非常に役立っている．しかもTVによる映像

システム導入によって，術野の拡大モニター像を見ながら直視下に癒着剥離，病巣除去などを的確に行え

るようになった．最近では，適応も次第に広まり，卵巣腫瘍，子宮筋腫，卵管妊娠などにも利用されるよ

うになってきた．

　日本不妊学会発足後の40年間は女性不妊に対する保存手術への適応や術式も大きな変遷を経ながら改良

されてきた．これに癒着防止に対する対策も含め，自験例を中心に振り返ってみたいと思う．
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斗寺男り講i寅1

疾病における遺伝子解析の新技術と展望 q

9
理研ライフサイエンス筑波研究センター

　　　　　　　　　　　　林　崎　良　英
，

　近年のゲノムプロジェクトの進展に伴い，ゲノム全体を総合的総括的な視点から解析するアプローチの

有効性が注目されてきた，殊に，高速ゲノム解析技術は，それまで全く原因の分からなかった遺伝性疾患

の座（遺伝子）を単離同定する有力な技術として脚光を浴びてきた．本演題では，現在世界で行なわれて

いるpositional　cloning法とfunctional　cloning法及びそのcombined　approach（positional　candidate　cloning法）を

紹介すると共に，近年我々のグループで開発された新しいゲノムスキャンニング法と，そのゲノム解析へ

の応用を紹介する．

　ゲノムとは，生物が生活環を営むうえで必要な遺伝情報全てをさす．その遺伝情報を担っているのがゲ

ノムDNAであり，すべての遺伝疾患はゲノムのなかに存在する遺伝子により支配されている為，ゲノムの

なかのどこに標的遺伝子が位置しているかを決めることはその遺伝子をクローニングするのに大変重要な

情報を与える．ゲノム中の遺伝子の位置を地図により示すためには，生殖細胞における減数分裂時の組み

替え率により2つの座位の距離を算出する遺伝地図と，DNAの塩基対の物理的長さを測定することによ

る物理地図が用いられる．いかなる遺伝マーカーによってもゲノム上に存在する座位をアッセイできれ

ば，対象となる生物の家系を用いて遺伝地図が作成できる．組み替えによる遺伝子地図では，蛋白のマー

カー，DNAマーカーのみならず，蛋白，　DNA，細胞レベルでアッセイできない遺伝子，すなわち，個体

でしかアッセイできない表現形質の遺伝子座もmappingできる．一方，物理地図では，　DNAレベルの正確

な距離が算定でき，地図情報が直接DNA分子の領域同定と単離に役立つ．従って，近年，開発されたDNA

マーカーは遺伝地図の情報と物理地図の情報を正確綿密に結び付ける手段となった為，個体でしかアッセ

イできない遺伝疾患の原因遺伝子のDNAを単離できるようになった．

　原因不明の遺伝性疾患の座（遺伝子）を単離同定するために，つぎの3つのアプローチが考えられる．

1．poditional　cloning法

　遺伝性疾患の原因遺伝子をゲノム上に正確にmappingするため，　DNAマーカーを用い，連鎖解析法に

より，その位置情報を得る．これらのDNAマーカーは，ゲノムプロジェクトの第1ステップとして，

多数単離されている．最終的に，ゲノム上の位置情報と突然変異体におけるDNAの変異の情報により，

その遺伝子を単離同定する．この際，より大きなゲノムDNAをクローニングする方法として，酵母人

工染色体（yeast　artificia1　chromosome，　YAC）が開発された．標的遺伝子の最も近傍にあるマーカーから

標的遺伝子をカバーするDNAをクローニングする為，　YACは非常に役に立つ．特にゲノムプロジェク

トの進行に伴い，ヒト21番及びY染色体においては，既に全領域YAC連結クローンパネルによりカバー

されているため，もはやchromosome　walkingやjumpingを行なう必要はなくなった．このアプローチに

より，1986年，retinoblastoma　gene（Rb）が単離されたのを皮切りに，　Duchenne筋ジストロフィー遺伝

子（Distrophin），ウィルムス腫瘍，膵嚢胞線維症，　Kallmann症候群，　Neurofibromatosis等が次々と同定

されている。
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2．　functional　cloning

　ヒト遺伝性疾患に代表される生物の突然変異体の表現形質や，生化学的知見より，原因遺伝子が既知遺

伝子のひとつであると予測できる場合は，そのcandidate　geneにおける遺伝子の変異を直接調べることで解

e
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析できる．生化学的酵素欠損症や，ホルモン欠損症等の解析が既になされている．

3．　positional　candidate　apProach

　連鎖解析法により原因遺伝子座の位置情報が判明したとき，その領域にある遺伝子でcandidate　geneを推

定し，その遺伝子における変異を解析することで，その原因遺伝子を同定することができる．その

candidate　geneは，異常な形質を示す発生段階，生化学的所見，臓器を考慮して予測される．一方，近年

cDNAプロジェクトが進むにつれ，未知のcDNAが次々と単離されているが，この塩基配列における特徴，

染色体上の位置，及び臓器特異的，発生段階特異的発現パターンより，逆にその遺伝子の異常による突然

変異体が予見できることもある．このようなアプローチにより，家族性肥厚性心筋症，筋側索硬化症，

Waardenburg症候群，　Charcot－Marie－Tooth病等が単離同定された．

　ヒト遺伝病の原因遺伝子座が単離同定される一方，マウスのような実験動物のなかに，疾患のモデル動

物が数多く知られている．これらのゲノムとヒトのゲノムを比較すると，染色体上の遺伝子の並びが少な

からず保存されており，シンテニーと呼ばれている。このシンテニーを用いると，ヒトの遺伝病のモデル

となる突然変異体動物の予測が可能となり，これらの遺伝病に対してヒトの検体から直接アプローチする

よりも，モデル動物を用いて研究を進める手段が有力となってきている．例えば，モデル動物では，純系

種を作成できるため遺伝的バックグラウンドを完全に均一化でき，交配も自由である．そのため，単一遺

伝子座による表現形質のアッセイのみならず，糖尿病，高血圧のような，多因子遺伝による突然変異体の

解析も可能となっている．遺伝子が単離された後には，トランスジェニック動物やノックダウン動物の作

成と，発生工学的手法も用いることができるため，遺伝子座の同定単離解析に有用である．

　以上のようなアプローチにより，ヒトを含む任意の生物の任意の突然変異体の解析を高速に行なうため

には，いかに多くのlandmark（DNA　marker）を高速にスキャンニングするかということが鍵となる．我々

は，制限酵素の認識配列をランドマークとする全く新しい概念に基づいたゲノムスキャンニング法

（restriction　landmark　genomic　scannin法，　RLGS法）を開発し，それを用いて高速に生物ゲノムのマッピン

グを行なっており，既に良好な結果を得ている．本演題では，本法の理論的背景とその応用についても述

べる．
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牙寺男り講，寅H

精巣における細胞機能調節

神戸大学泌尿器科

　　藤　澤　正　人

　　守　殿　貞　夫

　体外受精の確立により不妊症に対する治療はかなり進歩したように思われる．しかし，男性側の原因と

して最も多い造精機能障害に対してはいまだ画期的と言えるものはない．その原因究明のためには，精巣

決定遺伝子や生殖細胞の分化に関係する遺伝子の解析をはじめ，精巣における個々の細胞の分化および機

能の調節についてより一層の研究が望まれている．

　精巣は大きく分けて2つの構築，すなわち精細管とそれを取り巻く間質からなっており，精細管では

精子形成のための細胞分化が起こり，間質ではそれらを支持するためのホルモン産生が行なわれている．

これらの細胞は周知のごとく下垂体からのLH，　FSHにより制御されるとともに，最近では精巣内におけ

るShort　loop，つまりautocrine，　paracrine機構によっても制御されていることが明かとなり，注目されてい

る．それ以外に，精巣は陰嚢の特殊な機能，すなわちthermoregulatorとしての機能により，精子形成にと

り至適な環境におかれており，この局所の調節因子としての精巣周囲の温度環境も精子形成に関わる重要

な因子である．

　精巣機能をつかさどる上で主軸となる細胞はGerm　cell，　Sertoli　cell，　Peritubular・cell，　Leydig　ce11である．

本講演ではこのうち主に精細管を構成するGerm・cell，　Sertoli・cellについて，これらの細胞機i能がどのよう

に調節されているか局所の調節因子に主眼をおいて述べる，Germ・cellは様々な過程をへて最終的に精子へ

と分化していくが，この分化の局所調節因子のひとつとして精巣の温度環境に注目した．実験モデルとし

て精巣温度上昇がその主因である実験的停留精巣を作成し，分化過程におけるDNA合成や遺伝子組み替え

に関連する種々の酵素（DNA　polymeraseα，β，γ，topoisomerase　I，ricombinase）がいかに変化し，細胞

機能に影響をもたらすかを検討した．温度上昇はこれらの酵素を著明に低下させ細胞分化とくに，減数分

裂を妨げていると考えられ，温度は重要なGerm　cbllの機i能調節因子であることが判明した．これ加えて，

Ge㎜cellに対するLeydig　cell，　Sertoli　cellの局所におけ1る働き掛けについても述べる予定である．

　一方，Sertoli・cellは精細管内で基底膜に沿って存在しGerm・cellを支持し分化を助けている．種々の細胞

成長因子を始めとして様々な物質を分泌しておりこれらはGerm・cellの分化に深く関わっている．　Sertoli・cell

の機能は主に下垂体からのFSHにより制御されているが，最近種々の段階のGem　cellによって分泌される

物質によっても制御されていることが明かになってきた．hl　vitroでの実験法が確立されて以来様々な報告

が見られ，例えば，代表的な分泌物質であるABP，　TransferrinはFS　Hによりその分泌が増加するが，　Germ

cellの分泌蛋白によってもその分泌が制御されている．我々もこの分泌物質のひとつであり注目されてい

るOpioidについての新しい知見を紹介し，　Sertoli　ce11の機能調節におけるCell・to・Cell・interactionの重要性に

ついて述べる．

　以上のような精巣内の細胞機能調節の解明が今後ヒト造精機能障害の解明と治療指針の一端となってい

くことを望む次第である．
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教育講演

子宮内膜症の病態と不妊への関与

大阪医科大学産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　植　木　　実

　日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会では子宮内膜症取扱い規約の編集作業が進められているが，そ

こでは骨盤内にみられる外性子宮内膜症を子宮内膜症と呼称するとし，診断法の要である腹腔鏡診では所

見の名称の整理と分類，臨床進行度ではRe－AFS分類の使用，多彩な病理組織所見に関しては定型・非定

型像や問題点などの解説がなされている．このように本症は定義を含めた多くの事項に対して，ある程度

の規定がなされた事から疾患の姿が浮び上り，一定の枠内での研究や治療が始まったと言える．

　子宮内膜症は成熟婦人に発生するエストロゲン依存性の後天性疾患で，経時障害が強く病巣周囲の癒着

を生じ，不妊症を惹き起すと言われている．その組織発生については旧くから多くの説が唱えられている

が，演者の検討では大部分が子宮内膜或は子宮腺筋症からの連続，亜連続あるいは脈管性転移発生が示唆

され，とくに子宮腺筋症との関連性の深さは印象的である．本症の臨床診断は難iしく，内診によるDouglas

窩の有痛性抵抗（腫瘤）やUSGによるchocolate嚢腫などの典型的，あるいは進行例を除いてはsuspected

endometriosisといえる．軽症や微症例の確定には腹腔鏡診に頼らざるを得ないが，本法にも問題があり，

教室での検索では陽性所見とされてきたpigmented　lesionsでさえ，　biasなく選んだ対象での組織学的な一致

率は70％前後であった．しかしpigmented及びnon－pigmented　lesionsとも子宮腺筋症を伴えばその一致率は

極めて上昇することは興味深い事実である．病理組織学的に病巣の所見は多彩で，小さい生検標本の診断

には限界がある．また二次性変化のみ残存する非定型像では診断の極めて難しい症例があり，組織学的診

断基準の再検討が望まれる．このように腹腔鏡診及び組織診における偽陽性例の発生は研究や治療の結果

を誤らせ，enigma　diseaseと言われる大きな原因の1つになっていると考えられる．

　一方，子宮内膜症は不妊原因としては絶対的因子とは言えないが，大きな関連性を有しており，Kistner

らは本症の30～40％が不妊症で，不妊症に本症が合併する頻度は教室では23．29。，Halmeらは正常の妊孕

性をもつ婦人の約10倍，Drakeらは原因不明の不妊患者の40～60％に本症が合併し，またGrollは流産率も

高いと報告している．不妊発生の機序としては，軽症例では黄体機能不全，未破裂卵胞黄体化症候群，腹

水中プロスタグランディンによる卵管運動障害の報告があり，また免疫系の関与については本症患者の腹

腔内に増加しているマクロファージの精子貧食現像，活性化マクロファージの産出するIL－1は線維化促

進，受精卵や胚発育の障害および早期流産の原因になるとも言われている．重症例については癒着による

子宮後転症や卵巣チョコレート嚢胞形成，卵管や卵管采の運動，卵管・卵巣間の連携運動の制限などが考

えられる．また子宮内膜症の自己免疫疾患としての免疫異常に関しても検索も行われている．

　本講演においてはこれらの項目について述べ，臨床上の問題点についてもふれていきたい．
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シンポジウム「下垂体ゴナドトロピンの基礎と臨床」

1．GnRH，アクチビンとゴナドトロピン分泌

大阪大学産婦人科

　　田　坂　慶

　下垂体ゴナドトロピン分泌のうちLHは主に視床下部性GnRHにより調節をうけている．一方、　FSHはGnRH

だけでなく卵巣性ペプチド，インヒビンあるいはアクチビンにより調節されている．．元来，LHおよびFSHの

大部分は同一細胞に混在していることが知られており，これら2種類の刺激物質（GnRHおよびアクチビ

ン）の作用を同一の細胞で論じるべきかについて疑問の余地がある．今回の講演では，特にともに分泌刺

激作用をもつGnRHとアクチビンがどのようなメカニズムでLH．・FSH分泌を促進するかについてそれらの

作用およびその標的細胞の違いから明らかにしようとした．

1）GnRHによるLH．・FSH分泌の特徴

　GnRHによるLH分泌はカルシウムイオンをセカンドメッセンジャーとし，その分泌は刺激と同時に起こ

る．またGnRHの除去によりLH分泌はすぐに停止する．その分泌動態は細かく分析すると細胞内外からの

Ca2・移動に依存する2成分に分けられる．ラットでは20分に一回の低濃度GnRH刺激を続ける限り長時間

同じ程度のスパイク状分泌を誘起することができる．一方，GnRHによるFSH分泌のスパイクはLHに比べ

て低く，感度にかかる分泌を得るためには多くの細胞が必要である．

2）アクチビンによるFSH分泌の特徴

　アクチビンはFSH分泌を特異的に増加する，　LH分泌は影響を受けない．アクチビンによるFSH分泌には

48－72時間を要する．アクチビンによる刺激のセカンドメッセンジャーはカルシウムイオンである．さら

にアクチビンは下垂体ではGH産生を抑制する．

3）GnRHとアクチビンの標的細胞の検討

　GnRHとアクチビンのLH，　FSH分泌刺激様式の違いより，それぞれが同じ細胞を標的としているかにつ

いて疑問が生じてくる．そこで我々はそれぞれのセカンドメッセンジャーが同じであることを利用し，そ

れぞれの標的細胞の性格つけをおこなった．その結果，GnRHには下垂体細胞の約10％の細胞が反応し，

また純化されたLH分泌細胞はほとんどすべてGnRHに反応した．一方アクチビンに反応する細胞は約10－

20％であり，意外なことにその多くはGH産生細胞あるいはPRL産生細胞に属していることが分かった．一

方，逆にGH産生細胞を純化して検討したところ，　GH産生細胞の約30％がアクチビンに反応性を示した，

一方純化したLH分泌細胞はほとんどアクチビンに反応性を示さなかった．

4）各種アクチビンの標的細胞

　アクチビンは現在A，AB，　Bの3種類が知られており，ラット下垂体にはBが存在することが推定され

ている．そこで我々は各アクチビンの標的細胞についてもさらに検討を加えた．その結果，標的細胞はA，

ABに近縁関係が見られることが示された．　Bに反応する細胞はAと反応する細胞とは異なった集団に属す

ることが分かった，しかしそれらの細胞の性格のうちとくにBのみに見られる特徴は認められなかった．

6 　以上の事柄よりGnRHはセカンドメッセンジャーを介して添加直後よりLH，　FSH分泌を刺激するが，ア

クチビンは同じセカンドメッセンジャーをもちながら，その作用は比較的遅く，その作用においてGH産

生細胞の関与の可能性が示唆された，したがってGnRHとアクチビンはその作用形式の面からも標的細胞

の面からにおいても異なったメカニズムにより，最終的にはそれぞれのホルモン分泌を刺激することが明

らかとなった．
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2．ゴナドトロピンの遺伝子解析とその臨床応用

大阪医科大学産婦人科

　　　　奥　田　喜代司

　近年，分子生物学的な手法を用いた研究の進歩により，多くの疾患の病態生理がより明らかになり，新

しい治療法も生まれてきている．内分泌の分野でもホルモンやホルモンレセプターなどの遺伝子異常によ

る疾患の報告が相次いで行われている，この中でも遺伝子の異常による下垂体性ホルモン異常症は成長ホ

ルモン（GH）や甲状腺刺激ホルモン（TSH）などが報告され，黄体化ホルモン（LH）異常（1992）も報告さ

れた．われわれは反復自然流産の既往を有したが，排卵周期を有する婦人において血中LH値のみが通常

のRIAでは感度以下を示した症例を経験した．この症例は特別なLHの補充療法を行わずに妊娠が成立し，

生児を得たことから，このLHは生物学的活性をもち，種々の抗体でのRIAの検討で一部の抗体のみ認識し

ない分子の異常と考えられた．また患者の兄のLH値も著明低値で，両親および姉のLH値は軽度低値を示

したことから遺伝的な異常であることが示唆された．そこで，患者の白血球よりDNAを抽出し，　PCR

（pOlymerase　chain　reaction）法によりLHβsubunit部のDNAを増幅し，サブクローニング後に患者LHβsubunit

の遺伝子（DNA）の塩基配列を検討している．また患者，患者の両親，兄弟よりのDNAも検討予定であ

る．

　一方，分子生物学的な手法でも，遺伝子工学の技術を用いていろいろなホルモンが生合成され，治療薬

として認められつつある．下垂体ホルモンでは遺伝子組換え技術を用い，GH，　TSH，　LHおよびFSHが作

られている．recombinant　FSH（recFSH）はChinese　hamster卵を用いて，　Keeneら（1989）により始めて作ら

れた．これまでのFSH製剤は閉経後婦人尿より抽出されたhMG製剤と精製されたpureFSHとがある．これ

ら市販のFSH製剤を下垂体摘除ratに投与してみると，　pureFSH投与では卵巣重量の増加も少ないが，

estradiol（E2）の増加がより著明に抑制されていた，しかし，このpureFSH製斉1」でのE2値はrecFSH投与での

E2値に比べるとなお高値であり，免疫学的測定結果でもLHの混入がみられた．一方，　recFSHはIVF－ETで

生児を得たことなどの報告もあり，LHを含有せず，しかも一定量のFSHが安定して供給されるようにな

り，今後のFSH製剤として期待されている．またrecFSHはFSH作用のみを有するため，動物などでのFSH

作用の再検討に応用されつつある．例えば，Galwayらが下垂体摘除ラットでPMSG前処理後，　hCGを投与

する代わりにrecFSHを投与しても排卵がみられることを検討し，　MannaertsらはrecFSHを下垂体摘除ratに

投与して，卵胞は成熟するがestradiol分泌はみられないというtwo－cell・two－gonadotropin　theoryをより明ら

かにしたことを報告している，われわれも下垂体摘除ratにrecFSHを投与して，卵胞でのステロイド転換酵

素（3beta－hydroxysteroid　dehydrogenase，17α一Hydroxylase／C　i　7．20Lyase　and　aromatase　cytochrome　P－450）の

局在やラット卵巣の器官培養でrecFSHや成長因子（IGF－1，．　EGF，　FGFなと）の作用を報告する予定である．

「
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3．排卵誘発におけるPure　FSHの応用

徳島大学産婦人科

　　東　　　敬次郎

　HMG製剤は強力な排卵誘発剤であり，第2度無月経やclomipheneが無効の第1度無月経に対する治療

薬として広く使用されてきた．しかし，排卵障害に対して強力な効果をもつ反面，多発排卵による多胎妊

娠の増加や卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発生頻度が高い等の副作用がある。最近，　HMG製剤の副作用

の発生にHMG中のLHの高含量や内因性LHの高値が関係するとの報告があり，副作用を軽減する目的で

LH含量の少ないpure　FSH製斉1」が開発され利用できるようになった．

　今回，排卵誘発におけるpure　FSH製剤の有用性を詳細に検討するために，①排卵障害患者に対するpure

FSH療法，②排卵障害患者に対するpure　FSH療法＋GnRH律動投与法の検討，③多i嚢胞卵巣症候群（PCOS）

に対するpure　FSH療法とBuserelin－pure　FSH療法の比較，④機能性不妊症患者に対するpure　FSH隔日投与

法の検討，の4つのテーマについて研究したので，その成績を報告する．

　最初に，排卵障害患者に対するpure　FSH療法の有用性について報告する．　PCOS　7例，第2度無月経5

例，無排卵周期症1例の合計13例（23周期）に対しpure　FSH（Fertinorm⑧P，セローノ）を連日投与したとこ

ろ，78％の周期が排卵し8．7％の周期で妊娠した．17％の周期においてOHSSの発生を認めたがいずれも軽

症であった．また対象のうち，過去に行ったHMG療法で排卵しなかった8例について検討したところ，

pure　FSH療法で67％（8／12周期）の周期が排卵した．さらに過去のHMG療法で排卵はしたもののOHSSを

発症した4例では11％（1／9周期）でOHSSを認めたのみであった．

　次に，多胎妊娠やOHSSを避けるため，視床下部性無排卵症患者9例にpure　FSHを4～5日間投与し

た後，GnRH律動投与に切り替えて単一卵胞のみの発育を図った研究成績を述べる．主席卵胞の平均径が

10～11mmに達した時点でpure　FSHからGnRH律動投与に切り替えると，11周期中9周期（82％）で単一の

卵胞のみが排卵した．周期当たりの妊娠率は27％（3／11周期）でOHSSを発症したものはなく，多胎妊娠

も発生しなかった．

　さらに，PCOS患者12例（29周期）にpure　FSH療法を施行した．12例中5例（42％）が妊娠したが1例は

流産に終わった．児の得られなかった患者のうち6例（15周期）に対してGnRHa（buserelin）－pure　FSH療法

を施行し，2例（33。3％）が妊娠した．Pure　FSH療法とGnRHa－pure　FSH療法の周期当たりの排卵率はそれ

ぞれ76％と67％で有意差はなかったが，OHSS発生率はそれぞれ24％と13％でGnRHa－pure　FSH療法の方が

有意に低かった．

　最後に，機能性不妊症に対するpure　FSH隔日投与法の成績を報告する．通常の不妊症検査で明らかな異

常を特定できなかった患者をpure　FSH療法群（10例，40周期）と対照群（7例，22周期）の2群に分けて

prospectiveに検討した．その結果，　pure　FSH群では10例中3例で妊娠が成立したのに比して，対照群では

妊娠したものはなかった．多胎妊娠やOHSSの発生は認めなかった，

　以上の成績の他に，体外受精・胚移植におけるpure　FSHの使用経験からpure　FSHの卵成熟に対する影響

についても言及し，pure　FSH製剤の排卵誘発に対する有用性を報告したい．
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4．ゴナドトロピンと精巣機能

札幌医科大学泌尿器科

　　　　伊　藤　直　樹

　精巣機能は間質中Leydig細胞でのtestosterone産生能と精細管内での精子形成能から成り，前者はLH，そ

して後者はFSH，　testosteroneにより主に調節されている．

　LHの刺激によりLeydig細胞より産生されたtestosteroneはmanhoodの発来および維持と，精子形成および

成熟過程に重要な役割を演じている．Leydig細胞でのtestosterone産生能および産生予備能は加齢により低

下し，また原発性精巣機能障害である特発性男子不妊症では軽度，Klinefelter症候群では中等度から高度

に低下する．ここでは時間の関係もあり特発性男子不妊症に焦点を絞り，ゴナドトロピン刺激後の精巣機

能変化について述べることとする．

　我々はこのtestosteroneからaromatizationにより変換される精巣性のestradiolに注目し，外因性にhCGを投

与した際のtestosteroneとestradiolの変動を詳細に検討した．その結果，男子不妊症群（無精子症，乏精子

症：精子濃度く20×106／ml，　subfertile群：精子濃度20×106≦　＜40×106／m1）では正常成人男子に比して

hCG投与前後のE2／r　ratio上昇率が有意に高いという特長が示された．そしてそのE2／r　ratio上昇率が高い乏

精子症例では有意に治療効果が低下していた．この結果からhCG刺激後のestradiolのtestosteroneに対する

相対的優位性が高くなる症例では精子形成能が抑制されることが示唆された．

　このestradio1の精子形成過程に対する抑制作用機序を解明する目的で，我々はin　vitro　rat　Sertoli　cell　culture

を行ない，estradiolのSertoli細胞分泌蛋白に対する影響を検討した．その結果，投与したestradiol濃度が正

常rat精巣内濃度以上ではSertoli細胞分泌蛋白であるtransferrin（Tf），　insulin－like　growth　factor－1（IGF－1）の分

泌が有意に抑制された．また培養液中にtestosteroneとestradiolを投与した場合，そのE2／Tratioが正常rat精巣

中B2／r　ratioより高い環境科でTf，　IGF－1分泌が抑制されたことからestradiolのSertoli細胞に対する直接抑制

作用が認められた．

　以上の結果から，hCG刺激によって産生されたtestosteroneから変換されるestradio1がSertoli細胞機能を抑

制し，精子形成過程が障害されることが示唆された．そこでこの点に関して，乏精子症に対して行なわれ

る内因性ゴナドトロピン分泌刺激療法であるclomiphene　citrate投与時の内分泌環境変化と治療効果との関

係を検討した．

　治療効果が期待できないと予想される血中LH高値例を除いた38例の乏精子症例に対してclomiphene

citrate　25mg／dayによる治療を3ヵ月施行した．精子濃度が10×106／ml以上増加した症例を有効とし，治療

前後での内分泌環境を比較検討した．治療有効群，無効群ともに血中LH，　FSH，　testosterone，　estradio1は

治療前に比して治療後有意に増加していたが，治療無効群では治療前後のE2／T　ratio上昇率が有意に高く，

estradio1のtestosteroneに対する相対的優位性が高くなり精子形成過程が抑制されたものと考えられた．こ

の治療前後でE2／T　ratio上昇率は前述した治療前hCG投与前後のE2／T　ratio上昇率と有意に相関しており，治

療前にhCG　testを行なうことで治療後の内分泌環境を予測し得ることが示された．一方治療前後での精漿

中IGF－1上昇率は治療無効群では有効群に比して有意に低く，さらにE2／T　ratio上昇率との間に有意な負の

相関関係が認められたことから，治療無効群では相対的に優位となったestradiolによりSertoli細胞機能が抑

制されたことが示された．

　このSertoli細胞分泌蛋白と精子形成過程との関係について，我々はLH－RH　analogue投与によりLH，　FSH

を選択的に抑制したmedically　hypophysectomized　ratに対してFSHおよびtestosteroneの補充を行ない検討し

幽
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た．その結果，FSHとtestosteroneの併用が㎞mature　spe㎜atidからmature　spermatidへ進む精子形成過程の最

終段階に必要であり，FSHとtestosteroneの併用が精巣中IGF－1分泌を相乗的に増加させることから，　IGF－1

は精子形成の最終段階に作用するSertoli細胞分泌蛋白ではないかと考えられた．前述したclomiphene　citrate

治療において，治療無効群では精漿中IGF－1上昇率が低下していたが，男子不妊症治療で最も必要と考え

られる精子形成の最終段階に対するSertoli細胞からの刺激が低下してしたために治療効果が得られなかっ

た可能性が示唆された．

　以上の結果から，ゴナドトロピンは精巣機能一特に精子形成過程を刺激する際，Leydig細胞，　Sertoli細

胞を介し精細胞に作用するわけであるが，その一方で精巣中でtestosteroneから変換されるestradiolが精子

形成過程に対して抑制的な作用を有していることが示された．
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5．男性不妊に対するhCG－hMG療法

東京逓信病院泌尿器科

　　　　簑和田　　　滋

　男性不妊症の多くは特発性造精機能障害と分類されるが，病因が不明であるためその治療もきわめて困

難である．血清ゴナドトロピンの上昇のみられない症例ではhCG－hMG療法が有用であると報告されてい

る．ここでは特に血清ゴナドトロピン正常群（no㎜ogonadotropic）1こおいてゴナドトロピン負荷が有用で

あるかを中心として，特発性男性不妊症に対するhCG－hMG療法の有用性を検討した．

　対象：1982年から1992年まで不妊症を訴えて東大泌尿器科を受診し，特発性障害の診断のもとにhCG－

hMG療法を施行した64症例である．精路通過障害や精索静脈瘤などの異常を有するもの，精巣容積が6ml

以下のもの，血清ゴナドトロピンの明らかな上昇がみられたものは除外した．年齢は25歳から47歳（平均

33・4歳）であり，無精子症19例，乏精子症40例（5×106／ml以下26例，5～10×106／mll1例，10～20×106／

ml　13例），精子運動障害5例である．

　治療方法および効果判定：ゴナドトロピンの投与量はhCG　1000～60001U，　hMG　75～2251Uを週2回投

与したが，12例は週1回しか投与できなかった．投与期間は8週間以上，最高64週（平均18．3週）投与を

行った．

　効果判定は熊本らのmecobalamir治療効果判定に準じて，精子濃度20×106／ml以上または運動率20％以上

の改善を著効，10×106／ml以上または10％以上の改善を有効，10×106／m1以上の減少を悪化とした。

　治療成績および考察：全体の治療成績は著効4例，有効3例，無効54例，悪化3例で，有効以上は7

例（10．9％）であった．著効2例と無効の2例の計4例（6．2％）に妊娠の成立をみた．1例で女性化乳房出

現のため投与量を減量した．この成績は他の報告よりも不良であるが，対象の主体が高度の精巣障害患者

であるためではないかと思われた．そこで患者の状態，条件やゴナドトロピンの投与法別で一定の傾向が

得られないかを検討した．患者の年齢，不妊期間，精巣容積，精液所見，血清ゴナドトロピン値，テスト

ステロン値，また投与法別などの項目について層別解析を行った．

　年齢，不妊期間の長さおよび精巣容積と治療成績との間には一定の傾向は認められなかった．精液所見

では著効，有効の7例は無精子症，高度乏精子症，軽度乏精子症に分散していた．無精子症19例では5例

に精子出現が認められ，うち2例に精液所見の正常化と妊娠成立がみられた．運動障害5例では不変2

例，悪化3例で効果は認められなかった．

　内分泌学的所見との関連性について検討すると，血清LH基礎値で7．3mIU／m1以下の低値群に著効例4例

すべてが含まれ・有効率31％（5／16）と良好な結果であった．血清FSH基礎値では低値群（3．3mIU／m1以下）

は4例で著効1，有効1，無効2例であり，正常群（3．3～7．2mlU／ml）は31例で著効3，有効2，無効26

例であった．高値群18例では全て無効であった．血清テストステロン基礎値と治療成績については特に関

連性は認められなかった．血清テストステロン値はhCG－hMG投与により基礎値平均4．8ng／mlから投与12週

目で平均6．9ng／m1と上昇が認められた．

　投与法別では週1回投与群と2回投与群間で差異はみられなかった．また投与量別でも低量群（hCG

30001U未満，　hMG　l501U以下）と多量群（hCG　30001U以上，　hMG　l501U以上）の間に一定の傾向は認めら

れなかった．

　今回の検討からは血清LH基礎値の低値群で有意に有効率が高かった．男性化二次性徴を認めるもの

にも，間脳，下垂体系機能の不十分な症例が少なからず存在し，当然のことながらこうした症例におい
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てはゴナドトロピン療法がきわめて良い適応であることが示された．しかし，normogonadotropic　olizo．

azoospe㎜iaに対するhCG－hMG負荷の有効性は認められず，こうした症例での治療の困難性が確認され

た．多くの症例（全体で36例）精巣生検を施行しているが，病理組織像から治療の予後を推定することも

困難であった．

　特発性男性不妊症のうちnomlogonadotropic群に対してhCG－hMG療法が有効とする報告と否定的な報告

とが見られる．少数例の検討であるが今回の結果からは否定的である．しかし他に有効な治療法がないた

め，さらに適応を拡大して本法の有用性について検討したい．

L





（503）135

ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

1．腹腔鏡手術による精索静脈瘤の治療

関西医科大学泌尿器科

　　　　松　田　公

京都大学泌尿器科

　　　　小　倉　啓

　　　　吉　田

志

司

修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【はじめに】

　精索静脈瘤は，男子不妊症患者の約1／3と高頻度に認められ，静脈瘤手術後に約2／3の症例で精液所見

の改善が得られることから，男子不妊症の治療において最も重要な疾患の一つである．精索静脈瘤に対する

手術は，わが国では内精索静脈高位結紮術が広く行われてきた．われわれは，より侵襲の少ない手術

（minimally　invasive　surgery：MIS）を目指して，1990年2月から腹腔鏡下精索静脈瘤手術を行ってきたので，

手術成績，術後妊孕性への効果，開放手術との比較などについて報告する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【対象と方法】

　対象：関西医科大学および京都大学泌尿器科において65例の精索静脈瘤患者に対して腹腔鏡下精索静脈瘤

手術を行った．主訴は不妊症が52例，その他痺痛，腫瘤などが13例で，両側例は2例であった．

　手術方法：全身挿管麻酔下にTrendelenburg体位で膀直下から気腹操作を行い，3本の外套管を挿入して手

術操作を行う．内精索静脈を内鼠径輪の頭側で剥離し，精巣動脈を剥離温存して静脈をクリップまたは絹糸

で結紮する．局所麻酔での手術も可能である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【結果】

　麻酔は全身麻酔57例，局所麻酔7例，硬膜外麻酔1例で，手術時間は平均93分であった．精巣動脈は46例

で温存を試み，89％で剥離温存できた．当初2例で腹腔鏡操作が行えなかったほかは，全例で内精索静脈を

結紮，術後にDoppler聴診器で内精索静脈への逆流は消失した．合併症は，気胸または腹膜前気腫で腹腔鏡操

作が行えなかった症例が1例，陰嚢気腫1例，術後陰嚢痛6例であった．

　不妊症を主訴とし，術後3カ月以上経過観察できた37例で，手術前後の精液所見を検討すると，精子数，

精子運動率，総運動精子数がいずれも有意に増加した．妊娠は9例24．3％で認められており，それ以前の高

位結紮術での妊娠率23．1％と差がなかった．

　全身麻酔による腹腔鏡下精索静脈瘤手術39例の手術侵襲の程度を，腰椎麻酔による高位結紮術49例と比較

検討した．術後鎮痛薬使用量の平均は両群問で差を認めなかったが，歩行までの期間，退院までの期間はい

ずれも腹腔鏡手術で短かった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【考察と結論】

　腹腔鏡下精索静脈瘤手術は，従来の高位結紮術と同じく内精索静脈を高位で結紮するもので，術後妊孕性

への効果は開放手術と同等であった．精巣動脈の同定剥離は，in・situで手術操作を行えること，内視鏡によ

り視野が拡大されることなどから，なれれば開放手術より確実に行える．術後回復期間で判断すると，手術

侵襲は開放手術に比べて腹腔鏡手術で小さいが，全身麻酔を行うこと，手術器具が高価であることなどを総

合したとき，いつれがよりMISであるのか評価は難しい．特に，外鼠径輪で内精索静脈を結紮するいわゆる

low　ligatienや，経皮的塞栓術との比較が必要であろう．

　腹腔鏡下精索静脈瘤手術は，未解決の問題は少なくないが，腹腔鏡手術手技が確立した施設では合併症も

少なく，精索静脈瘤に対する一治療法として有用と考える．



136（504）

ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

2．女性不妊に対する腹腔鏡直視下手術

東北大学産婦人科

　　深　谷　孝　夫

1　腹腔鏡下治療の目的

　今日，腹腔鏡・子宮鏡などの内視鏡が産婦人科領域において広く応用され，その目的が観察から治療へ

と変遷してきている。

　不妊症に対する腹腔鏡下治療の目的は，妊孕性温存と妊孕性向上である．すなわち，開腹手術を内視鏡

下手術へ置き換えることによって，術後癒着による妊孕性低下を可能なかぎり防止すること，および既往

開腹手術あるいは炎症などにより生じた癒着に対し，腹腔鏡下手術を施行し妊孕性を向上させることであ

る．実際に，附属器手術・子宮外妊娠手術・子宮内膜症手術・虫垂炎手術などの既往開腹手術を有する不

妊症に対する診断的腹腔鏡の結果では，約半数に妊孕性を規定する卵巣・卵管周囲癒着が存在するととも

に，非手術側にも癒着が認められる症例が多く，開腹手術による癒着が妊孕性に大きな影響を及ぼしてい

ることは明かである．この観点から，開腹手術にかわり腹腔鏡下手術を導入することの意義は少なくない

と考えられる．今回は，子宮内膜症・骨盤内癒着・卵管開口術・多嚢胞性卵巣などに対する腹腔鏡下治療

を報告する．

2　子宮内膜症にたいする腹腔鏡下治療

　子宮内膜症の存在は妊孕性の低下を来すことは明らかである．子宮内膜症の治療は薬物療法・手術療法

などがあるが，難治性であることが少なくない．1・2期には薬物療法，3・4期には手術療法が一般的で

あるが，従来の開腹治療では癒着発生が615％と高頻度である．腹腔鏡下治療法としては，1・2期では内

膜症病変の焼灼および洗浄，卵巣病変あるは癒着病変が強い3・4期においては腹腔鏡下のチョコレート

嚢胞摘出や癒着剥離が試みられている，3・4期症例では一回の治療のみで妊娠が成立しない場合もあり，

この様な場合には腹腔鏡下治療を繰り返すことにより妊娠成立が認められる症例もある．

3　骨盤内癒着・卵管溜水症に対する腹腔鏡下手術

　骨盤内癒着・卵管溜水症は既往手術・炎症などにより生じ，いままでは開腹手術による癒着剥離手術あ

るいは卵管開口術が施行されてきた．しかし，開腹手術を繰り返すことによりさらに癒着を増悪し妊孕性

低下を来たす場合がある、この様な症例に対し腹腔鏡下手術を施行することは，妊孕性温存にとり意義が

ある．特に，卵管溜水症は開腹手術にても術後妊娠率は30％前後と低く，手術侵襲がより少ない腹腔鏡下

手術を施行し経過を観察してもよいと考えられる．しかし，骨盤内癒着・卵管溜水症に対する腹腔鏡下手

術には限界があり，強度癒着が存在する場合にはむしろ体外受精などを選択する必要がある．

4　多嚢胞性卵巣に対する内視鏡下治療

　多嚢胞性卵巣のHMG治療では，ときに重篤な過剰刺激を呈することも稀ではなく，一般的には排卵誘

発が困難な疾患である．排卵誘発が極めて困難な症例に対しては，従来は開腹による卵巣懊状切除が応用

されてきたが，開腹手術は術後癒着を伴うこと，さらに効果が消失した際には再開腹を要するなどの欠点

がある．多嚢胞性卵巣に対する腹腔鏡下治療が可能であれば，侵襲性が少ない方法で妊孕性の向上が予想

される．今回，排卵誘発が困難…な多嚢胞性卵巣に対しレーザーによる蒸散を施行した結果，術後の排卵率

は全体で91％（自然排卵：59％，刺激排卵32％）に認められ，妊娠は45、0％に成立した．過剰刺激発生率も

レーザー治療後に有意に低下し，排卵誘発が困難な多嚢胞性卵巣に対しての腹腔鏡下治療の有効性が示唆

される．
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5　結論

　不妊症に対する治療は，妊孕性の回復・温存を目的のためのminimum　invassive　surgeryが考慮される必

要がある．腹腔鏡下治療はこの目的のために重要な手技であり，今後広く応用されていく可能性が考えら

れる．
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ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

3．精路通過障害に対する治療

　　富山医科薬科大学泌尿器科

　　　　　　　　風　間　泰

永遠幸マタニティークリニック

　　　　　　　　加　藤

蔵

修

　精路通過障害による男性不妊に対しては，近年マイクロサージェリが導入され，良好な成績が報告され

るようになってきた．しかし，技術的，物理的な原因により吻合困難あるいは不成功におわる症例や，先

天的に精路が長く欠損しており，再開通手術が行ない得ない症例も決して少なくない．われわれは，従

来，このような場合には，精巣上体に人工精液瘤を手術的に装着し，そこから回収された精子により人工

受精を行なうという方法をとっていたが，その成績が芳しいものでなかったため，最近は，精巣上体管か

ら直接精子を採取し，それを体外受精に供する方法を行なっている．1991年9月より1993年3月までに

われわれは，38人の閉塞性無精子症患者に対し計47回の精巣上体からの精液採取手術を行なった．精路閉

塞の原因としては，先天性の精管欠損症症例が9例と最も多かった．精子採取に成功したのは，47回中

41回（87．2％）であった．採取精子数は，実数で120×104～59，000×104で平均7，448×104，精子運動率は，

0～82％で平均24．0％であった．同時に行なった受精法は，当初は精巣上体から採取した精子に，受精能

力があるか否かを確認するために接合子卵管内移植法（ZIFT）を中心とした，結局，媒精した32件中20件

（625％）において受精が見られたため，最近は精巣上体精子の受精能力は確認されたものと判断し，受精

法を主として配偶子卵管内移植法（GIFr）に変えて行なっている．妊娠は，　zlFTによる2例，　GIFTによ

る2例，凍結胚のETによる1例の計5例（患者数に対する割合13．2％，施行回数に対する割合10．6％）に

成立した．5例中1例は帝王切開にて健常男児を出産，2例は現在妊娠中（うち1例は双胎），また残る

2例は流産となった．妊娠に成功した症例は，すべて精巣上体体部もしくは頭部から得られた精子を用い

た受精によるものであり，従来の，精子の妊孕性獲得には精巣上体尾部までの精子の通過が必要とする考

え方が必ずしも正しくないことを示していた．

　以上の結果より，本法は，精路通過障害による不妊症患者の治療法として非常に有用であり，今後より

自然の状態に近いと考えられるGIFr法の併用をルーチン化することでさらに成績の向上が期待できるも

のと思われた．
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ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

追加発言：閉塞性無精子症に対する新しい精子回収法
　　　　　　　　　精巣総鞘膜腔内精子貯留法一

大阪医科大学泌尿器科

　　　　平　井　　　景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　閉塞性無精子症は男性不妊患者の約6～8％にみられる1）．そのうち先天性精管欠損症は約11～50％と

いわれている2）．先天性精管欠損症の造精機能は一般に正常と考えられており3）精子を得るために，さまざ

まな方法が試行されてきた．精巣上体に人工精液瘤を作製することもおこなわれていた．しかし，いろい

ろな人口精液瘤が試みられたが，良好な精子浮遊液を得ることは困難であった4）．1992年Moniら5）は精巣

総鞘膜腔内に精子を貯留する方法を考案し，運動精子を得ることが可能であったと報告した．今回われわ

れも，Moniらと同様な方法を試みたので報告する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方　　法

　対象は，精巣上体を直接穿刺吸引し，運動精子の存在が確認された先天性精管欠損症の患者2名であ

る．腰椎麻酔あるいは局所麻酔下に陰嚢皮膚を切開した後，総鞘膜を開き，精巣および精巣上体を創外に

脱臼する．顕微鏡下に，精巣上体の頭部の鞘膜を約3㎜切開し，epididymal　ductを露出する．　epididymal

ductの壁を一部切開し，　epididymal　ductの壁と精巣上体の鞘膜を8－0ナイロン糸で4点縫合した．精巣

生検は，術後の癒着防止のため施行せず，総鞘膜，陰嚢皮膚を4－O　cat　gutで縫合し閉創する．術後1カ

月毎に陰嚢の状態を触診，エコーで確認し，総鞘膜腔内の内容液を吸引し，良好な精子浮遊液が得られれ

ば，精液検査後AIH等に供する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　果

　2例のうち，1例は術後1カ月より内容液が増量した．吸引した内容液量は1回の穿刺で0．3ccから0．5cc

であった．精子濃度は20×106加1，運動率は40％であったが妊娠にはいたらなかった．残りの1例は，内

容液の貯留がなく，穿刺できなかった．術中，術後および穿刺による合併症は特になかった．現在，経過

観察中である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　察

　Moniらは4例の先天性精管欠損症に対して，精巣総鞘膜腔内に精子を貯留させ，4例中全例から運動

精子を得ることができたとし，そのうち1例がAIHで妊娠したと報告している．われわれの経験例は少な

く，その結果も芳しくないが，この術式の手技は，簡単であり，成功すれば何回でも運動精子が得られる

利点がある．しかし，総鞘膜腔内に精子が貯留することによる免疫学的な影響を検討する必要があると考

えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　献
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　vasal　agenesis．　J．　Urol．，148：843，1992．
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ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

4．精子および胚の性分別法とその応用

京都大学農学部

内　海恭　三

　哺乳動物ではX染色体を持った精子と受精した卵子は雌個体に，Y一染色体を持った精子と受精した卵子

は雄個体になるように，雌雄の決定因子は精子にある．十分な受精能力のある精子を雌雄に分離できない

現状では，受精卵のXXかXY構成かを識別する方法が開発されている．雄性化の因子として雄性特異抗原

が提唱されて以来，様々な議論を呼んでいるが，極最近，精巣決定に関係すると言われているSry遺伝子

の導入胚からXX染色体構成の雄マウス個体を得た事から，それらの関連遺伝子の解析も大きく前進しよ

うとしている．本講演では精子と初期胚の性分別の研究の現況と問題点を紹介する．精子頭部のDNA含量

の数％の差をフローサイト・セルソーターで分離する方法が開発された．皮肉にも，従来の遠心分離や沈

降法で分画された精子をこの方法で検定すると全てXY分離されていないことが実証された．またこの方

法では回収効率と生存性に問題があって，実用的な技術には至っていないが，分離精子の人工授精によっ

て高い的中率でウサギ産子が，または体外授精によってウシ産子が実験的に得られている．胚の性分離に

ついては古くから生検に対する性染色体の組織学的検査によってきたが，標本の作成や判定の効率に問題

が残り，普遍的な技術になっていない．雄性特異抗体を利用して，抗原陽性胚を雄として選別する方法の

うち，間接蛍光抗体法を利用する抗原検出法ではUV照射の致死性や蛍光識別の曖昧さに問題が残る．演

者らによって開発された胞胚腔形成抑制による分別法を紹介する．ラットの新生児精巣の同種免疫によっ

て得られた抗体はラットのみならずマウス，家兎，山羊，羊，牛の桑実期の雄胚に対してのみ特異的に腔

形成を抑制することが知られた．抗体から開放された胚は腔形成を再開し，宿主雌に移植後には雄産子に

発育した．抗体中でも腔形成した胚から雌産子を得た．この雄性特異的抗原は精巣の精細管細胞に存在

し，8～16一細胞期以後の胚に出現することから，接合体での父系遺伝子作用との関連が示唆された．抗

体の作出が容易でないこと，後期桑実胚にしか適用できないことが問題とされる．近年，PCR法の開発と

雄性特異的DNAの塩基配列の解析の進歩から雄性の精子や胚細胞生検のDNA診断が可能になった．　Y一染

色体上にある精巣形成因子のヒトSRYやマウスSryの塩基配列およびウシY一染色体長腕部の特異的反復配

列をプライマーとして，細胞生検物の雄性DNAをPCRによって増幅して雄細胞を検出する．各々のプライ

マーを使って，各動物種の細胞を比較した．しかしこれには，胚生検の技術，被生検胚の凍結保存，より

特異性の高いプライマーの開発などの問題点もある．今後の新しい展開として性分別から性誘導への道が

ある．雄性または雌性の胚性幹細胞を供与核とする核移植胚はその供与細胞の性産子になる．雄性化遺伝

子を胚に導入することによって雄個体を誘導することも可能になると考えられる，ウシのSRY遺伝子のク

ローニングについても紹介する．
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ワークショップ「生殖におけるニューテクノロジー」

5．卵胞卵子の新しい体外成熟

神戸大学農学部応用動物学科

　　　　　　宮　野　　　　隆

　原始卵胞内の小さな卵子は，卵胞の発達に伴ってその直径を増大させる．この間，卵子は減数分裂を停

止しているが，発育を完了し完全な大きさに達すると，性腺刺激ホルモンの刺激を受けて減数分裂を再開

し，第H減数分裂中期に達して排卵される．この一連の過程を体外で再現することができれば，卵子の発

育一成熟に関わる機構を解明するための有力な手段が提供される．今回のワークショップでは，当研究室

で行われているブタ卵胞卵子の体外発育培養系および体外成熟培養系を紹介する．

発査途上卵壬盤　Eppig（1977）はマウス卵巣から採取した発育途上にある卵子を周囲の穎粒膜細

胞との結合を維持した条件下で培養すれば，卵子は最終段階にまで発育することを報告している．当研究

室では，直径70～90μmの発育途上のブタ卵子の体外発育を試みている．卵巣より採取した発育途上の卵

子を含む卵胞をコラーゲンゲルに包埋し，血清および卵胞刺激ホルモンを含む培養液中で16日間培養した

結果，一部の卵子は直径115　Pt　m以上へと発育した．この間，穎粒膜細胞一卵子間の結合は維持されてい

た．体外発育させた卵子に自発的な成熟を誘起したところ，直径110μm以上へと発育した卵子の409。は第

H減数分裂中期へと成熟した．また，体外発育一体外成熟させた卵子に媒精したところ，一部の卵子で精

子侵入が認められた．

卵ヨ盤　PincusとEnzmann（1935）が，発育を完了した卵子を胞状卵胞より取り出して培養する

と，卵子は減数分裂を再開し成熟することを発見して以来，様々な卵子の成熟培養法が考案されてきた．

当研究室では，ブタ卵巣より直径4～6mmの卵胞を切り出し，実体顕微鏡下で健康な卵胞のみを選別

し，卵丘細胞および壁穎粒膜細胞の付着した状態で採取した卵子を卵胞膜細胞および性腺刺激ホルモンを

含む培養液中で成熟培養している．卵丘細胞および壁穎粒膜細胞の付着した状態の卵子はホルモンの刺激

なしには卵核胞の崩壊は起こさず，ホルモン刺激にのみ反応して減数分裂を再開する点で体内の卵子と類

似している．また，第1減数分裂および第H減数分裂への移行が同調して起こる．

　これら卵子の体外発育培養系および体外成熟培養系はいずれも未だ完全なものではない．体外発育させ

た卵子では，精子侵入後雄性前核の形成は起こらず，また体外成熟させた卵子では雄性前核は高率に形成

されるものの，多精子侵入が起こる．卵子の体外発育系および体外成熟系の確立には，体内における卵子

とその周囲を取り囲む穎粒膜細胞あるいは卵胞膜細胞との相互作用を明らかにし，培養系をいかに体内に

近付けるかが重要と思われる．

　この研究は当研究室の平尾雄二君，加野浩一郎君および農林水産省永井卓研究員の協力によって行われ

た．また，卵子の成熟培養系はAFRC　Inst．　RM，Moor博士の指導によった．
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1 当科不妊外来における妊娠症例でのLH－RHテストの検討

岡山大学医学部附属病院産婦人科
○青江尚志、新谷恵司、長谷川淳、木村吉宏、錦織恭子、片山隆章、

　野間　純、工藤尚文

［目的］LH－RHテストの施行後に妊娠した症例を検討し、　LH－RHテストの正常値およびその有効期間を求

めた。　［方法コLH－RHテストとして月経期にLHRH100μgの静注前、静注後30分に採血し、　LH、　FSH

をEIA法で測定した。不妊外来で平成2年7月より平成4年12月の間にLH－RHテストを施行し、妊娠
が成立した症例を検討した。　［結果］無治療で妊娠した月経周期にLH－RHテストを行った症例は6例あ

り、そのmean±2SD（mlU／mDであるLH前値2．38～6．06、　LH30分値10．74～21．70、　F　S　H前値2．34～

12．26、FSH・30分値4．32～16．68を正常値とした。その正常値をもとにLH－RHテストの有効期限を検討

した。LH－RHテスト施行後3周期以内に無治療で妊娠した症例は7例あり、全例LH前値で正常値を示
し、2例がLH30分値で異常値を示したのに対して、　LH－RHテストの6周期以内に無治療で妊娠した6

症例中、4例はLH前値に、3例はLH30分値に異常値を示し、有意に高率であった。次にLH－RHテス
トと治療との関係を検討した。LH－RHテスト施行後3周期以内に妊娠した症例では、　LH前値が異常値

を示した13例すべてに何らかの治療を施していたが、LH－RHテストの6周期以内に妊娠した症例では、

異常値を示した8例中、治療を必要としたのは4例にすぎなかった。同様にLH－RHテスト施行後3周期
以内に妊娠し、LH30分値が異常値を示した18例中、治療を必要とした症例は16例であるが、　LH－RHテ

ストの6周期以内に妊娠した症例では、異常値を示した9例中、治療を必要とした症例は6例であった。
また、FSHにっいても検討したが、前値、30分値ともに症例群間において一定の傾向を認めなかった。

［結論］LH－RHテストのLHは施行後3周期以内は不妊治療の指標になり得るが、6周期を経過すると

不妊治療には反映されにくく、また、FSHは期間を問わず、不妊治療には反映されにくいことが示唆
された。

2 黄体機能と成長ホルモンとの関係について

済生会下関総合病院　産婦人科
　　○高崎彰久，野口博史，蔵本武志，森岡　均

【目的】我々は成長ホルモン（GH）が卵胞の発育に影響を及ぼしていることを報告してきたが，最近GH

投与により黄体のprogesterone（P）分泌量が増加するとの報告があることより，今回は黄体中期のGH

の分泌量と黄体機能との関係について検討した。
【方法】当科不妊外来受診患者のうち，排卵を有する症例の黄体中期（排卵後7～9日目）にGHの一日分泌

量を反映すると言われている夜間尿中GH値（nuGH）を測定した。　nuGHの値によb低nuGH群（nuGH〈10pg／

mg　creatinine）9例と正nuGH群（nuGH≧10pg／皿g　creatinine）9例に分類し，それぞれの群の黄体中期の

P，estradiol（E2），基礎体温の高温持続日数および子宮内膜日付診の結果を比較検討した。

【成績】両群間で年齢，身長k・よび体重に有意の差は認められなかった。また，血中E，値，teよび血中

GH基礎値に差は認められなかった。
しかしながら，低nuGH群では，血中P値は9．3±4．6　ng／nlと正nuGH群の15．2±4．4ng／m1に比べ，有意に低値

を示した（p〈O．05）。また，高温期持続日数も低nuGH群では12．0±1．1日と正nuGH群の14．1±1、1日に比べ有

意に短かく（p〈0．05），子宮内膜日付診も低nuGH群では9例中7例に3日以上の発育遅延を認めた。
また，全症例（18例）でnuGH値と血中P値との相関関係を検討すると，y＝0．6x＋6．4（r＝0．57，　p〈0．05）

と相関関係が認められた。

【結論】黄体中期においてnuGHは血中P値と相関関係を認め，低nuGH群で血中P値が有意に低値を示し
たことよbGHは黄体機能，特にP分泌に対し何らかの影響を及ぼしている可能性が示唆された。
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3 性ステロイドの視床下部オキシトシンmRNA
におよぼす影響

帝京大学産婦人科

O深澤みゆき、味香勝也、森宏之、小林拓郎、沖永荘一

〈目的〉雌ラットの卵巣を摘除後ステロイドを投与し、視床下部オキシトシン（OT）ニューロンのmRNAに与える影響をIn

Situ　Hybridization法を用いて、ニュ』ン上の銀粒子の数を半定量的に測定し検討した。〈方法〉成熟雌ラットの卵巣をっ

し、1週間後にエストロゲン（E2）30pg、プロゲステロン（P）400pgを順次投与あるいは単独投与し、投与24時間後灌流

固定を行なった。対照群（C）には卵巣摘除1週間後の動物を用いた。固定後直ちに視床下部組織片を切出して、4％パラフォ

ルムアルデヒドで後固定した。次に、Cry。statで16pmの切片を作成しHybridizationを行なった。用いたProbeはオキシトシ

ンのプレプロホルモンをコードするラットのcDNAの塩基配列に基ずいた30merのオリゴヌクレオチドである。　Probeと切片

を反応後オートラジオグラム上のニューロン1個あたりの銀粒子の数をカウントした。各群の平均値の有意差検定には

Student’s　t・・testをもちいた。＜成績＞E2、　Pの順次投与群の視索上核（SON）では240，1±73．9（mean＋SD）、　C群121．7±44．8室

傍核（PVN）ではE≧＋P群260．1±66．4、　C群137．4±60．4とSON、　PVNのE2＋P群は共にC群に比較して有意に高値を示した。　thあ

るいはP単独投与群のSONではE2群178．4±55．2、　P群184．2±46．5、　C群202．3±59．5でE2、　P群はC群に比較して銀粒子の数

は有意に低値を示した。PVNではE2群188．8±50．8、　P群203．7±56．2、　C群155．1±64．2でth、　P群はC群に比較して有意に高

値を示した。〈結論〉ラットの卵巣を摘除すると、OTmRNAの活性低下が起こることが知られているが、これにE2とPを順

次投与すると活性の充進が起こること分かった。E2あるいはPの単独刺激によって、σrmRNAはsoNでは抑制され、　PvNで

は促進される。今後はσrとステロイドのレセプターとの関連についても、検討が必要である。

4 ヒト胎盤LH／hCGレセプターの精製および生化学的性質の検討

日本医科大学　産婦人科

○田口正男，関谷隆夫，石原楷輔，菊池三郎

（目的）LH／hCGレセプターの精製に関する報告は多数見られるが、分子量，構造，生化学的性質など完

全に一致しているわけではなく、不明な点も多い。またゴナドトロピンの主標的器官が卵巣であるため

、ほとんどの研究にラット卵巣が利用されてきた。1990年、Reshefなどによりヒト胎盤にLH／hCGレセプ

ターの存在がはじめて免疫組織学的に証明されたが、トロホブラストからのLH／hCGレセプター精製の報

告例はみられない。そこでヒト胎盤LH／hCGレセプターをAffinity　chromatographyにより精製し、生化

学的性質を検討した。（方法）ヒト胎盤を一20℃に冷却したcold　acetone中でhomogenationしてアセト

ンパウダーを作製し、これを2％EmalgenlOgPにて可溶化した。次に0．1％Emalgen109Pを含むTris　bu－

fferで一晩透析後、　hCG－Sepharoseと4℃，16時間incubationした。これをカラムに充填後、3種類の
bufferで洗浄し、その後acetate　buffer（pH　4．0）にてレセプターを溶出して、中和後実験に利用した。

（結果）①170gの胎盤から約40gのアセトンパウダーが作製され、これより約0．6mgのLH／hCGレセプタ

ー が精製された。ただし可溶化抽出液を多量のhCGとincubationし、競合後Affinity　chromatography
を行うと、レセプターは精製されなかった。②精製レセプターをSDS－PAGEにて分析すると、非還元状態
で135－KDa，56－KDaが、還元状態で90－KDa，70　一一　KDa，　56－KDaが主バンドとして認められた。③精製レセプタ

ー をHPLCにて分析すると、約140－KDaの単一ピークを認め、このピーク部分のみを分取しSDS－PAGEを行
うと、非還元状態で135－KDa，70－KDa，56－KDaが、還元状態で70KDa，56－KDaが主バンドとして認められた

。　（結論）①ヒト胎盤LH／hCGレセプターの精製に成功し、これにより今後臨床的応用が大いに期待され

る。②LH／hCGレセプターの分子量は135－KDaであり、70－KDa，56－KDaの構成成分よりなり、しかも還元

状態で約140－KDaの単一ピークが消失することより、disulfide　bondを持つhomodimerと推定された。
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5 高LH血症性排卵障害の内分泌学的背景と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，為近慎司，野島美知夫，

　国保健太郎，吉田浩介，森　宏之＊

　高LH血症性排卵障害（内分泌学的PCO）は，排卵障害の原因として少なからぬ頻度を占める重要な疾
患である。そこで多数例について，それらの内分泌学的背景を検討し，有効とされるbromocriptine（B）

の効果についても考察を加えた。

〔方法〕最近3年間に当科を受診した内分泌学的PCO（血中LH＞FSH）70例について，①潜在性高PRL
血症（OHP）の合併，②血中PRL値とDHA－S値との相関，③血中LH値とandrostenedione（ASD）値
との相関，④B有効例における血中各種ホルモン動態について検討した。TRH500μg負荷30分後の血
中PRL値（PRL、。）≧50ng／mlをOHPとし，排卵の有無はTVプローべにより確認した。
〔成績〕①PCO70例中，　OHPは37例（52．9％）に合併していた。②血中PRL、。値とDHA－S値とは有意
の相関を示した。（r＝0．673，p＜0．Ol）。また，　DHA－S≧2000ng／mlの副腎型は36例で，このうち

OHPは22例（61．1％）にみられたが，非副腎型34例中OHPは15例（44．1％）にしか合併していなかった。
③血中LH値とASD値とは，やはり有意の相関を示した（r　＝　O．485，　p＜0．Ol）。④Bは，　OHP合併例37

例中31例（83，8％）に有効で，このうち5例にB療法のみで妊娠が成立した。OHPを合併していなかった
33例中でも12例（36．4％）にB投与は有効であった。B投与により血中PRL：7．4±2．5→1．1±0．5ng
／ml，　LH：13．6±7．4→8．5±4．6mIU／m1，　ASD：2．4±1．1→1．6±0．7ng／m1といずれも有意に

低下した（p＜0．01）。DHA－Sに関しては，副腎型でOHPを合併していた22例において2874±746
→2140±576ng／mlとやはり有意の低下がみられたが，他の14例では有意の変化はみられなかった。
〔結論〕内分泌学的PCOは約半数にOHPを合併しており，一部の副腎型PCOの病因はOHPによる。ま
た，ASDの高値はLHの上昇によって引き起こされているものと考えられた。

6 演題　　「卵巣過剰刺激症候群の初期管理に於ける

　　　　低用量ドーパミン療法の有用性にっいて」

所属・氏名　　公立陶生病院　産婦人科

　　　　　○石田昭太郎、松原寛和、中原靖典

【緒言】卵巣過剰刺激症候群（OHSS）は排卵誘発時、しばしば発生する。
今回我々は、安静。水分負荷により軽快したが、再び増悪傾向を示した症例に対し低用量ドーパミンを
使用し、臨床所見の改善した例を経験したので報告する。

【症例】29才　結婚歴8年　原発不妊患者、男性因子による不妊のためGnRHa－hMG－hCGの過排卵刺
激を行ない周期10日目にAIHを打った。周期15日目（高温相4日目）より右卵巣74×53㎜、左卵巣55×
60と腫大し腹水を認めた。周期17日目卵巣は右88×65。左98×111、腹水増加、Ht値42．6％、白血球14500、

尿量700m〃日となったので入院し安静、輸血SOOme／日とした。入院後より尿量増加、　Ht35．3％、白血球
9000と改善したが周期の21日目（高温相11日）Ht値44．8、白血球15800、尿中Na、　k、　cl域少したので高温

相12日目よりドーパミン3μg／kg／分の持続点滴を開始した。　Ht値は1度も上昇することなく除々に低
下し、投与3日目、Ht値39％白血球数12100となったので中止した。1日后、　Ht値43％、白血球14400、腹

満感等自他覚所見の悪化を認めたのでドーパミン療法を再開した。2日后Ht値は38％、白血球11000自
覚的症状も軽減した。更に5日間投与を継続し高温相21日目Ht値37．7％、白血球10300で中止した。高温
相14日目尿中hCG陽性を確認した。

【結論】OHSSの病態は、初期に於いては腹水中への水分、Na、cl蛋白等の漏出による血液濃縮、
電解質インバランス、腎機能低下であり、急激に悪化することがあるのでその管理は特に初期において
重要である。低量用ドーパミンは腎血流量を増すことにより尿量を増加させる。同時にHt値低下、白血
球減少、腹水減少等に見られるように1時的な血管内脱水を来たすことなく腹水の血管内への移行をも
たらすものと推定される。OHSSの初期管理上、ドーパミン低用量療法は合目的で有用な治療法であ
ると思われる。
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7 特発性男性不妊症に対するhCG－hMG療法の臨床的検討

岡山大学医学部泌尿器科学教室

O志田原浩二、市川孝治、小澤秀夫、大枝忠史、大森弘之

【対象・方法】昭和62年11月から平成4年10月までに不妊を主訴に当科を受診した男性不妊症32例にhCG

（商品名HCG注射用持田）50001U，hMG（商品名ヒュメゴン）1501Uを、週1回筋注で6か月間継続投与した。そし

て投与前および投与開始3．6か月後に5日間の禁欲期間で精液検査を行ない、精子濃度・運動率に対する

効果、妊娠の有無およびこれらを併せた総合的評価を行なった。効果判定にはMethy1－B、2用量比較試験

の際使用した治療効果判定基準を用いた。

【結果】臨床効果は、精子濃度では、3か月後で改善0例、不変31例、悪化4例、6か月後で改善2例、不

変25例、悪化5例であった。精子運動率では、3か月後で著明改善2例、改善3例、不変23例、悪化4例、6

か月後で著明改善3例、改善2例、不変19例、悪化8例であった。総合評価は3か月後で改善2例、やや改

善1例、不変、悪化7例、6か月後で改善2例、やや改善2例、不変23例、悪化5例であった。著明改善、改

善をあわせた有効率は3か月後の精子濃度で0％、精子運動率で15．6％、総合評価で6．3％であり、6か月

後では、精子濃度で日．3％、精子運動率で15，6％、総合評価で6，3％であった。妊娠は2例に認め、妊娠

率は6．　3％であった。無精子症には治療効果を認めなかった。また、治療前精子濃度IDX　loe／皿1未満の

高度乏精子症では治療効果は低かった。治療前LH，FSH高値例では、治療効果が低い傾向にあった。

　副作用は1例に女性化乳房を認めたが、軽度であった。

8 ラットtype∬アクチビンレセプターcDNAのクローニング

群馬大学　産科婦人科学教室
○篠崎博光、峰岸敬、伊藤郁朗、中村和人、中村学、　五十嵐茂雄、

　田野眞理、長谷川喜久、伊吹令人

［目的］ラットtype　llアクチビンレセプターの構造を明らかにし、卵巣内でのtype皿アクチビンレセプ

ターの発現の推移を明らかにすること。

［方法］1．ラットtype　Eアクチビンレセプターのクローニング；マウスtype　Hアクチビンレセプター

DNAプローブによりラット卵巣cDNAライブラリーをスクリーニングし、数個の陽性クローンを得た。塩基

配列はジデオキシ法により行いアミノ酸構造を推定した。

2．Northern　blot　analysis；25日令Wister系ラットにPMSG／hCG処理し、24時間ごとに卵巣を摘出し、

total　RNAを抽出し、Northern　blottingを施行した。　mRNAの検出はラットtype皿アクチビンレセプター

cRNAプローブにより行った。

［結果］cDNAより推定されるレセプター蛋白は、513アミノ酸であり、細胞外に135個、膜貫通領域に26

個、細胞内に352個のアミノ酸からなる膜一回貫通型のレセプターであると考えられた。細胞外ドメイン

にはニカ所の糖鎖結合可能部位があり、また細胞内ドメインにはセリン／スレオニンキナーゼ構造を認
めた。　Northern　blot　analysisでは、3．　O　kb、6．　O　kbのバンドを示し、　PMSGでは明らかな変化を認め

なかったが、hCG投与後有意な増加を示した。
［結論］Lラットtype　HアクチビンL・セプターのcDNAクローニングを行ないその構i造を決定した。

2．卵巣内のラットtype　HアクチビンレセプターmRNAは、幼若ラットへのPMSG＋hCG投与により増加し、黄

体化した卵巣でその発現が増加することが示された。
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9 マウス胎児外陰色素細胞の分化増殖に及ぼす
テストステロン・basic　FGFの効果

金沢大学医学部産科婦人科学教室
○生水真紀夫、村上　弘・、三輪　正彦、荒木　克己、
　寺田　督、赤祖父一知

ヴ

　［目的］われわれは、これまでにマウス外陰の色素細胞の分化・増殖が、胎性期後半に睾丸から
分泌されるアンドロゲンに依存していることをin　vivOの実験により明らかにしてきた。今回、この
色素細胞に及ぼすアンドロゲンおよびbasic　FGFの効果を、　in　vitroの系を用いて検討した。

　［材料・方法］妊娠13．5日のC3HIHe系マウスの胎児より尿生殖洞ド部を含む会陰皮膚組織を摘出
し、各薬剤を含むHam’s　F－12中で培養した。90時間後に、　Dopa一メラニン染色を行ってwhole　mounI

標本を作成し、メラニン色素含有細胞を観察した。
　［結果］すべての標本で、肛門と尿生殖洞との間の真皮内に樹枝状突起を有するメラニン含有細
胞が集団で存在しているのが確認された。この部位以外では、メラニン含有細胞は見られなかった。
樹枝状突起を有するメラニン含有細胞数（標本当り）は、対照群およびTPA（16nM）添加群でそれぞ
れ51±9（n＝25）、49±13（n＝6）であった。これに対し、テストステロン　（2μM）添加群、basic　FGF（

10ng／ml）添加群、　TPA（16nM）とbasic　FGF（10ng／ml）同時添加群では、それぞれ71±9（n　＝7）・ll6±

32（n＝6）、140±29（n＝8）と有意の増加が認められた。また、これらの添加群で観察されたメラ
ニン含有細胞の樹枝状突起の発育は、対照群より良好であった。
　　［考察とまとめ］テストステロンとbasic　FGFは、ともに会陰真皮内の色素細胞の分化・増殖に促
進的作用を示すことがin　vitroで確認された。この色素細胞は、泳生殖洞〒ド部の真皮内に限局して存

在していた。これらの成績は、テストステロンの作用がウオルフ骨ド部に由来する間質細胞で、この
間質細胞から分泌されるbasic　FGFによって神経堤由来の細胞が色素細胞へ分化するとの仮説に矛盾
しないものであった。

10 ratの実験的structual　lute　olysisモデルの確立

札幌医大、Yaie　University　’

遠藤俊明、金谷美加、藤井美穂、山本　弘、田中昭一、工藤隆一、H．R．Behrma8

　Prostaglandin　F2αがratのfunctional　luteolysisのmediatorである事は広く知られているが、

structual　lute・1ysisのmechanismについては全く不明である。今回われわれは、簡単な実験的

structual　luteolysisのモデルを作成したので報告する。25日齢の幼若雌ラットにPMS－hCGで過排
卵させ、hCG投与4日目より血中prolactinを下げる目的でBromocryptine（Br）400μg／日の投与を開

始した。さらにhCG投与開始6日目よりovine　prolactin（PRL）1n9ノ日の投与を開始し10日目に卵巣
を摘出し、血中progestinの測定、また卵巣の湿重量、　D　NA量とタソパク含量を測定した。なお、　rat

はBr、　PRL無投与のcontrol　group（A）、　Br単独投与group（B）、　Br＋PRL投与group（C）、
PRL単独投与group（D）に分類した。各groupの平均卵巣重量は（A）176（B）167（C）93
（D）176　M9で（C）groupは有意に卵巣重量が滅少していた。　pr・gester・ne（Prog）、20α一

dihydroprogesterone（20αDHP）はそれぞれ（A）191、44（B）23、81、　（C）18、34（D）152、
32ng／mlであった。これはホルモソ的には（B）はfunctional　luteolysis、　（C）はstructual

Iuteolysisの特徴を示している。また平均総DNA量は（A）1．0（B）1．0（C）O．6（D）1．3ngと卵
巣重量減少割合と一致している。また平均総Protein量は（A）30（B）29（C）13（D）32　M9であっ
た。Protein／　DNA比をもとめると、　（A）27（B）29（C）21（D）28であり（C）groupのprotein
含量の減少が大きい事を示している。われわれの方法を用いるとBr投与でProgが減少し、20αDHP
が上昇するfunctional　luteolysiがおこり、　BrとPRL投与を組み合わせる事によって黄体重量が減少

し、Prog、20αDHPがともに低下するstructual　luteolysisの所見を示した。このようにわれわれ
が確立したstructual　luteolysisモデルは簡便であり、今後そのmechaism解明には非常に有用と考えられる。
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11 黄体機能不全症例の子宮内膜におけるSHBG　mRNAおよびCBG　mRNAの発現

岐阜大学医学部産婦人科

○操　良、伊藤直樹、森　秀弘、玉舎輝彦

［目的］黄体機能不全症例の子宮内膜におけるsex　hormone　binding　globulin（SHBG）とcorticosteroid

binding　globulin（CBG）の意義を解明するため、以下の検討を行った。　［方法］健常成熟期婦人（対照）

および黄体機能不全患者の子宮内膜よりpoly（A）＋RNAを分離し、　reverse　transcription・polymerase　chain

reaction（RT－PCR）法を用いてSHBG　mRNAおよびCBG　mRNAの検出を試みた。得られた増幅DNAは、　T

ベクターにクローニングし、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。SHBG
cDNA、　CBG－cDNAの倍数希釈系列でPCRを施行することにより、　SHBGおよびCBGのmRNA発現レベ
ルを相対的に評価した。さらに、内分泌環境との関連についても検討を行った。　［結果］（1）RT－PCR

法により、すべての検体においてプライマーより予想されるサイズの増幅DNAが検出され、その塩基
配列はヒトSHBG　cDNA、　CBG　cDNAのそれに一致した。（2）黄体機i能不全、対照ともに血清エストラジ

オール（E2）値とSHBG　mRNAレベル、血清プロゲステロン（P）値とSHBG　mRNAレベルは正の相関を示し

た。一方、血清P値とCB　G　mRNAレベルは負の相関を示した。（3）黄体機能不全のうち、血中低P値を示
すものでは正常に比しSHBG　mRNAレベルは低く、CBG　mRNAレベルは高い傾向にあった。一方、内
膜分泌像不全を示すものは、特別な傾向は認められなかった。　［結論］ヒト子宮内膜におけるSHBG、
CBGのin　situ合成が示唆された。黄体機能不全症例のうち血中低P値を示すものでは、子宮内膜が産生

するSHBGが減少し、　CBGが増加している可能性が推察された。

12 OHSSに続発し、男化徴候を呈した巨大卵巣嚢胞合併妊娠の一例

熊本大学医学部産科婦人科学教室　○河野哲郎　大場　隆　田代浩徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　片渕秀隆松浦講平岡村均

［緒言］ゴナドトロピン療法により生じたOHSSに続発し、男化徴候を呈した巨大卵巣嚢胞合併妊娠症例

を経験したので報告する。　［症例コ症例は、27才の続発不妊患者である。1987年結婚後まもなく卵管妊

娠により右卵管切除術を受けた既往がある。1990年挙児希望を主訴に当科を受診し、翌年、腹腔鏡検査
で付属器周囲の癒着を認め、一部剥離を行なった。検査後、c　1　orn　id－hMG－hCG－AIH療法により妊娠が成立

したが、妊娠初期よりOHSSのため当科入院管理とした。安静および電解質輸液にて症状は改善したが、

多嚢胞性に腫大した左卵巣の一部は縮小せず、上腹部に26x18x6cmの緊満性のない腫瘤が存続し、この
時点では貯留嚢胞として外来管理とした。妊娠16週頃より座瘡や声の低音化に気付き始め、その後の妊

娠経過は順調であったが、妊娠36週頃より陰核肥大を認めた。血中テストステロン値は妊娠19週で609
ng／dlと高値を呈し、その後も妊娠経過に伴い上昇し、妊娠36週には1830　ng／d1となった。妊娠39週5

日に自然陣痛発来し、25509の男児を出産したが、児には異常は認めなかった。産褥1日目の血中テス
トステロン値は2530ng／d1と依然として高値を呈していたため、テストステロン産生性腫瘤の診断で産

褥5日目に開腹術を行い・360度捻転した92409の左卵巣を摘出した。摘出卵巣嚢胞壁は肥厚し、間質
の著明な浮腫と一部に卵胞が認められ、いわゆる卵巣massive　edemaの所見を呈していた。さらに間質

の一部に好酸性の細胞質の豊富な大型細胞が認められ、ステロイド産生が示唆された。術後4日目の血
中テストステロン値は28ng／dlと正常化し、術後13日目に退院となった。退院時、痙瘡および陰核肥大
は軽度改善が認められたが、声の低音化は改善しなかった。　［結論］本症例はOHSSに続発し、腫大した
卵巣が茎捻転による血流障害のために浮腫状となり、その間賓細胞がテストステロン分泌を行なうよう

になったものと考えられ、卵巣massive　edemaの病因を考える上で貴重な症例と考えられた。
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13 多嚢胞性卵巣症候群における経腔超音波所見と病理所見及び内分泌値

との関連性について

、

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

○高橋健太郎，内田昭弘，山崎裕行，吉野和男，北尾　学

ゴ

［目的］多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）において経腔超音波断層法（TVS）で診断された卵巣内cystを組i織

学的に検討し，その卵巣形態と内分泌値との関連性を検討することを目的とした．

［対象及び方法］TVSで両側卵巣にそれぞれ10個以上のmicrocystが認められ，クロミフェンにて排

卵誘発に失敗した32名のPCOS患者を対象とし，　TVSで認められたmicrocystを模状切除術にて得られ

た卵巣の病理組織と比較検討した．さらに20名のmicrocystが認められない正常月経周期婦人と臨床

所見及び内分泌値を比較検討した．

［結果］TVSで観察されたmycr。cystと病理所見とは良く一致しており，全例において多数の閉鎖卵

胞が認められ，萸膜細胞の増殖と黄体化及び白膜の肥厚の所見はそれぞれ91％と63％に認められ，

TVSによるPCOは病理組織学的にもPCOであることが証明できた．臨床所見ではPCOSの41％に多毛が

認められたが，肥満度においてはcontrol群と有意差は認められなかった．また，　PCOS群はLH，　LH／

FSH比，　T，　ASD及び，　DHEA－Sが有意にcontrol群よりも高値であり，ASDのみがLH／FSH比と有意な正

の相関関係（r・O．48，pく0．Ol）を持った．さらに，　PCOSのmicrocystの数とASDとは有意な正の相関

｛r・0．69，p＜0．001）が認められたが，他の内分泌値とは関連性は見い出せなかった．

［結論］TVSで認められたPCOは病理学的にも内分泌学的にもPCOSであることが確認できた．また，

卵巣内のmicrocystの増加は卵巣性androgenの上昇をもたらし，　gonadotropin分泌にも強く影響を及

ぼしていることが示唆された．

14 早発閉経・Turner症候群婦人におけるホルモン補充療法の

脂質代謝への影響の検討

新潟大学医学部産科婦人科学教室

○倉林　工、安田雅弘、山本泰明、藤巻　尚、大谷哲朗、加藤龍太

　織田和哉、吉沢浩志、田中憲一

【目的】原因不明の早発閉経・Turner症候群婦人に対する長期的なホルモン補充療法（HRT）が、脂質

代謝に及ぼす影響について検討した。

【対象・方法】当科「いきいき外来」で6ヶ月以上HRT管理中の20～40才の早発閉経婦人15例（初診
時未治療群3例、治療群12例）、Turner症候群婦人9例（初診時未治療群4例、治療群5例〉を対象と
した。HRTはKaufmann療法（結合型estrogen　1．25mg　or　Mestrano10．08mg　24日間、MPA　5～10mg　10
日間内服）とした。血清中総ユレステロール（TC）、トリグリセライド（TG）、LDL－コレステロール（LDL－C）、HDL一コレステロール（HDL－C）

動脈硬化指数（AI・LDL－C／HDL－C）を6ヶ月毎に最長24ヶ月まで測定した。また、同年齢で月経順調な婦人

41例を対照群とした。

【結果】初回受診時の早発閉経・Turner症候群・対照群婦人のTCは順に202．O，227．3，175．5mg／d1、
TGは92．4，　121．5，　78．7　mg／d1、LDL－Cは122．5，　140．5，　108．O　mg／d1、　HDL－C‘ま61．2，　67．2，　51．7　mg／dl

AIは2．50，2．32，2．41であり、早発閉経・Turner症候群婦人では対照群婦人に比べTC・LDL－C・HDL－Cの
高値を示した。早発閉経（POF）・T皿rner症候群（TS）婦人について経時的な変化をみると、TC・TGは一定

の傾向を示さないが、LDL－CはPOF；初回122．5→1年後113．4→2年後94．1、TS；140．5→109．9→127．9

mg／d1、　HDL－CCItPOF；6L2→72．8→78．9、TS；67．2→86．8→106．　O　mg／dl、AIeまPOF；2．50→1．57→　1．27

TS；2．32→1．36→1．25と変化し、長期的なHRTによりHDL－Cの上昇、LDL－C・AIの低下を示した。

【結論】①早発閉経・Turner症候群婦人は高脂血症のハイリスク群と考えられる。②HRTは早発閉経
・Turner症候群婦人の脂質代謝の改善に有用と考えられる。
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15 不死化穎粒膜細胞（PGV）の細胞増殖に及ぼす諸因子の検討（1）

　一血清濃度の影響について一

慶鷹義塾大学医学部産婦人科

○林　明徳、田辺清男、菊地正晃、荘　隆一郎、中川博之、斉城綾子、

　小林俊文、野澤志朗

’

【目的】受精可能な卵を排出するためには、十分な卵胞の発育が必要であることは論を待たない。卵胞

の発育が起こるためには穎粒膜細胞の増殖が不可欠であるが、穎粒膜細胞の増殖についてはまだほとん

ど解明されていないのが現状である。ところで、穎粒膜細胞は培養すると黄体化してしまい、厳密にい

えばin　vitroでは穎粒膜細胞の研究は不可能である。そこで我々はブタ穎粒膜細胞にSV40のT抗原を
導入することにより不死化したcell　line（PGV）を確立した。今回我々はこのPGVの細胞増殖に及ぼす

血清の影響をまず検討したので報告する。【方法】PGVを1x106個／wellの割合で培養し、これにウシ
胎児血清（FBS）を種々の濃度（1－20％）で添加した。培養液を2日毎に交換し、同時に0．25％のトリ

プシソにて細胞を剥離し、血球計算盤を用いて細胞数を計算した。ウマ血清（10％）を対照として使用し

た。【成績】血清を全く添加しないと4日目までは細胞数はやや増加するも6日目には減少した。これに

対して血清添加群では実験した範囲の6日まで程度の差はあれ細胞数は著明に増加した。FBSの濃度が
増加するのに伴い細胞の増殖も促進されたが、10％以上の濃度では増殖促進効果は減弱した（6日目に
おける紬胞数。　0％：0．3±0．0個／wel1，1％：6．6±0．4，5％：12．1±0．7，10％：14．3±O．7，15％：

16．8±1．2，20％：17．2±0．5，但しいずれもn＝4）。一方10％ウマ血清では47±O．2個／well（n；4）

と低値を示し、明らかにFBSの方が細胞増殖促進効果があることが認められた。　【考案】本研究より
不死化穎粒膜細胞（PGV）においても血清依存性があることが明らかとなった。今後はこれを基に他の
因子の影響を検討する予定である。

旨

16 ラット精巣の加齢におけるテストステロン産生のエストロジェンによる影響

東邦大学佐倉病院産科婦人科学教室章、東邦大学医学部生化学教室”

○堀　正行、柳堀　厚、宮城美香子、大高　究、松島　弘充、伊藤元博’、

天野久夫”

〔目的〕エストロジェン（D）により精巣テストステロン産生が抑制されることは通説となっている。し
かしLeydig細胞は加齢にともない組織学的にもSteroidogenic　capacityの面でも変化するはずである。そこ

でわれわれはWl・star系ラットの出生直後より外因性mを負荷しテストステロン産生への影響について検討し

た。　〔実験方法〕（1）Wistar系ラットの出生1日齢よりEz　50μg〆20μ1を24時間毎に5日間皮下注射し、6日、

14日、20日、45日、60日齢の精巣を実験に供した。（2）6日、45日齢のWistar：系ラットに各々50μg／20μ1E2

をsingle　injectionし6時間後に精巣を摘出した。（3）テストステロン、　D測定はRIA法によった。（4）E2受

容体測定はDC　C法によった。　Scatchardfi‘析によりE2受容体の解離定数Kd、最大結合部位数MBSを求め、　E2

受容体の判定はJo㎞son、　Nakamuraの方法に準じ、　Kd　5　x　l　O’z°molA以上はE2受容体ではないと考え、また

MBS　3　f　mo1加g以下は測定感度以下とした。　〔結果〕（1）出生1日齢より5日間Dを負荷した時、精巣重

量は各日齢で対照群より有意に減少したが、精巣テストステロン濃度には変化はみられなかった。（2）45日

齢精巣の組織所見では、対照群の精巣管腔内には精子形成が完了しているが、E2処置群では管腔形成がみ
られず精子形成も精子細胞あるいはpachytene精母細胞の段階で停止している。（3）thのsingle面e面onでは

45日齢ラットでテストステロン濃度は対照群より有意に減少したが、6日齢ラットでは有意差はみられな

かった。（4）b受容体は11日齢以降のラットに出現した。（5）E2負荷後の45日齢ラット精巣受容体はthによ

る結合部位のdepletionを示していた。（6）E2負荷後の血中th濃度は生理的濃度を遥かに越えていた。

〔考察〕EzによるLeydig細胞の反応が加齢によって相違を示すことが明らかになり、この相違は精巣E2受

容体の有無によるものと考えられる。但しm負荷後の血中thの高濃度は、内因性thに同じ効果が見られる

か否かの疑問を残す。



（519）151

，

、

17 性成熟前のマウス精巣に対するインターフェロンの影響

慈恵医大・泌尿器科

○西田　篤，　町田豊平，　大西哲郎

　池本　庸，　白井　尚，　金子　立

▼

マ

【目的】近年、肝炎が蔓延し、治療でインターフェロンを使用する機会が増加している。しかし、イン

ターフェロンの精巣に対する作用は、未だ明らかにされておらず、妊孕性ある成人男子での精巣に対す

る作用を検討することは重要な課題である。我々は性成熟前のマウスにインターフェロンを投与し、様

々な角度から精巣に与える影響にっいて検討した。

【方法】40日齢、初発情期前のbO　lb／c系マウスを、1）contro　12）5×1041U／mouse／sc　3）1×1051Um

uose／scの3群に分けて、性成熟が完成するまでの期間マウスIFN一α／βを連日投与し、精巣
に及ぼす影響を観察した。投与後、2週目と6週目に屠し本実験に供した。観察項目は　1）摘出精巣

重量の計測　2）組織学的検討（光顕、電顕）　3）内分泌学的検討（testosterone）　4）精液所見

（80V、20秒の通電により採取した精液を、　O．　lmlのRPMI　mediumで希釈し、37度の艀卵器に入れ30分

後に顕鏡）の4項目とした。

【結果、考察】精巣重量、tes　tosterone及び精液所見に有意差は認められなかったが、2週目のインタ

ー フェロン投与群でtestos　terone値がやや低いのと、6週目投与群で一部精子濃度の高い群があった。

組織像に関しては明らかな差は認められなかった。これらより、少なくても現在治療に使用されている

濃度でインターフェロンが性成熟前精巣に障害を起こす可能性は低く、障害を起こしたとしてもそれは

可逆的な障害であると推察された。

18 Rat　spermatogenesisのhormone調節機構の研究

一 LH－RH　analogue投与によるsper皿atogenesis障害の経時的検討一

札幌医科大学泌尿器科

○郊　金瑞　伊藤直樹　南部明民　新田俊一　熊本悦明

，

【目的】Rat　spermat。genesisのhormone調節に関する研究は古くはsurgically　hypophysect。mized　rat

を用いて行なわれた。しかしこの実験モデルはgonadotr。pin以外の下垂体hormoneも失われる問題点が
あった。そこで我々はLH－RH　analogue投与によりgonadotropinを選択的に抑制するmedically　hypO－
physectomized　ratを作成し、　FSHおよびtestosterone補充実験を行ないrat　spermatogenes　i　sのhormone

調節機構に関する研究を行なってきた。今回は田一RH　analogue投与後のspermatogenes　i　s障害の過程を

経時的に検討することでrat　spermatogenesis｝こおけるhormone作用機構の解明を試みた。
【材料と方法】60日齢SD　ratに田一RH　analogue　4．5㎎／㎏を12日間毎に皮下投与し、　medically　hypO－

physectomized　ratを作成した。初回投与後12、24、36、48日目に屠殺し、精巣を摘出した。摘出した
精巣は重量を測定した後、Bouin液にて固定、　H－E染色し、光顕にて各々40個の精細管の直経、壁の厚さ、

Sertoli　cell数、各精細胞数をcountした。
【結果及び考案】田一RH　analogue投与48日後でのSertoli細胞1個に対する各精細胞数（germ　cell

index：GCI）はcontrolに比して、　spermatogonia（SG）46．7X、　spermatocyte（SC）26．眺、　i㎜ature　sperma－

tid（IT）17．5X、　mature　spermatid（MT）5．8％と成熟精細胞ほど障害されていた。その障害過程を経時的に

検討すると、IT→皿Tの分化過程をcontr。1　ratに対する比から検討すると、0－12日目で73．6％、12－24日

目で18．7Xへ低下した。　SG→SC、　SC→IT過程は12－24日目で最も障害され、それぞれcontro　1の53．9％、

51．7％であった。24日目以降はそれ以上の低下は認められず、一定の割合でspermatogenesisが障害され
ていくものと考えられた。今後血中hormone、精巣中Sert。li細胞分泌蛋白との関連性についてさらに検

討を進める予定である。
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19 抗BrdUモノクローナル抗体を用いた造精機能の基礎的検討

引

山口大学医学部泌尿器科学教室

O白瀧　敬、瀧原博史、井本勝彦、鎌田清治、馬場良和、内藤克輔
’

　BrdU（bromodeoxyuridine）はthymidine誘導体でありDNA合成を行っている細胞核に取り込まれるた
め、抗体を用い染色された細胞数を測定することにより細胞動態の評価が可能となる。今回我々は造精
機能の評価に、抗BrdUモノクローナル抗体を用いた免疫組織化学染色法が有用であるか基礎的検討を行
った。10週令の雄性Sprague－Dawleyラットを用い、　BrdUは100皿g／kgを腹腔内投与した。固定液はボアン

氏液にて行い、型通りパラフィン切片を作製した。免疫組織化学染色は抗BrdUモノクローナル抗体を一

次抗体としてABC法を用い、　PAS染色を併用した。精細管のstageの分類はClermontの分類に従い、各
stageにおける染色された細胞を含む精細管数と全精細管数の比、染色された細胞数とセルトリ細胞数
との比を求めた。各stageごとの染色された細胞を含む精細管数と全精細管数のの比は、　stage　Vは

81．8X、stage田は100Xと著明に高値を示し、またstage　Iは70．2X、stage皿一皿は69．　OX、stage
Xは72．　4X、stage　X　Iは68．3X、stage　X皿は59．4X、stage　X皿は79．8Xと高値を示した。これら

は、stage　VはB型精祖細胞、　stage糧は前細糸期第一次精母細胞のDM合成時期を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1はA4型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、stage
精祖細胞、stage皿一皿は中間型精祖細胞、　stage　XはAI型精祖細胞、　stage　X　Iおよびstage　X皿は

A2型精祖細胞、　stage　X皿はA3型精祖細胞のDNA合成時期を表していると考えられる。これらのstage
の染色された細胞数とセルトリ細胞数の比は、stage　Iは0．24、　stage皿一皿はO．・42、　stage　Vは0．91

stage覆は2．23、　stage　Xは0」9、　stage　X　Iは0．18、　stage　X皿はO．　15、　stage　X皿は0．23であり、

これらはそれぞれの細胞のDNA合成能を表している。すなわち、各stageにおける染色された細胞を含
む精細管数と全精細管数の比、さらに染色された細胞数とセルトリ細胞数の比を求めることにより精祖
細胞から前細糸期第一次精母細胞までの造精機能を詳細かっ簡練に評価できることが示唆された。

▼

7

20 一卵性双生児の一人にみられた無精巣症の1例

市立長浜病院泌尿器科

福井医科大学泌尿器科

○守山典宏

　蟹本雄右、三輪吉司、鈴木裕志、磯松幸成、

　岡田謙一郎

　症例は5歳の一卵性双生児の弟、兄は健児。妊娠中、母体は軽度高血圧・浮腫を認めたが胎児の発
育は順調であった。生下時より両側陰嚢内容を認めず、　　　　　　　　　　精査目的にて福井医科

大学泌尿器科入院。内外性器は男性型で、触診・MRIでは両側の精巣は確認されなかった。腹腔鏡を

実施したところ、両側とも精管・精索血管系が内厳径輪から厳径管へ入って行く所見が得られた。手
術的に厳径管を開け観察したところ、両側とも精管・精索血管系が厳径管内で盲端となっており、精
巣は欠如していた。染色体検査は46XYであった。内分泌学的には血中FSH高値、　LH値正常、テス

トステロンについては低値を示した。hCG負荷テストにおいて、双生児の兄と異なりテストステロン
値は上昇しなかった。以上の所見より無精巣症と診断した。

　本症例はミューラー管の退縮とウォルフ管由来の臓器および男子尿道の形成が終了した後に両側の
精巣が退縮したと思われる症例で、その原因としては非遺伝的な要因が考えられた。一・卵性双生児の

一方に発症した無精巣症の報告は少なく、本症例では兄弟を対比させることで、適切な男性ホルモン
の治療時期や投与量を決定することが可能である。一卵性双生児の特殊性をふまえながら、無精巣症
の発症原因と今後の治療を中心に考察する。

，
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21 移動精巣の検討

帝京大学市原病院泌尿器科

○浜野公明，伊藤晴夫，小竹　忠，水上宏俊，三浦尚人，鈴木文夫

　近藤　明，斉藤範夫，須賀喜一

曽

▼

9

粥

o

〔目的〕移動精巣は挙睾筋反射により精巣が鼠径部または陰嚢上部に挙上する生理現象であり，精巣機

能障害はなく，手術の必要はないとされてきた。しかし最近，移動精巣にも組織学的異常を指摘する報

告がみられるようになってきた。そこで当科で精巣固定術を施行した移動精巣にっき検討した。

〔対象と方法〕1986年5月より1993年2月までに帝京大学市原病院泌尿器科で精巣固定術を施行した75
例を対象とした。そのうち移動精巣は40例，57精巣である。これらにっき精巣導帯の付着部位，精巣上
体の形態，鼠径ヘルニアの合併，精巣容積および精巣組織像について検討した。

〔結果〕精巣導帯の付着異常は，移動精巣（n－46）では46精巣（100％），鼠径部精巣（n＝35）で
は25精巣（71％）に認めた。精巣上体の形態異常は，移動精巣（n＝26）では14精巣（54％），鼠径部
精巣（n＝29）では21精巣（72％）に認めた。鼠径ヘルニアの合併は，移動精巣（n－37）では10精巣
（27％），鼠径部精巣（n＝45）では16精巣（36％）に認めた。片側移動精巣，対側正常位精巣例での

精巣容積は，それぞれ1．0皿1，1．3皿1であり，片側移動精巣，対側鼠径部停留精巣例での精巣容積は，

それぞれLl皿1，0．7m1であった。また精巣組織像では，片側移動精巣，対側正常位精巣例において移
動精巣は精細管内径の細小と精祖細胞の減少を認めた。

〔結論〕移動精巣は形態学的異常と同時に組織学的障害も認め，停留精巣の亜型と考えるべきであり，

精巣固定術の適応と思われる。

22 　妊娠初期絨毛における補体沈着および補体制御因子の発現、とくに流産

症例の検討

．．．

㍗

岡山大学産婦人科学教室、鳥取市立病院＊
錦織恭子、長谷川淳、木村吉宏、片山隆章、新谷恵司、野間純

工藤尚文、清水健治寧

【目的】流産症例の絨毛における補体成分（C3c，　C3d，MAC）の沈着と、膜性補体制御因子
（DAF，MCP，CD59）の発現を検討した。　【対象】流産8例；枯死卵（BO）4例、子宮内胎児死亡
（IUFD）4例。　【方法】新鮮凍結切片を用いた間接蛍光抗体染色法。一次抗体：抗DAFmonoclonal

義繍襯i．儒灘脇癬辮繍難麟成懸誌λ灘灘融
（Quidel社製）。二次抗体：FITC　bound抗m。use　polycl。nal　Goat抗体（Tag。社製）。【結果および

考察】今回検討した流産の全例の絨毛で、補体成分の沈着が確認された。このような、流産例で

霧諺轡野黎犠蝋購鍬禿強観よ驚盈賂傭脇謙舗難墜孟鯉
tr。phoblast（EVT）では全例において確認され，villous　cyto・tr。ph。blast（VCT）ではBO　4例中1例、

IUFD　4例中4例で確認された。また、　MCPはST，VCT，EVTで全例に確認された。　CD59は
ST，EVTでの発現が確認されたが、　VCTでの発現は確認されなかった。今回の検討では流産症例
でも、正常症例とほぼ同程度の膜性補体制御因子が発現していることが確認された。また、それ
にもかかわらず流産症例補体成分の絨毛への沈着が確認され、流産における補体系の活性化が示

唆された。

o
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23 カルボプレートを使用したβ2GP－1依存性抗リン脂質抗体の測定

引

岡山大学医学部産科婦人科

○野間純、錦織恭子、工藤尚文

【目的】SLEや習慣性流産に関連した自己抗体として、β2GP－1依存性の抗カルジオリピン抗
体の検討が行なわれてきた。近年、これらの抗体の認識するepitopeとして、陰性荷電をもったリ

ン脂質等の物質と結合することにより構造変化したβ2GP－1が注目されている。今回我々は、

是r月膀蹴唐P轡講藩壽総駐ト鋤鴇鯉奪概懸3讐難
友ベークライト社製）に添加し、Gelatin（Sigma社製U．S．A．）でBlockingした。希釈血清添加後

1畿dy描讃醜矯舗黙xi塁a畿識鴇盤洗緯織t醍隈躍
benzidine（TMBZ），　H202を使用し、反応を行なった。作成した測定系により、正常者血清（n

藤§L麟卑蜘1釜1，，盤幣離f灘f～21語1ま儒騨螂島；ll，蘇翻
cient　of　valueは5％以下であった。正常者血清に比べ高値を示した。　SLE患者血清は正常者血清

雛歪離篇矯礎橿鱒灘麹蓼差募藁鰭甜瀟蕪難喬齪勧轡難鵬兜
ジオリピン抗体（ヤマサ醤油株式会社）の測定結果とほぼ同様の結果を得た。今回の検討よりカ

ルボプレートによる抗リン脂質抗体測定法の臨床応用の可能性が示唆された。

陶

▼

▼

寿
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24 透明帯特異モノクローナル抗体5H4が認識するエピトープ配列

の免疫原性について

兵庫医大　産婦人科

0長谷川昭子、井上みゆき、小森慎二、香山浩二

　ブタ透明帯は4種（ZP1、ZP2、ZP3、ZP4）の糖蛋自質群から構成されているが、そのひと
つZP　4は、ヒトを含め広い範囲の動物種の透明帯と抗原性を共有する。またZP　4に対する抗体は、ヒトの

in　vitro受精系を阻害するのみならず、精製ZP　4を動物に免疫するとその動物は不妊になることが明らかに

なっている。即ち、ZP　4は避妊ワクチンターゲットとして、最も注目される抗原である。しかし、　ZP　4を

免疫された動物の多くは、不妊になると同時に卵巣機能障害も伴っているため、安全な避妊ワクチンの開発

のためには、ZP4の中からさらに、透明帯と精子の相互作用のみに関係するエピトープを見い出し、それ

をワクチン抗原として使用する必要がある。我々はすでに、ZP　4に特異的に反応し、しかも受精阻害活性

を有するモノクローナル抗体（5H4）の作成に成功しているので、本研究では、モノクローナル抗体（5

H4）が認識するエピトープ配列の決定を行い、その免疫原性について検討した。方法は、　ZP　4のアミノ酸

配列をEdman分解法とcDNAクローニング法により決定し、次に、エピトープマッピング法および

Flexibility解析により、エピトープとしての構造をとりやすい部分を予想した。この結果をもとに、3種の

ペプチドを固相法により合成した。ドットプロット法で、モノクローナル抗体（5H4）と合成ペプチドの

反応を調べた結果、ZP4の50番から59番の10アミノ酸残基からなるペプチド（Cys－Thr－Tyr－Val－Leu－
Asp－Pro－Glu－Asn－Leu）がエピトープとして決定できた。次に、このエピトープ含む合成ペプチドに、免疫原

性があるか否かを検討した。即ち、この配列を含む合成ペプチドにキャリア蛋白のKLHをカップリングし、

ウサギとマウスに完全フロインドアジュバントとともに免疫した所、native　ZP　4を免疫した場合と同様の強

い抗体産生が得られた。免疫動物の妊孕性について現在検討中である。

“
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25 マウス実験的自己免疫性精巣炎（EAO）の新モデルを用いての精巣細胞の自己
免疫原性の発達について

，

香川医科大学泌尿器科1｝・同免疫病理学2）

空本慎慈L2），竹中生昌D，平峯千春2｝，北条憲二2）

「

▼

▼

e
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〔目的〕最近本学免疫病理学教室で開発したマウスEAOの新モデル（同系精巣細胞TCI　×10v個の2回皮

下注射による）を用いて、TCの生後の発達に伴う自己免疫抗原性の変動を検討した。

〔方法〕1）実験動物：3，4，6，9－12週齢および6，9ヵ月齢C3H／He雄マウス。2）抗原：各週齢のマウス

から採取したTCおよび精巣上体精子。3）堕⊆L」変誘婁：各週齢のTCまたは精巣上体精子lxlO7個を2週間

隔で2回同系雄マウス（9－12週齢）に皮下注射し、初回感作より40日後に屠殺した。4）In　vitro　TC刺
激WLZLsa＊1glhg：TC　2回感作後7日の脾・リンパ節からリンパ球を採取し、　T　Cおよび少量のヒトrlL－2

とともに6日間前培養後、種々のdoseのTCと反応させ72h後に3H－TdRの取り込みを測定した。5）1エ上

表∠LZ産生能：TC3回感作後14日のリンパ球を各週齢のTCとともに48h培養し、上清中のサイトカィン
量をELISA　kitで測定した。6）免疫組織化学：PLP固定した各週齢の精巣に、感作マウスの血清を反応

させ、免疫ペルオキシダーゼ法により自己抗原保有細胞の組織学的局在性を検討した。
〔結果〕1）DTHおよび抗TC抗体産生誘導能は4週齢以降のTCを用いた場合にみられ、精巣炎誘起活性は

6週齢TCから出現しはじめた。さらに、10週齢の精巣上体精子は、　capacitateさせて感作抗原として用

いた場合でもそうでない場合でも、発症頻度は低く病変も弱かった。2）各週齢TCのin　vitroリンパ球刺

激活性は、3週齢TCから弱いながら検出され、週齢とともに増強した。3）感作リンパ球のIV6産生は3
週齢TC刺激から、　IL－2およびIFN・一　T産生は4週齢TC刺激からみられ、6週齢T（：刺激は9週齢TC刺激と同

程度の高い値を示した。4）抗TC抗体により検出される自己抗原は主に精子細胞および精子の先体に局在
していた。

26 Lup”s　antjcoagulant陽性習慣流産患者の胎盤絨毛・脱落膜組織におけるIgG

沈着の特徴およびLanghans細胞の増殖能について

埼玉医科大学産婦人科
○渡辺芳明，吉松春彦，張　玲，佐久間洋，小倉一仁，堀中俊孝，平野正子，

堀切　浩，相馬廣明，畑　俊夫

，

℃

▼

4

［目的］習慣流産の患者にLUPllS　anticoaguiant（LA）陽性者や抗リン脂質抗体陽性者が高頻度に認めら

れることが知られている。当教室でもLA陽性流産例の母児接合部の変化を報告してきた。中山らはこれ
らの流産絨毛組織における絨毛間フィブリンとしてPeriyillous　fibrin　dep。sit｛PVFD）の存在やIgGの

沈着を報告している。当教室でもLA陽性流産例の母児接合部の変化を報告してきた。今回我々はLA陽性
流産例の絨毛および脱落膜組織におけるIgG沈着の特徴を免疫組織化学的に検索し，正常妊娠初期，　LA陰

性流産例と比較した。さらにこれらの絨毛・脱落膜組織における増殖期の細胞を抗prolifcrating　cell
nilclear　antjgen　｛PCNA）m。noclona1抗体を用い免疫組織化学的に検索した。　［方法］LA陽性流産例3例，

LA陰性流産例2例，人工妊娠中絶によって得られた正常妊娠初期3例の胎盤絨毛組織を患者承諾のもとに

用い，抗IgG抗体，抗PCNA抗体を用い光顕的免疫組織化学的検索を行なった。　［結果］1｝正常妊娠初期：

IgGは血管内など血漿成分のみられる部および子宮内膜間質の一部に局在していたが，絨毛細胞，絨毛間

質，脱落膜細胞には検出されなかった。PCNAはLanghans細胞｛L細胞｝の多くに陽性であった。2）LA陰性流

産例：一部絨毛の絨毛間質にlgGの沈着を認めたが絨毛細胞，脱落膜細胞には検出されなかった。またPC
M陽性のL細胞は減少傾向にあった。3）LA陽性流産例：絨毛細胞表面・細胞質，絨毛間質，　PVFD，脱落膜細

胞にIgGの沈着を認めた。　L細胞の欠落がみられたが残存したL細胞はPCNA陽性であった。絨毛間血栓に
面した絨毛のPCNA陽性L細胞数は増加する傾向にあった。　［結論］1）　LA陽性流産例では正常妊娠，　LA陰性

流産倒にはみられないIgGの沈着を認め，液性免疫も関与している可能性が示唆された。2）　LA陽性流産例

ではL細胞の欠落がみられるが子宮内胎児死亡に陥った時点でも残存したL細胞はPCNA陽性でまだ増殖能

を持っていると考えられた。
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27 習慣流産免疫療法における臨床評価の判定基準に関する検討

欄

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室
○松林秀彦，牧野恒久，丸山哲夫，小沢伸晃，

　染谷健一，細川知俊，野澤志朗

曽

［目的］原因不明習慣流産患者に対していわゆる免疫療法が行われ、70－80％の生児獲得率が報告されて

いるがその方法、治療期間、予後などにっいてはいずれも明確な指標がなく、各施設により異なったプ
ロトコールで実施されている。そのため施設問の比較も単純にできるものではなく、さらにコントロー

ルのとりかたもまちまちであるため報告によっては否定的な見解もある。免疫療法の評価のための適切
な指標が望まれるところであるが、従来用いられていた補体依存性細胞障害性交差試験では妊娠予後と

の相関が不定であり、また夫婦間リンパ球混合培養抑制試験では非常に煩雑で日常医療には必ずしも適

していなかった。本研究では移植免疫の際のflow　cytometerを用いたクロスマヅチを応用し免疫療法施

行回数と治療効果を検討した。［方法］当院不育症外来を受診し免疫療法新規施行の患者55名を対象と
した。免疫療法は単核球数として3－4x107個の夫リンパ球を妻に皮内接種する方法で行った。免疫療法

施行前と1，2，3，4回施行後の妻非働化血清を、分離した夫リンパ球と反応させ、FITC標識抗ヒト19Gと

PE標識抗CD3，CD19をそれぞれ用いた二重染色を行いflow　cytometerにより夫リンパ球に対する妻の抗体

産生を解析した。コントロールとしてAB血清を用い、その偏移をとって評価した。［結果］免疫療法施

行に伴い抗夫T細胞抗体の産生は段階的に上昇したが、抗夫B細胞抗体の産生は一定の傾向が見られな
かった。抗夫T細胞抗体にっいては、陽性群での生児獲得率が83％であるのに対し陰性群では46％と有
意な差がみられた。また3週±1週間隔で3回免疫療法施行時の抗夫T細胞抗体陽性率は75Xであった。
同様に4回施行後の陽性率は89％であった。［結論］3－4xlO7個の夫単核球を3週間隔で4回投与する免
疫療法により、夫T細胞に対する抗体産生が90％近く得られること、また、本方法は免疫療法評価の間
接的な指標になり得ることが示唆された。

▼
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28 自己免疫異常を伴う習慣流産患者に対する診断と治療法の研究

　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室

○小沢伸晃，牧野恒久，松林秀彦

　染谷健一，細川知俊，野澤志朗

［目的］習慣流産の原因は多岐にわたるが、抗リン脂質抗体をはじめとする自己抗体との関連が最近注

目されている。そのメカニズムに関しては未だ不明であるものの、診断に関してはコファクターを用い
た新しい測定系、また治療に関してもプレドニン、アスピリンを中心にいくっかの治療法が推奨されて

いる。今回我々は、習慣流産患者を対象に抗リン脂質抗体を中心とした各種自己抗体を測定し、その陽
性率にっき解析した。また実際に抗リン脂質抗体高値を示した習慣流産患者に対する治療の効果と各種
パラメーターの推移に関しても解析した。［方法］当院不育症外来を受診した習慣流産患者214名を
対象に抗カルジオリピン抗体をコファクターを加えた測定系と加えない測定系とでELISA法を用い
測定した。またリウマチ因子、LEテスト、抗核抗体、抗DNA抗体などの自己免疫検査及びAPTT
検査を施行した。実際の症例では抗リン脂質抗体高値を示した習慣流産患者に対しプレドニン、アスピ
リン、柴苓湯内服等の治療を施し、各種自己抗体検査と凝固線溶検査を定期的に施行し、治療予後との

関連を解析した。　［結果・考察］抗カルジオリピン抗体に関しては全体として約8～10％の陽性率を示
し、コファクターの存在に関わらず妊娠中期子宮内胎児死亡の既往のある習慣流産患者において特に高
い陽性率が示された。（コファクターを含む系では45％、コファクターを含まない系では35％）またリ

ウマチ因子は4。2％、LEテストは2．8％、抗核抗体は22．0％の陽性率を呈し、　APTT延長は7．5％に
みられた。一方、抗リン脂質抗体陽性患者においてプレドニンなどの投与により抗体価の低下及びAP
TTが改善し生児を獲得できた症例もみられたが、治療に難渋し子宮内胎児死亡に至った症例も存在し
た。またその際妊娠中の病態を把握する上でTATなど母体の凝固検査も重要であると示唆された。

，
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29 男性因子指数（MFI）の考案
」

v
杏林大学医学部産婦人科学教室

○神野正雄、生方良延、南野智徳、羽生一朗、

　塩川滋達、安藤　索、吉村泰典、中村幸雄

曜
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【目的】男性因子の評価法として、各種精子パラメーターと血清FSH値に基づいた男性因子指数（Male

Factor　Index：MFI）を考察し、　MFIと体外受精成績との相関を検討した。【方法】当院における体
外受精症例74例110周期を対象とした。術前の精子濃度、精子運動率、精子正常形態率（％strictly
normal　morphology：9e　S　N　M）、ハムスターテスト（calcium　ionophore刺激法）および血清FSH値を

以下の如くスコア化した。それぞれのパラメーターに対する境界値を、精子濃度（万／m1）：2000、1000、

精子運動率（％）：50、20、％SNM（％）：40、12、ハムスターテストの精子侵入率（％）：50、15、血

清FSH値（mIU／m1）：10、15とし、良好域を2点、中間域を1点、不良域を0点とした。そして、各
パラメーターの点数を合計したものをMFIとした。　MFIとその後の体外受精における受精率および妊娠率との関

連を検討した。【結果】周期あたり受精率は、MFIが0から10までのとき、それぞれ、0％、0％、　O％、

O％、40％、43％、100％、85％、95％、100％、100％であり、MFI＝4～5を境界域として、
明瞭に良・不良に分かれた。そこで、MFI≦3、4～5、≧6の3群に分けて検討した。周期あたりの
受精率・妊娠率は、MFI≦3（N＝9）のとき0％・0％、　MFIが4～5（N＝12）のとき42％・17％、
MFI≧6（N；89）のとき97％・53％であった。【結論】MFIは体外受精成績と良く相関し、　MFI≧6
が良好、4～5が境界、≦3が不良であった。MFI≦3のときには、全く受精を得ず、顕微授精の必要
性が示唆された。
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30 ヒト精子核クロマチン解析

r

講繋大謡婦会科星和彦膿章

層
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（目的）前回の日本不妊学会において我々は、精子核クロマチン解析に対するアクリジンオレンジ
染色の有用性について報告した。今回、本法をヒト射出精子に応用し、ヒト精子核のもつ特異性　（
Heterogeniety）を証明、さらに興味ある症例を経験したので報告する。　（方法）当科外来患者78名
より得られた精液を材料とした。液化精液をHTFにて洗浄、遠心して得られた精子の塗沫標本を2枚
作製し、一方は無処理で、他方はSH基の特異的酸化剤であるDiamide（lmM）処理を施した後にそ
れぞれカルノイ液による酸処理を2時間以上行った。染色にはphosphate－citrate　buffer（pH25）で
アクリジンオレンジ最終濃度0．02％に調整されたWorking　so　lutio　nを用いた。　（結果、考察）アクリ
ジンオレンジの染色性は、酸処理前の精子核蛋白（プロタミン）内S－S結合の数により変化し、成熟
精子核　（S－Srich）ではGreen型、未熟精子核（S－S　poor）ではRed型を呈する。ヒト射出精子核で
は染色性にばらつきが観察され、Green型精子核は平均47％まDiamide処理精子核では平均65％にと
どまった。つまり、ヒト射出精子中にはSH基さえ有さない核蛋白を含むものが存在することが本法
により間接的に証明されたことを示唆する。精液所見上は、異常群（乏精子症、精子無力症、乏精
子無力精子症）と正常群の間に染色性に有意差を認めず、精子核成熟度と精液所見は相関しないこ
とが明らかとなった。また、精液所見正常群の中にアクリジンオレンジ染色上未熟と判定されるRed
型の核を多く含む例が見られることは、いわゆる機能性不妊症と診断された症例の中に精子核の未
熟性が要因と考えられるものも含まれる可能性があることを示唆し、本法がその簡便性からも一般
精液検査とともに行われる意義があると考えられた。

6
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31 健康男子および男性不妊患者における　Induced　および
Spontaneous　Acrosome　Reaction発現率の検討

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、絹谷正之、竹中雅昭、大濱紘三
　　　同　　　泌尿器科学教室
　中原滞、松原昭郎、碓井亜

　【目的】Capacitation精子のCa　ionophore処理によるAcrosome　Reaction発現率（Induced％AR）

は、精子受精能を評価する指標として有用であるとされている。しかし、無処理精子の培養液中での経

時的変化としてのSpontaneous％ARの意義については一定の見解が得られていない。今回われわれは、
健康男子と男性不妊患者におけるInduce％ARとSpontaneous％ARの関連性ならびにその意義を検討した。

【対象および方法】妊孕性の確認された健康男子20例および女性側に明らかな不妊原因を認めず男性不

妊と診断した患者8例の計28例を対象とし、同意の下に以下の検査を実施した。用手法により採取した精
液をmBWW培養液で2回洗浄後、　Swim　up法（1時間）で運動率、正常形態率ともに良好な精子を回収し、さ

らに5時間培養（37℃，5％CO2　in　Air）した。これを2検体に分け、一方はCa　ionophore　A23187（最終濃

度；10μM）を1時間作用させ他方はそのまま塒間培養した。その後、両者の％ARを算定したが、不妊患
者で極端に最終精子数の少ない場合はMorales＆Crossのフィルター法で、通常の場合はスライドグラ
ス塗沫法で、1検体あたり300以上の精子を蛍光顕微鏡下に観察した。なお、判定にあたってはHoechst

33258で染色されずかっFITC－PSAでEquatrial　segmentのみ染色される精子の比率を％ARとし、奇
形精子、染色性異常精子は除外した。　【結果】健康男子のInduced％ARは平均29．0±14．7％で不妊
患者の平均12．8±9．O％に比して有意に高値であった（Pく0．001）。しかし、　Spontaneous　XARは健康男子

で平均4．7±2．2％、不妊患者で3，9±2。2％であり有意差を認めなかった。また、各症例におけるIndu－

ced％ARとSpontaneous％ARの差を求めたところ、健康男子では平均24，3±14．3％で不妊患者の平均
8．9±7．8％に比して有意に高値であった（P〈0．0005）。　【結論】今回の測定条件下では、Ca　ionophore

による　induced％ARと異なり、　Spontaneous％ARは精子受精能を反映しないことが明らかになった。
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32 ヒト精子不動化及び受精阻害モノクローナル抗体MAb1G12が認識する
対応抗原エピトープの解析 N

　兵庫医科大学産婦人科
0小森慎二　阪田和子　田中宏幸　香山浩二

（目的）ヒト受精阻害作用と精子不動化作用のあるマウスモノクローナル抗体MAblG12の対応
抗原エピトープを決定することを目的とした。（方法）既にヒト精巣cDN　Aライブラリーより
分離した対応抗原遺伝子（pBHS－1G12）を先ずその制限酵素地図を元に細断片化した後に発現
ベクターpMAL－c2にサブクローニングし大腸菌JM107にトランスフェクションしてmaltos　e
binding　Proteinとのfusion　proteinとして大腸菌にて発現させた。これらfusion　proteinを大腸菌よ

り分離しSDS－－PAGEで泳動後、　Western　blottingを行いマウスモノクローナル抗体MAb1G12と
の反応性を検討した。さらに、ある程度まで反応する対応抗原遺伝子領域を絞り込んだうえ
で、その遺伝子領域断片をexonuclease・IIIとMung　bean　nucleaseを用いて処理することによりさ

らに細断片化して上記と同様に大腸菌にて発現させてマウスモノクローナル抗体MAb　1　G　l　2と

の反応性を検討した。
（結果と考察）今回我々は、既に単離した遺伝子（pBHS－IGI2）を上記の方法にて細断片化する
ことにより現在までのところ、モノクローナル抗体MAb　l　G　12の対応抗原エピトープをその遺

伝子のコードする蛋白のC末側に位置する70アミノ酸残基の領域にまで同定することに成功
した。このことにより対応抗原エピトープの構造的な解析など今後さらにより詳細な対応抗
原エピトープの研究が可能となってきた。
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33 ヒト精子冷所保存におけるCaffeine　Pentoxifyllineの効果と精子冷所保存後の

経時的な運動能の変化

横浜市立大学医学部泌尿器科
o菅野ひとみ、木下裕三、斉藤和男、佐藤和彦、岩崎　皓、穂坂正彦

【目的】1週間の精子冷所保存の前と後で、Caffeine（C｝、　Pentoxifylline（P）を添加した場合の効果の比較

及び1週間保存後の精子運動能の経時的変化について検討した。
【方法】横浜市立大学医学部泌尿器科不妊i外来を受診した患者より採取した精液を、IRVING
SCIENTIFIC社のRefrigeration　Mediumで1：1に希釈し、3℃、1週間の冷所保存を行った。　contro1
群、冷所保存前C添加群（1mM）、冷所保存前P添加群（1mM）、冷所保存後C添加群（1mM）、冷所保存後

P添加群（1mM）の5群に分け、各群の比較を行った。さらに1週間保存後の経時的な精子運動能の変化
を解析した。

【結果】冷所保存前にC、Pを添加した群では、37℃復温直後のみcontrol群に比し、高い運動能を示し

たが速やかにその運動能は低下した。一方、冷所保存後にC、Pを添加した群では保存前添加群、
control群に比し高い運動能を示したが、その効果は短く、添加後約30分を最高に次第に低下し、2時間

後にはほぼ消失した。3、4時間後には各群で運動能に差は認められなかった。また1週間保存後の精
子の経時的変化については、37℃で次第に運動能を増し、C、　P添加によってさらに運動能の高まる群

と、37℃で次第に運動能が低下し、C、　P添加によりあまり運動能の変化を認めない群とに分かれた。

C、P群間では有意差はみられなかった。
【結論】精子冷所保存においては、冷所保存後にC、Pを添加した方が効果的だがその効果の持続時間
は通常の精子を用いた場合に比し、2時間以内と短い。冷所保存精子の経時的運動能の変化は、37℃の
環境下で運動能の高まる群と低下する群の2群に分かれるが、これは主に保存前の精子原液の所見に依

存することが示唆された。

34 精子運動能におよぼすPentoxifyllineの経時的影響
　　　　　　一健康男子を対象として一

広島大学医学部産科婦人科学教室、＊己斐産掲人科
0絹谷正之、上田克憲、新甲　靖、熊谷正俊、竹中雅昭、

　大濱紘三、＊己斐秀豊

、

【目的】PentOxifylline（以下PXF）はcAMPを介して精子の運動を賦活化することが知られており、精子無

力症をはじめとする男性不妊例での有用性が報告されている。しかし、その詳細な作用機序にっいては

不明な点が多く、多方面からの検討がなされている。今回われわれは、Motility　Analyzer　HT－M　2030に

よる精子運動能の分析により、PXFの精子運動能の各パラメーターに与える影響を経時的に検討した。

【対象および方法】妊孕性が確認され検査の同意を得た健康男子15例を対象とした。用手法により採取
した精液を液化させた後、mBWW培養液で2回洗浄して精漿を除去した。その後、　PXF　3．6mM添加群と非添

加群に2分し、各々に対して30，60，120，180，240，300分後にHT－M　2030による精子運動能分析を行った。

【結果】Lateral　Head　Displ　acement（以下LHD）は全測定時間においてPXF（＋）群がPXF（一）群に比して有意

に高値であった（P〈O．05）。〔tU　rvilinear　ve1㏄ity（以下VCL）は30，60，120分後でPXF（＋）群がPXF（一）群に比

して有意に高値であった（Pく0．05）が、180分以後は有意差を認めなかった。Motilityは240分後までは有

意差を認めなかったが、300分後ではPXF（＋）群がPXF（一）群に比して有意に高値を示した（P〈0』5）。　Path

velocity、　Progressive　velocity、　Frequency、　X　of　Rapid（V＞25μm／sec）moti　le　cellsは、いずれの測

定時間でも両群間に有意差を認めなかった。

【結論】正常な精液に対してPXFは、精子のLHDやVCLを増加させ、またmotilityを維持する作用があると

考えられた。



160（528）

35 Sperm　survival　testによる精子受精能の検討

　　　一一精子自動分析装置Cell　Soft　systemによる解析一

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、宗完子、松本ゆみ、杉森甫

【目的】精子受精能の評価法としてさまざまな検査法が報告されている。今回我々は精子をswim　upの後

長時間培養するsperm　survival　test（SST）を行い、精子運動率に加え精子自動分析装置による精子運

動能を解析した。さらにこれらを体外受精の際の受精率と比較し、精子受精能の指標となる因子にっい

て検討した。　【対象・方法】対象は1991年10月から1993年3月までに当科にてSSTを行った41名である。

swim　up法により運動精子を回収し、培養開始直後、3、4、5、24時間後の精子運動率および精子運
動能を評価した。精子運動率は、swim　up直後を100％として各時間での率を算定した。また精子運動能は

CRYO　Resources社Cell　Soft　systemを用い、運動速度、直線性、頭部振幅値、頭部振周波数をパラメーターと

した。対象41名に63周期の体外受精を行っており、その際の受精率を算出し、受精率とSST各々の時間に
おける精子運動率および運動能の相関度を検討した。　【結果】41名の受精率は平均69。2％（0～100％）

であった。培養開始直後、3、4、5、24時間後における精子運動率は各々平均100，98．5，98．5，
97．6，55．6％、運動速度は各々平均62．　5，61．1，61．8，61．8，37．2μm／sec、直線性は各々平均4．9，

4．9，4。9，5．　0，4．1、頭部振幅値は各々平均3．2，3．3，3．5，3．4，2．　4μm、頭部振周波数は各々平均

15．　L13．6，14．3，14．0，12．9Hzであった。これらのうち4時間後の運動速度および頭部振幅値の相関
係数がそれぞれ0．46，0．44、5時間後の運動速度および頭部振幅値の相関係数がそれぞれ0．33，0．37と、

受精率と有意な正の相関（4時間後：ともにp＜0．01，　5時間後：ともにp＜0．05）を示した。精子
運動率には相関を認めなかった。【結論】sperm　survival　testにおいて、4時間後と5時間後の運動速
度および頭部振幅値が精子受精能の指標となり得る可能性が示唆された。

36 精子受精能力障害合併不妊の予後

東海大学医学部産婦入科

○井上正人、小林善宗、本田育子、鈴木隆弘、黒島義男

男性不妊の診断、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

A23187で化学的に先体反応を誘起することにより、高感度でかつ安定したzona－free　hamster　egg

sperm　penetration　test（ZSPT）を開発し、①このbioassay法が男性の妊孕性の判定に有効である
こと、②男性不妊、特に乏精子症の予後が悪いのは、その多くが精子の受精能力障害や受精能力異常を

合併するためであることを報告してきた。　今回は精子受精能力障害に対し各種の療法を行い、その予
後にっいて検討した。昭和55年2月より平成3年12月まで、4050例の不妊患者に計6396回のZSPTを
行った。この間、ZSPTが2回とも陰性（0％）で精子受精能力障害と判定されたのは605例（14．9％）
であった。これらの症例に対して、各種の薬物療法を行い、3～5ヵ月毎にZSPTを再検した。　ZSPTが
陽性化した症例には薬物療法を継続するとともに、AIH等の治療を積極的に行った。薬物療法によりZSPT

が陽性化したのは89例（14．7％）で、そのZSPTは平均20．3％であった。正常精液、精子無力症、乏
精子症におけるZSPTの陽性化率はそれぞれ21．4％（9／42）、23．3％（24／103）、12．2％（56／460）

であった。ZSPTが陽性化した87例中19例（21．3％）がその後妊娠に成功した。妊娠例のZSPTは平
均21．5％であった。これを精液検査所見別にみると、正常精液、精子無力症、乏精子症の妊娠率はそれ

ぞれ、44．4％（4／9）、37．5％（9／24）、10．7％（6／56）で、妊娠例の平均ZSPTはそれぞれ56．0

％、14．0％、9．6％であった。なおZSPT陰性のままで妊娠したのは1例（0．2％）のみであった。精子
受精能力障害に対する積極的なアプローチとしては卵子内精子注入が唯一の方法である。しかし卵子内
精子注入はいまだ臨床実験の域を出ていない。精子受精能力障害合併不妊に対しては現時点ではまず薬

物療法を行い、卵子内精子注入は無効例に対して適応すべきものと思われる。

〆
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》 37 Sperm　Survival　Test結果に及ぼす精漿因子の検討

長崎大学医学部産婦人科教室
O布施　正樹，石丸　忠之，山邊　徹

b

　

［目的］精漿中には精子運動促進および抑制因子があるといわれている．そこでsperm　surviΨal　test
（SST）の結果に及ぼす精漿因子を検討した．

［方法］対象は34例で，そのSST結果別の内訳はGrade　112例，Grade　ll　11例，Grade皿5例およびGradelV6例

である。なお，SSTの分類は，Grade　1；SST36時間陽性，　Grade　ll；36時間陰性および24時間陽性，　Grade

皿；24時間陰性および12時間陽性およびGradelV；12時間陰性および6時間陽性とした．精漿はSST施行後，

遠心し上清を採取し凍結保存した．そしてSST結果と精漿中epidermal　growth　factor（EGF），carnitine

およびEGF／carnitine（EIC）比を比較検討した．

［成績］1）EGF濃度（ng／ml）はGrade　L　H，皿およびIVでそれぞれ6．5－・　15．6，4．9・v　12．5，5．6～9．5および

4．5～8．6を示し，Grade　1および皿はGradelVに比べ高かった（P〈0．05）．精子妊孕能正常例（Grade　1）と

妊孕能不良例（Grade　ll，皿およびIV）の間には有意差はなかった．2）Carnitine濃度（皿g／d1）はGrade　1，

ll，皿およびIVでそれぞれ3．09～7．0，3．71～12．5，3．75～8．83および5．01～12．77であり，Grade　11およ

びIVはGrade　1に比べ高かった（P＜0．005）．精子妊孕能不良例は妊孕能正常例に比べ，carnitine濃度は有

意に高かった（Pく0．005）．3）E／C比はGrade　I』，皿およびIVでそれぞれ1．42～2．59，1．0～1．54，1．08～

1．54および0．48～1．0であり，Grade　Iが最も大きく，ついでGrade　ll，mおよびIVの順であった．なお，

GradeHおよび皿の間には有意差はなかった．精子妊孕能正常例は妊孕能不良例に比べ，　E／C比は高かっ
た（Pく0．005）．

［結論］精漿中E／C比はSST結果に影響を及ぼす原因のひとつと考えられる．

38 白血球マーカーによる精液中円形細胞の解析

東北大学医学部泌尿器科

○平松正義、前原郁夫、蓮田精之、中角尚誉、高橋勝、折笠精一

【目的と方法】精液中には精子のほかに円形細胞が多数現れることがあり、現在は細胞形態診断によっ
て、白血球ないしgem　cel1とされているが、これらの鑑別は必ずしも容易ではない。そこで1）これら円形細

胞中の白血球分画の同定と定量を目的として、穎粒球系、リンパ球系を中心とした白血球関連抗原に対す

るモノクローナル抗体を用い、3重染色フローサイトメトリー（3－FCM）を施行した。2）精液中のgerm　ce11及

び精子に対する各種白血球関連抗原のモノクローナル抗体の反応性について調べ、germ　cellのマーカーと

しての可能性を検討した。

【結果】D精液中の穎粒球系、リンパ球系の細胞はそれぞれこれらのマーカーを用いた3－FCMで同定で

き、ある程度の定量も可能であった。2）穎粒球・リンパ球の混在が少なかった症例の精液中に、白血球

マーカーが陰性ながらも明らかにCD45RA陽性を示す細胞群が検出された。これは細胞形態の所見とあわ

せると、CD45RAは精液中の非白血球系円形細胞、即ちgerm　cellに反応している可能性が示唆された。な

お、CD45RAは精子には反応しなかった。

【考察】精液中に円形細胞が存在する事がある。その原因として、白血球の出現する膿精液症、germ　cell

の出現する造精機能障害などがある。これらの細胞の鑑別は、ギムザ染色、またはパパニコロウ染色によ

る細胞形態診断である程度可能であるが、白血球マーカーを用いた3－FCMによって精液中の白血球につい

て短時間に詳しい解析ができ、診断、治療に有用である。また、今回の結果からCD45RAがgerm　cellのマー

カーになり得る可能性が示唆されたが、さらに精液や精巣組織の免疫組織化学などによる検討を加えて報

告する。
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39 ハムスター卵透明帯の外面、内面及び卵細胞表面の精子先体反応誘起能の比較検討

福島県立医科大学産婦人科学教室

○矢沢浩之　渡辺美佳　水谷和則　柳田薫　星和彦　佐藤章

【目的】透明帯には精子先体反応の誘起、多精子受精の防止、異種間の受精の防止、卵管内での初期胚

の保護等の様々な重要な役割がある。通常の受精において、精子は、透明帯表面において先体反応を起

こしてこれを通過し、卵細胞膜とfusionする。近年、重症乏精子症等の男性不妊の患者においては、　pa

rtial　zona　disection（PZD）やsubzonal　sperm　insertion等の顕微授精が一般的に行われるようになっ

てきているが、このような場合、精子がどこで、どのようにして先体反応を起こすのかは明かでない。

そこで本研究においては、透明帯内面及び卵細胞表面の先体反応誘起能をハムスター卵及び精子を用い
て比較検討した。

【方法】透明帯内面の先体反応誘起能をみるために、ハムスター卵をmicromanipulatorを用いたPZD法

にて透明帯を開口し、細胞質を除去して”empt3　ZDna”を作成しこれに前培養したハムスター精子を媒精

した。ピペットを用いて透明帯外面に付着した精子を除去した後、内面に付着している精子先体の状態

を経時的に顕微鏡下で観察した。卵細胞質表面の先体反応誘起能をみるために、zona－free　eggを媒精

し、その表面に付着している精子先体の状態を観察した。

【結果】Empty　zona媒精後120分で、透明帯の外面に付着した精子では70－80％が先体反応を起こして

いたが、透明帯の内面に付着した精子では10－15Xの精子のみが先体反応を起こしていた。また、卵細

胞質表面に付着した精子でも先体反応陽性率は培養液内の精子と同程度であった。

【考察】ハムスター卵においては、透明帯外面には強い精子先体反応誘起能が認められたが、透明帯内

面及び卵細胞質表面には強い先体反応誘起能は認められず、囲卵腔内に精子を注入する際には、何らか

の方法であらかじめ先体反応を誘起させておくことが重要であると思われる。

40 精子先体反応誘起に於けるKal　l　ikreinの応用

福島県立医科大学産科婦人科学教室

0呉竹昭治、吉松宣弘、水谷和則、木村康之、星　和彦、佐藤　章

（目的）近年顕微授精法の進歩に伴い、精子の処理方法もCapacitatlonの誘起からAcrosone　react一

三〇nの誘起、処理精子の臨床使用へと変遷してきている。Acrosone　reactionの誘起方法には現在まで

様々な物質が検討使用されてきたが、いずれも誘起率、運動率において決して満足すべき結果は得られ

ていない。そこで生体内に広く分布する蛋白分解酵素のKallikreillに注目し本物質のAcrosone　rea－

ction誘起能にっいて検討した。

（方法）50％NycOdenz－9．　wim　up法により得られたSpem　pe11etをmBVI（O．　3XRSA）溶液内で2時間培養

した後PSA染色法にて蛍光顕微鏡ドに精子先体の状態を観察した。最終精子濃度は2－3Mψmlとした。

（Centrol：C群）　同様の方法で旧B脚溶液に1KUIm1のKallikreinを添加した物をK群とした。
〈結果）培養2時間後のSpOBtaneous　acros㎝e　reaction　はC群4．8土1．9X，　これに対してX群は

18、9i6．1％と有意に高値を示した（P〈O．　OOI）。運動率はいずれの群も9．　5・一　1　OOXを維持していた。

（結論）Kaliikrein　には短時闇で運動率も低下させる事なくAcrosone　reactionを誘起する能力のあ

事が示唆された。特に囲卵腔内精子注入法に於ける靖子処理法としては注目すべき物質であると考えら
れる。
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41 AIHの適応因子別検討

名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室
貝田清隆、鈴木規敬、鈴木真史、岡田英幹、生田克夫、

花田征治、八神喜昭

レ

【ll的】最近AIHの成績向上のため，精r処理法や卵巣刺激法に様々な工夫がなされている。今回，これ
らを応用したAIHの臨床成績を適応因了一別にレトロスペクティブに検討した。　【方法】平成3年lllか

ら現在までに当院でAIHを施行した107例518用期（男性因子65例303周期，頚管因子14例90周期，原因不明

28例125周期）を対象とした。精了・処理法として，原精液を子宮内に注入した無処理，培養液で洗浄濃縮を

行なった洗浄法，80％Percoll処理をしたPercoll法（P法）についてAIH施行周期あたりの妊娠率を検討した。

また卵巣刺激法として，自然周期群，クロミッドによるcc群，hMGによるHMG群についても同様に妊娠
率を検討した。【結果】妊娠成立は14例（13．1％）14周期（2．7°1。）で適応因子別内訳は，男性因子6例（92％）6

周期（2．0％），頚管因子5例（35。7％）5周期（5．6％），原因不明3例（10．7％）3周期（2．4％）と，妊娠率はi頚管因子例で最

も高かった。精子処理法の検討では無処理（34周期）には妊娠例がなく，洗浄法で5／201周期（25°／o），P法で

9／281周期（3。2％）とP法で妊娠率が高い傾向がみられた。適応因子別にみると，男性因子では洗浄法2／134
周期（L5％），P法4／156周期（2．6％），頚管因r一では各々2／33周期（6．1％），3／48周期（6，3％），原因不明では各々1／34

調期（2．9％），2／77周期（2．6％）と男性因子例ではP法で，より高い妊娠率がみられた。卵巣刺激法の検討で

は，自然欄期群4／256周期（L6％），CC群4／122周＃J』（33e／o），HMG群6／140周期（4．3％）の糸lll果であった。これを適

応因子別にみると，男性因子では1－’1然周期群2／187周斑」（L1％），cc群1／63周期（1．6％），HMG群3／53周期（5．

7％），頚管因子では各々2／33周期（6．1％），2／36周期（5．6％），1／21井田期（4．8％），源因不明では各々0／36周期（Oo／o），

1／23周期（4．3％），2／66周期（3．o％）と男性因二t例においてはHMG群で妊娠率が最も高かった。【考察】以

hから、AIHは頚管因子例において合理的な方法であることが改めて確認された。また男性因子では
hMGによる過排卵刺激を併用することにより妊娠率のrflj上が期待できると考えられた。

42 当科におけるAIHの成績の検討

糸数産婦人科病院

　○高宮城　直子、宮良　美代子、糸数　健

（目的）配偶者間人工受精（AIH）は男性因子および頚管因子による不妊症の治療法として広く用い
られている。今回当院におけるAIHの成績を精子濃度・不妊因子・治療周期数などにっいて検討し考

察を加えた。

（方法）対象は1992年4月から1993年3月までに当院にてAIHを施行した不妊症患者49例・154
周期である。患者の平均年齢は33。3歳であった。AIHは75％パーコールー層法（105周期）またはGP
M液による洗浄濃縮法（49周期）を用いた。適応は、男性因子28例（57．1％）頚管因子20例（40．8％）

原因不明1例（0。02％）であった。AIH施行周期数は、1～9周期で平均3，1周期であった。
（結果）妊娠例は15例で、妊娠率は症例あたり30．　6％、AIH周期あたり9．7％であった。妊娠成立し

た最低精子濃度は4×IO6／皿1であった。妊娠例15例中男性因子・頚管因子以外の不妊因子を合併して

いたと考えられるのは11例（73．3％）であり、その内訳は排卵因子5例、子宮内膜因子5例、卵管因子

4例（重複例あり）であった。妊娠成立時期は15例中10例（66．7％）が3周期以内であった。4周期
以上要した5例のうち、3例が卵管因子2例が排卵因子を合併していたと思われ、子宮鏡下卵管内カテ

ー テル挿入術や排卵誘発法などの新しい治療法を追加後は5例すべて3周期以内の妊娠成立であった。

（結論）以上によりAIHによる妊娠成立は卵管などの他の不妊因子が介在しない場合は3周期以内と
考えられた。したがってAIH施行前の他の不妊因子も含めた系統的な検索および加療が重要であり、
AIHを3周期施行しても妊娠に至らない症例については他の不妊因子について再検討しそれらに対す
る治療を追加する必要がある。そしてさらに3周期以上要する症例は、同法以外の治療法の適応を検討

する必要があると思われた。
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43 GPM　swim　up法およびPercol法を用いたAIHの成績

津山中央病院産婦人科

多賀茂樹　石井良夫

【目的】GPM（SERONO）によるs磁m　up法およびPerc。11法を用いてAIHを行い、精液無処理のAI

Hの成績と比較検討した。また、AIHとhMGによる卵巣刺激の併用療法の効果についても検討した。
【方法】平成2年1月より平成4年12月までに、当科不妊外来にて、AIHを施行した50症例216周期

を対象とした。AIHは、男性因子不妊、頸管因子不妊または原因不明不妊を対象とし、精液処理法は
無処理、GPM　s磁m　up、　Perc。llのいずれかの方法を用いた。また、排卵障害の無い症例にも、周期

によってhMGによる卵巣刺激を行った。
【結果】このうち13周期に妊娠が成立した。妊娠率は対患者あたり23．0％、対周期あたり6．0％であっ

た。精液処理法別では、無処理が93周期中7周期（7．5X）、Perconが75周期中1周期（1．3％）、GPM
swim　upが48周期中5周期（lO．4％）で妊娠が成立した。Perc。llおよびGPM　swim　upで処理を行った

123周期を精液性状別に検討すると、精子数2000万〆m1以下であったのは37周期で、いずれも妊娠は成
立しなかった。精子数2000万ノ臨1以上で運動率50％未満であったのは20周期で、このうち1周期で妊娠

が成立した。精液異常のない86周期のうち5周期（5．8％）で妊娠が成立したが、いずれも精液処理はGP

Mswimupを用いていた。AIH施行周期にhMGによる卵巣刺激を行ったのは39周期でこのうち4周
期（10．3％）で妊娠が成立した。このうち精液無処理の13周期中2周期（15．4％〉、Per　col］］4周期申

0周期（0％）GPM　swim　up　12周期申2周期（16．7％）で妊娠が成立した。
【結論】原因不明不妊および頸管因子不妊症例に対してAIHを行う場合、GPMswimupで精液処理

すれば比較的高い妊娠率が得られると考えられ、hMGを併用することによってさらに成績が向上する
可能性が示唆された。男性因子不妊に対しては、いずれの方法も効果は認められなかった。

44 当科におけるパーコールAIH妊娠例の臨床的検討

新潟大学医学部産婦人科学教室

○山本泰明　藤巻　尚　安田雅弘倉林工　織田和哉吉沢浩志　田中憲一

　当科における最近3年間のPercollを用いたAIHによる妊娠症例39例（刺激周期141周期）にっいて検討
した。AIHを行なった不妊原因の内訳は精子濃度20x106／ml以下または運動率50％以下の男性因子例（24例

61．　5％）、Huhner　test不良例（5例12．8％）、3年以上の原因不明長期不妊例（10例25．6％）であった。

AIHで妊娠した39例の平均年齢は30．　0才、平均不妊期間は4．6年だった。

　Percollにより精液性状は処置前に比べ精子濃度1．27倍、運動率1．40倍、運動精子濃度1．74倍とすべて
有意に改善した。処置前の精子20xlO6／ml以上の濃度正常群ではperco11での精子濃度改善率が1．26倍で

あったが乏精子症例群では1．73倍に改善し、処置前の運動率50％以上群の運動率の改善は1，16倍なのに対

し50％以下の精子無力症症例においては運動率は2．　05倍と有意に改善し運動良好精子を集めるのに有用で

あった。それぞれの症例の妊娠周期と非妊娠周期とを比較すると運動率の改善では有意差が無かったが、

運動精子濃度の改善率は非妊娠周期では1．61倍であったのに対し妊娠周期では1．96倍で有意差を認めた。
精子濃度の改善率も有意差を認めた。妊娠症例のPercol1処理前の最低値はそれぞれ精子濃度8xlO6／ml、

運動率25％、運動精子数6xlO6／mlだった。Percol1－AIH妊娠例の80％は4回目までに妊娠した。

　妊娠39例中（2回妊娠3例、3回妊娠1例を含む）単胎38例で双胎は1例に過ぎず、妊娠が帰結しているも
のでは早産は無く満期分娩19例（48．7％）（男10例、女10例、双胎1例を含む）で性差は認めなかった。

流産は12例（30．7％）でそのうち5例はChemical　abortionだった。現在妊娠継続中13例である。合併症は軽

症OHSS　7例、重症OHSSから卵巣茎捻転を起こし手術施行例が1例ある他は特に問題はなかった。
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45 マウス初期胚発育過程におけるEGFの作用転換に関する検討

三重大学医学部産科婦人科学教室

c寺田　厚　箕浦博之　浜口元昭　伊東雅純　豊田長康

【目的】マウズ初期胚における2cell　Diock現象は，至適濃笈のEGFの添加により改善されることが報告され

ているが，4細胞期以後におけるEGFの作用については未だ不明な点が多い。我々は，マウス初期胚に及ほす

EGFの影響が，　stageにより異なることを明らかにするとともに，　EaFの受容体結合についても検討した．

【方法】①6W～9W齢工CR雌マウスを，過排卵処理後，同系雄マウスと交配させ，　llCG投与から42時間後に2細胞

期胚を回収し，O．3％BSA添加⊥iTFに£GFを1P9／lnl～10ng／m⊥濃度で加えて培養し，18時間後，3～4細胞期以後へ

の発生率を対照と比較した．②1｛CG投与から56時間後に4細胞期胚を回収し，①と同様の条件にて72時間培養

し，hatched　b⊥ast。cystまでの発生率を求めた．次にEGFを4細胞期胚回収後から12hr，1δhr，24hrまで添加し

たものにっき，llliiしched　blttstocySLまての発生率を比較した．③各sしageにて回収した胚を，透明帯には化学

的な処理を加えずに，20囲　1EGF（140～170μC1／μg）を栄独，およびこれに1GOO倍濃度の非標識EGI」を加え

て反応させ，洗浄，固定後，スライドグラス上に吸着し，dlPpiIlg法によりaロωrau⊥Q呂ral）hyを施行し，顕微

鏡下で観察した．【成績】①ε6Fの2ce1⊥biock解除効果は50P9／m1以下のむしろ低濃度域で有意に認められた．

②4細胞期胚から1嵐clled　biilstocysl，への発生率は，1P9／n］i以上の濃度で用量依存性に有意な低下がみられた．

また，4細胞期胚回収後EGFを12hr添加したものは，発生率の改善がみられたのに対し，18hr以上添加すると，

低下傾向が現れた．⑤auωra由ographyの糸百果，非標識EGFによる競合阻害は，　moru垣以後て確認されたが，

4細胞期以前ではみられなかった．【結論】EGFは，マウス初期胚の発育過程において2～4細胞期と，それ以

後では，相反する影響を及ほしていることを明らかにした．その作罵の転換は，4eei⊥から職LL駐までの過程

で起こり，以後は受容体を介して発育を制御している可能性が示唆された．

46 マウス初期胚発育における
epider皿al　growth　factor（EGF）の意義

東京大学産婦人科

O森田豊，堤治，細谷岩生，武谷雄二

【目的】近年，マウス初期胚においてEGFレセプターの発現が報告された．EGFがin　vitro胚発育に促

進作用を示すという報告や，それを否定するものもみられている．そこで我々は，マウス初期胚発育に
おけるEGFの意義を胚移植実験において検討した．

【方法】PHS。hCGによる過排卵処理後，交配させた8～10週令B6C3F1マウスを胚移植におけるdonorとし

て実験に使用した．in　vivoで発育させて，　hCG投与88時間後に子宮より採卵した胞胚（in　vivo群），

hCG投与40時間後に2細胞期胚を採取し，mB湘中で48時間培養をおこなって発育させた胞胚（in　vitro
群），およびEGF（10ng／nl）を添加して培養をおこない発育させた胞胚（EGF添加群）の3群について

比較した．recipientには自然排卵周期の同系雌マウスを用い，精管結紮雄マウスと同居させ偽妊娠を

誘起し，腔栓確認日をdaylとした．recipient　day4の左右子宮角に，donorより得られた各群の胞胚そ
れぞれ7個を左右対照となるように移植し，day9に開腹して着床率を検討した．
【結果】in　vitro群およびEGF添加群における2細胞期胚からの胞胚形成率は，前者で83％（75／90，

胞胚形成数／2細胞期胚数，以下同様），後者で81％（69／85）と差を認めなかった．各群の着床率を
移植胞胚あたりでみると，in　vivo群で63．3％（31／49，着床胚数／移植胞胚数，以下同様）であった
が，in　vitro群においては18．7％（17／91）と有意に（p＜0．01）低下し，EGF添加により培養をおこ

なった群では，35．7％（15／42）と有意の（p＜0．05）改善を認めた．

【結論】in　vitro胚発育ではin　vivo胚発育に比べ，着床率の低下が認められることから，両者の間に

質的差異を生じていることが示唆された．また，このin　vitro胚発育における着床率の低下は，　EGFの

添加により改善され，EGFは胚発育に促進作用を有することが明らかとなった．
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47 マウス胚の発育におよぼすプロスタグランジンの影響について

日本大学医学部産科婦人科学教室

橋本芳美、長岡美樹、栃木明人、栃木武一、佐藤和雄

（目的）腹腔内疾患と不妊症との関連性でプロスタグランジン（PG）が影響をおよぼすことが知ら

れている。また、PGは細胞調節因子の一つであり、その多彩な作用の一つに細胞の増殖抑制が認め

られているが、PGの種類によって作用が異なる。そこで、今回PGが受精卵の発育に及ぼす影響を

知ることを目的として、マウス胚の発育に及ぼす各種PGの影響について検討を加えた。（方法）

7週令のICR系雌マウスにPMS（101U）を腹腔内投与後、48時間後にhCG（51U）を投与し同系の
雄と交配した。膣栓確認48時間後に卵管より受精卵を採取し、4細胞胚をBWW溶液中で37℃、

5％CO2ガス培養器内で培養し、胚の発育および胚盤胞の形成を観察した。次に、培養液中にインド

メサシン（IND）、PG（E2，　F2α，12）をエタノールで溶解後、25－200μM添加し、同
様に胚盤胞の形成について比較検討した。（成績）エタノール（0．1％）のみの無添加のBWWで

培養したときの胚盤胞の形成率は、29／36（80．6％）であった。IND添加例では25μM

で79％、50μMで：62％、100μM：52％、200μM：33％、PGE2添加では100、
200μMでは胚盤胞の形成は認められなかった。PGF2αでは100μMで25％、25μM：
71％、PGI2では200μMで83％に形成が認められた。　（結論）マウス4細胞胚を用いて
PGおよびPG合成阻害剤であるインドメサシンの胚発育に及ぼす影響を検討し、インドメサシンや

PGE2、　PGF2αでは胚発育が障害された。以上より、初期胚発育にプロスタグランジンが影響を
及ぼすことが明かとなった。

48 卵細胞質内精子注入による顕微授精法に用いる卵子の電気刺激の効果

福島県立医科大学産婦人科教室

○木村康之・柳田　薫・片寄治男・鈴木和夫・星　和彦・佐藤　章

【目的】哺乳動物における卵細胞質内精子顕微注入では受精率が低く、その原因の一っに卵子の活性化

が起こりにくいことが考えられている。本研究では卵子の電気刺激法の顕微授精への応用にっいて報告
する。

【方法】重症乏精子・精子無力症の診断で顕微授精の適応となったIVF－ET患者に対して同意を得て臨床

応用した。卵巣刺激法は月経周期3日目からmUG3001Uを2日間、以後1501Uを卵胞成熟徴候が認めら

れるまで投与し、HCGIOOOOIUを筋注してその35時間後に採卵した。未受精卵はHTF液で5時間培養後
卵丘細胞を除去し，蒸留水で処理した1個の精子を卵子内に顕微注入した。注入30分後にパルス印加を

行い、その後HTP液中で培養し受精・発生の状態をノマルスキー倒立顕微鏡で48時間後まで観察した。

電気刺激の処理液は一般に非電解質液が用いられているが、今回は電解質液であるPBS液を使用し、電気

刺激は島津細胞融合装置SSH－2、250－500V／cm、100μsecのパルスて行った。受精・発生結果は顕微注入

卵をA23187で処理する従来の方法と比較した。
【結果】無処理の場合での受精率は42．7％、A231B7処理では57．1％、パルス処理（外部電界強度；375

V／cm、パルス時間；100μsec）では61．9Xであった。パルス処理後に死滅したものは認められなかった。

【考察】卵細胞質内精子顕微注入法に電気刺激を応用したが、受精・発生率でA231287処理と同等の効

果を得ることができた。また、PBS液でも電気刺激による卵子の活性化が可能で、卵の培養環境面からも

電解質液であるPBS液の使用は有益と思われた。
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49 精索周囲神経刺激を併用した微小穿刺法による精巣上体精子採取と顕微授精

名古屋大分院1），同産婦人科2）

O山本雅憲11辻　克和11日比初紀11三宅弘治il稲垣資郎21菅沼信彦2）

“

ト

←

【目的】先天性精管欠損症，あるいは閉塞性無精子症に対する新しい治療法として，微小穿刺法により
採取された精巣上体管内精子を用いて顕微授精を試みた。同時に精索周囲神経を刺激し，精子の大量回

収を試みた。【対象と方法】対象患者は先天性精管欠損症4例，精巣上体閉塞症2例，精管精管吻合術
失敗例が1例であり，計9回の手術操作を行った。全身麻酔下に陰嚢を切開し，陰嚢内容を創外へ脱転
した後，精巣及び精巣上体をポリプロピレン容器内に置いた。これに滅菌した寒天をそそぎこみ常温で
固まらせることにより精巣及び精巣上体を完全に固定した。手術用顕微鏡下に精巣上体被膜を切開し，
精巣上体管を露出し，双極電気凝固で充分止血を行った。ついで，先端直径を75～IOOミクロンに調整し

た微小ピペットをマイクロマニピュレーター上に置き，20倍の顕微鏡拡大下に精巣上体管を穿刺した。

精索周囲に装着したAg－AgC1電極を136V：20Hzで30秒間刺激しながら15分以上かけて精巣上体管内液
を採取した後，直ちに鏡検し，充分な運動精子が得られない場合は，穿刺部位を変え，複数回穿刺した。

穿刺部位は，まず尾部より始め，体部，頭部へと順次移動した。採取された精子は，Ham－F10液中に
て4～6時間の前培養後顕微授精に供した。顕微授精は，透明帯部分切除術を用いた。【結果】採取液量
は，0．5－130μ1，精子濃度は5×106－50×IO6／ml，精子運動率は2－70％であった。2例に受精が認めら

れたが，いずれも妊娠，着床には至らなかった。【考案】神経刺激を併用した微小穿刺による精巣上体
精子採取法はクリーンでかつ大量の精子の回収が可能であり，しかも繰り返し行うことができる。従っ

て，体外授精技術と組み合わせることにより閉塞性無精子症の治療法として極めて優れた方法になるも
のと思われる。

50 経膣超音波断層法による排卵期内膜像と内膜ステロイドホルモンレセプターとの

関連性の検討

京都府立医科大学産婦人科学教室

○細川健一、大野洋介、川嶋満子、小石清子、藤本泰子、渡辺喜信、

岡田弘二

【目的】着床不全の原因となる分泌中期内膜異常については超音波子宮内膜像と組織像とのdiscrepan

cyを指摘する報告があるが、今回我々は排卵期における超音波子宮内膜像と内膜組織中のステロイドホ
ルモンレセプター（ER，　PgR）との関連性を検討し、加えて血清Estradiol値（E2）・Progesterone値

（P）、卵胞径等との関係についても検討した。　【方法】対象は月経周期、基礎体温、最大卵胞径等より

排卵直前と推測され（一部の例外を除く）、子宮内膜一掻き掻爬により内膜組織を採取し得た45例であ
る。これらに対し子宮内膜厚は2層併せて測定し、同時にleaflet形成の有無を調べた。血中E2，　P

値はRIA法にて、又、内膜組織中のER，PgR値はアボット社製のモノクローナル抗体を用いたキッ
トで測定した。　【結果及び考察】各症例を1eaflet形成の有無により正常内膜、異常内膜に分け、各々

のER量とPgR量の相関を検討したところ、正常内膜群では両者は相関を示しており（r・0．757，　p・0．O
OOI，　n・20）、異常内膜群では相関は認めなかった（r・0．365，p・0．4773，n・6）。しかし、内膜厚とレセプ

ター量との検討では正常群、異常群とも相関は認めなかった。この事より内膜厚よりも1eaflet形成の
有無が重要であり、又、1eaflet形成不全にはレセプターの異常が関与していることが示唆された。次
に自然排卵周期の症例において、血中E2値と卵胞径について検討したところ卵胞径の増大とともに血中
E2値は上昇していたが（r・0．848，P・0．OOOL　n・25）、これらの値は内膜厚、内膜中レセプター量とは相

関していなかった。つまりE2など血中ステロイドホルモンの測定は卵巣機能を反映し、その裏付けとな

るものではあるが、子宮内膜の増殖に関しては、その測定が有意義であるとは考えられなかった。以上

のように、経膣超音波断層法による排卵期内膜のleaflet形成不全が内膜中のステロイドホルモンレセ
プター一の機能的異常に起因している可能性が示唆された。
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51 経膣超音波断層法による子宮内膜測定の意義

群馬大学医学部産婦人科

　○安藤一道，川上裕子，道下正彦，小原満雄，水沼英樹，伊吹令人

【目的】経膣超音波断層法による子宮内膜の厚さの測定が，黄体機能の評価法の一つとして有用である
か否かを検討した。

【方法】自然排卵周期を有する不妊婦人37名を対象とした。方法は排卵期に尿中LHサージ日（dayO）
を決定後，黄体期中期（day6－8）から後期（day9－12）に子宮内膜組織診を実施し，同時に超音波断層法を

施行し子宮の矢状断像にて子宮内膜の最大径を測定した。

【成績】対象37例中，22例は子宮内膜日付診断にてin　phase（IP）と診断され，15例がout　of　phase（OOP）

と診断された。本研究中に11例が妊娠成立したのでこれをcontrolとした。排卵期（day－1～＋1）の子
宮内膜は，妊娠群12．0±4．4励（n＝8）（Mean±SD），　I　P群11．7±3．5（n＝22），00　P群10．3±3。0（n＝15）で，

また黄体期後期では各々13．9±5．1mm（n＝8），13．9±4．4（n＝16），12．1±3．7（n＝11）といずれも有意差を

認めなかった。

【結論】今回の自然排卵周期を有する不妊婦人を対象とした研究では，妊娠群，IP群及び00P群で
排卵期及び黄体期後期の子宮内膜の厚さに有意差を認めないことから，子宮内膜の厚さのみから黄体機
能の評価をするには限界があることが示唆された。
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52 ヒト子宮内膜及び脱落膜におけるβ1インテグリンファミリーの発現に関する

研究

　杏林大学医学部産科婦人科学教室

O塩川滋達，苅部正隆，秋葉雅夫，吉永明里，安藤　索，吉村泰典，中村幸雄
「

【目的】ヒト子宮内膜間質及び妊娠初期脱落膜の培養細胞を用いて，細胞外マトリックスの受容体であ
るβ1インテグリンファミリー（VLA抗原）の発現を検討した。【方法】増殖期及び分泌期子宮内膜と妊

娠初期脱落膜をinformed　consentの後採取し，　PBSで洗浄細切，酵素処理後，106μmのnylon　mesh
を通し未消化組織を除去しさらに38μmのpore　size　sieveにて上皮細胞を除去し，遠沈後10％FCS

加medium　199で37℃95％air－5％CO2下で10日間培養後，10mM　EDTA液にて間質細胞の単細胞浮遊
液を作成した。また脱落膜浮遊細胞は60％，50％，40％，20％のPercollを用いた非連続的勾配法にて，
30，　OOO　g　IS分超遠心を行い，比重1．040分画にある細胞層を回収し同様に10日間培養後単細胞浮遊液を
作成した。1次抗体として抗VLA一α1，　VLA一α2，　VLA　一一　a4，　VLA一α5モノクロナール抗体，2次抗体

としてFITC標識goat　anti　mouse　IgGを加えた。　negative　contre1はnormal　mouse　IgGとし，細

胞表面抗原の発現率をflow　cytometry（FCM）（Epics－CS）にて測定した。【成績】FCMで測定した
螢光陽性細胞率は増殖期内膜ではVLA一α129％，　VLA一α215％，　VLA一α40％，　VLA一α56％，分泌期

内膜ではVLA一α192％，　VLA一α289％，　VLA一α40％，　VLA一α588％でヒストグラムのパターンはい

ずれも一峰性に発現した。妊娠初期脱落膜細胞ではVLA一α191％，　VLA一α292％，　VLA一α40％，VLA
一 α576％でヒストグラムのパターンはいずれも一峰性に発現した。【結論】β1インテグリンファミリー

のうちVLA一α1，　VLA一α2，　VLA一α5は増殖期子宮内膜では発現が低く，分泌期子宮内膜で高率に発現

し，妊娠初期脱落膜においてもその発現が維持され，初期胚の着床現象に関与している可能性が示唆さ
れた。

ご
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53 妊娠成立周期の了宮内膜、黄体機能についての検討

岡III大学医学部附属病院産科婦人科

○木村吉宏、新谷恵司、長谷川淳、青江尚志、錦織恭子、片山隆章、

野間　純、工藤尚文

陰

　妊娠の成立の重要な因子である子宮内膜の状態、黄体機能の評価には従来より基礎体温、子宮内

膜日付診、progesteroneなどが用いられてきた。近年PIE2の比率が着床期の子宮内膜の形成に関
与すると考えられるようになってきており、数々の報告がなされている。そこでわれわれは、当科
不妊外来にて検査、治療中に妊娠した症例を対象に子宮内膜の状態、黄体機能の指標として黄体期
のprogesterone（P），　estradi　ol（E2），　PIE2比などについて検討した。

　方法として子宮内膜は超音波断層法により妊娠周期30周期、非妊娠周期22周期について排卵直前
に測定した。黄体機能の評価としては黄体期7日目頃の妊娠周期16周期、非妊娠周期55周期の血中
E2，P，PIE2比を検討した。

　結果は妊娠成立周期30周期の排卵直前の子宮内膜の厚さは、9．7±2．3cm（mean士SD）であり、非

妊娠周期の値は9．1±2．5cmで、有意な差は認められなかった。また同時に計測した子宮内膜の長
さ、最大卵胞径についても妊娠周期と非妊娠周期とでは差は認められなかった。妊娠周期の黄体期
に検査した16周期の値は、E2＝191．7±165．8　P91ml，　P＝19．4±11．4　ng／ml，　PIE2＝129．8±86．7であ

った。一方非妊娠周期に検査した55周期の結果は、E2＝176．6±155．3，　P＝14．5±9．3，　PIE2＝102．8±

60．3であり、P，　PIE2については妊娠周期でやや高い傾向が認められた。

　以上の結果から、卵胞期の超音波による子宮内膜の計測では、それのみでは妊娠の成立に適した
状態か否かを判断するのは困難であると考えられた。また、妊娠に適した黄体機能の指標にはP　と
ともにP／E2比も有用であると考えられた。

54 hMG－hCG療法施行例の子宮内膜厚・最大卵胞径の月経周期内変動と妊娠率の検討

近畿大学医学部産科婦人科学教室
O赤井　正彦、石川　元春、高瀬規久也、三橋　洋治、新屋敷　康、
　星合　　昊

【目的】排卵障害のため、hMG－hCG療法を施行した症例の経膣超音波断層法で測定した子宮内膜厚と、最
大卵胞径の変動を、自然排卵周期の月経周期内変動と比較検討する。　【対象及び方法】平成2年6月～

平成4年12月に当科不妊外来を受診した患者のうち、第1度無月経、第II度無月経のため消退出血後
パ一一nf“ル投与、夘ミフヱン投与、クロミフェンーアレドニン療法、クロミフェン2段投与等を施行するも排卵に至らず、　hMG－

hCG療法叉はブセレリンーhMG－hCG療法にてはじめて排卵を認めた20症例のべ120周期を対象とした。卵胞は最

大径を、子宮内膜厚の測定は矢状面で体部中央の線状エコー（midline　echo）が子宮頸部より体部まで連続し

てみられたもののみにっいて行った。厚さは2層を併せて測定した。超音波断層装置は、ソノピスターif（持田）

5．0、7．5MHzを使用した。尚hCG投与の翌日をDOとし卵胞期をD－n黄体期をD＋nとし、子宮内膜厚は、　D
－ 11～D＋1、最大卵胞径は、D－11～D＋1を検討した。【結果】子宮内膜厚は、　D－11～DOにかけてほぼ直
線的に増加し、DOで、10．2±1．6mmとなった。最大卵胞径は、　D－11～DOで直線的に増加し、　DOで18．8

±3．2皿mとなった。対患者当たりの妊娠率は、35％であった。妊娠例と非妊娠例のD－1における最大卵
胞径を比較すると、それぞれ、20．7±3mm、18．7±4．4mrnであり妊娠例の方が大きい傾向にあった（NS）。
子宮内膜厚は、妊娠例10．4±3．4mm、非妊娠例10．3±3．4mmと差はなかった。エストラジオール値は、妊娠例は、

2995±2253pg／m1、非妊娠例1258±989pg／m　lと妊娠例の方が高い傾向にあった。妊娠例は、子宮内膜厚、

最大卵胞径共にほぼ自然排卵周期の範囲内にあった。【結論】①卵胞最大径、子宮内膜厚共に、D－11～
DOにかけてほぼ直線的に増加した。②D－1の最大卵胞径は、妊娠例で約20mmで妊娠例の方が大きい傾向
にあった。③D－1の子宮内膜厚は、妊娠例・非妊娠例共に、約10mmで差はなかった。④hMG－hCG療法の妊
娠例は、子宮内膜厚、最大卵胞径共にほぼ自然排卵周期の範囲内にあった。
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55 不均衡型転座染色体を次世代へ伝達する親の性差

愛知コロニー・発達障害研究所・遺伝

　○大石英恒

　新生児における染色体異常の出現率は、最近の分染法による資料をも含めて集計すると0．917Xになる
（Jacobs　et　al　1992）。そのうち均衡型の構造異常は半数以上（0．522％）を占めており、しかも散発性の

もの（0．073X）を除く大半が家族性のものであることから、家系内に保持されている均衡型染色体が、次

世代1こもたらされる不均衡型染色体の出現に、大きな役割を担っていることは明らかである。しかし均
衡型染色体保有者の多くは臨床的に正常であり、異常児出産や習慣性流産を訴えた者のなかにその存在
が追認されるたけで、これらの実態についてはほとんど明らかにされていない。そこで均衡型構造異常

染色体のうち、もっとも多く認められる相互転座染色体（0．253X）について分析を試みた。

　不均衡型に構造異常染色体を保有する障害児を発端として、その両親のどちらかに均衡型相互転座染

色体が確認された自験例および報告例から545家系の資料を収集した。発端者に性差は認められないが、
均衡型保因者であるその親では母は父のほぼ2倍を数えた。また発端者が保有する不均衡型の染色体を

分析したところ、親の配偶子形成における隣接1型、隣接2型および3対1の分離によるものがそれぞ
れ407、16および122例であることが判明した。とくに隣接2型と3対1分離例では、均衡型保因者の
母の数はそれぞれ父の3倍および8倍と多く、しかも不均衡型相互転座を構成する染色体の組合せは非
常に特徴的なものが多かった。これらのことから、相互転座染色体を均衡型に保有する者では、生殖細
胞が妊娠に至る配偶子形成または受精の過程で淘汰を受け、親に認められた性差はその淘汰の機序に基

づいて生じたものと推測された。

4

56 男性不妊症患者の染色体異常の検討

東邦大学泌尿器科学第一講座
○西見　大輔、栗田　稔、森岡　元、佐藤　稔、原　啓、桑原　孝
　高波　真佐治、石井　延久、三浦　一陽、白井将文

　男性不妊症例のうち無精子症の占める割合はかなり多く，その重要な原因の一つに染色体異常がある。

今回我々は無精子症における染色体異常について検討を試みた。1978年から1992年までの15年間に東邦

大学大森病院リプロダクションセンターへ男性不妊を主訴として受診した2942例のうち，664例（22．　6％）

が無精子症例であった。無精子症のうち57例（8．　6％）に染色体異常が認められた。これら57例の内訳は
47XXYのクラィンフェルター症候群が最も多く42例（73．　7％）であった。次いで46XXmaleが4例（7．　0％），

その他の染色体異常が11例（19．3％）であった。これら症例中詳細な検討が出来たのは47XXY32例，46

XXmale4例，その他の染色体異常11例の合計47例である。これら症例に対して染色体，血中testost－

er・ne（以下T），FSH，　LH，　PRL，精巣容積（右，左）等を測定した。47XXYクラィンフェルター症
候群ではT　3．　12士1．64　ng／認，　FSH55．73士21．72mlU／溜，　LH42．　04士30，　98mlU／瑠，PRL　17．　80士22．　20

n9／擁，右精巣3．31士1．24nze，左精巣3．・38±1．62me以上平均値士SDで示した。46XXmaleではT・2．・84±O．　58

ngノ紹，　FSH　70．　12士32．66mlU／me，　LH　44．85士26．　50mlU／紹，　PRL　20，　07　b7．06　ny／me，右精巣4．　00±1．00

me，左精巣3．・50士O．　S7meであった。その他の染色体異常の11例はY染色体の欠損，　Y染色体の異常が9例，

46XY／47XYYが1例，49XY，　inv（1p＋q－）が1例であった。これら11例のホルモン値はいずれも正常
範囲を示し，精巣容積もやや減少傾向を示したのみである。以上述べてきた57症例の体型，知能はいず
れも正常で，結婚生活，社会的活動に支障無く，男性不妊症のみを主訴として来院し，無精子症及び染

色体異常を発見された。内分泌学的には47XXY，46XXmaleはhyperg。nadotropic　hyp・gonadismを

呈し，精巣容積は左右共簸小精巣を示した。その他の染色体異常の11例は47XXY，46XXma！eと異な
り，ホルモン値は正常で精巣容積はわずかに減少を示した。



（539）171

57 男子不妊症患者に対する染色体検査の意義

山口大学医学部泌尿器科学教室
o馬場良和、白瀧　敬、井本勝彦、鎌田清治、瀧原博史、内藤克輔

【目的】男子不妊症患者に対する染色体検査の意義を明らかにするため、男子不妊症患者に対して、表

現型および内分泌学的検査にて染色体異常が疑われた症例にのみ染色体検査を施行した時期と、全例に
染色体検査を施行した時期のそれぞれの染色体異常症例を比較検討した。

【対象と方法】　（前期）1978年から1984年に山口大学泌尿器科不妊外来を受診した新患数は4
98名でこのうち無精子症患者は136名であった。主として、表現型および内分泌学的検査にて染色
体異常が疑われた症例にのみ染色体検査を行なった。

（後期）1988年11月より1991年7月までは、男子不妊症患者全例に染色体検査を行なった。
139名が受診し、このうち35名が無精子症であった。
【結果】前期では、性染色体異常17例（47，XXY　13例、46，　XX・1例、　Y染色体の構造異常3例）、常

染色体異常1例を認めた。後期では、性染色体異常8例（47，XXY　5例、45，　X／46，　XY　1例、　Y染色体の構

造異常2例）、常染色体異常5例を認めた。
【結論】前期と比較すると後期では、血清テストステロン濃度が正常値に近い性染色体異常症例と、常

染色体異常症例とが多く診断された。

58 子宮内膜症におけるHLA－DR抗原の発現と免疫担当細胞の分布

秋田組合総合病院、雄勝中央病院＊

○太田博孝、五十嵐信一＊

【目的】子宮内膜症や子宮腺筋症における免疫異常の発症機構を知ることを目的とした。

【方法】対象は外性子宮内膜症（E）18例、子宮腺筋症（A）50例で、それぞれ正所性子宮内膜（E1，Al）、

異所性内膜（E2，A2）を得た。対照は免疫異常のない不妊症（1）27例の子宮内膜、子宮筋腫（M）17例の正所

性内膜（M1）と筋層（M2）とした。各標本は手術時、あるいは生検時に得たものを直ちに凍結した。組
織の染色はPAP法で行った。測定項目としてCD　3，CD　4，　CD　5，　CD　8，αβ，　rδ，　LFA　1，LFA　2

（CD　2），マクロフアージ（¢）の各陽性細胞数を400倍10視野で計測、また細胞接着因子として子宮内膜腺

細胞のICAM　1，　LFA　3を、さらにHLA－ABC，　DR抗原発現の分布を評価ノモグラムを用い、0から
5までの段階で評価した。

【結果】CD　3，　CD　4，　CD　5，　CD8の陽性細胞数はE，　A群とも1，M群に比べ有意に増加していた。

αβ、rδ陽性細胞は1群でそれぞれ42．・2，3．1であったが、　E　1，　A1群では80．6，50．1，13．9，　Z6

と増加していた。LFA　1，　CD　2は1群で48．8，56．8であったが、　E　1，A1群では90．6，71．8，および

99．0，70．8と増加していた。さらにE，A群の子宮内膜腺細胞ではHLA－ABC，　HLA－DR，　ICAM1，

LFA　3の各抗原が1，M群と比べ有意に増加していた。
【結論】子宮内膜症では子宮内膜腺の抗原提示が強化されており，これが本症でみられる種々の自己免

疫現象と密接に関連すると考えられた。



172（540）

59 子宮内膜細胞の腹膜中皮細胞との混合培養による形態学的変化

　藤田保健衛生大学産婦人科
o青木豊和，澤田富夫，白木
　河上征治

誠，吉村俊和，吉田麻里子，隅山充樹，

［目的］子宮内膜症の腹腔内播種様式を検討する基礎実験として，In　vitroにおいて腹腔中皮細胞と子宮
内膜上皮，間質細胞を混合培養しその培養形態学的変化につき検索した。［方法］手術時に，壁側腹膜

表面より採取した中皮細胞群をMedium　MCDB　lO5／M199・1：1に調整した培養液中で，10％FCS添加37℃

95％air－5％CO2の条件下にて培養を行なった。初代中皮培養細胞は1週間後に継代を行ない細胞がPlas－

tic　Falcon　dish上に増殖した時点で，同様に採取し子宮内膜より分離培養を行なっておいた上皮，間質
とともに各々混合培養を行なった。混合培養細胞群はその増殖形態変化を経日的に観察するとともに，免

疫組織染色を実施し，単独培養細胞群との染色性の差異を検討した。又，透追型電顕により細胞内小器
官及び細胞表面の微小絨毛形態についても観察をした。［成績］初代中皮細胞単独培養においては約1

週間で敷石状，シート状に細胞が増殖しそれら各々の細胞は小円形を呈していた。継代を繰り返すと6－

7代目にはTEMにて細胞表面のmicro－villiの発現消失が認められ中皮細胞としての機能欠落を推定させ
た。形態学的に3－4代目の細胞において最良の状態を保つことが考えられた為以後の混合培養におい
てはこの時期のものを使用することとした。子宮内膜上皮，間質単独培養にて認められた特長である腺

腔状，発育の上皮細胞，線維芽細胞株発育の間質細胞の形態は，中皮細胞との混合培養にて約72～96時
間後にはその形態を消失して中皮単独培養細胞株の境界不鮮明な敷石状細胞群に変化した。免疫細胞染

色においては内膜間質細胞でVimentin陽性細胞の染色性の低下や，　PAS陰性の陽性化等の間質細胞の変

化が推定された。［結論］本法による腹膜中皮細胞・子宮内膜細胞混合培養系においては，中皮細胞に

よる内膜上皮，間質細胞形態の影響が認められ，それらは機能的変化か，もしくは機能抑制の形を呈して

おり，今後この中皮一内膜細胞間の関連をさらに研究する必要が示唆された。

60 子宮腺筋症組織の細胞免疫学的検討

東京慈恵会医科大学　産婦人科
○松本和紀、秋山芳晃、後藤誠、小田原靖、楠原浩二、寺島芳輝．

　子宮腺筋症は月経困難症、不妊を惹起する良性増殖性疾患であり、その不妊機序、線維化の進展機序
など今もって充分に解明されていない。そこで子宮腺筋症組織の凍結切片を作製し、免疫組織化学によ
り子宮腺筋症組織の異所性内膜を中心に免疫学的観点から検討を行った。

（結果）筋層内の異所性内膜腺上皮はHLA－DRを強く表現し、　HLA－ABCも陽性であった。即
ち、異所性の腺上皮は強い抗原提示能を有するという特徴をもっていた。更に興味ある事はCD4陽性、

CDllc陽性であることで、このphenotypeはmonocyteに似たものであることであ
る。一方異所性内膜の間質には多くの免疫担当細胞が存在していた。CD4陽性細胞は間質細胞の7．

3～8．6％、CD8陽性細胞は10．1～35．6％を占め、非妊正所内膜の7～30倍程度であり、
かっCD4／CD8比の逆転がみられた。Macrophage／monocyte系の細胞も多くH
LA－ABC，HLA－DRを有する細胞も多数であった。更に線維化した筋層ではspindle型
の細胞で、CD68陽性細胞やHLA－DR陽性細胞が多数存在した。
（考察）子宮腺筋症の異所性内膜は強い抗原提示能をもち、免疫細胞を活性化していると推察される。

この抗原提示により間質に多数のT細胞、Macrophageが出現すると考えられる。NK細胞が
ほとんど存在しないことも大変特徴的と言えよう。更に線維化した筋層にはspind星e型のmac
rophageが存在した。
（結論）不妊症あるいは線維化の進展には腺が活性化抗原を提示することにより免疫担当細胞が活性化

され、多くのcytokineを分泌することと関連が深いと考えられる。
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61 子宮内膜症患者の骨塩量に関する検討

鹿児島大学医学部産科婦人科学教室

○堂地　勉，永田行博

　（目的）子宮内膜症（E皿）患者では骨塩量（BMD）が低下しているという報告がある。しかし，BMDに影響

を及ぼす因子は多元的であり，EmそのものがBMDの低下に関与しているかは必ずしも明確でない。今回，

bone　lossに最も感受性のある大腿骨Ward’striangle（Ward’s），neckを測定し，　EmのBMDへの影響を多

くの因子を用いて多変量解析した。（方法）対象は，正常月経周期を有し腹腔鏡で診断した無治療のEm
患者48例（r－AFS　n：15例，皿：18例，　IV：15例）と対照の48例である。①大腿骨（Ward’s，　neck，　trocha

nterie　region＞，腰椎（L2－L，）のBMD，total　body　BMD（TBBD），total　bone　mineral　content（BMC），％fa

tを全身型dual　energy　X－ray　absorptiometry（DEXA：Lllnar　DPX）で測定し比較した。②年齢，身長，体

重，body　mass　index（BMI），％fat，妊娠歴，pillの服用歴，飲酒歴，喫煙歴などの因子で多変量解析

しBMDを比較した。③E。の程度とBMDの相関をみた。（成績）①E　mと対照のBMDはWard’sでそれぞ
れ0．96±O．13，　O．87±0．13，neckで1．00±0．12，0．94±O．12，　L2－L，で1．21±0．12，1．16±0．12，　TBB

Dで1．15±0．07，1．10±0．07（g／c㎡）でありEmで有意に高かった。　trochanteric，BMCおよび％fatには差

がなかった。②Emと対照の年齢はそれぞれ30．4±5．5，32．2±3．4（歳）でありE皿で有意に若かった。体重

は59．8±8．6，58．6±7．3（kg），BMIは22．5±2．9，2L5±2．2（kg／m2），％fatは32．8±8．7，30．8±6．8（％）と有

意差はなかった。年齢とWard’sには負の相関，体重，BMIとすべての部位のBMDには正の相関，％fatとT
BBDには正の相関を認あたたあ，これらの因子を含め多変量解析した結果，L2－L，，Ward’s，　neckのBMDに

差が認められなかった。③E．の程度とBMDには相関を認めなかった。（結論）EmそのもののはBMDに
影響を及ぼさない。

L

62 「腹腔鏡施行後診断した月経困難症における
子宮内膜症例の検討」

向仁会　永井病院

　○角田千恵子、永井　宏

　月経痛を主訴として来院し、内診・画像診断等で内膜症が疑われた場合、また器質性疾患が見当たら
ずPG合成阻害剤の投与にても充分な効果が発揮しない場合、我々は積極的に腹腔鏡検査を施行してい

る。今回、不妊を伴わない月経困難症例の骨盤内所見をまとめ子宮内膜症について検討を行ったので報
告する。平成3年までの8年間に腹腔鏡を実施した不妊を伴わない月経困難症115例の骨盤内所見は、

子宮内膜症59％、PID18％、子宮筋腫15％、異常なしは7％にすぎなかった。月経困難症における子宮
内膜症61例の進行期分類は、R－AFS　I期43％、1期18％、皿期13％、　IV期63％であり、未婚者の割合
は1期62％、皿期64％、皿期38％、IV期50％を占めた。29才までは41例中31例、76％が未婚者であり、未
婚者の年令が進むにつれ内膜症が重症となる傾向があった。また20才台に子宮内膜症のピークがあり、

20才未満に3例子宮内膜症を認めている。経過観察中の若年未婚婦人7症例を初経年令、月経痛初発年
令、内膜症確認時年令、進行期分類等を検討してみると初経後少なくとも6年以内に子宮内膜症は発生

しうる事、再発例は進行期分類と関連ない事が推測された。また、初経後6年で既に皿期まで内膜症が

進行している症例もあり、この疾患が短期間のうちに急激に進行したり、ほとんど進行しない時期など
がある事が示唆された。月経痛は、個人により感受性が異なり、それのみでは症状を推測する事は困難

である。また、子宮内膜症の初発年令、発育速度に不明な点が多い現在、不妊症との関連も重要であり

若年、未婚であっても月経困難症に対して積極的に腹腔鏡検査を施行し、治療方針を決定する事が重要

であり、長期にわたってfollow　upする必要があると思われる。
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63 妊孕能におよぼす卵巣チョコレート嚢胞の影響について

長崎大学産婦人科教室

O鮫島　哲郎、石丸　忠之、増崎　英明、藤下　晃、中村　恒一、

　松脇　隆博、山邊　徹

　現在、子宮内膜症（内膜症）の進行期分類としてはr－AFSが広く用いられている。しかし、多くの報告
では進行期と妊娠率の間1：一一・一定の関係は認められていない。この理由の1つとして卵巣チョコレ・一ト嚢胞

（卵巣嚢胞）の対する過大評価が挙げられる。そこで卵巣嚢胞と妊孕能の関係について検討した。
［対象と方法］①不妊症の中で腹腔鏡により診断された内膜症185例について、進行期（rAFS）別妊娠率を

検討した。②内膜症150例についてTOP分類（T：卵管、0：卵巣、　P：骨盤腹膜のそれぞれの病変を4段階に分

けて評価）と妊娠率、さらに③腹水中マクロファージ（MΦ）活性および腹水中IL－1検出率を内膜症進
行期と卵巣嚢胞の有無で比較検討した。MΦ活性は、　in　vitroでの蛍光ビーズ捕食をflow　cyt。謹etryに

より解析し捕食率として検討した。また腹水中IL－1はELISA法により測定した。

［成績］①内膜症の修正妊娠率（妊娠率）は1期49％、n期51％、皿期44％およびIV期44％であり、進行期

と妊娠率との間に一定の関係は認められなかった。②TOP分類で、統計学的に妊娠と関係があったのはT
であり、0やPとの関係は認められなかった（Mante1－extension法）。さらに、嚢胞存在例の妊娠率は

42X、非存在例のそれは48％と嚢胞の有無での妊娠率に差はみられなかった。③腹水中MΦの捕食率は、

1期63賑H期68％および皿期68％と、進行期によるMΦ捕食率に差はみられず、嚢胞存在例の捕食率68紙

非存在例6鴨と嚢胞の有無で比較しても差は認められなかった。また、腹水中IL－1も嚢胞存在例の検出率
が31職非存在例は34％と両群間に差を認めず、卵巣嚢胞の有無で腹腔内環境に違いはなかった。

　以上の成績から、卵巣嚢胞それ自体は妊孕能を著しく阻害するとは考えにくい。

64 子宮内膜症IV期合併不妊に対する体外受精・胚移植例の検討
」

市立秋田総合病院　産婦人科

　○望月　修、三川　猛、成田昌裕、斉藤　寛

　1987年から1990年までに当科で、腹腔鏡により確定診断した子宮内膜症性不妊のうち、男性因子
の合併がなく、2年以上の不妊治療を継続できたR－AFS分類IV期で、体外受精・胚移植を行った5
例の治療成績を検討し，IV期の子宮内膜症に対する適切な治療方法および本症の不妊原因の推定を試み
た。

　R－AFS　IV期の子宮内膜症性不妊のうち、体外受精・胚移植を行った5症例、9周期の平均年令は
32才、平均不妊期間は6年であった。
　これら症例の体外受精・胚移植までの前治療は、腹腔鏡下癒着剥離、薬物投与、アルコール固定等で

あった。また、R－AFS合計スコアは68～147点（平均101点）で、付属器の癒着スコアに着目する
と、左側13～32点（平均26点）、右側5～32点（平均18点）と高い値を示していた。

　一方、体外受精は、全例Gn－RHa／hMGにて卵巣刺激を行い、採卵数、受精率、移植数は、それぞ
れ平均5．4個、73％、2．8個であった。また、採卵日の子宮内膜厚は平均15．1mmと良好な反応を示していた。

　子宮内膜症性不妊IV期の治療成績を体外受精・胚移植例から考察すると、特に左右の付属器癒着スコ

アが16点以上の高値例では体外受精を必要としていた。また、卵巣チョコレート嚢胞を有し、左右の付
属器スコアが40点以上の高値例は、採卵数が少ない傾向にあった。一方、IV期の重症例でも、採卵後の

受精・分割・着床過程は、内膜症のない卵管因子によるものと同様の成績を示した。このことから、IV

期内膜症の不妊原因として、排卵から卵管内初期胚の発育障害が推定された。
　また、IV期の中でも、特に付属器癒着スコアが高いものは、いわゆるza　V期”として区別するのが、

治療上適切と思われた。
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65 子宮内膜症r－・AF・S分類1，　ll期合併不妊患者の腹腔鏡後管理にっいて

　　＿待機療法とAIHの比較検討一一

佐賀医科大学産婦人科　　○野見山真理、宗完子、松本ゆみ、杉森　甫

高邦会高木病院産婦人科　　中村加代子

［目的1子宮内膜症r－AFS分類1，II期合併不妊患者に対し、当科では腹腔鏡下子宮内膜症電気焼灼、および附属

器周囲癒着剥離術の後、6カ月から1年間の待機療法を基本的方針としている。しかし男性不妊、頚管因子
合併はもとより高齢、長期不妊症例の場合は積極的に卵巣刺激を併用したAIHを行っている。今回腹腔鏡後
6カ月間待機療法を行った群とAIHを行った群の妊娠率を比較することにより、腹腔鏡後の管理について若

干の検討を加えた。【方法】1990年5月より1992年11月までに佐賀医科大学産婦人科において不妊症精査を目

的として腹腔鏡検査を行い、子宮内膜症1，II期の診断を得た症例で、男性不妊を合併しないものを対象とし

た。これらのうち以下の2群に相当する症例の背景および妊娠成績を比較検討した。（1）腹腔鏡後6ケ月間
待機療法を行い経過観察した15例、（2）腹腔鏡後AIHを6ケ月間行った13例である。頚管因子をAIHの適応と

したものは3例であった。fo・ll・ow　up期間は最長29カ月である。1結果】待機療法群は原発不妊10例、続発不妊

5例、平均年齢31．3±3．4才、不妊期間3．7±1．9年であった。AIH群は原発不妊9例、続発不妊4例、平均年

齢32．2±4．5才、不妊期間6．7±3．5年であり、AIH群の不妊期間は待機療法群に比べ有意に長かった。腹腔鏡

後待機療法群の累積妊娠率は6か月の時点で28％、AIH群は39％、最終的な累積妊娠率は待機療法群で58％、

AIH群で69％と有意差はなかったが、いずれもAIH群で高い傾向にあった。妊娠例の卵巣刺激法は待機療法
群では主に自然もしくはCl　om　ip　hene　citrate（CC）、　AIH群では主にCC－hCG、またはCC－hMG－hCGであった。

【考察】子宮内膜症1，1【期に対して腹腔鏡後に卵巣刺激を併用したAIHを行うことは、待機療法に比較して有用

である可能性が示唆された。

66 　子宮内膜症に対するbuserelin療法の検討　一投与時の臨床効果と予後と

の関連性にっいて一

　稲城市立病院産婦人科、田村クリニックX

O福田良夫、田村昭蔵さ伊東正昭、曽根郁夫

子宮内膜症薬物療法は比較的長期にわたり、また副作用も多いことから、投与にあたってはより適切
な適用が求められる。今回buserelin（B）の長期follow－up症例から、予後と投一与時の改善度との関連

性にっいて検討した。〔対象と方法〕子宮内膜症患者18名にBを月経第2日より900μg／日6カ月投与
し、投．与前の月経困難症、それ以外の自覚症状・他覚所見、投与開始後は4週ごと、投与終了後は初回

排卵性月経時（初回）および5カ月ごとの症状・所見を5段階評価し、投与前と比較、　1段階改善なら1点、悪

化なら一1点とsc。re化、その総和から平均値を求め改善度とする方法によった。　したがって著明改善＞2、2≧
中等度改善＞1、1≧軽度改善〉αo＝不変、O＞やや悪化≧－1、－1＞悪化≧－2．一　2＞重篤に悪化と評価される。〔成績〕

投与時改善のみら銃た症例は、4週で50％、8週ア2％、12週78％、16週85％、20週Z8％、24週89％。投与後で初

回94％、5カ月82％、6カ月69％、9カ月65％、1年56％、1年6カ月55％、2年36％であった。1年以後

4例が手術、5例が他剤、1例がB再開へ移行した。全例の改善度数の平均は投与時4週で0・4、8週O・5、12

週1・0、16週1・1、20週1・2、24週1・5．投与後で初回1・6、5カ月1・1、6カfi　O・9、9カ月0・7、1年0・5、1
年6カ月O・2、2年一〇・4であった。投与後1年においても中等度改善以上の症例を艮好群（7例44％）、それ以下を

不良群（9例56％）として群間検定すると、投与時では16週、投与後では5カ月、6カ月、9カ月、1年、1年6

カ月の改善度および投与4～16週、4～20週の平均改善度に有意差がみられた。個々にみると、投与8週
まで改善のみられない症例（5例28％）は投与後6カ月以後の改善度数は0ないしそれ以下であった。〔結

論〕全般に投与時改善の明らかな症例は予後良好で、特に16週における改善度は予後を概ね反映してい

た。また8週まで改善を示さない症例は24週まで治療をおこない改善がみられても、投与後6カ月以後

での効果は望めなかった。
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67 子宮内膜症に対する局所薬物療法の方法別予後の検討

（挙児希望例を中心として）

国立横浜東病院　産婦人科

鈴鹿清美、高野　昇、上杉健哲、小竹和美、田中宏一、田嶋達矢

千葉大学　産婦人科　高野　始、稲葉憲之

　1986年より子宮内膜症に対して薬物直接作用を応用、症例選択の上、チョコレート嚢胞には超音波下
あるいは腹腔鏡下穿刺、内容液排除、ダナゾール溶解エタノールを注入、子宮筋腫など合併例は開腹の
上ダナゾール溶解エタノールを直接注入、塗布する治療法を施行し、超音波下穿刺例に好結果を得てい
るが、より効果的な治療法とするため挙児希望例を中心に方法別に、その適応、経過を検討した。

対象ならびに方法：1986年から7年間に当科を受診、悪性否定後本治療法を施行した症例は、超音波下

穿刺41例、腹腔鏡下12例、開腹57例、挙児希望例はそれぞれ12、7、10例である。超音波下、経腹
壁、経膣壁法いずれか症例毎に穿刺しやすい方法を選び、穿刺針は治療中嚢胞より抜けにくいよう内筒
針を抜いた後、外筒針が「とぐろ」を巻くよう工夫した太さ17ゲージ、長さ30cmものを使用、ダナゾー

ル溶解エタノールは1　Otrg／mlの濃度のものを用い、1回量100m1を越えない範囲で注入した。穿刺例
は薬物注入15分放置後再排液、開腹例は塗布15分後塗布面をガーゼで拭くか生理食塩水で洗浄した。
治療後の経過は、超音波検査を中心に基礎体温、HSG、腹腔鏡検査などで検討した。
結果：治療前にみられた下腹部痛、月経痛などは、いずれの方法によるも殆ど直ちに軽減、消失し、ま
たいずれの方法にも明らかな再発例をみない。妊娠は挙児希望嚢胞穿刺12例中5例　41．7％に認めたが、

腹腔鏡下、開腹例では2例のみであった。基礎体温は、次ないし次々周期には治療前のパターンに戻り、

いずれの方法も卵巣機能への影響は少ないと考えられた。しかし治療前後のHSG像の観察で、穿刺例に
は治療後、卵管の疎通性、造影剤拡散像に悪化例をみないが、開腹例には治療前に比べ造影剤拡散像に
限局増強例がみられ、厳正な治療法の選択はもちろんのこと、開腹に対しては充分な癒着予防対策とと
もに、治療後腹腔鏡による早期の観察、治療の必要性が求められた。

68 GnRHアゴニストを併用したhMG－hCG療法の有用性に関する検討

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、斉藤正博、田谷順子、関博之、木下勝之

　　　IVF－Erの卵巣刺激法としてhMG－hCG療法にBuserelin（G　nRHa）を併用することは、採卵周期のLH

surge予防上有用である。そこで、通常のhMG－hOGを用いた排卵誘発にGnRH　aを併用することが妊娠率
向上に結び付くかどうかに関して、hCG投与時の各種ホルモン値とともに検討した。

（方法）1992年1月から同年3月に不妊症治療目的で、hMG単独（A群）あるいはhMG単独で妊娠しないため

GnRH　a屯MG　Gong）（B群）により排卵誘発をした症例48例70周期および無治療（C群）で卵胞発育を観察した

9例9周期を対象とした。いずれの症例においても、超音波断層法における主席卵胞径が約20mmの時点
で採血し、LH、　FSH、　EStradiol（E2）、　Progesterone（P4）を測定した。

（結果）（1）AB各群のhMG投与量はそれぞれ平均12501U、16001Uであった。（2）採血時の主席卵胞径は

ABC各群でそれぞれ平均2e．　O、19，・8、20．0　mmであった。（3）E2は各群でそれぞれ平均205q　2210、

370pg！m　lであった。（4）LHは各群でそれぞれ平均4．9、1．9、1　7．　OmlUini1で、採血時にLH＞10の症例は各

群でそれぞれ13、0、67％であった。また、FSHは各群でそれぞれ平均11．1、12．7、7．lmlU加1であった。

（5）P4は各群でそれぞれ平均0．9、　O．6、0．7ng〆m1で、採血時にP4＞1の症例は各群でそれぞれ30、8、44％

であった。（6）採血周期での妊娠は各群でそれぞれ24、8、11％であった。また、妊娠症例の36％は、

hCG投与時にP4＞1であったが、　LH＞10はC群の1例のみであった。

（考察）GnRH　aの併用は、　hMGによる排卵誘発周期においてLH　surgeと黄体化の予防上有用であった。ま

た、hMG・hCGによる排卵誘発周期において妊娠の成立しない症例の一部においてGnRH　a併用が妊娠率
向上に結びつく可能性があると思われた。
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69 排卵過程における成長ホルモンの促進作用

暫

杏林大学医学部産婦人科，東京女子医大産婦人科’

○苅部正隆，安藤・索，南野智徳，小山典宏，吉村泰典，中村幸雄，

　岩下光利1，安達知子＊，武田佳彦t

【目的】近年hCG－hMG療法無効例に対する成長ホルモン（GH）併用療法は、有効な卵胞発育促

進効果を有することが報告されている。GHは卵巣GH受容体を介して卵巣に作用し、卵胞発育を促進

することを既に報告した。今回gonadotropin投与後の排卵過程におけるGHの卵胞発育、卵胞破裂に及
ぼす効果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、一側卵巣は501U及び51UのhCGにて灌流し、対

照群とした。対側卵巣はGH（100ng／mL）及びG　H　（100ng／mL）＋hCG（51U）で灌流し、卵胞径の増大、

排卵の有無卵成熟度（％GVBD）、卵変性度、卵巣内progesterone（P）、estradio1（E、）分
泌を対照群と比較検討した。

【結果】GHはgonadotropin非存在下では排卵を惹起しなかったが、　G　HはhCG（51U）投与時の

ovulatory　efficiency（14．7±4．5％）を有意に（p〈0．001）増加させた（56．2±4，8％）。灌流12時

間後の％GVBDは85．5±3．3％（501UhCG）、28．6±17．1％（51UhCG）、68．8±5．6％（51U
hCG＋100ng／mLGH）であり、　GHはhCG　51U存在下での卵成熟を有意に促進させたが、卵変性に
は影響を与えなかったAGHは卵巣におけるE，分泌を対照群に比し有意に促進したが、　hCGによっ
て刺激分泌されるPに影響を与えなかった。以上のように低用量のgonado七ropin存在下においてGHは

gonadotropinによる卵成熟、卵胞破裂の誘起作用に対して促進的に作用した。

【考察】GHは卵巣に対して直接作用を有しており、g。nadotropinによる卵胞増大や卵胞破裂機序に対

して促進的に作用することが明確となった。

」

70 未成熟卵の採取と培養ならびに媒精

愛媛労災病院産婦人科

○南條和也、大塚恭一、宮内文久

【目的】手術時に採取した未成熟卵を培養して卵の成熟ならびに受精を観察したので報告する。　【対象

および方法】婦人科疾患にて手術した患者16名（24－48才）を対象とした。患者の同意を得て、摘出し

た卵巣あるいは開腹時に正常部分の卵巣の径8mm以下の卵胞を穿刺吸引し、　HTF培養液にて2回洗浄
した。卵胞液あるいは洗浄培養液より卵を回収し、患者血清を15％の割合で添加したHTF培養液にて

培養をおこなった。卵は4日ないし5日間培養し、卵核あるいは極体の出現の有無を観察した。なお、

16名のうち挙児を希望した5名の卵については、院内倫理委員会の承認を得て、配偶者の精子を用いて
媒精し、受精、卵割の有無を観察した。　【結果】11名の患者から1個以上の卵が採取でき、74個の卵胞

より23個の卵を採取した（採卵率31％）。1日から3日間の培養により、12個（60％）の卵に極体が出

現し、4個（20％）の卵に卵核が出現した。月経周期でみると、卵胞期（月経周期5日から8日目）に
は22個の卵胞から8個（採卵率36％）の卵が採取でき、6個の卵が成熟し2個には卵核が観察された。

排卵期（月経周期12日から15日目）には12個の卵胞から1個（8％）の卵しか採取できず、成熟は観察

されなかった。一方、黄体期には23個の卵胞から9個（39％）の卵が採取でき、4個の卵が成熟し2個
には卵核が観察された。患者の年齢による、採卵率、卵の成熟率の差は認められなかった。挙児希望の

患者においては4名より11個の卵が採取でき、8個が成熟し、5個が受精し（受精率63％）、3個が卵
割した（卵割率38％）。　【結論】卵胞期初期ならびに黄体期の卵巣から未成熟卵が採取でき1日から3

日培養することにより卵は成熟した。さらに成熟卵は受精ならびに卵割も観察できた。このことは、卵

成熟のメカニズムの解明ならびに不妊症の診断、とくに精子の受精能の有無の診断に有用と考えられた。

また、受精した卵を凍結保存し、体外受精・胚移植法へ応用することも可能であると考えられた。
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71 子宮鏡下選択的卵管通水による子宮卵管造影法の評価

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室

○宮崎豊彦・北村誠司。赤星晃一。岩田壮吉・小林俊文・野澤志朗

［目的］子宮卵管造影法（HSG）による卵管疎通性の検索はすでに確立されたものであるが、しばし

ば、子宮卵管角攣縮あるいは微小血栓などにより、実際には通過性があるにもかかわらず卵管閉塞
（OCC）と診断される場合がある。今回我々は、　HSGによるOCC　を再評価することを目的として、
OCCと診断された卵管に、子宮鏡（HFS）を用いて選択的に通水を行い、その疎通性の有無を確認し、
HSG所見と比較検討を加え、　HSG像上の特徴でHFS下通水の結果を分析した。
［対象および方法］1992年10月から1993年3月までに不妊を主訴として当院を受診、HSGを施行し、

少なくとも一側にOCCを認めた56例を対象とした。　IISGにてOCCと診断された卵管にf】exible　HFS
（オリンパスHYF－P）を用いて外径3Frのカテーテルを卵管口より1cm挿入後、生理的食塩水を注

入し、卵管口か‘，，逆流を認めず10ml以Lを注入できたものを疎通性（＋）とした。
［結果］56例中、両側OCCが17例、一・側OCCが39例であり、合計73例の閉塞卵管にカテーテル挿入

通水を行った。疎通性（↓）の卵管は73例由40例（40／73i　55％）であった。特に臨床上問題となる
両側OCC　l7例中、少なくとも一側で疎通性（＋）であった症例は11例（11／17；65％）であった。

HSG上OCCの部位を子宮卵管角（UTJ）あるいは卵管の2か所に分類し、疎通性との関連を見ると、
UTJではOCC　50例申疎通性（＋）は29例（29／5C）、卵管11／23　であった。さらに、　UTJ閉塞の
形態をsharp、duli、　defectと分類し比較するとsharp　4／16，　duB　22／28，　defect　3／6となり、

dullでは有意に疎通性（＋）であった（p＜O．　OO1）。

［結論］　HSGにてOCCと診断された症例でも選択的通水で疎通性（＋）と認められる症例が半数以

．1二あり、OCC部位の厳密な読影の重要性と、　HFS下選択的通水の有用性が示唆された。

剛

72 プセレリン治療症例における子宮動脈血流の変化

山口大学医学部産科婦人科学教室

（）吉岡尚美、中村康彦、吉田豊、嶋村勝典、小野美央子、加藤紘

【目的】子宮筋腫に対するGnRH　analegue（ブセレリン）療法が盛んに行われているが、本研究ではブセ

レリン投与時における子宮・筋腫の体積および血中エストラジオール（以下E2）値と子宮動脈血流抵抗
（Resistance　index，　RI）の経時的変化について検討した。

【方法】子宮筋腫3例、子宮腺筋症2例の計5例に対して、ブセレリン900～1200μg／dayを4カ月間投

与し、2～4週間毎に子宮および筋腫の体積と子宮動脈のRIおよび血中E2値を測定した。子宮および
筋腫の体積は超音波断層法にて3方向を計測し、回転楕円体として計算した。子宮動脈のRIはカラー
ドップラー法を用いて計測した。

【結果】全症例において、ブセレリン投与後に子宮および筋腫体積の縮小（平均体積縮小率：子宮60％、

筋腫63％）を認めた。血中E2値は、5例中3例においてはプセレリン投与開始2～4週間後に10。　Opg／ml以

下に抑制され、同時に子宮動脈RIは次第に上昇する傾向を認めた。他の2例では、血中E2値は投与開
始後10週で抑制され、同時期より子宮動脈RIの上昇が認められた。これら5症例における子宮動脈
RIの増加は、投与前O．747±0．023から投与後0．874±0．045と統計的にも有意（Pく0．01）であった。ブセ

レリン投与終了後も引き続き経過観察を行った2例では、投与終了後1～2カ月で血中E2値の上昇を認
め、それに伴って、子宮動脈RIの低下と筋腫および子宮体積の増加を認めた。

【結論】プセレリン投与により、血中E2値が抑制されてくると子宮動脈RIの上昇が認められた。また、
この現象は可逆的であり、血中E2値の回復とともに、RIは低下し、それに伴って子宮および筋腫体積
も回復した。
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Ψ 73 AIH実施のタイミングと血中progesterone値の検討

、

弘前大学医学部産科婦人科学教室

0藤井俊策，相良守峰，樋口毅，鍵谷昭文，齋藤良治

ヤ

噌

し

［目的］Clomiphene（CC）刺激周期におけるAIH施行前日および当日の血中progesterone（P）値を測定し，妊娠

成立周期と非成立周期とで比較し，AIHを行うタイミングの指標となるか否かをretrospectiveに検討した。

［対象および方法］平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に当科不妊外来でAIHを行い，　AIH施行当日に

血中Pを測定し，妊娠の転帰を確認できた76症例（男性因子31例，原因不明16例，子宮内膜症12例，機能性不妊
11例，頚管因子6例），294周期を対象とした。排卵誘発は㏄単独投与もしくはpredonisolone，　bromociiptineの併

用にて行い，卵胞発育のモニターおよびAIH施行時期の決定は主に経膣超音波断層法で行った。また，193周期

でA田前日または当日にhCG　5000～10000　iuを投与した。血中Pの測定には，エルモテックープロゲステロン

（持田製薬株式会社）のEIAキットを用いた。

［結果］妊娠成立周期は18周期であり，周期あたり妊娠率は6，1％，患者あたり妊娠率は237％であった。A正1当

日の血中P値は，妊娠非成立周期では02ng加1からi758　ng／inlにあり，平均2，8ng／mlであった。妊娠成立周期で

は1．08　ngt　nlから45　ng加1の問で，平均2．4　nghnlであり，1・．0～19　nghn1は33．390（6／18），2．0～29　ng加1は389％

（7／18），30～39ng加1は278％（5／18），40－49　ng加1は5b％（1／18）であった。　AIH当日の血中Pの値別に得られ

た妊娠率は，1．0　ng／ml未満ではO％（OA7），1．0・一一・1．9　ng加1では7ρ％（6186），2．0～29　ng加1では11．5・90（7／61），3．0

～
3．9　ng／mlでは10．6％（5／47），4．0－…4．9　ng！mlでは4、8％（1／21），5　ng／ml以上では0％（0／32）であった。

［結論］AIH実施当日の血中P値が1　ng／mli“．満あるいは5　ng／m1以上では，妊娠が成立しなかった。　A田を行うタ

イミングの決定に，血中P値の測定は有用であると考えられた。

74 骨盤腔内生食注入による経膣超音波下子宮卵巣卵管観察の有用性

京都府立医科大学産婦人科学教室

○藤本泰子、大野洋介、田中一範、細川健一、岡田弘二

ぜ

　通常の外来における不妊原因の検索には、超音波検査や子宮卵管造影法などの画像診断により骨盤内

臓器の観察を行っている。しかし、卵巣、卵管の癒着や子宮との位置関係を知るためには、腹腔鏡検査

により骨盤内を直接観察することが必要となってくる。腹腔鏡検査をおこなうためには全身麻酔や入院

が必要となることから、外来で骨盤内臓器の観察を行えるように、骨盤腔内生食注入による経膣超音波

下子宮卵巣卵管観察法（超音波観察法）を考案し、その有用性について検討したので報告する。対象は

当科不妊外来通院中の挙児希望婦人で、腹腔鏡施行時に生理食塩水（生食）500～1000m1を骨盤内に注
入し経膣超音波にて骨盤内臓器を観察し、腹腔鏡所見と比較、検討を行った。また腹腔鏡検査後の治療

および経過観察期間を過ぎても妊娠しない挙児希望婦人には、無麻酔もしくはジアゼパム、ペンタゾシ

ンの投与下に超音波ガイド下に生食を注入して骨盤内を観察し、検査時の癖痛、検査後の副作用の有無

を検討した。超音波観察法においては、卵巣、卵管に癒着のない症例では、ダグラス窩に充満した生食

内に卵巣と卵管采が浮遊しているのが観察された。Chocolate　cystが子宮後壁に癒着している症例では、

子宮との癒着部位を明瞭に観察することができた。また子宮内膜症（R－AFSIV）のダグラス窩閉鎖
症例では、ダグラス窩に生食は充満されず、卵管采の観察は困難であった。これら超音波観察法の所見

はすべて腹腔鏡所見と一致しており、超音波観察法は骨盤内臓器の観察に有用であると考えられた。ま

た経膣超音波ガイド下に骨盤腔内に生食を注入した症例では、検査時の癒痛も無く、検査後の副作用も

認められなかった。以上より本検査は外来における骨盤内臓器の検索に有用であると考えられた。
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75 WHO標準品を使用したLH－RHテストの
正常値の再検討と妊孕性の評価

，

v

近畿大学医学部産科婦人科学教室

○高瀬規久也、石川元春、赤井正彦、三橋洋治、

　新屋敷康、　星合昊、　野田起一郎

【目的】当科外来におけるWHO標準品を使用したLH－RHテストの正常値を設定し、第1度・第2度無月経の

ホルモン動態を検討する。【方法】排卵周期を有する24名を対照群とし、第1度無月経（n；12）、第2度無

月経（n＝10）を対象とした。排卵周期を有する婦人は月経期（3～5日目）に、LH－RH（0．1mg）を筋注し、無排

卵婦人には消退出血誘発後、月経期（3～5日目）に、それぞれ血清中のLHおよびFSHにっいて、0分値・30

分値を測定した。測定キヅトはWHO標準品を使用したスパヅクS田キット、FSHキヅトをそれぞれ用いた。

【結果】対照群の10及び90パーセンタイルは、LHは0分値が2．3～7．1（mlu／ml）、30分値が7．2～42．2（皿lu

／ml）、　FSHは0分値（5．1～12．Imlu／ml）、30分値（7．5～22．3皿lu／ml）であり、これを当科における正常値と

した。LHにっいては、第1度無月経では12名中11名、第2度無月経では10名中すべてで異常値（0分値、ま

たは、30分値が正常範囲以外のもの）を示した。FSHにっいては、第1度無月経では12名中7名、第2度無月

経では10名中7名で異常値を示した。この正常値を用いて、妊娠希望例のLH－RHテスト値を検討した。妊

娠例は、対照群24例中5例で、うち3例はLH，FSHともに正常値を示し、　LHのみ正常が1例、　FSHのみ正常が

1例あった。。第1度無月経12例中妊娠例は3例で、うちLHが正常であったものは1例で、　FSHは3例すべて

正常であった。第2度無月経では、4例中妊娠例はなかった。【結論】当科で定めたLH－RHテストにおける

LH，FSHの正常値は、第1度・第2度無月経におけるホルモン動態を検討するに有効であった。また、妊娠

例に関する検討では、多くの症例でLH，　FSHともに正常であり、妊孕性を評価するに有効であった。今回

の検討では、第2度無月経症例には未婚者が多く、妊娠の評価には不十分であった。今後、この正常値を

もとに排卵障害の原因検索・妊孕性の評価に関して、検討を加えたいと考える。

t

」

76 経膣超音波断層法を用いた続発性無月経の評価

順天堂大学医学部産婦人科学教室
武内裕之，福田　勝，桑原慶紀

　続発性無月経の分類には，gestargen　testが広く行われている。今回，経膣超音波検査により続発性
無月経の分類が可能か否かを検討した。

　対象及び方法；対象は続発性無月経の患者30例で，来院時，経腔超音波断層法により①矢状断面におけ
る子宮断面積（UA）②矢状断における子宮内膜の厚さ（UT）③卵巣最大面積（OA）を計測した後，　progeste

rone　50mgを筋注した。消退出血がみられたものを第1度無月経（AMI；19例），みられなかったもの
を第2度無月経（Al2；11例）とした。
　結果；①UAはAM1で10．2±2．4，　AM2で5．6±1．5cm2とAM1で有意に大きく（p〈0．0001），　UT

もそれぞれ6．5±2．0，1．2±0．3mmとAM1で有意に厚かった（p＜O．OOO1）。　AM2で両側卵巣とも同
定できなかったもの，一側のみ同定可能であったものが各々1例ずっあった。一方，AMIでは全例が両側

卵巣とも同定可能であった。OAはAMIで5．7±1．6，　AM2で3．9±1．3cm2とAM1で有意に大きかった
（p＜0．001）。②①で得られた成績により，AM2の各測定値のmean＋2SDであるUA：8．6，　UT：1．8，

OA：6．5をcut　off値として設定し，　gestargen　testの結果との一致率を検討した。　UAでの一致率は

AM1で13／19（68．4％），　AM2で11／11（100％），　UTではそれぞれ18／19（94．7％），11／ll（100

％）で，OAではそれぞれ28／38（73．7％），18／19（94．7％）であった以上より経腔超音波断層法を

用いたUA，　UT，　OAの測定により，続発性無月経におけるgestargen　testの結果は推定可能であり，特

にUTによる正診率は極めて高いと考えられた。

←
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曾 77 精液検査におけるハムスターテストの役割に関する一考察

《

吐 筑波大学臨床医学系　産婦人科

○染谷勝巳、山内宏、西田正人、目崎登、久保武士

暫

も

腎

←

　精液検査は精子濃度、運動率の計測を始め、形態的分析や運動能の検討、最近ではハムスターテスト

（透明体除去ハムスター卵ヒト精子侵入試験）を代表とする精子機能の検討に重きが置かれつっある。

当科においても過去5年余にわたり精子自動分析装置（Cell　Softシリーズ3000）を用い、精子の濃度、

運動率、平均精子速度、平均直進性を定量評価すると同時に、凍結ハムスター卵（日本農産）を用いたハ

ムスターテストを行っている。今回我々は、妊孕性評価におけるハムスターテストの有用性、及び既存
の精液検査との相関について検討したので報告する。

　対象は平成3年度1年間に当科にて精子自動分析装置による精液検査、及びハムスターテストを同時

に行い、平成4年度末までに外来レベルで妊娠の有無を確認することができたII2例である。その結果、

ハムスターテスト（イオノフォア処理したものとしないものを含む）で30％以上の精子侵入率をもつ群で

は精子運動率及び平均直進性において、30％未満群と比較し有意に高値を示した（pくO．　Ol）。　一一方、精

液量、平均精子速度には有意差が認められなかった。さらに検査後の妊娠率は、30％未満群が約IO％で

あったのに対して30％以．ヒ群は約26％と良好な結果であった。

　以上の結果から、ハムスターテストはその再現性やヒトにおける侵入率を十分評価しているかといっ

た問題を含んではいるものの、精液所見からその妊娠予後を予見する上で有用であり、今後の幅広い応

用が期待される。

し

膝

78 SPERM　QUALITY　ANALYZERによる精子受精能の

評価に関する検討

k 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

齢

〔目的〕不妊治療において，精液分析（精液量，精子濃度，運動率，奇形率）は最も基本的な検査の一

つである。しかしこれだけで精子の受精能を評価することは困難である。また既存の精子の受精能評価
法はいずれも簡便性に欠けルーチン検査として応用し難い。今回われわれは新しく開発されたS－PERM

QUALITY　ANALYZERを導入し，精子受精能の新しい評価法として有用か否かを検討した。
［方法］SPERM　QUALITY　ANALYZER（SQA：UNITED　MEDICAL　SYSTEMS社）を用い，　SPERM　MOTILITY　INDEX値（

SMI値）を測定し，精子濃度，運動率，　PENETRAK値およびIVF－ET時の受精率と比較検討した。　SMI値は

運動精子が起こす光学密度波動の容積で，40秒間で簡便に測定できる精液特性の新しいパラメーターで
ある。測定対象は当科でIVF－ETを試みた30例，34周期である。精液を液化後，精子濃度，運動精子数，

運動率，PENETRAK値およびSMI値を測定し，　SMI値と他のパラメーターとの相関およびGradeH，皿の
卵の受精率との相関を検討した。なお，SMI値の結果で，80以下をSMI－Poor群，80～160をFair群，160

以上をGood群とした。　〔成績〕　SMI値は精子濃度，運動精子数，運動率と正の相関を示し，また受精率

との相関もR・0．699であり，PENETRAK値と受精率との相関（R・0．547）よりも高い相関を示した。　SMI－P

oor群では7例中4例（57％），Fair群では14例中13例（93％），　Good群では6例中6例（100％）が受精した。

また通常の精液分析で問題なしと判定したがSMI値が6．OとPoorで受精しなかったものが1例，精液所
見が悪く，　SMI値も3，2と低値にもかかわらず受精を認めたものが1例あった。　〔結論〕　SQAは必ずし

も絶対的な受精能評価法ではないが，既存の評価法に比べ，より簡便で迅速性に優れた検査法であり
SMIは精子の受精能を評価する上で有用な指標となりうる。
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79 精子頭部形態自動解析の試み
一精索静脈瘤患者精子の検討一

，

，

（神戸大医学部泌尿器科学教室）　O岡田弘、龍見昇、神崎正徳、
佐久間孝雄、岩本孝弘、藤沢正人、守殿貞夫（県立加古川病院）
松本修、（末光病院）大家角義、（淀川キリスト教病院）羽間稔

，

り

　ユ981年に羽間らによってマイクロコンピューターと位相差顕微鏡を用いて精子運動の自
動測定が可能となり、これをもとに現在市販されているCASAやHTMは開発された。しかし、
いずれのシステムも、精子形態の自動解析では満足すべき結果は得られなかった。今回我
々は、精子パパニコロー染色標本の1000倍視野像をハイビジョンカメラより、オリム
パス社製イメージアナライザーSP1000に入力し、この像を濃淡二値化処理する事に
より、精子頭部のみを認識させる事に成功した。精子頭部形態のパラメーターとして、
精子頭部最大長（ML），精子頭部最大幅（MW），精子頭部凹凸の程度（SFU），精
子頭部の針状の程度（SFS）を自動測定した。妊孕性の確かめられた男子5名、精索静
脈瘤のない乏精子症患者20名、精索静脈瘤のある乏精子症患者20名より得た精子を対
象として自動解析をおこなった。正常対照の測定値はML4．6±i．2μm，MW2．4ナ0．5μm，
SFUO．53±O．4，SFSl．5＋0，4であった。乏精子症例の精子ではそれぞれ4．3±2．5，2．2±
L1，0．9±0．4，1．7士0．7と正常対照に比して広範囲に分布していた。この中でも，SFS
は正常対照より有意に大きく、乏精子症例の精子は細長いものが多いという結果であった。
精索静脈瘤を伴う乏精子症例の精子頭部形態を術前、術後6ケ月の時点で比較すると、S
FSは1．9＋0，4から1．5±0．3と低下した。これは従来のマニュアル法による実測結果と同様

であった。本法は、1検体約5分間で測定可能である事より、精子頭部形態の客観的評価
法として、極めて有用と考えられた。

曾
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80 受精能評価法としての各精子機能検査の比較検討

　　一体外受精時受精率を指標として一

聖マリアンナ医科大学

○近藤俊彦、石塚文平、渡辺研一、堀越裕史、大野祐子

　栗林　靖、斉藤寿一郎、房間茂由、石田徳人、雨宮　章

A

　【目的】臨床的に各種の精子機能検査が用いられているが、それぞれの意義、相互の関係について

は必ずしも明らかではない。本研究では受精能評価法としてのこれらの有効性を洗浄濃縮、凍結保存
前後において体外受精時受精率との相関を見ることにより検討した。　【対象および方法】当科不妊外

来受診中の160組の不妊カップルを対象とし、1回の射精精液を用いて一般精液検査、ハムスターテス
ト（HAM）、eos　in－Y超生体染色法（EOY）、hypoosmotic　swelli㎎test（HOST）を施行した。同時に

80％パーコール撹搾密度勾配法（P）を行ない、その洗浄濃縮精子を用いて再び上記4種類の検査を施
行、さらにKS－1メディウムを等量混和して、液体窒素蒸気簡易凍結にて凍結保存（F）し、約3ヵ月後
に融解、再度上記各検査を施行した。うち、36組には上記処置後3ヵ月以内に体外受精一胚移植（IVF－
ET）を施行した。【結果】IVF時受精率はHAM受精率とr＝（｝．　658、　P＜O．　01の有意な正の相関を示したが、

M、EOY、　HOSTとは相関傾向を示すのみであった。特にHAM20°／．以下は全例IVF時受精率0％であった。し
かし、P＋F後のEOYとはr＝0．531、　P＜0．05、　Mとはr＝0．675、　P〈0．01と有意な正の相関を示した。　IVF

時受精率100％の9症例と0％の13例の対比では、Mは52±6対23±6％；P＜O．　01、㎜は77±12対12±5％

；P＜0．01、EOYは71±4対51±6％；P＜0．05、　HOSTは69±5対41±7％；P＜0．05といずれも前者で高かっ
た。100％例は全例P＋F後のM48％以上、　EOy60°／．以上、0％例は全例H25°／。以下、　EOY40％以下であった。

【結論】㎜およびP＋F後のM、EOYはIVF時受精率を強く反映することが示された。

→
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● 81 精索静脈瘤における術前検査と術後精液所見

■

● 千葉大学医学部泌尿器科　　市川智彦、高原正信、中村　剛、始関吉生

　　　　　　　　　　　　　島崎　淳

●

脅

L

【目的】精索静脈瘤における術前検査と術後精液所見の変化との相関を検討した。

【対象と方法】昭和62年4月から平成4年12月までの問に、千葉大学医学部附属病院泌尿器科に受診し

触診にて精索静脈瘤を認めた患者のうち無精子症を除いたものは160例であった。年齢は18歳から50歳

不妊を主訴としたもの151例、その他9例であった。このうち75例に手術を施行し、術後6か月後に精
液検査を施行できた51例を対象とした。手術はPalomo法に準じて行なった。精索静脈瘤の分類は鈴木の

分類を用い、ドップラー検査、赤外線サーモグラフィー、超音波検査、シンチグラフィーにより術前の

評価を行ない、術後精液所見の変化との相関を見た。精液所見の変化は術後6か月後と術前の精子濃度

および精子運動率を比較し、その変化の絶対値を用いた。

【結果】手術により精子濃度は39＋35xlO6／mlから61＋42　x106ん1に、精子運動率は34＋16％から39＋

22％と両者とも有意に増加した。濃度の改善と運動率の改善は正の相関を示した。術前鈴木の分類にて

3度であったものは1または2度のものに比し術後精液所見の改善度が大きかった。ドップラー検査に
おいて安静時に左精索静脈に逆流のみられたものはVal　salva　maneuver中のみに逆流のみられたものよ

りも術後の精液所見の改善度が大きかった。超音波検査では左精索静脈の最大径をみたが、静脈径と精

子濃度の改善度との間に正の相関を認めた。すなわち最大径の大きいものほど濃度がより改善した。シ

ンチグラフィーでは左側に集積の多いものにおいて精液所見の改善度が大きかった。

【結論】精索静脈瘤では手術により精子濃度および精子運動率とも有意に増加した。術前検査において

静脈瘤が大きいほど、また逆流の程度が大きいほど手術による精液所見の改善度が大きかった。

■

82 無精子症治療における精巣上体造影の意義について

○近藤宣幸、高田　剛、清原久和（健保連大阪中央）

　北村雅哉（八尾徳州会）
　高田晋吾、松宮清美、並木幹夫、奥山明彦（大阪大）

レ

　我々は、第81回日泌総会において、両側精管に閉塞がなく、かつ精巣生検でJohnsen’s　score　count

がtl以上、すなわち精子形成を認める無精子症例が存在しており、この群の治療法の検討が早急に必要

であることを報告した。この群には精巣上体での閉塞症例が含まれている可能性があるが、精嚢精管造

影の際に、精巣側精管より精子を吸引し得た症例など、器質的な閉塞のない可能性も存在している。
　従って、精巣上体および近位精管の閉塞の有無の評価が重要である。従来より精巣上体への逆行性造

影には議論のあるところであったが、最近精巣上体穿刺吸引法等の新しい治療法が行われる様になって

きており、我々も治療法の検討の必要性から、最近では原則として全例に精巣上体側への造影も行って
いる。その結果、精巣内に精子形成が認められるにもかかわらず、精巣上体以降に閉塞を認めないと考
えられる症例を確認した。以上のような精巣上体造影の意義とその結果に基づいた無精子症治療の再検
討の必要性について言及する予定である。
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83 男子不妊症の臨床統計的観察

名古屋大学医学部泌尿科学教室、同予防医学教室★

　○星野和人、若井健志亨　　　　　　大村政治、辻　克和、

　　山本雅憲、三宅弘治

〈目的〉男子不妊症の病態像を明らかにするため、当科不妊外来を受診した患者を対象に統計的観察を
行った。

〈対象及び方法〉対象は1987年より1992年までの6年間の受診患者651人である。問診・現症・検査所

見・臨床診断・治療経過に関する項目を外来カルテより抽出し、それらの分布を観察した。

〈結果〉患者の年齢は25～34歳が多く、全体の69．9％を占めた。不妊期間については3年未満が約半数

を占め、以前の統計よりも短期間であった。臨床診断は①特発性男子不妊症61．9％、②精索静脈瘤16．3

％、③精路閉塞5．7％、④クラインフェルター症候群2．1％、⑤類宙官症1．4％、⑥その他12．6％であった。

　不妊症に関連した既往歴は104例（16．0％）で認められた。そのうち鼠径ヘルニアなどの精路周囲の

手術が42例で最も多く、次いで思春期以降の流行性耳下腺炎が14例であった。

　精液所見については、無精子症が全体の29．1％を占め、精子濃度2000万／m1以下の乏精子症は45．9％

であり、精子運動率50％未満の症例は53．2％、精子奇形率40％以上の症例は6．6％であった。

　精巣生検は218例に施行された。ジョンソンスコアとホルモン値〔LH、　FSH、　Tes七〇s七erone）との関連を

みると、FSHとスコアとの間に著明な逆相関が認められた。また、精巣容積とスコアとの間に正の相関
が認められた。確認し得た自然妊娠成立例は、21例であった。

〈考察〉不妊期間の短縮化傾向は、男子不妊症に対する社会的関心の高まりを示していると考えられ

る。精子濃度、精巣容積、ホルモン値、生検所見等の解析から、　FSH値と精巣容積が男子不妊症の予後

の良い指標となり得ると考えられた。これらについては、更に詳細な検討を行う予定である。

尊

ウ
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84 無精子症の臨床的検討

長崎大学泌尿器科

桜町病院泌尿器科

○江口二朗，井川　掌，西村直樹野俣浩一郎

　金武洋，斉藤泰
広瀬建

，

　1988年4月から1993年3月までの5年間に長崎大学泌尿器科不妊外来を受診した患者数は175名であ
るが、無精子症と診断されたのは75名（42．9％）である。今回この75名に対し臨床的に検討を加えた。

　年齢は18才から53才、平均32．6才。不妊期間は6カ月から14年2カ月、平均3．5年であった。無精子
症の明らかな原因としては、造精機転の障害症例56例（74．7％）の中ではKleinefelter症候群15例、そ
の他の性染色体異常3例、両側停留精巣2例であった。また閉塞性無精子症18例（24．　0％）の中では両側

精管欠損症3例、射精管口閉塞2例、一側の精管結紮後1例、両側精巣上体炎1例であった。精巣容量
はKleinefelter症候群では平均5．9皿1、その他の非閉塞症例では平均12．3皿1、閉塞症例では平均19、7皿1
であった。内分泌学的検査はLH、FSHの平均値がそれぞれ非閉塞症例では15．6皿IU／ml、35．3皿IU／ml、閉

塞症例では6．7皿IUん1、＆3皿IUん1でありKleinefelter症候群15例中11例にtestosteroneの異常低
値を示した。精巣生検は53例に施行されJohnsen’smean　scoreは、Kleinefelter症候群では平均1．4、
その他の非閉塞症例では1．0から7．3で平均3．7、閉塞症例では平均8．9であった。治療は、閉塞性無精子

症のうち、5例に両側精管精巣上体吻合術を、1例に精管精管吻合術を、1例に経尿道的精丘部切除術
および両側精管精巣上体吻合術を、2例に人工精液瘤造設術を施行した。薬物療法としてはHCG一皿lG
療法、クロミフェン療法を施行した。

，

●

涌

の



（553）185

85 子宮卵管造影法を施行した不妊患者の治療成績

　一特に子宮鏡による卵管口所見との関連一

琉球大学医学部産科婦人科学教室，沖縄県立那覇病院産婦人科’

O長井　　裕，伊波　　思，正本　　仁，中里　和正，新川　唯彦，

　稲福　　薫，金澤浩二，佐久本哲郎’

」

（目的）子宮卵管造影法（HSG）は不妊症治療において不可欠な検査であると同時に、有効な治療方

法であることも広く認められている。今回我々は、①HSG施行後の娃娠率と周期別の累積妊娠率、お
よび②HSG前に子宮鏡を施行しえた症例における卵管口所見について検討を加えた。　（方法）対象は

1989年1月より1992年12月まで当教室でHSGを施行した不妊患者である。（結果）①207
例中、HSG後の妊娠は18例（8．7％）で、更に後療法（内膜吸引，AIH，排卵誘発）を加えた
妊娠は43例（20。8％）となった。HSGのみで妊娠した18例の累積妊娠率は、術後4周期で
94．4％（17／18＞で、妊娠に要した平均周期数は2．9±1．4であった。②HSG前に子宮
鏡をしえた83例において、その卵管口所見による分類は、両側良好群24例、片側良好群21例、両

側不良群38例であり、各々の妊娠率は10／24（41．7％）、8／21（38．1％）、
9／38（23．7％）であった。（結論）HSGおよび後療法によって20。8％の妊娠率が得られ
た。また、累積妊娠率からみて、HSG後の経過観察期間は4周期までが適当と考えられた。卵管口所
見が良好なほど妊娠率は高い傾向にあり、HSG後の妊娠予後判定に卵管口所見が有用である可能性を
不した。

し

86 不妊症治療成績とその問題点

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科
○飯野好明、石原　理、田谷順子、斉藤正博、関　博之、
　竹田　省、木下勝之

　　1990年から92年までに治療した不妊症患者のべ516症例についてその臨
床成績を検討しその問題点を考察した。
　（対象と方法）対象年令は、当科初診時女性19－44　（平均30．2）歳、男性

轟鰻欝潔郵鞍をた讃嬰ま餓磁鴇騰朧

にPCOにたいするbuse・re1・in＋pureFSH＋hCG、高アンドロゲン血症にたいする
buserelin＋hM（1＋hCG、卵管因子にたいするIVF－ET療法に特に良好な成績を得た。
しかしこれらの治療法には多胎妊娠症例を多く認めた。また男性因子には流産例が
多かった。難治症例群については、当科初診までの平均不妊期間4年、不妊期間1

誘籔ρ繭飯1覇陥享舗舗享～轄萬鮭爺騒縣長製去磐
績（

辮ぜ欝1、33融1望薦瓢野灘騨難舞藤押欝薪瑠灘騨
を要するものと思われた。
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87 IVF－ET（Short　protocol）におけるHCG切り替え直前の経膣超音波断層法（TV－Echo）

による子宮内膜像について

　　　虎の門病院産婦人科

○永井聖一郎佐倉まり塩田恭子中島俊一　東梅久子高橋敬一
　宮川智幸　　山田義治児島孝久伊豆田誠人佐藤孝道

［目的］TV－Echoによる排卵直前の子宮内膜が木の葉状の方が妊娠率が高いと言われている。当科でも卵胞

計測時，TV－Echoによる子宮内膜像をタイプ別に記載している。そこで，子宮内膜像のタイプ別で妊娠率，

不妊因子，ホルモン環境に違いがあるのかを検討した。［対象と方法］対象は1992年6月から12月までにI

VF－ETでShort　protoco　1にて排卵誘発を行った122周期とした。HCG投与直前の子宮内膜像をA群（内膜中央

にechogenicなラインがなく，筋層に比べてhyperechogen　icで均一），B群（周囲の筋層と同…のechogeni

cを持ち，中央のラインは不明），C群（筋層に比べhypoechogen　icで周囲と中央のラインがはっきり3本線）

から対象をA群29周期37．8±3．3歳，B群63周期36．9±4．4歳，C群30周期36．9±4．4歳に分類した。ET当た

りの妊娠率，不妊因子，HCG投与直前血中E2，　P4値，子宮内膜の厚さ，HMG投与tw　，投与日数，有効卵胞
数（15mm以上）から3群を比較検討した。［結果］A群は卵管不妊，内膜症7例（24．1％），男性不妊13例（44．8％），

高PRL血症1例（3．4％），不明9例（31．0％）であった。HMGは22．0±10．8A，8．3±2．5D，卵胞数6．8±4．6個，E

m10．1±2．6mm，　E2：1659．3±1074．8pg／m【，P4：0．78±0．73ng／m　l，妊娠率4／25（16．0％）であった。B群は卵

管不妊23例（36．5％），内膜症7例（ll，1％），男性不妊16例（25．4％），PCO3例（4．8％），高PRL血症2例（3．2％），

不明17例（27．0％）であった。HMGは20．7±7．7A，8．5±2．4D，卵胞数10．0±9．0個，EmlO．2±2．7皿m，　E2：18

34．4±1216．7pg／ml，P4：0．65±0．47ng／ml，妊娠率ll／58（19．0％）であった。C群は卵管不妊14例（46．7％），

内膜症4例（13，3％），男性不妊8例（26．7％），不明5例（16．・7％）であった。HMGは18．7±5．3A，7．9±L4D，卵

胞数8．8±4．4個，E皿9．7±1。9mm，　E2：2211．1±968．lpg／m且，P4：0．71±O．31ng／m［，妊娠率7／29（24．1％）で

あった。［結論］①A，B，C群の順に妊娠率が上昇したが有意差はなかった。②E2値もA，B，C群の順に上昇し，

C群はA群より有意に高値であった。（P＜0．05）③その他検討項目では一定の結果が得られなかった。

」

88 IVF－ET（in　vitro　fert土1土zation　－　embryo　transfer）／G工FT
（gamete　intrafallopian　transfer）における簡易過排卵刺激法の検討

　　　　　　　　　一　　7　DAY　SCHEDULE　　一

東邦大学医学部第1産科婦人科学教室
池永秀幸、安部裕司、雀部　豊、臼井　彰、久保春海、平川　舜

　エVF－ET及びGエFTにおいて、採卵日のスケジュール化と外来管理の簡便化を図るために過排卵刺激法

として7DAY　SCHEDULEを考案した。この方法ではすべての症例でhMG投与期間を7日間とし、採卵予
定日より月経周期にとらわれず、逆算することによりhb，IG投与を開始した。それ故、従来のlong
protocolと比較し、　hMG注射開始日が不定となり、GnRHa使用期間が延長する傾向にあった。そこで
これらの影響とhMG　7日投与で満足できる成熟卵を充分採取することが可能かを通常のlong
protoc◎1と比較検討した。対象症例は7　DAY　SCHEDuLEによるIvF’－ET（A群23名、23周期）、GエFT
（C群9名9周期）、1。ng　prot。colによるlvF－ET（B群31名35周期）、　GIFT（D群17名17周期）とし、

hcG切り換えのタイミングとしてA、C群ではhMG投与開始後8日目に16㎜以上の卵胞が2個以上存在し
ていることを条件とし、B、D群ではhbt［G開始後5日目より連日モニタリングを行い18㎜以上の卵胞が
2個以上存在し、血中E2が2。Opg／ml／f。⊥licle以上、子宮内膜厚が10㎜以上の時点とした。

1）hMG投与期間はA群がB群より約1日長く、　C群がD群より約0．6日長かった。2）GnRHa投与期間は
A群（26．1±4．1日）がB群（21。6±3．5日）より約4．5日長く、C群（27．0士4．5日）がD群（23．5
±1．7日）より約3．5日長かった。3）採卵数、受精率、多精子受精率（多精子受精卵数／受精卵数）の

比較ではA、B群間に特に有意差はなく、均等分割率（均等分割卵数／受精卵数）はA群（63．S9）が

B群（47．9k）より有意に高かった（p＜0．05）。4）妊娠率はA群21．7＆、B群19．4XC群55．6k、
D群52．g9。でA、　B群間、C、D群間に有意差はなかったが、7　DAY　ScHEDuLEの方がlong　protocol
より高い傾向にあった。以上の結果より7DAY　SCHEDULEは、治療成績を低下させずに外来管理の簡便

化を図ることが可能と思われた。
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89 初回腹腔鏡検査施行時にGIFTを行う意義についての検討

k 富山県立中央病院産婦人科

○小嶋　康夫，大口　昭英，佐竹紳一郎，舟本　　寛，中野　　隆，舘野　政也

L

　近年腹腔鏡検査やGIFT，　IVF－ETなどの配偶子・胚操作による不妊治療は不妊患者の診療におい

て不可欠なものとなってきている。GIFTはIVF－ETに比べ手術室や腹腔鏡などの設備が必要であり
患者負担も大きいため実施率が低い傾向にあるが，その一方で極めて高い妊娠率の報告もみられる。当

院では1990年iO月よりIVF－ET，　GIFTを開始したが，最近では全身麻酔を必要とし患者負担の大
きなdiagnostic　laparoscopyとGIFTはなるべく同時に行うようにしている。今回，初回腹腔鏡検査施
行時にGIFTを行った27例について検討を行ったので報告する。対象は1990年10月より1993年3月ま
でに初回腹腔鏡検査施行時にGIFTを行った27例‘平均年令33．4才）であり，うち16例（59．3％）は

male　factorを有していた。すべて長期不妊症例でありHSGで少なくとも片側の卵管が正常と思われる症

例を対象とした。卵巣刺激は原則としてGnRH　agonist－hMG－hCGIこよるlong　protco1法。採卵は当
初腹腔鏡下に行ったが最近ではすべて経膣的に行っている。腹腔鏡下採卵を行った18例では総吸引卵胞
数151，総採卵数116（採卵率76．8％），平均採卵数6．4，経膣的採卵を行った9例では総吸引卵胞数70，
総採卵数61（採卵E＄　87．1　％），平均採卵数6．7と採卵率の向上を認めた。腹腔鏡所見では軽度の子宮内膜

症9例，片側の卵管水腫または卵管閉塞2例，卵管周囲癒着2例を認めたが全ての症例でGIFT可能で
あった。臨床的妊娠を9例133．3％）に認め，分娩7例，妊娠継続2例，多胎2例であり現在まで流産は
認めていない。妊娠に至った症例のうち7例はmale　factorを有しており，なかには精子数430x104／nf，

運動率20％の01igo－asthenozoospermia症例も含まれている。妊娠に至らなかった18例は引き続き治療

を行っているが，これまでに1例が自然妊娠，IVF－ETを施行した8例中3例が妊娠し，対象患者27
例中13例148．1％）が妊娠に至った。

←

90 経膣超音波検査による体外受精一胚移植後の子宮外妊娠早期診断

東海大学医学部産婦人科

○本田育子、小林善宗、鈴木隆弘、井上正人、黒島義男

　受精日の明らかな体外受精一胚移植（IVF－ET）妊娠の子宮外妊娠にっいてその診断時期と超音波所
見を検討し、IVF－ET後の子宮外妊娠早期診断の指標を考察した。

　対象は1989年から1992年の間にIVF－ETにて妊娠した子宮外妊娠42例で、反復IVF－ET外妊5、
頚管妊娠1、間質部妊娠3、腹腔妊娠2、内外同時妊娠8例を含む。採卵、媒精した日を2週0日として4
週3日より1～2回／週の経膣超音波検査を行い、超音波所見、腹腔鏡所見、尿中hCG値（半定量法）に
ついて検討した。超音波装置は横河メディカルシステムRT3600、4600で、5MHz、6．5MHzの経腔プ
ローブを使用した。

　子宮外妊娠診断時期は妊娠5週が23例（54．8％）、6週が16例（38．1％）、7週が3例（7．1％）であ

った。5週で胎嚢が認められたのは15／23例（65．2％）、6週では7／16例（43．8％）、7週では2例で
あった。胎嚢が認められた症例の胎嚢径は平均6．8（5～10）mmであり、胎嚢内に胎芽心拍を認めたの
は6例（14．3％）、8胎嚢で、4例は内外同時妊娠であった。内外同時妊娠の外妊診断時期は平均6週1日

であった。子宮内に胎嚢が確認されず子宮外妊娠と診断したのは3例、腹腔内出血による診断は2例であ
った。確定診断の目的で行われた腹腔鏡検査は5週で4例、6週で1例であり、2例は卵管妊娠、2例は腹
腔妊娠、1例は腹腔鏡検査後超音波検査で診断された間質部妊娠例であった。複数の着床が卵管に認めら

れた例および内外同時妊娠を除く例での超音波診断時の尿中hCG値は512～8001U／Lが12例（46．2％）

と最も多く、胎嚢が見られたものは800～32001U／Lに、卵管血腫例は64～5121U／Lに分布した。
　IVF－ET妊娠では、内外同時妊娠の発症も多く子宮外妊娠には注意が必要である。　IVF－ET後の子
宮外妊娠は妊娠5～6週で診断できるものと考えられた。
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91 当大学における2年間の体外受精成績
安定した高い妊娠率とその要因

杏林大学医学部産婦人科学教室

○神野正雄、生方良延、羽生一朗、塩川滋達、

　南野智徳、安藤　索、吉村泰典、中村幸雄

【目的】当科における体外受精の全臨床成績をまとめ、安定した高い妊娠率を得たので報告する。【方

法】杏林大学病院にて1991年9月以来施行した全ての体外受精（200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／ml、運動率く5％、％strict　normal　morphol（柳く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、以下の方法を用

いた。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）×1／3
を初めて越えた日にhCGを投与した。　GnRHa法：高温第4日よりブセレリン投与し、第3～21日より
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16－18

皿でhCGを投与した。　Pump法：上述のGnRHa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、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　mediumを用いた。【結果】採卵200周期において、採卵率99％、受精率91％で、79％が
胚移植に至った。89周期が妊娠し（妊娠率：45％／採卵、56％／胚移植）、47周期が出産または妊娠中で

ある（o㎎oi㎎妊娠率：24％／採卵、30％／胚移殖）。年齢別の採卵あたり妊娠率は、25～29才：45％

（N＝29周期）、30～36才：53％（N＝99）、37～39才：27％（N＝33）、40～50才：38％（N；39）であ

った。37才以上を除くと、採卵あたり妊娠率は51％（128周期）であった。適応別妊娠率は、卵管不妊：
49％（N＝112周期）、男性不妊：32％（N＝28）、抗精子抗体不妊：42％（N＝24）、子宮内膜症：89％
（N＝9）、子宮性不妊：14％（N＝7）、無排卵症：67％（N；3）、原因不明：24％（N＝17）であった。

【結論】体外受精において安定した高い妊娠率（45％／採卵、56％／胚移植）を得た。　その要因は多岐

にわたるが、患者各個に応じた適切な排卵誘発と至適なラボ・ワークが最も重要と考える。

→

92 体外受精・胚移植後，子宮内妊娠と頚管妊娠を同時に認めた1例

順天堂大学医学部産婦人科学教室
吉田　学，福田　勝，武内裕之，町田正弘，桑原慶紀

　頚管妊娠はまれで，その発生率は0．1％から0．001％と言われている。IVF－ETによる子宮外妊娠は
5％と言われている。子宮内外同時妊娠は0．7％である。今回我々はIVF－ET後，子宮内妊娠と頚管妊

娠を同時に認めた1症例を経験したので報告する。
　症例は25歳の既婚女性で不妊を主訴に来院した。諸検査の結果，骨盤子宮内膜症，双角単頚子宮を認め

た。clomiphene　citrateによるCOHとAIHをくり返し施行するも妊娠せず，途中双角単頚子宮に対し
Jones＆Jonesの手術を行ない，さらにCOHとAIHを施行した。　AIHを計13回施行するも妊娠せずIVF
－ ETを行なった。　IVF－ET3回目で今回の妊娠が成立した。この周期の卵巣刺激はbuserelin－hMG
によるlong　protocolで行なった。　pure　FSH　600　iu，　HMG（Humegon）900　iu投与し，月経周期

12日目（D12）で卵胞数3ヶ，最大卵胞径18mm，血中E、590pg／mlに達したためD13にHCG10000
iuを投与した。　D15に経腔超音波下で2個の卵を採卵し，4時間前培養した。運動精子はswim　up法で
得，30×1　04／m1で媒精した。媒精48時間後に2個の4細胞卵を確認し，子宮内に移植した。採卵後15
日目に尿の妊娠反応（Testpack⑬）で陽性を示した。妊娠5週4日，経腔超音波で子宮内と頚管にGS（10mm，

12mm）を同時に認め，子宮内と頚管同時妊娠と診断した。妊娠5週6日，経膣超音波下に12Fr，ネラト
ンカテーテルを頚管内GS下端に挿入し，シリンジで絨毛を吸引した。さらに頚管内を掻爬した。術後出

血は認めず，子宮内妊娠経過も順調であった。
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93 腹腔鏡を用いての良性卵巣腫瘍核出術の試み

　富山県立中央病院産婦人科

o舟本　　寛，大口　昭英，佐竹紳一郎，小嶋　康夫，中野　　隆，舘野　政也

ら

　腹腔鏡は婦人科領域において不妊症の診断や子宮外妊娠の早期発見に有力な手段である事は言うまで

もない。また，近年，種々の内視鏡機器の開発やビデオ装置の進歩により，腹腔鏡を用いて婦人科領域
の一般手術も盛んに行なわれるようになってきている。

　当科では1992年12月より1993年3月までに9例の良性卵巣腫瘍に対して腹腔鏡を用いて腫瘍核出術
を行なった。

　手術方法は以下の2通りである。1一法：腹腔鏡下に腹腔内で腫瘍を核出し，腫瘍を腹腔外に取り出
した後，腹腔鏡下に卵巣を1～3針結節縫合する。1・法：腫瘍内容液を腹腔鏡下に穿刺吸引した後，
腫瘍を腹腔外へ引き出し，開腹手術と同様に腫瘍壁を摘出，卵巣を縫合止血後，腹腔内へ戻す。

　1一法を施行したのは6例で，年令は16～33歳，腫瘍の最大径は3～7en，類皮嚢胞腫2例，漿液
性嚢胞1例・ムチ壌胞1例・チ・コレート嚢胞1例，繍腫1例であった．皿一法を施行したのは類
皮嚢胞腫の3例で，年令は20～26歳，腫瘍の最大径は6～110nであった。1一法，11一法とも出血量
は少量で，全例が翌日に排ガスを認め，痙痛も軽度であり，術後5日以内に退院した。
　（結論）　腹腔鏡を用いての卵巣腫瘍の核出術は患者に対する肉体的負担が少なく，そのため入院期

間も少なくてすむ。また切開創も小さいという点から，特に若年者においては美容的な観点からも優れ

た手術といえる。さらに術後の癒着が少ないと推測され，不妊症症例に適しているのではないかと考え

られる。なお，本術式を応用する際には術前に，C－Tスキャン，MRI，腫瘍マーカー等を用いて悪
性腫瘍を否定しておく事は当然である。

94 月経困難症に対する腹腔鏡下レーザー手術による仙骨子宮靱帯切断術の

治療効果

東邦大学第1産婦人科

○森田峰人，矢野義明，前村俊満，石崎聡之，久保春海，平川　舜

［目的］月経困難症には骨盤内に原因となるべき器質的疾患の認められない機能性月経困難症と骨盤内に

種々の器質的疾患が認められ二次的に本症を発生する器質性月経困難症がある．われわれは，機能性およ
び器質性月経困難症患者に対して腹腔鏡下レーザー手術を行い，その効果を検討した．

［対象および方法］1988年から1992年の5年間に，月経困難症20例と月経困難症を伴う不妊症患者25例に

対して腹腔鏡下レーザー手術を行なった．腹腔鏡検査での診断により，機能性月経困難症では仙骨子宮靱

帯切断術のみを，子宮内膜症では仙骨子宮靱帯切断術に加えて，所見に応じて腹膜病変のレーザー焼灼，
チョコレート嚢胞摘出術，癒着剥離術などを追加した．
［成績］機能性月経困難症8例中著効4例（50％），有効1例（12」％），無効3例（37．5％）であった．また

軽症子宮内膜症患者19例中著効11例（58％），有効4例（21％），無効4例（21％），重症子宮内膜症患者15

例中著効12例（80％），有効1例（7％），無効2例（13％）であり，子宮筋腫1例および子宮腺筋症2例では
有効であった．

［結論］仙骨子宮靱帯切断術のみの除痛有効率は約60％であったが，子宮内膜症患者の特に重症例でチョ

コレート嚢胞摘出術や癒着剥離術の追加により約90％の有効率が得られており，機能性月経困難症でも有
効であったが器質性月経困難症で他の術式を追加することにより，さらに有効に効果が発揮されるものと
考えられた．
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95 不妊診療における子宮鏡下手術の成績

一 とくに完全中隔子宮症例について一

聖マリアンナ医科大学産婦人科　　同　横浜市西部病院産婦人科＃

○堀越裕史　斉藤寿一郎事　栗林　靖　徳山真弓　石塚文平

　林和彦’　雨宮章

　当院では、1989年より95例の子宮内病変に対し、保存手術である子宮鏡下手術を行なってきた。本法

は、開腹手術に比べ、侵襲・術後の痔痛が少なく、入院期問が短縮でき、また、骨盤内の癒着が回避で

きる。さらに、直視下手術であるため、適確に病変を切除することができるなどの秘点がある。粘膜下

筋腫・内膜ポリープなどによる不妊症例や、中隔子宮などの子宮奇形による習慣流産例など挙児希望例

26例に対して、子宮鏡下手術を施行し、13例（50％）に妊娠が成立し、8例の生児が得られている。本

法が、子宮因子の改善に有用な治療方法であることは、すでに一昨年の本学会にて報告した。前回のわ

れわれの報告を含め、従来の中隔子宮に対する子宮鏡下手術の報告は、ほとんどが不全中隔子宮例であ

り．完全中隔子宮例の報告も流産手術により、左右の交通のある場合がほとんどである。今回われわれ

は．子宮奇形の中でも稀で、流産率の高い完全中隔子宮に対し、子宮鏡下手術を施行し、妊娠・分娩に

至った症例を経験したので報告する。

【症例】H．W．26歳、3GOP。平成2年7月、習慣流産の精査にて当院初診。排卵障害もあり、3回の

妊娠すべてが、クロミフJンーHMG－HCG療法による妊娠で、いずれも妊娠2月にて自然流産となってい

る。染色体検査・免疫学的検査などには異常を認めなかった。超音波断層法・骨盤MRT・子宮卵管造

影法・腹腔鏡検査にて、完全中隔子宮と診断した。同時に施行した腹腔鏡モニター下に、レゼクトスコ

ー プに高周波電流を使用して、中隔切除を行なった。手術は，右子宮腔にヘガール拡張器を挿入し、左

子宮腔より、中隔を切除し、両腔を交通させた。残存中隔が認められたため、計3度の子宮鏡下の中隔

切除を行ない、子宮腔の拡大を確認した。術後3周期目に妊娠が成立し、妊娠網坦は順調であったが、

妊娠26週に自然破水し、早産となったが、生児を得るに至った。

●

↓

→

96 単角子宮に対する新しい形成術式の試み

筑波大学臨床医学系産婦人科
O西田正人、染谷勝己、岡根夏美、岡本　一、久保武士

　単角子宮は習慣性流早産の原因となると同時に高率に不妊原因となる。その理由は明らかでないが、

形態的に同様の所見をとる重複子宮が不妊原因や流早産原因となりにくいことと好対照をなしている。
我々は過去6例の単角子宮に対して、子宮前後壁を縦切開し、横縫合する術式を施行してきたが、3例

が妊娠し、1例が分娩、1例が流産、1例が妊娠中とその術式の効果は必ずしも満足できるものではな
かった。しかしながら、この術式が一定の治療効果を挙げたこともまた事実であり、この事は単角子宮

においても形成術が治療法として成立する可能性を示唆している。そこで今回、形成術後の子宮の形態

がより正常子宮に近くなるような術式を開発し、1例の単角子宮症例に施行したので報告する。
　単角子宮の子宮内腔は調度バナナのような形をとり、いわゆる三味線のバチのような正常子宮の内腔

の形状と異なる。そこで基本的に内腔の形を三味線のバチのような形にすることを目指した。すなわち
術後に内腔を広げ、かつのっぺりとした大蛮に肩をつけようとするものである。まず大蛮から子宮の中

央に向けて横切開を加えて子宮腔を開放した。次にこの切開線の両端から子宮前後壁に縦切開を加えた。

この切開によって子宮は小蛮側と大弩側に割かれた形となる。この創を再縫合する際に子宮口側の創縁

を子宮底側の創縁よりも長く取って無理に縫合すれば、子宮口側は子宮底側にのりかかるような形とな

って、子宮底側は押し上げられ、大弩に角ができることになる。実際には創を縦切開中央部から互いに
縫合すると、大蛮側の筋柱によって横切開部が押し上げられ、子宮腔が拡大し、大蛮側に肩ができて正

常子宮腔に近似した子宮腔が形成された。
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97 顕微鏡下内精索静脈高位結紮術について

藤沢市民病院泌尿器科P，野崎医院2），朝倉医院3）

　O齋藤和男P，新井学v，釜井隆夫丸芝龍寛：），長本章裕D，広川信D

　　野崎明2），朝倉茂夫3）

目的：精索静脈瘤の高位結紮術は良く知ちれた治療法である。しかし直視下の手術では多くの例で内精

索動脈を温存して静脈のみを結紮切断することは難しい。このため今迄Palomo法を好んで選択し
てきた。しかし内精索動脈の保存が可能ならば，精巣機能に一層の改善が期待できる。今回，顕微鏡下

で皿icrovascu　lar　Dopplerを併用して，内精索静脈の高位結紮術を試みたので予報する。

対象と結果：不妊症を主訴とした1例を含む8例の精索静脈瘤に対し，通常の高位結紮術に準じて開創

し，顕微鏡下でmicrovascular　Dopplerを併用しながら動静脈の識別を行った。肉眼的には8例ともに

内精索動脈を確認できなかったが，顕微鏡下で5例は動脈が識別され，そのうち3例はDopplerによる

脈波かちも動脈のみであることを確認し，内精索静脈のみを結紮切断した。一方3例は動静脈の識別が

不可能で従来のPalomo法を行った。
結論：今後種aの工夫をすることにより，顕微鏡下で皿icrovascular　Dopplerを併用して確実に動脈の

みを温存することが可能になるものと思われる。

彫

98 腹腔鏡下精索静脈瘤手術

千葉大学泌尿器科

○始関吉生、中村　剛、市川智彦、島崎　淳

【対象および方法】腹腔鏡下精索静脈瘤手術を15例に施行し、手術効果を検討した。患者は、男性不妊
（12例）、陰嚢内不快（3例）を主訴とし、年令が18～61才（平均36，1才）であった。触診によるNechiporenko一

鈴木の分類上、Grade　2が3例、　Grade　3が12例であった。術前と術後3ヶ月で、陰嚢内超音波検査（精
索静脈径）、ドップラー法、サーモグラフィーを施行し、比較した。さらに精液所見の変化を3，6，9，12
ヶ月で観察した。

【結果】手術時間は、全例60分以内で、術後4日以内に退院となり、重篤な合併症はなかった。術後の睾

丸痛を3例に認めたが、自然消失した。陰嚢内超音波検査における精索静脈径は、術前、全例が2mm以
上であったが、術後は2mm以下となった。ドップラー法で、術前は、11例で仰臥位安静時に逆流を認
め、4例で立位時に逆流を認めた。術後は、1例で立位時の逆流を認めたが、その他の14例では消失し
ていた。サーモグラフィーで、右側と比較して左陰嚢内温度が0．5℃以上の上昇を4例にみたが、術後に
左右差は消失していた。精液検査で、術後6ヶ月と術前を比較すると、精子濃度は平均21×106／m1増
加し、運動率は7．8％上昇しており、精液所見が改善していた。
【結論】腹腔鏡下精索静脈瘤手術は、従来より行なっているPalmo法と同等の手術効果であると考える。
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99 腹腔鏡下精索静脈瘤手術の術後成績

京都大学医学部泌尿器科1）、関西医科大学泌尿器科2）、北野病院泌尿器科3）

○小倉啓司1）、松田公志2）、堀井泰樹3）、寺地敏郎1）、吉田　修1）

【目的】腹腔鏡下精索静脈瘤手術施行症例において、術後合併症および妊孕性に及ぼす影響にっき検討
し、従来よりおこなっている高位結紮術との比較もおこなった。

【対象】1990年2月より1992年12月までに、京都大学医学部泌尿器科において精索静脈瘤48症例に対し、

腹腔鏡下に内精血管結紮手術を施行した。平均年齢32．6歳、主訴は不妊症45例、陰嚢部痛5例。患側は、
左側46例、両側2例で、静脈瘤のGradeは、　G1：6例、　G2：27例、　G3115例であった。

【方法】麻酔下にCO，にて気腹後、外套管を穿刺。把持鉗子、鋏を用いて後腹膜を切開し、内精血管を

剥離後、クリッピングをおこなった。24例（50％）で内精動脈を温存した。
【結果】平均手術時間：94．8分（35－158分）、術中・術後合併症：気腫5例（腹膜外2例、後腹膜1例、皮

下2例）、陰嚢部痛9例であった。術後経過：44例（92％）が翌朝までに歩行可能であり、23例（48％）に

鎮痛剤を必要としなかった。術後は全例、内精静脈から蔓状静脈叢への血液の逆流は消失し、精巣萎縮
・ 陰嚢水腫も認めなかった。術後3カ月以上経過観察でき、2回以上の精液検査が施行できた不妊症37
症例において、精液所見上、精子濃度・精子運動率・総運動精子数において有意に改善を認め、現在ま
でに、9例（24％）に妊娠が成立している。従来の高位結紮術と比較しても、手術成績に差はなく、有用
な術式であると思われた。

ψ

100 当科不妊外来における4年間の妊娠症例の解析

福岡大学医学部産婦人科学教室
○新堂昌文、櫻井景紀、詠田由美、吉満陽孝、白川光一

［目的］IVF－ETなどの配偶子操作技術の進歩に伴い、不妊症治療法の選択肢が増えてきている。当科不

妊外来を受診後に妊娠した症例を解析することにより、それぞれの治療法の有効性を検討することを目

的とした。［方法］1989年1月から1992年12月までの間に不妊外来を受診し、検査・治療を受けた406
例（原発不妊272例、続発不妊134例）を対象に、統計学的解析を行った。　［成績］①406例中、配偶子
操作であるIVF－ETの適応であった例は88例（21．7％）であった。②妊娠例は201例（49．5％）であり、複数

回の妊娠例が25例あったため、全妊娠周期は241周期であった。対症例妊娠率は原発不妊群で47．1％、

続発不妊群で54．5％であった。③妊娠例201例における不妊原因の内訳は、排卵障害や黄体機能不全お
よび高PRL血症などの卵巣機能因子が107例（53．2％）で最も多く、ついで卵管因子28例（13．9％）、頚管

因子19例（9．5％）、子宮内膜症17例（8．5％）であった。④妊娠241周期における有効治療の内訳は、

薬物療法（排卵誘発剤およびDanazo　l／GnRHa療法）が87周期（36．1％）と最も多く、ついでIVF－ET　30周期

（12．　4％）、AIH　28周期（ll．6％）、外科的治療（開腹術および腹腔鏡）24周期（9．9％）であり、また無治療

妊娠が41周期（17．　0％）にあった。⑤一般不妊検査であるHSGやPCTが妊娠成立に有効と思われた周期が

それぞれ66周期、26周期に認められた。L結論］配偶子操作の導入により、当科での妊娠率は向上した
が、その必要症例は全体の21．7％にすぎなかった。不妊症に対する有効治療は多岐にわたり、case　by

caseでの個々の治療法選択が重要であると思われた。
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101 不妊症治療による高年令婦人妊娠（40才以上）の予後

　一自然・AIH妊娠と配偶子操作妊娠の比較一

東海大学医学部産婦人科

○小林善宗、本田育子、鈴木隆弘、井上正入、黒島義男

し

　不妊症治療での年令因子の関与は大きく、高年令不妊婦人における配偶子操作治療では、その成績は
不良であり、さらに成立妊娠の予後も決して良好とはいえない。不妊症治療の目的は児を得ることであ
り、成立妊娠の予後を知ることは重要と思われる。そこで今回、配偶子操作治療以外の不妊症治療によ
り妊娠が成立した高年令不妊婦人の妊娠予後を検討し、配偶子操作治療妊娠の予後と比較した。

　対象は、不妊症治療によって妊娠成立した高年令婦人（妊娠成立時に40才以上）で、①自然・AIH妊
娠の61名（68妊娠：自然49、AIH19）と、②配偶子操作治療妊娠の12名（12妊娠：GIFT2、　IVF－
ETR1、　IVF　一　ET9）の予後を検討した。対象①では原発性不妊22名、続発性不妊39名で、再婚や1子
不妊が存在したため平均不妊期間は7．7年（2～20年）であった。対象②では原発性不妊5名、続発性不
妊7名で、平均不妊期間は11．5年（4～19年）であった。
　結果は、①自然・AIH妊娠で、継続妊i娠23（全妊娠の33．8％、患者の37．7％）、流産43（全妊娠の

63．2％）、外妊2（全妊娠の2．9％）であった。年令別の妊娠あたりの継続率は、40才台38．7％（12／

31）、41才台50．0％（8／16）、42才台14．3％（2／14）、43才台20．0％（1／5）、44才台0％（0／
2）であった。②配偶子操作妊娠で、継続妊娠4（33．3％）、流産7（58．3％）、外妊1（8．3％）であっ

た。年令別の妊娠継続率は、40才台28．6％（2／7）、41才台50．0％（2／4）、42才台0％（0／1）で
あった。

　高年令不妊婦人（40才以上）の成立妊娠の予後は、配偶子操作治療に限らず他の不妊治療でも極めて

不良であり、約60％が流産に終った。不妊症における年令の問題は深刻であり、より積極的な不妊症治
療により高年令に達する前に早く妊娠を成立させることが重要といえよう。

s

102 当クリニックにおける不育症の原因と柴苓湯療法を中心にした治療成績の解析

医療法人　　假野クリニック

○假野隆司、古殿正子、奥山恵子、石井みさ子

【目的】既往流産別に不育症の原因、治療成績を解析するなかで同症の診断、治療を機能性不妊症に応
用することを試みること。　　【対象と方法】妊娠周期の不妊因子に異常を認めない60例の反復流産症例
を対象として既往流産別（HCG確認のみ・GS　1回・GS　2回・GS　3回以上）に染色体・HLA抗原（夫婦）、抗

核抗体・抗cardiolipine　IgM抗体（妻）を調べ、HLAクラスll抗原2個以上共有症例には夫リンパ球移植

をリンパ球移植無効例ならびにHLA－DR4保有・抗核抗体陽性・抗cardiolipine　IgM抗体陽性例には柴苓
湯療法を行ない治療成績を考察した。　　【結果】染色体異常は転座が4例（6．7％）に認められ、GS　3回

以上群で高率であった。HLAクラスll抗原2個以上共有は68．4％を占め、最も高率であったが各群で大差
なかった。夫リンパ球移植療法の生児獲得例は17例｛41．5％）であったが5例（12．2％）は流産に終り

流産阻止率は77．3％であった。流産例と不妊例のリンパ球移植柴苓湯併用療法では3例（12．5％｝で生
児を獲得した。HLA－DR4抗原保有者は22例｛36．7％）で、　GS　3回以上群で高率であった。柴苓湯療法では

5例（22．7％）で生児を獲得した。流産阻止率は55．5％であった。抗核抗体は13例（21．7％）で陽性

で、各群に有意な差は認められなかった。柴苓湯療法では2例（15．4％）で生児を獲得、流産阻止率は

40％であった。抗cardiolipine　IgM抗体陽性者は10例（16．7％）で、HCG群がGS3回以上群より3．3倍高
率であった。柴苓湯療法では1例（10．0％）で生児を獲得した。流産阻止率は、33．3％であった。

【結論】　1，染色体異常以外の不育症はいずれも着床直後に起こる免疫異常に基づく可能性がある。

2，柴苓湯はリンパ球移植無効HLAクラスH抗原2個以上共有・DRA　4抗原保有・抗核抗体陽性・抗card
iolipine　IgM抗体陽性不育症に有効である。　3，不育症の診断治療は機能性不妊症に応用できる可能
性が高い。
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103 2回以上保存的手術を行った子宮外妊娠8症例の検討

虎の門病院産婦人科
児島孝久・永井聖一郎・東梅久ア・高橋敬一一・・一山田義治・佐藤孝道

［目的］子宮外妊娠（以下、外妊と略す）を繰り返し2回以上の保存手術を行った症例を対象に保存的手

術の意義について検討した。

［方法］1986年4月から1992年12月に当科にて取り扱った外妊151症例中、保存的手術を
2回以上行った8症例を対象とした。外妊保存手術を2回受けた症例は7例で、同手術3回は1例であ
一）た。また、合計外妊回数が3回の症例は5例、同2回の症例は3例であった。
［結果］①症例の平均年齢は31．0歳で、不妊や臨床的なPIDの既往はなかった。k‘）初回の妊娠が

外妊であった症例は、8症例中4例であった。③外妊3回の外妊を経験した5例中4例は初回の外妊で
他院にて患側切除術を受け、その後2回の外妊保存手術を受けた。
甦）3回目の治療内容は、5例中1例のみで本人の希望により卵管切除術を行ない、他は再度保存手術を

行った。⑤2回以上の保存手術後に妊娠した症例は、8例中3例でいずれも生児を得た。⑥着床部位を
みると、連続して同側・同一部位への外妊再発が8例中5例に見られた。⑦初回の外妊で片側卵管が切
除された4例全例で、残された卵管の同一部位にその後2回外妊が再発した。⑧初回の外妊で保存手術

を受け、次回の妊娠も外妊であった4例中、1例のみで連続して同側・同一・部位への外妊の再発がみら
れた。［結論］初回の外妊で一側卵管が切除された場合、残された健常卵管の同一部泣に再び外妊が生

じやすく、　一方、卵管が両側ともに保存された症例では同側・同一・部位の外妊は少ないことが判明した

。この点からも、初回の外妊は保存手術が望まれる。

104 習慣性流産症例の黄体機能に及ぼすPRI、の影響

佐野厚生総合病院　産婦人科

　○板垣智昭、藤原紹生、柴田哲生、丸山正次

【目的】習慣性流産の原因として内分泌異常の内で、PRL分泌異常の占める割合は大きい。　Metoclo－

pramide（MCP）testにより潜在性高PRL血症（OHP）と診断され、　CB154単独投与で、健児を得た
7例で、CB154投与前後の黄体期中期（7±lday）のE2、　P、　PRL、　E2／Pratioを測定し、黄体
機能に及ぼすPRLの影響を検討した。【方法】過去3回自然流産の既往を持っ婦人に、黄体期中期に
E2、　P、　PRL、　E2／Pratioを測定した。　P・＜12ng／mlの例に、卵胞期初期LH－RH及びMCP
testを行ない、　OHPと診断され、　C　B154単独投与（2．5mg／day）により妊娠、分娩に至った7例に対し、

CB154投与3～4ヶ月後の黄体期中期のE2、　P、　PRL、　E・／P　ratioを測定し投与前と比較検討
した。この7例のうち、MLCにてblocking　antibody陰性の例が2例、カルジオリピン抗体IgM陽
性だが、APTTの延長を認めない例が1例含まれていた。また、出生児はAGAで、特に異常は認め
なかった。【結果】7例のCB154投与前黄体期中期ではE2157．8pg／ml、　P　8．57ng／ml、PRL　14．3ng
／ml、　E，7／P　ratio　20。4であったのに対し、投与後ではEと305．1pg／m1、P20．Ong／mL　PRI．4．ユ3ng／

ml、　E2／P　ratio15．3を示しE，・をのぞき有意差を認めた（Pく0．05）。　PとPRLには負の相関を認めた。

【結論】習慣性流産例では、黄体期中期にPRL値は正常でもP低値を示す症例がある。その症例に対
しては、OHPの検索が必要であり、　CB　154の有効性が期待できる。習慣性流産症例において黄体機

能の内分泌動態としていわれているE3／P　ratioの改善にはPRLが関与していることが示唆された。
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105 子宮内膜に限局した結核菌感染が証明された習慣流産の1例

長崎大学医学部産科婦人科学教室，第2内科学教室；

O河野雅洋，松脇隆博，石丸忠之，山辺　徹，橋本敦郎＃

　性器結核は肺の初感染巣を一次病変とし，血行性に蔓延して発症することが多く，卵管が最も侵され

やすいとされている．今回，私どもは，肺およびその他の臓器に結核を疑う所見がなく，子宮内膜に限

局した結核菌感染が証明された習慣流産の1例を経験したので報告する．症例は30歳，5回経妊。1回経産

婦（4回はすべて妊娠初期に自然流産）．習慣流産に対するスクリーニング検査では以下の3項目に異常
所見を認めた．①染色体検査：46，XX，t（3q－；8q＋）．②子宮卵管造影：両側卵管の通過性は良好であった

が，子宮内腔の微細不整像を認めた．③月経血の結核菌培養：陽性．③のため，再度月経血の精査を予

定していたが，月経血採取前に妊娠が成立した．USTにより胎嚢は子宮内に確認されたが，胎芽がみられ
ないため枯死卵と診断し，子宮内容除去術を施行した．子宮内容物からの結核菌培養および結核菌PCRは

陽性であった．そこで，その他の臓器の結核菌感染の有無を調べるために，血液および尿の結核菌PCR，

胸部X線，腹部UST，腹部CT，注腸造影，頭部MR1およびDIPなどの検査を施行したが，いずも結核菌感染
を疑う所見は得られなかった．また，STDの可能性もあるため，夫についても，胸部X線，喀疲および尿

の塗沫培養および結核菌PCRなどを検査したが，結核菌感染は証明されなかった．以上の検査所見から，

自験例は，感染経路は不明であるが，子宮内膜に限局した結核感染と診断された．現在，INH，　RFPおよ

びEBの3剤併用療法が行われている．月経血培養は治療開始1カ月後の検査から陰性化したが，結核菌PCR

は治療開始3カ月後の月経血においても陽性であった．本例では，治療開始4カ月後に再び妊娠したが，こ

の妊娠も枯死卵であり，再度子宮内容除去術を施行した．子宮内容物からの結核菌PCRは陰性であった．
今回の症例は，習慣流産の検査の過程で，子宮内膜に限局した結核菌感染が発見された稀な例であり，

子宮内妊娠は成立することから，卵管の機能は障害されていないと思われた．

106 妊娠中期に流産既往のある不育症患者における抗リン脂質抗体の検討

　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室

O染谷健一、牧野恒久、小沢伸晃、松林秀彦、

　細川知俊、野澤志朗

［目的］ループスアンチコアグラントあるいは抗カルジオリピン抗体などの抗リン脂質抗体の存在と血

栓症、血小板減少症、習慣流産などの病態が密接に関連することが明らかにされ、抗リン脂質抗体症候
群の概念が提唱されてきたが、今回我々は不育症患者82例に対し、各種抗リン脂質抗体を測定し、中
後期流産の病態に検討を加えた。

［方法］当院不育症外来患者82例を対象とし、抗カルジオリピン抗体（IgG、IgM）、抗フォス
ファチジルセリン抗体、抗フォスファチジルイノシトール抗体などを測定した。患者を初期流産を2回

繰り返した群（n；36）、3回以上繰り返した群（n＝39）、妊娠中期子宮内胎児死亡の既往のあ
る群（n＝7）に分け解析した。
［結果］抗カルジオリピン抗体抗体価は、全体として高い陽性率（IgG18．3％、　IgM15．9
％）が得られ、特に妊娠中期子宮内胎児死亡の既往がある群では有意に高い陽性率が得られた（IgG
28．6％、IgM28．6％）。抗フォスファチジルセリン抗体、抗フォスファチジルノシトール抗
体にっいては、全体として高い陽性率が得られたが、各群間で有意差は認められなかった。

［考察］不育症患者において各種抗リン脂質抗体価は、全体として高い陽性率を認め、特に抗カルジオ
リピン抗体は妊娠中期子宮内胎児死亡の既往がある習慣流産患者に有意に高い陽性率となりスクリーニ

ング検査として有用であることが示唆された。
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107 抗リン脂質抗体陽性妊娠の分娩例に於ける臨床的検討

横浜市立大学医学部産婦人科学教室

O平吹知雄、平原史樹、安藤紀子、沢井かおり、水口弘司

［目的］SLE等の自己免疫疾患においてしばしば出現するループスアンチコアグラント（LAC）あ
るいは、抗カルジオリピン抗体（aCL）等の抗リン脂質抗体（APA）が不育症の一因となりうるこ
とが報告されてきた。今回我々は、不育症患者を含む当科に於けるAPA陽性妊娠分娩例において臨床
的検討を行なった。

［方法］当院不育症外来症例200例のうちAPA陽性例は18例あり、そのうち10例が妊娠し、現
在までに7例が分娩した。また過去3年間のSLE合併妊娠7例のうちAPA隅性例は4例であった。
これらの合計11例のAPA陽性妊娠分娩症例を臨床的に詳細に検討した。
［結果］対象の平均年齢は31．5才、平均流産回数は2．5回であった。11例すべてに於k、てLA
C隅性であり、aCL陽性症例は4例であった。すべての症例に対しブレドニゾロン・アスピリン療法、
またはプレドニゾロン単独療法を施行した。分娩時の平均妊娠期間は34週で、平均児体重は1991
g、分娩様式は6例が経腔分娩、5例が帝王切開分娩であった。5例の帝王切開分娩の適応は、胎児仮

死2例、重症妊娠中毒症1例、早産前期破水1例、骨盤位1例であった。妊娠中にIUGRの認められ
た症例は3例あり、うち2例は胎児仮死にて帝王切開分娩、他の1例は24週にてIUFDとなった。
これら1UGRの認められた3症例はいずれもプレドニゾロン・アスピリン療法が妊娠中期より開始も
しくは増量された症例であった。

［結論］抗リン脂質抗体陽性妊娠分娩症例を検討した。抗リン脂質抗体陽性妊娠に於いては、妊娠前も

しくは妊娠早期より適切な治療を行う事が胎児発育環境の維持、生児の獲得に対して必須と思われた。

108 卵管上皮細胞の分離とマトリゲルを利用した培養系にっいて

東京医大産婦人科

0輿石　真、井坂恵一、高山雅臣

目的〉培養細胞の増殖、機能、形態は培養基質により修飾を受ける。Engelbreth－Holm－Swarm（EHS）腫瘍よ

り抽出した基底膜成分を培養基質として用いると各種細胞において様々な立体構造をとり、特に子宮内

膜腺細胞の培養では管腔構造を形成すると報告されている。今回我々は、子宮内膜と連続性があり受精

の場として重要である卵管上皮細胞の培養においていかなる効果を与えるか検討すべく実験を行った。

方法〉材料は子宮筋腫手術時の摘出卵管を患者の承諾を得て使用した。卵管上皮細胞の単離収集のため
に、子宮内膜腺細胞の単離方法のSatyaswaroopの方法を一部改変して用いた。培養液にはGIT培地（完全

調整培地、和光純薬）を使用した。培養皿にMatrigelTM（EHS腫瘍より抽出した基底膜成分を含有するゲル、

コラボレイテ’tブ社製）を注入して2mm厚の培養基質を形成し、5×105cells／mlに調整した卵管上皮細胞懸濁液

を撒き込んだ。培養8日目でゲルごと切り出して固定し標本を作成した。

結果〉培養細胞はサイトケラチンの免疫染色により上皮細胞であること、電顕的に線毛細胞と分泌細胞

があることが確認された。Matrigel上での培養は基質無しの場合と比較して、長期間の培養が可能であ

ったが、細胞数の増加傾向は軽度であった。形態的には垂直方向への形態変化が認められた。この構造

は子宮内膜腺細胞の場合のような管腔ではなく、内部にマトリゲルが充満した円柱であった。

考察〉垂直構造は細胞の重層により管腔形成されるのではなく、細胞の形態変化または増殖により可塑

性のあるゲル表面に凹凸ができ、その上に細胞が接着した形で形成されると考えられる。この結果とし

て形成される構造はin　vivoにおける鐡壁の構造と類似と考えられる。卵管上皮細胞の安定な培養が可能

になることにより受精の場である卵管の環境因子の解析がよりin　vivoに近い状態で行えるということが
期待された。



（565）197

109 増殖期後期における子宮内膜超音波像とKi－67およびエストロゲンレセプダ

の免疫組織染色

岡山大学医学部産科婦人科学教室

○富山俊彦片山隆章錦織恭子長谷川淳
　野間　純　工藤尚文

【目的】子宮内膜は着床と深い関係があり，ホルモンの作用により増殖と機能分化を繰り返している。

また経腔超音波断層法により子宮内膜の性状が様々に観察されるようになってきたが症例により内膜の
厚さ，輝度等のパターンはまちまちである。そこで，我々は子宮内膜の組織学的背景を検討すべく増殖能の
指標であるKi－67とエストロゲンレセプター（ER）を一次抗体とした免疫組織染色を行い内膜の増殖能，　ERの局在を検

討した。　【対象および方法】対象は当科不妊外来通院中の22名でそのうち16名が自然周期，6名がclomid

治療周期であった。それぞれ増殖期後期（自然周期は月経周期平均14．8日目，clomid周期は14．2日目）
に一掻き掻爬により子宮内膜を採取し，凍結切片を作成し，Ki－67はLsABキット（DAKo），ERはER－ICAキット（ダイナ

ポット）を用いて免疫組織染色を行った。その判定は陽性率0－20％を（1＋），20－40％を（2＋），40％以上を（3＋）と

した。また内膜採取と同時に血中estradiol（E2），progesterone（P）の測定，超音波断層法により子宮内

膜の厚さ，卵胞径の測定を行った。【結果】血中E2は自然周期，　clomid周期でそれぞれ200．5±107．3pg

／ml（皿ean±SD），270．2±112．　Opg／m1，血中Pは0．76±0．56ng／ml，0．60±O．38ng／m1，最大卵胞平均径は1

7，3±1．98mm，19．　O±2．38mmといずれも有意差はなかったが，子宮内膜の厚さは11．1±2．05rnm，8．　O±3．

61rnmと自然周期の方が厚い傾向を認めた。またERは自然周期，　clomid周期共に局在の差はなく腺，間質

共（2＋）または（3＋）の高い陽性率を示した．Ki－67にっいても局在の差はなかったが，　clomid周期において

6例中5例が（1＋）と自然周期に比し低い傾向を認めた。【結論】ER，　Ki－－67共その局在にっいては差がなか

った。またERにおいては子宮内膜の厚さとの関連は特に認められなかったが，　Ki－67においてはその関連
が示唆された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

110 非イオン系ヨード造影剤lotrolanが家兎卵管の受精現象におよぼす影響

0吉田信恵、成相孝一、金山喜一、遠藤克、佐久間勇次
　　　　　　　（日大・獣医生理学教室）

【目的】子宮卵管造影法（HSG）に用いられる造影剤としては代表的な油性造影剤としてLipiodo1－UFが、

また水溶性造影剤としてUrografin、　Endografin、そして最近では、刺激性を軽減した非イオン性ヨード

化合物であるIotrolanなどがあげられる。演者らは、これまでにLipiodol－UFおよびUrografinにっ
いてこれらを家兎卵管へ注入した際の配偶子の受精におよぼす影響っいて検討したところ、受精部位と

しての卵管環境の回復にはLipiodo1では注入後7日を、またUrografinでは注入後5日を要することを

報告した。今回、演者らはこれに加え、新しい卵管造影剤として注目されているIotrolanについても同様
に検討したので、これまでに報告した成績と比較しながら報告する．【方法】　これまでの報告と同様に、

家兎を全身麻酔下で開腹し子宮卵管接合部から、3Fr．栄養カテーテルを用い、卵管内にlotrolanを卵管

采より漏出するまで緩徐に注入した。この処置を施行した日より第1群は翌日に、第皿群は3日目に、そ

して第III群は5日目に成熟雄と交配させた。各群の供試家兎は交配後30時間目に卵管を摘出し、これを

灌流することにより排卵卵子を回収した。回収卵子は顕微鏡下で卵子の分割または雌雄前核の観察によ
り受精状況を観察し、受精卵子についてはTCM－199を用い、37℃5％CO2　in　airで培養し、胚盤胞への発

育にっいて観察したe【成績】　回収卵子の受精率は、第1群では43．8％、第皿群では75．0％、そして第皿

群では78．0％であった．このとき、第1群と第皿群の受精率の間に有意な差（ρ＜0．05）が認められた。また、

受精卵子の胚盤胞への発育率にっいては第1群および第ll群では100％、そして第皿群は90．6％であった。

　以上の成績より、家兎卵管内にIotrolanを注入した場合、受精部位としての卵管環境は造影剤注入後3
日目までに回復することが明かとなり、lotrolanは、Lipiodo1およびUrografinと比較すると、卵管におよ

ぼす影響が少なく、HSGに適した造影剤といえる。
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111 Autoradiography　を用いた正常子宮筋および筋腫における　gonad。tropin
releasing　hormone　receptorの局在に関する研究

長崎大学産科婦人科学教室

O山下隆則，石丸忠之，山辺　徹

現在Gn一囲analogue（Gn－RHa）は子宮内膜症や子宮筋腫の治療薬として広く使用されている。この薬剤
の子宮筋腫に対する縮小効果は，下垂体のreceptorのdown　regulat　ionにより性腺からのsex

steroid　hormoneの分泌を抑制することによってもたらされると考えられているが，その作用機序は未
だ不明確である。1988年Wiznitzerらが子宮筋腫結節のNembraneにGn－RH　receptorが存在するこ
とを示唆し，Gn－RHaの子宮筋腫への直接作用による治療効果が期待される。子宮筋腫にGn－RH

receptorの存在が証明されれば，Gn－RHaの病巣内直接注入による治療も期待できる。現在行われてい
るGn－RHa療法は全身的投与であり，骨粗嶺症や卵巣欠落症状を引き起こすため，1年以上の長期投与
はまず不可能であり，また短期間であれこれらの副作用により治療継続が不可能な症例も存在する。

しかし，もし局所療法が可能となれば，上記の問題は解決し，その意義はきわめて大きい。そこで今回
我々は，Gn－RHaの直接作用の有無を明らかにする前段階としてGn－RH　receptorが子宮筋腫および正常

子宮筋に存在するか否かを検討するため，t251－Buserelinを用いautoradiographyによるreceptor
assayを試みた。手術によって得られた正常子宮筋および筋腫の凍結切片をつくり，15血M　Tris－HC1の

buffer中でpreincubationを行った後，170　mM　Tris－HC1，1％bovine　serum　albuminのbufferを
用い，これに2×105cpm／mlになるようt251－Buserelinを加え，37℃，pH　7．4の条件にて120分
間incubationを行い，その後，　bufferおよび超純水で洗浄後，室温乾燥を行い，得られた資料にっ
いて，Bas　2000　Bio　image　analyzerを用いて放射活性を測定した。その結果，正常子宮筋および子宮

筋腫の両方にdn－RHa　receptorが存在し，またreceptor濃度は筋腫より正常子宮筋の方が高いことが
示唆された。

ん

112 排卵後の子宮収縮の観察

帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科
○永江　毅、印牧美佐緒、三宅　潔、持田福重、
　向井治文、柿沼三郎、布施養慈

子宮は組織学的に大部分を平滑筋組織より構築されており、特に子宮体部の動きとしては、分娩時の陣
痛発来機序の面から注目を集めている。しかしながら、排卵前に観察される子宮の律動的収縮運動の存
在や、排卵後に生じる子宮収縮の存在などはあまり知られていない。今回、我々は経腔超音波断層法に
よりこの子宮収縮運動の観察を行ったので、若干の考察を加えて報告する。〈方法〉当院不妊症外来を
受診した患者の中で、明らかな子宮筋腫や子宮腺筋症の認められない20名を対象とした。排卵前の確認
は、経腔超音波断層法による成熟卵胞の確認・尿中LH測定・尿中エストロゲン測定・基礎体温により
行った。また、排卵後の確認は経腔超音波断層法による卵胞の消失・子宮内膜輝度の変化・基礎体温の
変化などにより行った。また、排卵前後のホルモン測定としてE2，　P，　PGF2，オキシトシン、カテコールア

ミンなどを対象とした。観察はアロカSSD650CL経腔超音波プローブを使用し、　VCRにこれらの変化を
連続記録した。〈結果〉排卵前2日頃より子宮の律動的収縮運動は観察され始め、排卵が近づくにつれ
て次第にその動きは激しくなっていった。大部分の症例では、収縮周期は15～20秒の間であり、収縮方
法は子宮下部付近より子宮底部に向かって運動するのが観察された。排卵後は、速やかにその動きが弱
まり、1日以内に消失されるものが多かった。また、排卵後2～3日には子宮内膜の輝度は著しく上昇
し、子宮内腔の変形がしばしば観察された。各ホルモン測定の結果では、エストロゲンとプロゲステロ
ンに有意な変化が認められたが、他のホルモンでは一定な傾向は観察されなかった。〈考察〉プロゲス
テロンには、子宮筋収縮抑制作用のあることはよく知られているが、排卵後の子宮収縮機構に関与して
いるとは考えられなかった。また、排卵後の子宮収縮運動の停止および収縮状態の維持は、妊卵の着床
に何らかの関与が示唆された。
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113 超音波ガイド下卵管内人工授精の試み

宝塚市立病院産婦人科

O柴原　浩章，塩谷　朋弘，伊熊　健一郎

［目的コ子宮内人工授精（IUI）による治療法を反復しても妊娠に至らなかった，性器管内精子輸送障害

の症例と男性不妊因子の症例に対して，超音波ガイド下に卵管内人工授精（ITI＞を試み，その有効性に

ついて検討した。

［方法コ（1＞性器管内精子輸送障害の診断は，IUI後に腹腔鏡検査を行い，回収した腹水中に精子が存在

しない症例とした。

（2）患者精液はSperm　Washing　Medium（Irvine社，USA）を用いて2回遠心洗浄して濃縮を行った。

（3）1丁1にはしabotect社（G6七七ingen，Germany＞製のFal　lopian　Tube　Cathe七er　Setを使用した。超音波ガイ

ド下に，卵胞を確認した側の卵管内にtubeを挿入し，精子懸濁液0，2mlをゆっくりと注入したe

［結果］現在までに，IUIを反復しても無効であった8症例にITIを施行し，その内の1症例に妊娠が成立

した。この症例は，夫33歳，妻27歳で不妊期間は5年間。不妊原因は妻側の内分泌因子（無排卵周期症）

と，夫側の特発性精子無力症（薬物治療前の精液量：O．3～0、9ml，精子濃度：110～210×106／ml，精子運動率

：4－28“1・，精子奇形率：10％以下）とであった。妻側には排卵誘発療法を行い，夫側には漢方製剤（補中益気

湯，柴胡加竜骨牡蛎湯）を投与したうえで，濃縮法も含めたIUIを合計13回施行したが妊娠に至らなかっ

た。しかし今回，ITI施行1周期目に妊娠が成立した。

〔考察］Labo七ect社製のFallopian　Tube　Ca七he七er　Setを用いたITIは，比較的簡単な手法で施行するこ

とができる。本法は，受精の場である卵管内に直接精子を送り込む方法であることから，子宮から卵管

にかけての精子輸送障害や精子自身の運動機能障害等のために，従来のIUI等では妊娠の成立が困難で
ある症例に対しては，今後有用な治療法となりうる可能性が示唆される。

114 子宮外妊娠MTX治療後の妊孕性の検討
　一患側卵管による再妊娠、反復外妊の分析一

東海大学医学部産婦人科

○鈴木隆弘、本田育子、小林善宗、井上正人、黒島義男

〔目的〕子宮外妊娠に対するメソトレキセート（MTX）による保存的治療は、悲観血的な早期治療とい

う観点から有効な治療法と考えられている。特に不妊患者を取り扱う場合問題となる、MTX治療の予後
を検討すると、当院での治療後の再妊娠率、反復外妊率は、配偶子操作を含め、それぞれ64．4％、29．4

％と予想以上に好成績で、機能温存の点から極めて有用と考えられた。そこで今回はさらに詳細にMTX
治療後の患側卵管の妊孕性を検討する目的で、卵管妊娠に対してMTX治療を行った治療後患側卵管機能
のみを検討しうる患者に限定し、その予後を分析した。〔対象．方法〕1985年1月から1990年3月まで
の間にMTX治療を施行した卵管妊娠患者のうち、治療後卵管のみを有する28名（対側卵管切除後20名、

対側卵管MTX治療既往8名）における35回のMTX治療を対象とし、治療後の再妊娠、反復外妊にっ
いて検討した。〔成績〕全体で28名中17名（60．7％）、35回中22回（自然・AIH13回、配偶子操作9
回）62．9％に再妊娠が成立した。22回の再妊娠中6回（自然・AIH5回、配偶子操作1回）27．8％が反
復外妊であった。MTX治療後患側卵管機能の検討という観点から、配偶子操作による再妊娠を除外し、

自然・AIHによる再妊娠13回についてのみ分析すると、再妊娠率は37，1％（13／35）、反復外妊率は
38．4％（5／13）であった。〔結論〕上記、自然・AIH妊娠による再妊娠率、反復外妊率は、我々がかっ

て報告した、治療後患側に限らない場合の、それぞれ42．1％、37．5％とほぼ同様なものであった。MTX

治療は卵管機能の温存という点でも有用であり積極的に行ってよい治療であると考えられた。
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115 未婚または挙児希望の若年子宮内膜癌症例の治療について

群馬大学産科婦人科学教室　　0小原満雄上条隆典安藤一道
　　　　　　　　　　　　　宇津木利雄水沼英橦L伊吹令人

　若年婦人，特に挙児希望のある婦人の子宮内膜増殖症（特に異型内膜増殖症）や子宮内膜癌の取扱

いに関しては，保存的治療が可能かどうかは大きな問題であるが，病理診断の難しさもあり明確な方

針は得られていない。今回，我々が経験した8症例の治療経過について報告し，保存的治療の可能性に

ついて検討し心
　当科において1988年より1992年の5年間に治療した子宮内膜癌（異型内膜増殖症を含む）症例68例の

うち，未婚または挙児希望の若年内膜癌（平均年齢29．8歳）は8例（11．8％）存在したb既婚の4例は全

て不妊治療中に診断され，未婚婦人のうち3例は不正出血で，1例は健診の超音波断層法での内膜肥厚

により精査した結果診断されたb無排卵または散発排卵の4例は肥満を合併し，内分泌学的または超

音波診断上PCOと考えられ凄異型内膜増殖症の3例はMPA大量療法を施行し，1例は病変の消失
後妊娠，分娩し鳥現在分娩後3カ月であるが内膜組織診では異常を認めない。1例はMPA治療に

ても細胞異型が強くなり，MRI上筋層浸潤も疑われたため手術を施行し凄術後病理診断は　Gl
Aden㏄arcinomaで筋層浸潤をわずかに認め心他の1例はMPA療法にても病理所見に変化無く，挙
児希望強いため継続治療中である。5例の内膜癌症例のうち，1例は筋腫核出術での筋腫に付着した一

部内膜よりAdenoacanthomaと診断されたが，　M　P　A大量療法後病変消失し，手術後2年5ヶ月で妊娠し、

分娩に至った』分娩後約10ヶ月で嚢胞性腺増殖症から腺腫性増殖症がfoca　Iに認められたため，再度

MPA療法施行し最近2度目の妊娠に至った』他の内膜癌4例は，本人の希望と超音波断層法MRI
にて筋層浸潤が疑われたためpr　imary　operationを施行した』



一

（示説発表）
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P－1 精子運動抑制因子の基礎的研究

　一精子運動抑制効果の可逆性について一

聖マリアンナ医大泌尿器科学教室

田中宏樹・岩本晃明　・長田尚夫

【目的】哺乳類精漿中には精嚢より分泌される精子運動抑制因子（Seminal　plasma　motility　inhibi－

tor，以下SPMIと略）が存在し，除膜精子の運動を抑制することが知られている，その作用機序は精
子運動に必要なdyneinarmに存在するdynein　ATPaseの活性をSPMIが抑制するためである。また高
濃度ヒトSPMIは，細胞膜を有するIE常精子の運動を抑制することが知られている。この作用機序は，
SPMIが精子細胞膜を通過して直接，あるいは細胞膜に付着してsecondmessengerが，　dynein　ATPase

を抑制する可能性が考えられる。今回我々は，この作用機序を明らかにするため，ブタSPMIブタ精子
を用いて以下の実験を行った。

【方法】ブタ精嚢液より，イオン交換クロマトグラフィー，HPLC逆相カラムを使用しブタSPMIを精
製分離した。各濃度のブタSPMIとPercoll洗浄処理した正常ブタ精子を37℃で反応させ，5分後の
精子運動率を測定した。運動精子が完全に運度を停止した時点で，精子をPercollにて洗浄処理し，運
動回復の有無を観察した。

【結果】精子運動率は，濃度依存的に減少し，1500U／ntで精子は完全停止した。　この完全停止した精
子を直ちにPercol］洗浄処理すると，精子は運動を再開し，運動率は約30％であった。しかしながら

2000U／認以上の濃度で反応させた精子では，運動は回復せず不可逆的であった。
【考察】以上の結果より，活発に運動する正常精子の運動を完全に抑制しうる低濃度のSPMIでは，物

理的にSPMIが精子細胞膜に付着しPercolIによる洗浄により，比較的容易にSPMIは取り除かれ，運
動を回復した。ところが高濃度では，精子運動抑制は不可逆的で，SPMIが精子細砲膜自体に影響を及
ぼしたものと推察した。

P－2 酵素抗体法による抗精子抗体検出法

杏林大学　産婦人科
○南野智徳，神野正雄，秋葉雅夫，羽生一朗，生方良延，清宮由美子，
　吉村泰典，中村幸雄

【目的】ヒト体外受精において，一般に培養液に血清を添加するが，もし血清中に抗精子抗体（ASA）
が存在すると，受精・胚分割に障害をきたす可能性がある。今回，酵素抗体法による抗精子抗体検出法
を用いて，ヒト体外受精における成績向上について検討を加えた。また本法と精子不動化試験・抗精子

抗体定量キット（Seratec，国際試薬）との相関性を検討した。

【方法】夫精液より，精漿除去後，10％妻血清を添加培養し，遠沈洗浄後，プレパラートに滴下乾燥し，

精子標本を作製した。組織中免疫グロブリン（IgG，　IgM，　IgA）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した。400倍にて検鏡し，精子が褐色を呈した時，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），ヒト血清アルブミン（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（N＝1161）：62．　3　％，fi群（N＝39）：20．5％，（p〈0．001，

VSIおよび皿），皿群（N＝159）：69．2％であった。採卵あたりの妊娠率は，1群（N＝147）：
44．2％，皿群（N＝9）：0％（p〈0．05VSIおよび皿），皿群（N＝32）：43．7％であった。本法で
ASA（一）と判定された20例はすべて不動化試験陰性であった。　Seratec定量法では，陰性と判定された

29例中1例に不動化試験陽性を認めた。

【考察】ASA陽性例では，体外受精時に患者血清のかわりにヒト血清アルブミン製剤を用いることに
より，受精・分割率，妊娠率は有意に改善した。本法で，ASA陰性と判定された時，不動化試験陽性
のものは全くなく不動化抗体の有無を抱括すると思われる。
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P－3 成熟網子回収法としての不連続多層Nycodenz法の有用性

福島県立医科大学産婦人科

○中木　純子　　片寄　治男　阿部　利明　菅野　良恵　星　和彦　佐藤　章

（目ll勺）不連続多層Nycodellz法（以下N法）を用いて回収した精子について、その核の成熟性を、

Acridine－Orange染色法（以下AO）で解析した。　AOは発色する蛍光の違いから、　DNAを調べる方
法であるが、精子核ではクロマチンの性状により染色性が左右され、酸処理を行うと、S－S結合の豊
富な成熟精子核はdenaturationを受けにくいためGreenに、　S－S結合の少ない未熟精子核は
denaturationを受け、　Red、あるいはYellowを呈する。　（方法）WHO精液分析基準から分類した良
好群10例、不良群20例を対象とした。33％と66％の不連続多層N法により、各々の層より回収した
精子の、Anomaly、　Motilityを求め、最終的に、良好精子回収率を求めた。さらに、各々の精子をカ
ルノイ液（methanol：aceticacid、3：1）て、酸処理後、　AOを施し、蛍光顕微鏡下に観察した。　（成績）

不連続多層N法による良好精子回収率、Anomaly、　Motilityは、以下のとおりである。まず、良好群
で、seminal層の回収率5．0±10．O、　Anomaly8．0土11．0、　Motility15．0土11．0、33％層、6．2±9．8、

14．5土5．5、25．3土ユ9．2、66％層、42．2±．15．6、7，6　と3．7、60．5土19．0、Pellet層、51．2土24．5、115土7．1、

544±20．2。不良群で、seminal層の回収率5．q』0．O、　Anomaly16．0」と135、　Moti！ity、11．0±20．0、33％

層、　6．2U：9．8、　11．9tユ25、　10．3土9．3、　66％層、　30．魁」16．0、　10．1占」5．9、　35．C』と165、　PeHet層52．498．5、

85　L4．O、28ユ土19．7。　AOによりGreenパターン呈する割合は、良好群、　seminal層68．6土2G．4、33％層、

75．5土22．4、66％層、92D土10．2、　Pellet層、77．3　tl6．7。不良群、　seminal層67．Oi18．0、33％層、

65。0土20．4、66％層、82．0」と16．4、Pellet層、69．Q土25．0（mean±sd）．（結論）不連続多層N法をもちいて、

N66％層から、回収する方法は、運動性良好、形態学的正常精子ばかりではなく、成熟精子核を有す
る精子を回収するのにも優れた方法であることが確認された。

P－4 AIHにおける各種精子処埋方法の比較

○松岡　逸子、藤野　祐司、伊藤　文俊、小島　哲矢h荻田　幸雄

　｛大坂市立大学医学部産婦人科）

　康　文豪（大阪市立住吉市民病院産婦人科）

1目的】IVF－ET、GIFT法など、近年の不妊治療技術の進歩には著しいものがあり、難治性不
妊症にたいして一定の成果を上げている。しかし、その原因の1つである男性不妊の占める割合は30～

40％近くあり、その対処には苦慮することが多く、特に乏精子症例、精子無力症例の治療において、よ

り高い運動性や妊孕性を持つ精子を選別回収することは、妊娠率向上の重要な因子となっている。今回、

当科不妊外来でAIH施行時行っている代表的な精子処理方法についてその運動性等のパラメーター一に

対する効果を比較検討した。

1方法】当科不妊外来の患者73症例、289周期に対し各種精子処理法（洗浄濃縮法：99周期、
swim　up法；97周期、　migration－graViy　sedimentation法：48周期、80％パーコール法；35周

期、serm・en　fi　rt　rati。n。。lumn法；10周期）を施行し、精子数、精子運動率、妊孕係数の変化を比較

検討した。

【結果］精子処理前を1として、処理後の変化率を比較すると精子数変化では、洗浄濃縮法、80％パ

ーコール法とも2．9と有意に増加した。運動率変化ではsw・irn　up法が2．2、80％パー一コール法

が2．0と有意に増加した。妊孕係数では、洗浄濃縮法が3．L80％パーコール法が3．6と有意
に増加した。また、処理前の妊孕係数が15未満の精子不良症例では80％パー一・コール法で処理後の妊

孕係数が平均4．8と有意な変化率を示した。

【結論】80％パーコール法はどの検討においてもよい結果となり、特に精子不良例においても有効な

バランスのとれた優れた処理方法といえる。
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P－5 男子不妊症の心理特性

昭和大学藤が丘病院泌尿器科　　1），精神科　2）
　○坂本　正俊，1）　池内　隆夫，1）　甲斐　祥生，1）
　　北村　　勉，2）伊東　昇太，2）

前回までの報告で、精液・身体所見に異常を認めない男子不妊症の精神現在症。心理特性を

検討し、情緒的周題の無視しえない症例が存在することを指摘した。また、かかる情緒問題
をサポートすることで、夫婦生活の円滑化が促進し、妊娠に至った症例もみられた。今回精液
身体的所見に基づき正常群、乏精子群、無精子群に分け、その心理特性を各種心理検査で調
査した。

＊正常群ではY－G（矢田部一Guilford）testにて25％に不安・菖藤の処置に問題のあるB・E
型がみられた。TPI（東大式人格目録）にても33％に異常がみられた。　CMI（Corne11
－ Medical　Index）で22％に異常がみられた。

＊乏精子群ではY－GでD型優位で異常を示すE・B型は少なかった。CMIでも異常は少なか
った。しかしTPIでは70％が境界値以上であり、面接の結果爪かみ、不眠、心因性潰瘍を呈
する症例がみられた。
＊無精子群では各種心理テストに高頻度で異常が認められた。不妊症の治療は長期化する症例も
多く、慢性疾患の対応と同様に心身双方からの援助が望まれ、この意味で彼らの心理特性への

理解はもっと強調されてしかるべきものと考える。

P－6 男性不妊症に対する漢方子薬療法（3種類）の効果 3症例の検討

内蒙古自治区、中蒙医院　　（中華人民共和国）
白　仁昌（Bai　Yinchang）

　男性不妊症の治療における漢方療法の有効性は従来よりよく知られている。今回われわ
れは、漢方医学の弁証理論により種々の生薬を調合し、それぞれの男性不妊症に対する子
薬療法の臨床的効果を検討した。

　その結果、腎陽虚不足に対しては二仙九子湯、腎陰虚不足に対しては二地九子湯、さら
に腎気不足に対しては要、謬九子湯が有効であることがわかった。
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P－7 ラット精巣の成熟にお｝ナるActivinA　Receptorおよび　FSH　Receptor　mRNAの

変化

群馬大学　産科婦人科教室

○伊藤郁朗、篠崎博光、中村和人、五十嵐茂雄

　中村学、田野真理、長谷川喜久、峰岸敬、伊吹令人

［目的］精巣の成熟およびその機能調節においては下垂体よりのFSHおよびLHがSerto　l　i細胞とLeyd　i　g細胞

に作用し、またActivinもホルモン産生や造精を調節するとの報告がある。そこでラット精巣のこれら

Receptorの発現の成熟過程における変化をmRNAレベル検討した。

［方法］幼若から成熟までの任意の日齢のWistar系雄ラットより精巣を採取し、チオシアン酸グアニジン

法を用いてTotal　RNAを抽出した。ラットActivinA、　FSH、　Receptor（－R）のRNA　Probeを用いてNorthern

Blottingを行った。また、FSH－RについてはBinding　Assayを行いmRNAレベルと蛋白レベルでの変化の差

についても検討した。さらに、血清中のインヒビン、FSHをRIAにて測定した。
［結果］Activin　Receptor（－R）mRNAは、6Kbと3Kbのバンドがあり前者は7日齢より認められ、成熟に伴い漸

増した。後者は、やや遅れて21日齢より出現し35日齢に急増した。25日齢の幼若ラット卵巣のActivin－
RmRNAも6Kbと3Kbに認められるがPMSG＋hCGにより排卵誘発を行うと6Kbが優位に増加した。　FSH－RmRNAは

2．4Kbと5．5Kbのバンドが7日齢に濃く以降は減少した。これらは25日齢ラット卵巣に認められたバンドの

サイズと一致するものであった。Binding　AssayでFSH－Rは、7－14日齢に蛋白量あたりの濃度が高かった。

血清中のインヒビンは、14日齢にピークがあり、以降は減少した。FSHは、幼若期には低く、35日齢にピ

ー クがあり、以後やや減少した。

［結論］Activin－R　mRNAの3Kbのバンドは、精巣成熟のほぼ完了する時期と一致して急増し、精子形成と

の関連が示唆された。6Kbのバンドは精巣、卵巣共にその成熟に伴い増加した。　FSH－R　mRNAはreceptorレ

ベルに先行して変動した。精巣、卵巣においての成熟に伴う　Activin－R　mRNAの質的、量的変化には相

違が存在する。

P－8 精巣腫瘍患者Estrogen産生動態と造精機能に関する検討

中角尚誉乱笹野公伸2、前原郁夫乱折笠精一～蓮田精之丸高橋　勝1、

平松正義1、樺沢　隆気尾崎昌夢（東北大学・1泌尿器科、2第二病理、3日本化薬）

【目的】精巣腫瘍患者、特にnon－seminoma症例（NS）においては造精能が低下している例が多い。そ
の原因の一つとして血中estradiol（E2）値の充進など内分泌学的異常が考えられる。今回我々は、精巣

腫瘍患者の対側精巣における造精能を組織学的に評価し、E2値との関係を検討した。さらに、精巣腫瘍
患者のE2産生動態について生化学的、免疫組織化学的検討を行ったので報告する。【対象と方法】精巣
腫瘍患者21例を対象とし、a．Johnsen’s　mean　score　countを用いて対側精巣の造精機能を評価し術前

のE2値との関係を検討した。　b．患側精索静脈血、肘静脈血を採取し、and　rostenedione、　testosterone、

E2値を測定した。　c．　E　2に至るまでに関与するステロイド産生酵素、SCC、3，0－HSD、17α一HSD、17ff－

HSD　Aromataseに対するpolydonal　antibodyを用いて精巣腫瘍および正常部精巣に免疫染色を行った。
d．RI法を用いて精巣腫蕩内Aromatase活性を測定した。【結果】a．対側精巣の造精機能とE2値との
間には負の相関関係が認められた。b．　androstenedione、　testosterone、　E2のいずれのホルモンもNSの
精索静脈血において有意な高値を示した。c，精巣腫瘍では、　NS、　seinoma（S）ともにSCC、3／9－HSD、

17α一HSD、17／9－HSDの発現を認めなかった。　Aromataseは、NSの間質において19例中11例に発現が

認められたがSには発現を認めなかった。正常部精巣では、Leydig　cellにおいてSCC、3／9－HSD、17α一

HSD　17〆9－HSD　Aromataseの発現を認めた。　d．精巣腫瘍内Aromatase活性はNSにおいてSに比し有

意な高値を示した。　【結論】NSにおいてはLeydlg　cellが増生しAndrogen産生が充進する。この過剰

なAndrogenがE2に変換される部位は、精巣ではLeydig　cellおよび腫瘍組織であると思われた。
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P－9 男子不妊症患者の精液中に検出されたUreaplas皿a　urealyticumおよび一般細菌
と精漿中穎粒球エラスターゼ活性との関連についての検討

埼玉医大総合医療センター泌尿器科
○小林信幸、内島豊、吉田謙一郎
春≡『芦市立病院泌尿器科　根岸壮治

　【目的】男子不妊症の一因となり得る膿精液症において、Ureaplasma　urealytic”m〈以下Up＞や細

菌がどの程度関与しているかを検討する目的で、精液中のUpの培養および精漿中穎粒球エラスターゼ
（以下GE）活性の測定を行った。【対象と方法】埼玉医大総合医療センターおよび春日部市立病院泌尿

器科の不妊外来患者105例を対象とし、精液中Upおよび一般細菌の培養同定・半定量検査を施行した。
膿精液症の診断に際し、通常の顕微鏡検査では白血球と未熟精細胞との識別が困難な場合があるため、

膿精液症の指標として、精漿中GEの測定を併せて施行した。精液はすべて3日以上の禁欲の後、排尿
後の精液を採取した。【結果】Upは105例中24例（22．　9％）において検出された。半定量では、102／皿1が4

例、103／ml2例、10‘／ml・105／m1が各6例、106／mlおよび107／mlが各3例であった．一般細菌培養では、
102／m1以上を陽性とすると、11例（10．5％）が陽性で、　C。rynebacteriv皿が4例、α一Strept。c。ccusが3

例で同定された。精漿中GEは正常上限を400μg／1とすると、105例中26例（24，8ゆで高値を示し、そ
の中央値は1，385μg／1であった。Up陽性であった24例のうちGE高値を示したものは6例（25．0％）で、　Up

陰性例の81例中20例と差は認めちれなかった。一方、細菌培養陽性例では、GEは11例中5例（45．5P）で

上昇しており、細菌陰性例の94例中20例（21．3％）に比し、高い陽性率を示したが有意差には至ちなかっ

たe細菌陰性例に限ってみても、Up陽性例（　GE上昇：23例中5例〉とUp陰性例（同71例中15例）との間
に差は認められなかった。Up陽性例において、　Upの菌数とGEとの間には相関はみちれず、また、同一症

例ての経時的変化をみても晦の消長とGEの変動は一致しないものが多かった。【結論】不妊患者の精液

においてUp培養を行なったところ、1／4近くの症例で陽性であったが、精漿中GEとの関連性は一一般細菌
に比し乏しかった。

P－10 多核白血球による精子運動性障害に対する精漿の抑制作用

東北大学泌尿器科

○高橋　勝、前原郁夫、蓮田精之、中角尚誉、平松正義、折笠精一

【目的】ヒト精子の運動性は刺激された多核白血球（polymorphonuclear　leukocyte：以下PMN）で障害される

が、この作用は精漿で抑えられることがこれまでの検討で明らかとなった。今回我々は刺激PMNによる精子

運動性障害に対する精漿の作用を解明するため、末梢血より分離したPMNの1．貧食能、2．ルミノール依存性化

学発光、3．活性酸素とライソゾーム酵素放出による精子運動性障害作用、に及ぼす精漿の影響を検討した。

【結果および考察】1．貧食に及ぼす影響：PMNはオプソニン化ザイモザン（以下op　Z）を速やかに貧食し、

著しい膨化の後に破裂するのが観察された。5×106／ml濃度のPMNにop　Zを加え、非貧食多核白血球数を経時

的に測定すると60分後にはわずかに1．3％となる。精漿を添加した場合には貧食の速度が緩やかで、破裂する

PMNの数も少なくなった。30％精漿の存在下で非貧食多核白血球数を測定すると60分後でも12．9％、80％精

漿では41．0％が反応せず、精漿によりPMNの貧食反応が抑制されることが示された。2．ルミノール依存性化

学発光に対する影響：PMNはop　Zの添加により微弱な発光を起こす。これは活性酸素の産生に伴う現象であ

るとされている。そこで精漿を添加しPMNの化学発光量のpeak値を測定したところ、8％精漿濃度下で精漿無

添加のコントロール群に対して46，5％まで低下した。その機序が活性酸素産生の抑制によるのか、産生され

た活性酸素の消去によるのかは不明であり、今後の検討課題である。3．活性酸素とライソゾーム酵素放出に
よるPMNの精子運動性障害作用への影響：精子運動は2×106／ml濃度のPMNにop　Zを加えた培養液中で運動率

は添加前の75．5％から120分後に1L8％まで低下した。15％精漿を添加した場合の運動率は32．0％に、30％精
漿では56．5％に維持された。

以上の結果より、精漿はPMNの貧食を抑制し、活性酸素産生あるいはその消去とライソゾーム酵素の放出

あるいはその不活性化に影響を及ぼすことが明らかとなった。
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P－11 精漿中M。n。cyte　chem。tacticactivating　fact。r（MCAF）濃度

大阪大学産婦人科、大阪府立母子センター1、東レ基礎研究所2：

○岡田恭芳、下屋浩一郎、橋本一昌、久保田康愛、金井利仁、根木玲子、

富山達大、大橋一友、上浦祥司、井田伸夫2、松崎昇1、佐治文隆、谷澤修

【緒言】膿精子症は男性不妊患者中に散見され、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。昨年我々は本学会において精漿中interleukin－8濃度が膿精子症合併に伴って増加することを報
告した。今回我々は、単球などの種々の細胞から分泌されマPUフ7一ジの遊走、活性化を促進するサイトカインで

あるMonocyte　chemotactic　activating　factor（MCAF）に注目し精漿中のMCAF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および妊孕性の証明された健常男性の精液を用手的に採取し10

00xg、15分間遠心し、細胞成分を除去し上清を回収した。通常の精液検査に加えて上清中のMCAF濃度を

EIA法を用いて測定した。

【結果】健常男性9名の精漿中MCAF濃度は2．8±O．　4ng／皿1であり膿精子症を合併しない不妊患者配偶者28

名の精漿中MCAF濃度は3．2±0．5ng／mlで両者の間に有意な差は認められなかった。膿精子症を合併した不

妊患者配偶者16名の精漿中MCAF濃度は11．2±2．8ng／mlであり、健常コントロール及び膿精子症非合併不妊患者

配偶者に比べて有意に高値を示した。精液中精子数、精子運動率、精子奇形率による差は認められなか
った。

【考察】精漿中にはMCAFが恒常的に存在する。さらに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。

P－12 エフェドリンが有効であった精嚢嚢状拡張症
による射精障害の一例

O中條洋，町田豊平2小寺重行2田代和也1池本庸2御厨裕治2白井尚2
西田篤2金子立2　　1県立厚木病院泌尿器科　2慈恵医大泌尿器科

　34歳男性。7年間の不妊を主訴に厚木病院泌尿器科受9；　．精液検査にて、無精子。射精液量も1m1

と少なか。た。睾丸容積は、左4x3x3cm，右2xL5xL5cmと、右睾丸の発育不良あり。また軽度
の左陰嚢水腫と、左鼠径部〔こ小児期の鼠径ヘルニアの手術痕を認めた。血中ホルモコ値は、LH3．2mlu

－ ／ml、　FSH6．OmIUlm1、プロラクチン4．6ng／ml、テストステロン3．8ng〆mlと、正常範囲内であ。た。

　以上よC）、右睾丸造精機能障害および左精路通過障害の疑いにて、両側睾丸生検および両側精管精嚢

腺造影を施行した。精管造影時、左精管穿刺部より、運動性良好な精子争数回収可能であ。た。また両

側精嚢腺は拡張し、尿道の描出はは。きりとしなかウた。2週間後の骨盤内CTにて、右精嚢腺部に造
影剤の迫残を認めたが、左側には認めなかoた。4週間後のしントゲン検査にて、右側の造影剤も認め

なくな’た。以上より両側精嚢嚢状拡張症〔こよる射精障害と診断し、塩酸エフェドリン100mg／day〔こよ

る内服加療を開始した。2週間後の精液検査にて、精子数8x106／ml、運動率2％と、精子の回収に成

功した。現右継続加療中である。

精嚢嚢状拡張症は比較的稀な疾憲であes　“そして不妊を主訴とするものは、その中でも10数例であウ

る。その治療法は、摘出、穿刺ねどが争くとられ、現右まで妊娠成功例の報告ca　．我ウのグループによ

る1例（臨泌44（12）：1083－1086，1990）を含む3例のみである。前回および今回の2例、自律神経薬によ

る治療有効例を経験した。本治療法は慢襲が少なも、ため、不妊を主訴とした精嚢嚢状拡張症に対する治

僚として、第一に選択してもよいのではないかと思われた。近年動物実験にて、精嚢に対する各種薬物

の作用の検討が違めらnてきている。文献的考察を加え報告する。



（575）207

P－13 乏精子、精子無力症における精路、副性器炎とクラミジア感染症に関する検討

慈恵医大泌尿器科1）　慈恵青戸病院2）

O白井　尚ユ）町田豊平1）池本　庸D清田　浩1）鈴木康之1）小野寺昭一2〕

牌

【目的】乏精子、精子無力症患者は高率に無症候性精路、副性器炎を合併しているが有意な病原菌を同

定で出来ないことを既に報告した。そこで、無症候性精路、副性器炎と無症候性感染が問題になってい
るクラミジア（以下CL）感染症の関与およびこれらに対する抗菌剤投与の有用性を検討した。【対象およ

び方法】1992年1月から1993年3月に男子不妊症外来を受診した乏精子、精子無力症患者で無症候性精路、

副性器炎合併患者は32例であった。このうち21例および炎症非合併患者、　8例を対象として以下を検討

した。尚、精路、副性器炎とは5日間の禁欲後Meares　and　Stamey法のVB3検体の沈渣中WBC≧10／HPFま
たは精液内WBC≧1×106／mlとした。1）精液中CL抗原をIDEIA法で検出。2）精漿、血清CL抗体価（IgA，G）を

セロイパライザ法で測定。3）炎症合併患者に抗CL作用のある抗菌剤を4週間投与し精液所見に対する治療
効果を判定した。　【結果およびまとめ】1）精液中CL抗原検出率は炎症、非炎症群いずれも0％。2）血清C

LIgA陽性率は炎症群19％、非炎症群43％で両群間で有意差はなく、lgG陽性率は炎症群33％、非炎症群
29％でやはり両群間に有意差はなかった。これらは健康男子におけるigA，　Gの陽性率に比し何れも高率で

男子不妊症の一部には炎症の有無にかかわらずCL感染の関与を否定できなかった。一方、精漿CL　IgA陽

性率は炎症群14％、非炎症群14％で両群間に有意差はなく、IgG陽性率は炎症群0％、非炎症群14％でや

はり両群間に有意差はなかった。これらは健康男子のlgA陽性率に比し低値でありCL感染の関与を見いだ
せなかった。3）抗菌剤投与で炎症所見改善に相関し精液所見は改善した。以上よりCL抗原の検出は出来
なかったものの抗CL作用のある抗菌剤投与は精路、副性器炎を合併した乏精子、精子無力症患者の精液
所見改善に有用だった。

ヤ

P－14 続発性視床下部性無月経患者の夜間Melatonin分泌動態に関する検討

高知医科大学産科婦人科学教室

○岡谷裕二，相良祐輔
馬

【目的】夜間に増量するMelatonin（MLT）はゴナドトロピン分泌抑制作用を有し、排卵障害との関連が注目され

ているが、MLTの関与の詳細については未だ明確ではない。そこで、今回、続発性の視床下部性無月経患者

の夜間のMLT分泌動態を検討すると同時に、低エストロゲン環境のMLT分泌能に及ぼす影響を検討した。
【方法】Exp1：第1度無月経患者（16～28才，　Am　I）11例、第II度無月経患者（18～34才，　Am　II）9例を対象と

した。体重の減少に基づく無月経患者はAm　Iで1例、　Am・IIで7例であった。対照群（C群）は22～25才の正常

月経周期を有する5例とした。同意のもとに採血は、月経，消退出血後6～8日目に21時に消灯し、翌朝6時
に点灯起床させる条件下で2時間毎に行った。Exp2：22～39才の子宮内膜症患者4例を対象にGn－RH　Agonist
（塩酸ブセレリン900　y　g／日）を3～4ヶ月間投与中に同意のもとにExp　lと同一の条件下で採血した。

【成績】対照群のMLTは消灯後1時間の22時より増量し、2時で110．4±13．4pg／m　1のピークに達し、以後8時

まで減少した。Am　I群のMLTのピークは4時で160．9±22．9pg／m1の高値を示し、　Am　II群のピークは2時で

2605±37．4pg／mlの著明な高値を示した。20時～8時の7点の総MLT値も、対照群，　Am　l群，　Am　l1群で、各

々435．2±39．8pglml，708．6±78．8pg／m1，1226．0±1215pg／mlでAm　I群が対照群に比し、又、　Am　II群がAm　I群

に比し有意に高値であった。血中E2値は、　AmI群：28．8±2．7P9／m1，　AmH群：11．8±1．OP9／m1でAmII群が有

意に低値であった。Gn－RH　agonist群のMLTはAm　II群と類似した変動を示し、2時のピーク値（299．4±4LOP9／

m1），総MLT値（1258．2±291．Opg！m1），および血中E2値（10．9±0．7pg！ml）のいずれもAm　II群と差はなかった。

【結論】続発性視床下部性無月経患者の夜間のMLT分泌は、その臨床的重症度に対応して高値を示すことが

明らかとなった。さらに、このMLT分泌の増量には低エストロゲン環境が関与している可能性が強く示唆さ
れた。

、
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P－15 男子不妊症患者に対するLH－RH微量間歌投与の検討

東京大学泌尿器科1），東京逓信病院泌尿器科Z），都立駒込病院泌尿器科3），

東京共済病院泌尿器科4）

O国武剛t），簑和田滋z），篠原充3’，西古靖4），河邉香月D

■

目的：男子不妊症患者に対するLH－RH微量間歌投与の効果を検討した．

対象：不妊を主訴として受診した患者のうち血清ゴナドトロピンが正常または低値のものを対象とした。
患者数は8例で，年齢32．9±4．3歳，不妊期間2．5±1．6年であった。このうち1例が高度乏精子症（O．1

×106／・の，7例が無精子症であった。投与前の精巣重量12．9±3．2g，血清LH2．36±1．・SlugU／re，　FSH

6．00±2．36ieV／ie，　T3．14±1．91ng／ueであり，全例とも染色体異常がなく，LH－RHテストで正常の反応

がみられ，精巣生検でgerm　cellが存在し，精路閉塞は否定された。

方法：酢酸ゴナドレリン，1回10μgを2時間間隔で1日12回皮下投与した。投与に際しては微量間欺
注入ポンプを使用し，自己注射を行った。投与期間は12週とし，4週目12週目に精液検査，身体所見，

血清ホルモン値により治療効果を評価した。

結果：8例のうち，血清ゴナドトロピン低値の1例で12週投与後に12×lO6／zeと精子濃度の増加がみら

れたが，他の7例では精液所見の改善はみられなかった。12週投与後の精巣重量は14．0±3．　7gと投与前
と比べて増加はみられなかった。血清ホルモン値は，4週投与後ではLH3．47±3、　43・eU／ie，　FSH6．76±

4．　21”eU／re，　T3。72±2．　20ng／eeと上昇はみられなかったが，12週投与後ではLH6．81±5．15aeU／i4，　FSH

9。29±4．OOz4U／ie，　T5．84±2．13ng／・4といつれも有意な上昇を示した。

まとめ：今回のLH－FSH微量間欺投与では，男子不妊症患者8例のうち1例に精液所見の改善がみられた。
また，12週投与後には血清LH，　FSH，　Tの上昇があり，内分泌的効果が認められた。症例の選択，投与期

間，投与量等について今後の検討がなされれば，有効な治療法となる可能性もある。

｝

Y

P－16 下垂体単一培養細胞あたりのFSH分泌量と、Testosteroneによる修飾

’

横浜市立大学　泌尿器科　第二生理＊

O野口和美　長本章裕　穂坂正彦　有田Jua＊貴邑冨久子”

’

　Testosterone（T）は下垂体のゴナドトロピン分泌細胞に直接作用し、そのFSHβ一subunit　mRNAの

発現を刺激してFSHの基礎分泌を増加させることが知られている。われわれは単一細胞レベルでのFSH
分泌量を検討し、TによるFSH分泌量の変動を単一細胞レベルで確認したので報告する。
　成熟雄ラット下垂体前葉細胞（1．5x106　cells／3ml）を48時間前培養した後培養液（MEM，steroid－

free　10％FCS）を換え、10ng／mlのT添加群と非添加群とに分けてさらに72時間培養した。次にこれら

二群の培養細胞を0．Ol＄trypsin処理により完全に剥離、単離した後、ともに1×106　cells／mlに調整

し、蛋白転写膜上にカバーグラスにて作成したchamber内で37℃3時間　95％air，5＄CO2にてイン
クベートした。転写膜に吸着されたFSHは10＄BSA処理の後、抗FSHβ一subunit抗体およびAmersham
blotting　detection　kitを用いて免疫組織化学的に染色した。単一細胞からのFSH分泌量はコンピュー

ター画像解析装置を用いてその染色面積および染色濃度により定量した。この方法によるFSHの測定感
度は0．6fg　FSH／pixelであった。

　単一細胞あたりのFSH分泌量は50　fg／cell以下より20000　fg／cell以上まできわめて広い範囲に認

められた。インクベートした転写膜上の一定面積に存在するすべてのFSH　blotにっき定量検討したとこ

ろ、FSH分泌細胞数は下垂体前葉細胞総数の3．1～3．9％であった。　T添加によりFSHの総分泌量（基

礎分泌量）が上昇することを転写膜に吸着されたFSHの量より再確認した。また3時間に測定感度以上
のFSHを分泌したゴナドトロピン分泌細胞数はT添加群で有意に増加した。　FSH分泌細胞一一“i個あたりの

平均分泌量もT添加群で有意に高値を示した。
　本法は単一細胞レベルでのゴナドトロピン分泌の解析にきわめて有用である。
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P－17 Gn－RH　analogue投与による内因性LH　surgeに対する効果について

●
　島根医科大学産科婦入科学教室

o吉野和男、高橋健太郎、内田昭弘、北尾学

■

t
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多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する排卵誘発としてHMG－HCG療法が広く行われているが、卵巣過剰

刺激症候群（OHSS）が重篤な副作用として存在し、その発生を抑制することが重要である。OHSSには

内因性LH　surgeの誘発を目的とした外因性のhCGの使用が原因のひとつとして重要視されており、最

近OHSSの発生防止の目的でhCGの代わりにGn－RH　analogueを使用することが試みちれている。今
回、10名のPCOS患者に内因性LH　surge誘発目的でGn－RH　ana1。gueを使用し、その有用性について

報告する。PCOS　10名の患者に消退出血5日目よりpure－FSH　150単位を連日投与し、最大卵胞径が1Smm

となった時点で、Gn－RH　ana1。gue　1回300pgを8時間毎に3回経鼻投与した。内因性LH　surgeの確認は

尿中LH測定により行い、排卵の確認後、黄体期にはprogester。ne補充療法を行った。結果として、

PCOS　IO名の患者のうち9名に排卵が認めちれた。1名は内因性LH　surgeの確認はできたが、経膣超音

波断層法、BBTで排卵は確認できなかった。排卵誘発に成功した9名全例にOHSSの発生ほ認められず、

2名に妊娠を認めた。2名の妊娠のうち、1名は妊娠2カ月で流産に終わったが、1名は現在妊娠（品胎妊娠）

を継続中である。以上より、PCOS患者のH岡G－HCG療法に際して内因性LH　sur8eの誘発目的でhCG

の代わりにGrRH　ana］ogueを使用した場合、　OHSSの発生を認めずに排卵を誘発できた。しかし、黄

体機能不全、多胎妊娠の発生など今後の検討が必要であると思われた。

o

サ

“

P－18 卵巣過剰刺激症候群（OHSS）における血栓形成機序に関する基礎的検討
り

口

秋田大学産婦人科：○軽部裕子、福田　淳、佐藤宏和、児玉英也、

　　　　　　　　　　　松井俊彦、清水　靖、関根和子、田中俊誠

■

“

初
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【目的】OHSSにおける血栓形成機序を血管内皮障害と外因系凝固系路の作動という観点から解明することを目的

とし、以下の研究を行った。即ち、OHSS患者血清刺激によるヒト膀帯静脈血管内皮細胞（以下、　HUVEC）表面

の組織因子活性（procoagulant　actlvity　以下、　PCA）の発現を、エストラジオール（以下、　E2）との関わりを

中心に検討した。また、血清中のPCA発現因子を明らかにするために、高いPCA発現作用を有する月齊帯血清を用い

て部分精製を行い、その性質を検討した。【方法】HUVECは3継代目までの細胞を用いコンフルエントになった

状態で実験に使用した。①HUVECを10％OHSS患者血清（発症時、増悪時、軽快時）と1μg／mlLPS加M199で

6時間刺激した後、HUVEC表面のPCAを第X因子活性化反応により発色基質を用いて定量した。コントロールと
して卵胞期血清を用い、卵胞期血清による活性を100％とした％PCAで表現した。②HUVECを10－7～10－11MのE2

を添加した培養液中で48、72時間前培養した後、同様に刺激しPCAを測定した。③40～60℃で30分間加熱前処理

を行った各種血清で、HUVECを同様に刺激しPCAを測定した，④各種カラムを用いて膀帯血清からPCA発現因子

の部分精製を行った。【結果】①PCAはOHSS増悪時に128．8％と：有意に高値を示し、軽快時には有意な低下を認め

た。②E248時間前培養後のPCAは、前培養を行わなかったものと比較して10－9MでPCAの有意な低下を認めた。

③45℃以上の高温で処理を行うと温度依存性にPCAが低下した。④セファデックスG－100カラムによるPCA発現

因子の推定分子量は10万前後であり、ヘパリンセファロースカラムの溶出分画にPCA発現作用が認められた。【結

論】①OHSS患者血清には、卵胞期血清より有意に高いPCA発現作用が認められた。②OHSS患者のPCA発現作用

がE2に起因している可能性は、否定的であった。③血清中に含まれるPCA発現因子は、熱不安定性で、ヘパリン親

和性を有する分子量10万前後の物質であると予想された。

、
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P－19 閉経前後にみられる特異的内分泌像と不定愁訴に関する研究
一 ゴナドFnピン律動性分泌を含めて一

大阪医科大学産科婦人科学教室
後山尚久、坪倉省吾、岡本吉明、杉本　修

釦

　更年期にみられる不定愁訴はさまざまで、その程度にも大きな個人差がみら
れる。不定愁訴の病態はいまだ十分に類型化されているといえず、この時期の
内分璽変動と関連した症候も含めて占いと考えられる。われわれは以前より、
雛鯵謄藷力愚蹉ボ搾ら額るしSと力糖訊鰹こき朧ト今ラ回肱勲衝繍
経削後の婦人の血中ホルモン値を測定し、そのうち高ゴナドトロピン血症を示
した225例にっきその不定愁訴とホルモン像にっき検討し、さらに20例にっいて
は下垂埜ゴナドトロピンの律動性分泌を含めて検討した。
80購1】、馨欝難轟S替、誓0例，llUラ凝脇粋17’識（31‘融1。3ま乞耀宗

す壁期に、エストラジオールの一過性分泌がみられた。同様のホルモン像は、健康な閉
経則婦人、閉経後婦人ではそれぞれ38．9％（7／18）、25．5％（12／47）に認められた。
この特異的なホルモン像がみられる時期には、不定愁訴のうち、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うっ的傾向や
不安症状が特に強くみられ、クッパーマン指数も増加した。エストラジオールが閉経レベル
（く2．5pg／m1、になると、徐々に不定愁訴が改善する傾向がみられた。不定愁訴例
のっち、上記の特異的な内分泌像のみられる例では、下垂体ゴナドトロピンの
律動性分泌においてパルスの消失が見られ、またパルスの存在する例では、閉
経後の高ゴナドトロピン、低エストラジオール血症を示す例に比べて、パルス
頻度や振幅の減少が見られた。

譲鰍欝鍵詳欝灘鯉篤朧綴わ総鹸講
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P－20 排卵障害への温経湯単独あるいは他剤併用投与に対する
内分泌学的検討
一 下垂体ゴナドトロピンの律動性分泌を中心として一 e

大阪医科大学産科婦人科学教室
後山尚久、坪倉省吾、杉本　修

，

　最近、排卵障害の治療において漢方薬、中でも温経湯の有効性が基礎的、臨
床的に広く検討されている。われわれは、温経湯が未婚の排卵障害例におい
て、その下垂体ゴナドトロビンの分泌を高め、排卵周期の回復を促進すること
を報告してきた。今回温経湯単独あるいは他剤併用投与による下垂体ゴナドト
ロヒンの律動性分泌の変化を中心に内分泌学的検討を行ったので報告する。
φ磐㌦糞雛9賜鴇3識悟耐臨月。驚伊聯語鯉灘習郁
リッムラ温経湯（7．5g／日）を単独投与し、内分泌変動をみた。10～12週間の
単独投与により排卵に至らなかった症例には、clomiphene併用（20例）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある
羅雛馳矯嵩tm薪あm認駄鯉塔翻凄納綿艘輪餓孟
し、律動性分泌を検討した。
か勢護馨羅騎鐸撮㌔甘i錨♂馨讐盆臨‘～謬謂｝鵬）讐靡
改善されることがわかった。　温経湯単独療法での排卵率は27．3％〈9！33）、　そ
の後のclomiphene併用療法では75．O％〈15／20）、　rn・etharmon　FO併用療法では
60．O％（3／5）であった。

　温経湯投与による下垂体ゴナドトロピンの律動性分泌パターンの改善や、温
経湯単独療法あるいは他剤との併用療法における高い排卵成績から、排卵障害
例に対する温経湯療法は今後の有力な排卵誘発法のひとっになると考える。

痴

御

4
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一，v P－21 不妊症婦人に対する漢方製剤の証に基づく使用経験

』 山形県立河北病院産婦人科
O田中栄一・、高橋俊文、大野勉、小田隆晴
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排卵誘発剤やホルモン剤、人T．授精などの通常の治療ではなかなか妊娠しない不妊症の患者に対
して、漢方製剤を用いてその治療効果を検討してみた。従来、不妊症治療に広く用いられる漢方
製剤としては、女性不妊では当帰荷薬散、桂枝侠苓丸、温経湯、荷薬甘草湯などが用いられ、男
性不妊では八味地黄丸、補中益気湯、牛車腎気丸などが用いられている報告が口立つが、その使
用方法としては、　・律に投与する、いわゆる西洋医学的な投与方法がほとんどのようである。ま
た、治療成績に関しても有効率、妊娠率でその薬効を判定しており、症例の方証にふさわしくな
い漢方製剤を用いて、効果判定をしている可能性がないわけではない。そこで今回、上記の頻用
処方にとらわれずに、漢方医学的な証に基き、漢方製剤を選択し内服治療を試みた41症例につい
て解析した。治療方針のための検査としては、内診所見、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、腹
腔鏡検査、基礎体温、血液生化学検査、精液検査などの従来の検査データのほかに問診や腹診、
舌診などを重視した。証の見方としては、独自の方証判定スコアを用い、漢方製剤選択の一一」助と
した。治療に用いた製剤は、当帰荷薬散、桂枝萩苓丸、筍薬甘草湯のほかに半夏厚朴湯、柴朴湯、
桃核承気湯、補中益気湯、五苓散、呉茱萸湯、大柴胡湯、柴胡加竜骨牡蛎湯であった。その結果、
10例が妊娠に成功した。うち4例は従来の治療に漢方製剤を併用することにより妊娠に成功し、
3例はホルモン剤を使用しなくても漢方製剤服用のみで排卵するようになり妊娠に至った。また
不妊治療歴の長い症例のうち体質改善を優先させた後、3例が妊娠に成功した。それらの症例を
提示しながら治療経過や成績を検討し、若干の文献的考察を加えてみた。
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P－22 自己抗体を有する反復流産患者の臨床的検討

　　　一特に抗血栓療法にっいて一

札幌医科大学医学部産婦人科
　　○山本　弘、森　悟子、金谷美加、藤井美穂、遠藤俊明

　　　田中昭一、工藤隆一
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　反復流産の原因として抗リン脂質抗体症候群などの自己免疫疾患が注目されている。今回我々は、最

近5年間に当科で経験した何らかの自己抗体を有する二回以上の流産の既往を持つ反復流産患者18名に

っいて臨床的検討を行なった。反復流産患者の25．7％が自己抗体を有していた。自己抗体の有無による

初診時年令や流産回数の差はなかった。子供のいる続発性習慣流産症例は自己抗体陽性例の22．2％、陰
性例の13．5％であり陽性例で有意に多かった。疾患の内訳は抗リン脂質抗体症候群の10例（55．5％）、橋

本病の2例（11．1％）、シェーグレン症候群＋SLEの1例（5．6％）、　ITPの1例（5．6％）であり、その他抗核抗体

陽性の4例（22．2％）、抗マイクロゾーム抗体陽性の1例（5．6％）である。抗リン脂質抗体症候群の5例（50％）

はループスアンチコアグラントが陽性であった。当科では反復流産のルーチン検査に活性化部分トロン
ボプラスチン時間（aPTT）を入れているが、　aPTTが延長していた症例は15例（21．4％）であったが、この

15例中6例（40％）が抗リン脂質抗体症候群であり、抗リン脂質抗体症候群の10例中6例（60％）がaPTTが延長

していた。また、自己抗体の有無に対するaPTTの感度は53．3％、特異性は97．9％、正診率は87．1％であり

aPTTは習慣流産患者のスクリーニングに使用可能である。さらに、治療後aPTTは正常化し治療効果の判

定にも使用でき、反復流産患者でaPTTを測定することは非常に有用である。自己抗体を有する反復流産

患者の13例に対し抗血栓療法としてプレドニン単独、プレドニン・アスピリン併用、柴苓湯を投与した。

治療を行なった内8例が妊娠し、妊娠例の4例が正期産で分娩し全ての症例でAFDの生児を得、さらに
この分娩例の1例は第二子も正常に分娩している。　4例は妊娠中であり妊娠中を含めた抗血栓療法の
成功率は100％である。また、妊娠中毒症やIUGRとなった症例はなかった。自己抗体を有する反復流産

の治療に抗血栓療法は非常に有効であった。
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P－23 反復子宮外妊娠による両側卵管切除後、体外受精・胚移植により3回目の卵管

妊娠をきたした1例
ny

大阪大学医学部産婦人科：○橋本一昌、上浦祥司、下屋浩一郎、

金井利仁、久保田康愛、富山達大、大橋一友、佐治文隆、谷澤　修

績

　体外受精・胚移植における子宮外妊娠の頻度は、一般の妊娠におけるよりも高いと報告されている。我

々は2回の卵管妊娠により両側の卵管が切除された患者に対して体外受精・胚移植を施行し、3回目も卵
管妊娠の転帰を辿った稀な症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

　症例は28歳、2回経妊の未産婦で、卵管妊娠のため1990年に右卵管部分切除術、1992年に左卵管切除
術を受けた既往がある。骨盤内感染症の既往はなくクラミジア検査も陰性であった。

体外受精周期としてGn－RH　analogueの10ng　protocolによる処置のもとhMG－hCGで卵胞刺激し、月経周期

17日目に採卵を行い、13個の卵細胞を得た。2日後、受精が確認された11個の受精卵のうち、4分割卵
4個を胚移植した。胚移植後約3日後から卵巣過剰刺激症候群が発症し、輸液および胸腔・腹腔穿刺に
よる管理の結果、胚移植後13日目に急速な症状の軽快が認められたため退院となった。退院時の妊娠反

応は陰性であった。退院の翌日から基礎体温が低下し、月経様の性器出血が5日間認められた。退院後

21日目（胚移植後34日目）になり下腹痛が出現した。外出血は認められなかったが超音波検査上中等量

の腹腔内出血が認められた。血液検査では軽度の貧血を認めるのみで、バイタルサインは安定していた

ため卵巣出血の診断の下、入院となった。入院後の検査で尿中hCG定性反応が陽性、半定量で1000－2000m

IU／mlを示し、子宮内に胎嚢が認められなかったため、子宮外妊娠が疑われ試験開腹術を施行した。開腹

の結果、腹腔内出血は約1000m1で、一部残存していた右卵管峡部妊娠破裂と診断され、残存右卵管を摘
除するに終わった。

　子宮外妊娠による卵管切除例は、体外受精・胚移植の良い適応となるが、その場合でも残存卵管や卵管

間質部などにおける子宮外妊娠の反復が起こり得ることを念頭に置く必要がある。
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P－24 常染色体転座を認めた男子不妊症の2例

噸

慈恵医大泌尿器科　○御厨裕治、小寺　重行、金子　立
中條　洋、　西田　篤、白井　尚、池本　庸、町田豊平

　緒言：常染色体転座を認めた男子不妊症を2例経験した。常染色体転座によ
る精子形成障害の程度を組織学的に検討したので報告する。
　対象：［症例1］S．K32才。無精子症。　LH　3。2mIU／ml，　FSH　2．7mlU／m1，　T

estosteron　708ng／d1．常染色体転座46xY，t（】；2）（p13；q13）。　HcG，HMGの投与に

より精子の出現を認めた。　［症例II］N．　T　31才。無精子症。　LH　1．OmIU／ml，
FSH　12．2mlU／ml，　Testosteron　354ng／dL常染色体転座46xy，t（2；8）（q24；q24）。

LH－RHにて加療中である。電顕にて微細構造を検討した。
　考察：無精子症および乏精子症の男子不妊症患者のうち常染色体転座が認め
られる確率は約5．6％とされている。常染色体転座を認めた男子不妊症例での特
徴として、奇形はともなわない。内分泌的検査ではLH，　FSHはほぼ正常範
囲で、LH－RHテストで軽度過剰反応を示すことが多い。精子形成障害は高度で、
精母細胞でのsper皿atogenic　arrestの状態で、間質細胞、　Sertoli細胞には異常

を認めないものが多いとされている。染色体配列の異常が減数分裂にどの様に
関連しているかは現在不明である。
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P－25 男子不妊外来での染色体異常
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浜松医科大学泌尿器科　東京大学医学部泌尿器科’

○寺田央巳、山口安三、牛山知己、鈴木和雄、河邉香月’

‘

，

’

v
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　1987年7月、浜松医科大学付属病院泌尿器科で男子不妊専門外来を開設後、1993年3月までに男子不妊
を主訴として受診した患者117例を対象に染色体検査を施行し、不妊症患者の染色体異常とその頻度、

身体的特徴、精巣容量、精液所見、内分泌検査値、精巣生検組織像との関連について検討した。117症

例中無精子症例が40例、乏精子症例が48例、正常症例が29例であった。そのうち染色体異常を認めたも

のは無精子症症例40例中19例、乏精子症症例48例中7例であった。染色体異常の内訳は、無精子症症例
では47，XXY、46，XY，inv（2P＋，　q’）、46，X，dic（Y），（pter→q11：：q11→pter），45，X／46X，＋mar、46，X，＋marなどであ

り、乏精子症症例では46，XX／46，XY，　mosaic、46，X，inv（Yp＋，Yq）、46，XY，inv（9p＋，q）、46，XX，t（1p－；22p÷）な

どであった。47XXY症例は14例で全例精巣容量の低下、血清LH、FSHの高値、精細胞の欠如等を認め
たが、他の染色体異常においては精巣容量、血清内分泌値、組織学的所見との関連は少なかった。
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P－26 体外受精にて流産を繰り返した染色体異常（正常亜型）の1症例

L 大阪市立大学医学部産科婦人科学教室

¢藤野祐司、伊藤文俊、松岡逸子、康文豪、小嶋哲矢、荻田幸雄
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　近年の生殖医学の進歩、特に体外受精胚移植法の進歩により重症不妊症の治療が可能になった。

しかしながら、その成功率（妊娠率）は未だ20％前後であることも事実である。特に、男性因子

による不妊症に対する体外受精胚移植法の成功率は特に低いと言わざるを得ない。

　今回、我々は、体外受精胚移植法を施行したものの化学的流産および臨床的流産を繰り返した夫

婦の染色体検査を行い、9番染色体長椀のTranseIocationが判明した1例を経験し
たので報告する。症例は夫36才、妻33才の夫婦で当科不妊外来にて原発性不妊症（原因不明）

の診断の下に平成3年よりロングプロトコールによる体外受精プログラムにより5回体外受精胚移
植を行った。その結果、3回目、および4回目の体外受精胚移植サイクルで化学的妊娠（尿中HC

G50単位検出）、5回目の体外受精胚移植サイクルで臨床的妊娠（胎児心拍検出）を認めたもの

の妊娠6週2日にて胎児心拍が消失、その直後進行性流産となった。3回の流産を繰り返したため、

習慣流産と診断し、夫婦の末梢リンパ球による染色体検査を行ったところ、夫の9番染色体長椀の

Transelocation（Trans（9））であることが判明した。　なお、流産標本か
らの染色体分析を試みたが成功しなかった。
　このTrans（9）は、一般には正常亜型とされ臨床症状を全く伴はないとされるが、男性不
妊症（特に、無精子症および乏精子症）との関係についての報告がある。しかしながら、今回のよ

うな体外受精胚移植においての反復する流産の原因として考えられるかどうかに関しては今後の検

討を待たなければならない。
A
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」

P－27 共培養が顕微注精卵子の受精率に及ぼす影響 」

」

聖マリアンナ医科大学　産婦人科　　明治大学農学部t
O合屋　英俊　佐賀　正彦　雨宮　章　土屋　秀樹零尾川　昭三’

膚

）

【目的】近年、体外授精において共培養が好影響を及ぼすことが報告されている。今回我々は、卵胞上

皮細胞である卵丘細胞（CC）、免疫細胞であるマクロファージ（MP）、生体細胞である肝細胞（LC）について

細胞間反応カルチャーチャンバーを用いて、接触培養、非接触培養について受精率を検討した。

【方法】ICR系マウスの卵子、精子を用いた。卵子は、　CCを除去した後、実験に供した。顕微授精操作

は、串刺し法による囲卵腔精子注入法で、卵膜への精子頭部接着操作を併用した。CCは、卵胞卵よりピ

ペッティングにより剥離し採取した。MPは、ピシバニール1単位を腹腔内投与し、48時聞後腹腔内洗浄
液を採取、遠心処理後、低調処理を行い赤血球を除去した。24時間培養後、外側チャンバー底面にCC、　M

P、LCがシート状に発達したものを実験に用いた。実験開始1時間前にCC、　MP、　LCともに培養液をTYHに交

換した。顕微注精卵子と共培養細胞の接触、非接触について受精率を比較検討した。

【結果】顕微注精卵子とCCとの共培養では、接触培養で5個中4個が受精した。また、非接触培養では

、4個中1個しか受精しなかった。しかし、MPとの共培養では、接触培養で9個中2個が受精し、非接
触培養では、11個中8個が受精した。また、LCとの共培養では、接触培養で6個中5個が受精し、非接
触培養で6個中4個が受精した。
【考察】CCとの共培養では、注精卵子とCCとの接触が必要なことが確認された。また、免疫細胞である

MPでは、接触培養よりむしろ非接触培養の方が高い受精率を示した。　LCとの共培養では、接触、非接触

どちらの培養でも同様に高い受精率を示した。上記のことより、共培養は、受精率の向上に役立つこと
が確認された。また、各々の細胞によって異なったシステムで作用することが推察された。
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P－28 経膣超音波診断層法による不妊患者の着床期子宮内膜の評価
尋

東京慈恵会医科大学産婦人科
○渡辺直生，楠原浩二，小田原靖，松本和紀，寺島芳輝

d

［目的］不妊症患者の黄体期内膜の評価法の一つに従来より内膜組織診が行われてきた。近年，これに
加え経膣超音波診断層法（TV－［cho）による内膜の観察，すなわちパターン分析，内膜厚の計測が行なわ
れるようになった。内膜像のパターン分析はなほ統一されたとはいえず，また主観が入る余地もある。
そこで内膜厚の計測のみで不妊症患者の着床環境を評価し得るか否かを検討した。
［方法］排卵性不妊患者30例に対し，①卵胞中期，排卵期，着床期（黄体期）に血中LH，　FSH，
E，，P。を定量し，②各時期にTV－Ec　hoにて内膜厚を計測し，③着床期に内膜生検に先立ちTV－［cho
により内膜厚を計測し，内膜厚と内膜日付診との関連について検討した。
［成績］①着床期の日付診が一致した。（in　Phase）24例（A群〉の同時期内膜厚は12，0±1．9mm，日
付診が遅延した（out　of　Phase）の6例（B群）のそれは9．4±2，2mmで，　B群は有意に｛P〈o．01）菲
薄であった。また10mm以上の23例中21例（91．3％）が一致型を，10mm未満の7例中4例（57．1％）が遅
延型であった。②またA群はE，219．1±88，4pg／ml，P、13．7±7．6ng／m　l，　B群はE、240．5±71，6pg
／ml，　P。16．5±5．Ong／mlとEz，P4とも両群間に差はなかった。③排卵期の内膜厚はA群11．6±3，
1mm，　B群7．8±1．3mmとB群は有意に（P〈O．02）罪薄であった。同時期のE，はA群300．5±165．1P9／
ml，　B群465．5±162，3pg／mlとB群はむしろ高値の傾向を示した。④30例中9例30％にその後妊娠が
成立し，うち7例はin　phaseで内膜厚は13．2±1，9mm（9．6～15mm）であり2例はout　of　phaseで9　mm
以下であったe
［結論］①着床期IV－Ec　hoによる内膜厚と日付診は相関し，特に内膜厚10mm以上では一致型が，10mm未
満では遅延型が多かった。②その後の妊娠例の多くは10mm以上の例であった。③遅延型では排卵期すで
に内膜厚が菲薄であることより着床期の内膜異常は増殖期の増殖不全に基づくことが示唆された。
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P－29 P．FSH隔日投与による排卵誘発を利用したDIPI，DIFIの臨床検討

隷講場莇蛎3リニ・ク1～輔科大学響脇）
○小塙　清1），兼子　智勾常盤佳代子1），高田たか子1≧郡山智職真田利男3）

目的　現在IVFの排卵法はほとんど経腔法で施行され，入院を要しない程の安全性が確立されている

ため極端な場合，2カ月に1回（2周期に1回）IVFを施行可能な現況にしている。しかし，患者の
経済的な問題，IVF施行による究極的な排卵誘発のため卵巣の卵胞発育一黄体機能の保持のため，3

～ 4ヵ月（3～4周期）間隔をおくことが一般的である。それゆえに卵管因子以外の症例に対してはそ

の間の工夫された治療が望まれる。私共は，IVF間の治療法としてDIPI（腹腔内授精），DIF
I（卵胞内授精）を施行し，妊娠症例を得たので報告する。また排卵誘発には前述した理由によりP．

FSH隔日投与を行なったので併せて報告する。

方法　排卵誘発は各症例事により過去のデータを参考とし。また月経第3日目の血中E2，LH，　FS

H値によりP．FSHの投与量を決定し，月経第4日目より隔日投与を施行した。LH・－RHアゴニス
トは使用しなかった。卵胞計測，尿血中E2，LH値を参考とし、　IVFに順じて，　HCGI万単位筋

注後，DIPIは24時間～36時間後に，DIFIは18時間～24時間後に施行した。
結果　DIPIにて6周期で，12症例で施行し，8例の妊娠を得た。DIFIにて6周期8症例で2
例の妊娠を得た。P．　FSH隔日投与による平均形成卵胞数は，2．5個。

考察　周期数，症例数とも少ないたto　，　DIPIにおける精子調製法で精子数（良好運動精子）を1nd

中100万～1000万で施行したが，形成された卵胞数，排卵後におけるダグラス窩貯留液量により
精子数，注入精液量を操作する必要を認めた。DIFIに関しては，1例の娠娠症例で排卵寸前のため
卵胞穿刺直後，卵胞破裂によりDIPI操作と同様な結果となったため，手技上において完全なDIF
Iは考えがたく。DIFI症例の大部分は，DIPIと同様な過程で授精されるものと考える。

P－30 液槽プログラムフリーザーによるヒト胚凍紬妊娠例の1艮11，

1
横川産婦人科内科医院
○佐藤節∫・　横田イ1…1目】

【ll的】液槽（アルコール）プログラムフリーザー（ET！）を用いてヒト胚の急速凍結を行い、この

融解胚ETにより妊娠した2症例を報告する。　【方法】IVFでそ！Jられた余剰胚q〕暦亥期胚～4細胞期

胚）に室温にて凍結保護剤（Propandiol，Sucrose）を数段階に添加した後ストローに入れ、プログラ
ムフリーザーにて一7℃で丁・動植氷後、1〔〕分保持し、更に一3　O℃までO．4℃／分で冷却し、－30℃で10分

問保持後、液体窒素に投人した・融解は30℃水槽内で急速融解し凍糸lll保凧剤を段階的に希釈し2－3時
澗培養後IOO％患者111ilijに移し胚移才［tiした。胚移植は卵胞モニターとBBTより排卵時期を推定しゴ・宮

内膜と胚の発1f・．段階の11・1川化を図りオバホルモンデポー10mgを前処置後のrebound周期に行ったc
【lllil果】症例1，不妊期間4年、斐29歳、夫31歳、右側卵管は外妊にて切除、ノl　l側卵管は閉鎖のため

他病院にてIVF－ET2回試みたが妊娠せず、’】1院にて’1勺戎4年10JJIVF－ET施行、採卵12個、
受粘卵7佃をイll、4個をETし、余剰胚3個を凍糸lllした，新鮮胚の移植では釘娠成べ’せず、’1”成5年2Jl

に融解胚移植後妊娠力y，k　lltした　　症例2．不妊期Illl　12年、麦37歳、夫4｛｝歳、イ・妊原因イ・明、他病院

7年当院3年治療するも妊娠せず、’【1院にて’内戊4年10月IVF－ET施そj、採卵10個、受精卵8個
をltl、4個をETし、余剰胚4個を凍糸lllした，新鮮胚の移植では妊娠成、ンせず、’1～成5年2Jjに融解胚

移榊後妊娠が成ウした　　【考察】これまでの凍結融解胚による妊娠例は気槽（液体窒素1プログラムフ

リーザーによるもび）で液槽（アルコール）プログラムフリーザーによる女丁娠限告例はない一今回我々の
使川した液槽プログラムフリーザーは気槽に比べて取り扱いが箇li’，で、安イllhで凍番lliに要する時間も短く、

ixT娠率も5例中2例と良好で、極めて有効な方法であると思われた　また争1111凍糺融角刷捧を、エストロ

ジェンを前処置したrebound周期に移Wiしたことも着床に効果的であることが推測された、
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P－31 採卵前後における卵巣内血流動態の変化

昭和大学産科婦人科学教室

○鈴木　真、熊沢哲哉、大東茂樹、田原隆三、斉藤　裕、矢内原巧

【目的】近年経腔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IVF．GIFT症例において採卵前後における卵巣内血流波形計測を施行し、機械的な排
卵現象の前後における卵巣内血流動態の変化を検討したので報告する。

【対象および方法】当院にてIVF，GIFT施行症例を8例を対象とした。排卵誘発方法はIVF．
GIFT施行前周期黄体期よりスプレキュア600μg／dayを開始、月経周期第1日目よりFSH

3001Uを連日投与、卵胞径8mmでFSH／hMG各1501Uに、15mmでhMG3001U
に切り替える。卵胞径が18mmを越えた時点でhCG100001Uを投与し、36時間後に経膣超
音波下にて採卵を施行し）こ。採卵直前および直後（GIFTではトランスファー後）に卵巣内血流波形

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6MH
z経膣プロープを使用した。血流波形分析にはResistance　Index（R1）を用いて連
続した三波形の平均にて評価した。

【成績】採卵前卵巣内血流RI値は0，525±0．Ol9、採卵後0．440±O．042と有意な
低下を示した。（paired　t－test　p＜O．001）
【結論】採卵という機械的な排卵によって卵巣内血流Rl値が低下することがはじめて示された。卵巣

内血流RI値の低下は卵巣への血流の増加と黄体形成による血管新生のみならず排卵現象そのものの関
与の可能性が示唆された。

P－32 凍結保存ヒト卵管上皮細胞の受精卵共培養への応用

福島県立医科大学産婦人科

○菅野良恵、片寄治男、柳田　薫、星　和彦、佐藤　章

　1978年の成功以来、体外受精は不妊治療の重要な位置を占めてきた。その成功率は徐々に

向上はしてきてはいるものの、take　home　baby　rateは10％から15％と低い値にとどまっている。

成功率を上げる手段の一つとして、共培養（co－culture）が応用され、様々な細胞が受精卵との

共培養に供されている。なかでも卵管上皮細胞が最も生理的な培養環境を創ると考えられ、我々

も、よりqualityの高い胚を得る目的で、マウス受精卵（2－cell）とヒト卵管上皮細胞との共培養

を検討してきた。co－culture　systemをヒト体外受精の臨床に応用するには卵管上皮細胞が常時

供給されることが必要となってくる。そこで凍結保存されたヒト卵管上皮細胞を共培養に用い

る方法を考案したので報告する。

　まず、ヒト卵管上皮細胞の凍結保存の方法を確立しこれを凍結保存した。次いでその新鮮

及び凍結保存後のヒト卵管上皮細胞を用いてマウス胚との共培養を行ない、経時的に形態学

的、機能的な面から、また、DNA量解析から胚のqualityを検討した。

　その結果培養液のみの非共培養系に比して凍結保存ヒト卵管上皮細胞を用いた共培養系では、

blastcystに発育する率は高く、新鮮卵管上皮細胞を用いた共培養系と同等のqualityの高い胚を

得られることが示唆された。
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P－33 若年者，高齢者の体外受精成績の比較

杏林大学産婦人科

○羽生一朗，生方良延，神野正雄，吉村泰典，中村幸雄

【目的】体外受精において若年1高齢群間で成績を比較し，加齢の影響を検討した。【方法】37歳未満
の31周期と40歳以上の31周期の体外受精を対象とした。【結果】採卵あたり妊娠率は，若年群：41．9％，

高齢群：32．3％であった。hCG投与日の血清E2値，超音波上の卵胞数（≧12㎜）は若年群が高齢群に比
し有意に高かった（若年：1040．6±128．7・10．5±1．0，高齢：503．3±64．5・4．2士O．4）。卵胞あたりの

血清E2値には有意差はなかった。採卵数・受精卵数・正常分割胚数は若年群が有意に高かった（若年：
9．9±1．3・62±1．1・4．4±1．0，高齢：4．4±0．4・3。0±0．3・1．8±0．3）。卵あたりの受精率・正常胚分

割率には有意差を認めなかった。次に高齢群を妊娠1非妊娠群に分けて検討すると，卵胞数は妊娠群が
有意に多く（妊娠：5。6±0．7，非妊娠：3．5±O．3），採卵数は妊娠群に多い傾向がみられた。受精卵数・

正常分割胚数は妊娠群が有意に多かった（妊娠：4．7±0．6・3．3±0．7，非妊娠：2．1±O．3・1．0±0．2）。

卵あたりの受精率・正常胚分割率も妊娠群が有意に高かった。【結論】高齢群は若年群に比し卵巣刺激

により発育する卵の数が少なく，そのため採卵数，正常分割胚数の減少に至り，これが体外受精成績低

下の一因と示唆された。高齢群での妊娠1非妊娠群間においても同様の結果を得た。

P－34 経腔超音波を用いた不妊患者の子宮内膜厚および
echo　patternの観察

大阪医科大学産婦人科学教室
○奥田弘賢、鈴木佳彦、金子卓嗣、太田　栄、杉山修成、
山下英俊、岡崎　審、佐伯理男、奥田喜代司、杉本　修

　経膣超音波を用いて外来不妊患者のhCG投与日または排卵直前の子宮内膜の厚さおよびecho
patternを観察した。
【対象と方法】外来診療で妊娠に至った24例46周期のうち、そのまま妊娠にいたった妊娠周

期19周期、非妊娠周期27周期で、子宮内膜の外側から外側までを内膜厚として計測し、echo
patternを以下のA、　B、　Cに分類し、妊娠周期、非妊娠周期、卵巣刺激法の違いから比較し
た。　　（A）hyperechogenic　l　ineに囲まれる多層性の内膜で、中央に明瞭なechogenic　l　ineを
認める。　　　　　（B）筋層と同じecho強度の内膜で中央のechogenic　l　ineが不明瞭である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C）筋
層と区別できる比較的均一な強いecho強度を示す内膜で，中央のechogenic　l　ineは認めない。
【糸，ヤ果】妊娠24例中そのまま妊娠にいたった19周期の平均内膜厚は11．7mm、残る非妊娠27周

期は1Llmmで差は認めなかった。自然周期、　ClomidまたはSexovid周期、　hMGまたはFSH周期で、
妊娠と非妊娠周期の内膜厚はそれぞれ、11．1と11．2、11．0と11．0、14．3と11．3㎜であった。
内膜のecho　patternは妊娠周期でAが12、　Bが4、　Cが3周期、非妊娠周期でAが14、　Bが3、
Cが10周期であった。
【まとめ】外来診療で妊娠に至った症例での子宮内膜厚は妊娠、非妊娠周期とも平均10mm以

上で良好な発育を示していた。また自然、その他の刺激周期においても発育は良好であった。
内膜のecho　patternは妊娠、非妊娠周期ともAを示すものが多かったが、非妊娠周期では27
周期中10周期でCを示しており、内膜のecho　patternと妊孕性との関連が示唆された。

ト
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P－35 Chlamydia　trachomatisによる実験的卵管炎における卵管性不妊症の
発症とその組織学的検討

愛知医大

○前田佳子，保條説彦，岡本俊充，内田　聡，浅井光興，

　野口昌良，中西正美

［目的］Chlamydia　trachomatisによる女性性器感染症が頚管炎，子宮内膜炎にとどまらず付属器炎やPID

をも惹起し不妊症の原因となることが明らかにされっっある。とりわけ卵管での炎症の遷延化は卵管閉

塞症や卵管留水腫の基盤となり，直接卵管性不妊症の原因になると思われる。今回我々は慢性持続感染

が特徴的なクラミジアによる実験的卵管炎を作成し組織学的，電顕的検討を行った。
［方法］日本白色家兎を開腹下に当科におけるクラミジア臨床分離株2xlO6／m1を直接卵管内に0。1皿1接種し，

接種後2日目，10日目，20日目と50日目に卵管内膜面における細胞障害を主に超微形態にっいて組織学的

検討を加えた。
［成績］接種後2日目の卵管では急性卵管炎の所見がみられ組織の炎症，浮腫が著明に認められたが卵管の

閉塞や周囲癒着のような直接卵管機能に障害を及ぼすと思われる所見は得られなかった。接種後10日目
では既に急性炎症所見は認められなかったが，クラミジアによる直接細胞障害と思われる所見が得られ

た。一方，長期モデルでは，肉眼的に卵管留水腫が認められたものもあり，組織学的にも細胞の水腫化，

破壊，線毛の脱落など不可逆的な所見が得られた。
［結論］クラミジア感染による卵管炎において卵管内膜細胞の破壊，線毛脱落など卵管閉塞症の基盤とな

る変化が証明された。子宮内膜に比して再生能力の乏しい卵管では，ひとたび卵管に炎症が波及すると

容易に器質的変化を起こし卵管通過障害へとつながることが推測された。これよりクラミジア感染は卵

管性不妊と密接な関わりがあると思われ，クラミジア感染の確実な診断と適切な治療が卵管性不妊症の

発症を抑えるのに重要であると思われた。

P－36 クラミジア陽性不妊患者の夫精液所見の検討

東京大学医学部附属病院産婦人科学教室

○佐藤佐由里　　梁　善光　　林　直樹

　島内昌仁　　鈴木尚子　　秋守恵子

　塩津英美　　藤原敏博　　大須賀譲　　細谷岩生
岡田文美子　　堤　治　　三橋直樹　　武谷雄二

［目的］Chlamydia　trachomatis（C，）は女性側の不妊症の原因として知られているが男性側の不妊に及ぼす

影響についての検討は少ない。しかし、男性不妊の原因の一つに感染症があげられていること、男性の
C．感染の一部は無症状のまま慢性化すると言われていることからC．が男性不妊に及ぼす影響にっいても

検討する必要があると考えられる。今回我々は、C．感染陽性の不妊症患者と非感染患者の夫の精液所見

を比較し、女性側のC．感染の有無から間接的にC．の夫の精液に及ぼす影響を推定可能か否かにっき検討

した。［方法］対象は過去3年間に当科の不妊外来を受診した患者のうち、EIA法とimmunoperoxidase　ant

ibody　assay（IPAzyme）、夫の精液検査を施行した177例で、　EIA法・IPAzymeのlgG，lgAのいずれも（一）の症

例を非感染群（89例）、EIA法あるいはIPAzymeの19A（＋）のいずれかを満たすものを活動感染群（52例）、　EI

A法とIPAzymeでlgA（一）かっIgG（＋）の症例を既往感染群（36例）と分類した。精液所見は濃度が5000万／m1以

下及び運動率が50％以下を異常とした。さらに両者の総合的指標としてFertility　Index（F．1．；濃度x運

動率×10－8）を設け、25以下を異常として解析を行った。［成績］感染群と非感染群の間で夫精液の濃度に

有意差はなかった。運動率では有意差はなかったものの、活動感染群が48％に異常を認め、既往感染群
（36％）や非感染群（34％）に比べ異常の割合が高い傾向が認められた。精液全体のcapacityを示唆している

と考えられるF．Lでは活動感染群と非活動感染群を合わせた感染群で43％、非感染群で27％に低下が認め

られ、両群間には危険率0．05以下で有意差が認められた。［考察］現在、不妊外来で男性のC．感染の精査

を行っている施設は少数であると思われる。C．感染率が増加しつつある現状とC．感染が不妊症の主たる

原因の一つとして挙げられていることを合わせて考えた場合、今回の調査により女性側のC．感染の有無

での群分けで、夫の精液所見に差異が認められたことから今後夫側の直接的な試料の採取による検討も

必要ではないかと考えられた。

聞
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P－37 子宮外妊娠とクラミジア感染

北海道大学医学部産婦人科
○桜田芳弘、林　正路、工藤正尊、吉田　博、藤本征一郎

　当科では産婦人科領域におけるクラミジア感染について検討してきた。今回は子宮外妊娠へのクラミ

ジア感染の関与について検討したので報告する。　［研究方法］対象は1988年5月より1993年3月までの間
に当科を受診した子宮外妊娠の既往を有する婦人（n＝27）と子宮外妊娠婦人（n＝13）である。対象と子宮内

妊娠婦人（n＝894）および卵管因子が否定された不妊婦人（n＝28）との間でクラミジア抗原陽性率と抗体陽性

率とを比較検討した。また、対象群においてクラミジア抗体価と卵管妊娠部位との関係およびクラミジ
ァ感染以外の卵管因子についても検討した。クラミジア抗原検出法はクラミジアザイム法で、抗体測定

法はイパザイム法にて行い、卵管因子の検討は腹腔鏡もしくは開腹手術にて行った。［成績］1）抗原陽
性率：子宮頚管におけるクラミジア抗原陽性率には各群間に有意差は認められなかった。2）抗体陽性率：

対象（IgG≧64x　82．59・，　IgG≧64xかつIgA≧16x　475％）は子宮内妊娠婦人（33。7％，5．8％）や卵管因子が否

定された不妊婦人（28．4％，0％）より有意に高値を示した。3）クラミジア抗体価と子宮外妊娠部位：子宮

外妊娠部位が確認され、かつその時期にクラミジア抗体価を測定することができた症例は11例であった。

Ig　G＜64xかつ聴Aく16xの症例は4例で、膀大部、狭部妊娠は各2例、　IgG≧64xかつlgA＜16xの症例は1例で膀

大部妊娠、IgG≧64xかつIgA≧16xの症例は6例で、5例は膀大部妊娠で、1例は狭部妊娠であった。4）対象

群におけるクラミジア感染以外の卵管因子の検討：人工妊娠中絶（n＝13）やSalpingostomy（n＝5）の既往を有

する婦人が多く認められた。しかし、人工妊娠中絶の既往を有する婦人の1例がlg　Gく64x，　IgA＜16xであっ

た以外は17例においてIgG≧64xであった。　［結論］子宮外妊娠にクラミジア感染が深く関与している可

能性が示唆された。

P－38 不妊症婦人におけるクラミジア抗体価と腹腔鏡所見

群馬大学産科婦人科学教室　　0田野真理小原満雄山田清彦
　　　　　　　　　　　　　　関　守禾lk水沼英嵐伊吹令人

　婦人科領域におけるクラミジア感染としては，子宮頸管炎付属器炎さらには骨盤腹膜炎が引き
起こされることが知られ，卵管因子を中心として不妊症との関連においても非常に注目されている。

今回，当科を受診した不妊症例のうち，腹腔鏡を施行し骨盤内所見の確定した83例についてクラミジ

ア抗体価とその所見との関連を検討した6腹腔鏡施行の背景は，卵管因子や子宮内膜症を含めた骨盤

内癒着を疑ったものや，機能性不妊と考えられたものが79例で，他はPCO2例，子宮奇形1例，卵

巣性無月経1例であった、血清クラミジア抗体価の測定は，間接免疫ペルオキシダーゼ法であるイパ

ザイムクラミジアAG（Savy。n社明治乳業）を用い，　IgG　64倍IgA　16倍以上を陽性としteb
全体でのIgG陽性は51．8％（43／83），IgA陽性は19．3％（16／83）であり，　IgA陽性例は全てIgGも

陽性であった、IgA陽【生の10例に対してはDNAプローブ法による頸管からの抗原検出も行ったが，

全例陰性であった』腹腔鏡の結果，子宮内膜症を合併せず軽度（索状膜様）の卵管またば卵巣周

囲の癒着を認めた16例（A群）では，IgG62．　5％（10／16），IgA12．　5％（2／16）で陽性であっ凄一

方，強固な癒着や卵管閉鎖を認めた15例（B群）でISIgG73．　3％（11／15），IgA33．　3％（5／15）と高

い陽性率を示し縞重症（R－AFS　Stage皿以上）の子宮内膜症による癒着や卵管閉鎖が主病変と考え

られた16例（C群）では，IgG陽性は43．8％（7／16），IgA陽性は18．8％（3／16）でlgGでやや低い傾

向が認められte，腹腔鏡で特に卵管，卵巣子宮周囲に不妊原因となるような癒着を認めない（軽症

の子宮内膜症例を含む）36例（D群）でぽIgG陽性41．7％（15／36），IgAWatk13．　9％（5／36）でIgG

陽性率はB群に比して有意に低かった（P＜0．05）。しかし，D群のIgA陽性5例中3例では，腹腔内

所見に異常が無いにもかかわらず，通水不能または通水圧が異常高値で卵管通過性の異常を認めたb
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P－39 クラミジア抗原陽性例からみた各クラミジア抗体検査法の臨床的比較検討

虎の門病院　産婦人科　○高橋敬一　塩田恭子　佐倉まり　東梅久子
永井聖一郎　中島俊一　山田義治　児島孝久　伊豆田誠人　佐藤孝道

［目的］クラミジアトラコマチス（CT）抗原陽性症例の血清を用いて、CT抗体検査法の臨床的な比較を試

みた。［対象と方法］虎の門病院産婦人科を受診した患者に、イデイアクラミジアをもちいて、子宮頸
管部のCTの検査をおこない、陽性であった患者を対象とした。抗体検査には抗原が陽性であった当日の
血清を使用した。抗体検査は、①イパザイムクラミジアAG（IPA）、②デタミナークラミジアAba（DET）、

③ヒタザイムクラミジア（HIT）、④セロイパライザ（SER）をおこなった。抗体はIgG抗体とlgA抗体につい

て検査した。IPAとDETでは、　IgG抗体は64倍以上で、　lgA抗体は16倍以上で、各抗体が陽性と判断した。

田TとSERでは、　IgG抗体とIgA抗体のインデックスがそれぞれ1．1をこえるとき陽性と判断した。［結果］

①IPAでは、45例が対象となった。IgG抗体陽性率は100％（45／45）、　IgA抗体陽性率は62％（28／45）で、　IgG抗

体陽性例はlgA抗体陽性例をすべて含んでおり、IgA抗体単独陽性例はなかった。②DETでは15例が対象と
なった。IgG抗体陽性率は100％（15／15）、　IgA抗体陽性率は80％（12／15）で、　IPAと同様にIgG抗体陽性例はす

べてlgA抗体陽性例を含んでいた。③田Tでは39例が対象となった。　IgG抗体陽性率は77％（30／39）、　IgA抗

体陽性率は56％（22／39）だった。IgG抗体、　IgA抗体共に陰性例が8例、21％認められた。④SERでは12例が対

象となった。lgG抗体陽性率は83％（10／12）、IgA抗体陽性率は75％（9／12）だった。　IgG抗体、　lgA抗体共に陰

性例が1例認められた。［結論］CT抗体検査法の特徴の一面が明らかとなった。抗体検査をスクリーニン
グとして使用するには、検査者の主観を排除できないが、IPAまたはDETが適当であることが示唆された。
抗体検査は各検査法の特徴を理解して使用すべきであると考えられた。

P－40 CA　125抗原の分子構造と正所および異所子宮内膜細胞から分泌されるCA　125

抗原のheterogeneity

浜松医科大学産婦人科

0小林　浩、朝比奈俊彦、寺尾俊彦

〔目的1子宮内膜症の補助診断として使用されている血清CA　125測定単独では子宮筋腫や卵巣癌と

の鑑別が困難である。正所および異所子宮内膜細胞を培養し、CA　125抗原の分泌様式の差や、上清

中の抗原を精製し、CA　125のもつheter。geneityを利用して子宮内膜症を鑑別する方法を検討した
。また、CA　125を認識する抗体OC　i25，130－22，145－9，602－L　602－6，　M　11の抗原決定基も検討

した。（方法）初代培養にてmonolayerとなった正所および異所子宮内膜細胞の培養上清を集め、

Sepharose　CL－4B，　Sepharose　6　Bによるゲル濾過、　OC　125　affinityカラムにて最終的に約300倍

に精製された。2．5霜polyacrylamide－1．OZagarose　composite　gel後Western　blotを行った。ま

た、CA　125産生能について培養液中のCA　125濃度と細胞膜表面のCA　125濃度についてflow　cyt。met

ryにて解析した。各種抗体の特性はcompetitive　ELISAにより確認した。（結果）両培養細胞とも

に細胞の増殖期よりも定常期においてCA　125産生が増加していた。定常期の培養液中CA　125濃度を

比較すると異所子宮内膜細胞は正所子宮内膜細胞より約5一田倍高値を示した。しかし、細胞膜に存

在するCA　125濃度は両者で差を認めなかった。また、　Western　blotによる比較では正所子宮内膜細

胞の産生するCA125の分子量は200　kDaであるが、異所子宮内膜細胞から産生されるCA　125の分子

量は110kDaが主体であり、両者の分子量に相違を認めた。　CA　125は2つ以上のsubunitから構成

されており、200kDa以上のsubunit上にOC　125認識部位が、200　kDa未満のsubunit上に130－22

，145－9，602－1，602－6，M11の認識部位が存在した。｛結論】現在入手可能な抗体の中には子宮

内膜症に特異的な抗体は存在しないが、子宮内膜細胞はその置かれた環境の相違により鈴泌された

CA　125にheterogeneityが存在した。この相違を利用して非観血的な血清診断が可能になろう。
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P－41 難治性卵巣チョコレート嚢胞の1例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申帝京大学産婦人科教室，上尾中央総合病院産婦人科
○村瀬隆之，竹下茂樹，矢後尚文，大川亮一，土橋一慶，穂垣正es　，
　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　ゆ　森　宏之，辻井　孝，池田　誠

【緒言】月経困難症や不妊症と関連が深い子宮内膜症は，日常診察上頻度の多い疾患である。治療にっ

いてはホルモン療法が主体であるが，その効果には限界があり再来月経とともに症状の再発を認めるこ
とが多い。今回我々は各種ホルモン療法に抵抗性であった子宮内膜症S　tage　－Nの症例についてLaparosc

opic　surgeryを行ない妊娠に至った症例を経験したのでその経過を報告する。
【症例】症例は30歳，原発性不妊症，月経困難症を主訴1　　　　　　　　帝京大学産婦人科を初診し
た。腹腔鏡検査でRe－AFS分類Stage－M腹膜病変0点，卵巣病巣20点，癒着病巣48点）の子宮内膜症の診

断でGn－RHaを5カ月間投与した。　　　　　　　　2nd　look　laparoscopyを施行したが卵巣チョコ
レート嚢胞，ダグラス窩の閉鎖状態に変化は認められなかった。次いでGn　－R　H　aとDanazo　lの膣内投与

を併用し卵巣チョコレート嚢胞の約39％の縮少を得た後，平成4年1月10日3rd　look　laparoscopyを

施行し腹腔鏡下でKTPレーザーを使用して嚢胞摘出を行なった。チョコレート嚢胞内は器質化した固
形の内容物で充満していた。2カ月間のDanazolの膣内投与を追加した後に平成4年7月31日から7日
間を最終月経として妊娠に至った。
【考察】今回の症例より特に難治性で重症とされている卵巣チョコレート嚢胞に対しては従来からの薬

物療法のみならず腹腔鏡下レーザー手術による嚢胞摘出術が有効な治療法の一つであると考えられた。

P－42
　　　　　　　　　毎でしニ

マウス胎児に対する盟麦の抗生育作用に関する研究

北京中医学院（中華人民共和国）
李興広（Li　Xingguang）、高学敏（Guo・Xuemin）

　妊娠マウスに盟麦を投与し、受精卵への影響、および妊娠初期、中期、後期における胎
児の生育に関する影響を検討した。
緩麦にはマウス受精卵の着床阻害作用が認められ、また妊娠初期において抗生育作用が

強く、その効果はdose－dependentであった。妊娠後期では胎児の在胎期間が短縮された。
接麦投与による胎児死亡、あるいは胎児奇形の発生は認められなかった。
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P－43 Tubal　cathetelizasionを目的として開発した新型子宮鏡

東京医科大学　産婦人科

O高田淳子、井坂恵一、小杉好紀、輿石真、高山雅臣

　近年、卵管閉塞治療TBTやHIT、H一αIFT、TV－TEST等、経頸管的に卵管にアブP一チする不妊治療が脚

光を浴び、短時間で確実に卵管にチューピングすることにポイントが置かれている。

　我々は、現在までに広く使用されているオリンパスType－P及びJansenカテーテルを改良し、両者の長

所を兼ね備えた、卵管にチューピングすることを最大の目的とした、新しい微細径子宮鏡を開発し経験

したので報告する。

　本子宮鏡は、メディカルサイェンス社FS－MS－551で、外径2．3－2．7m、ワーキングチャンネルとライト

ガイド、イメージガイド、その他を含む。視野角は70度、焦点深度も調節可能である。スコープの先は

45度に曲げられるようにした。

　今回、本子宮鏡とオリンパスType－PとJansenカテーテルの比較検討を行った。オリンパスType－Pに比

し、頸管や子宮拡張の必要なく自ずから卵管口付近まで近づけ、挿入が非常に容易である。　画像上で

チュービングの方向性にずれがなく、より簡便に短時間にチューピングできる。また操作上はJansenカ

テーテルと同じ簡便さを持ちながら、卵管口を直視でき、確実にチュービングできたことを確認できる。

　以上より、チューピングを目的とした本子宮鏡はType－PとJansenの両者の長所を兼ねた優れた子宮鏡

である。外来検査機器として普及する可能性があると考えられる。

P－44 全自動EIA分析装置SR－1を用いた血中LH，　FSH，　estradiol，　progesteroneの迅速

測定とその評価

藤田保健衛生大学医学部産科婦人科学教室

○服部公博，樋口泰彦，廣田　穣，多田　伸，吉村俊和，澤田富夫，

　河上征治

【目的，方法】　近年の不妊治療の急速な進歩により日常診療における血中ホルモンの迅速な測定が要求

されるようになった。今回我々は新しく開発された全自動EIA分析装置，セローノSR－1を使用し，当院
受診不妊患者の血中LH，　FSH，　estradiol（E2），　progesterone（P4）を測定，従来のIMX法（ダィナボット，

EIA），　SPAC－S（第1，　IRMA），　DPC法（RIA），セロザイム皿（EIA）との相関を検討した。

【成績】　（1）LH，　FSHともに同時再現性，日差再現性の誤差は4％以下であった。ステロイドホルモンの

再現性はE2，P，ともに低値でややバラツキを認めた。（2）SR－1と他キットとの相関はLH；対IMX　y＝
0．701x＋0．461（r＝0．986），対SPAC－S　y＝O．877x－O．　608（r＝0．986）。　FSH；対IMX　y＝0．815x＋

0．462（r＝0．998），対SPAC－S　y＝O．745x＋1．188（r　・＝　O．992）。　E2；対DPC　y＝0．991x－11．725（r＝0．950），

対セロザイム皿　y＝0．496x＋3．307（r＝0．938），　P4；対DPC　y＝1．014x－0．344（r＝O．　934），対セロザイ

ム皿y＝1．004x　一　1．228（r＝　O．939）であった。

【考察】　①LH，　FSHでは直線性は良好であったが，　IRMA法に対しSR－1がやや低目に出る傾向がみ
られた（対SPAC－S，LH：70％，　FSH：70％）。②E2，P4はRIA法に対し非常によい相関がみられた（対
DPC，　E2：99％，　P，：101％）。以上のことよりセロザィム皿で問題となったE2の比較的高値の傾向も改善

され，個々の血中ホルモンをランダムにそれぞれ約1時間で測定可能なSR－1は，今後の不妊診療に対
し十分に有用な測定手段になると考えられた。
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P－45 腹腔鏡所見による不妊に関与する因子の検討

山形県、k河北病院産婦人科、111形大学産婦人科＊

○小田隆晴、高橋俊文、田中栄一一、高橋一広＊、大野勉

，

従来より卵管因子の検査法として、子宮卵管造影法（以下HSG）が、簡便で患者の侵襲も少なく広く外
来一一一般検査として行われているが、近年腹腔鏡検査（以ドLap）による腹腔内検索、卵管色素通水法が行

われるようになり軽度の癒着や子宮内膜症の診断が可能となり、その有用性は多大なものがある。今回

我々は、男性因子や排卵障害が認められず、Lap後1年以ltフォローアップ可能であった不妊症婦人54例

に施したHSG、　Lapの卵管通過性における検査結果比較と、　Lap後に妊娠した群と非妊娠群において妊孕

性を左右したものを、Lap施行時の腹腔内所見にもとづきretrospectiveに検討したので報告する。　HSG、

Lapの卵管通過性の一i致率は80．4％であり、不一致率は19，6％であった。　HSGの卵管通過性診断のfalse

posjtiveは33．3％、　false　negativeは17．4％であった。またLapにより107卵管中58卵管（54．2％）に癒着、閉

塞などの異常がみられた。Lap後の妊娠群と非妊娠群の腹腔内所見を比較すると、両群において卵管癒着

の程度に差は認められず、非妊娠群に子宮内膜症合併が高率に認められ、特に両側または片側卵管正常

な症例では、非妊娠群に有意に高く子宮内膜症が合併していた。我々の今回の結果では、妊娠群と非妊

娠群において、卵管通過性、卵管癒着の有無ともに有意差は認められず、妊孕性を左右するのは子宮内

膜症の有無が関与していると思われた。子宮内膜症を合併していても卵管所見さえ正常であれば、他の

不妊治療を先行させるのが現状であるが、積極的に子宮内膜症治療を施行することにより、妊孕力向ヒ

につながる可能性があると考えられた。

四

P－46 パルスドップラ法による卵巣動脈血流の評価

大阪医科大学産婦人科
○金子卓嗣、奥田　弘賢、鈴木 佳彦、太田　栄、杉本　修

【目的】経膣超音波パルスドップラ法により骨盤内の動脈の血流を無侵襲に測定することが
可能となった。卵巣動脈の血流を本法で測定し、卵巣機能との関係を検討した。
【対象と方法】自然排卵周期9例およびclomifene周期4例を対象に、卵胞初期、後期、

黄体初期、後期のそれぞれに経膣パルスドップラ超音波検査を施行し、左右の卵巣動脈の血
流を計測し、pulsatility　index（PI）を用いて評価した。卵胞あるいは黄体形成の有無から
排卵側、非排卵側を決定した。また同時に血中のestradio1（E2）およびprogesterone（P）を
測定し血流動態との相関を検討した。
【結果】自然排卵周期では、排卵側のPIは各期で、5．19±2．17、4．12±1．02、3．　52±2．13、

3．31±1．60と卵胞後期以降低下する傾向を示し、非排卵側のPIは、5．　63±2．56、3．　78±
1．80、4．39±1．35、2．85±O．　90で、排卵側に比し黄体初期でのみ高値を示した。clomifene
周期では、PIは排卵側で、4．06±1。75、3．94±1．32、2．　74±1．83、3．63±1．　60、非排卵側で
5．　56±2．57、5．24±1．81、1．61±0．99、3．　26±1．42と、自然排卵周期と同様に卵胞後期以降

低下する傾向をより強く認めた。血中ホルモン値に関しては排卵側のPIとの相関を検討した
が、E2との相関計数が0．157、　Pとの相関計数が一〇．159といずれも有意の相関は示さなかった
が、Pが高値なものほどPIが低い値を示す傾向を認めた。
【考察】卵巣動脈血流動態は、種々の内分泌学的因子の影響を受けることが推察されるが、
そのPIが卵胞後期以降低下し、その傾向は排卵誘発例においてより強く、また血中Pの影響
を受けることが推察された。したがって、本法が卵巣機能を評価する一手段となりうると考
えられた。
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P－47 閉塞性無精子症を疑い

Conventional　Epididymovasostomyを
施行した10例の臨床的検討

○横浜赤十字病院泌尿器科　岩崎晧　石塚栄一
横浜市立大学泌尿器科　穂坂正彦　木下裕三

藤沢市民病院泌尿器科　広川信　聖マリアンナ大学泌尿器科　岩本晃明

　閉塞性無精子症の確定診断は、現在、精嚢造影が最も有効とされ、遠位部精管欠損症や精嚢嚢状拡張
症の診断に威力を発揮している。しかし、精巣上体より近位部の閉塞に対しては、その部位診断の有力

な手段とはなり得ず、これらには、唯一精巣上体の肉眼的視診のみで診断がなされ、より有効な診断法
の開発が望まれている。我々は精巣上体より近位に閉塞部位が疑われた症例に対し、術中確実な診断の
得られた症例のみでなく、すべての症例に精巣上体精管吻合術を施行しその経過を観察したので報告す
る。

　1984年より横浜市立大学、藤沢市民病院、横浜赤十字病院において、精巣生検により造精機能が保持

されていることが確認され、精嚢造影により、精管、精嚢に異常を認めなかった10症例にDubin－Amelar

の法に準じた精巣上体精管側々吻合術を施行した。年齢は24才から43才まで、平均31．6才で、その内
訳は、両側精巣上体炎後が一例、他施設での精巣上体精管吻合術が一例である以上はすべて原因不明と
考えられた。手術法は、精巣上体体部あるいは頭部の鞘膜に5～10mmの縦切開を加え、吻合すべく剥離

された精管の同様な縦切開との間に吻合を行うもので、縦切開に先立ち、切開線近位端の精管の半周に
割を加え管腔を確認後、遠位側に縦切開を加えることにより精管が切離されないよう行われ、これによ

り人工の痩孔を形成するものである。術中2例にのみ肉眼的に精巣上体頭部の拡張が認められ、また、3
例にのみ精巣上体切開部よりの漏出液中に精子が認められた。そして、術後の経過観察中、精液中に精

子の認められた症例は2例のみで、未だ妊娠の報告は得られていない。

　以上のことより、Conventional　Epididymovasostomyは適応のある症例に限れば、再開通率の高
い手術法であるが、なお妊孕性に関しては問題が残っていると考えられた。

燭

冒

P－48 男性不妊外来における受診動機の検討

東邦大学泌尿器科学第一講座
○中居　敏明，野澤　英雄i，永尾　光一，原　啓，黒田　加奈美，

　松橋　求，石井　延久，三浦　一陽，白井　将文

【目的】不妊で悩んでいる夫婦は全体の約10％といわれている。その不妊の原因が男女どちらの側にあ

るかについては，WHOが，女性側の異常が65％，男性側の異常が48％，両性の異常が24％であったと
報告している。したがって不妊症の治療にあたっては，男女両性の性機能を同時に検査し，治療するこ
とが理想である。しかしながら本邦では妊娠を希望する夫婦の場合，女性のみが産婦人科を受診すると

ころから，精査が始まることがほとんどと思われる。そこで，男性不妊症に関する認識は昨今高まって
きているが，今回男性不妊外来における受診の動機を検討し，その現状を考察した。

【対象と方法】1991年4月より1993年3月までの2年間に東邦大学大森病院リプロダクションセンターを

男性不妊症を主訴に来院した439名の患者に対してアンケート方式で受診の動機を調査した。

【結果】439名の患老の受診の動機は，重複回答を認め，以下の結果であった。　「産婦人科の医師にす
すめられた」が252名（57．4％），「新聞，雑誌で見た」が22名（5．　0％），「不妊関係の本で見た」が

20名（4．　6％），「妻にすすめられた」が74名（16，9％），「知人にすすめられた」が30名（6，　8％），「そ

の他」が55名（12、5％）であった。

【考察】予想された結果ではあったが「産婦人科の医師にすすめられた」がもっとも多かった。当セン

ターの場合，紹介患者が多いという特殊性はあるが，不妊症で男性側が気軽に受診することのできる医

療機関が少ないことも原因のひとつと考えられる。すなわち不妊症では産婦人科に受診することがほと
んどであり，男性不妊に対する一般的認識や，男性不妊は泌尿器科が専門であるという認識が不足して

いることも原因と考えられる。不妊外来というべき男女両性を総合的に検査治療する診療体系の確立と
男性不妊に関する正しい知識の啓蒙活動が，今後われわれ臨床医にも急務と考えられた。
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P－49 透明帯開口術の受精卵発育に与える影響について

新潟大学医学部産科婦人科学教室

○織田　和哉、田中　憲一

，

（目的）近年、顕微授精法が男性不妊等、臨床にも応用されてきている。しかし、顕微操作がもたらす

人工環境が授精卵、胚に対して与える影響にっいての報告が少ない。透明帯への操作は受精率だけでな
く、後の胚の発育、特にハッチングに影響を及ぼす可能性がある。そこで我々は、マウスをモデルとして透明帯開

口術が胚の発育に与える影響を観察した。　（方法＞8－16週令のBF」・D’e・Fiマウスを使用し、　PMSGとHC

Gで過排卵を誘発し卵管より採卵した。ビア加ニダーゼ処理により裸状になった卵子を用いた。対照群（C）

と透明帯開口術を施行された群（Z）はO．5％BSA加HTF下で媒精され5％CO2、5％02、90％N2の環境
で培養された。両群に於て、媒精精子数による受精率を比較した。胚の発育に関し、ti・・1チングを起こした

総胚数に対する、完了した胚数の比率を両群に於て調べた。さらに、2細胞時とハッチングを開始した時点

での透明帯の厚さ、透明帯に囲まれた容積、ハッチング時の細胞数を両群にっいて比較した。　（結果）C群

では20万／m1での媒精時、受精率は83．1％であったが、2万ん1では41．3％となり、O．2万／m1では13．

4％にまで低下した。Z群では2万／m1でも77．2％の受精率を得たが、　O．2万／mlでは16．7％と低下し
た。ハッチング率はC群で77．6％、26．8％がハッチングを完了した。これに対し、Z群ではそれぞれ89．7％、

15．4％であった。透明帯の厚さの変化ではC群で59．5％にまで薄化したが、Z群では88．5％であった。
容積では、C群で175％迄膨大化したがZ群では105％、細胞数ではそれぞれ92．4、80．Oであった。
（考察）透明帯開口術は、媒精精子数が1／10でも同等の受精率を達成可能であるが、その胚の発育に

与える影響も十分考慮する必要がある。通常の透明帯開口術では胚発育の際、透明帯に不十分な開口部

分があるため、透明帯内で胞状胚が十分に膨大化できず比較的早期に1、ッチングを起こすが、胞胚の膨大化
に伴う透明帯の薄化が起こらず、結果としてハッチングの完了に影響を与える可能性がある。

P－50 当科における不妊臨床統計～腹腔鏡導入後の比較

佐賀医科大学産婦人科　　O松本ゆみ　野見山真理　杉森　甫

上五島病院　　　　　　　　宗　完子

高邦会高木病院　　　　　　中村加代子

」

［目的］第36回不妊学会において、当科における過去10年間の臨床統計を行ない、不妊診療における腹腔鏡検査

の有効性を報告したが、その後約2年間の比較検討を行なったので改めて報告する。

［対象］1991年6月～1993年2月までに佐賀医科大学産婦人科不妊外来を受診した、不妊期間1年以上の140例（原

発性不妊75例、続発性不妊65例）を対象とした。

［結果］初診時平均年齢は原発性30．6才、続発性31．1才。平均不妊期間は原発性3．8年、続発性3．4年であり、受診

者の背景に変化は見られなかった。不妊原因は男性因子が最多（20．7％）となり、以下排卵障害、子宮内膜症、

骨盤内癒着の順であった。妊娠は44例（原発性23例、続発性21例）、31．4％に成立。AIH妊娠が20例と最も多

かった。腹腔鏡を行なった59例中、子宮内膜症は27例（45．8％）、1期7例、2期7例、3期6例、4期7例と、前年に

比べ特に1期の占める割合が減少した。PSRT（腹水中精子回収試験）陰性がll例（18．6％）存在した。59例中

妊娠は19例（32．2％）、治療の内訳は待機療法7例、AIH9例、IPI1例、IVF－ET1例、卵管開［術1例で
あった。90年5月以来の不妊症例への腹腔鏡施行総数は169例、うち54例に妊娠が成立し、妊娠率は31．9％に上昇

した。不妊外来開設以来の妊娠率も、前回報告時の31．1％から33．6％に上昇した。

［結論］腹腔鏡導入以後、的確な不妊原因の検索ができ、適切な治療方法を選択することによって、妊娠率が向

上した。



関連学会のお知らせ

シンポジウム「日本の少産問題を考える」

　　　　　　　　　（一般公開・入場無料）

主　催　日本学術会議・出生・発達障害研究連絡委員会

共　催　日本新生児学会

1，日　時：平成5年7月19日（月）14：00～16：00

11・．会場：京都国際会議場

　　　　　京都市左京区宝ケ池

　　　　　075－791－3111

皿．プログラム

　　　（1）開会挨拶

　　　　馬場一雄（日本学術会議第七部会員・出生発達障害研究連絡委員会委員長）

　　　（2）司会

　　　　草川三治（東京女子医科大学名誉教授）

　　　（3）演題及び演者

　　　　①少産と日本の未来

　　　　　　渡辺厳一（新潟県健康開発財団会長）

　　　　②少産の社会的背景

　　　　　　林　謙次（国立公衆衛生院・保健統計人口学部長）

　　　　③少産時代の拳児希望

　　　　　　大森安恵（東京女子医科大学教授）

　　　　④就労と子育て

　　　　　　小宮山洋子（NHK解説委員）

　　　　⑤少産に対する諸外国の対応

　　　　　　岡田　実（中央大学教授）



第16回産婦人科マイクロサージャリー学会

向春の候益々御清栄のことと御慶び申し上げます。

　さて、第16回産婦人科マイクロサージャリー学会を下記のごとく開催致します。

多数の皆様の参加をお待ち致しております。

1．会　期：平成5年8月3日（火）

H．会　場：愛知芸術文化センター　12階アートスペース

　　　　　　〒461　名古屋市東区東桜1丁目13－2

　　　　　　TEL　052－97　1－5511（内線751）

m．学術プログラム

　　特別講演：「生殖医学と卵管」

　　　　演者　東京大学　武谷雄二教授

　　　　座長　愛知医科大学　野口昌良教授

　　教育講演　　「卵管妊娠の保存療法」一手術療法を中心として一

　　　　　演者　長崎大学　石丸忠之助教授

　　　　座長　日本大学　佐藤和雄教授

第33回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会

　　　　　　　　（二十周年記念大会）

第33回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会を下記のとおり開催致しますので奮って

御参加賜りますよう御案内申し上げます。

1．会期：平成5年8月4日（水）・5日（木）

ll．会場：愛知芸術文化センター

　　　　　〒461　名古屋市東区東桜1丁目13－2

　　　　　TEL　O52－971－5511（内線751－753）

皿．学術プログラム

　　　特別記念講演：「日本産科婦人科内視鏡学会二十年の歩み」

　　　　　　　演者　杉本　修　　　日本産科婦人科内視鏡学会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産科婦人科学教授

　　　　　　　座長　藤田保健衛生大学　河上征治教授

　　特別公演：「Hysteroscopic　lnsemination　into　Tube（HIT）の展望」

　　　　　　　演者　飯塚理八　慶応義塾大学医学部名誉教授

　　　　　　　座長　日本大学　佐藤和雄教授



lnternational　Symposium　of　New　Reproductive　Technology（Tokyo）

　　　　　　　　　Endoscopic，　Transcervical　ApProaches

　　　　　　　　　　　　国際生殖技術シンポジウム

　　　　（第8回世界体外受精会議サテライトシンポジウム）

国際生殖技術シンポジウムを東京に於いて下記の通り開催いたします．

奮って御参加下さい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　野　澤　志　朗

1，会　期：平成5年9月16日（木）・17日（金）

H．会　場：慶慮義塾大学病院　新棟11階　大会議室・中会議室

　　　　　　東京都新宿区信濃町35

　　　　　　JR総武線・信濃町駅前

IH．日　程：16日（木）6：00　p．m．より歓迎パーティ（グランドヒル市ヶ谷）

　　　　　　17日（金）9：00　a．m．よりシンポジウム（慶鷹義塾大学病院）

IV．参加費：5，000円（歓迎パーティ，17日昼食代を含む）

　　　　　　参加登録は16日歓迎パーティ会場，17日シンポジウム会場で行います

V．主な講演内容：Transcervical　balloon　tuboplastyシンポジウム

　　　　　　　　　生殖医療における内視鏡技術の現在と将来

　　　　　　　　　子宮鏡下卵管内胚移植法　など

　　公用語は英語（同時通訳はありません）

VI．主な国外からの演者． Y．Chang（Korea）

J．　Cohen（France）

N．Gleicher（USA）

J，Kerin（Australia）

L．Mettler（Ge㎜any）

K．Semm（Germany）

M．Seppala（Finland）

歓迎パーティ

　　日　時：16日（木）6：00p．m．より

　　会場：グランドヒル市ヶ谷

　　　　　　JR総武線市ヶ谷駅下車・徒歩2分 TEL：03－3268－0111

問合せ先　〒160　東京都新宿区信濃町35

　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室内

　　　　　国際生殖技術シンポジウム事務局

　　　　　　　担当　小林俊文　末岡　浩

　　　　　　　TEL：03－3353－1211　内線2393

　　　　　　　FAX：03－3226－1667
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　　ず，速やかに掲載される．この場合は掲載に要

　　する実費は全額著者負担とし，かつ特別掲載料

　　を納付する．

14．　掲載原稿に対しては，別冊30部を贈呈する．

　　これ以上を必要とする場合は，原稿に別刷総部

　　数を朱記する．なお，30部を越す分についての

　　実費は著者負担とする．

15．　投稿のさいは，原稿とともにコピー2部を添

　付する．ただし写真は原稿を含めてオリジナル

　　を3部とする．

16．　投稿先および諸費用の送付先は，〒102東京

　　都千代田区麹町5－4　クロスサイド麹町ビル8階，

　　社団法人　日本不妊学会　事務所とする．

d

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，組版に差し支えないよう清書してください．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・lettcrs以内）を記載してください．（昭和63年1月）

○論文にはKey　Wordsを付け，査読用コピー2部を添えることにしました．また英文については専門家の査読

　を受ける（費用，著者負担）ことがありますので，ご注意下さい．（平成4年9月）

○論文をワープロ，パーソナルコンピューター等で作成された場合は，出来れば文書フロッピーをいっしょに

　お送りください．その際，機種とソフト名をお書き添えください．MS－DOSのテキストファイル出力が可能

　であればその形式でお願いします．（平成4年10月）
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