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第40回日本不妊学会総会および学術講演会

　　　　　　　　　　（第4回予告）

　第40回日本不妊学会総会および学術講演会を下記の要領で開催いたします．会員の皆様の多数のご参加

をお願い申し上げます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　期　日：平成7年10月25日（水）役員会＊，学術講演会

　　　　　　　　　　　　26日（木）学術講演会，評議員会，総会，総懇親会＊

　　　　　　　　　　　　27日（金）学術講演会

　　会　場：山形国際交流プラザ「山形ビッグウイング」

　　　　　　〒996山形市平久保100番地（TEL　O236－35－3000，3100　FAXO236－35－3030）

　　　　　　（＊役員会・総懇親会はホテルメトロポリタンで行います）

学術講演会

　本講演会では，招請講演，理事長講演，特別公演，会長講演，教育講演，シンポジウム，ワークショッ

プ，一般講演を行う予定です．

1　招請講演

　　1．座長：松本清一（名誉会員）

　　　　「Contraception－past，　present　and　future」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prof．　Daniel　Mishell　Jr．（University　of　Southern　Califomia，　U．SA）

　　2．座長：鈴木雅洲（名誉会員）

　　　　「Assited　repreductive　technology－pasちpresent　and　future」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prof．　Gianpiero　D．　Palermo（Cornell　University，　U．S．A．）

H　理事長講演　座長：飯塚理八（名誉会員）

　　　　「生殖技術の発展の歴史と展望」

　　　　　　　　　　　　　　　　　入谷　明（日本不妊学会理事長，近畿大学教授，京都大学名誉教授）

皿　特別公演　　座長：片山　喬（富山医科薬科大学泌尿器科教授）

　　　　「男性不妊症の治療一過去，現在，未来」　　　中田瑛浩（山形大学医学部泌尿器科教授）

IV　会長講演　　座長：青野敏博（徳島大学産婦人科教授，次期会長）

　　　　「生殖医療技術の進歩と生命倫理」　　　　　　　広井正彦（山形大学医学部産婦人科教授）

V　教育講演

　　1．座長：森　崇英（京都大学産婦人科教授）

　　　　「体外受精・胚移植一成功率向上のために」

　　2．座長：森　純一（北里大学獣医畜産学部教授）

　　　　「インヒビンとFSH．調節」

　　3．座長：毛利秀雄（国立基礎生物学研究所長）

　　　　「Cen　signaling機構による精子運動性の調節」

VI　シンポジウム

　　1．「環境と初期発生」

斉藤英和（山形大学医学部産婦人科講師）

田谷一善（東京農工大学農学部助教授）

森沢正昭（東京大学理学部教授）

司会：高橋迫雄（東京大学農学部教授）

　　　佐藤和雄（日本大学医学部教授）

基調講演　In　vitro　development　of　embryo－past，　present　and　future

　　　　　Dr．　Patrick　Quinn（Tarzana　Regional　Medical　center，　U・S・A・）

1）卵管因子と胚発生　　　　　　　　　　　　　南直治郎（京都大農学部）



　　2）activinと胚発生

　　3）細胞間結合と胚発生

　　4）胚の環境と成長因子

　　5）胚発育と液性因子

　　6）胚の発育環境と着床能

　　追加発言）細胞質内精子注入卵の初期発生

2．「造精機能障害に関する諸因子：基礎と臨床」

1）精巣上体分泌液中の精子頭部間疑集抑制因子

　　　　2）鶏精子の運動性調節とタンパク質のリン酸化

　　　　3）精子形成に関わる遺伝子

　　　　4）精巣および精巣上体における精路閉塞の造精機能におよぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本雅憲（名古屋大泌尿器）

　　　　5）精索静脈瘤による造精障害　　　　　　　　　布施秀樹（富山医薬大泌尿器）

　　　　6）停留精巣の造精機能におよぼす影響　　　　　笹川五十次（山形大泌尿器）

　　　　7）ヒト受精能に影響する因子　　　　　　　　　市川智彦（千葉大泌尿器）

　　　　追加発言）精巣生検時に観察される精巣内運動精子の存在意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本晃明（聖マリアンナ医大泌尿器）

VIIワークショップ「外来における不妊・不育症治療の有効1生の評価一．up－to－da重eな治療指針に向けて」

　　　　　　　　　　司会：武谷雄二（東京大学産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　田中俊誠（秋田大学産婦人科教授）

　　1．男性不妊に対する薬物療法　　　　　　　　　　　児玉英也（秋田大産婦人科）

　　2．男性不妊に対する薬物療法　　　　　　　　　　　池本　庸（東京慈恵会医科大泌尿器）

　　3．無月経の新しい病態分類に基づく治療法　　　　　近藤芳仁（横浜市大産婦人科）

　　4。排卵誘発に対するペプチデース阻害剤ベスタチンの臨床応用の可能性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　浩（京都大産婦人科）

　　5．子宮内膜症に対する薬物療法，アルコール固定法などの有効性と再評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷孝夫（東北大産婦人科）

　　6．自己免疫陽性不育症に対する治療　　　　　　　　高桑好一（新潟大産婦人科）

　　7．習慣流産の免疫療法　　　　　　　　　　　　　　林　和彦（聖マリアンナ医大産婦人科）

皿　一般演題

　　一般演題の受付は5月末日にて締め切りました．多数のお申込をいただき有難とうございました．

松山茂実（東京大農学部）

北井啓勝（社会保険埼玉中央病院産婦人科）

倉智博久（大阪大産婦人科）

栃木明人（日本大産婦人科）

森田　豊（東京大産婦人科）

矢沢浩之（福島医大産婦人科）

司会：奥山明彦（大阪大学医学部教授）

　　　島崎　淳（千葉大学医学部教授）

加藤征史郎（神戸大農学部）

原山　洋（ペンシルバニア州立大学）

芦澤幸二（宮崎大農学部）

並木幹夫（大阪大泌尿器）

参加申込方法　学会当日会場にて受け付｝ナます．（学会参加都㎜円，懇親会費8，000円）

　総懇親会は学術講演会2日目の10月26日（木）にホテルメトロポリタン（山形駅に隣i接している）で行いま

す．是非ご出席下さい．

連絡先　〒990－23　山形市飯田西2－2－2　　7月1日より電話番号が変わりました．

　　　　山形大学医学部産科婦人科学教室内　第40回日本不妊学会総会事務局

　　　　TEL　O236－28－5393（直通），または0236－33－1122　内線5393（医局）FAX　O236－28－5396

1995年7月 第40回日本不妊学会

会長広　井　正　彦
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日本不妊学会総会および学術講演会

　　　　　宿泊・交通のご案内

　このたび，山形市において，第40回日本不妊学会総会および学術講演会が開催されるにあたり，皆様の

会期中の宿泊・交通・観光などのお世話を「山交観光」が担当させていただくことになりました，「樹氷と

紅花の里山形」に皆様をお迎えすることができますことを誠に光栄に存じております．

　受入体制には万全を期し，意義あるこの学術集会が成功されますよう，きめ細かな配慮で準備を致しま

す．多数の皆様のお越しを心からお待ち申し上げております．

　なお，同時節は，秋の観光シーズンのため混み合う時期でもございます．お早めにお申し込み賜ります

ようお願い申し上げます．
山交観光株式会社営業本部長村山武久

記

1．予約申込先およびお問い合わせ先

　　山交観光株式会社　〒990山形市香澄町二丁目2番36号　山形センタービル5F

　　電話；0236（41）4571（学会専用）0236（41）4567（会社代表）FAX；0236（41）4573・（25）5444

　　担当；日本不妊学会担当柴田庄一　営業時間；9：30～17：50（土曜は15120）・日祭休業

2．予約申込方法

　　　　すべての予約申込は綴じ込みの「予約申込書」に必要事項をご記入の上，郵送またはFAXにて

　　　お早めにお申し込み下さい，特に，発売日が乗車日起算で航空券は2か月前，JR券は1か月前か

　　　らとなっておりますので，できるだけ早期のお申し込みをお願い致します．

3．費用の支払方法
　　　　申込受付後，予約確認証を送付致します．同封の請求書により指定口座へお振り込みいただくか，

　　　または現金書留にて，平成7年9月22日までにご送金下さい．送金がない場合，予約を取り消させ

　　　ていただくことがございます．銀行送金の場合は，同封の専用振込書をご使用下さい．

4．乗車券・航空券・宿泊・昼食のご案内

　　◎JR券および航空券
　　　①JR最寄駅から山形までの往復の指定券・乗車券を当社にて発券，取扱い致します．

　　　　乗車日時・列車名・指定の有無を記載の上お申し込み下さい．

　　　②山形空港に発着する下記の便の航空券を学会参加者特別割引運賃にて，ご予約を承ります．

　　　　ただし，各便ともお申し込みが15名様に満たない場合は普通運賃を適用させていただきますの

　　　で，あらかじめご了承下さい．その場合は1か月前にご連絡申し上げます．また，1か月前を過ぎ

　　　て，取消などにより，15名様に満たなくなった場合も，普通運賃にて対応させていただく場合が

　　　ありますのでご了承下さい．

　　航空券予約受付日および取扱い便名

取扱日 10／25（水）・10／26（木） 取扱日 10／27（金）・10／28（土）

予約NQ 区　間 便名 発時間 着時間 予約No 区　間 便名 発時間 着時間

1 東　京～山形 801 7：30 8：25 2 山形～東　京 802 9：00 10：00

3 〃 805 11：30 12：25 4 〃 806 13：00 13：55

5 〃 809 17：00 17：55 6 〃 810 18：30 19：30

7 大　阪～山形 691 7：55 9：10 8 山形～大　阪 692 9：45 Il：05

9 〃 693 11：20 12：35 10 〃 694 13：10 14：30

11 関　空～山形 589 17：00 18：00 12 山形～関　空 588 18：55 20：00

13 名古屋～山形 481 11：20 12：25 14 山形～名古屋 482 13：00 14：05

15 千　歳～山形 47 10：35 11：45 16 山形～千　歳 46 12：20 13：25

17 〃 49 14：35 15：45 18 〃 48 16：20 17：25



　※上記の発着時間は平成7年7月時点での10月運航予定航空ダイヤですので変更になる場合があります．

　※上記取扱日以外のご予約も承りますのでお申し付け下さい．その場合の運賃は普通運賃となります．

学会特別割引運賃

区　間 片道普通運賃 片道特別割引運賃 備　　　考
東　京～山　形 11，950 10，120

大　阪～山　形 22，850 19，380
運賃は平成6年12月現在のもので

す．改訂があった場合は割引運賃

も変更となります．
名古屋～山　形 19，000 16，110

千　歳～山　形 19，950 16，920

※ご希望のJR指定券および航空券が満席の場合は，ご連絡申し上げます．

　※JR指定券および航空券の「取消・変更」に係る料金などは，当該機関の運送約款によります．

　※取消および変更はできるだけ文書（はがき・FAX）にてご連絡下さい．

◎宿泊
①宿泊ホテルのご希望については，お申し込み順に予約を致しますが，満室になった際には，ご連

　　絡の上，第二希望あるいは他のホテルにてご予約致します．

②山形市内の宿泊施設のみでは，参加される皆様のすべてのご要望にお応えできません，山形市に

　　隣接して，「さくらんぼ・将棋の駒」の天童温泉（会場より20分），「温泉城下町」の上山温泉（会

　　場より30分）の二つの温泉地がございますので，これらの温泉地の宿泊施設もご利用いただき，

　　温泉情緒もあわせて味わっていただければ幸いです．

　　　ただし両温泉地とも，宿泊施設は，和風旅館でございますので，相部屋が原則となります．お

　　仲間同士，複数でご利用いただくようお願い申し上げます，（相部屋の1室当たり宿泊人員は，お

　　およそ3～4名を予定致しております．定員以下の1～2名で1室ご希望の場合は，別途ルームチ

　　ャージ料金が必要となります．料金は1室当たり5，㎜円～10，000円です．予約時にご相談下さい）

　　　なお，両温泉地から学会々場の間の交通は，専用バスをご用意致します．

③無料リムジン・バスの運行

　　上山・天童温泉の旅館と山形市内のホテルから各会場間に朝夕の学会スケジュールに合わせ送迎

　　バス運行を致します．上山・天童～山形市内間の所要時間は約30分です．

④宿泊施設と手配宿泊料金

地区 施設 施設名（ホテル） ホテル部屋タイプ
区分 シングル ツイン ッイン1名使用

ホテルメトロポリタン
山 A 山形グランドホテル 10，300 9，500 15，500

ホテルキャッスル

形 山形ワシントンホテル

市
B ホテルリモージュ

山形イン
8β00 7，800 12，500

ホテルマーブル

内 ホテルさくらんぼ

C グリーントーホク 7ρ00 6，000

ホテル山形 ヨリ ヨリ

一コンフォートイン山形

地区
施設

区分
施設名（旅館） 料金 摘 要

上
山

D 月岡ホテル　村尾旅館 1α500 部屋使用人数は部屋タイプに

温
泉 E

あづま屋　有馬館　材木栄屋糸屋ホテル　橋本屋（左記，

葉山地区）
10，000

もより　　　ますが，1部屋を概ね3

～ 4名で使用して戴くよう予
天
童

F 滝の湯ホテル　天童ホテル ホテル王将 10，500
定しております．また，できる

限りグループ内でのお部屋割
温
泉 G 新庄館　一楽荘　紅葉苑 二見館 10，000 りを予定しております．

爵



A

　　　※手配宿泊料金はお一人様料金でつぎのものが含まれております．

　　　　山形市内のホテル＝1泊朝食　サービス料消費税

　　　　上山・天童温泉の旅館＝1泊夕・朝食　サービス料　入湯料　消費税

　　　※宿泊施設は希望する施設区分（記号）をお書き下さい．投宿する旅館・ホテルは当社にて指定をさせていただ

　　　　きます．なお，上記の予定した施設が満室の際は，同等クラスの別の施設を使用致します．

　　◎昼食のご案内

　　　　お弁当を1食1，300円にてご用意させていただきます．

5．申込受付締切日

　　　　遅くとも，平成7年9月22日（金）迄に当社必着にてお願い致します．

6．通信事務経費について

　　　　各種クーポン券類の郵送費用などのため，お一人様に付き「500円」を通信事務経費として，ご請

　　　求額に加算させていただきますのであらかじめご了承願います．

7．各種チケットのお引き渡しご案内

　　　　ご使用日の10日前頃に郵送などによりお届け致します．お届けした「各種クーポン券」は再発行

　　　致しませんのであらかじめご了承下さい．

8．取消料について

　　　《宿泊および観光》

取消日
当日および無連絡
不　　参　　加

予約日の7日前
から前日まで

予約日の20日前
から8日前まで

取消料 全　　額 30　％ 10　％

《航空券》

学会特別割引運賃 普　通運賃　　取消時刻　（～日前とは
　　　　　　　出発日を含み
　　　　　　　　　　ません）

運　　賃

出発日の

3日前まで

出発日の
3日前から
4日前以降

　出発日の
3日前から

出発時刻まで
出発日以降

10，000円以上20，000円未満 2，㎜円 4，㎜円 2，㎜円 4，㎜円

20，㎜円以上30，㎜円未満 3，㎜円 6，000円 3，000円 6，000円

30，000円以上 4，000円 8，㎜円 4，000円 8，㎜円

・X’上記取消料の他に航空券1枚につき410円の払戻手数料を申し受けます．

《JR券》

　JRの乗車券および指定券類のお取消しは，JRの規定による手数料を申し受けますので，おた

　ずね下さい．

《弁当》

　お申し込み後の取消しは，原則として，お受け致しませんのでご了承下さい．



　　　　第40回日本不妊学会

（宿泊・航空券・JR券・昼食申込書）

申込代表者氏名 勤務先 皿

住　　　　所
〒

FAX

（宿泊・航空券）

宿泊者氏名 性別 宿泊希望月日 施設区分 部屋タイプ 航空券（予約Nα）
（例）

山　形　一郎

②女 1・ρ4㊥⑳⑳28
（火）（水）（木）（金）（土）

l　A 往1α24（1）
2　D

シングル⑰
合部屋 復1α27（2）

男女 1 往　　／　（　　）1α24　25　26　27　28

（火）（水）（木）（金）（土） 2

シングル・ツイン

合部屋 復　　／　（　　）

男女 1 往　　／　（　　）1α24　25　26　27　28

（火）（水）（木）（金）（土） 2

シングル・ツイン

合部屋 復　　／　（　　）

男女 1 往　　／　（　　）10ρ4　25　26　27　28

（火）（水）（木）（金）（土） 2

シングル・ツイン

合部屋 復　　／　（　　）

男女 1 往　　／　（　　）1α24　25　26　27　28

（火）（水）（木）（金）（土） 2

シングル・ツイン

合部屋 復　　／　（　　）
一

（JR券）

乗車日 区　間 発時間 着時間 列車名 指定 枚数 備考

→
： ： 普・グリーン

→
： ： 普・グリーン

→
： ： 普・グリーン

→
： ： 普・グリーン

’

（昼食弁当申込書）

弁当受取者名 10〆25 10／26 10広27 弁　当　合計

個 個 個 個

お申込〆切日　　9月22日（金）　コピーの上ご利用下さい．

※

※

※

※

昼食弁当代金の申込み後のこ返金は原則として致しません．

昼食弁当は，当日会場において引換券と交換にお渡しいたします．

希望ホテルは，第2希望も必ずご記入ください．

予約申込先およびお問い合わせ先 山交観光（株）　〒990　山形市香澄町二丁目2番36号

　　　　　　TEL　O236（41）4571（学会専用）

　　　　　　FAX　　　O236（41）4573　・（25）5444

　　　　　　（日本不妊学会担当）柴田庄一
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TRANSPORT　OF　3H－INULIN　FROM　BLOOD　INTO　THE　LUMINA　OF

THE　SEMINIFEROUS　AND　EPIDIDYMAL　TUBULES　IN　THE　RAT

’k Masanori　YAMAMOTO，　Satoshi　KATSUNO，
　　　　　　Hatsuki　HIBI　and　K（）ji　MIYAKE
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Abstract：The　net　transport　of　3H－inulin　from　blood　into　the　fluids　of　the　rat　seminiferous　and　caput，　cor－

pus，　and　cauda　epididymal　tubules　was　examined　by　micropuncture　technique．

　　Micropuncture　samples　were　taken　from　these　reproductive　tract　tubules　30　minutes　after　the　intravenous

isotope　infusion　and　taking　samples　continued　at　30　min　intervals　over　a　4　hour　period．　Mean　isotope　con－

centrations　in　reproductive　tract　tubule　fluids　did　not　exceed　approximately　10per　cent　of　blood　plasma

isotope　concentrations　during　the　experiment・

　　There　were　no　significant　differences　in　net　transport　of　3H－inulin　into　any　of　the　tubule　fluids　sampled．

These　results　demonstrate　that　the　blood－epididymal　barrier　as　well　as　blood－testis　barrier　is　restrictive　to

transport　of　3H－inulin．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，40（3），277－280，1995）
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　　Setchell　et　al．1）demonstrated　a　blood　testis　barrier

which　could　exclude　blood　molecules　from　the　rete

testis　fluid．　The　blood　testis　barrier　is　now　a　well

known，　often　investigated　biological　phenomena2）．　In

l972，　Friend　and　Giula3）provided　morphologic　evi－

dence　that　the　rat　epididymis　has　a　tight　epitheliaI

junction　which　would　restrict　the　molecular　move－

ment　between　the　blood　and　the　epididymal　tubular

lumen。　Howards　et　aL4）reported　that　a　blood　epididy－

mal　barrier　did　exist　and　described　its　effects　on

transepithelial　movement　of　3H－water　and　14C－urea　in

the　rat．　However，　no　investigations　have　been　done

which　examine　the　blood　epididymal　barrier　to　3H－

inulin　in　caput，　corpus　and　cauda　epididymal　tubules．

Inulin　is　one　of　the　inorgan重c　components　which　con－

stitute　the　osmolarity　of　reproductive　tract　fluids

influencing　the　spermatogenesis　or　sperrn　maturatlon・

However，　the　role　of　inulin　in　osmotic　gradient　from

caput　to　corpus　epididymis　is　still　not　clear．　The　pre－

sent　investigation　was　undertaken　to　examine　the

blood　epididymal　banier　to　3H－inulin　in　seminiferous

tubule　and　three　areas　of　the　epididymis　in　the　rat．

Materials　and　Methods

　　Adult，　male，　Sprague－Dawley　rats（350～570　g）

were　obtained　from　a　breeder　and　reared　in　laboratory

at　25℃with　a　l　2　hour：12　hour　light－dark　cycle．

They　were　anesthetized　with　intraperitoneal両ections

of　Inactin（sodium　5－ethy　1－5－（1－methylpropy　l）－2－

thiobarbiturate，　Byk　Guilden　Konstanz，　Hamburg，

Germany；100　mg／kg　body　weight）．　A　jugular　venous

cannula　and　carotid　arterial　cannula　were　installed　in

each　animal　for　isotope　infusion　and　blood　sample

collection，　respectively．　Each　animal　was　bilaterally

nephrectomized　to　prevent　renal　excretion　of　isotope

before　the　experiment．　The　testes　and　epididymides

were　prepared　fbr　in　vivo　micropuncture　as　described

previously5），　Three　hundreds　and　thirty　y　ci　3H－inulin

in　3　ml　O．9　per　cent　NaCl　solution　was　infused　via　the

jugular　cannula　over　a　l5min　time　period・MicroP－

uncture　of　the　seminiferous　and　caput，　corpus，　cauda

epididymidal　tubules　began　30　min　after　the　comple－

tion　of　isotope　infusion　and　continued　at　30　min　inter－

vals　over　a　4　hour　period．　Blood　samples　were　taken

from　the　carotid　cannula　at　30　min　intervals　thereafter

for　a　total　of　240　min．

L
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　　Cell　free　fluids　were　obtained　by　centrifuging　all

blood　and　reproductive　tract　fluids　at　36，000×gat

O℃for　15　min．　A　vertical　transfer　apparatus　for

microsamples　（Bunton　Instrument　Company，

Rockville，　Maryland）was　used　to　transfer　50　nl　of

cell　free　fluid　to　plastic　vials　containing　3　ml　scintilla－

tion　fluid．　Radioactivity　of　each　sample　was　measured

in　a　scintillation　spectrophotometer．　Counts／min　per

unit　volume　of　tubule　fluid　were　divided　by

counts／min　per　same　unit　volume　of　the　blood　plasma

collected　in　that　same　set　of　samples．　This　quotient

was　multiplied　by　lOO　so　that　the　data　presented

reflect　the　percentage　of　blood　isotope　concentrations

appearing　in　the　tubule　fluids　at　various　times　after

isotope　infusion．

　　　Data　from　each　reproductive　tract　fluid　were

expressed　as　Mean±S．E．　Analysis　of　variance　fo1－

10wed　by　Duncan’s　multiple　range　test　was　used　to

compare　data　among　the　reproductive　tract　fluids．　A　P

value　of　O．050r　less　was　considered　significant．

Results

　　The　net　transport　of　3H－inulin　into　the　fluids　of　the

seminiferous　tubule　gradually　increased　and　reached

maximum　value（11±1．5％）at　the　time　of　180　min－

utes　after　isotope　infusion（Fig．1）．　The　net　transport

of　3H－inulin　into　the　fluids　of　the　caput　epididymis

was　highly　variable　and　reached　maximum　value

（10．1±1．2％）at　the　time　of　180　minutes　after　iso－

tope　infusion（Fig．2）．3H－inulin　entry　into　corpus　epi－

didymis　steadily　increased　and　reached　maximum

value（9．2±1．2％）at　the　time　of　210minutes　after

isotope　infusion（Fig．3），3H－inulin　entry　into　cauda

epididymis　gradually　increased　and　reached　maxi－

mum　value（10±L2％）at　the　time　of　210minutes

after　isotope　infusion（Fig．4）．　There　were　no　signifi－

cant　differences　in　net　transport　of　3H－inulin　into　any

of　the　reproductive　tubule　fluids　studied．

Discussion

　　It　is　clear　that　there　is　a　restriction　of　net　transpert

of　3H－inulin　into　both　the　seminiferous　tubule　fluid

and　epididymal　tubule　fluid．　Mean　isotope　concentra－

tions　in　reproductive　tract　fluids　were　always　under

10　％　of　those　found　in　circulating　blood　serum．　Thus，

the　data　in　the　present　experiment　indicate　that　3H一
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Fig．2　Net　entry　of　3H－inulin　into　the　luminal　fluids　of
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tubule　fluids　of　7　animals．

inulin（molecular　weight　approximately　5000）is　able

to　enter　the　rat　reproductive　tract　tubule　in　a　restricted

manner．

　　Turner　et　aL6）demonstrated　that　seminiferous

tubule　fluid　and　epididymal　tubule　fluid　values　for

3H－inulin　entry　reached　approximately　7　and　4　per

cent，　respectively，　of　blood　isotope　concentrations　in

normal　hamsters．　Additionally，　Cooper　and　Waites7）

demonstrated　that　3H－inulin　did　not　enter　the　cauda
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Fig。3　Net　entry　of　3H－inulin　into　the　luminal　fluids　of

　　　　　　the　corpus　epididymal　tubule

Values　are　Mean±S．E．　percentages　of　blood　plasma

isotope　concentrations　apPearing　in　corpus　epididymal

tubule　fluids　of　9　animals．
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from　reproductive　tract．　This　introduced　a　small　but

apparent　instability　in　the　tubule　epithelial　tight　junc－

tion．

　　However，　our　present　results　still　support　the　fact

that　3H－inulin　is　largely　excluded　f「om　entry　into　the

seminiferous　fluid　and　epididymal　fluid．　lt　is　conceiv－

able　that　movement　of　large　molecules　like　inulin　into

the　lumen　of　reproductive　tract　may　be　excluded　by

the　structural　components　of　the　blood　testis　and

blood　epididymal　barriers（cell－cell　tight　junctions）．

The　structural　component　of　the　blood　testis　barrier　is

highly　impermeable　to　electron－opaque　tracers　such

as　lanthanum8）．　In　vivo　micropuncture　studies　have

allowed　examinations　of　the　blood　testis　barrier　and

blood　epididymal　barrier．　The　blood　testis　and　blood

epididymal　barriers　either　partly　or　totally　exclude

molecules　depending　on　the　characteristics　of　the

molecules．　Of　these　characteristics，　molecular　size

and　lipid　solubility　are　of　considerable　importance9）．

However，　these　transport　balTiers　are　not　necessarily

simply　structural　entities　like　those　demonstrated　in

the　morphological　studies　of　Dym　and　Fawcettlo）．

The　effects　of　an　anatomical　barrier　may　be　modified

by　membrane　transport　systems　on　the　basal　and／or

luminal　surface　of　the　Sertoli　or　epididymal　epithelial

celL　Molecular　movement　across　these　membranes

could　be　either　by　passive，　facilitated，　pro－luminal

active，　or　anti－luminal　active　transport．　The　physio－

logic　components　of　these　barriers　may　or　may　not　be

similar　depending　on　the　molecule　in　question・

　　　In　conclusion，　the　present　report　showed　a　tight

blood　testis　barrier　and　blood　epididymal　barrier　to

3H－inulin　in　all　regions　of　the　rat　reproductive　tract．

These　results　rnay　serve　as　control　value　for　further

experiment　to　examine　the　effect　of　various　drugs

which　can　impair　these　barriers。
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ラットにおける3H一イヌリンの血中から

精細管および精巣上体管への輸送について

名古屋大学医学部泌尿器科学教室

山本雅憲　勝野　暁

日比初紀　三宅弘治

　ラットにおける3H一イヌリンの血中から精細管およ

び精巣上体の頭部，体部，尾部の管内への輸送を，微

小穿刺法を用いて検討した．

　経静脈性にアイソトープを注入し30分後に精細管

および精巣上体各部よりサンプルを採取し，以後30

分間隔で4時間にわたってこの操作を繰り返した．精

巣および精巣上体いずれにおいても管内に輸送される

3H一イヌリンの割合は血中の約10パーセント以下であ

った．精細管および精巣上体各部の管内に輸送される

3H一イヌリンの割合に関しては有意な差は認められな
かった．

　以上の結果より，血液精巣上体関門は，血液精巣関

門と同様に3H一イヌリンの管内への輸送に対し抑制的

に働くことが示された．

　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年8月19日）

　　　　　　　　　　　　　（受理：1994年12月15日）
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　今回，我々は腹腔鏡検査により診断しえた慢性期と思われるFits－Hugh－Cunis症候群の一例を経験した

ので報告する．

　症例は31歳の女性で挙児希望で当科初診．初診時，上・下腹部痛などの自・他覚的所見はなく，血

液，生化学的検査も正常であり，内診上，子宮および両側附属器にも特に異常は認められなかった．腹

腔鏡検査の骨盤内所見では，両側付属器は子宮後壁に繊維性に強固に癒着し，上腹部所見では肝臓の腫

大，発赤，充血，白斑などは認められなかったが，肝臓表面の肝被膜全周囲にわたって壁側腹膜との間

に，典型的な繊維i生癒着であるvioln　st血g　adhesionが認められた．

　以上より，本症例は慢性期のFitz－Hugh－Curtis症候群と診断した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，40（3），281－285，1995）

5
緒　　言

　近年増加している㎝amydia　trachomatisによる性行

為感染症は産婦人科領域における子宮頸管炎や骨盤

内感染症の主要な原因のひとつとされるが，時に上

行性感染を介した肝周囲炎，いわゆるFitZ－Hugh－Cur－

tis症候群を起こしうる．　Fitz－Hugh－Curtis症候群は

Chlarnydia　trachomatisあるいは，淋菌感染による肝周

囲炎を合併した卵管炎として欧米では以前から知ら

れた疾患であるが1　’“　6），本邦では近年になって報告

例が見られるようになった7）．

　今回，我々は腹腔鏡検査で確定診断しえた慢性期

と思われる特徴的な本症候群の一例を経験したので

若干の文献的考察を加えて報告する．

症　　例

症例：31歳，事務職員

主訴：挙児希望

既往歴：23歳時に虫垂切除術施行

　妊娠分娩歴：未経妊未経産

　月経歴：初経12歳，周期25日型，整順，月経時に

軽度の腰痛．

　現病歴：不妊期間は5年．挙児希望で2年前に近

医を受診し，内診上，ダグラス窩に圧痛が認められ，

中等度の月経痛も認められることから，臨床的子宮

内膜症として6か月間スプレキュアを投与されてい

た．スプレキュア治療後，月経痛は軽減したものの

妊娠に至らないため，精査・加療目的で平成5年6

月■当科を紹介され初診となった．初診時の内診

所見上，子宮は後傾後屈で可動性の制限を認めた．

子宮，両側付属器およびダグラス窩には圧痛を認め

ず，その他の異常所見は認められず帯下も正常であ

った．初診時の血液検査では炎症所見はなく，生化

学検査においても，肝・腎機能はすべて正常であっ

た（表1）．しかし，血中抗クラミジア抗体価がlgA

2．975，IgG　3．458と高値であったため，2か月間

Minocycline（ミノマイシン⑭）200　mg／dayの内服治療を

施行した，しかし，抗体価が依然高値であったので
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表1

腹腔鏡で確認したFitz－Hugh－Curtis症候群の1症例　　　　　日本不妊会誌　40巻3号

初診時の血液所見・生化学検査所見

WBC 7100 ×109／1

RBC 4．46 ×1012／1

血液一般所見 Hb． 13．9 9／d1

Ht． 40．9 ％

Plt。 235 ×豆09／1

GOT 21 IU／1

GPT ll IU／1

ALP 57 IUI　l

γ一GTP 36 IUI　l

ZTT 7．2 u
2．3 u

LDH 249 UIl

T．Bil α4 mg／d1

生化学所見 DBiI 0．1 mg／d1

Amy 252 U／1

BUN 8 mg／dl

Crea． 0．6 mg／dl

Na 141 mEq／dI

K 4．0 mEq／dl

Cl 102 mEq／dl

Ca 9．0 mEq／dI

CRP ＜0．2 mg／dl

Claiithromycin（クラリシッド⑧）400　mg／dayを続けて4

週間処方した．その後，子宮卵管造影（HSG）検査を

施行したところ，造影後の両側卵管からの腹腔内へ

の造影剤の拡散が悪く，両側卵管および，卵管采癒着

が疑われた（図1）．また，血清CA－125値は7U／m1，

E2値は47　P9／mlと正常値であり，　MRI検査でも子宮

内膜症を疑わせる所見は指摘されず，上・下腹部に

異常所見は認められなかった．BBTと経膣超音波像，

ならびに頸管粘液，ホルモン値から排卵は確認され，

不妊因子としてクラミジア感染症による内性器異常

（Chlamydia－trachomatis感染症による卵管周囲炎と，骨

盤内癒着）を疑い，内性器の精査目的で腹腔鏡検査

を施行した．

　腹腔鏡所見：骨盤内・ダグラス窩に漿液性腹水が

約10ml存在した．子宮は後傾後屈，鶏卵大で表面の

不整は認められなかったが，子宮後壁と直腸の間に

は，繊維性の癒着が多数存在していた（図2）．また，

右卵管，卵管采から子宮へと強固な癒着があり，卵

管采と骨盤壁にかけて同様の癒着が認められ，卵巣

　　　　　　　図1　子宮卵管造影
造影後の両側卵管からの腹腔内への拡散が悪く両側卵

管および卵管采癒着が疑われた．

　　　図2　腹腔鏡所見（子宮後壁，ダグラス窩）

漿液性腹水が約10・ml存在し，子宮後壁と直腸の間に

繊維性の癒着が多数存在した．

　　　　　図3　腹腔鏡所見（右付属器）

右卵管，卵管采は子宮後壁と強固に癒着し，骨盤壁に

挙上されていた．

ノ

5

幽

’

箋

」



一

L

亀

硫

へ

＿t

平成7年7月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田

も骨盤壁と癒着し，挙上されていた（図3）．左卵管，

卵管采も同様に骨盤壁，子宮と強固に癒着し，卵巣

表面は膜様の結合織に被覆されていた（図4）．腹腔

鏡下にまず可能なかぎり子宮後壁～直腸間，ならび

に両側付属器周囲の癒着病変を剥離し，最後に卵管

采周囲の癒着を剥離し，卵管を両側開口させた．癒

着剥離後の色素通過試験では，両側卵管の通過性を

確認した，卵巣自体は両側とも異常所見は認められ

ず，内性器と骨盤腹膜にも子宮内膜症性の病変は認

められなかった．また，腹水中よりクラミジア抗原

が陽性に検出された．さらに，上腹部の検索を施行

したところ，肝臓・胆嚢の腫大はなく，肝表面の被

膜には，白斑，充血，点状出血は認められなかった

が，肝被膜の全周囲にわたり，壁側腹膜との間に白

い繊維性の癒着，いわゆるviolm　string　adhesionが認め

られた（図5）．以上の所見から，慢性肝周囲炎を合

併したクラミジア性骨盤腹膜炎Fitz－Hugh－Curtis症候

群と診断した．

　その後の経過：腹腔鏡下癒着剥離術施行後2か月

　　　　　図4　腹腔鏡所見（左付属器）

左卵管，卵管采も子宮，骨盤壁と強固に癒着していた．

　図5　腹腔鏡所見（肝臓周囲のviolin　string　adhesion）

肝被膜全周囲にわたり壁側腹膜との間に繊維性癒着

（violin　string　adhesion）が，認められた．

他　　　　　　　　　　　　（283）7

を経て，外来で頸管粘液検査上，クラミジア抗原は

陰性となるも血清抗クラミジアIgA抗体3．558，　IgG

抗体5．050と再び高値が持続するためClarithromycin

（クラリシッド⑧）400mg／dayを14日間，続いてSpar－

floxacin（スパラ⑭）1　OO　mg／dayを14日間投与した．そ

の後のルビン通気検査において卵管の通過性を再度

確認した．以後，不妊外来でfollow－up中に平成6年

6月30日を最終月経として以後続発性無月経となり，

平成6年8月■に妊娠7週2日と診断した．以後，

現在に至るまで，当科で経過観察中である．

考　　察

　Fitz－Hugh－Cunis症候群は，1930年にCurtisら1）に，

ついで1934年にFitz－Hughら2）によって，淋菌性卵管

炎の患者で肝周囲炎を合併した症例が報告されたこ

とに始まる．その後，Muler－Schoopら3）により

Chlamydia　trachomatis感染によっても同様のことがお

こりうることが示唆され，1982年Wolner－Hanssenら4）

により実際に肝周囲炎の肝被膜よりChlamydia　tra－

chomatisが分離されて以来，　Chlamydia　trachomatisに起

因することが明らかとなった．現在では，骨盤腹膜

炎（PI））に肝周囲炎を合併したものがFitz－Hugh－－Curtis

症候群とされている．

　FitZ－Hugh－Cunis症候群の臨床的症状の特徴は一般

に，性活動期の女性において下腹部痛などの婦人科

的症状の先行の後に，突然の右上腹部痛が出現する，

その痺痛は，深呼吸時や体動時に増強し，急性腹症

や胆嚢炎，胆石症，右側腹膜炎，肋骨骨折，急性腎

炎などの臨床症状に類似している5）．検査所見では，

白血球増多は43％に認められているのみであり，む

しろ正常例の多いことは急性胆嚢炎などとの鑑別

上，重要であると思われる8）．婦人科的愁訴は比較

的軽度で，付属器の圧痛も伴わないことが比較的多

いとされている9）．それゆえに，未治療のまま放置

され持続的な感染がおこっていることも多く，長期

のものほど卵管，および卵管周囲への障害も大きく

なり，ひいては，上行性に肝周囲炎を引き起こすと

考えられる，Corson6）の報告では1930～1983年まで

の報告例405例に対し，PID症例の15～30％にFitz－

Hugh－Curtis症候群があると示されている．肝周囲炎

の所見としては，急性期には肝被膜および壁側腹膜

の発赤，充血，白斑，いわゆる”salt　sprinkled　on　a

moist　surface“と称される所見がみられ，典型的な慢

性重症例では，肝被膜と壁側腹膜との間にviolin

string　adhesionと呼ばれる複数の繊維性の索状の強固

な癒着を生ずる4）．確定診断は，開腹または腹腔
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鏡による観察で肝被膜と周辺臓器との間に繊維性の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　献癒着（violil　sning　aChesion）を見いだすこと，もしくは

肝被膜よりの直接的なChlarnydia　trachomatisの分離に

より行われるIO・　11）が，実際的な臨床現場では，その

分離は困難である．

　Chlamydia　trachomatis感染症が20歳代を中心とした

性活動期の女性に蔓延している現在，Fitz－Hugh－Curtis

症候群の症例は決して少なくはないものと考えられ

る．今後，若い女性で右上腹部痛を訴える症例にお

いては，FitZ－Hugh－Curtis症候群の存在を念頭におい

たChlamydia　trachomatis感染の検索を行う必要性も

ある7）．さらに，不妊症治療中の患者においても卵

管性の不妊因子のひとつとしてChlamydia　trachomatis

感染症の関与は非常に高いものがあると考えられ7），

卵管，卵管采癒着が考えられる症例においては，腹

腔鏡検査施行時には，肝周囲をroutineに観察すると，

明らかな臨床症状の訴えが認められずとも，慢性期

の本症候群と診断される割合も多くなるものと考え

られる．

　本症例は，当科follow中においては婦人科的な症

状はほとんどなく，また急激な右上腹部痛もなかっ

た．しかし，血清抗クラミジアIgA，　IgG抗体陽性

と，子宮卵管造影検査所見上，両側卵管，卵管采癒

着が疑われたため，内性器骨盤内癒着の診断と癒着

剥離の目的で腹腔鏡検査を施行した．当科において

は，腹腔鏡検査施行症例の全例に対して，肝臓，胆

嚢の所見をあわせてとっているが，今回においても

routineに施行したところ，骨盤内ならびに肝被膜に

adhesionが認められたため，　Fitz－Hugh－Cunis症候群と

診断し得たものである．おそらくは，婦人科的な

PIDの症状も軽く，長期間にわたって，　Chlamydia　tra－

chomatisに対する適切な投薬治療もされずに放置さ

れた結果，このような典型的な慢性期の像を呈した

ものと考えられる，

　慢性期のFitz－Hugh－Curtis症候群の診断と治療には

まず，本症候群を疑うことが重要であり，またpn）

の患者に本症例のような肝臓の所見が得られたとし

ても，Fitz－Hugh－Curtis症候群と確定診断できれば，

不要な手術や検査を強いられずに，PIDの治療や不

妊症の治療に専念できるものと考えられる，さらに，

他科で上腹部の腹腔鏡を行った時に，もしviolin

st血g　adhesionなどの肝周囲癒着が発見された場合，

妊孕性のある女性ならば骨盤内の検索も同時に必要

と思われる．

　本症例においては，確定診断，ならびに適切な腹

腔鏡下の処置により，早期に不妊症の治療に踏み切

って，妊娠に成功し得たものと思われる．
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Fitz・Hugh・Curtis　syndrome　verified　with

　　　laparoscopy：Acase　report

Masako　Okada，　Kentaro　Takahashi，　Hiroko　Kurioka，

Tomoya　Ozaki，　Akihiro　Uchida　and　Manabu　Kitao

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Shimane　Medical　University，　Izumo　693，　Japan

　Acase　of　Fitz－Hugh－Curtis　syndrome　caused　by

Chlamydia　trachomatis（C。　trachomatis）infection　was

presented．

　The　patient　was　31year－old　woman，　At　the　time　of　the

first　medical　examination，　her　laboratory　data　had　not

infectious　findings　except　serum　anti－C．　trachomatis

antibody　titer（IgA＝2．975，　IgG＝3．458）and　the　liver

function　was　normaL　Hysterosalpingography　performed

after　a　prescription　for　C．　trachomatis　infection　showed
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bilateral　tubal　obstruction．　Diagnostic　laparoscopy

showed　inflamatory　changes　on　the　surface　of　uterine

body，　bilateral　ovaries　and　bilateral　fallopian　tubes・And

further　more　showed　typical　fibriform　adhesions（violin

string　adhesion）from　anterior　surface　of　liver　to　anterior

abdominal　wall．　Therefore，　we　diagnosed　this　patient　as

他 （285）9

aFitz－Hugh　－Curtis　syndrome．

　　An　adhesiotomy　was　performed　under　the　laparoscopy

as　well　as　we　could．　After　2　months，　she　conceived　and

now　mother　and　her　fetus　are　wellbeing．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年ll月17日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年1月10日）
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　　　　　　SURGICAL　TREATMENT　FOR　VARICOCELE：

COMPARISON　OF　CLINICAL　RESULTS　OF　4　METHODS

Shunji　NISHIO，　Masayoshi　YOKOYAMA，　Shinsuke　TAKECHI

Tokuhiro　ISEDA，　Satoshi　HAMADA　and　Masafumi　TAKEUCHI

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Urology

School　of　Medicine，　Ehime　University，　Ehime　79　1－02，　Japan

Osamu　KAMEI

　　　　　　　　　　Department　of　Urology

Saiseikai　Matsuyama　Hospital，　Ehime　790，　Japan
戸

Abstmct：Between　July　1982　and　August　1994，　we　performed　four　kinds　of　surgica旦treatment　for　varico－

cele　on　a　total　of　l　31patients　at　Ehime　University．　Of　the　patients，30　underwent　high　hgation，52　percuta－

neous　embolization，261aparoscopic　varicocelectomy　and　23　microscopic　inguinal　varicocelectomy．　The

embolization　using　steel　coils　was　successful　in　420f　the　52　patients（81％）．

　　There　were　no　major　complications　related　to　any　of　the　procedures．　Among　100　infertile　patients，

semen　analysis　could　be　performed　in　87　patients　after　surgery．　The　pregnancy　rate　was　from　13．3　to　33．3

％and　improvement　of　semen　analysis　was　from　33．3　to　53．3％．　There　were　no　significant　differences

among　the　four　kinds　of　treatmenL　The　recurrent　rates　were　l　6．7％in　high　ligation，7．1％coil　emboliza－

tion，11．5％laparoscopic　ligation　and　O％microscopic　inguinal　ligation。　Hydrocele　was　fbund　in　one　case

after　microscopic　treatment．　We　recommend　mlcroscopic　inguinal　ligation　fbr　the　treatment　of　varicocele．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，40（3），286－290，1995）

A

澗

州

一 刷

津

”！

Introduction

　　The　efficacy　of　surgical　repair　of　varicocele　for

infertility　has　already　been　accepted2・3）．　There　are

various　surgical　techniques　such　as　high　ligation5），

inguinal　ligation6），　percutaneous　embolization7）and

laparoscopic　hgation8～10）．　However，　problems　were

persistent　or　recurrent　varicocele　and　complications

occured　in　each　procedure．　Recently，　microscopic

inguinal　varicocelectomy　was　reported　as　a　new　sur－

gical　technique　by　Goldstein　and　Marmari3・　i4）．　There

were　very　small　numbers　of　recurrences　and　compli－

cations　using　this　technique．

　　During　12years，　we　performed　surgical　treatment

for　varicocele　using　four　methods：high　ligation，　per－

cutaneous　embolization，　laparoscopic　ligation　and

microscopic　inguinal　ligation．　The　clinical　results　of

varicocelectomy　using　these　four　methods　are

reported　in　this　paper．

Materials　and　Methods

　　　Between　July　l982　and　August　1994，　we　per－

formed　four　kinds　of　surgical　treatment　for　varicocele

on　a　total　of　l　31　patients　at　Ehime　University．　Of　the

patients，30　underwent　high　ligat孟on，52　percutaneous

embolization，261aparoscopic　varicocelectomy　and

23microscopic　inguinal　varicocelectomy，　Details　of

the　patients　are　shown　in　Table　l．

High　ligation

　　Between　July　l982　and　July　l986，30　infertile

patients　underwent　high　ligation　of　the　internal　sper－

matic　vein．　Among　them，26　had　left　varicocele　and　4

had　bilateral　varicocele．　The　average　patient　age　was

31．8years（range　25　to　38　years）．　Under　lumber　anes－

thesia，　the　retroperitoneal　internal　spermatic　vein　was

transected　through　an　oblique－muscle－splitting　inci－

sion　at　the　level　of　the　anterior　iliac　spine．
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Table　1

S．NISHIO　et　a1．

Clinical　characteristics　of　the　patients　and　results　in　each　procedure
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軸

Group
　　　Complaints　　Mean　age
infertility　　testicular　（range）

　　　　　　　　　　pain

　　　Grade　of

　　varicocele

GI　GH　G皿

　　　　　　　　　　Mean　surgical　　Mean

（bilateral）　　time（min）　hospital　stay

　　　　　　　　unilateral　bilatera1　　　（day）

high　ligation 30 0 　　31．8　　　19

（25～38）

12 3 （4） 80 120 8．2

一L． embolization 46（36）＊　　6（6）＊　　　32．0　　　　28

　　　　　　　　　　　　　　　　（17～65）

20 6 （2） ／ ／ 3．0

laparoscopic
ligation

16 10 　　3L3　　　15
（13～59）

14 8 （11） 77 93 4．5

microscopic　　18
inguinal　1量gation

5 　　28．6　　　12

（11～39）

14 6 （9） 90＊＊ 140＊＊ 6．4

＊　means　success　number　of　patients

＊＊including　time　for　venography

Grade　of　varicocele　by　Dubin　L　and　Amelar　RDI）
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Percutaneous　e〃tbolization

　　　Fifty－two　patients　with　varicocele　underwent

embolotherapy　using　stainless　steel　coils　between

March　l　987　and　November　1990．　Of　these　patients，

49had　varicocele　on　the　left　side，2bilaterally　and

one　on　the　right　side．　The　average　patlent　age　was

32．O　years（range　l　7　to　65　years）．　Their　symptoms

were　infertility　46　and　testicular　pain　6．　The　internal

spermatic　vein　was　catheterized　through　the　right

femoral　vein　approach　under伽oroscopic　guidance．

A4F　polyethylene　catheter　was　passed　coaxially

through　a　6F　catheter．　An　average　of　six　stainless

coils　were　used　in　each　case、

Laparoscopic　varicoce’ec伽ly

　　Under　general　anesthesia，　laparoscopic　varix　liga－

tion　was　performed　on　26　patients　between　July　1991

and　January　1993．　Of　the　patients，14had　unilateral

left　varicocele，11had　bilateral　varicocele　and　one

had　unilateral　right　varicocele．　The　average　patient

age　was　31．3　years（range　13　to　59　years）．　The　symp－

toms　were　infenility　16，　testicular　pain　7　and　testicu－

lar　growth　retardation　3．　Nutcracker　syndrome　was

found　in　two　cases：al6－year－old　with　left　testicular

pain　and　a　13－year－old　with　left　testicular　retardation．

One　patient　was　a　recurrent　case　after　coil　emboliza－

tion　3　years　before．

　　Asmall　infraumbilical　incision　was　made　and　a　l　O

mm　trocar　was　inserted　through　the　incision　using　the

method　of　open　trocar　placement．　The　other　two

working　trocars（US．　Surgical，10－mm）were　inserted

at　bilateral　Mcburney智s　points　under　direct　laparo－

scopic　observation．　The　spermatic　vascular　bundle

was　removed　from　the　retroperitoneum　and　separated

by　blunt　dissection．　In　all　cases　the　spermatic　artery

was　localized　in　the　middle　of　the　sperrnatic　vessels．

The　internal　spermatic　veins　were　clamped　with　four

or　six　clips　by　clip　applicator（U．S．　Surgical）．　Bilat－

eral　ligations　of　varices　were　perfomled　on　alhnfer－

tile　patients．

Microscopic　inguinal　varicocelectomy

　　Between　March　l993　and　August　1994，　we　per－

formed　microscopic　inguinal　varicocelectomy　on　23

patients（infertility　l8，　testicular　pain　5　）．　Of　the

patients，13had　varicocele　on　the　left　side，9bilater－

ally　and　one　on　the　right　side．　The　average　patient　age

was　28，6　years（range　l　l　to　39　years）．　There　were　3

recurrent　cases　after　laparoscopic　surgery　and　one

recurrent　case　after　coil　embolization　among　these

patlents・

　　Under　lumber　anesthesia　an　incision　was　made

begiming　at　the　extemal　inguinal　dng　and　extended　3

cm　laterally．　The　incision　was　deepened　through

Camper’s　fascia　and　the　extemal　oblique　aponeurosis

was　opened．　The　spermatic　cord　was　grasped　just

below　the　external　ring　and　a　Penrose　drain　was

placed　beneath　the　cord．　The　operating　microscope

（8×magnification）was　then　brought　into　the　oper－

ating　field．　The　cremaster　muscle　was　incised　and　cre－

masteric　veins　were　preserved．　The　vas　deferens　was

then　preserved　with　its　vessels．　The　20r　31ymphatic

vessds　could　be　ident孟fied　easily　at　the　dorsal　side　of

the　spermatic　cord　after　partial　occlusion．　The　sper－

matic　artery　existed　in　the　middle　of　the　spermatic

cord　and　could　be　identified　by　pu貰sation．　A　1　％
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Table　2　Clinical　characteristics　and　results　of　subfertile　patients

Group 　　　No．　Pts．　Mean　Age

（follow　up　Pts．）

Duration　of

　infertility

　　（year）

Grade　of

va砦釜elき皿P・eg・・n・y　Imp・・vem・n・N・・h・ng・
Semen　analysis

GI
欄

high　ligation 30（30） 31．8 4．6 19 12 3 10（33．3％） 11（36．7％）　9（30．0％）

embolization 36（30） 34．2 3．4 20 14 4 5（16．7％） 16（53．3％）　9（30．0％）
rI

laparoscopic
ligation

16（15） 33．2 3．5 12 14 6 2（13．3％） 6（40．0％）　7（46．7％）

mlc「oscoplc
ingUinal　ligatiOn

18（12） 31．5 3．2 10 13 2 3（25．0％） 4（33．3％）　5（41．7％）

Table　3　Recurrence　of　varicocele　and　cemplications

Group Recurrence Complications
’、

high　ligation 5／30（16．7％） wound　infection　1

embolization 3／42（　7．1％） extravasation　4

femoral　bleeding　l

夏aparoscopic　ligation 3／26（11．590） scrotal　emphysema　2

microscopic　inguinal　ligation 0／23（　0．09を）） hydrocele　1
」

papaverine　solution　was　often　useful　for　identifica－

tion．　The　spemユatic　cord　was　doubly　ligated　with　a　l－

zero　silk，　except　the　vas　deferens　with　its　vessels，

spermatic　artery　and　lymphatics．　Bilateral　ligations　of

varices　were　perfomled　on　all　infertile　parients．

Results

　　Table　l　shows　the　average　surgical　time　and　hospi－

tal　stay　after　surgery　for　each　procedure．　The

embolization　using　steel　coils　was　successful　in　420f

the　52　patients（81％）and　unsuccessful　in　all　three

patients　with　varicocele　on　the　right　side．　There　were

no　major　complications　related　to　any　of　these　proce－

dures．　In　laparoscopic　surgery，　scrotal　emphysema

developed　during　surgery　in　2　patients，　but　subsided

within　a　few　hours　postoperatively（Table　3）．　The

arterial　CO2　concentration　（PaCO2）was　measured

in　5　patients　before　and　after　surgery　and　there　was　no

abnormally　high　value　of　postoperative　PaCO2．　The

spermatic　artery　was　preserved　in　all　cases．

　　In　microscopic　inguinal　varicocelectomy，　the　sper－

matic　artery　and　lymphatic　vessels　could　be　preserved

in　22（96％）and　20（879ら）cases，　respectively．

　　Clinical　results　of　varicocelectomy　in　subfertile

patients　are　shown　in　Table　2．　There　were　no　signifi－

cant　differences　among　the　four　methods　in　mean　age

and　infertile　duration．　Among　100　infertile　patients，

semen　analysis　could　be　performed　in　87　patients

after　surgery．　The　analysis　was　done　at　3，6，9and　12

months　and　at　more　than　one　year．　The　postoperative

analysis　shown　in　Table　2　was　done　after　more　than

one　year，　except　for　the　6　patients　with　microscopic

surgery．　The　improvement　in　semen　analysis　was　less

than　lO　points　by　Eliasson　score2＞．　The　rate　of

improvement　was　from　33．3　to　53．3％with　an　aver－

age　of　42．5％．　The　pregnancy　rate　was　f沁m　13．3％

to　33．3％with　an　average　of　23．0％．　There　were　no

significant　differences　among　four　methods　in　preg－

nancy　rate　and　improvement　of　semen　analysis，

although　the　patient　number　in　each　procedure　was

sma11．

　　The　recurrent　rates　and　late　complications　are　shown

in　Table　3．　The　recurrent　rate　was　highest　in　high　lig－

ation（16．7％）and　there　were　recurrent　cases　in　both

coil　embolization（7．1％）and　laparoscopic　surgery

（115％）．However，　there　were　no　recu1Tent　cases　in

microscopic　inguinal　ligation，　and　hydrocele　occured

in　only　one　case，　the　initial　case　of　this　procedure．

Discussion

　　We　performed　four　kinds　of　surgical　treatment，

high　ligation，　percutaneous　embolization，　laparo一

1

ゆ

噛

一

：

淵

つ

1

1
一1

d



，

甲

噸

ず

ψ

、

」

：

恥

“

t

“

一

櫓

平成7年7月1日 S．NISHIO　et　al． （289）13

scopic　ligation　and　microscopic　inguinal　ligation，　fbr

varicocele　on　a　total　of　l　31patients　at　Ehime　Univer－

sity．　There　were　no　significant　differences　between

the　four　procedures　in　pregnancy　rate　and　improve－

ment　rate　of　semen　analysis　in　infertile　patients．　How－

ever，　the　incidence　of　recurrent　varicocele　was　clearly

small（no　cases）in　the　method　of　microscopic

inguina】1igation．

　　Varicocele　is　found　in　approximately　l5％of　the

general　population　and　in　at　least　35％of　infertile

men．　The　efficacy　of　surgical　repair　of　varicocele　for

infertility　has　already　been　accepted3・4）．　There　are

various　surgical　techniques　such　as　high　ligation5），

inguinal　ligation6），　percutaneous　embolization7）and

laparoscopic　ligation8、10＞．　We　changed　surgical　tech－

niques　severa1　times　during　l　2　years　because　the　per－

cutaneous　embolization　is　less　invasive　and　the

laparoscopic　technique　is　usefu亘for　the　bilateral

varicocele　patient．　However，　the　problem　with　these

techniques　was　persistent　or　recurrent　varicocele　from

7．l　to　16．7％in　our　patients．　Several　studies　clearly

showed　that　recurrent　varicoceles　are　usually　due　to

venous　collaterals　that　bypass　the　inguinal　portion　of

the　spermatic　cord　and　that　7％of　the　recurrences　are

apParently　due　to　scrotal　collateralslIJ2）。　In　laparo－

scopic　surgery，　among　3　recurrent　patients，　one　had　a

scrotal　collateral　and　two　had　collaterals　of　the　inter－

nal　spermatic　veins．

　　Attempting　to　decrease　the　recurrent　rates，　we　used

microscopic　inguinal　varicocelectomy　from　March

1993．In　this　method，　both　the　internal　and　extemal

spermatic　veins　which　make　varicocele　can　be　lig－

ated．　Furthermore，　it　has　the　advantages　of　identifica－

tion　and　preservation　of　the　testicular　artery　and夏ym－

phatics．　This　will　lead　to　a　low　recurrent　rate　of

varicocele　and　less　complications　such　as　hydrocele．

Microscopic　inguinal　varicocelectomy　was　first

reported　by　Goldstein　in　199212）and　recently　by

Marmar　in　1994i3）．　The　recurrent　rate　was　very　low：

0．6％（4／640）and　O．82％（5／606）．　There　was　a　very

small　number　of　complications　such　as　hydrocele　in

their　group．　This　technique　has　another　advantage

which　allows　examination　by　venography　to　find　any

anomaly　or　etiology　of　recurrence．

　　We　recommend　microscopic　inguinal　varicocele一

ctomy　for　surgical　treatment　of　varicocele．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）
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亀井　修

　131例の精索静脈瘤患者（不妊症100例，精巣痛およ

び精巣発育障害31例）に対して手術を施行した．内訳

は高位結紮術30名，金属コイルによる塞栓療法52名，

腹腔鏡下結紮術26名，顕微鏡下鼠径部結紮術23名で
ある．

　塞栓療法では52例中42例において成功した（81％）．

不妊症例において妊娠率は高位結紮術が最も高く

日本不妊会誌　40巻3号

（33．3％），つぎに顕微鏡下結紮術（25．0％），塞栓療法

（16．7％），腹腔鏡下（13．3％）の順であった．精液の改

善度は塞栓療法が53．3％と最も高く，つぎに腹腔鏡下

（40．0％），高位結紮術（36．7％），顕微鏡下（33．3％）の川頁

であった．しかし，特に各術式問に有意差を認めなか

った．再発は高位結紮術が16．7％と最も高く，つぎに

腹腔鏡（11．5％），塞栓療法（7．1％）であり，顕微鏡下

結紮術では1例も再発を認めていない．

　以上より顕微鏡下鼠径部結紮術は優れた術式である

といえる．

　　　　　　　　　　　　（受付：1994年ll月24日）

　　　　　　　　　　　　（受理：1995年1月26日）
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Abstract：Anew　variation　in　the　swim－up　technique，　named　as　the　microtube　method，　was　devised　and

applied　to　intrauterine　inseminations（IUIs）fbr　160　cycles　in　60　infenile　couples（study　group），　and　these

results　were　compared　to　those　of　the　control　group　consisted　of　56　conventional　IUI　cycles　in　a　total　of　30

women．
　　This　new　method　used　a　microtube　in　a　macrotube　containing　medium，　and　the　sperm　pellet　obtained

after　a　centrifugation　of　liquefied　semen　was　dropped　into　the　microtube．　Motile　spermatozoa　swam　up

from　the　bottom　of　the　macrotubes．　In　this　technique，　as　compared　to　a　conventional　swim－up　method，

quality　of　recovered　spermatozoa　were　significantly（p＜0．Ol）improved，　probably　because　damage　of

spermatozoa　from　the　mechanical　stress　of　centrifugation　could　be　reduced，　and　motile　spermatozoa　could

easily　swim　up　from　the　sperm　pellet．　IUIs　in　the　study　group　yielded　a　total　of　16pregnancies　with　a　preg－

nancy　rate　of　27％per　patient　and　10％per　cycle，　which　was　not　different　from　those　of　the　control　group

（13％per　patient，　and　9％per　cycle）．

　　Clinical　application　of　this　new　method　was　recommended　because　of　its　simplicity　and　better　quality　of

recovered　spermatozoa．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J。　FertiL　Steril．，40（3），291－295，1995）

一

押

Introduction

　　In　human　infertility　treatment，　a　variety　of　reasons，

such　as　subnormal　semen，　disturbed　migration　of

spermatozoa　within　the　female　genital　tract　and　fail－

ure　to　deliver　the　ejaculate　to　a　location　that　allows

close　contact　with　the　extemal　cervical　os，　have　gen－

erally　been　accepted　for　artificiahnseminations且・2）．

However，　pregnancy　rate　of　intrautenne　lnsemmatlon

is　not　so　high　as　expected，　and　the　procedure　itself　has

arisk　to　induce　pelvic　inflammatory　disease，　since

microorganisms　are　present　in　the　semen・So　far，　vari－

ous　techniques　including　swim－up　technique3），　Per－

col1－gradient　separation　technique4），　simple　washing

by　centrifugations，　and　so　on，　have　been　devised　and

applied　fbr　overcoming　these　obstacles．　In　this　paper，

we　introduced　a　new　variation　of　the　swim－up　tech－

nique　named　as　the　microtube　method，　which　was

contrived　by　our　andrology　laboratory　team．　This

technique　is　simple　and　seems　to　be　superior　to　a　con－

ventional　technique　in　improving　sperm　quality，　and

removing　leucocyte　from　specimens・

Materials　and　Methods

　　This　investigation　was　performed　between　October

1990and　December　l　992　in　Selchuk　University　Hos－

pital，　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Microbiology，　Immunology　and　Andrology　laborato－

ries．
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Patients

SPERM　PREPARATION　FOR　IUI

　　Sixty　legally　married　couples　as　the　study　group

and　301egally　married　couples　as　the　control　group

were　included　in　this　study．　In　the　study　group，15

men　had　serum　spe㎜agglutinating　antibodies6），16

women　had　serum　sperm　agglutinating　antibodies，14

women　had　hostile　cervical　mucus，　and　l5men　had

oligozoospermic　condiIions（less　than　lO×　106

motile　spermatozoa／ml）．　An　average　age　of　the

women　was　31．2±L7　year　old　with　a　range　of　24　to

42，and　periods　of　infertility　were　ranging　from　3　to

l5　years．　In　the　control　group，8men　had　serum

sperm　agglutinating　antibodies，9women　had　serum

sperm　agglutinating　antibodies，5women　had　hostile

cervical　mucus，　and　8　men　had　oligozoospermic　con－

ditions．　An　average　age　of　the　women　in　the　control

group　was　33．1±2。3　year－old　with　a　range　of　l7to

40．

　　Culture　of　cervical　mucus　for　Neisseria　gonor－

rhoea，　Chlamydia　trachomatis　and　Mycoplasmas

（Ureaplasma　urealyticum）were　examined　in　all

patients　prior　to　treatmenL　Before　Ihe　beginning　of

IUI，　women　with　positive　cultures　were　treated　with

antibiotics　until　the　results　of　culture　turn　to　be　nega－

tive．　Hysterosalpingogram　and／or　laparoscopy

日本不妊会誌　40巻3号

demonstrated　normal　patency　of　fallopian　tubes　in　all

women．　The　levels　of　serum　progesterone　and／or

endometrial　biopsy　during　the　mid－luteal　phase　were

examined　in　all　women　to　evaluate　ovulatory　status，

Women　with　ovulatory　dysfunction　as　determined　by

the　mid－luteal　phase　progesterone　levels　of　less　than　4

ng／ml　or　delayed　endometrial　dating　were　treated　with

50～150mg／day　clomiphene　citrate　for　5　days　begin－

ning　from　5th　day　of　the　cycle．

Sample　preparation／b〃皿

　　Fresh　ejaculates　were　allowed　to　liquefy　for　30

minutes　at　37℃．Following　the　routine　examination

of　semen　quality，　we　added　one　ml　of　semen　to　a　ste－

rile　centrifuge　tube　containing　one　ml　of　Ham「s　FlO

medium，　and　centrifuged　at　room　temperature　for　five

minutes（400×g）．　The　tubes　were　then　prepared　for

IUI　by　either　a　classic　swim－up　or　the　microtube

method．

　　In　the　classic　swim一叩technique，　supematant　was

discarded　after　the　first　centrifugation，　and　the　spe㎜

pellet　was　diluted　again　by　the　two　ml　of　medium，

followed　by　the　second　centrifugation．　After　the　cen－

trifugation，　the　tube　was　incubated　for　30　min．　until

motile　spermatozoa　swam　up　from　the　penet．　Then

the　motile　spermatozoa　were　recovered　from　the
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（Dropping　of　liquefied　semen　into　the

　　　　　microtube　after　centrifugation）

Preincubation　Procedure

（After　incubation　of　semen　40～50　minutes

　　　　　　　　　　　　　　　at　37℃in　5～10e／e　CO2）

Post　lncubation　Procedure

L

～

叩

Fig」 Scheme　of　the　microtube　method

▼



毘

■

q

A

之

平成7年7月1日 M．　COLAKOGLU　et　al．

upper　layer　of　the　pe量let　with　approximately　O5～1

ml　of　medium，　and　used　fbr　IUI．

　　For　the　microtube　method，　supernatant　was　dis－

carded　following　the　first　centrifugation，　and　the

sperm　pellet　was　dropped　into　the　two　end－open

microtube　in　the　macrotube　with　a　Pasteur　pipette

（Figure　1）．　The　tube　was　then　incubated　at　37℃（5％

CO2）for　30　min。　to　allow　the　motile　spermatozoa　to

be　released　from　the　bottom　of　the　tube（cloudy　part），

where　bacteria，　leucocyte　and　inactive　spermatozoa

were　expected　to　be　located．　Approximately　O．5～l

ml　of　the　upper　layer（clear　part）where　motile　sper－

matozoa　swam　up　was　recovered　and　used　for　IUI，

Iu∬Technique

　　With　the　patient　in　the　lithotomy　posltlon，　a　specu－

lum　was　placed　in　the　vagina，　and　the　cervix　was

cleansed　with　a　dry　cotton　swap．　Whole　material

which　was　prepared　by　either　a　conventional　swim－up

technique　or　the　microtube　method，　were　loaded　into

aShepard　IUI　catheter（Cook　Ob／Gyn，　Spenser，　IN）．

The　catheter　was　carefully　inserted　to　the　upper　part

of　uterine　cavity，　and　the　material　was　injected

slowly．　After　the　procedure，　the　pat童ents　were

requested　to　rest　for　5　minutes．

Co卯傭・π夢卿ア〃i　quatity　afler　the　application　of

the　two　technique

　　In　a　total　of　50　samples，　sperm　quality　was　com－

pared　before　and　after　the　application　of　the　two　tech－

niques．　Following　the　liquefaction，　one　ml　of　semen

was　added　to　two　sterile　centrifuge　tubes　containing　l

ml　of　Ham’s　FlOmedium　each，　and　was　centrifuged

at　room　temperature　for　five　minutes（400×g）．　One

of　the　tubes　was　destined　for　the　preparation　of　the
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classic　swim－up　technique　and　the　other　for　the

microtube　method．　The　sperm　quality　including

sperm　density，　motility，　vitality　and　leukocyte　con－

tamination，　was　examined　before　and　after　the　prepa－

rations．　Sperm　vitality　and　an　incidence　of　leucocyte

contamination　per　spermatozoa（per　100　spermato－

zoa）in　each　sample　was　evaluated　following　the

staining　of　Eosin　Y　dye　under　observation　with　a

phase　contrast　microscope7）．

Statistics

　　Statistical　analysis　of　the　results　were　computed

using　unpaired　Student「s　t－test　and　X　2　test．　All　data

were　expressed　as　Mean±S．D．　and　a　statistical　dif－

ference　was　determined　at　a　590　level．

Results

　　Cycle　characteristics　of　IUIs　in　the　study　and　the

control　group　are　summarized　in　Table　1」n　the　study

group，1601UIs　were　performed　on　a　total　of　60

women　with　an　average　of　2．6±1．3（Mean±S．D．）

cycles　per　patient．　In　the　control　group，56　conven－

tional　IUIs　was　performed　on　a　total　of　30　women

with　an　average　of　l．9±0．8　cycles　per　patient，　which

was　almost　equal　to　that　of　the　study　group．　IUIs　in

the　study　group　yielded　a　total　of　l　6　pregnancies　with

apregnancy　rate　of　27％per　patient　and　lO％per

cycle，　whereas　five　pregnancies　with　a　pregnancy　rate

of　17％per　patient　and　9％per　cycle　in　the　control

group．　These　pregnancy　rates　did　not　differ　between

the　two　groups．　In　the　study　group，　six　women　with

serum　sperm　agglutinating　antibodies　in　her　male

partners，　four　women　with　serum　spe㎜agglutinating

antibodies，　five　women　with　hostile　cervicai　mucus，

♂
Table　l Cycle　characteristics　of　intrauterine　inseminations（IUIs）in　the　study　and　the　control　group

Study　group Control　group Significance

“

Patients

Cycles

Cycles　per　patient

Pregnancies

PR　per　patient

PR　per　cycle

On－going　Pregnancles

On－going　PR　per　patlent

On－going　PR　per　cycle

60

160

2．6±1．3

16

27％

10％

10

17％

　　6％

30

56

1．9±O．8

　5

17％

9％

　4

13％

　7％

NS

NS
NS

NS
NS

PR＝pregnancy　rate，　NS＝not　significant．
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Table　2
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Sperm　quality　before　and　after　the　appiication　of　the　two　techniques（n＝50）

Motility Vitality Leucocyte

Pre－procedure　Samples

Conventional　Swim－up　Method＊

Microtube　Method＊＊

57±8％

65±5％

79±7％

60±22％

82±7％
88±4％

15±9％

7±4％

3±2％
＊　All　values　were　significantly（p〈0．01）improved，　as　compared　to　values　of　pre－procedure　samples

＊＊All　values　were　significantly（p＜0．Ol）improved，　as　compared　to　values　of　pre－procedure　samples　and　conventional

me山od

and　one　women　whose　partner　was　in　oligozoosper－

mic　condition，　were　conceived．　Six　pregnancies

resulted　in　first　trimester　abortions　with　a　total　mis－

carriage　rate　of　37％As　for　the　control　group，　two

women　with　serum　spe㎜agglutinating　antibodies　in

her　male　partners，　two　women　with　serum　sperm

agglutinating　antibodies　in　female　partners，　and　one

woman　with　hostile　cervical　mucus，　were　conceived．

One　woman　resulted　in　spontaneous　first　trimester

abortion，　with　a　total　miscarriage　rate　of　20％．　The

ongolng　Pregnancy　rates　were　almost　identicaI

between　the　two　groups．　Nine　patients　suffered　from

minimal　uterine　cramping　while　IUI　was　performed，

but　no　infection　was　detected　during　this　study　period．

　　Sperm　quahty　before　and　after　the　application　of

the　two　techniques　are　summarized　in　Table　2．　Fifty

pre－procedure　samples　demonstrated　the　mean　sperm

motility　of　57±8％，　vitality　of　60±22％and　leuco－

cyte　contamination　of　l　5±9％When　we　applied　a

conventional　swim－up　method，　the　mean　sperm　motil－

ity　and　vitality　increased（P＜0．01）to　65±5％and

82±7％，respectively，　and　leucocyte　contamination

（per　lOO　spermatozoa）decreased（P〈0．OI）to　7±4

％The　microtube　technique　also　significantly（p＜

0．01）improved　spem　motility（79±7％），　as　well　as

vitality（88±4％）and　Ieucocyte　contamination（3±

2％），and　these　findings　were　superior　to　the　data　of

the　conventional　swim－up　technique．　There　was　no

significant　difference　in　the　density　of　the　recovered

spermatozoa（approximately　30～100×106／ml）

between　the　two　techniques．

Discussion

　　Fresh　semen　samples　ejacu艮ated　by　masturbation

are　not　always　free　from　bacterial　contaminations，

and　seminal　fluid　contains　some　factors　inhibiting

sperm　capacitation　process8）and　prostaglandins，

which　cause　uterine　smooth　muscle　contraction9）．

Therefore，　to　remove　seminal伽i面om　spe㎜atozoa

prior　to　IUI　procedure　has　been　considered　to　be　ben－

eficial　in　reducing　the　risk　of　pelvic　inflammatory　dis－

ease　and　uterine　cramp，　and　improving　the　sperm

quality。　For　this　purpose，　our　microtube　method　pro－

vided　a　better　quality　of　spematozoa，　as　compared　to

that　of　the　conventional　swim－up　technique．　The　con－

ventional　technique　contains　two－times　centrifugation

process3），　and　a　recent　study　indicated　detrimental

effect　of　centrifugation　on　the　spematozoa，　since　such

amechanical　stress　significant】y　increased　production

of　radical　oxygen　species　from　the　damaged　sper－

matozoalo）．　It　is　expected　that　radical　oxygen　species

injure　the　fertilizing　Potential　of　human　spermato－

zoalo）and　may　be　one　of　the　causes　of　idiopathic　fer－

tilization　failure　in　human　in　vitro　fertilization　treat－

mentii）．　The　microtube　method　needs　only　one

centrifugation　procedure，　which　may　reduce　the　dam－

age　of　spermatozoa．　In　addition，　in　the　conventional

swim－up　technique，　spermatozoa　have　to　swim　up

from　the　compact　pellet　which　was　made　after　the

centrifugation．　In　the　microtube　methods，　sperm　pel－

Iet　was　diluted　and　mixed　with　the　medium　when　it

was　transferred　into　a　microtube　prior　to　swim－up

process．　This　condition　may　allow　the　motile　sper－

matozoa　to　swim　up　easily　from　the　bottom　of　the

tubes，　where　inactive　spermatozoa，　bacteria　and

leukocytes　were　deposited．　In　fact，　we　observed　a　sig－

nificant　improvement　of　sperm　motility，　vitality，　and

asignifi－cant　reduction　of　a　leucocyte　contamination

in　the　microtube　method．　Although　the　difference　of

pregnancy　rate　between　the　two　methods　was　not　sig－

nificant，　further　accumulation　of　clinical　trials　may

provide　a　better　pregnancy　rate　in　the　study　group．

Wang　et　aL　l　2）reported　that　another　sperm　preparation

methods　called　Wang’s　tube　system，　which　was　simi－

lar　to　our　procedure，　yielded　a　higher　proportion　of

spermatozoa　containing　normal－chromatin，　double一
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strand　DNA，

　In　summary，　this　microtube　method　is　simple，　and

seems　to　be　effective　in　improving　sperrn　quality　and

in　removing　leukocytes　or　dead　spe皿atozoa　from　the

specimen．　We　hope　that　this　technique　is　widely

applied　in　many　infenility　clinics　in　the　future．
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新しいswim－up法の人工授精への試み

セルチュック医科大学産婦人科学教室

マハメット・コラコグル

秋田大学医学部産婦人科学教室

児玉英也　福田　淳　田中俊誠

　Swim－up法の改良法であるmicrotube法を考案し，60

組の不妊夫婦の160周期の人工授精に応用した．得ら

れた成績は，従来のswim－up法で治療した56周期（不

妊夫婦30組）の成績と比較した．

　このmicrotube法は培養液の入ったmacrotubeの中の

microtubeに一回遠心洗浄した精子を注入してincubate

し，底からswim－upしてくる精子を回収するもので，

従来の方法に比較して遠心の回数が少ないことで精子

に対する機械的障害が少ないこと，swim－up前の精子

が若干培養液で希釈されることにより運動精子の

swim－upが容易になることなどの利点が考えられる．

microtube法で16例の妊娠，　swim－up法で5例の妊娠が

得られたが，妊娠率に関しては両群間に有意差は認め

なかった（対患者27％vsl7％，対周期10％vs9％）．

しかし，回収後の精子の運動率，生存率，および白血

球の混入の頻度などの所見は，microtube法が従来の

方法と比較して有意に（p＜0．Ol）改善されていた．

　この方法は簡便で，かつ精子所見の改善が見込まれ

ることから，臨床応用の意義があるものと考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年ll月28日）

　　　　　　　　　　　　　　（受理11995年1月30日）
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Abstract：An　attempt　was　made　to　control　birth　timing　by　RU　486，　an　antiprogesterone　compound　in　pigs．

　　Pregnant　sows　were　injected　with　500　mg　of　RU　486　intramuscularly　around　09：00，12：000r　15：000n

day　l　l　30f　pregnancy（Day　l　l　3）．　It　was　demonstrated　that　the　sows　injected　with　RU　486　between　mom－

ing　and　noon　of　Day　l　13delivered　in　the　daytime　of　the　next　day，　Day　l　l　4　at　a　high　rate．　All　of　the　piglets

obtained　did　not　have　any　abnormalities．

　　Apotential　effect　of　RU　486　fbr　controlling　the　onset　of　parturition　was　shown　in　this　study，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，40（3），296－298，1995）
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Introduction

　　Spontaneous　parturition　is　preceded　by　a　drop　of

uterine　progesterone　i・　2）　and　by　a　marked　decrease　of

blood　progesterone　concentration3）．　The　withdrawal

of　progesterone　dominance　is，　therefore，　regarded　as

one　of　the　main　factors　playing　a　role　in　the　timing　of

spontaneous　parturltlon．

　　There　were　several　reports　in　which　parturition　is

induced　by　RU　486，　a　competitive　antagonist　of　pro－

gesterone　in　rats4・5）and　cattle6）．　In　our　previous

report，　we　have　shown　that　parturition　can　be　induced

by　RU　486　in　pigs7）．　The　possibility　for　control　of

birth　timing　by　RU　486　was　also　suggested　in　that

report．

　　In　the　present　study，　the　potential　of　RU　486　for

controlling　the　onset　of　parturition　or　birth　timing　was

examined．

Materials　and　Methods

　　The　pigs　used　in　this　study　were　mature　females

weighing　200～250　kg．　They　were　bred　in　a　piggery

in　Shizuoka　Prefecture，　Japan．　Their　breeds　were

Large　Yorkshire，　Landrace，　or　their　cross　breeds．　RU

486was　mixed　with　sesame　oil　after　being　dissolved

in　ethyl　alcohoL　The　mixed　solution，　in　a　glass　flask，

was　su句ected　to　complete　evaporation　of　alcohol　in　a

boiling　water　bath．　Five　hundreds　mg　of　RU　486　dis－

solved　in　sesame　oil　was　injected　intramuscularly　to

each　pregnant　sows　around　O9：00，12：000r　l5：00

0n　the　day　1130f　pregnancy（Day　l　l　3）．　The　day　of

performing　normal　mating　was　designated　as　Day　O．

　　The　sows　injected　with　RU　486　were　lsolated　indi－

vidually　in　delivery　pens　and　were　closely　observed

thereafter　for　the　onset　of　parturition　and　for　the

matemal　behavior．

ResultS　and　Discussion

　　In　large　number　of　non－treated　sows　in　the　piggery，

the　average　gestation　period　was　l　l5．2　days．　In　the

sows　injected　with　RU　486　around　O9：000n　Day　l　l　3，

the　parturition　began　in　range　from　07：45　to　14：220n

Day　l　l4．　In　those　injected　with　RU　486　around　l2：

OO，　it　began　from　l　l：37　to　l　4：29．　On　the　other　hand

in　those　injected　around　l5：00，　the　parturition

occurred　within　13：22　to　18：110n　Day　l　l4　respec一
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Sow　No． Time　of　RU　486　injection

　　　　　onDayll3＊

Time　of　the　onset　of

　　　　partuntlon

Interval　between　RU　486　injection

　　　and　the　onset　of　parturition

79

457

60

09：05

09：09

09：14

ll：16（Dayll4）＊

14：22（Dayll4）

07：45（Day　l14）

26hllmin

29h　13min

22h　31min

97

142

10

11：35

12：09

12：11

ll：37（Day　114）

14：29（Day　114）

12：10（Day　114）

24h　O2min

26h　20min

23h　59min

叫

94

33

127

15：02

15：10

15：12

13：22（Day　l14）

18：04（Day　114）

18：ll（Day　114）

22h　20min

26h　54min

26h　59min

＊　The　day　of　performing　norrnal　mating　was　designated　as　Day　O．
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4

4

凪
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L

へ
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tively　as　shown　in　Table　l．From　these　results，　it　was

shown　that　the　sows　which　were　intramuscularly

injected　with　500　mg　of　RU　486　between　mornlng

and　noon　of　Day　l　l　3　delivered　in　the　daytime　of　Day

ll4at　a　high　rate．

　　All　of　the　piglets　obtained　in　this　study　did　not

have　any　abnormalities　and　were　growing　normally．

Maternal　behavior　of　nine　sows　injected　with　RU　486

was　also　no㎜al．

　　We　have　already　reported　the　potential　effect　of

RU　486　for　inducing　parturition　in　pigs　on　Day　l　l　30r

ll20f　pregnancy7）．　In　the　present　study，　it　is　consid－

ered　that　the　potential　effect　of　RU　486　not　only　for

inducing　parturition　but　also　for　controlling　the　onset

of　parturition　time　has　been　suggested．

　　It　is　well　known　that　progesterone　inhibits　myome－

trial　contractility　and　ensures　the　quiescent　state　of

the　uterus　during　the　pregnancy．　The　withdrawal　of

plasma　progesterone　concentration　is　observed　before

P・・t・・iti・n　i・・ats8），・abbitsg），・heeps1°），9・atsll）・

pigsl2），　and　cattlei3）．　This　withdrawal　of　progesterone

would　allow　uterine　contraction　and　cause　parturltlon．

RU　486　is　an　antiprogesterone　compound　with　high

affinity　for　the　progesterone　receptor．　As　the　mecha－

nism　by　which　RU　486　induces　parturition，　it　would

be　reasonable　to　assume　that　RU　486　occupies　pro－

gesterone　receptors　in　the　uterus．　This　coupling　may

acts　similarly　as　the　withdrawal　of　plasma　proges－

terone　concentration　and　control　the　onset　of　parturi－

tlon　tlme．

　　　Effective　control　of　birth　timing　in　sows　would

allow　improved　management　during　birth　process　and

decrease　neonatal　piglets　losses．　For　this　purpose，　glu－

cocorticoids　i4），　PGF2α15）and　combination　of　PGF2α

and　oxytocinl6）have　already　been　attempted　and

some　results　have　been　obtained．　It　would　be　difficult

to　compare　these　results　with　those　obtained　in　the

present　study，　because　the　number　of　sows　used　in

this　experiment　was　small・

　　From　the　results　of　this　study，　it　is　concluded　that

RU　486　is　one　of　the　promising　candidates　for　con－

trolling　the　onset　of　parturition　in　pigs・
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抗プロゲステロンゲステロン製剤，

RU　486を用いた豚の分娩調節の試み

日本大学農獣医学部獣医学科生理学教室

金山喜一　成相孝一　遠藤　克

国立予防衛生研究所筑波医学実験用霊長類センター

山海　直

　　少数例ではあるが，RU　486を用いて豚の分娩開始

時刻のコントロールを試みた．妊娠ll3日の豚に500mg

のRU　486を09：00，12：00，あるいは15：00を目

安に筋肉内に投与した．その結果，妊娠ll3日の午前

中にRU　486を投与すると，翌日の昼間に分娩の開始

が高率に認められた．得られた産子に異常は認めてい
ない．

　以上の結果より，RU　486を用いて豚の分娩開始時

刻をコントロールできる可能性が示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1984年12月5日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年2月3日）
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Ab，tract，1・・ecent　y・ars，　th・m・ny・tt・mpt・at・・n・e・v・ti・・t・eatm・nt・f　ce四ica1　P・eg・・n・i・・by　m・ny

authors　have　failed　to　produce　satisfactory　results・

W。、。n、e・vati・・ly　t・e・t・d　tw・vi・ble　ceMcal　p・egnan・i・・by　f・t・・ent・・i・・t・9・th・・with　l・cal・nd・ys－

temic　treatment　of　MTX　and／or　etoposide．

　　The　results　were　successful　and　did　not　involve　severe　complications．

　　Our　method　enables　cervical　pregnancies　other　than　rare　cases　to　be　cured　without　dilatation　and　curettage．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，40（3），299－302，1995）
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Introduction

　　We　conservatively　treated　two　viable　cervical　preg－

nancies　by　fetocentesis，　punctation　of　the　gestational

sac（GS），　local　i司ection　of　methotrexate（MTX）into

the　GS　under　the　guidance　of　transvaginal　ultrasono－

graphy，　and　the　systemic　administration　of　MTX

and／or　etoposide．　Local　puncture，　asplratlon，　mjec－

tion，　and　systemic　treatment　were　successful，　without

severe　complications　in　either　case・

　　This　method　may　thus　prove　a　useful　altemative　to

other　more　radical　or　complex　surgical　and　conserva－

t1Ve　treatment．

Case　report

Case　I

　　A25－year－01d　women，　gravida　three，　para　nil，　sud－

denly　presented　with　heavy　genital　bleeding　at　7

weeks　of　pregnancy・

　　She　was　immediately　treated　by　strong　vaginal

tamponade　and，　after　hospitalization，　ultrasound

analysis　confirmed　a　GS（22　mm），　fetus（13mm）in

the　cervix，　and　a　positive　FHB．　She　was　thus　diagnosed

as　having　cervical　pregnancy　at　7　weeks　of　gestation．

On　the　day　of　hospitalization，　her　general　condition

was　fair，　the　urinary　hCG　level　was　over　512，000

1U／l，　and　the　serum　hemoglobin（Hb）1evel　was　13、3

9／dl．　The　next　day，　having　obtained　infomled　consent

from　her　and　her　family，　a　17－gauge　needle　was　used

to　puncture　the　GS　under　transvaginal　ultrasono－

graphic　guidance　and　aspirated　the　contents・fetocen－

tesis　was　performed，　and　20　mg　of　MTX　was

injected．　The　GS　contents　were　confirmed　to　include

villi　by　pathologic　examination，　MTX（20　mg／day）

was　injected　intramuscularly　for　5　days（Fig．1）．

　　One　week　after　MTX　treatment，　the　fetus　was　not

detected　by　ultrasound，　but　the　GS　was　still　about　the

same　size　and　the　urinary　hCG　level　was　256，000

1U／1．　Therefore，20　mg　of　MTX　was　injected　two

more　times．　Because　the　urinary　hCG　level　was　still

high，　the　GS　size　was　almost　the　same，　and　her　serum

transaminase　levels　were　rising，　the　use　of　MTX　was

stopped　and　oral　etoposide（200　mg／day）was　admin－

istered　for　5　days．

　　Three　weeks　after　etoposide　treatment，　the　urinary

hCG　level　was　2001U／l　and　the　GS　was　very　smalL

One　more　course　of　etoposide　was　added　and，　one

week　after　the　second　administration　of　etoposide，

serum　and　urine　hCG　levels　returned　to　nonpregnant

ranges，　the　GS　and　cervical　swelling　disappeared

from　ultrasonography　findings，　and　no　more　genital

bleeding　was　observed．

Case　2

　　　A27－year－old　woman，　gravide　nil，　para　nil，　sud－

denly　presented　with　profuse　genital　bleeding　at　6

weeks　of　pregnancy　and　was　referred　to　us　by　a　local

膏
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Fig．2　Clinical　course　in　case－2
｝

doctor，　She　was　treated　by　strong　vaginal　tamponade

and・after　hospitalization　ultrasound　analysis　con－

fimled　a　GS（17mm）and　fetus（9　mm）in　the　cervix．

The　FHB　was　also　detected。　The　diagnosis　was　cervi－

cal　pregnancy　at　6　weeks　of　gestation．

　　The　day　of　hospitalization，　her　general　condition

was　fair，　the　urine　hCG　level　was　32，000　IUA，　and　the

serum　Hb　level　was　13．49／dl．　Obtaining　informed

consent　from　her　and　her　family，　the　GS　in　the　cervix

was　punctured　under　transvaginal　ultrasonographic

control　using　a　17－gauge　needle，　the　contents　were

aspirated，　fetocentesis　was　done，　and　20　mg　of　MTX

was　injected（Fig．3）．　The　GS　contents　were　con－

firmed　to　include　villi．　From　the　next　day，20　mg　of

MTX　was　injected　intramuscularly　fbr　5　days（Fig，2）．

　　After　3　weeks，　the　fetus　and　GS　had　disappeared，

but　the　cervix　was　still　swollen（47×36　mm）on

ultrasonography　and　the　urine　hCG　level　was　2，000

1UIL　One　more　course　of　MTX　was　added．　Two

weeks　after　the　administration　of　MTX，　serum　and

虎

、

ハ

昏

」

1ny



k

へ

A

｝

H

t

岬

ぜ

へ

”t

膏

’

へ

4

賊

．－L

へ

【

平成7年7月1日 K．YAMAGUCHI　et　al．

　　Fig．3　The　ultrasonographic　apPearance　of　case　2

The　FHB　was　positive　and　the　CRL　was　g　mm　in　the

cerVIX．

urine　hCG　levels　returned　to　the　nonpregnant　range

and　no　genital　bleeding　was　observed．　After　more　4

weeks，　the　cervix　had　retumed　to　nomlal　size（35×

22mm）on　ultrasonography．

Disc皿ssion

　　All　injections　were　perfbrmed　after　a　single　needle

pass　under　intravenous　anesthesia・At　aspiration　of

the　GS，　about　3　ml　of　fluid　was　obtained　and　the　pres－

ence　of　villi　was　confirmed．　Genital　bleeding　was

reduced　to　very　small　amounts　after　injection・After

fetocentesis，　the　fetal　heart　beat　stopped　within　min－

utes．　Throughout　treatment，　there　was　no　excess

bleeding，　but　the　slow　and　continuous　expulsion　of

small　amounts　of　tissue　was　observed．

　　　There　were　no　severe　side　effects，　but　serum

transaminase　levels　rosed　in　case　l　and　some　alopecia

was　noted．

　　　Dilatation　and　curettage　was　not　performed　in

either　patients．　Blood　transfusions　were　not　con－

ducted　in　either　cases　in　all　periods　of　our　treatments．

Previously，　in　dilatation　and　curettage　for　treating　cer－

vical　pregnancy，　sudden　and　uncontrollable　bleeding

sometimes　made　a　total　hysterectomy　necessary．　To

conserve　future　fertility，　several　methods　of　conserva－

tive　surgical　treatment，　e．　g．，　ligation　of　the　bilateral

intemal　iliac　arteries，　ligation　or　embolization　of　the

uterine　arteryi，2），　clamping　of　both　sides　of　the

cervix，　and　MacDonald脚s　operation，　have　been

attempted　but　results　have　not　been　necessarily　satis－

factory　and，　in　some　cases，　a　total　hysterectomy　was

（301）25

still　necessary．

　　In　recent　years，　the　systemic　and　local　use　of　MTX

for　various　types　of　ectopic　pregnancy　has　grown5）．

MTX　is　a　folic　acid　antagonist　widely　used　for　the

treatment　of　trophoblastic　disease，　and　it　has　been

recently　used　for　the　successful　management　of　tubal，

interstitial，　and　cervical　ectoPlc　pregnancy・

　　In　1987，　Feichtinger　and　Kemeter　first　reported　the

successful　treatment　of　a　tubal　ectopic　pregnancy　by

injection　into　the　GS3）．

　　Conservative　management　using　MTX　for　cervlcal

pregnancy　sometime　fails，　however，　and　some　authors

have　reported　the　use　of　other　medications　such　as

Actinomycin　D　and　cyclophosphamide，　In　l991，

Kusaka　et　al．4）reported　criteria　for　the　use　for　MTX　in

treating　ectopic　pregnancy．　They　felt　that　an　unrup－

tured　GS，　no　fetal　heart　beat，　a　GS　less　than　3　cm　in

maximum　diameter，　and　a　urinary　hCG　level　less　than

8，0001U／l　were　all　necessary　for　MTX　therapy．

　　In　our　cases，　the　fetal　heart　beat　was　detectable，　so

fetocentesis　was　done　to　allow　conservatlve　treat－

ment．　In　our　two　cases，　the　urine　hCG　was　also　over

8，0001U刀，　and　aspiration　of　the　GS　contents　and　the

local　injection　of　MTX　proved　helpfu1・

　　In　1994，　Ilan　et　al．6）reported　that　fetocentesis　and

local　injection　of　MTX　guided　by　transvaginal　ultra－

sonography　was　useful　in　treating　viable　cervical

pregnancy，　Our　results　suggest　that　aspiration　may

become　an　important　addition　to　the　treatment　of　cer－

vical　pregnancy．　We　propose　that，　in　the　presence　of

very　high　urine　hCG　levels　and　any　problems　when

using　MTX，　treatment　with　etoposide　may　be　the　sec－

ond　choice　for　cervical　pregnancy．　The　need　for　dila－

tion　and　curettage　may　therefore　be　eliminated　in　the

treatment　of　cervical　pregnancy　in　all　but　rare　cases．

　　　We　therefore　propose　that　any　cervical　pregnancy

may　be　able　to　be　cured　by　the　conservative　treatment

such　as　that　we　used，　except　in　rare　cases．

1）

2）
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　　under　sonographic　control　and　methotrexate　injec－

　　tion．　Lancet　I：381，1987

4）Kusaka　J，　Tanaka　T，　Kudo　M，　et　al．，　Local　MTX

　　injection　under　Iaparoscopy　for　the　treatment　of

　　ectopic　pregnancies．　J　Obstet　Gynecol　43：1721，

　　】991

5）Brian　RK，　Thomas　B，　Ghodratollah　J，　et　aL，　Non－

　　surgical　treatment　of　a　viable　cervical　pregnancy

　　with　intraamniotic　methotrexate．　Fertil　Steri153：

　941，1990
6）Ilan　ET，　Ana　M，　Edgar　O，　et　aL，　Successful　man－

　agement　of　viab豊e　cervical　pregnancy　by　local

　injection　of　methotrexate　guided　by　transvaginal

　ultrasonography．　Am　J　Obstet　Gynecol　l70：737，

　　1994

保存的薬物療法に成功した頸管妊娠の2症例

社会保険中京病院産婦人科

山ロー雄　柴田　均　大澤政巳

　胎児心拍陽性の頸管妊娠に対して妊孕性温存の目的

で経膣超音波下胎嚢穿刺および吸引，胎児穿刺，MTX

直接注入を施行した後，MTXまたはエトポシドを用

いた全身化学療法を行った．強度性器出血，胎児心拍

陽性，尿中hCG高値の症例に対しても局所療法および

全身療法を併用して，十分に子宮温存治療が可能と考

えられた．

　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年12月6日）

　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年2月6日）
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　1984年8月より8年間に札幌医科大学産婦人科ならびに関連施設において卵管性不妊症79症例に対し

顕微鏡的手術を中心とした卵管形成術または腹腔鏡的癒着剥離術を施行し，うち62症例は術後2年以上

follow　upできた．卵管性不妊症と関連ある既往歴としては流産・人工中絶が最も多かった．術後改善率

は66％で症例あたりの妊娠率は38．7％であった．術式では峡部端々吻合術を5症例に実施し4症例が妊

娠し最も術後成績が良好であった．全体としての流産率は25％で，卵管水腫例の妊娠例の半数が卵管妊

娠となった．術後妊娠まで期間は80％以上が1年以内でrVF－ETへの移行の時期の判断のひとつの参考に

なると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，40（3），303－306，1995）

緒　　言

　当科では1984年8月より卵管性不妊症例に対して

それまでの開腹による肉眼的卵管形成術にかえて顕

微鏡的手術を主体とした卵管形成術ならびに腹腔鏡

的卵管卵巣周囲癒着剥離術を実施してきた．1992年

までの8年間に79例にこれらを実施し，そのうち術

後2年間以上followできた症例は62例で，これらの

症例について術後成績をまとめ検討した．

対象および方法

性不妊症は35例であった（表1）．

　初診時の年齢は26～30歳が約50％と最も多く平均

年齢は30．3歳であった．妊娠した年齢もこの年齢幅

に最も多く，平均30．5歳であった（表2）．初診時ま

表1対象症例

卵管形成術施行総数

Follow　up症例総数

　原発性不妊症例

　続発性不妊症例

79

62

27

35

　札幌医科大学産婦人科教室ならびに関連施設にお

いて卵管性不妊症に対して1984年から開腹による卵

管形成術ならびに腹腔鏡的卵管卵巣周囲癒着剥離術

を総計79例に施行し，うち術後2年以上follow　upで

きた症例は62症例であった．ただし術後の改善が認

められずdrop　outした症例は改善不良例としてこれは

統計に含めた．このうち原発性不妊症は27例で続発

表2年齢分布

歳 21～25　　26～30　　31～35　　36～

初診時（％）

（総数62名）
4．8 53．2 29．0 13．0

妊娠時（9。）
　　　　　　　　0（妊娠例24名）

545 36．4 9．1

初診時平均年齢　30．3歳

妊娠時平均年齢．305歳
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での不妊期間は2年以上4年未満が最も多く平均3

年9か月で，妊娠した症例もほぼ同様の傾向であっ

た（表3）．

　卵管性不妊の原因と思われる既往歴のある例が70

％あり，他の報告より多いがその理由は不明である．

既往歴のある症例の40％に流産ないし人工妊娠中絶

の既往があった．開腹手術ならびに子宮内膜症がこ

れについで多かった（表4）．なおこの場合の開腹手

術は子宮外妊娠と卵管結紮術を除く手術を指してい

る．卵管性不妊のスクリーニングは子宮卵管造影

（HSG）ならびにRubin・testによった．なお子宮卵管造

影には油性造影剤を用いた．卵管形成術施行の前に

は全例腹腔鏡検査を施行し，その際癒着の軽い症例

に対しては腹腔鏡的卵管卵巣周囲癒着剥離術を施行

しこれを腹腔鏡的癒着剥離術症例とした．それ以外

の症例に顕微鏡的手術を主体とした卵管形成術を施

行した．主要術式によりIFFSの分類1）に準じて卵管

開口術，問質部吻合術，卵管采形成術，開腹癒着剥

離術，腹腔鏡的癒着剥離術，峡部端々吻合術に分類

した．複合手術例には3例の卵管開口術を施行した

症例が含まれている．またここでの間質部吻合術と

は全例卵管間質部峡部吻合術であり，開腹癒着剥離

術は1例を除いて他は附属器を超える癒着剥離術で

あった．なお癒着剥離術には必ずしも手術顕微鏡を

使用するわけではないが，手術手技ならびに器具や

表3　不妊期間分布

日本不妊会誌40巻3号

糸が顕微鏡的卵管形成術に共通することからまとめ

て統計に含めた．術後再癒着防止策としては大量生

理食塩水による腹腔内洗浄，32％デキストラン70の

腹腔内投与ならびにデキサメサゾン4mgを術後5日

間筋注投与した．

年 2～3　　 4～5　　 6～10　11～
全症例（％）　52．0

妊娠症例（％）50．0

27．1

33．3

18．8

16．7

2．1

0

　　平均不妊期間　3年9か月

妊娠症例不妊期間　3年6か月

成　　績

　術後成績はHSG，　R・b㎞職・・c・nd　l・・k　l・par・・c・py

（SLL）によった．　SLLは術後1～2週間目に施行し，

その際軽い癒着の認められる例には腹腔鏡的再癒着

剥離術を施行した．今回腹腔鏡的癒着剥離術と分類

した症例にはこのSLLの際の癒着剥離術は含めなか

った．

　術後改善率は開腹癒着剥離術の場合最も不良で約

43％であった．これは附属器を超える広範囲で重篤

な症例がほとんどだったためと思われる．また技術

的難易度の高い問質部吻合術の改善率も50％以下で

あった．卵管開口術後所見では開口はしているもの

の油性造影剤による術後HSGで大きな残像が残る改

善不良例が約半数に認められた（表5）．なお術後の

改善の判定は閉塞例は疎通性をもって改善とし，

HSGによる判定は癒着例では油性造影剤の翌日の腹

腔内拡散所見の程度によって判定した．また卵管水

腫の開口術では疎通性があっても翌日の残像に改善

が認められなければ改善不良とした．なお卵管性不

妊原因として当然クラミジア感染などが考えられる

が，当科でクラミジアのスクリーニングをする以前

の症例がかなり含まれていることから今回は病態別

分類はできなかった．

　妊娠例は24例で対症例あたりの妊娠率は38．7％で

あった．峡部端々吻合術の術後成績は良好で5例中

4例が妊娠し特に卵管結紮術後の再疎通術2例は2

t

，

ハ

喀

表4　卵管性不妊と関係があると思われる既往歴

人工中絶
　流産

開腹手術 子宮外妊娠　　卵管結紮術　　子宮内膜症 PID

症例数

（％）

18

4L8

7

16．3

4

9．3

2

4，7

7

16．3

5

11．6

既往歴症例　43例

表5　術式別術後改善率

術式 複合手術　卵管開口術　　間質部　腹腔鏡的癒　開腹癒着　　卵管采　峡部一峡部（膨大

　　　　　　　　　　　吻合術　　着剥離術　　剥離術　　形成術　部）端々吻合術
齢

施行数（割合：％） 13（21．0）　　　13（2LO）　　　11（17．7）　　　8（12．8） 7（11．3） 5（8．1） 5（8．1）

術後改善数（率：9。）　ll（84．6）　7（53．8） 5（45．5）　　　6（75．0） 3（42。9） 5（100） 4（80．0）

術後改善率　66．1％
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例とも妊娠した．また腹腔鏡的癒着隔離術と複合手

術の妊娠率も60％以上と高かった．妊娠までの期間

は80％以上が1年以内で平均妊娠までの期間は8．5か

月であった（表6）．妊娠予後としては子宮外妊娠3

例，流産3例で流産率25％と高率であった．この流

産6症例を除いた妊娠率（予後不明例を含める）は29

％であった（表7）．卵管水腫に限って術後成績を検

討すると術後改善率は50％以下で不良であった．対

症例あたりの妊娠率は40％と高いがその半数が卵管

妊娠であった（表8）．

考　　察

　従来我々は卵管性不妊症例に対し，開腹による肉

眼的卵管形成術を施行していたが，1984年に顕微鏡

的卵管形成術を開始し，あわせて腹腔鏡的癒着剥離

術も施行してきた．この腹腔鏡はHSG，　Rubin　testで

卵管性不妊を疑われた症例に対して実施した．特に

卵管卵巣周囲のフィルム状の癒着が不妊原因となっ

ている例に対して腹腔鏡的剥離術は有用であり術後

改善率も75％と高く妊娠率も63％と非常に高率であ

った．1992年までは卵管性不妊に対する腹腔鏡的処

置は癒着剥離術に限って実施していたが，最近は卵

管采形成術ならびに開口術も試みている．腹腔鏡的

表6　術後妊娠までの期間

月 1～6　　　7～12　　13～24　　25～

症例数（％）　ll（45．8）9（37．6）　2（8．3）　2（8．3）

術後妊娠までの平均期間　8．5か月

（305）29

手術は術後の回復が早く，術後癒着が少ないことか

ら今後は腹腔鏡手術への移行が進むものと考えられ

る．

　全体としての術後成績はGome12），　Winston3）らの報

告ならびに野口ら4），斉藤ら5），西田ら6）の報告と遜

色なく38．7％の妊娠率であった．もちろん対象症例

の難易度の違いがあり一概に比較はできないものの

技術的には一定のレベルに達していると考えて良い

ものと思われる．しかし卵管間質部閉塞症例に対す

る術後成績では長田ら7）の成績に比較して不良で今

後の技術修練が課題である．今回複合手術で妊娠率

が約62・9。と高かったが卵管水腫を含む3例は3例と

も卵管妊娠となった．これは卵管水腫に加え広範な

癒着がある症例だったためと思われる．

　今回の62例症例から特記すべきこととしては，既

往歴として流産・人工中絶が最も多く，処置後のfol－

10Wならびに患者への卵管性不妊の可能性の啓蒙が

重要であると思われた．年齢に関しては，妊娠時年

齢が26～35歳に集中しているが，これは初診時年齢

がこの年齢幅に多く，その症例が1年以内に妊娠し

たためで年齢と術後成績には関連がないものと思わ

れた．初診までの不妊期間は2～3年が半数を占め

るが妊娠例には不妊期間が4～5年の症例が30％以

上占めることから不妊期間と術後成績にも関連性が

ないものと思われた．術式別改善率では間質部閉塞

に対する成績が不良だった他，開腹癒着剥離術の術

後改善率ならびに術後妊娠率が最も低かった．妊娠

例は附属器周囲の癒着例であり，附属器を超える高

表7　術式別妊娠予後

術式 複合手術卵管開口術　間質部　腹腔鏡的癒　開腹癒着　　卵管采　峡部一峡部（膨大
　　　　　　　　　　　吻合術　　着剥離術　　剥離術　　　形成術　部）端々吻合術

妊娠例

妊娠率（％）

　（妊娠例／手術数）

妊娠予後（数）

　分娩

　流産

　子宮外妊娠

　不明・妊娠中

8

61．5

3

3

2

2

15．4

2

2

18．2

2

5

62．5

3

1

1

1

14．3

1

2

40．0

2

4

80．0

2

2

総妊娠率　38．7％

　流産率　25，0％

表8　卵管水腫に対する卵管開口術症例

手術総数 術後改善症例（率） 妊娠症例数 卵管妊娠症例数

16 7（43．89ら） 6 3
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度な癒着症例では1例の妊娠もなかった．このよう

な高度癒着症例では剥離後の腹膜欠損は必発であ

り，長田ら8）の報告しているように腹膜移植術を施

行しているがそれにもかかわらず術後成績は不良で

あった．なお広範な癒着がこのような手術の対象に

なるかどうかの問題はあるが，これらのほとんどは

は当科でIVF－ETを開始する前の症例であり現在はこ

のような症例に対しては手術治療は施行してない．

このような症例に対しては早期にIVF－ETに移行する

ことが妥当と思われた．術後の再癒着の早期発見に

はSLLの実施が有用で，時間の浪費を避けるため積

極的に早期にSLLを実施しIVF－ETの移行を決めるべ

きと考える．通常術後の癒着防止策として32％デキ

ストラン70の腹腔内投与9）を施行しているが，これ

が吸収されるのに1週間は必要なので我々は術後1

～ 2週目にSLLを実施している．術後妊娠までの期

間は80％以上が1年以内であることから，患者の年

齢にもよるが術後妊娠しない症例に対しては術後1

年を目安にIVF－ETへの移行を考えるべきと思われ

る．また術式による妊娠までの期間の差はなかった．

　卵管水腫の術後改善率は不良で妊娠率は40％と高

いものの半数が卵管妊娠となった．この結果により

卵管開口術を選択するか，IVF－ETを選択すべきかは

今後は病態と重症度により厳密に判断すべきと考え

られた．また卵管妊娠症例の中には患者の強い希望

により卵管を温存した症例もあった．このようなこ

とから患者への十分な説明の上，患者の希望やその

時点でのIVF－ETの妊娠率の高さによっても治療法の

選択が規定されるものと思われる．
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An　Analysis　of　the　resu脆s　after　tuboplasty

　　　　　　　in　our　clinic

Toshiaki　Endo，　Taeko　Goto，　Tamotsu　Kiya，

　Satoko　Mori，　Mika　Kanaya，　Miho　Fujii，

　Hiroshi　Yamamoto　and　Ryuichi　Kudo

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Sapporo　Medica】University　School　of　Medicine

　　　　　　SapPoro　O60，　Japan

　During　a　8－years　period　from　August亘984　through

1992，79patients　underwent　microsurgical　tuboplasty　or

laparoscopic　adhesiolysis．　We　made　an　investigation　of

the　prognosis　of　62　cases，　whose　condition　has　been

inspected　continuously　over　2　years　after　an　operation．

　The　past　history’s　incidences　is　highest　in　abortion．

　Of　the　62　patients，41（66％）cases　were　recevered．

Twenty－four（38．7％）cases　got　pregnant：6（25％）

patients　had　a　miscarriage（including　3　cases　of　tubal

pregnancy）．　Half　of　the　pregnant　patients　who　were　suf－

fering　from　hydrosalpinx　ended　up　having　tubal　pregna－

Cles．

　Twenty（83％）pregnancies　occured　within　first　year

after　the　surgery．

　　　　　　　　　　　　（受付：1994年11月19日）

　　　　　　　　　　　　（受理：1995年2月7日）
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　Chlamydia　t　aachomatis感染と，卵管性不妊との関連をみるため，1993年3月～1993年9月までの7か月

間に京都大学病院および8関連病院にて，開腹術となった産婦人科症例383例を対象に術前にクラミジア

抗体（IgA，　IgG，　IgM）および頸管クラミジア抗原，術中あるいは術後に両側の卵管クラミジア抗原の検

索を行い，疾患および開腹所見と抗原，抗体価との関連性，頸管抗原陰性例での卵管抗原陽性例の存在

の有無に関し検討を加えた．

　その結果，クラミジア感染は，その後遺症が特に卵管において著明であり，血中抗体（IgAあるいは

IgG）が陽性である場合には開腹時に40％以上の症例に卵管異常所見が認められた．血中抗体（IgAあるい

はIgG）陽性で頸管抗原陰1生例の中に卵管抗原陽性例が22％存在することが判明した．クラミジア抗体の
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　測定はIgA，　IgGの双方を同時に施行することが望まれ，　IgMの測定は診断的価値が低かった．クラミジ

　　ア抗体陽性の不妊婦人には，腹腔鏡による卵管の精査が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，40（3），307－312，1995）

緒　　言

　Chlamydia　trachomatis（クラミジア・トラコマティ

ス）感染は，STDとして一般の人々の関心をも集める

疾患となっているが，とりわけ産婦人科領域での関

心事はクラミジア感染と不妊症との関連で，特に卵

管炎を原因とした卵管性不妊との関連を指摘する報

告が多いト5）．

　しかし実地臨床上，卵管炎との診断のもとに開腹

術に至る症例はまれなことから，卵管からの検体採

取は困難なことが多く，クラミジアによる卵管炎と

の診断は下し難い．今のところ子宮頸管内の抗原検

索や血中抗体価の測定などでクラミジアによる卵管

炎の存在を推定するに過ぎない．さらに頸管内抗原

陰1生で血中抗体陽性の場合には，どの程度の頻度で，

卵管抗原が存在するのかもまったく不明である．そ

こで今回産婦人科開腹症例において頸管抗原検索，

血中抗体価測定に加え卵管抗原検索をも合わせて施

行し，疾患および開腹所見と抗原，抗体価との関連

性，頸管抗原陰性例での卵管抗原陽性例の存在の有

無などの検討を加えたのでここに報告する．

対象と方法

　京都大学医学部付属病院および8関連病院にて

1993年3月より1993年9月までの7か月間に開腹術

となった症例383例を対象に，術前に血中クラミジ

ア抗体価（IgA，　IgG，　IgM）ならびに頸管クラミジア抗

原を，術中あるいは術後に両側の卵管クラミジア抗

原の検索を行った．このうち抗体価の測定とともに，

頸管，卵管の抗原検索も施行できたものは337例で

あった．クラミジア抗体価はセロイパライザクラミ

ジアにて6），クラミジア抗原は，クラミジアザイム，

マイクロトラック，DEIA，　DNA一プローブのうち各

施設で採用されているいずれかの検査法を用いて測

定したが，このうち71％までがクラミジアザイムに

ての測定であった．卵管からの検体採取は，尿道に

使用する極細の綿棒を用いた．なお，データの統計

学的検定はt検定に従った．

結　　果

1）年齢別に見た血中抗体および頸管，卵管内抗原陽

性率（表1）

　383症例における抗体陽1生率は，IgA，　IgG，　IgMそ

れぞれ2α9％，225％，12．6％であり，抗原陽性率は，

頸管内3．5％，卵管内2．0％であった．年齢別には，

抗体，抗原陽性率に有意差はなかったが，51歳以上

の症例にも4例（6％）の卵管抗原陽性例を認めた．

2）原因疾患と抗体，抗原陽性率との関連（表2）

　帝王切開例での抗体，抗原陽性率を対照に各原因

疾患での陽性率を比較すると，卵管疾患においての

みlgAおよびlgG抗体陽性率が有意（各々p＜0．05，

p〈O．OO　1）に高かった．

3）開腹所見と抗体，抗原陽性率との関連

A）卵管所見と抗体，抗原陽性率との関連（表3）

　左右とも正常卵管症例の抗体，抗原陽性率と比較

して，IgG抗体陽性率は，正常例で19．1％であるのに

対し，癒着（315％）水腫（55．6％）閉塞（52．9％）といず

れの所見がある場合にも有意（癒着，水腫：p〈O．05，

μ

∫

－

｝

表1年齢別　抗体，抗原陽性率

年齢 症例数 抗体陽性率 抗原陽性率

IgA IgG IgM 頸管 卵管

30以下 47 14／47

　29．8％

14／47

　29．8％

7／43

　16。3％

4／43

　9．3％

1／42

　2．4％

31～40 66 18／66

　27．3％

19／66

　28．8％

9／60

　15．0％

2／64

　3．1％

0／60

　0．0％

A

A

41～50 197 31／197

　15．7％

34／197

　17．3％

18／181

　9．9％

5／190

　2．6％

2／182

　1．1％ A

51以上 73 17／73

　23．3％

19／73

　26．0％

10／66

　15．2％

2／72

　2．8％

4／67

　6．0％

　　合計　　　　　　383
18～84（平均44．1歳）

80／383

　20．9％

86／383

　225％
44／350

　12．60／e

13／369

　3．5％

7／351

　2．0％

胃

り
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表2　原因疾患と抗体，抗原陽性率との関連

原因疾患名 症例数 抗体陽性率 抗原陽性率

IgA IgG IgM 頸管 右卵管　　左卵管

妊娠
（帝王切開）

38 7／38　　　　　　5／38　　　　　　6／35

18．4％　　　　13．2％　　　　17．1％

1／35

2．9％

0／37

0．0％

0／37

0．0％

子宮良性疾患（A）
（子宮筋腫）

188 30／188　　　　32／188　　　　20／170

16．0％　　　 17．0％　　　　11．8％

5／184

2．7％

2／178

1．1％

0／180

0．0％

子宮良性疾患（B）

（子宮内膜ポリープ，子宮内膜増殖症）

ll 1／ll

9．1％

2／11　　　　　2／11

18．2％　　　 18．2％

0／11

0．0％

0／8

0．0％

0／10

0．0％

子宮頸部悪性疾患
　　　　（頸癌，上皮内癌，異形成）

25 7／25　　　　　　8f25

28．0％　　　32．0％

1／21

4．8％

1／25

4．0％

0／22

0．0％

1／25

4．0％

K
子宮体部悪性疾患

（体癌）

16 5／16　　　　　4／16　　　　　2／14

31．3％　　　25．Oo／o　　　l4．3％

0／15

0．O　9．

0／16

0．0％

0／15

0．0％

卵巣腫瘍（良性） 80 22／80　　　　　24／80　　　　　8／75

27，5％　　　　30，0％　　　　10、7％

5／76

6．6％

0／79

0．0％

3／78

3．8％

卵巣腫瘍（悪性） 9 　1／9　　　　　　　2／9　　　　　　　1／9

11．1％　　　　22。2％　　　　ll．1％

0／9

0．0％

0／8

0．0％

　1／8

125％

卵管疾患
（卵管水腫，卵管留膿腫，子宮外妊娠）

12 7／12＊　　　8／12＊＊＊　　　　1／11

58．3％　　　　66．7％　　　　9．1％

1／11

9．1％

1／11

9」％

1／11

9．1％

子宮内膜症　　　　（子宮内膜症，

子宮腺筋症，卵巣チョコレート膿腫）

34 7／34　　　　　7／34　　　　　6／30

20．6％　　　 20．6％　　　 20．0％

1／34

2．9％

0／30

0．0％

0／32

0．0％

骨盤腹膜炎 4 　2／4　　　　　　　2／4　　　　　　　2／4

50．0％　　　50．0％　　　50．0％

0／4

0．0％

0／2

0．0％

0／2

0．0％

幽
疾患が二種以上合併している場合には，それぞれの原因疾患に重複して記した．

　　　　　　　　　　　　　　　　表3　卵管所見と抗体，抗原陽性率との関連

＊P＜0．05＊＊＊P＜0．001

症例数 抗体陽性率 抗原陽性率

IgA IgG IgM 頸管 卵管

ン

左右ともに正常 283 47／283

16．6％

54／283

19，1％

34／256

13．3％

11／271

4．1％

3／274

1．1％

左右いずれかに癒着あり　73 24／73＊＊

32．9％

23／73＊

315％

9／70

12．9％

1／72

1．4％

3／59

5．1％

左右いずれかに水腫あり 9 　4／9

44．4％

5／9＊

55．6％

2／9

22％

0／9

0．0％

0／6

0．0％

左右いずれかに閉塞あり　　17 7／17＊

4L2％

9／17＊＊

52、9％

0／15

0．0％

1／16

6．3％

2／14＊＊

14．3％

所見が重複している場合には，それぞれに重複して記した． ＊P＜0．05　＊＊P＜0．Ol

閉塞：p＜O．Ol）に高く，IgA抗体陽性率は，癒着

（32．9％）または閉塞例（41．2％）で有意（癒着：p＜

0．Ol，閉塞：p＜O．05）に，また卵管抗原陽性率は，

閉塞例（14．3　9。）で有意（p〈0．Ol）に高かった．

　IgM抗体陽性率および頸管抗原陽性率は，正常卵

管所見群と異常卵管所見群との間に有意差を認めな

かった．またIgG抗体陽性の場合には，卵管に癒着，

水腫，閉塞のいずれかが存在する頻度は，41％

（37／91）にも達した．同様にIgAの場合は43％（35／82）

であり，IgMの場合は24％（11／45）であった．

B）ダグラス窩所見と抗体，抗原陽性率との関連（表4）

　ダグラス窩の異常所見（内膜症，癒着）と抗体，抗

原陽性率との間には何ら有意な関連は見られなかっ

た，

4）頸管抗原陰性で卵管抗原陽性例の検討

　抗体および3部位からの抗原検索結果がそろった

症例は337例であり，このうち頸管抗原陽性例は13

例（3．9％）で，これらすべての抗原陽性例において，

IgA，　IgG抗体のうちいずれかは陽性を示していた．

11例にはIgMも測定されているが陽性を示したのは

2例にすぎなかった（表5）．

　卵管抗原陽性例は5例（1．9％）で，このうち頸管抗

原が陰性であるものが4例存在した．その4症例の

年齢，抗体価，抗原検査成績，開腹所見，原因疾患
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を表6に示した．

　337症例中IgA，　IgGいずれかの抗体が陽性となっ

たものは103例であり，表6の症例1，2が抗体陽性

で，頸管抗原陰性であるが，卵管抗原陽性となった

ものでありその出現率は22％（2／103　一　13＝90）とい

うことになる。

考　　察

日本不妊会誌　40巻3号

　今回不妊症婦人に限定せず開腹を要した産婦人科

疾患全体を対象として，血中クラミジア抗体陽性率

ならびに頸管，卵管抗原陽性率と原因疾患，開腹所

見との関連を検討した．対照としたのは帝王切開を

施行した妊婦の抗体，抗原陽性率であり，我々が用

表4　ダグラス窩所見と抗体，抗原陽性率との関連

症例数 抗体陽性率 抗原陽性率

IgA IgG IgM 頸管 右卵管　　左卵管
，

正常 318 63／318　　　69／318　　　38／287　　　　9／306

19．8％　　　21．7％　　　　13．2％　　　　2．9％

2／301

0．7％

3／309

1．0％

外性子宮内膜症
（癒着12例を含む）

21 6／21　　　　　　3／21　　　　　　1／21

28．6％　　　14．390　　　4．8％

1／20

5．0％

0／21

0．0％

0／20

0。0％

癒着
（外性子宮内膜症12例を含む）

51 13／51　　　　　15／51　　　　　5／50　　　　　　2／49

25．5％　　　　29．49を）　　　10．0％　　　　4．1％

1／44

2．3％

2／45

4．4％

未記載 5 　3／5　　　　1／5　　　　0／5　　　　1／5　　　　0／5

60．09ら　　　20，0％　　　　0．0％　　　　20．09ら　　　　0．0％

0／5

0．0％

表5　頸管抗原陽性例一覧

症例　　年齢 抗体価 抗原検査 開腹所見 原因疾患 A

IgA　IgG　IgM子宮頸管卵管右卵管左　右卵管左卵管子宮 ダグラス窩疾患名 幽

1　　27

2　　26

3　　45

4　　44

5　　24

6　　23

7　　54

8　　46

9　　60

10　　37

11　　36

12　　45

13　　45

十　　十

十　　十

十　　十　　十

十　　十　　十

十　　十

十　　十

十　　十

十　　十

十

十

十

十

±（1．01）一

十　　十　　十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

閉塞　閉塞

正常　正常

正常　正常

正常　正常

癒着あり癒着あり

正常　正常

正常　正常

正常　正常

正常　正常

正常　正常

正常　正常

正常　正常

正常　正常

その他　　　癒着あり

　　　　　　正常

筋腫　　　　正常

内性子宮内膜症正常

正常

筋腫

正常

筋腫

筋腫

正常

正常

正常

正常

癒着あり

正常

卵管留膿症（両）

妊娠（骨盤位）初産婦

子宮筋腫

子宮腺筋症・卵巣腫瘍

卵巣嚢腫（左）

粘膜性嚢胞腺腫

子宮筋腫

子宮頸癌

卵巣嚢腫

子宮筋腫

子宮筋腫

筋腫＋内性子宮内膜症外性子宮内膜症卵巣腫瘍（右）

筋腫　　　　正常　　　子宮筋腫

脅

員

表6　頸管抗原陰性で卵管抗原陽性例一覧

抗体価

症　年　　IgA

例齢　カットオフ
　　　　　　　ID

IgG IgM
抗原検査 開腹所見

カットオフ

　ID

カットオフ

　ID

子宮頸管卵管右　卵管左
　　　　　　　　　　原因疾患
右卵管左卵管子宮 R

A

A

1

2

3

4

72

68

62

51

十　1．76　十

　く0．90　十

　く0．90

　＜0．90

Ll7

3．70

〈0．90

〈0，90

＜O．90

＜0．90

＜0．90

＜0．90 十

十

十

十

癒着あり　癒着あり

癒着＋閉塞正常

正常　　　正常　　頸癌

正常　　　正常　　筋腫

卵巣癌　ムチン性嚢胞腺癌

卵巣粘性液嚢腫

上皮内癌

子宮筋腫　尿失禁

A

’

抗原検査は全例クラミジアザイム使用
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いた妊婦のIgG抗体陽性率（13．2％）は，諸家の報告

（楊ら7）16．7％，野口ら4）135％）とも一致するものであ

り妥当な対照であったと考えられる．その結果，血

中抗体陽1生率が有意に（IgA：p〈0．05，　IgG：p＜

O．001）に高値を示したのは，卵管疾患においてのみ

であり，IgA，　IgG抗体陽性の場合には，開腹時に40

％以上に達する何らかの卵管異常所見（癒着，水腫，

閉塞）が見られた．さらに開腹所見で，卵管もダグ

ラス窩も正常であるものを対象とすると，ダグラス

窩の異常所見群では抗体陽性率の上昇は見られず，

卵管に異常が見られた場合にのみ，IgA，　IgG抗体陽

性率が上昇していた．これはMardh8）らが53例の急性

卵管炎患者にて抗原検査をしたところ，頸管（36％）

卵管（30％）には陽性例が存在するものの，ダグラス

窩からは29例検査されたが，陽性例は1例も見いだ

せなかったとの報告とも合致する結果である．つま

りクラミジア感染は卵管炎を起こしその後遺症を卵

管には残すが，ダグラス窩にまでおよぶことはあま

りないことを示している．IgM抗体陽性率は，原因

疾患とも開腹所見とも何ら有意な関係を示さなかっ

た．これは我々の調査対象に抗原陽性例が少なかっ

たことでもわかるが，対象としたものの大多数がク

ラミジア感染の症状を呈さない開腹症例であり，た

とえあっても既往感染であろうと思われるものであ

ったため，感染の早期に出現し極めて短期間のうち

に消失するIgM9）は陰性となることが多かったためと

思われる，

　さてクラミジア感染において，いずれかの部位か

ら抗原が証明された場合には治療を開始するのに異

論はないが，抗原陰性の場合，症状だけからは，な

かなか治療に踏み切れないのが現状である．しかし

抗体陽性で，頸管抗原陰性の場合，卵管には抗原が

存在しないのかという疑問が常につきまとう．我々

の調査対象は，卵管炎症状を有しているものに限ら

れたものではないが，抗体陽性（IgAあるいはIgG）

で，頸管抗原陰性例のなかで卵管抗原陽性例が2例

（2．2％）存在することが判明した．これは予想外に高

頻度であったが，卵管炎の症状がある場合，この頻

度はさらに高くなると予想される．ただし抗原検査

の場合，常に次の2つの疑問は残されたままである．

1）存在する抗原が確実に採取されたか．2）偽陽性で

はないかである．武内らは5），卵管病変が認められ

た16例に腹腔鏡下に卵管からのクラミジア抗原の検

出を試みたが，1例で検出されただけであると報告

し，クラミジアが細胞内に潜伏すると感染局所表面

からは抗原検出が困難になると推論している．我々

（3H）35

の場合でも，卵管病変に抗体陽性率が高いにもかか

わらず，抗原検出率は対照群と有意差を認めなかっ

た。Ciamciら10）は，卵管からの抗原採取にtubal　cyto－

brushの使用を勧め，同時にその使用が卵管への傷害

がないことも示しているが，我々は，さらに侵襲が

少ないと考えられた尿道用の極細綿棒を用いたため

抗原の検出率では劣っているものと思われる．次に

偽陽性の問題であるが，クラミジア抗原検索の場合

クラミジアザイムでは，6～7．7％の偽陽性率1L　12）が

出るとされている．これはクラミジアザイムが，ポ

リクローナル抗体を使用しているためグラム陰性菌

が多量に存在すると反応がみられ陽性となることに

よる13）．表6で示された頸管抗原陰性で卵管抗原陽

性例の場合，症例3，4は偽陽性の可能性が高い．な

ぜなら頸管抗原陽性例全例がlgA，　IgGいずれかの抗

体に陽性を示すが，この2症例では，IgMを含めて

すべての抗体が陰性となっている．

　以上クラミジア抗体価（lgA，　IgG）は，クラミジア

感染の後遺症としての卵管病変の診断には有用であ

ると思われる．しかし現在の抗原検査法にはその検

出率に問題が多く，したがって治療の適応にも明確

な判断を下せないのが現状であるといえる．

結　　論

　STDとしてのクラミジア感染は，その後遺症が特

に卵管において著明であり，血中抗体（lgA，　IgG）が

陽性である場合には開腹時に40％以上の症例に卵管

異常所見が認められた．クラミジア抗体陽性の不妊

婦人には，積極的に腹腔鏡による卵管の精査が望ま

れる．クラミジア抗体の測定はIgA，　IgGの双方を同

時に施行することが望まれるが，IgMの測定は診断

的価値が低いと思われた．

　稿を終えるにあたり本研究にご協力いただいた明

治乳業株式会社に深謝いたします．
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　　　In　order　to　identify　possible　correlation　between

Chlamydia　trachomatis　infection　and　tubal　infertility，　we

studied　anti－Chlamydial　specific　antibodies（IgA，　IgG

and　IgM）as　well　as　Chlamydia　antigen　in　cervix　before

surgery，　and　Chlamydia　antigen　in　both　fallopian　tubes

during　or　after　surgery　in　383　gynecological　patients　who

underwent　laparotomy　at　Kyoto　University　Hospital　and

eight　affiliated　hospitals　for　seven　months（between

March　l　993　and　September　1993）．　Following　analysis　of

clinical　data，　we　also　discussed　correlation　between　the

disease，　laparotomy　findings　and　Chlamydia　antigen／

antibody　titers，　and　the　presence　or　absence　of　tubal　anti－

gen－posltlve　cases　among　cervical　antigen－negative

cases．

　　The　results　of　this　study　showed　that　consequences　of

tuba1　damage　due　to　previous　Ch｝amydial　infection　were

found　particularly　in　salpinx，　and　that　abnormal　salpinx

findings　were　seen　in　more　than　40　90　of　serum　antibody－

posltlve　cases（lgA　or　IgG）during　Iaparotomy．　The

study　also　revealed　that　2．2％of　serum　antibody（IgA　or

IgG）positive　and　cervical　antigen－negative　cases　were

positive　for　tubal　antigen．　Therefore，　it　would　be　desir－－

able　to　measure　both　lgA　and　lgG　Chlamydia　antibodies

at　the　same　time，　although　dctection　of　C．trachomatis

specific　serum　lgM　antibodies　had　less　diagnostic　value．

　　We　suggest　that　careful　laparoscopic　examinations

should　be　performed　in　Chlamydia　antibody－positive，

infbrtile　WOmen．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年1月9日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年3月3日）
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SUB　STANTIAL　RISKS　IN　MULTIPLE　PREGNANCY：

　　　ACOMPARISON　WITH　SINGLE　PREGNANCY

A
Takehiko　YASUMIZU，　Takeshi　HIROI，　Toshihiko　KINOSHITA　and　Junzo　KATO
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Abstm，t，・The・bjective・・fthi・・t・dy　w・・e　t・・xami・・th・m・g・itud・・f・ub・tanti・1「i・k・i・m・ltip1・p・eg－

。、n、y・nd　t・・eassess・u・man・g・m・nt　p・li・y　f・・m・1tip1・p・eg・・n・y・The　c・mplicati・n・f・und　in　a

，ecently　m・n・g・d　J・pane・e　p・P・1・ti・n・f　m・ltipl・p・egnan・y（・－95）・nd　a　c・nt・・l　g・・up・f・i・gl・p「eg－

。、n、i，，（。＝5020）manag・d　i・th・・am・h・・pit・l　d・・i・g　th・・am・tim・p・・i・d　w・・inve・tig・t・d・Th・dif－

ference　of　outcome　between　twin（n＝87）and　triplet（n＝8）pregnancies　was　also　studied．

Th，　ri・k・f　m・ltipl・p・eg・・n・i・・w・・m・・e　th・n　fi・・f・ld　high・・than・i・gl・p・egnan・i・・i・p・・i・・t・1　m・「－

t。lity．　Th・i・・id・n・e・・f・th・・m・t・m・1，　f・t・l　and…n・t・1・・mplicati・n・w・・e　al・・high・・ex・ept　f・・fetal

an。m・ly，　and・ig・ificant　i…ea・e・・f　th・・e　c・mplicati・n・w・・e　m・・tly　ass・・i・t・d　with　th・high・at…fp「e－

m、t。rity・nd　i・t・aut・・i・・9r・wth・e・面・ti・n．　H・w・v・・，　any・ig・ificant　diff・mce　excep・f・・th・i・・id・n・e・f

light－f・r－d・t・b・bi・・w・・n・t・b・erv・d　b・tween　twi・・nd　t加1・t　p・eg・・n・y　g・・up・・1・・dditi・n・　t「iplet　P「eg冒

nan・y　i・dicat・d・・el・ti・・ly　b・tt・…t・・m…f・…th・i・・id・nce・・f…n・t・l　death　and　l°w　l“m’nute

scores　were　concemed．　This　favorable　outcome　of　triplet　pregnancy　seems　to　have　originated　from　more

frequent　and　earlier　prophylactic　hospitalization・

　　These　results　indicated　that　multiple　pregnancy　is　still　definitely　a　high－risk　situation　in　spite　of　the

，ecent　m，dical　d，vel・pm・nt・．　C・n・id・ri・g　th・p・e・ent　m・dical・・nditi・n・i・J・pan・P・・phylacti・h・・pit・1i－

zation　is　of　value　for　multiple　pregnancy　patlents．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，40（3），313－318，1995）
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Introduction

　　Although　developments　in　obstetric　and　neonatal

care　have　markedly　improved　perinata1　mortality　rates

for　single　pregnancies，　multiple　pregnancy　still

remains　a　high－risk　situation．　A　published　report　on

this　issue　states　that　the　perinatal　mortality　rates　in

developed　countries　range　between　47　and　120　per

lOOO　births　for　twins　and　203　per　lOOO　births　for

tripletsl），　The　increased　risk　of　perinatal　death　in　a

twin　pregnancy　compared　with　single　pregnancy　ls

now　approximately　fivefold　higher，　the　risk　being

higher　fbr　the　second　twin2）．　However，　relatively　few

Japanese　studies　have　considered　the　magnitude　of

substantial　risks　in　multiple　pregnancy　of　late．

　　We　accordingly　undertook　a　case－control　study　of

the　complications　found　in　a　recently　managed　multi－

ple　pregnancy　population　and　present　hereln　a　statlstl－

cal　comparison　of　these　data　with　a　control　group　of

single　pregnancies　managed　in　the　same　hospital　dur－

ing　the　same　time　period．　The　difference　in　outcomes

between　twin　and　triplet　pregnancies　was　also　studied．

Patients　and　Methods

　　Since　its　opening（October　l983）to　June　1994・

5，115Japanese　women　who　were　at　more　than　24

weeks　of　gestation　delivered　infants　at　Yamanashi

Medical　University　Hospital．　The　cases　for　this　study

were　87　women　with　twin　pregnancy　and　eight

women　with　triplet　pregnancy．　A　sample　of　single

births　in　the　same　period　was　designated　as　the　con－

trol　group．

飼
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　　Our　management　policy　fbr　multiple　pregnancy　has

differed　from　single　pregnancy　in　that：1）prophylac－

tic　hospitalization　is　proposed　at　27～29　weeks　of

gestation　for　twin　pregnancy　and　at　24～25　weeks

for　triplet　pregnancy，　and　2）elective　cesarean　section

ls　proposed　for　triplet　pregnancy．　In　other　respects，

the　same　indications　and　contraindications　for　the

obstetric　treatment　apPlicable　to　single　pregnancies

were　also　apPlied　to　multiple　pregnancies．　Preterm

birth　was　defined　as　any　delivery　that　occurred　before

37complete　weeks　of　gestation，　and　light－for－date

baby　was　diagnosed　using　lhe　Japanese　standard　for

fetal　growth3）．

　　After　all　obstetric　and　neonatal　hospital　records

were　reviewed　in　detail，　they　were　coded　and　entered

lnto　the　computer．　Data　was　analyzed　by　the　chi－

square　test　or　Fisher’s　exact　test（two－tailed）as　appro－

priate．　Statistical　significance　was　defined　as　p〈

0．05．

Results

　　During　the　study　years，　the　incidence　of　multiple

pregnancy　was　l．85％in　which　L70％was　for　twin

and　fbr　O」5％was　triplet．　There　was　no　higher　order

pregnancies　than　triplet・Prophylactic　hospitalization

was　applied　to　38　patients（43．6％）of　twin　pregnancy

and　to　all　triplet　pregnancy　patients．　This　difference

was　statistically　significant（p〈0．05）．　The　reasons

for　nonapPliance　in　49　twin　pregnancies　were：disap－

proval　of　the　hospitalization　in　24　cases，　hospitaliza一

日本不妊会誌　40巻3号

tion　for　medical　complications　before　the　proposal　in

l2cases　and　emergent　transfer　from　other　medical

　facihties　in　13cases．

　　　Table　l　A　and　l　B　show　the　maternal　characteristics

for　a　comparison　of　all　multiple　with　single　pregnan－

cles　and　triplet　with　twin　pregnancies．　The　rate　of

hormonally　assisted　conception　was　significantly

higher　in　multiple　than　single　pregnancies，　and　higher

in　triplet　than　twin　pregnancies．　The　length　of　gesta－

tion　was　significantly　shorter　in　multiple　pregnancies，

although　it　was　essentially　the　same　in　Iwin　and　triplet

P「egnanCles・

Maternat　CO〃r　71ications

　　The　incidences　of　major　maternal　complications

and　cesarean　section　are　shown　in　Tab】e　2A　and　2B．

Multiple　pregnancy　patients　demonstrated　high　inci－

dences　in　all　items．　No　significant　difference　between

twln　and　triplet　pregnancies　was　observed　in　the　inci－

dence　of　matemal　complications．

Fetal　comptication

　　The　incidences　of　intrauterine　fetal　death（IUFD），

major　fetal　anomaly　and　feta1　distress　are　depicted　in

Table　3A　and　3B．　IUFD　inc】uded　one　fetus　papyra－

ceous　and　one　acardiac　monster　in　twin　pregnancy

and　one　fetus　papyraceous　in　triplet　pregnancy．　IUFD

and　fetal　distress　occurred　more　in　multiple　preg－

nancy，　but　the　incidence　of　fetal　anomaly　was　almost

the　same　in　single　and　multiple　pregnancy．　No　signifi－

cant　difference　between　twin　and　triplet　pregnancies

was　observed　in　the　incidence　of　fetal　complications．
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Table　lA C・mp・・i・…fm・t・m・1・h・・act・・i・ti…Si・gl・p・eg・・n・y・ersu・m・ltipl・p・egnan・y

Single　pregnancy

　　（n＝5020）

Multiple　pregnancy
　　　　　（n＝95）

P
偉

Matemal　age（yr）

Parity

Hormonally　induced　pregnancy

Length　of　pregnancy（week）

29、6±5．1

0．80±0．81

　4．50％

38．5±4．9

295±3．9

0．46±0。50

　　39％

35．0±4．8

N．S．

〈0．01

〈0．OI

〈0．01

幽

A

Table　lB C・mp・・i・・n・f　m・t・m・1・h・・act・・i・ti…Twi・p・eg・…yversu・t・ipl・t　p・egnan・y
T

Twin　pregnancy
　　　（n＝87）

Triplet　pregnancy

　　　　（n＝8）
P

再

A

Matemal　age（yr）

Parity

Hormonally　induced　pregnancy

Length　of　pregnancy（week）

29．3±4，0

0．51±0．53

　29。8％

34。9±4．9

295±3．9

　　　0

78．5％

35．2±4．6

NS，

＜0．05

〈O．05

N．S．

A
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Table　2A　Maternal　complications：　Single　pregnancy　versus　multiple　pregnancy
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Single　pregnancy
　　　（n＝5020）

Multiple　pregnancy
　　　　　（n＝95）

P

Preterm　birth

Preeclampsia

Hydramnion

Cesarean　section

426（　8．4％）

612（12」％）

　45（　0．9％）

562（ll．1％）

52（54．7％）

21（22．1％）

5（5．3％）

35（36．8％）

＜0．Ol

〈0．Ol

＜O．Ol

〈0．01

Table　2B Matemal　complications：Twin　pregiiancy　versus　triplet　pregnancy

Twin　pregnancy
　　　（n＝87）

Triplet　pregnancy
　　　　（n＝8）

P

Preterm　birth

Preeclampsia

Hydramnion

Cesarean　section

45（5L7％）

20（22．9％）

3（3．4％）

27（31．0％）

7（875％）

1（12．59ら）

2（25．0％）

8（100％）

N．S．

NS．

N．S．

N．S．

Table　3A Fetal　complications：Single　pregnancy　versus　multiple　pregnancy

Single　pregnancy
　　　（n＝5020）

Multiple　pregnancy
　　　　（n＝198）

P

Intrauterine　fetal　death

Fetal　anomaly

Fetal　distress

51（1。0％）

120（2．4％）

411（8．2％）

10（5．0％）

3（1．7％）

37（18，6％）

＜0．Ol

N．S．

〈0，01

Table　3B　Fetal　complications：Twin　pregnancy　versus　triplet　pregnancy

Twin　pregnancy
　　　（n＝174）

Triplet　pregnancy
　　　　（n＝24）

P

Intrauterine　fetal　death

Fetal　anomaly

Fetal　distress

9（5．1％）

3（1．7％）

34（19．5％）

1（4．1％）

　　　　0

3（125％）

N．S．

NS．

N．S．

Table　4A Neonatal　complications：Single　pregnancy　versus　multiple　pregnancy

Single　pregnancy＊

　　　（n＝5001）

Multiple　pregnancy＊

　　　　　（n＝188）

P

Birth　weight（g）

Neonatal　mortality

Light－fo卜date　baby

1－minute　Apgar　score＜5

2981±547
55（1．1％）

216（4．3％）

110（2．2％）

2021±724
14（7．8％）

51（27．1％）

28（149％）

＜0．01

＜0．Ol

〈0．Ol

〈0．Ol

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Fetal　death　was　excluded

Table　4B　Neonatal　complications：Twin　pregnancy　versus　triplet　pregnancy

Twin　pregnancy＊

　　　（n＝165）

Triplet　pregnancy＊

　　　　（n＝23）

P

Birth　weight（g）

Neonatal　mortality

Light－for－date　baby

l－minute　Apgar　score＜5

2037±760

14（8．5％）

30（18．1％）

27（16．3％）

1908±374
　　　　0

21（91．3％）

1（4．3％）

N．S．

N．S．

＜0．01

N．S．

＊Fetal　death　was　excluded
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Table　5

RISK　IN　MULTIPLE　PREGNANCY

Effect　of　prophylactic　hospitalization　on　twin　pregnancy

日本不妊会誌40巻3号

Hospitalization

　　　（n＝38）

Non－hospitalization

　　　　　（n＝24）
P

Preterrn　birth

Perinatal　mortalitity

4（105％）

　　　　0

9（37．5％）

2／48（4．1％）

〈O．05

N．S．

ハieonata’complications

　　　Table　4A　and　4B　summarize　the　average　birth－

weight　and　the　incidences　of　neonatal　complications

inc量uding　neonatal　death，　Iow　l－minute　Apgar　scores

（less　than　5）and　light－for－date　babies．　Neonates　of

multiple　pregnancy　were　significantly　smaller　and

showed　obviously　higher　incidences　of　these　compli－

cations　than　did　those　of　single　pregnancy．　Although，

no　significant　difference　except　for　the　incidence　of

light－for－date　babies　was　observed　between　twin　and

trip夏et　pregnancies，　triplet　pregnancy　enjoyed　a　rela－

tively　better　outcome　as　far　as　the　incidences　of

neonatal　death　and　low　l　minute　scores　were　con－

cemed，

Effect　ofprophylactic　hospitali2Zition

　　The　effect　of　prophylactic　hospitalization　was

assessed　by　comparing　the　hospitalization　group　with

the　non－hospitalization　group（Table　5）．　The　inci－

dence　of　premature　birth　was　significantly　high　in　the

non－hospitalization　group．

1）iscussion

　　The　results　of　this　study　confirm　that　the　risk　of

multiple　pregnancies　was　more　than　fivefold　higher

than　single　pregnancies　in　perinata］mortality，　The

incidences　of　other　matema1，　fetal　and　neonatal　com－

plications　were　also　higher　except　fbr　fetal　anomaly，

and　significant　increase　of　these　complications　were

mostly　associated　with　the　high　rates　of　prematurity

and　intrauterine　growth　restriction．　These　results

are　ln　general　agreement　with　those　of　previous　stud－

ies1・2）and　indicate　that　multiple　pregnancy　is　defi－

nitely　high－risk　situation．　Although　embryonic　or

fetal　death　in　multiple　pregnancy　has　been　docu－

mented　ultrasonographically　in　nearly　two－thirds　of

multiple　gestations4），　these　early　pregnancy　losses　are

not　discussed　in　this　study．　This　is　principally

because，　most　of　them　occur　befbre　l　5　weeks　of　ges－

tational　age　and　do　not　exert　harrnful　influence　on　the

remaining　fetuses5）．

　　　The　frequency　of　multiple　births　varies　greatly

from　one　population　to　another，　being　high　in　many

African　groups　and　low　in　the　Orient6）．　In　particular，

Japan　was　noted　to　have　the　lowest　rate　of　twinning

（less　than　l％of　all　births）among　the　surveyed　coun－

tries，　However，　the　situation　has　been　changing　since

the　advent　of　hormonally　assisted　and　manipulated

conception．　These　reproductive　technologies　have

become　widely　accepted　in　Japan　and　have　enabled

many　infertile　women　to　become　pregnant．　The

induction　of　ovulation　by　use　of　gonadotropins　or　of

clomiphene　enhances　remarkably　the　likelihood　of

ovulations　of　multiple　ova．　Multiple　fetuses　are　com－

mon　in　pregnancies　of　women　in　whom　ovulation　was

induced　by　gonadotropin7）．　The　annual　incidences　of

multiple　pregnancy　in　our　study　indicated　that　the

incidence　of　mutiple　pregnancy　and　the　rate　of　hor－

monally　assisted　pregnancy　in　multiple　pregnancy

were　O．8％and　l　6．8％between　1983　and　1987　and

2．2％and　40．6％between　l　991　and　1994，　respec－

tively．

　　If　the　outcome　of　multiple　pregnancy　is　to　improve，

the　prime　objectives　must　be　the　prevention　of

preterm　delivery　and　the　recognition　and　effective

management　of　intrauterine　growth　restriction．

Although　all　obstetricians　agree　with　this　basic　princi－

ple，　however，　considerable　controversy　concerning

the　specific　management　of　multiple　pregnancy　per－

sists．　There　seems　little　doubt，　on　review　of　the　peri－

natal　mortality　and　morbidity　statistics，　that　all　multi－

ple　pregnancies　should　be　managed　in　high－risk

perinatal　units　with　neonatal　intensive　care　facilities8）．

However，　the　numbers　of　such　kind　of　facilities　are

still　insufficient　in　Japan．　Actually，　few　national　uni－

versity　hospitals　have　their　own　high－risk　perinatal

uniしConsidering　this　situation，　our　results　conceming

triplet　pregnancies　apPear　to　be　significant．

　　The　maternal　and　fetal　complications　discussed

above　were　reported　to　occur　more　commonly　in

higher　order　pregnancies　i・　2・8）．　However，　the　outcome
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of　triplet　pregnancies　in　this　study　surpassed　the　pre－

diction．　Even　though　the　sample　size　was　sma11，　the

triplet　pregnancy　group　did　not　significantly　exceed

the　twin　pregnancy　group　in　Imy　incidences　of　mater－

nal，　fetal　and　neonatal　comphcations　except　for　that

of　light－for－date　babies．　Furthermore，　triplet　preg－

nancy孟ndicated　relatively　better　outcome　as　far　as　the

incidences　of　neonatal　death　and　low　l　minute　scores

concerned．　This　favorable　outcome　of　triplet　preg－

nancy　seems　to　have　originated　from　more　frequent

and　earlier　prophylactic　hospitalization・

　　The　effectiveness　of　prophylactic　hospitalization

on　twin　pregnancy　patients　is　still　controversial・The

practice　has　previously　been　advocated　in　twin　preg－

nancy　to　improve　the　perinatal　outcome9）．　Though　our

study　was　retrospective　and　nonrandomized，　the

results　demonstrated　that　the　hospitalization　group

achieved　a　better　outcome．　Recently，　however，　sev－

eral　prospective，　randomized　and　control監ed　trials

have　been　pubhshed，　with　most　of　these　giving　simi－

lar　results　and　coming　to　the　same　conclusion　that

routine　hospitahzation　of　women　with　twin　gestations

is　not　worthwhilelo・lI・12）．　However，　these　studies

were　undertaken　in　American　and　British　facilities

having　sufficient　high－risk　perinatal　unit．　The　d量ffer－

ence　in　ethnic　stock　of　population　and　in　medical　cir－

cumstance　can　not　be　ignored．

　　Several　recent　report　indicated　that　home　uterine

activity　monitoring　is　useful　for　management　of　mu1－

tiple　pregnancy．　Preterm　labor　was　diagnosed　at　an

earlier　stage　in　the　monitored　group，　and　with　tocoly－

sis　this　led　to　significant　fewer　preterm　birthsl3・14）．

However，　the　applicable　technology　and　related　ser－

vices　are　not　generaUy　available　in　many　countrles

including　Japan．　Further　trials　of　this　expensive　ser－

vice　are　still　required　before　its　widespread　use　can　be

advocated．

　　In　conclusion，　the　results　of　this　study　confirm　that

multiple　pregnancy　still　remains　a　high－risk　situation

despite　of　recent　medical　developments．　Early　diag－

nosis　of　multiple　pregnancy　is　helpful　because　it　gives

time　for　the　patient　to　be　educated　about　the　many

ways　in　which　her　pregnancy　will　diffbr　from　single

pregnancy　and　for　her　and　her　family　to　be　motivated

to　cooperate　in　the　extra－antenatal　care　and　potential

hospitalization　associated　with　multiple　pregnancy．
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Considering　the　present　medical　situation　in　Japan，

prophylactic　hospitalization　is　of　value　for　the　women

of　multiple　pregnancy，　although　it　remains　both　costly

and　socially　inconvenient　to　them　and　their　families．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）
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多胎妊娠の危険性とその管理に関する検討

山梨医科大学産婦人科学教室

安水洗彦　広井　威

木下俊彦　加藤順三

　多胎妊娠の危険度の現状を検討するため，1983年

10月から1994年6月までの期間に当科で管理した妊

娠24週以上の日本人多胎95例について，同時期の単

胎妊娠5020例を対照とし，母体・胎児・新生児のリ

日本不妊会誌　40巻3号

スク発生率を観察対象としたケースコントロール研究

を行った．同時に，双胎群と品胎群との比較も試みた．

　その結果，多胎妊娠では児周産期死亡率は単胎の5

倍以上であり，他のリスク発生も胎児奇形以外は，単

胎例の2－7倍と有意に高率であることが確認され

た．しかし，理論的にはよりハイリスクとされる品胎

群の予後は比較的良好で，light－for－date児発生率以外

のリスク発生率は双胎群との差が認められなかった．

これは品胎群に対する徹底した早期管理入院の結果と

推察される．

　　　　　　　　　　　　（受付：1994年12月19日）

　　　　　　　　　　　　（受理：】995年3月10日）
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　　TIME　COURSE　OF　LIPID　METABOLIC　CHANGES
　　　　　　　　　　　　　　　　　IN　RATS　ADMINISTERED

GONADOTROPIN－RELEASING　HORMONE　AGONIST
’

●

Takumi　KURABAYASHI，　Tetsuro　YAHATA，　Akira　HONDA

Yoshiya　TOJO，　Yasuaki　YAMAMOTO　and　Kenichi　TANAKA

　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Niigata　University　School　of　Medicine，　Niigata　95　1，Japan
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Abstract：To　compare　the　time－course　of　changes　in　lipid　metabolism　in　rats　administered　GnRH　agonist

（GnRHa）and　ovariectomized（OVX），　and　to　investigate　the　changes　afIer　the　discontinuance　of　GnRHa．

　　Fifty　female　Sprague－Dawley　rats，　aged　90　days，　were　divided　into　three　groups，1）Sham，2）OVX，　and

3）GnRHa（leuprorelin　acetate　for　depot　suspension）s，　c．　injection　every　30　days，　which　was　further

divided　into　three　subgroups，　a）rats　administered　GnRHa　for　l　2　months（GnRHa　12M），　b）6months

（GnRHa　6M），　and　c）3months（GnRHa　3M）．　Serum　lipoprotein　fractions　were　determined　from　days　O　to

360．OVX　rats　showed　increases　in　total　cholesterol（TC），　LDL－cholesterol（LDL－C）and　the　atheroscle－

rotic　index（AI）on　days　45　and　90，　but　GnRHa　12M　rats　did　not　show　these　increases．　ln　GnRHa　12M　rats，

LDL－C　was　significantly　higher　than　in　Sham　rats　from　days　270　to　360」n　GnRHa　3M　rats，　TC，　LDL－C

and　AI　were　lower　and　HDL－C　was　higher　than　in　GnRHa　l　2M　rats　on　day　360．

　　Short－term　treatment，　less　than　90　days，　with　GnRHa　does　not　have　deleterious　effects　on　circulating

Iipid，　whereas　long－term　treatment　may　induce　the　effects　in　rats．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，40（3），319－325，1995）
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　　　In　menopausal　and　oophorectomized　women，

changes　in　cholesterol　metabolism　and　the　risk　of　car－

diovascular　disease　are　related，　at　least　in　part，　to　the

loss　of　estrogen1）．　Gonadotropin－releasing　hormone

agonists（GnRHa），　which　agents　suppress　endoge－

nous　gonadal　function，　are　being　used　effectively　in

assisted　reproductive　technology，　endometriosis，　uter－

ine　leiomyoma，　the　premenstrual　syndrome，　ovanan

hyperandrogenism，　or　precocious　puberty．　However，

these　agents　cause　reversible　hypegonadism，　so－

called　medical　gonadectomy，　and　bone　loss　in

women2～6）．　Rats　administered　GnRHa　also　exhibited

vertebral　and　femoral　bone　loss　as　we　reported　in　a

time－course　study7）．　However，　hypogonadism　due　to

GnRHa　is　different　from　that　caused　by　menopause　or

surgical　ovariectomy　in　two　respects．　First，　the　former

is　normo－or　hypo－gonadotrophic　hypogonadism，

while　the　latter　is　hypergonadotrophic．　Secondly，

estrogen　deficiency　due　to　GnRHa　may　recover　con－

sequent　upon　exhaustion　of　the　GnRHa　content　of　the

depot　preparation．

　　Some　studies　have　shown　that　GnRHa　therapy　for

endometriosis　or　uterine　leiomyoma　in　premeno－

pausal　women　did　not　adversely　affect　the　plasma

lipoprotein　profile　with　respect　to　the　potential　for

atherosclerotic　disease　despite　the　presence　of　hypoe－

strogenemia8）．　Apart　from　genetic　determinants，

dietary　cholestero1，　dietary　fat，　total　caloric　intake，

alcohol　consumption，　c量garette　smoking　and　physical

activity　are　known　to　influence　lipid　metabolism　in

women．　However，　at　present，　studies　of　the　effects　of

long－te㎜（i．　e．，　more　than　6　months）administration

of　GnRHa　on　lipid　metabolism　are　difficult　to　per－

form，　considering　the　side　effects　of　GnRHa．

Recently　several　investigators　have　reported　the　lipid

metabolic　studies　with　rats　model9～11）．　In　this　study，
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therefore，　we　used　a　rat　model　administered　GnRHa，

1）to　compare　the　long－term　time－course　of　changes

in　lipid　metabolism　in　these　animals　and　in　OVX　rats

and　2）to　investigate　changes　in　lipid　metabolism　after

exhaustion　of　the　GnRHa　content　of　the　depot　prepa－

ratlon．

Animals

Materials　and　Methods

　　The　experimental　animals　were　50　fヒmals　Sprague－

Dawley　rats（Charles　River　Laboratory　Inc．，　Kana－

gawa，　Japan），90　days　of　age　and　weighing　an　average

298．2g　at　the　beginning　of　the　study．　The　rats　were

divided　into　three　groups．　Group　l（Sham　rats，　n＝

10）were　subjected　to　sham　surgery　and　vehicle　s．　c．

every　30　days　from　day　O　to　day　330　postsurgery；

Group　2（OVX　rats，　n＝10）were　ovariectomized

bilaterally　from　a　dorsal　approach　and　administered

vehicle　s．　c．　every　30　days　from　day　O　to　day　330

postsurgery；Group　3（GnRHa　administered　rats，　n＝

30）received　GnRHa；this　group　was　divided　into

three　subgroups：Group　3A（GnRHa　12M，　n＝10）

underwent　sham　surgery　and　received　s．　c．　GnRHa

（1euprorelin　acetate　for　depot　suspension，　Takeda

Pharmaceutical．　Co．　Osaka，　Japan），　this　depot　acting

for　30　days，　at　a　dose　of　l　mg／kg　body　weight　every

30　days　from　day　O　to　day　330　postsurgery．　Group　3B

（GnRHa　6M，　n＝10）received　the　same　treatment　as

Group　3A　from　days　O　to　l　50，　and　s．　c．　vehicle　every

30days　from　days　180　to　330．　Group　3C（GnRHa

3M，　n＝10）received　the　same　treatment　as　Group

3A　from　days　O　to　60，　and　s．　c．　vehicle　from　days　90

to　330．　A　standard　diet　containing　l．17％calcium，

0．91％phosphorus，　and　75　mg　cholesterol／lOOg（Ori－

ental　Yeast　Co．　Tokyo，　Japan）was　available　ad　libi－

tum　to　all　rats．　The　rats　were　housed　in　a　room　main－

tained　at　25℃with　a　cycle　of　l　2h　light：12h　darkness．

All　rats　were　bled　by　tail　resection　at　days　O，45，90，

180，270，and　360　postsurgery．　The　collected　blood

was　centrifuged　and　sera　were　frozen　at－20℃until

use．

Analysis　ofserologicalp伽ameters

　　Semm　E2was　measured　by　enzyme－immunoassay，

using　Serozyme（Serono　Diagnostics，　Geneve，

Switzerland）．　Serum　LH　and　FSH　were　measured　by

RIA，　using　a　rat－LH　and　a　rat－FSH　assay　system，

respectively（Amersham　Japan　Co．，Tokyo，　Japan）．

Serum　free　testosterone　was　measured　by　RIA，　using

an　assay　kit　from　Diagnostic　Products　Co．（LA，

USA．）．　Cholesterol　in　serum　lipoprotein　fractions

were　measured　by　the　micromethodl2）．　Serum　total

cholesterol　was　quantiated　with　an　enzymic　oxygen－

electrode　analyzer．　Samples　were　centrifugated　at

42000rpm（222000G）for　25h，　and　HDL　and　LDL

were　in　the　bottom　fraction．　And　samples　at　a　solvent

density，　adjusted　by　adding　solid　KBr　were　centrifu－

gated　at　42000　rpm（222000G）for　2．5h，　and　HDL

were　in　the　bottom　fraction．　LDL　equals　the　values

for　HDL　and　LDL　minus　the　values　for　HDL．　The

atherosclerotic　index（AI）was　calculated　LDL－cho－

lesterol／HDL－cholestero1．

Statistics

　　All　results　are　expressed　as　Means±S．D．　All　raw

data　were　analyzed　by　the　t－test　for　probability　leve藍s．

Selected　data　were　analyzed　by　one－way　analysis　of

variance（ANOVA、．　P　valしes　below　O．05　were　con－

sidered　to　be　significant．

Results

　　All　rats　gained　body　weight　during　the　study．　The

mean　body　weights　of　sham－operated，　OVX，　and

GnRHa　l2M，6M，　and　3M　rats　increased　from

298．2±22．8g　at　surgery（90　days　of　age）to　619．6±

2LOg，684．6±　　1052g，653．9±　96．4g，659．4±

146．69，and　585．2±73．49，　respectively，　on　day　360

（450days　of　age）．　OVX　rats　showed　hyperg－

onadotrophic　hypogonadism　at　all　times　and　GnRHa

12M　rats　showed　hypo－．or　normo－gonadotrophic

hypogonadism　at　most　times　from　days　90　to　360．

Serum　E21evels　in　GnRHa　3M　and　GnRHa　6M　rats

recovered　to　the　leve1　in　Sham　rats　after　exhaustion　of

the　GnRHa　content　of　the　depot　preparation（Figure

2）．Serum　free　testosterone　was　significantly　lower　in

OVX　rats　than　in　Sham　rats　from　days　45　to　360．　It

was　lower　in　GnRHa　l　2M　rats　than　in　Sham　rats　on

days　180　and　360，　while　in　GnRHa　3M，　it　recovered

to　the　level　in　Sham　rats　on　day　360（Table　l）．

　　Serum　total　cholestero1（TC）in　OVX　rats　increased

transiently　on　day　45，　being　62％higher　on　day　45

than　on　day　O；this　level　was　significantly　higher　than

that　in　Sham　and　GnRHa　l2M　rats　on　day　45．　TC　in

GnRHa　12M　rats　and　Sham　rats　increased　gradually
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　　Table　l　Serum　free　testosterone　in　ovariectomized　and　GnRH　agonist（GnRHa）12M，　and　3M　administered　rats

Values　are　Means±SD．　for　7　rats．

Free　testosterone（P9／ml）

‘ Treatment Odays 45days 90days 180days 360days

膏

Sham

OVX
GnRHa　l　2M

GnRHa　3M

O．60±0．30 O．21±0．20

　＜O．10＊

0．ll±0．20

O．19±O．13

＜0．10＊

0．24±O．42

0．36±0．45

　　＜0．10

　　＜0．10

　　NM．

0．42±0．60

　＜0．10¶

　〈0．10¶

0．42±0．33

■

価

Sham，　Sham－operated；OVX，　Ovariectomized；GnRHa　l　2M，　GnRHa　administered　for　l　2　months；GnRHa　3M，

GnRHa　administed　for　3　months；NM。，　not　measured．　All　results　are　expressed　as　Means±S．D．　All　raw　data

were　analyzed　by　the　t－test　for　probability　levels．

＊p＜0．05compared　with　sham－operated　rats．

¶p＜0．05compared　with　GnRHa　3M　rats．
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Fig．1　Serum　LH　and　FSH　levels　in　ovariectomized

　　　　　　rats　and　GnRH　agonist（GnRHa）12M　adminis－

　　　　　　tered　rats

Values　are　Means±S．D．　for　7～10rats．

All　results　are　expressed　as　Means±SD．　All　raw　data

were　analyzed　by　the　t－test　for　probability　levels．

＊p＜0．001compared　with　sham－operated　rats．

＃p〈O．001　compared　with　GnRHa　12M　rats．

Sham　　OVX　GnRHa　GnRHa　GnRHa
　　　　　　　　　　　　　　12M　　　6M　　　3M

口OD・y・圖90D・y・園leO・D・y・［］270・d・y・■360・d・y・
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貞
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from　days　O　to　360，　and　there　were　no　significant　dif－

ferences　among　levels　in　GnRHa　12M　rats，　Sham　rats

and　OVX　rats　after　day　180（Figure　3A）．　TC　in

GnRHa　l2M　rats　was　significantly　hlgher　than　in

GnRHa　6M　rats　on　days　270　and　360（Figure　4A）．　On

day　360，　TC　in　Sham，　OVX，　and　GnRHa　12M，6M，

and　3　M　rats　was　80％，67％，85％，11％，　and　44％

higher，　respectively，　than　on　day　O・

　　Serum　LDL－cholesterol（LDL－C）in　OVX　rats

increased　transiently　on　days　45　and　90，　being　l　72％

higher　on　day　90　than　on　day　O；it　was　significantly

Fig．2　Serum　E21evels　in　ovariectomized　rats　and

　　　　　　GnRH　agonist（GnRHa）12M，6M，　and　3M

　　　　　　administered　rats

Values　are　Means±S．D．　for　7～10rats．

The　data　of　GnRHa　administered　for　l　2　months　in　day

O，45and　90　were　pooled　by　GnRHa　administered　for

l2，6and　3　months．　The　data　of　GnRHa　administered

for　l　2　months　in　day　180　was　pooled　by　GnRHa　admin－

istered　for　12and　6　months．　All　results　are　expressed　as

Means±SD，　All　raw　data　were　analyzed　by　the　t－test

for　probability　levels．

＊p＜0．05compared　with　sham－operated　rats．

＃p＜O．05　compared　with　GnRHa　12M　rats．

higher　in　OVX　than　in　Sham　and　GnRHa　l2M　rats　on

days　45　and　90．　LDL－C　in　GnRHa　12M　rats　was　sig－

nificantly　higher　than　in　Sham　rats　on　day　45，　but

there　were　no　significant　differences　between　levels

in　GnRHa　l　2M　and　Sham　rats　on　days　90　and　180．

But　it　increased　gradually　between　days　O　and　360，

and　there　were　no　significant　differences　between　lev一

鱈
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　　Fig．3　Serum　lipoprotein　fractions　in　sham，　ovariectomized，　and　GnRH　agonist（GnRHa）12M　administered　rats

Values　are　Means±S．D．　for　7～10　rats．

（A）Serum　total　cholesterol，（B）Serum　LDL－cholesterol，（C）Serum　HDL－cholesterol，（D）Atherosclerotic　index；

一く⊃一，Sham－operated；一「△一，Ovariectomized；一■ト，GnRHa　administered　for　12months．

All　results　are　expressed　as　Means±S．D．　All　raw　data　were　analyzed　by　the　t－test　for　probability　levels．　Selected　data

were　analyzed　by　one－way　analysis　of　variance（ANOVA）．

＊p＜0．05，＊＊p＜0．Ol　compared　with　sham－operated　rats．

＃p＜0．05，＃＃p＜αOl　compared　with　GnRHa　12M　rats．
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els　in　GnRHa　l2M　and　OVX　rats，　which　levels　were

significantly　higher　than　those　in　Sham　rats，　after　day　－

270（Figure　3B）．　After　GnRHa　was　discontinued，

LDレC　levels　did　not　increase；these　levels　in　GnRHa

6M　and　3M　rats　were　significantty　iower　than　those　in

GnRHa　l　2M　rats　on　days　270　and　360（Figure　4B）．

On　day　360，　LDL－C　levels　in　Sham，　OVX，　and

GnRHa　12M，6M，　and　3M　rats　were　63％，2150／o，

254％，102％，and　l　28％higher，　respectively，　than

those　on　day　O．

　　Serum　HDL－cholestero1（HDL－C）in　OVX　and

GnRHa　l2M　rats　increased　transiently　on　day　45，

being　28％and　38％higher，　respectively，　than　on

day　O；these】evels　were　significantly　higher　than

those　in　Sham　rats　on　day　45（Figure　3C）．　Serum

HDL－C　level　in　GnRHa　3M　was　significantly　higher

than　that　in　GnRHa　l　2M　and　6M　on　day　360（Figure

4C）。　On　day　360，　HDL－C　Ievels　in　Sham　and　GnRHa

3M　rats　were　29％and　47％higher　than　on　day　O，

while　these　levels　in　OVX　and　GnRHa　l2M　and　6M

rats　were　34％，7％，　and　41％lower，　respectively，

　　The　AI　in　OVX　rats　increased　transient】y，　on　days

45and　90，　compared　to　the　value　day　O，　and　it　was

significantly　higher　than　that　in　Sham　and　GnRHa

l2M　rats　on　day　45．　The　AI　in　GnRHa　12M　rats

increased　gradually　between　days　O　and　360（Figure

3D）．　The　AI　in　GnRHa　12M　rats　was　higher　than　in

GnRHa　3M　rats　on　day　270　and　360（Figure　4D）．　On

day　360，　the　AI　in　Sham，　OVX，　and　GnRHa　12M，

6M，　and　3M　rats　was　131％，345％，313％，340％，

and　71％higher，　respectively，　than　on　day　O．
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　　　　　　　　Fig．4　Serum　lipoprotein　fractions　in　GnRH　agonist（GnRHa）12M，6M，　and　3M　administered　rats

Values　are　Means±S．D．　for　7～10rats．

（A）Serum　total　cholesterol，（B）Serum　LDL－cholesterol，（C）Serum　HDL－cholesterol，（D）Atherosclerotic　index；

一
■ト，GnRHa　administered　for　l　2　months；一●一，GnRHa　for　6　months；「▲一，GnRHa　for　3　months．

The　data　of　GnRHa　administered　for　l　2　months　in　day　O，45　and　90　were　pooled　by　GnRHa　administered　for　12，　6　and　3

months，　The　data　of　GnRHa　administered　for　12months　in　day　180　was　pooled　by　GnRHa　administered　for　12　and　6

months．
All　results　are　expressed　as　Means±SD．　All　raw　data　were　analyzed　by　the　t－test　for　probability　levels．　Selected　data

were　analyzed　by　one－way　analysis　of　variance（ANOVA）．

＊p〈0．05，＊＊p〈O．Ol　compared　with　GnRHa　6M　rats．

＃p〈0．05，＃＃p〈0．01compared　with　GnRHa　l　2M　rats．
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A

Discussion

　　It　has　been　shown　that　OVX　and　GnRHa　rats，　dur－

ing　the　treatment　period，　increased　their　food　intake

and　energy　deposition，　these　findings　reflecting　an

increase　not　only　in　fat　but　also　in　protein　deposition；

the　metabolizable　energy　intake　of　GnRHa　rats

returned　to　the　level　of　Sham　rats　after　recovery　of

ovarian　activity　consequent　upon　exhaustion　of　the

GnRHa　content13）．　Our　findings　in　this　study　were

similar，　although　the　body　weights　of　GnRHa　6M　rats

did　not　recover　to　the　level　of　Sham　and　GnRHa　3M

　　Short－term　GnRHa　treatment　has　been　shown　to　be

safe　for　women　in　regard　to　lipid　metabolism8），　since

this　agent　induced　a　significant　elevation　in　HDL－C，

but　no　significant　change　in　LDレC，　compared　to　lev－

els　at　menopause　or　OVX，　where　a　decrease　in　HDL－

Cis　commonly　associated　with　an　increase　in　LDL－

C且4、18）．It　has　also　been　shown　that　GnRHa　had　no

significant　effect　on　TC　and　HDレC　in　rhesus　mon－

keysl9）．　It　has　been　shown　that　androgenic　steroids

reduced　the　HDL－C　apoprotein　synthesis　rate　and

increased　LDL－C17）．　During　GnRHa　treatment，　the

rats　post－treatment・
埆
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decrease　in　sex　hormone　binding　globulin（SHBG）

was　small，　and　free　or　bioavailable　E2　and　testos－

terone　were　effectively　decreased20）．　During　GnRHa

treatment，　although　testosterone　was　decreased　less

than　E2，　it　was　suggested　that　the　change　in　HDL－C

reflected　a　new　equilibrium　between　low　estrogen　and

low　androgens21）．　The　relative　effect　of　decreased　E2

and　testosterone　on　these　set　points　of　cho豆esterol

metabolism　could　explain，　in　part，　our　results　and　the

subsequent　cholesterol　changes．　It　is　thus　possible

that　GnRHa　rats　show　absolute　hypoandrogenism

compared　to　OVX　rats．　Although　we　measured　serum

free　testosterone　in　this　study，　we　were　unable　to

confirm　this　hypothesis．　We　assume　that　the　mecha－

nism　underlying　may　involve　the　differences　of

gonadotropin　levels　between　GnRHa　rats　and　OVX

rats　and／or　the　direct　action　of　GnRHa　on　both　the

liver　and　extrahepatic　tissues．

　　In　most　studies，　GnRHa　treatment　was　short－term

（less　than　6　months），　thus，　its　effects　on　lipid　metabo－

lism　in　women　when　given　over　a　longer　period　are

not　clear．　It　has　been　suggested　that　long－term　therapy

with　GnRHa　induced　significant　aberrations　in　serum

lipoproteins22・23｝．　To　prevent　the　deletedous　effects　of

GnRHa　on　bone　metabolism　and　other　estrogen－

dependent　functions，　various　add－back　therapies，

using　GnRHa　plus　progestins　and／or　estrogens，　have

been　proposed8・24～26）．　But　the　authors　of　these　stud－

ies　did　not　address　the　safety　of　these　long－term

GnRHa　add－back　regimens　in　regard　to　lipid　metabo－

Iism．

　　This　study　of　rats　showed　that　short－－term　treatment，

less　than　90　days，　with　GnRHa　did　not　have　deleteri－

ous　effects　on　circulating　lipid　with　respect　to　the

potential　for　atherosclerotic　disease；whereas，　it

appears　thaI　long－terrn　treatment　may　induce　deletevi－

ous　effects，　i．e．　TC　and　LDL－C　levels　and　the　AI

increase」t　is　not　unclear　that　the　effects　may　appeare

to　be　reversible　after　the　discontinuance　of　GnRHa，

and　circulating　lipid　may　recover　to　the　levels　in

Sham　rats．　Thus，　in　women　who　receive　repeated　or

long－term　GnRHa　therapy，　not　only　bone　metabolism

but　also　circulating　lipid　should　be　carefully　moni－

tored，　and　appropriate　measures　taken．
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GnRH　agonist投与ラットにおける

　　　　脂質代謝の経時的変化

新潟大学医学部産科婦人科学教室

倉林　工　八幡哲郎　本多　晃

東條義弥　山本泰明　田中憲一

　GnRH　agonist（GnRHa）投与ラットと卵巣摘出（OVX）

ラットにおける脂質代謝の経時的変化の違いと，

GnRHa投与中止後の変化を調べた．

　90日齢の雌SDラット50匹を，1）偽手術群，2）OVX

群，3）GnRHa（leuprorelin　acetate）を30日ごとに投与し

た群にわけ，3）群は，a）GnRHal2か月投与，　b）

GnRHa　6か月投与，　c）GnRHa　3か月投与の3亜群にわ

けた．実験開始後360日目まで血清ホルモンとリボ蛋

白分画を測定した．45から90日目では，OVX群は総

コレステロール，LDLコレステロール，動脈硬化指数

の上昇を示したが，GnRHa12か月投与群では上昇を

示さなかった．270から360日目では，GnRHa　12か月

投与群は偽手術群に比べLDLコレステロールの有意

な高値を示した．360日目では，GnRHa　3か月投与群

はGnRHa　l　2か月投与群に比べLDLコレステロールと

動脈硬化指数の低値，HDLコレステロールの高値を

示した．

　　90日以下の短期間のGnRHa投与はラットの脂質代

謝に影響を及ぼさないが，長期投与では悪影響を及ぼ

す可能性がある，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年12月26日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年3月22日）



日本不妊学会雑誌

第40巻第3号1995

PMSG投与ラットの排卵性LH分泌量の測定

および卵胞閉鎖に及ぼす微量hCGの影響

Concentration　of　ovulatory　LH　in　rats　sera　treated　with　PMSG

　　　and　effect　of　small　dose　of　hCG　on　follicular　atresia
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■

　ラットにPMSGを投与すると排卵に至る大型卵胞は増加するものの，排卵ホルモンを投与しても排卵

されないことがある．この原因はPMSG投与ラットに存在する排卵性LHが関与していると推測されてい

るので，排卵前後の血中LH濃度，さらにhCG相当量を調べた．その結果，　PMSG　401U投与ラットにも

排卵性LH分泌は存在し，　hCG　O．　17　IUに相当した．

　LHサージによってPMSG処理ラットで排卵が起こらないことを裏付けるために，ペントバルビタール

塩で排卵性LH分泌を抑制しておいたラットに微量hCGを投与し，卵胞閉鎖に及ぼす排卵性ホルモンの影

響を調べた．hCG　O．20　IU以上の投与で大型卵胞は閉鎖を開始し，その後に大量のhCGを投与しても排卵

に至らないものと示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　SteriL，40（3），326－330，1995）

“

㌦

声

緒　　言

　PMSGを投与すると，小型卵胞は発育し「臨界点」1）

を通過後，排卵に至る大型卵胞へと成長する．この

大型卵胞が適当な量の排卵ホルモンによって排卵に

至ることは知られているが，「臨界点」以上に成長

しても排卵ホルモンにさらされる時期が不適当なら

ば，大型卵胞は排卵に至らない．

　事実，PMSG・40・IUを発情後期に投与されたラット

では，発情期（PMSG投与後51時間）までに「臨界点」

以上に成長した大型卵胞数は110〆ラット以上になる

が，hCGを投与しても排卵に至る大型卵胞はほとん

どない2）．この現象の原因は，外因性の排卵ホルモ

ンの感作を受ける前に内因性の排卵ホルモンにさら

され，穎粒膜細胞が黄体化様変化ないし閉鎖を開始

してしまい，十分量の排卵ホルモンを投与しても排

卵に至らないと推測されている2）．

　そこで本実験は，PMSG投与ラットに排卵性LH分

泌が存在するか，あるとすればその量はどれ位か，

さらに少量hCGの卵胞閉鎖に及ぼす影響を調べたも

のである．

材料および方法

実験1　無処理ラットの排卵性LH分泌量の推定およ

角
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び無処理ラットにおける排卵のためのhCG最少必要量

　実験には正しく4日周期の発情を繰り返す12週齢

のウイスター・今道系ラットを用いた．「臨界期」3）

（発情前期の12：00時）にペントバルビタール塩（ネン

ブタール⑭，アボット社）を4mg／lOO　9体重を腹腔内

注射して，LH排卵性分泌を抑制した，さらに，「臨

界期」3）当日の15：00時（14時間照明，10時間暗の条件

下で飼育し，暗期の中心を00：00時とする）にhCG

（ゴナトロピン⑪，帝国臓器）0．50～0，651Uを投与し，

翌日の13：00時に卵管膨大部から卵子を採取した．

実験2：無処理ラットおよびPMSG　401U投与ラッ

トにおける血中LH量の消長

　血清中のLH量を2抗体法によるRIAで測定した．
“mmDD　Rat　Pituitary　Hormone　Program”から提供さ

れたヨード化ホルモンとしてNIAMDD－Rat－LH↓5，

標準ホルモンとしてNIAMDD－Rat－LH－RP－1，抗体と

してNIAMDD．Anti－Rat．LH－Semm－5からなるキットを

使用し，指針に基づき1251を用いて行った．なお，

本測定系では25～2500　ng／mlが測定可能な範囲であ

った．採血は無処理ラットでは，発情前期の11：00

時および13：00時，15：30時17：00時19：00時22：00

時　発情期の08：00時に頸静脈から行った．また，

Table　l　Mean　number　of　ova　shed　per　ovaries　of　rats

　　　after　injection　with　hCG　on　the　rat　removed

　　　LH　surge　by　pentobarbital　sodium

hC一 欝フ謝蹴羅f

（327）51

PMSG　401U（セロトロピン⑭，帝国臓器）を発情後期

の09：00時に筋肉内注射し，無処理ラットと同じ時

期に採血した．動物数は各観察区とも3頭とした．

実験3：hCGの少量投与が大型卵胞の閉鎖におよぼ

す影響

　PMSG　401Uを発情期の09：00時に筋肉内注射し，

「臨界期」3）にペントバルビタール塩を4mg／lOO　9体重

を腹腔内注射して排卵性LH分泌を抑制し，排卵性

LH分泌の開始時期である発情前期15：00時に少量の

hCGを筋肉内注射した．観察はhCG投与後24時間

（発情期の15：00時）に行った．常法によりパラフィン

連続切片にして，550μm以上の卵胞をHirshfield＆

Midgley　Jr．　i）の基準に従って，非閉鎖卵胞と初期閉鎖

卵胞に分類した．例数は，各区とも5頭である．

0501U
O511U
O521U
O．531U

O541U
O．551U

O．561U

O571U
O581U
O591U
O．601U

O．611U

O，621U

O．631U

O．641U

O．651U

0／10

0／10

0／10

0／10

0／10

0／10

1／10

8／10

9／10

10／10

10／10

10／10

10／10

10／10

10／10

10／10

　13．0

13．6±1．51

13．2±1．39

13．5±158

13．9±1．66

13．7±L55

14．1±1．68

13．9±L34

13．8±1．70

13．6±L61

14．0±1．62

結　　果

　無処理ラットの「臨界期」にペントバルビタール

塩を投与して排卵性LH分泌を抑制しておいた動物

にhCGを投与した結果050～0551Uでは排卵がまっ

たく見られなかった．0．591U投与区では全例に排卵

が観察され，排卵数は対照区と有意差がなかった

（Table　l），

　本実験に用いた無処理ラットの排卵性LH分泌の

ピークは発情前期の19：00時に認められた．一方，

PMSG　401U投与ラットの血中LH量のピークは無処

理ラットに比べて明確ではないが，発情期の17：00

時に有意に高くなった（Fig．　1）．　PMSG　401u投与ラ

ットのこの時期の血中LH量を面積比で推定すると，

hCG　O．173皿Jに相当した。
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Fig・　2　0varian　changes　in　the　number　of　healthy　and　early　atretic　follicles　after　small　dosage　of　hCG　injection　on　the

　　　rat　removed　LH　surge　by　pentobarbital　sodium

　　Fig・3　　A　follicle　in　an　ear】y　stage　of　atresia

The”necklace門is　cleary　visible　and　serves　as　a　distinct

marker　for　atretic　follicles

　基底膜に隣接する穎粒膜細胞の分裂停止によって

出現するいわゆる「ネックレス卵胞」1）（Fig．3）も閉

鎖卵胞として計測した結果，排卵性LH分泌を抑制

し，hCGを0．201U以上投与した実験区では，有意に

増加した（P〈0．05）．その数は，ペントバルビタール

塩を投与せず排卵性LH分泌を起こした対照実験区

の結果とほぼ同じであった（Fig．3）．

考　　察

　「臨界点」を通過した大型卵胞は，LHサージによ

って排卵するが，排卵性LHに反応する前に微量の

LHに感作すると，穎粒膜細胞が黄体化しその後十分

な量の排卵ホルモンを投与しても排卵は起こらな

い．さらに，PMSG・hCGで過剰排卵誘起処理を行

っても，hCGの投与時期が適切でなかったら排卵数

は増加せず，適期より後のhCG投与による減少の原

因は，PMSG処理ラットに存在する排卵性LHによる

穎粒膜細胞の黄体化ないし閉鎖開始によるものと考

えられる5・6）．

　Welschen　and　Rutte7）は，　PMSG　l　O～351Uを投与した

過剰排卵誘起ラットのLHサージは正常値以下だが

存在すると推測している．一一方，鮫島ら8）はラット

にPMSG　50皿Jを投与した実験でLHサージがほとん

ど認められないとの異なった報告をしている．この
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ように，PMSG投与ラットのLHサージの存在が確認

されておらず，LHによる穎粒膜細胞の黄体化ないし

閉鎖開始で排卵が阻止されることは推測の域を出て

いない．

　本実験で，PMSG　401UラットのLH量を測定した

結果，無処理ラットに比べてその量は少ないものの

無処理ラットとほぼ同じ時期に排卵性LH分泌の存

在が確かめられ分泌量はhCG・O．・17・IUに相当すると考

えられた．

　推定する際に基本となる無処理ラットの排卵性LH

分泌は，伊藤ら9）によりhCGα6251Uに相当すると報

告されている．本実験での無処理ラットの排卵性LH

分泌量はhCG　O．591U以上と推測され，伊藤ら9）の成

績とおおむね一致した．

　次に，PMSG　401U処理ラットの卵胞閉鎖に及ぼす

排卵性LHの影響を検討するために，ペントバルビ

タール塩でLHサージを抑制し種々の量のhCGを投

与して，初期閉鎖卵胞の消長を調べた．

　卵胞閉鎖は，初めに穎粒膜細胞で開始し，次第に

卵母細胞に達すると考えられている．穎粒膜細胞は

分裂・増殖を停止し，核濃縮，さらに卵胞腔内の細胞

屑となって卵胞閉鎖の最終段階へと進む．穎粒膜細

胞の閉鎖は基底層に隣接する細胞から始まり，個々

の細胞が縮小し相対的にヘマトキシリンで染色され

る核質が多くなり，濃染した核質があたかもネック

レス状に見えるので，ごく初期の閉鎖卵胞は「ネッ

クレス卵胞」1）と呼ばれている．このような「ネック

レス卵胞」も閉鎖卵胞として観察した結果，hCG

O．20・IU以上を投与すると閉鎖卵胞は有意に増加した．

これらのことからPMSGによって増加した排卵に至

るであろう大型卵胞は，排卵性LHによって穎粒膜

細胞の増殖が停止し，卵胞閉鎖を開始することが確

かめられた．しかし，抗LH血清で血中LHを除去す

ると卵胞の発育は停止し10），また，PMSG投与後下

垂体を摘出しても大型卵胞の閉鎖が開始するll）ので，

持続性LH分泌は卵胞発育には必須であると考えら

れる．

　一方，PMSGにはFSH様作用とともにLH様作用も

存在することが知られている．本実験でもPMSGの

LH様作用の影響が考えられるが，　PMSG　401U投与

ラットの排卵に至る健康な大型卵胞は，LH排卵性分

泌以後減少している4）ので，卵胞発育・閉鎖に関す

るかぎりPMSGの持つLH様作用は考えなくてもよい

ように思われる．

　以上のことから，PMSG　401U投与ラットにも排卵

性LH分泌があり，hcG・o．17・luに相当し，このLHに

よって穎粒膜細胞は増殖を停止し，

していくと結論づけられた．
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　　　dose　of　hCG　on　follicular　atresia

Satosi　Kagabu，　Kouichi　Mamba

　　　Department　of　Animal　Anatomy

Faculty　of　Agriculture，　Yamaguchi　University
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Motoaki　Umezu

　　Laboratory　of　Animal　Reproduction

Faculty　of　Agriculture，　Tohoku　University

　　　　　　　　　Miyagi　981，Japan

　　Changes　of　serum　LH　in　rats　during　estrous　cycle　and

treatment　with　401U　PMSG　were　determined　by　the

NIAMDD　Rat　LH　radioimmunoassay　system．　The　prin－

cipal　characteristics　of　the　change；namely，　a　surge　of

serum　LH　on　the　late　afternoon　of　proestrous　in　the　rats

of　cyclic　and　PMSG　treated　rats．　Estimation　of　the　ovu－

latory　amount　of　LH　released　in　untreated　rats　showed

that　this　was　equivalent　to　at　least　O．591U　hCG．　Data

from　the　rats　removed　LH　surge　by　pentobarbital

sodium，　recieving　hCG　indicate　that　at　this　dose　level　of

PMSG，　the　ovu且atory　released　of　LH　is　subnorma1，

equivalent　to　at　least　O．171U　hCG．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年12月28日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年3月24日）
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　　　　　若年性子宮内膜異型増殖症の3症例

不妊症および排卵障害患者における子宮温存療法一一

　　Three　Cases　of　Younger　Patients　with　Atypical　Hyperplasia

－
Conservative　Therapy　for　lnfertile　and　Anovulatory　Patients一

尾　崎　智　哉

　Tomoya　OZAKI

栗　岡　裕　子

Hiroko　KURIOKA

島根医科大学産科婦人科学教室

　　高　橋　健太郎

　Kentaro　TAKAHASHI

　　岡　田　正　子

　　Masako　OKADA
Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

内　田　昭　弘

Akihiro　UCHIDA

北　尾　　　学

Manabu　KITAO

Shimane　Medical　University，　Shimane　693，　Japan

，

　子宮内膜異型増殖症は子宮体癌0期と同等とされており40歳未満の若年例に認められた場合，quality

of・lifeを考慮し子宮温存療法が必要となる．今回我々は挙児希望があった3例において病理組織学的所見

により子宮内膜異型増殖症と診断し，MPAによるホルモン療法（6㏄卜800　m9〆day）と定期的な子宮内膜全

面掻爬術を行った．MPAの総投与量12g，92　g，100　g，の時点でそれぞれ病理組織診において病変の消

失を確認した．その後の不妊治療で1例が妊娠した．

　子宮内膜異型増殖症の子宮温存療法としてMPA療法は有用であり，子宮異型内膜組織の消失が認めら

れた場合，その後の不妊などの治療においては，子宮内膜異型細胞の再発を防ぐ意味でも，clomiphene

therapyなどにより積極的に排卵誘発を行い，正常分泌期内膜をもつ排卵周期を確立することが必要であ

ると考えられた，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，40（3），331－335，1995）

緒　　言

　子宮体癌は疫学的に，その好発年齢は50～60歳で

閉経後に多く，40歳未満の若年性子宮体癌，子宮内

膜異型増殖症は子宮体癌全体の約5％前後と頻度は

低いD．また，これらの若年性子宮体癌および子宮

内膜異型増殖症患者には妊孕能を温存し，治療する

ことが必要となる場合が多い．今回，我々は不妊症，

月経異常を合併した若年性子宮内膜異型増殖症の3

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

症例1

　32歳，結婚27歳，0経妊0経産

　主訴：挙児希望

　既往歴：特記すべき事項なし

　月経歴：初経13歳，整川頁

　現病歴および経過：5年間の不妊期間を経て挙児

希望を主訴に1991年8月■当科を初診した．身長

149㎝，体重43kg（BOdy　Mass　lndex［BMI］＝i9）診察上

内外性器に異常は認められなかった．初診時（黄体中

期）の検査ではprogesterone　2．　1　ng／mlと低値を示し，

estradiol－17β241　P9加1でE2／P比は114．7と高値傾向を

示した．同日，子宮内膜日付診目的で子宮内膜組織

診を施行したところ，正常分泌期像を呈する腺組織

の一部に腺密度が高く，乳頭状増殖とmorula・fomiation

が認められ，子宮内膜異型増殖症と診断した（図1）．

子宮温存を目的に，9月■子宮内膜全面掻爬術を施

行，9月■より3か月間mediroxyprogesterone　acetate
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図至　症例1の治療前の子宮内膜組織像
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図3　症例2初診時経膣超音波断層法による子宮内膜像

図2　症例1のMPA治療後の子宮内膜組織像
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図4　症例2の治療前の子宮内膜組織像

噛

（MPA）600　mgノ，dayを連日投与した．1992年3月■子

宮内膜全面掻爬術を施行，軽度異型上皮の残存が認

められたためMPA　600　mg！dayを継続投与した．8月■

■の子宮内膜組織診で異型組織が認められなかった

ため（図2），不妊治療を開始した．自然排卵は認めら

れたが，黄体機能不全がありhCG投与によるluteal

suppαtを4周期施行したところ1993年4月■からの

月経を最終月経として妊娠が成立し，現在妊娠39週

で経過良好である．

症例2

　31歳，結婚21歳，0経妊0経産

　主訴：挙児希望

　既往歴：特記すべき事項なし

　月経歴：初経12歳，整川頁

　現病歴および経過：10年間の不妊期間を経て挙児

希望を主訴に1992年3月■当科初診身長164・cm，

体重95kg（BMI＝35），診察上内外性器に異常は認

められなかった．初診時内分泌学的検査では，
estrone　111　P9　／ml，　estradiol－17β41　P9／miでEl／E2比は

2．7と高値を示したほかは，LH，　FSH，　progesterone，

testosteroneはそれぞれ正常範囲であった．経膣超音

波断層法では，卵巣には多嚢胞性変化は認められな

図5　症例2のMPA治療後の子宮内膜組織像

かったが，子宮内膜は25mmと肥厚が認められたた

め（図3），子宮内膜全面掻爬術を施行した．子宮内

膜組織は腺管密度の著明な増加と，内腔に向かって

の強い乳頭状増殖が認められ，強い構造異型が示さ

れたが，核異型所見は弱く問質浸潤を示唆する所見

は認められなかったため子宮内膜異型増殖症と診断

した（図4）．1992年7月■よりMPA6・・mgldayを3

か月間800mg〆dayを連日投与したところ，組織学上

異型内膜腺の密度は減少し，問質には脱落膜様変化

が認められるようになり1993年2月には組織学上異
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型内膜腺の消失が認められた（図5）．1993年3月よ

り不妊治療を開始し，domiphene　therapyを3周期，

pure　FSH＋hCG　therapyを1周期施行したが妊娠には

至らなかった．患者の都合でその後無治療で放置さ

れていたが，1994年1月下旬より少量の持続性性器

出血が認められたため，2月■子宮内膜全面掻爬

術を施行したところ子宮内膜組織の一部に軽度構造

異型を示す部分が認められたため，現在MPA　800

mg　／dayを追加投与中である．

症例3

　19歳，学生，0経妊0経産

　主訴：不正性器出血，めまい

　既往歴：特記すべき事項なし

　月経歴：初経12歳　月経周期30～90日不整

　現病歴および経過：以前より月経不順であった

が，1993年4月■からの月経を最終月経として，

以後続発性無月経となった．同年8月上旬，少量の

性器出血が認められたが月経と思い放置していた．

しかし出血が持続し，出血量も次第に増加し，めま

いが出現したため8月■当科を受診した．初診

時，検査にて冊：55　g／dl，　RBC・247万／mm3と高頗

血が認められたため即日入院となった．身長二155

図6　症例3の治療前の子宮内膜組織像

麟

図7　症例3のMPA治療後の子宮内膜組織像

（333）57

cm，体重：59　kg（BMI　＝　24．6）．初診時内診所見では

子宮は前傾前屈，超鶏卵大で表面整であった．子宮

出血の止血目的で子宮内膜全面掻爬術を施行したと

ころ，子宮内膜組織像は腺密度の著しい増加と不規

則な乳頭状増殖を示す腺細胞が認められた．腺の管

腔は大小不同で，腺の内腔への乳頭状突出が認めら

れる部分もあった．間質は減少し，back　to　back像も

認められ，腺細胞は重積し，核は軽度の大小不同と

極性の乱れが認められた．全体としては，高度の構

造異型と軽度の核異型は認めるが，明らかな間質浸

潤を疑わせる所見がなかったため子宮内膜異型増殖

症と診断した（図6）．内分泌学的検査ではLH，　FSH

およびEiIE2比は正常範囲であった．子宮温存を目

的として1993年9月■よりMPA　600　mg〆dayの連日

投与を開始し，1週間ごとに子宮内膜掻爬術を施行

しその治療効果を判定した．投与4週間目には腺の

密度は減少し，間質に脱落膜様変化が認められ，組

織上でMPAの治療効果が認められた（図7）．　MPA

600　mg／dayを6か月間投与し異型増殖症の消失を確

認した後，Kauff㎞an療法を施行し，現在外来にて定

期的に内膜組織診を行っているが，異型病変の再発

はみていない．

考　　察

　子宮体癌はそのrisk　facterとして従来より，未婚，

未産，不妊，肥満，糖尿病，内分泌環境の異常など

が指摘されている2・3）が，特に40歳未満の若年性子宮

体癌の場合その発生に内分泌的因子の関与が重要視

されている4）．性成熟期の女性の子宮内膜は，性ホ

ルモンの周期的な変化にあわせて周期的に増殖，消

退を繰り返している．子宮内膜の増殖に関してはエ

ストロゲンが大きく作用しているが，子宮体癌の発

生，発育にはエストロゲンの持続的な過剰刺激が強

く関連している．そのような内因性エストロゲン異

常を示す状態として肥満および不妊症，排卵障害が

指摘されている5）．

　肥満女性では内因性のエストロゲンレベル，とく

にエストロン（E且）の産生が正常婦人に比べて充進し

ている6）．皮下脂肪組織にはエストロゲン生合成酵

素（アロマターゼ）が存在し，副腎から産生されるア

ンドロゲンは，その作用により主にE1に変換され

る．皮下脂肪量に比例してアロマターゼ活性は高く

なる7）とされており肥満女性では，肥満度に比例し

てエストロゲンレベルは高くなっていると考えられ

る，実際に症例2はBMIが35と高度肥満を呈し，初

診時内分泌学的検査ではEi／E2比が2．7と高値を示し
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ており，このエストロゲン環境の異常が子宮内膜異

型病変の発生の一因となっていると推察される．現

在，症例2はMPA療法と合わせて肥満に対して800

kcaVdayの食事療法8）を施行中である．

　また慢性的なエストロゲン過剰状態を呈する疾患

として多嚢胞性卵巣症候群がある，多嚢胞性卵巣症

候群は若年性子宮体癌症例で合併する率が高いと報

告されている9）．症例3は初経時より月経異常

（oligomenorrhea）を呈していたが，初診時内分泌学的

検査では異常は認められなかったが経膣超音波断層

法で，両側卵巣にそれぞれ10個以上のsmall　cystが認

められており，多嚢胞性卵巣あるいはmultifolliclar

ovaryの可能性もある．

　正常子宮内膜は，エストロゲンの作用で増殖し，

プロゲステロンの作用で分泌期内膜へと変化し，過

剰な増殖は抑制される．子宮体癌の発生のホルモン

学的因子としてエストロゲンの持続的作用が考えら

れているが，それは正常なプロゲステロン作用の欠

如とつながる．排卵障害では卵胞から黄体への変化

が行われないため十分なプロゲステロンの分泌が得

られず，子宮内膜はその保護作用を受けられずエス

トロゲンの作用を持続的に受けることとなる．症例

1では黄体中期におけるプロゲステロンが低値を示

しており，いわゆる黄体機能不全の状態であった．

プロゲステロンの作用が十分でなかったことが不妊

症の原因であるとともに子宮内膜異型増殖症の発生

に関連していた可能性がある．また症例2の初回治

療後約半年間の無治療放置中の基礎体温からは明ら

かに卵胞発育障害に伴う黄体機能不全が認められて

おり，この期間に臨床的にも子宮内膜の異型病変が

再発している．このことより，排卵障害あるいは黄

体機能不全の患者は，正常婦人に比べて子宮内膜異

型組織が発生しやすい状態であると考えられる．黄

体機能不全が疑われる場合黄体機能の診断とともに

子宮内膜の悪性病変の除外診断のためにも積極的に

子宮内膜日付診を行うべきである．

　若年性子宮内膜異型増殖症に対する治療では，子

宮温存が重要となってくる，子宮温存療法としては

MPA療法とあわせて子宮内膜全面掻爬術を行う治療

が広く行われている10）が，その他タモキシフェンな

どの抗エストロゲン剤を用いたホルモン療法やアド

リアマイシンによる化学療法などがある11）．当科で

はまずMPA　600　mg／dayを3か月間投与し，その間1

か月に1回子宮内膜全面掻爬術を施行，それで異型

内膜腺の残存が認められる場合には，さらにMPA

600～800　mg／dayの追加投与を行っている．今回当科

日本不妊会誌　40巻3号

で経験した3症例では，MPA投与により子宮内膜異

型内膜腺の減少ないし消失をみており，MPA療法は

子宮温存の必要のある患者の治療に有効であると考

える．治療効果が認められた場合，不妊症あるいは

月経不順に対する治療が必要となってくる．挙児希

望がない場合，Kaufm㎜療法やHolmstrom療法など

によって正常な内分泌周期，月経周期をつくること

が子宮内膜異型病変の再発を防ぐことにつながると

考えられる．挙児希望がある場合は一刻も早く妊娠

を成立させる必要があるが，Clomipheneなどにより

排卵を確立させた後十分なluteal　supportが行われなけ

れば過排卵刺激による高エストロゲン環境が子宮内

膜異型病変の再発を助長させる可能性がある．いず

れにしろ内分泌学的治療において正常な黄体期を作

ることが子宮内膜異型病変の再発を予防する一手段

になると考えられる．

結　　語

　不妊症あるいは月経異常を合併した若年性子宮内

膜異型増殖症の3症例を経験したので若干の文献的

考察を加え報告した．近年，子宮体癌は増加傾向に

あり若年者における子宮温存療法が必要な症例も多

くなると推察されるが，重要なのはやはり早期に発

見することである．特に排卵障害を示す不妊患者の

不妊治療を行う場合にはまず子宮内膜悪性病変の検

索を行う必要がある．
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T血ree　cases　of　younger　patients

　　　with　atypica豆hyperplasia

　conservative　therapy　fbr　infertile

　and　anovulatory　patients

Tomoya　Ozakl，　Kentaro　Takahashi

Akihiro　Uchida，　Hiroko　Kurioka

Masako　Okada　and　Manabu　Kitao

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Shimane　Medical　University，　Shimane　693，　Japan

（335）59

　　It　is　said　that　endometrial　carcinoma　in　the　patients

younger　than　40　years　is　much　different　in　its　pathologi－N

cal　and　clinical　characteristics　from　elderly　patients．　In

younger　patients，　the　conservative　therapy　was　needed

for　maintenance　of　the　fertilizability　in　three　patients，

whose　tumor　was　confined　to　endometrium　displayed

with　curettage　specimens，　so　that　they　were　treated　the

endocrine　therapy　of　medroxyprogesterone　acetate（600

to　800　mg／day）and　endometrial　curettage　was　periodi－

cally　performed　for　pathological　assessment．　The　curet－－

tage　specimens　of　three　patients　were　displayed　no　neo－

plastic　les童on　at　the　cumulative　dosage　of　l　2　g，92　g　and

lOO　9，　respectively．　Of　those　three，　one　patient　conceived

after　ovulatien　induction．

　　It　is　concluded　that　MPA　therapy　as　the　conservative

one　is　effective　and　after　that，　hormonal　treatment　which

regular　and　ovulated　menstrual　cycle　is　necessary　for

atypical　hyperPlasia　in　younger　and　infertile　patients・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年12月19日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年3月27日）
蝿

賀

督

■

縄

ハ

，

η

胤

「

’

“

凋

鯛



日本不妊学会雑誌

第40巻第3号1995

Cyclophasphamideがラットの性周期に及ぼす影響

Effect　of　Cyclophosphamide　on　Granulosa　Cells　and　Vagina1　Smears

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Rat

　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科学教室

荻野雅弘　　松浦　潔
Masahiro　OGINO　　　　　Kiyoshi　MATSUURA

　　　　　　　高　田　博　行　　　　森

　　　　　　Hiroyuki　TAKADA

　漆　畑　博　信

Hironobu　URUSHIBATA

宏　之

　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroyuki　MORI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Teikyo　University　School　of　Medicine，　Tokyo　173，　Japan

　マウスの穎粒膜細胞を培養し，制癌剤Cyclophosphamide（CPM）の添加実験を行い，穎粒膜細胞への影響

を検討した。

　1）細胞数の変化はCPMの接触時間2時間ではCPM濃度1，10μ9／mlでは対照に比べ変化しなかった

が，100，500μg畑では有意に減少した．接触時間6時間でも同様であった．2）cAMPは接触時間2時間

で濃度500μ9／m且になると有意に低ドし，6時間では濃度100μ9／m1以上で有意に低下した．3）3H－thymi－

dineの取り込みは接触時間2，6時間とも100μ9／m1以上で有意に低下した，つぎにCPM（1／3LD50＝49

mg／kg）をラットに投与し性周期に及ぼす影響を膣細胞診から観察した．単回投与しても，3回反復投与

してもEstrusの発現頻度に差はなく，性周期は4日型を示し変化は見られなかった．

　以上，CPMは穎粒膜細胞へ直接作用するが性中枢への作用は非常に弱く，性機能に対する作用は性腺

への作用が主としたものである可能性が示された，またCPMの作用は濃度依存性かつ時間依存性である

ことがうかがえた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JpnJ．　FertiL　Steril．，40（3），336－342，1995）

’

命

緒　　言

　癌治療においては手術療法をはじめ，放射線療法，

癌化学療法，免疫療法などの集学的治療が行われる

に至り長期生存が望めるようになった．しかし癌治

療はただ単に治療成績だけでなく，副作用をも考慮

し治療を行う必要がある．女性では乳癌，白血病，

ポジキン病，男性では精巣腫瘍例について調査され

てきた．女子では月経不順，無月経，不妊症，さら

には早発性閉経症に陥ること1），男子では造精機能

障害も報告され2＞，とくに若年者についてその妊孕

性の温存をどのようにするかに関する研究は重要な

課題となって来た．そこで我々は制癌剤のひとつ

Cyclophaphamide（CPM）が穎粒膜細胞に及ぼす影響を

検討した．次にラットにCPMを単回，反復投与し膣

細胞診から性周期への影響を検討した．

実験材料および方法

1）マウス卵巣穎粒膜細胞実験

　穎粒膜細胞採取法二生後22～24日齢のSprague－

Dawley系幼若雌ラットの下垂体を摘出し，翌日より

diethylstilbestrol　O．1／0．　l　m1，ラッカセイ油／dayを3日間

皮下投与後，卵巣を摘出した．Hank’s　calcium　magne－

sium　free　medium（HCMF溶液，　GBCO，　New　York）中

でcollagenease処理後，　dispereseし穎粒膜細胞を採取

した．培養液は，Dulbecco’s　Modified　Eagle　Medium

（NISSUI，東京）を用いた．　CPMは4－hydroperoxycy－

clophosphamide（活性型CPM，塩野義製薬）を用いた．

　培養方法：3Hthymidine　up　takeの測定3｝には，　fibri－

nonection（8μ9／200μ且PBS，　pH　7．8／we11）を24穴培養

器（Falcon；24－wel1）に投与，24時間，37℃で培養し，
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1．培養G－cellと活性型CPMの接触時間

　　　　　　　　　　　　　　　CPM接触時間

囲
←一一一一一培養時間（48時間）一一一一一→

　　←培養開始

　　G－cell：2．5×104　cells／well

2．活性型CPMの濃度

　　　　10，100，500μg／ml

3．測定項目

1）Viable　cell：trypan　blue　dye法

2）cAMP：RIA

3）3H－Thymidine　up－take

実験終了→

一」

図1　実験方法

実験開始直前に穎粒膜細胞を散布した．細胞数は

2．5×1　04　viable　cells／mlに調整，　Cell　we11（Coming，　New

York）を用いてFSHを添加し37℃，5％CO2，95％air

下でincubationした．全培養実験を48時間としCPM

の接触時間を培養終了前から換算し2，6時間とし

た．CPM濃度は終濃度1，　iO，100，500μ9／m1とに分

けて添加した（図1）．測定は1）viable　cellはtrypan　blue

法，2）培養液中のcAMPはcAMPキット（ヤマサ，東

京）で測定し4），3）3H－－thymidine　up　takeで検討した．

2）ラット性周期の変化

　Wister－lmamichi系ラット，雌10週齢17匹を実験に

用いた．まず17匹すべてのラットの性周期を30日間

観察し，ラットの性周期が4日型ですべて順調であ

ることを確認した．膣垢検査は綿棒法を用いて行い，

膣垢像の判定はLong＆Evansの基準に従った．　CPM

l回投与量は（1／3LD50）49　mg／kgを尾静脈より投与

した．単回投与実験は，ラット11匹を対象とし，投

与後1か月間の性周期を毎日観察した．反復実験で

は，ラット6匹に実験1とlrij等量のCPMを30日間隔

で3回反復投与し，投与終了後30日間毎n観察し
た．

　検定はStudent’s　testとX2検定を用い，　P＜0．05を有

意とした．
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viable　ceilへの影響

　対照の48時間培養のviable　cellは19．9×2．2（n＝6）

cell／well（M±S．D．）であった．　viable　cellはCPMの接触

時間2時間，濃度1，10μg／mlでは対照と差がなか
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図2　Viabte　cellへの影響
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図3　cAMPへの影響

った．しかし濃度が100，500μ9／mlでは27％，12％

と有意に（P＜0．Ol）減少した．接触時間を6時間に延

長しても，接触時間2時間と同様に1，to　／z　9／mlで

はviable　cellは減少しなかったが，100，500μg／mlで

はそれぞれ18％と有意に減少した（P＜〔〕．01）。接触

時間を12時間にすると1μ9／mlでも対照より20％に

減少した（P＜0．Ol）（図2）．

cAMPへの影響

　CPMを無添加のものを対照とすると，　L709±O．41

（6）であった．CPM　2時間接触では，濃度が1，10，

100μg／m1では対照に比し減少傾向を示したが有意で

はなく，濃度が500μ9／mlで有意に（P〈O．01）減少し

た．次に，6時間接触では，CPM濃度が1，10μg／m1

では対照に比し減少傾向を示したが有意ではなかっ
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た．しかし，100，500μg／mlで有意（P〈0．01）に減少

した（図3）．

3H－thymidine　up　take

　CPM無添加群を対照とし，　CPM　2時間接触では，

1，10μg／mlでは変化が見られなかったが100，500

Pt　9／mlになるとそれぞれ9，3％と著明に（P〈O．O・1）

減少した，また接触時間6時間でも接触時間2時間

％
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図4　3H－thymidine　up－takeの変化率
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と同様に有意に減少した（図4）．

性周期の変化

　性周期の変化を緒方の図を用いて示す（図5）と，

ラットのEstms日数／Estrus＋Non－Estms日数（EIN－E＝と

略す）の発生率は，投与前（対照）のEstrusの頻度は

（82／330）24．8％，CPM投与後では（84／330）25．5％で

あった．CPM投与後では＃4，＃llの2匹にEstmsが2

日連続して観察され，性周期が5日型を呈する現象

が見られた．個々のラットで比較しても投与前と投

与後，また全体ラットにおけるEstrusの頻度とでも

投与前後でも両者間に差はなかった（図6）．

反復投与したラットの性周期

　反復3回投与したラット6匹の性周期を同様に示

すと（図7），発現率は，対照（44／180）は24．4　％，初

角化期Estrus　I

上角期Estrus　II

上皮期Procstrus

間期　　Diestrロs

12345678日緒方より

ρ

図5　性周期の図示
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向

回投与後群では25．5％，2回目投与後群では26．1％，

3回目投与後群では25．0％であった．Estmsが2日連

続観察されたのは初回投与後では1回，2回投与で

は2回，3回投与では2回認められた．したがって，

対照と初回投与群，2回目投与群，3回日投与群とす

べての群間でEstmsの発現頻度に有意差は認められ

なかった．

考　　察

　強力な化学療法の開発より癌治療の成績は向上

し，特に若年者の進行癌患者には福音となった．し

かし延命効果が得られ新たな問題が浮上して来た．

ポジキン病40例に対し化学療法後の月経歴，基礎体

温，ホルモン測定などから卵巣機能への影響を検討

した結果5），20例（49％）がすでに卵巣性排卵障害（原

発性性腺機能低下症）に陥り，14例（34％）が進行性

の卵巣性排卵障害へ，わずか7例（17％）だけが正常

であった．患者の同意を得て卵巣生検を行ったとこ

ろ数例に卵巣皮質の萎縮と卵胞の消失が見られ化学

療法が性機能障害を起こすと警告した．22例の絨毛

性疾患に対しetoposideを200　mg／m2×5日間を数回投

与し，FSH，17β一estradiol，　progesterone，　prolactinと

月経周期の変化を調べた，5例に一過性の高ゴナド

ロピン，低エストロゲン血症，2例の恒久的な卵巣

機能不全例と過少月経と無排卵症合併例2例が見ら

れ性腺へ影響すると報告している6）．

　一方，化学療法は影響を与えないのではないかと

の意見もある，Gershensonは7）germ　cell　tUmorのため温

存手術後，vincrisrine，　actinomycin，　CPMなどの化学

療法を行った40人の月経と妊孕能を調べた．化学療

法後の月経は順調68％，不順，過少月経，無月経28

％，早発性閉経は1人（2．5％）であった．妊孕能と児

の催奇形に関しては，化学療法を受けた40例中16例

が挙児を希望し化療後約6か月目から妊娠を許可し

たところ，9例は問題なく妊娠し，3人がclomiphene

citrateで妊娠し，残りの4例中1例だけが真の不妊症

であった．児に関しては大きな奇形はなかったこと

より化学療法が性機能，妊孕能，児への影響はほと

んどないとした．また103例のポジキン病に全身リ

ンパ節照射を単独，化学療法，両者併用群における

妊孕能を検討したところD，不妊症は直接性腺へ照

射していなければ生じず，性機能は化学療法を開始

した時の年齢が関係するとした．

　CPM投与した乳癌8）では，40歳以上では総投与量

が5，2gで無月経を発症するが，30歳代では9．3　g，

20歳代では20．4gと若い婦人ほど抗癌剤に対する性

機能が良く保たれていたとの報告もある．Bagshawa

は9）絨毛性疾患のため化学療法を受け追跡調査がで
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きた455人のうち，挙児を希望した217人の妊孕能と

児の奇形発生率を調べた．187人（86％）が妊娠して

おり，治療を受けた年齢が30歳前か後でも妊孕能に

は差がなかった．薬剤に関してMTXやCPMなど薬

剤別でも妊孕能に差はみられなかったが，薬剤が3

剤以上の多剤併用療法になると3剤以下の群に比べ

て妊孕能に差が生じたことを発表した．また児の奇

形発症率は治療群と対照群に差がなかったが化学療

法剤へ注意を怠ってはいけないと警告している．

　男性において，Whitehead　et　al．lo）はポジキン病の49

例にmu．stine，　VCR，　pr㏄arbaz㎞e，　piedonisoloneを投与

したら42人が無精子症に陥った．また同疾患のため

小児期あるいは思春期に化学療法をした男子75例の

性機能を調べた結果11），LH，　FSHのヒ昇例が40％，

53％に見られ，これらのうち無精子症が4例認めら

れ，抗癌剤の総投与量に比例して高FSH例が増加し，

化学療法により造精機能障害に陥ると警告した．し

かし，肺転移を来した精巣腫瘍例にVAB（VCR，

ADR，　Bleo）－6回投与したところ，化学療法直後で

は高度の無精子症であったが，3年後には回復し正

常な挙児が得られたと報告している12｝．動物に

CPM　13），　ADR　14），　CDDPI5），　EtopOside　i　6）を投与しても

造精機能は可逆性であったとの報告より男性では暫

時回復するとも思われる．

　以上，男性と女性では性機能への影響が異なるが，

化学療法のあり方にも種々の意見がある．Young　17）

は上皮性卵巣癌に対して正確なstagingを行えばIa，

b期の中，高分化度の早期癌ではajuvant　chemotherapy

を行わなくとも90％以上の5年生存率が得られたこ

とから，早期癌に対して化学療法の必要性に疑問を

投げかけている．薬師寺は18）肉眼では見つけられな

い転移もあることから，早期癌におけるajuvant

chemotherapyは必要であると述べている．いずれに

しろ，早期癌において妊孕性を考えた場合は慎重な

対応が必要となろう．

　alkylating　agentSは制癌剤の中でも特に性腺への毒性

が強く，今回用いたCPMはそのひとつで，癌細胞を

アルキル化しcross　linkingによりDNAの立体構造の

歪，断裂やduplicationの阻害を起こし，造精機能障害

や無月経を起こす．動物実験で滝沢らは19）抗癌剤を

マウスの腹腔内に投与し，原始卵胞数を算定した結

果，ADM，　CPM，　CDDPは，原始卵胞の数が減少し

毒性が強かったことを形態学的に証明した．Burklら

は20），CPMをラットに投与し卵胞の発育過程は形態

学的にも抑制されること，またMiller・lllらは21｝マウ

スの致死量に近いCPM（1．8　mg／body）を毎週1年間投

日本不妊会誌　40巻3号

与し原始卵胞，成熟卵胞，黄体，閉鎖卵胞数を観察

した．生食群に比しCPM群は有意に減少した．ま

た，それら対象2群から5匹つつ取り出し交配した

ところ，対照群では3匹が妊娠しll匹の児が生まれ

たが，CPM群は1匹も妊娠しなかった．今回の我々

の成績から，viable　cell，　cAMP，3H－thymidine　up　take

は，接触時間が2時間でもCPM濃度が100μ9／ml以

上になると細胞は破壊され増殖不可能となった．ま

た接触時間が長時間となると低濃度でも細胞が破

壊，死滅したことよりCPMは濃度依存性かつ時間依

存性の薬物であることがうかがえた．CPMそのもの

はmag．　ked　compOundで，4－hydroperoxycyclophosphamide

とすることで活性型となり今回in　vitroの実験に供し

たが，Ataya　et　al．も22｝活性型CAMをラット穎粒膜細

胞にpre　incubation後にCPMを5時間接触させ，　viable

cell，　P，　PGEを測定したところ，生細胞は10μg／ml

で有意に減少し，またP，PGEは100μ9／mlで有意に

減少し，CPMが直接穎粒膜細胞を破壊し，細胞を死

に追い込むのかもしれないとしている．今回の成績

から，CPMの作用部位は卵胞直接作用だけでなく，

卵細胞を取り囲む穎粒膜細胞の膜や細胞質内にある

DNA，　RNAや酵素に作用し，1）細胞膜上の
gonadotropin　receptorへの作用，2）adenyle　cyclase

enzyme，3）protein　kinase，4）cholesterol　side　chain　cleav－

age（SCC）enzyme，5）3／？　－HSDなどに作用しているも

のと考えられる．

　卵胞発育には中枢作用が必要であるので，性周期

に影響があればEstrusの頻度に差が見られると思わ

れるので膣細胞診によりCPMの性周期の影響を検討

した．通常ラットは生後40口で膣が開口し，この時

期に膣垢検査を行うとdiestrusの所見が認められ，や

がて大部分が4日型の性周期を示し，環境，生活，

刺激などにより周期性に差異を生じるとされてい

る．今回実験に用いたラットの性周期は4日型を示

し川頁調で，CPMを投薬しラットの性周期の変動を

観察した結果，投与前，初回投与群，2回投与群，3

回投与群，すべての群の間でEstrusの発生頻度に差

はなかったことより視床下部一下垂体系の影響は非

常に少ないのではないかと推測された．しかし，種

の違い，CPM投与量，投与間隔など考慮する必要が

ある．

　以上，制癌剤の性腺への影響としては視床rド部一

ド垂体一卵巣・精巣系のいずれの部位にも影響する

が，中枢系への影響は少なく，卵巣・精巣系へ直接

作用することにより性機能障害として出現してくる

ものと思われた．有効な化学療法により延命効果が
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計れる時代となり，若年者の治療に当ってはQuality

of・Lifeを考慮する必要がある．しかし，癌治療の大

原則は再発なく癌を完治させることであるので妊孕

能を考慮するあまり治療の縮小化を計ることは非常

に危険なことであることを記憶、しておかなければい

けない，

　　妊孕性を考慮する必要がある場合には，経口避妊

薬23｝やGnRH　analog　24・25）などで卵巣機能温存を計るな

どの検討する時代がきたものと思われる．
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Effect　of　cyclophosphamide　on　granulosa　cells

　　　　　　　and　vaginal　smears　in　the　rat

　Masahiro　Ogino，　Kiyoshi　Matsuura

Hironobu　Urushibata，　Hiroyuki　Takada

　　　　　　　　and　Hiroyuki　Mori

　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Teikyo　University　School　of　Medicine，　Tokyo　173，　Japan

　　Recently，　the　preservation　of　fertility　following　the

antlcancer　chemotherapy　for　young　patients　has　been

required．　We　investigated　the　effects　of　the　activated

form　of　CPM（4－hydroperoxycyclophosphamide）on
rat’s　granulosa　cells　in　vitro．　Also　effect　of　CPM　on　rat「s

sexual　cyclicity　was　examined　in　vivo．

日本不妊会誌　40巻3号

　　The　variabilty　of　granulosa　cells　was　significantly

decreased　when　lncubated　with　mere　than　l　OO　／l　g／ml　of

activated　CPM　for　2　hours．　Besides，10pt　g／ml　of　CPM

significantly　decreased　cell　variability，　when　it　exposed

to　cells　for　5　hours．　Cyclic　AMP　accumulation　in　cells

decreased　by　500μg／ml　of　CPM　for　2　hours　and　also

decreased　by　l　OOμg／ml　for　6　hours．3H－thymidine　up

take　was　markedly　supressed　by　l　OO　／i　g／ml　of　CPM　for

2hours．　However，　the　sexual　cyclicity　of　raゼs　was　nei－

ther　affected　by　the　single　nor　three　times　injection　of

CPM．

　　These　suggested　that　CPM　may　damage　fertility　by

affecting　the　granulosa　cell　function　not　by　the　secretion

of　gonadotropin．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年1月17日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年3月28日）
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子宮内膜増殖期後期における超音波像とKi－67および

　　　　　　estrogen　receptorの免疫組織学的検討

Ultrasonographic　Images　and　Immunohistochemical　Study　on　Ki－67　and

　　Estrogen　Receptor　in　the　Endometrium　of　Late　Proliferative　Phase

し

　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　（主任；工藤　尚文教授）

　　　　　　　　　　　　富　山　俊　彦

　　　　　　　　　　　Toshihiko　TOMIYAMA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Okayama　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　　Okayama　700，　Japan

s

」

　自然周期16名，clomiphene周期10名を対象に増殖期子宮内膜の組織学的背景を検討するため，増殖能

の指標であるKi－67とestrogen　r㏄eptorの免疫組織染色を行った．同時に経膣超音波断層法による卵胞径，

子宮内膜の厚さの計測，血清estTadiol，　progesteroneの測定を行い比較検討した．

1）卵胞径，血清estradiol値，　progesterone値には両者の間で有意の差はなかった．

2）子宮内膜の厚さは自然周期の方がclomiphene周期に比し有意に厚かった（pくO．05）．

3）K－67の陽性率は自然周期に比しclomiphene周期の方が有意に低かった（pく0．05）．また症例全体の子宮内

膜の厚さとKi－67の陽性率との関係をみると順位相関係　lt　o．44で有意な正の相関を認めた．

4）estrogen　leceptorの陽性率には両者の間で有意の差はなかった．

　以上より子宮内膜の変化は，血清estradiolやestrogen　receptorのみでは説明できず，その病態解明にはさ

らなる検討が必要であると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，40（3），343－348，1995）

F

緒　　言

　子宮内膜は性ステロイドホルモンの作用により増

殖と分泌さらに月経へと周期的変化を繰り返してい

る．子宮内膜は着床と深い関係があり，子宮内膜の

機能的，器質的異常は着床を阻害し不妊因子となる．

近年，経膣超音波断層法により子宮内膜の性状が観

察されるようになってきたが，各症例により内膜の

厚さ，輝度などのパターンは一様ではない．不妊外

来において第1度無月経あるいは無排卵周期などの

症例に対し，clomiphene　citrateは最も広く用いられて

いる薬剤であるが，clomipheneを使用した周期では

子宮内膜が薄くなっていることが臨床上よく経験さ

れ，この事実は排卵率が高い割に妊娠率が低いこと

と関連する可能性が示唆されているト3）．

　またestrogen　receptorは子宮内膜をはじめとする性

ステロイドホルモンに感受性をもつ組織に存在し，

ホルモンと結合し，核内のDNAにその遺伝清報を伝

え，細胞効果を発現する4’－7）．そこで自然排卵周期

とclomiphene治療周期における増殖期子宮内膜の組

織学的背景を検討するため，増殖能の指標であるk－

67と抗estrogen　receptor抗体の二つのモノクローナル

抗体を一次抗体とした免疫組織染色を行い，内膜の

増殖能とestrogen　receptorの局在をカラー画像解析装

置を用いて検討した．

対象および方法

当科不妊外来通院中の自然周期患者16名，
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表1　対象症例の背景，成績

日本不妊会誌　40巻3号

自然周期 clomiphene周期

年齢（歳）

掻爬（日）

卵胞径（mm）

内膜厚（mm）

E2（P9／ml）

P（n9／ml）

30．6±45　　　　　　32．3±7．4

14．8±3．4　　　　　　14．2±1．7

16．7±3。1　　　　　　18．8±2．4

1Ll±2．1＊　　　　　　8．0±3．6＊

200．5±107．3　　　　270．2±ll2．0

　0．8±0．6　　　　　　　0．6±0．4

＊：Pく0．05

ブロッキング試薬：5分
　　　i

第一抗体（湿箱内にて反応：30分）

　　　　　PBSにて洗浄：5分×2回

二次抗体

酵素溶液

発色基質

10分

PBSにて洗浄・　5分×2回

10分

PBSにて洗浄　5分X2回

10分

洗浄

ヘマトキシリンにて後染色　2分
　　　　　流水

　　脱水（エタノール　50％－70％－100％：各2分

　　　　　キロシロール　3分×2回）

図1　免疫組織染色フローチャートKi－67（DAKO，

　　　LSAB　Kit）

ブロッキング試薬：15分
　　　1

第一抗体（湿箱内にて反応：30分）

　　　　　PBSにて洗浄：5分×2回

架橋抗体（湿箱内にて反応：30分）

　　　　PBSにて洗浄：5分×2回

PAPコンプレックス（湿栢内にて反応　30分）

　　　　　PBSにて洗浄：5分×2回

基質液（DABにて発色　6分）
　　　　　洗浄

ヘマトキシリンにて後染色　2分
　　　　　流水

脱水（エタノール　50％－70・／。・一・1000／．　各2分

　　キロシロール　3分×2回）

図2　免疫組織染色フローチャート（ER．ICA　Kit）

clomiphene治療周期患者10名の計26名を対象とし

た．年齢は自然周期群では30．6±4．5歳（Mean±

S．D．），　clomiphene治療周期群では32．3±7．4歳であ

った（表1）．

　子宮内膜を採取する方法は，それぞれ増殖期後期

（白然周期：14．8±3．4日，clomiphene治療周期：

142±L7日）（表1）に一・掻き掻爬により，子宮内膜の

凍結切片を作成後，それぞれKi－67と抗estrogen　recep－

tor抗体のrつのモノクローナル抗体を一次抗体とし

た免疫組織染色を施行した．また内膜採取に先立ち

経膣超音波断層法による卵胞径，子宮内膜の厚さの

計測と血清estr　adiol濃度，　progesterone濃度の測定を行

った．

1）Kト67染色

　採取した内膜組織を速やかにOCT－compoundにて

包埋し，－80℃のヘキサンで急速凍結し，クリオス

タットにて6μの凍結切片を作成した．風乾後4℃

アセトンにて10分間固定を行った．

　免疫組織染色はLsAB法にて行い，ダコLSABキッ

ト（DAKO社製）を用いた．一次抗体にはKi－67

（DAKO－PC　l　DAKO社）を使用し，反応時間は30分と

した．発色はDAB－H202にて行い，マイヤーヘマト

キシリンにて核染色後，鏡検した（図D．

2）estrogen　r㏄epto「染色

　K卜67染色と同様に凍結切片を作成後，3．7％ホル

ムアルデヒドーPBS溶液，－25℃メタノール，－25℃

アセトンにて順次固定を行った．免疫組織染色は

PAP法にて行い，　ER－ICA「アボット」（ダイナボッ

ト社）を用いた．Ki－・67染色と同様にDAB－Hユ02にて

発色させ，マイヤーヘマトキシリンにて核染色後，

鏡検した（図2）。

　免疫組織染色の結果はオリンパス社製カラー画像

解析システムSP－1㎜を用いて検討した．それぞれ

染色された細胞を陽性細胞，染色されなかった細胞

を陰性細胞とし，それぞれの核の面積を計算し陽性

細胞の核の比率を求めた．この操作を1症例につき

400倍で5視野に行い，その平均を陽性率とした．

成　　績

1）卵胞径

　最大卵胞径の3方向の平均とし，自然周期群では

t6．7±3．lmm（Mean±SD．），　clomiphene治療周期群

では18．8±2．4mmと両群に一差は認められなかった

（表1）．

2）子宮内膜の厚さ

　子宮1L中縦断像における体部内膜像の最大前後径
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表2　Ki－67とestrogen　receptorの陽性率

富山

自然周期

60

（345）69

clomiphene周期

Kト67（％）

ER（％）

27．7±9．7＊

6L5±10．3

16．9±5．7＊

54．7±20．7

＊：p＜0．05
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　　　　　　　　　　　幽．

　　　　　　　　図3　Ki－67染色

（上）自然周期，（下）clomiphene周期

両者とも核のみが染色されているが，自然周期の方が

多くの細胞が染まっている．

を内膜の厚さとした．自然周期群ではll．1±2．1㎜

（Mean±S．D．），　clomiphene治療周期群では8．0±3．6

mmと自然周期群の方がclomiphene治療周期群に比し

有意に厚かった（p＜0．05）（表1）．

3）血清estradiol濃度

　自然周期群におけるestradiol濃度は200．5±107．3

pg／ml（Mean±SD．），　clomiphene治療周期群では

270．2±1　12．0　P9／mlとclomiphene治療周期群の方が高

い傾向があった（表1）．

4）血清progesterone濃度

　自然周期群では0，8±0．6　ngtm1（Mean±S．D．），

domiphene治療周期群では0．6±0．4　ng／mlであり，両

群に差を認めなかった（表1）．

6810121416　　　　　　子宮内膜厚（mm）

　　図4　子宮内膜厚とKi－67の相関

澄議亀ギ。
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　　　　　　図5　estrogen　receptor染色

（上）自然周期，（下）clomiphene周期

Ki－67と同様に核のみが染色されているが，両者とも

多数の細胞が染まっている．

5）Ki－67染色

　陽性細胞は褐色に染色され，核のみが染色された

（図3）．解析結果（表2）は自然周期群27．7±9．7％，

clomiphene治療周期群169±5！7％とclomiphene治療周

期群の方が有意に低い陽性率を示した（p＜0．05）．ま

た，症例全体の子宮内膜の厚さとKi67の陽性率との
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関係をみると，順位相関係数0．44で有意な正の相関

を認めた（図4）．

6）estrogen　receptor染色

　Ki－67染色と同様に，核のみが褐色に染色されたが

（図5），自然周期群6L5±10，3％，　clomiphene治療周

期群54．7±20．7％と特に差は認めず，両群ともに高

い陽性率を示した（表2）．

考　　察

　近年，経肺超音波断層法が普及し，産婦人科領域

で繁用されているが，特に不妊外来においては卵胞

径の計測，子宮内膜の観察など日々の診療に必要不

可欠なものとなってきた．特に子宮内膜は着床と深

い関連があり，その機能的，器質的異常は重要な不

妊因子となるため，その1生状が観察され報告されて

きた．

　自然周期において片1118）は子宮内膜の経日的観察

を行った結果，子宮内膜の厚さは増殖期には経日的

に増加し，排卵期に最大となり，排卵後からは月経

直前までほとんど変化しないことを報告した．

　clomiphene　citrateは不妊診療一ヒ，排卵障害を有する

症例に対し，最も多用されている薬剤であるが，こ

のciomipheneを使用した周期では増殖期後期におい

ても子宮内膜が薄い症例をたびたび経験する1’3｝．

　今回の検討でも，子宮内膜の厚さは自然周期群で

は11．1±2．1mm（Mean±S．D．），　clomiphene治療周期群

では＆0±3．6mmと自然周期群の方がclomiphene治療

周期群に比し有意に厚かった（p＜O．05）．

　Cohenら3）は自然周期および排卵刺激周期の合計

400名の増殖期後期の子宮内膜像を観察した結果，

子宮内膜の厚さが8mmより薄かった患者群では一

例も妊娠例がなく，妊娠した症例の子宮内膜の厚さ

はすべて9㎜以一Lであったとしている．またGonen

ら9｝，関谷ら10）も妊娠に至った症例の子宮内膜の厚

さは，非妊娠症例に比べて明らかに厚かったとして

いる．このように妊卵が着床し，妊娠を維持してい

くためにはある程度以ヒの子宮内膜の厚さが必要で

あると考えられ，clomiphene投ケ例で見られるよう

に排卵率が高い割には妊娠率が低いのは，子宮内膜

が薄いことが一因ではないかと推定されている1｝”　3）．

そこで著者は自然周期とclomiphene治療周期におい

て増殖期後期の子宮内膜の組織学的背景を検討し
た．

　まず子宮内膜の増殖能の差異を検討するために増

殖能の指標であるKi－67の免疫組織染色を施行した．

モノクローナル抗体Ki－67は増殖期細胞が有する核

日本不妊会誌　40巻3号

抗原に対する抗体であり，GO期以外のすべての増殖

期にある細胞を認識するといわれ，この抗体の陽性

率はその増殖能を表現しているといわれているm．

　今回のKi－67の検討では，自然周期群27．7±9．7％，

clomiphene治療周期群16．9±5．7％とclomiphene治療周

期群の方が有意に低い陽性率を示した（p＜0．05）．ま

た症例全体の子宮内膜の厚さとKi－67の陽性率との間

に有意な正の相関を認めた．このことより増殖能が

高いほど子宮内膜が厚くなることが示唆された．

　子宮内膜は月経により剥離した後，ホルモンの作

用を受けずに再生が始まり，その後の増殖期中期に

内膜の表層部分はestrogenに反応して増殖が強く起こ

るといわれている12）．

　estrogenは子宮内膜細胞に存在するreceptorに結合

し，核内のDNAにその遺伝情報を伝え，細胞効果を

発現する4、7）．増殖期内膜におけるestrogen　receplor

は，排卵期にむけて増加していき，増殖期後期にピ

ー クとなる13〕．そこでestrogen　receptorが壬宮内膜の

厚さに深く関与しているのではないかと考え，estro－

gen　receptorの免疫染色を行った．

　Fritzら14｝が子宮内膜steroid　receptorに対するc］omi－－

phene投与の影響を調べるために，　EIA法を用いて行

った研究によると，clomiphene治療周期の増殖期の

Iflt清estr／adiolの値は自然周期に比し3倍から5倍高か

ったが，steroid　receptorには差がなかったと述べてい

る．このことからclomipheneはsteroid　receptorの誘導

に対して，ほとんど阻害作用を示さないと考えられ

ている．今回著者の検討でも，血清estradiol値は

clomiphene治療周期群の方が自然周期群に比し高い

傾向を認めたが，estrogen　receptorには自然周期群

とclomiphene治療周期群とで差を認めなかった．

Fritzら14）はEIA法を用いたが，本研究のように免疫

組織化学的手法を用いて比較した報告はなく，免疫

組織化学的手法を用いても同様の結果となることを

初めて示した．clomipheneはestrogen　receptorに対して

estrogenと競合的に結合し，　estrogenが存在しない時

にはestrogen作用を，　estrogenが存在するときには抗

estrogen作用を示すが2），　estrogen　receptorそのものの

誘導には影響を及ぼさないと考えられた．一方，」／lL

清estradiolの値と子宮内膜の関係については，相関を

認めた8・15）という報告と認めなかった10）という報告が

あり，いまだ意見の一致をみていない．いずれにし

てもclOmiphene治療周期で子宮内膜が十分な厚さに

ならないのは，clomipheneの抗estrogen効果が原因で

あると考えられているが1），これは血清estradiolや

estrogen　receptorの量の変化のみでは説明できず，そ

内
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の病態解明には今後さらなる検討が必要であると思

われた．

　不妊原因の重要な問題として黄体期能不全があ

る．黄体期能不全の診断には分泌期中期の子宮内膜

組織診が非常に有用とされ，Noyesら16）の内膜日付診

基準が広く用いられている．また最近では，経膣超

音波断層法を用いて子宮内膜のパターンを分類し，

それにより内膜日付診を行うという試みも報告され

ている．

　Benda2）はclomipheneがestrogen　receptorを介して分泌

期子宮内膜の形態変化を引き起こし，その結果とし

て黄体機能不全を来たし，それが妊娠率を低下させ

る一因である可能性を示唆している．estrogen　receptor

については，Hechtら17）は自然周期とclomiphene治療

周期とで変化しないとし，Akselら18）はclomiphene治

療周期では自然周期に比し低下するとしている．こ

れは，前者の方はclomiphene　1周期のみの投与であっ

たのに対し，後者の方は徐々に増量しながら排卵す

るまで投与を続けたためであるとしている．すなわ

ちestrogen　receptorの変化は用量依存性ではなく，時

間依存性に変化するために19），長期間clomipheneを

投与すればestrogen　receptorの変動はより大きいとし，

子宮内膜の形態変化の程度も投与量とは一致しなか

ったとしている2）．…方，Hechtら17｝はclomipheneは

着床期のestrogen　receptorに何の影響も与えないとし，

clomipheneの排卵率と妊娠率に差が出るという問題

については，他の不妊要因を慎重に検討すべきであ

るとしている19｝．

　今回は，増殖期のみで分泌期については検討して

いないが，分泌期の子宮内膜の質はestrogenとrecep－

torの結合やreceptorの量の増加などといった，増殖期

における正常なホルモン動態に大きく依存している

と考えられている20）。以上のことから，増殖期の内

膜の異常が分泌期の内膜の異常を引き起こす可能性

があることが十分に考えられる．今回，増殖期後期

においてclomipheneを使用した周期では自然周期に

比べて子宮内膜の増殖能が低いことが判明した．ま

た増殖能が低いほど子宮内膜が薄くなることもわか

った．しかし，estrogen　receptorには変化がなく，そ

の他のホルモン動態と子宮内膜との関連についてさ

らなる解明が必要と考えられる．分泌期のestrogen

receptorの変化についてもいまだ意見の一致を見てい

ないが，もしBenda2）のいうようにdomipheneの投与

量には影響を受けず，投’チ期間によって内膜の形態

変化の程度が左右されるのであれば，clomipheneの

投与方法を工夫することにより，妊娠率の低下を防
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げるかもしれない．今後のこの面での研究がさらに

発展することが期待される．
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and　estrogen　receptor　in　the　endometrium

　　　　　　　　of　］ate　proliferative　phase
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　　Immunohistochemical　staining　of　Ki－67and　estrogen

receptor　during　the　late　proliferative　phase　were　per－

formed　in　l6natural　cycles　and　IO　clomiphene－stimu－

lated　cycles、　Additionally，　ultrasonographic　endometrial

thickness，　maximum　follicle　diarneter，　serum　estradiol

levels　and　progesterone　levels　were　measured．

1）No　difference　was　found　in　estradiol　and　progesterone

levels　or　in　the　maximum　follicle　diameter　between　the

natural　cycle　and　the　clomiphene－stimulated　cycle．

2）Endometrial　thickness　in　the　natural　cycle　was　signif－

icantly（p＜O．05）greater　than　that　in　the　clomiphene－

stimulated　cycle．

3）Positive　rate　of　Ki－67　in　the　clomiphene－stimulated

cycle　was　significantly（p＜0．05）lower　than　that　in　the

natural　cyde，　and　there　was　a　significant　correlation

between　endometrial　thickness　and　the　pos　itive　rate　of

Ki－67　in　all　cases（r＝0．44）．

4）No　difference　was　found　in　the　positive　rate　of　estro－

gen　receptor　between　the　natural　cycle　and　clomiphene－

stimulated　cycle．

　　These　findings　suggest　that　some　mechanisms　besides

estrogen　receptors　are　involved　in　changes　of　the

endometrium．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年1月27日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月3日）
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炉

　排卵周期を有し，不妊スクリーニング検査で異常がないにもかかわらず妊娠に至らない原因不明不妊

婦人で，かつclomipheneやgonadotr。pin療法などの治療歴がある症例を対象として，月経周期第3～6日

からGnRH　agonistであるbuserehn　l　50μ9を1～2回／日×5～10日間（A法），または後期卵胞期に20μ9を

2回／日×3～4日間（B法），鼻腔噴霧した．その結果99例中20例（2α2％）が妊娠した．そのうち，A法が

5例，B法が8例，妊娠直前周期でのbuserelin治療が7例であった．妊娠例でのbuserelin治療は1．8±1．2

（Mean±S．D．）周期であり，11例においてclomipheneなどを併用した．　A法は投与終了後の血清中LH，

FSH，　estradiol値を大きく変化させなかったが，月経周期を一旦乱した例などがみられた．　B法では通常

のLH，　FSH，　estradiolのピークの時期，高さや卵胞期長をほとんど変化させなかった．

　本投与法は，性腺関連ホルモン動態を大きく変化させることなく，内分泌環境を改善させ妊娠に導く

と考えられ，不妊症の新たな治療法となる可能性が示唆された，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，40（3），349－354，1995）

緒　　言

　外来での通常の不妊スクリーニング検査で異常

がなく，排卵周期を有するにもかかわらず妊娠に至

らない原因不明の不妊症例は10～20％存在する．

これらに対して，近年しばしば腹腔鏡などの内視

鏡検査を追加して，子宮内膜症や骨盤内癒着など

の原因を発見しうるようになってきた．しかし，一

般の外来では，侵襲の多い検査の前にまず実戦的に

clomiphene療法やhMG－hCG療法などの排卵誘発法に
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より治療することが多い．GnRH　agonistであるbusere－

1inは，これを長期大量投与することによって下垂体

のdesensitizationを生じさせ，　gonadotropin分泌を低ド

させることにより，結果的に卵巣よりのestrogen分泌

を減少させる．これによって子宮内膜症や子宮筋腫

に対する偽閉経療法として用いられている．これに

対して，buserelinのflare　up作用による排卵誘発が模

索されているト3）．

　今回我々は，buserelinのagonist作用を利用して上記

のような排卵周期を有するが原因不明の不妊婦人に

対して短期間，少量投与し，妊娠例を得たのでその

治療成績を報告する．

対象および方法

　1988年4月より1994年3月までに我々が治療した

不妊症例の中で，排卵周期を有する婦人99例を対象

とした．これらには全例，精液検査，子宮卵管造影，

頸管粘液検査，内分泌検査（LH，　FSH，　prolactin，

estradiolの血清中基礎値，および黄体期中期のestra－

diol，　progesterone）などの不妊症のスクリーニング検

日本不妊会誌　40巻3号

査を行ったが，異常は認められなかった．対象例に

は，全例にclomiphelle療法を5周期以h行った．さ

らに一部にはhMG－hCGなどのgonadotropin療法，

brom㏄㎡ptine療法，あるいはpredoniso］one療法を行っ

たが，妊娠には至らなかった，

　このような症例に対して，以卜’の2法でbuserelin

を投与した．

　A法：buserelin（スプレキュア⑨，ヘキストジャパ

ン）の原液（1回の鼻腔内噴霧150μg）を月経周期第3

～ 6日から1～2回／日ずつ5～10日間投与．

　B法：buserelinを生理食塩水（大塚生食注⑧）で8倍

に希釈したもの（1回の鼻腔内噴霧20μg）を後期卵

胞期（主席卵胞径15㎜以上または頸管粘液の増量開

始時）に2回／日ずつ3～4日間投与．排卵は，基礎

体温または経膣超音波断層法により確認した．

　正常月経周期を有するボランティア4名にbuserelin

をB法で投与した．直前の非投与周期と投与周期に

おいて，」血清中のLH，　FSH，　estradiolの24時間ごと

の経時的変化をradioi㎜unoassay｛LH，　FSHはスパッ

クーSキット（第一一ラジオアイソトープ），estradiolはエ

戸

’

表l　buserelin短期間・少量投与による妊娠例

症例
　　　　不妊歴　　buserelin使用
年齢
　　　　（年）　　　　周期数

浴療

3Σ一

直前周期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A．M．

N．U．

M，N。

KD．

K．F．

N．M．

K．Y．

M．Y．

Y．M．

EA．

H．W．

T．1．

H．1．

S．K．

J．K．

N．T．

T．M．

C．H．

Y．H．

Y．Y．

25

32

26

27

30

31

25

38

38

31

43

25

27

32

29

28

36

31

鮪

2．0

2．0

2。0

25
2．0

2．0

3．0

2．4

3．3

8．0

3．0

2。6

2．0

3．3

5．0

4．0

2．3

12．0

2．1

11．0

1

1

2

1

3

童

l

l

l

1

2

2

4

2

1

2

1

1

5

3

CC

　CC
A法，CC

CC，　dex

CC

CC

CC，　B法

　A法
A法，B法

A法，CC

　A法

　A法
CC，　A法

　A法
A法，B法
CC，　B法

　妊娠周期

　A法，CC

　　A法

　A法，CC

　　A法

　A法，CC

　　B法

　　B法
　CC，　B法

　CC，　B法

CC，　pred，　B　l去

　CC，　B法

　　B法
　CC，　B法

CC，　pred

　CF
CF，　pred

Mean±S．D．　31．1±5．03．8±3．0 1．8±1．2

CC，　clomiphene　citrate；dex，　dexamethasone；pred，　predoniso｝one；CF，　cyclofeniI
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℃

37

36

℃

37

北脇　他

月経

［：］clomiphene

　　lOOmg×7d
［ZIZZZI　buserelin

　　150μg×7d

月経

［コclomiphene

　　100mg×5d
匿猛　buserelin

　150μgx5d

図l　A法による妊娠例（症例5）

36
　　麟月経　　　　麟月経
　　　　口・1・miphene□・bmiph・・e
　　　　　　100mg×5d　　　　　　100mg×5d
　　　　　　　　　　　　　　閉busereli・
　　　　　　　　　　　　　　　　40μg×3d

図2　B法による妊娠例（症例9）

ストラジオールユートリア（シーアイーエスダイア

グノスティック）｝で測定した．

成　　績

　99例にbuserelin短期間・少量投与を行った結果，

20例（20．2°／。）が妊娠した（表1）．そのうち妊娠周期

でのA法使用例が症例1～5の5例，B法使用例が症

例6～13の8例，そして妊娠直前周期でbuserelinを

投与し妊娠周期では投与しなかった例が症例14～20

の7例であった．直前周期での治療例7例のうち6

例までがA法を使用していた．症例12の1例（5。0％）

が稽留流産に終わったが，その他の19例すべてが正

期産で成熟健児を分娩した．20例中7例（35、0％）が分

娩後の続発性不妊症（いわゆる「一子不妊」）であ

り，7例（35．0％）が流産歴を有していた．20例中ll

例（55．O％）にclomipheneなどの排卵誘発剤を併用し

た．排卵前にhCGを投与した例はなく，7例（35．0％）

にhCGやprogesteroneなどによるluteal　supportを行っ

た．

　図1にA法によって妊娠した例（症例5）を示す．
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Buserelln投与終了後の日数

8

図3　A法による血清中LH，　FSH，　estradiol値の変化

第0日までbuserelinを投与した．

妊娠歴はない．月経周期は整順であった．不妊スク

リーニング検査により原因不明不妊症と診断し，ま

ずclomiphene療法を数周期行ったが妊娠に至らなか

った．そこで，月経周期第5日よりbuserelin　l50μg

／日とclomiphene　lOO　mgを7日間投与したところ，

卵胞期長が50日に延長し月経周期は乱れた．しかし

次の周期に同様の治療を行ったところ，妊娠に至っ

た．

　図2にB法によって妊娠に至った例（症例9）を示

す．第1子分娩後自然流産し，その後3．3年の不妊期

間があった．不妊スクリーニング検査により原因不

明不妊症と診断し，通常のclomiphene療法を10周期

行ったが妊娠しなかった．そこで，B法で治療した

ところ，1周期で妊娠に至った．

　次に，buserelin投与前後における内分泌学的変化

について検討した．図3に，A法投与終了後よりの

血清中LH，　FSH，　estradiol値の変化を示した．この

投与法では下垂体のdewn　regulationによりホルモン値
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が抑制された例は認められなかった．いずれのホル

モン値も投与終了後より緩やかに上昇あるいは低下

し，一定の傾向を示さなかった．投与終了後にホル

モン値が大きく上昇した例も認められなかった．月

経周期に対する影響をみたところ，例えば症例5（図

1）のように卵胞期長が延長した例や，あるいは排卵

周期を有する婦人に投与しているのにもかかわらず

不正出血や無排卵をきたした例もあった．

　図4は，B法で投与したとき（各barの期間）の前後

の血中estradiol値を調べたものである．　B法の場合，

正常のestr　adiolのピークの時期や高さを大きく変えな

いことが示された．また，A法とは異なり月経周期

に対しても通常の卵胞期長をほとんど変化させなか

った．

600

　500
喜4。。

§3。・

塁…

11°°

　　0
一 8　　騨6　　－4　　　噂2　　0V　　　2　　　4　　　6

　　　　　　　　　　排卵日よりの日数

　　図4　B法による血清中estradiot値の変化

各barの期間にbuserelinを投与した．
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　そこで，B法の内分泌的影響をさらに検討するた

めに，正常月経周期を有するボランティア婦人6名

にB法でbusere】inを投与したところ，　LH，　FSH　surge

の時期およびピーク値，estradiolのピーク時期および

値はいずれもB法によっては有意に変化しなかった

（図5）．

考　　察

　Buserelin経鼻投与により，そのflare　up作用を利用

して無月経婦人に排卵誘発を行った例がいくつか報

告されているト3）．これらが無排卵例に対して排卵

誘発を行う目的であったのに対して，我々は有排卵

例に対してbuserelinのagonist作用の利用を目的とし

て投与し，その結果妊娠率を上げるという結果を得

た．これは我々の知る限り最初の報告である．

　通常のbuserelin長期大量療法時でも投与開始後2

週間はflare　up作用によりむしろestradiol値を上昇さ

せ，その後下垂体のdown　regulationを介してestradiol

を低下させる4）．今回のA法においても，投与終了

直後のestradiol値が抑制されている例はほとんどなか

った．しかし，A法投与後のホルモン値の上昇は著

明でなく，B法投与時あるいは正常月経周期婦人の

排卵期にbuserelinを投与しても，正常周期のホルモ

ン値の変動を越える変化をみせなかった．しかし，

一方でA法投与時に卵胞期長を延長させたり，不正

出血や無排卵をきたしたりすることから，buserelin

が性機能に対して何らかの作用をしていることは確

実である．妊娠直前周期でbuserelin投与し，妊娠周

80

60

40

20

LH（mlU／ml）

16

12

8

4

0　　■■■■■■　　　　0

　　－2　　0　　2

FSH（mlU／ml）

一2　　0　　2

400

200

0

Estradiol（P9／mり

一2　　0　　2

F

LHピークよりの日数

　図5　B法による正常月経周期婦人の血清中LH，　FSH，　estradiol値の変化

barの期間にbuserelinを投与した．一一〇一一：投与前周期．一■一：buserelin投与

周期．Mean±S．E．M．
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期では投与せずに妊娠した7例のうち6例までがA

法を用いていたことは興味深い．これらのことから，

A法では月経周期を一旦乱す作用があるが，この刺

激により次の月経周期の性機能を改善させている可

能性が考えられた．これに対してB法では，卵胞期

長も大きく変えないことから，A法とは対照的に性

周期を乱さない範囲で，性機能を改善させていると

考えられた．ヒト成熟卵胞5）と黄体6）にGnRH　receptor

があることが報告されており，B法においては卵巣

直接作用の存在も考えられる．しかし，卵巣でのス

テロイド生合成に対する直接作用の有無に関しては

議論が分かれている7・8）．さらに，buserelinがラット9）

や家兎lo）の卵細胞を直接成熟させることも報告され

ている．

　今回，有意差は得られなかったが流産率が5，0％と

低値であったことや続発性不妊症に対しても効果が

あったことから，buserelinが卵胞や卵の成熟を促し

て，黄体機能不全を改善させる作用があることも推

察された．また，今回の妊娠例のうち黄体期での

hCGやprogesteroneなどの投与を行わなかったものも

あり，必ずしもluteal　supportを必要とはしないことが

示された．

　有排卵の原因不明不妊婦人に対してclomipheneも

投与されているが，その作用機序は十分には明らか

にされていない．卵胞や卵の成熟に対してなんらか

の刺激を与えるか，あるいは一旦中枢を抑制してお

いて投与終了以降のrebOund効果により卵胞の成熟を

助けることが推測されている．今回，20例中11例

（55％）にclomipheneなどを併用したが，これは

clomiphene単独では妊娠に至らなかった症例に対し

てbuserelin療法を追加した状態であり，buserelinが性

機能を改善させたことが推察できる．両剤をうまく

組み合わせることが妊娠率を結果的に上昇させるこ

とになった可能性も考えられた．

　今回の成績よりbuserehn短期間・少量投与法の有

用性が示された．排卵周期を有する原因不明不妊婦

人に対しては，一般的にまずclomipheneなどの内服

剤による治療が第一選択であり，妊娠率を上昇させ

ることが知られている．これらが無効の場合，hMG

やpure　FSHなどのgonadotropinによる排卵誘発が妊娠

率上昇に対してさらに有用であるが，頻回の筋注を

必要とすることや，多胎，卵巣過剰刺激症候群の危

険性も同時に存在する．今回のbuserelin投与は，内

服剤無効例に対して有用であったことから，

gonadotropin療法の前段階に試してみるべき方法のひ

とつであると考えられた．ただし，buserelin使用周

（353）77

期数が平均L8周期と少なく，効果があるときは5周

期以内に妊娠に至ることが多かったことから，それ

でも妊娠しない場合は，他の治療法と同様，慢然と

投与を継続せずに他の治療法（例えばgonadotropin療

法）に切り替えるべきであることが示された．

　本法は簡便で低侵襲であり，また内分泌動態を大

きく崩さないことから，不妊症の新しい治療法とし

て一般不妊外来で用いられることが期待される．今

後，A法，　B法の至適投与量，投与時期および期間，

そしてbuserelinの作用機序についてさらに検討され

るべきである．
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Short－Term　Treatment　with　Low－Dose

　　　Buserelin　in　Ovulatory　Women

　　　　　with　Unexplained　Inferti亘ity

Jo　Kitawaki，　Kazunori　Maeda

Department　of　Obstetrics　and　Gynecelogy　Health　lnsur－

　　　　　　　　ance　Kyoto　Hospital，　Kyoto　603，　Japan

Hiroshi　Urabe

Urabe　Clinic，　Kyoto　602，　Japan

Takara　Yamamoto，　Hideo　Honjo

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine

　　　　　　　　　Kyoto　602，　Japan

　　The　gonadotropin－releasing　hormone　agonisI，　busere－

lin　acetate，　was　administered　to　ovulatory　women　with

日本不妊会誌　40巻3号

unexplained　infertility　after　unsuccessful　treatment　with

clomiphene　citrate　or　gonadotropins．　The　patients　were

treated　intranasally　with　150μgof　buserelin　once　or

twice　daily　for　5～10days　starting　on　day　3～60f　a

cyc】e（method　A），　and／or　with　20μgtwice　daily　for　3

0r　4　days　during　the　late　follicular　phase（method　B）．

Pregnancy　was　achieved　in　200f　99（20．2％）patients：5

0f　the　successful　patients　were　treated　with　method　A，8

with　method　B，　and　7　with　buserelin　administration　only

during　the　cycle　preceding　that　in　which　conception

occurred．　Buserelin　was　given　during　an　average　of

i．8±1．2（Mean±SD．）cycles　in　the　patients　who

became　pregnant．　Clomiphene　citrate　was　co－adminis－

tered　in　l　l　patients．　Method　A　did　not　affect　the　serum

LH，　FSH　or　estradiol　concentrations　after　treatment，　but

occasiona】1y　caused　prolongation　of　the　follicular　period

or　anovulation．　Method　B　did　not　affect　the　timing　or

peak　concentrations　of　serum　LH，　FSH　or　estradiol．

These　results　suggest　that　these　regimens　of　buserelin

administration　improve　the　endocrine　environment　with－

out　altering　the　dynamics　of　sex－related　hormones，　thus

favoring　Pregnancy．

　　These　methods　offer　a　new　treatment　option　for　infer－

tile，　OVUIatOry　WOmen．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年2月6日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月4日特掲）
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Hiroko　KARUBE　　　　　　　Toshinobu　TANAKA

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Akita　University　School　of　Medicine，　Akita　OIO，　Japan

　不妊症に使われる漢方薬，およびその構成生薬の卵巣性ステロイド生合成，特にアロマターゼ滑1生に

対する直接作用について検討した．体外受精治療周期から得られた穎粒膜細胞を2日間培養し，同時に

当帰萄薬散，葛薬甘草湯，温経湯，あるいは各種生薬，アロマタービ拮抗薬（4－OHA；10－7M）を添加し，

培養液中のエストラジオール（E2）分泌の変動を測定した．当帰菊薬散は4－OHA非添加時少量でE2分泌を

促進した．荷薬甘草湯，温経湯は4－OHA非添加時用量依存性にE2を抑制した．4－OHA添加時各漢方薬

に有意のE2分泌促進作用はみられなかった．大量の漢方薬，生薬はプロゲステロン分泌を抑制した．一

方，4－OHA非添加時甘草，蒼乖，桂皮，挟苓はE2分泌を有意に抑制し，4－OHA添加時桂皮，牡丹皮，葛

薬はE2分泌を有意に促進した．漢方薬にはホルモン分泌を促進する生薬と，抑制する生薬が統合的に配

合されており，その作用を絶妙に調整していることが明らかになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　FertiL　SteriL，40（3），355－361，1995）

職

緒　　言

　女性不妊症や不育症にはいくつかの漢方薬が奏功

することがよく知られている．それら漢方薬には温

経湯，当帰葛薬散，桂枝茨苓丸，苅薬甘草湯などが

ある．これらの漢方薬は臨床的に黄体機能不全を改

善，あるいは排卵を促進するなどの効果を認めるト3）．

実際，基礎体温表上低温期の短縮，高温期の延長な

どを認め，内分泌学的にも黄体期プロゲステロン分

泌の促進作用が確認されている．

　アロマターゼはステロイドホルモン代謝過程で，

アンドロゲンをエストロゲンに転換する酵素であ

る．卵巣でアロマターゼは穎粒膜細胞，黄体細胞に

多く存在し，卵胞発育や黄体機能に深く関与してい
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る．我々はすでにラット卵胞を用い，漢方薬，生薬

が卵巣に直接作用し，卵胞のエストロゲンや黄体の

プロゲステロン分泌に関与していることを報告して

きた4”　6｝．しかし，ヒト顯粒膜細胞を用いた検討は

少なく，その詳細はまだ未解明の点が多い．

　本研究では漢方薬，およびその主な構成生薬につ

いて穎粒膜細胞のステロイド生合成，特にアロマタ

ー ゼ活性に及ぼす影響について検討した。

日本不妊会誌　40巻3号

材料と方法

換し，各種薬剤を加え再び全量でlm1とした後，48

時間静置培養した．培養終了後培養液はホルモン測

定時まで一20℃で保存した．

表1　本研究で用いた漢方薬とその構成生薬

当帰葛薬散　莉薬甘草湯　温経湯

1）細胞採取法

　研究に用いた穎粒膜細胞は同意の得られた27歳よ

り36歳までの不妊婦人で，体外受精・胚移植を受け

た症例から得られた．各症例は月経開始7日前より

LHRHアナログ（スプレキュア⑭；日本ヘキスト株式

会社，東京）900μgを分3で開始した．各症例は月

経開始3日目よりhuman　menopausal　gonadotropin

（hMG；帝国臓器株式会社，東京）225単位を連日注

射された．超音波断層法で経膣的に連日卵胞径を計

測し，最大卵胞径が18mmに達した時，　human　chori－

onic　gonadotropin（hCG；帝国臓器）10，㎜IUに切り1奥

え，36～37時間後超音波断層法下に経膣的に卵胞を

穿刺した．各症例で穿刺した卵胞は最大卵胞径が少

なくとも15mm以上であるものとした。卵予を分離

後，頼粒膜細胞を含む卵胞液に0．1c／。　hya且uronidaseを

含むHam’s・F－12を20対1の割合で加え，軽く混和後

50％の単層Percoll液（5　ml）Lに層積した．直ちに

200×gで10分間遠沈後，上層（水層）下部に集積した

穎粒膜細胞をパスツールピペットで吸引した．これ

に適当量のHamIs　F－12液を加え再び200×gで3分間

遠沈した．終了後20×104／mlの濃度になるように

Ham’s・F　1　2を加え細胞浮遊液を作製した．用いた症

例のhCG切り換えElの血中プロゲステロン値はいず

れもlng／ml未満の例で，卵胞内に成熟卵子を認めた

例とした，なお，各症例からは平均122万個（89～

163万個）の穎粒膜細胞が得られた．

2）細胞培養法

　浮遊細胞の一部は0．5％町pan　blueにて染色し，そ

の細胞数と細胞生存率を算定した．細胞生存率は45

～ 65％であった．Ham’s　F－12には5％免tal　bovine　serum

（A－1115－L：HyClone　Lab．，　Inc．；Logan，　Utah，　USA），　peni－

cillin－streptomycin溶液（GIBCO；1　OO　U／ml，100μgXml）を

添加した．細胞浮遊液は各ウェルあたり2×1（H固と

し，全量でlm1となるようにmulti－well　tissue　culture

plate（Falcon；3047）上に分配した，各plateは5％CO2，

95％air，37℃の条件下で24時間前培養後培養液を交

葡　薬

††　草

侠　苓

川　菖

当　帰

桂　皮

蒼　乖

牡丹皮

○

○

○

○

○

0
0

0
0

O
O
O

○

3）添加薬物

　実験に供した漢方薬は当帰萄薬散，葛薬甘草湯，

温経湯である．生薬は表1に示すように各漢方薬を

構成する主なもので，荷薬，t†草，挟苓，川菖，当

帰，桂皮，蒼乖，牡丹皮である．これら漢方薬と生

薬はすべてツムラ株式会社（東京）より提供された。

培養液でlmg／mlの濃度で溶解後022μmのフィルタ

ー で滅菌濾過し，1μg／mlの濃度まで希釈した．各

漢方薬は各ウェルあたり1～1000ng／m1の濃度で，ま

た各生薬は各ウェルあたり100ng／mlの濃度で検討し

た．また，androstenedione（Sigma）は10一7Mの濃度で

添加した．また，アロマターゼ活性抑制剤として4－

hydroxyandrostenedione（4－OHA）を使用した．4－OHA

はBrodieら7）により見いだされた合成ステロイドであ

り，マイクロゾーム分画にあるアロマターゼに結合

しその活性を失活させる自殺基質である．40HAは

穎粒膜細胞を用いた予備実験で107Mの濃度でエス

トラジオール（E2）分泌をほぼ測定感度以下と十分抑

制したため，以後同濃度で使用した．両ホルモンは

100％エタノール液で溶解しm辺Mの溶液を作成後

培養液で希釈し，10一7Mの濃度で使用した．

4）ホルモン測定法

　培養液中のE2，　P濃度はそれぞれELISA法による

キットを用いて測定した．E2はバイダスアッセイキ

ットEstradiol（日本ビオメリュー・バイテック株式会

社，東京）を用い，プロゲステロンはエルモテッ

クープロゲステロン（持田製薬株式会社，東京）を用

いた．

5）統計分析法

　各群は平均6個のウェルから構成した．測定値の

平均はMean±S．EM．で示した．2群間の検定は母分

’

’

rt

Pt

’
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、

散が等しい時はt検定法を，等しくない時はWelch法

を用いた．多群問の検定は一元配置分散分析法を用

い，P＜0．05以下の時を有意差ありとした．

結　　果

1）漢方薬添加によるE2分泌の変動

　漢方薬非添加の対照群でのE2基礎分泌量は427

P9／mlであった．当帰葛薬散は4－OHA非添加時1，

10μgの量で有意（P＜0．Ol）にE2分泌を促進した（図1）．

しかし，100，1㎜μg添加では対照群と差はなかっ

た．一方，4－OHA添加によりE2分泌は33　P9／mlと著

明に抑制された，100μgの当帰菊薬散同時添加によ

りE2分泌は55　P9／mlと軽度増加傾向を示したが，有

意の増加ではなかった，

　葛薬甘草湯群では4－OHA非添加時E2分泌は用量依

存性に減少した（図2）．特に1㎜μg添加群では対

照群の134％まで減少した．一方，4－OHA添加時E2

分泌に変動はなかった．

温経湯群では4－OHA非添力口時100，1㎜μg群で

対照群の49．1％まで有意（P＜0．Ol，0．001）に減少した

（図3）．一方，4－OHAを添加してもE2分泌に変動は

なかった．

2）漢方薬添加によるプロゲステロン分泌の変動

　プロゲステロン分泌は当帰葛薬散，温経湯添加に
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より用量依存性の減少傾向を示した（図4）．一方，

筍薬甘草湯群では1μ9添加で有意（P〈0．Ol）の増加

を，1㎜μg添加では対照の29．1％と有意（P〈0．01）に

減少し，2相性の効果を示した．

3）生薬添加によるE2，プロゲステロン分泌の変動

　8種の生薬をそれぞれ添加し，4－OHAの有無によ

るE2分泌の変動をみた（図5）．4－OHA非添加時E2分

泌は甘草〉蒼乖〉桂皮の順で有意に抑制した．4－

OHA添加時では桂皮〉有薬〉牡丹皮の順でE2分泌を

有意に促進した．

　プロゲステロンは桂皮〉蒼市〉萩苓＞t悼二〉川蔦

の順で有意に抑制し，100μgの投与量で促進した生

薬は認められなかった（図6），

考　　察

　不妊症で使われる漢方薬は，東洋医学的にそれぞ

れの漢方薬の証に合った例に投与すると極めて奏功

することが多い．一方，西洋医学的にみると，葛薬

甘草湯が高プロラクチン血症8）や高アンドロゲン血

症9｝に有効であることは広く認められているが，当

帰筍薬散や温経湯が不妊症の中でどのような症例に

奏功するか，不明な点がまだ多い．

　漢方薬は複数の生薬から構成されるため，その生

体内での代謝は複雑で，西洋薬のような単純な作用

機序は考えにくい．しかし，これら漢方薬の作用部
’
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位は少しずつ解明されつつある．例えば，当帰有薬

散は中枢への賦活作ES　IO－12）とともに，卵巣直接作

用のあることが知られてきた．当帰有薬散は卵巣の

穎粒膜細胞・黄体細胞を賦活し，エストロゲンやプ

ロゲステロン分泌を促進する2｝．ラット卵胞を用い

たin・vitroの実験系で4－OHAでアロマタービ活1生を抑

制し，同時に当帰右薬散，桂皮萩苓丸，温経湯を添

加するとアロマターゼ活性を刺激し，エストロゲン

産生を促進することがわかってきた4・6）．さらにこの

アロマターゼ活性促進作用の少なくとも一部はこれ

ら漢方薬に共通に含まれる葛薬の効果であることも

判明した．一方，ヒト穎粒膜細胞培養系で当帰有薬

散，桂枝萩苓丸．温経湯のうち，当帰荷薬散のみが

E2分泌を促進したとの報告がある13｝．今回の検討で

4－OHA非添加時少量の当帰菊薬散でE2分泌を促進し

た．しかし，4－OHAを添加しアロマターゼ活性を抑

制しても，E2分泌は促進されなかった．この理由と

して当帰菊薬散のアロマターゼ活性刺激作用に1ま至

適濃度があること，また本研究に用いた穎粒膜細胞

培養系では間質，卵胞液などの周囲組織が存在しな

いこと，培養期間が2日間と短期であったこと，あ

るいは4－OHAのアロマターゼ活性抑制作用が強すぎ

たことなどが考えられた．

　漢方薬を構成する生薬は基本的に主な作用を示す

君薬，君薬の薬効をさらに増強する臣薬，君・臣2

薬による薬効を助ける佐薬や，生薬問の協調を目的
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とする使薬の4種の生薬群から構成される．そこで，

各漢方薬を構成する生薬のアロマターゼ活性に対す

る作用を明確にするために各生薬を添加し，アロマ

ターゼ活性への影響を検討した．それによると4－

OHA非添加時甘草〉蒼飛〉桂皮〉侠苓の）II頁で各生薬

はその活性を抑制した．4－OHA添加でアロマターゼ

活性を抑制すると，桂皮〉葛薬〉牡丹皮の順でアロ

マターゼ活性を刺激した．これらの成績は漢方薬を

構成する生薬にはアロマターゼ活性にまったく影響

しないもの，抑制のみするもの，正常以ドに抑制さ

れた時正常状態に戻そうと促進する生薬群があるこ

とを意味する．さらに興味あることにアロマターゼ

活性促進作用の認められた桂皮，牡丹皮，葛薬は漢

方薬の主な作用を行う君薬群であるという事実であ

る．逆にアロマターゼ活性が異常に刺激された状態

では君薬群が働かず，抑制する甘草，蒼尤，茨苓な

どの効果が前面に出ると推測された．

　プロゲステロン分泌に関して，各漢方薬，生薬は

明らかな刺激作用を示さなかった．ヒト穎粒膜細

胞・黄体細胞で漢方薬がプロゲステロン分泌を刺激

するとの報告がある13）．また，ラット黄体培養系で

は茨苓，葛薬がプロゲステロン分泌を促進するのと

の報告があり14），本研究の結果とは異なった結果と

なっている．この理由として，検討した種の違い，

培養時間，あるいは血清添加の有無などの相違によ

ることも考えられた．

　以上のことから，漢方薬にはホルモン分泌を促進

する生薬，抑制する生薬群が配合されており，その

統合的効果が漢方薬の卵巣直接作用として発現する

と考えられた．

　本論文の要旨の一部は，第39回口本不妊学会公開

シンポジウム（富山，1994年）において発表した．
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aromatase　activity　in　human　granulosa　cells
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Akita　Kumiai　General　Hospital，　Akita　Ol1，Japan
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　　　　Hiroko　Karube　and　To：　hinobu　Tanaka
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Akita　University　School　of　Medicine，　Akita　OIO，　Japan

太田

　　We　inveg．　tigated　the　effect　of　the　kampo　prescriptions

and　crude　drugs　used　for　the　infertile　patients　on　the

ovarian　steroidogenesis，　particularly　on　aromatase　actlv－

ity．　Granulosa　cells　were　obtained　from　the　patients　per－

formed　the　treatment　of　an　in　vitro　fertilization　and

embryo　transfer，　and　cultured　for　48　hours」n　each　well

the　kampo　prescriptions　such　as　Toki－shakuyaku－san，

Shakuyaku－kanzo－to　or　Unkei－to　or　the　crude　drugs　with

or　without　aromatase　inhibitor（4－hydroxyandrostene－

dione；4－OHA，10－7M），　then　estradiol　and　progesterone

levels　in　the　media　were　measured．　Small　amount　of

Toki－shakuyaku－san　without　4－OHA　significantly

他 （361）85

increased　the　estradiol　level．　Shakuyaku－kanzo－to　and

Unkei－to　without　4－OHA　reduced　the　estradiol　leve）　in　a

dose－dependent　manner．　When　co－cultured　with　4－OHA，

they　showed　no　significant　effect　on　estradiol　levels．　A

larger　amount　of　the　three　herbal　medicines　reduced　the

progesterone　level．　On　the　other　hand，　cinnamoni　cortex，

atractylodis　lanceae　rhizoma，　glycyrrhizae　radix　or　hoe－

len　significantly　reduced　the　estradiol　level，　while

moutan　cortex，　cinnamoni　cortex　or　paeoniae　radlx　stlm－

ulated　the　secretion　when　aromatase　actlvlty　was　sup－

pressed．

　　The　Kampo　prescriptions　are　composed　of　several

kinds　of　the　crude　drugs，　which　stimulate　or　inhibit　or　do

not　have　an　effect　on　hormonal　secretion，　integrating　the

ovarian　function．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年2月8日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月3日）
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体外受精胚移植における着床初期の血中prore血1，　active・re㎡n濃度

　　　　およびlenin活性値と着床胚数との相関についての検討

　　　Plasma　Prorenin　and　Active　Renin　Concentrations
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　血中prorer血，　active　re㎡1濃度およびrenin活性値が，体外受精胚移植後の早期の妊娠判定，多胎妊娠判

定に有用であるか否かの検討をすることをH的に，患者18名に，採卵後10日目より判定日である14日［

まで，上記のホルモンの血漿中濃度を測定した．18名中，品胎妊娠1名，双胎妊娠1名，単胎妊娠4名，

非妊娠12名で，以下の結果を得た．

1）prorerim濃度は，採卵後12日目より14日目まで，着床胚数に応じた高値と増加率を示した．単胎妊娠群

と非妊娠群間では，有意差が認められた．

2）active　renin濃度は，採卵後ll日［より141・1目まで，多胎妊娠例で，単胎妊娠群，非妊娠群と比較して

高値を示した．

3）renin活1生値は，採卵後12日目より14日目まで，多胎妊娠例で，単胎妊娠群，非妊娠群と比較して高値

を示した．

　この結果，prorenin濃度は単胎妊娠および多胎妊娠の，　active　renin濃度，　renin活性値は多胎妊娠の，早

期の判定因子となる可能性が示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，40（3），362－367，1995）

緒　　言

　体外受精胚移植治療において，妊娠と非妊娠の早

期判定，ならびに多胎妊娠，子宮外妊娠，流産など

の早期の妊娠予後予測は，母体の外来管理上，有用

な情報となる．hCG，　inhibin，　progesterone，　relaxinも

妊娠判定予後因子となり得ることは，すでに報告さ

れているが12），黄体5）や絨毛膜6）からの分泌が確認さ

れているprorenin，またその活性型であるactive　renin，

およびその活性値を示すplasma　renin　activityで，体外

受精胚移植治療の予後との検討を行った報告例はま

だない．そこで今回我々は，体外受精胚移植後の判

定日前の着床初期に，prorenin，　active　renin，　plasma

renin　activityを測定し，それらと着床胚数との相関に

ついての検討を行った．

対象および方法

当科プロトコールにて体外受精胚移植（IVF－ET）を
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施行した症例18例に，採卵後10日目より妊娠判定日

である14日目までの50間で，早朝8時に，EDTA

入りスピッツにて血漿採血をし，血中のprorenin，

active　renin，　plasma　renin　activity（PRA）を測定した．18

例中非妊娠12例，単胎妊娠4例，双胎妊娠1例，品

胎妊娠1例であった．

　active　renin，　total　reninはそれぞれのモノクローナル

抗体を用いたImmuno　Radio　Metric　Assay（第一一ラジオ

アイソトーフ゜研究所レニンIRMAパスツール）で測定

し，prereninはtotal　reninとactive　reninの，cr、　iより算出し

た．また，PRAはRadio㎞muno　Assay（ダイナボット

社レニンリアビーズ）で測定した．

　当科IVF－ETのプロトコールは，以前に詳述した通

りであるが17），以ド簡単に示す．GnRHa　600　／i　g／day

short　protcH　olのもとで，　hMGまたはpFSHによる卵巣

刺激を行い，second　follicleの卵胞径が1　6　nllnを越えた

のを基準としてhCGへの切り替えをし，採卵34時間

前にhCG　I　OOOO　IU投与，採卵2日後にETを施行した．

ET後はprogesterone　50　mg／day筋注にてluteal　supPortを

（363）87

行った．

　対象患者は原発不妊10例，続発不妊8例で，不妊

原因は全例卵管性因子であり，夫の精液所見の正常

例であった．全例の平均年齢は32．7（±3．9）歳で，妊

娠群30．3（±2．6）歳，非妊娠群34．1（±3．9）歳で，年齢

では2群間に有意差は認められなかった，単胎妊娠

群と非妊娠群問ではMann－Whitney　Testにて有意差検

定を行い，多胎妊娠例の2例については，各々の測

定値を提示した．

結　　果

　採卵日をday　Oとしたprorenin，　active　renil1，　PRAの

測定結果を図1～3に示す．proreninではday　12で，

品胎妊娠例147　ng／ml，双胎妊娠例92　ng／ml，単胎妊娠

群60．8（±19．8）ng／m且，非妊娠群24．3（±1〔｝．2）ng／m1で，

着床胚数に対応した高値を示した．day　12よりday　14

までで，単胎妊娠群と非妊娠群間でP〈0．05で有意差

が認められた（図1）．active　reinはday　11で，品胎妊娠

例60ng／ml，双胎妊娠例51ng／ml，単胎妊娠群20．3（±
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29）ng／ml，非妊娠群17．6（±8．5）ng㎞1で，多胎妊娠例

では他の群と比較して高値を示した．単胎妊娠群と

非妊娠群問では，測定期間を通じて有意差は認めら

れなかった（図2）．PRAではday　12で，品胎妊娠例

26．7ng／ml／h，双胎妊娠例12．Ing／ml／h，単胎妊娠群4．3

（±1・1）ng／mt／h，非妊娠群3．3（±1．1）ng／m　1／hで，多胎

妊娠群では他の群と比較して高値を示した．単胎妊

娠群と非妊娠群間では，測定期間を通じて有意差は
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day　10とday　l4における，非妊娠群中のprorenin

値と採卵数との相関

認められなかった（図3）．

　採卵数の近い症例で，品胎例（採卵数23），双胎例

（採卵数21），単胎例（採卵数18），非妊娠例（採卵数

22）を1例ずつ選び，そのprorenin，　active　renin，　PRA

値を示したものを図4に示す，その結果prorenin値

は，着床胚数に対応した高値と，増加率を示した．

また，active　renin，　PRA値は，単胎妊娠例では非妊娠

例とほぼ同等の値を示したが，多胎妊娠例では着床

胚数に対応した高値を示した．非妊娠例での，
prorenin　day　10値およびday　l　4値と採卵数との相関を図

5に示す．day　l　O，　day　l　4ともに，有意な相関は認めら

れなかった．

考　　察

　近年卵巣は，proreninの主要な腎外1生分泌器官のひ

とつであり，局所的なrenin－－angiotensin　systemが存在

することが確認されている5・6）．また着床初期には，

proreninが卵巣の黄膜細胞3），絨毛膜4），脱落膜7｝から

分泌されることが確認されており，その血漿値の一L

昇が認められる．proreninは，その後プロテアーゼに

よりプロセグメントが切断され，活性中心が露出し，

他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（365）89

非可逆的に活性化されたactive　reninとなるため，

active　renin，　PRAもヒ昇が認められる．

　Sealeyら9〕の報告では，自然排卵周期では，　prorenin

は卵胞期ではほとんど変化を示さず，LHサージ数時

間後に卵胞期の約2倍のピーク値を示し，その後約

40時間一定濃度を維持した後に，progesteroneの減少

と一致して卵胞期のbaseline濃度に戻る．一方active

reninは，黄体期中期にのみごくわずかに増加するが，

月経周期を通じてほぼ一定の濃度を維持するとされ

ている8）．卵巣刺激周期では，やはりSealeyらがClo－

mid＋hMGによる刺激で，　lutea1　supportを行わない周

期での報告をしているが，それによるとproreninは卵

巣刺激にともなって増加し，卵胞期後期では50％か

　ら300％のbaseline濃度よりの高値を示す．そして

hCG投与1日後にbaselineの1㎜％のピーク値を示し

　た後に減少して，hCG投与10日後にbaseline濃度まで

戻る，またactive　reninは，やはり卵巣刺激によって

増加し，LHサージの2日後にbaselineの400％のピー

　ク値を示し，以後減少してLHサージ10日後にbase－

line濃度まで戻ると報告している9）．今回の我々の測

定は，IVF－ETで，上記の報告で卵巣刺激の影響を受

　けないと考えられる，採卵後10日目より，判定日で

　ある140目までの時期での測定を行った．

　　結果で示したように，proreninではday　12より，妊

　娠群で非妊娠群と比較して有意な高値を示し，有用

　な妊娠判定因子と考えられる．また，多胎例では，

　品胎例で単胎群の約3倍，双胎例で単胎群の約2倍

　の高値を示し，多胎妊娠判定にも有用な因子となり

　うる可能性が考えられる．全症例における検討では，

　多胎妊娠での採卵数が他の群と比較して多いため，

　黄体数の差による影響を受けていることが考えられ

　る．そこで，採卵数の近い，つまり黄体数の近い非

　妊娠例，単胎妊娠例，双胎妊娠例，品胎妊娠例での

　比較を行ったのが図4である．この結果day　l　2より着

　床胚数に対応した高値を示した．また，絨毛膜由来

　の分泌がないか，化学的妊娠の可能性を考えればご

　く微量の分泌しかない非妊娠例中の，採卵数と

　prorenin値との相関を示したものが図5である．

　day　l　O，　day　14ともにprorenin値と採卵数との有意な相

　関は示されなかった．この結果は，prorenin値は，絨

　毛膜からの直接分泌か，絨毛膜から分泌されるhCG

　の刺激による分泌を，主に反映していると考えられ

　る．active　renin，　PRAでは，単胎妊娠群と非妊娠群で

　は有意な差は認められなかったが，Sealeyらも妊娠

　初期では非妊娠期と比較してprorer血ではday　10より

　有意な増加を示すが，active　reninでは有意な増加を示
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　さなかったと報告しており1〔〕），Sea】eyらの報告を支

持するものであった．妊娠全般における検討では，

Derkxらは，　proreninは妊娠初期から上昇が認められ

るのに対して，active　reninは妊娠20週になるまで上

昇が認められなかったと報告している．また上昇の

割合も，proreninは非妊娠時の5～10倍の上昇を示す

のに対して，active　reninは約2倍の上昇に留まると報

告しているlb．一方，　Hsueh　i　2）らはPRAは妊娠20週

以前より上昇が認められ，妊娠末期では4～5倍に

達すると報t’｛コし，active　reninも同様な推移を示すであ

ろうと述べている．このproreninとactive　rer血の上昇

の較差を説明する仮説としては，妊娠に基づく何ら

かの生理的変化により，proreninよりactive　reninへの

転換過程の速fJE制御物質がもたらされることや，

proreninとactive　reninの解離定数に変化がおこること

などが考えられているB’］5）．解離定数については，

7・5μMと12μMのふた通りB’），5μM以E　14｝，2．8

／tMls）などと報告者により違いが認められている．

このことは，個々の病態度生理により，解離定数が

異なる可能性が示唆される．今回我々の多胎例につ

いての検討結果では，active　reninは双胎妊娠例では

day　11より．単胎妊娠群よりも高値を，また品胎妊娠例

では双胎妊娠例よりもさらに高値を示した．これを

反映してか，PRAもday　12より品胎妊娠例，双胎妊

娠例，単胎妊娠群の順に高値を示した．多胎妊娠の

症例数は2例と少ないために，たまたまもとより高

値を呈した症例であった可能性も否定できない．し

かしながら，図4で示したように，排卵前の値はほ

ぼ等しいと考えられる採卵数の近い症例での比較を

見ても，単胎例では非妊娠例とほぼ等しい値を示し

たのに対して，多胎例では着床胚数に対応した高値

を示している．この結果は，active　reninとPRAは多

胎妊娠のみで高値を呈する可能性がかなり高いと考

えられる．またそのことは，多胎妊娠では単胎妊娠

に比較して，多胎妊娠により変化する何らかの因子

により，active　reninへの転換がより進んでいることを

示している可能性が高いとも考えられる，

　i9－hCG，　inhibin，　progesterone　D，　estradjol，　relaxin2）

もrVF－ETの妊娠予後因了Jとなることはすでに報告さ

れている．竹内は1），今回と同じプロトコールでの

検討で，β一hCG，　inhibinはday　10より多胎妊娠群，

単胎妊娠群，子宮外妊娠または流産群，非妊娠群の

順に有意な高値を示し，progesterone　50　mg／day筋注に

よるluteal　supportドでも，　progesteroneはday　l　Oより多

胎妊娠群で有意な高値を示すと報告している．

Robertはprogesterone　lまday　l　I，　Estradiol，　inhibin，

目本不妊会誌　40巻3｝ナ

relaxinはday　l6より単胎妊娠群では非妊娠群と比較し

て有意な増加を示し，多胎妊娠群ではそれらのいず

れもdayllより有意な増加を示したと報告している．

Hughesi6｝は，　inhibinが妊娠群では非妊娠群と比較し

てday　14より有意な増加を示すことを報告している．

β一hCG，　progesteroneは，第一義的な予後因子と．考え

られるが，GnRHaを使用したIVF・・ETではluteal　sup－

protが必要であり，　l　utea］　supPortでhCGかprogesterone

が使用される場合は，その値に影響を受けざるを得

ない．inhibinはβ一hCG，　progesteroneと高い相関を示

し2｝，優れた予後因子と考えられるが，proreninも同

様に高い相関を示すと考えられ，luteal　supportの影響

を受け難い点で，優れた予後因」「・と考えられる．

　これらの結果により，IVF－ETにおける，妊娠判定

前の着床初期のprorenin，　active　renin，　PRA値の測定

は，有用な妊娠判定予測因子，ならびに多胎妊娠予

測因子となる可能性が示された．
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　　　Plasma　prorenin　and　active　renin

concentrations　and　plasma　renin　activity

in　late　lutea1　phase　in　in　vitro　fertilization

　　and　embryo　tra皿sfer：relationship　to

　　　the　number　of　developing　embryos

Hideo　Nakamura，　Moritoshi　Seki，

Takumi　Takeuchi　and　Yoshito　Ibuki

Department　of　Obstetrics　and　Gyllecology

Gunma　Universlty　School　of　Medicine

　　　　　　　　　Gunnla　371，Japan

　　Plasma　prorenin　and　active　renin　concentrations　and

plaslna　renln　activity（PRA）were　measured　in　l8

patients　attempting　in　vitro　fertilization　and　embryo

transfer（IVF－ET）between　lO－14days　after　oocyte

pick－up（OPU）．　The　rela1ionship　of　these　hormone　assay

data　and　the　number　ofdeveloping　embryos　was　smdied．

One　of　the　patients　was　1riplet　pregngncy，　one　was　twln

pregnancy，40f　them　were　sillgleton　pregnancies　and　l2

0f　them　weren，t　pregnant．　The　following　results　were

obtained．

1）Plasma　prorenill　concell〔ration　was　assosiated　with　the

number　of　developing　embryos．　There　was　a　singnificant

dit’ference　in　a　shlgle　and　a　non－pregnant　groups　between

12～14days　after　the　day　of　OPU．

2）Plasma　active　renin　concentration　was　higher　in　the

inultiple　pregnant　patients　between　l　l－14days　after

！he　day　of　OPU．

3）PRA　was　higller　in　multiple　pregnant　patients　between

l2～14days　a負er　the　day　of　OPU

　　These　resul【s　suggest　thal　plasma　prorenin　and　active

renin　concentrations　and　PRA　are　good　eariy　indicators

of　the　number　of　devebping　embryos．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　’9Z一イ才：　且995．年　1∫j　27口）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受’型里：1995｛詳4月4口）
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　ヒト精子受精能検査試薬FAB－25の有用性を20施設における体外受精，胚移植210症例を対象に検討した．

1）アクロビーズ値0，1，2，3，4を示した症例は各々31，39，56，49，35例であった．

2）アクロビーズ値0，1，2，3，4の症例の体外受精で分割卵が得られない割合は48％（15／31），18％（7

／39），ll％（6／56），12％（6／49），0％（0／35）であった．したがってアクロビーズ値0の群は他の群と比較

して分割卵を得られない割合が有意に高かった（p＜0．Ol，　X2検定またはFischerの直接確率計算法）．

3）アクロビーズ値O，1，2，3，4の症例の平均受精率は25±32，51±36，53±32，57±31，72±27％で

あり，アクロビーズ値0の群は他の群と比較して有意に低値を示した　（P＜OO　1，　Mann－・Whimey検定）・ま
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たアクロビーズ値4の群は他の群と比較して有意に高値を示した（p＜O．O　l，　Malm－Whimey検定）．

4）以Lの結果よりアクロビーズ値0を不良，1～3を良好，4を優良としてヒト精子受粕能の評価分類が
tiJ’能であり，　FAB－25はヒト精子受栢能を診断する評価法として有用である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J。　Fertil．　SteriL，40（3），368－373，1995）

緒　　言

　近年，男性不妊の頻度が増加していると報告され

ておりD，顕微授精を含む様々な治療法が行われて

いる．しかし男性不妊の診断は光学顕微鏡ドの精液

枳査で行われており，精子受精能の簡便な評価法は

いまだ確立されていない．現在最もひろく行われて

いる精子受精能検査法は1976年にYanagimachiにより

報告されたハムスターテストである2，．しかし動物

卵を用いるために，動物管理施設などが必要となる．

現在ではその難点を解決するために凍結保存された

ハムスター卵などが市販されているものの3），ハム

スターテスト自体の操作が煩雑であるため頻回に行

うことは困難であり，口常臨床，特に男性側の治療

効果を判定するために川いることは非常に難しい．

そのため簡便な精子機能検査法の開発が望まれる．

　岡部ら4｝はCaイオノフォアーで処理したヒト＊円子

を免疫することにより，先体反応誘起粘t一に特異的

に結合する抗精子モノクローナル抗体MH61を作製

した．さらにMH61をポリスチレンビーズに結合さ

せることによりMH61抗体結合ビーズを作製した5）．

MH61抗体結合ビーズと精子を共堵養すると，精子

先体反応の進展にともなって精子を架橋にしたビー

ズの凝集が形成され，倒立顕微鏡での観察が可能で

あった．そこでこのビーズの凝集を半定量的に判定

することにより精子機能を評価するアクロビーズテ

ストを開発した6〕．FAB－25はこのアクロビーズテス

トをキット化したものである．

　本研究では，FAB－25の結果と体外受精の結果を多

施設で比較検討し，本検査法がヒト精子の受精能評

価法として有用か否かを検討した．

対象および方法

1）対象

　対象は20施設において体外受楕一胚移植を適川さ

れた患者のうち，本試験の趣旨を理解し同意が得ら

れた283症例である．対象からの除外項目は①採取

卵数が3個以ド，②男性側の尿路感染症である7〕．

またFAB－25の検査を体外受精と同時に実施しなかっ

た例，卵に形態異常のある例も除外した．その結果

210症例を有効症例として今回の検討に用いた．

2）排卵誘発法ならびに体外受精一胚移植法

　各施支で従来から行われている方法で行った，

3＞FAB－25の構成

　以下の試薬より構成されている．

　試薬⑦m－BWW培養液原1了蔓22　ml×10本，試薬②7％

炭酸水素ナトリウム溶液2m1×10本，試薬③ヒト血

清アルブミンO．14g×10本，試薬④MH61抗体結合ビ

ー
ズO．3　ntl，

4＞試薬の調製

（1）m－BWW培養液（A液）の調製：試薬①よりlml

を取り試薬②に加え調製した．

（2）3．5％ヒト血清アルブミン含有m－BWW培養i液（B

液）A液から4mlを取り試薬③に加え調製した．

（3）0、3％ヒト血清アルブこン含有m－BWW培養液（C

表1　患者背景

有効症例

年齢　夫

　　　一妻

不妊期間

f本外受精適応

　卵管因子

　原因不明

　男性因子

　免疫因子

卵管＋男性因子

　その他

体外受精成績

　使用卵数

　分割卵

　平均分割率

　胚移植夷施例
　女壬娠伊U（上ヒ三辛｛）

・ 般精液検査

　ドよ勾＊青i夜量

玉Fよ勺半青チゴ農J隻

平均運動率

210例

35．7歳（24～47歳）

33．8歳〔21～44歳）

7．3年（0．4－19年）

102例

74例

22例

　7例

4例
　1例

　8．2（4～37）

　4．4（0～28）

52．6％

174例

35｛列（16．7％）

3．3ml（0．6～8　m］）

96．8（1　～530）×106／ml

57．3％（10～100％）



平成7年7月1日 谷澤　他

液）B液から1．8mlをA液に戻し調製した．　B液，　C液

は37℃，5％CO2インキュベーター内で1～18時間

平衡化した後に以下の検査に使用した．

（4）MH61抗体結合ビーズの調製：試薬④を試験管

ミキサーで混和した後，20μ1を分取し，これにC

液を380μ1加え調製した．

5）検査法

　Swim－－up法またはこれに準じた方法で調製した運

動精子をB液を用いて4×106／mlに調整した．96ウ

ェル平底マイクロプレート上のウェルに100μ1の精

子浮遊液の希釈段階4×106，2×106，1×106，

05×106／mlをB液を用いて作製し，各ウェルに1，

2，3，4の番号をつけた．次に各ウェルに上記4）一（4）

で調製したMH61ビーズを10μ1添加し，ピペット

の先端で混和した．37℃，5％CO2条件下で24時間

培養の後に，倒立顕微鏡を用いて100倍で各ウェル5

視野の観察を行った。1視野ですべてのビーズが精

子と結合している時凝集陽性と判定し，5視野中3

視野で凝集陽性の時，そのウェルを陽性と判定した．

陽性のウェルの最大番号をアクロビーズ値とし，陽

性ウェルがない時をアクロビーズ値0とした．

成　　績

（371）95

　検討症例の平均年齢は夫35．7歳，妻33．8歳，平均

不妊期間7．3年であった．また体外受精の適応は卵管

因子102例，原因不明74例，男性因子22例，免疫因

子7例，卵管および男性因子4例，その他1例であ

った，体外受精の成績は平均使用卵数8．2個，平均分

割卵数4A個，平均分割率52b％，胚移植実施例174

例，妊娠例35例であり妊娠率は16．7％であった．一

般精液検査値は平均精液量3．3ml，平均精子濃度

96．8×106／ml，平均運動率57．3％であった．

　体外受精の結果をアクロビーズ値ごとに分類して

表2に示す．分割卵が得られなかった症例はアクロ

ビーズ値0，1，2，3，4の時それぞれ15例（48％），

7例（18％），6例（ll％），6例（12％），0例（0％）であ

り，アクロビーズ値が0の場合1以上の検査値を示

した場合に比べて分割卵の得られない割合が有意に

高かった（p＜0．Ol，　X　2検定またはFischerの直接確率計

算法）．また平均分割率はそれぞれ25％，51％，53％，

57％，72％であり，アクロビーズ値0の群は他の群

に比較して有意に低かった（p＜0．Ol，　M㎜一Whitney検

定）．一方，検査値4の場合，3以下の場合に比べて

表2　アクロビーズ値と体外受精結果

アクロビーズ値 症例数 分割率0％の症例数

　　　（比率）

　分割率（％）

（平均±標準偏差）

0

1

2

3

4

31

39

56

49

35

15（48％）

7（18％）

6（ll°／・）

6（12％）

0（0％）

25±32

51±36

53±32

57±31

72±27

表3　アクロビーズテスト結果の評価分類と体外受精結果

　　アクロビーズ値　　　　　　　　　0

　　　　平均分割率　　　　　　　　25％

体外受精

　　　　受精卵を得た症例の割合　　52％

1～3

54％

87％

4

72％

100％

ヒト精子受精能評価 不良 良好 優良

表4　体外受精の適応別アクロビーズ値と体外受精結果

体外受精の適応 症例数 アクロビーズ値 　分割率（％）

（平均±標準偏差）

卵管因子

原因不明

男性因子

106

74

26

2．3±1．3＊

2．1±1．2＊

1．0±L2

61±32＊

52±33＊

21±28

＊男性因子と比較して有意（p＜0．01）な差が認められる（Mann－Whitney検定）．
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分割率が有意に高かった（p＜O．01，Mann－Whitney検

定）．検査値1，2，3の間には分割卵を待られなかっ

た割合，分割率共に差は認められず，アクロビーズ

値と体外受精結果を統計的に処理するとアクロビー

ズ値は0，1から3，4の3つのカテゴリーに分類が

可能であり，アクロビーズ値0を不良，1～3を良

好，4を優良と判定することができる．この分類に

従ってまとめると表3に示すように，平均分割率は

不良群，良好群，優良群でそれぞれ25％，54％，72

％となり，分割卵が得られなかった症例の割合はそ

れぞれ48％，13％，0％であった．

　アクロビーズ値を体外受精の適応別に検討した

（表4）．卵管因子で2、3±1．3，原因不明で2．1±L2で

あったが，男性因子では1．0±1．2と有意に低値を示

した．一方，分割率でも男性因子は21±28％と他の

適応より有意に低値を示した．そこでアクロビーズ

値と精子濃度，運動率の間の相関性を検討すると，

それぞれ相関係数r＝0．270，r＝O．268と弱いながら

有恵な正の相関（p＜0．01）を認めた，

考　　察

　今回，FAB－25のヒト精子受精能診断試薬としての

有用性に関する検討を多施設で行った．本法は1992

年にOhashiら6｝によってアクロビーズテストとして

報告された新しいヒト精予受精能検査法である、そ

の特色は，MH61モノクローナル抗体結合ビーズに

先体反応終了精子が結合することにより精子とビー

ズの凝集が形成される原理からも理解できるように，

精子先体の状態および運動性の両面からの評価を可

能としたことである．さらに従来から行われていた

ハムスターテスト，hemizona　assay8），　zona　penetration

assay9）などのように動物卵もしくはヒト卵を使用せ

ずにヒト精子受精能を評価できるという特色から，

入手困難な卵の確保が不必要である，またbioassayで

ないため再現性にすぐれ，測定者間誤差が少なく，

操作の簡便性から頻回の検査を可能にした．

　以前に行われた検討ではまずハムスターテストと

の関連を調べた6）．その結果アクロビーズテストは

ハムスターテストとよく相関し，かつ測定者間でも

誤差が少なく，結果再現性も良好であることが確認

された。また体外受精と同一時の精液を用いた20症

例の検討でも24時間後の判定で，アクロビーズ値が

0の症例では6例中5例は体外受精においてまった

く受精が認められず，アクロビーズ値1～3では12

症例中2例のみに受精が認められず，検査値4は2

例存在し，いずれも受精が認められた，今回の検討

日本不妊rs誌　40巻3号

結果は以前に報告されている結果とほぼ一致するも

のである．この結果はアクロビーズ値が0であった

場合，約半数の症例では4個以hの成熟卵を採卵で

きたにもかかわらず分割卵をまったく得ることがで

きず，かつ4個に1個の割合でしか分割しないこと

を示している．しかも分割率の中央値は10％であ

り，分割卵を得た症例の半数が10個に1個以下の分

割卵しか得られないことになる．一方，アクロビー

ズ値4を示した35例では全例で受精卵を得ることが

でき，しかも4個中3個の卵が分割するという好結

果を得られた．このように前述の一施設の結果から

だけでなく，多施設の検討結果からもFAB－25は有用

なヒト精子受精能検査試薬であると評価されうる．

　本検討においては体外受精で使用した精液と同一

のものについてFAB－25によるテストを行った．この

ことはヒト精子受精能診断試薬としての有用性を検

討する上においては非常に重要なことであるが，実

際の臨床では体外受精の施行前にこの検査を行う必

要性がある．この点についてはOhashiら1〔〕｝は一施設

における成績ではあるが，体外受精前3か月以内に

行ったアクロビーズテストの結果により体外受精で

の受楠の可能性を評価しうることを報告しており，

さらにアクロビーズ値には精液採取日による口差変

動が少ないことを報告している．したがってFAB－25

は実際に使用される場合も有用な情報を提供しうる

ものと考える．

　体外受精の適応別に今回の結果を検討すると，男

性因子による症例が他の適応による症例に比してア

クロビーズ値が有意な低値を示した．このことは

FAB－25の男性不妊患者に対する適応の拡大を示唆す

るものである．現在の方法では40万以上の運動精子・

が必要であるが今後の適応拡大のためにはより少量

の運動精子においても実施しうる方法の開発が望ま

れる．
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　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Osaka

University　Medical　School，　Osaka　565，Japan　2）

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　School　of

Medicine，　Kinki　University，　Osaka　589，　Japan　3）

　　We　evaluated　the　usefulness　of　FAB－25（Acrobeads

test）as　a　test　kit　for　diagnosing　the　fertilizing　capacity　of

human　spermatozoa　using　210　semen　samples　from　male

partners　of　infertile　couples　in　in　vitro　fertilization（IVF）

program　at　20　university　hospitals．

　　Acrobeads　scores　were　O，　L　2，3，　and　4　at　24　hours

of　incubation　in　31，39，56，49，　and　35　infertile　patients，

respectively．　The　probabilities　of　unsuccessful　fertili－

zation　in　IVF　were　48　a／o（51／31），18％（7／39），11％

（6／56），12％　（6／49），O°／o　（0／35）in　the　subjects

which　scored　O，1，2，3and　4，　suggesting　that　31cases

whose　Acrobeads　scores　were　O　showed　significantly

poor（P＜O．01，chi－square　test　or　Fischer’s　exact　test）

probability　of　success　in　IVF　in　comparison　with　the

other　four　groups，　The　percentages　of　fertilized　eggs　in

IVF　were　25±32，51±36，53±32，57±31　and　72±

27in　the　cases　with　O，1，2，3and　40f　Acrobeads　score．

The　cases　scored　O　showed　significantly（Mann－Whitney

test）low　and　the　cases　scored　4　did　significantly　high

（Mann－Whitney　test）percentage　of　fertilized　eggs　in

IVF．　We　defined　the　criteria　for　assessment　of　fertilizing

capacity　in　the　Acrobeads　test　as　follows：Owas　poor，1

to　3　were　good，　and　4　was　excellenL

　　We　conclude　that　the　FAB－25（Acrobeads　test）is　a

useful　test　kit　for　assessing　the　fertilizing　capacity　of

human　spermatozoa　in　IVF・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年3月24日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月4日特掲）
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　経口PGEi誘導体リマプロストを男子不妊症患者に投㌻し，造精機能への効果をみたので報告する．

　対象は2～3回の精液検査の平均が精子濃度40×106／ml未満，あるいは運動率50％未満を示した男子

不妊症患者64例と抗癌剤療法後の精液所見不良例1例である．リマプロスト30μg／日を分3で3か月か

ら最長11か月投与した．投与後の精液検査の判定は，投与終了までの後半の2～3回の平均を採用した．

効果判定は熊本らの基準に従った．その結果，著効，有効あわせた有効率について，精子濃度別にみる

と10×1（戸／ml未満13％，10～20×106／ml，40％，20×106／m1以上64％であり全症例でみると投与後で有

意に精子濃度が増加していた．運動率別に見ると有効率は運動率30％未満58％，30％～50％未満25％で

あった．妊娠例は14％，副作用は7．7％出現した．

　以上より，精子濃度が有意に増加したこと，運動率不良例に有効例が多かったことから本剤の有効性

は精巣および精巣上体の末梢循環の改善が効を奏したものと推定した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril，，40（3），374－379，1995）

緒　　言

　男子不妊症の薬物療法，特に非内分泌療法では現

在のところ有効なものはなく保険薬として厚生省で

認めている薬剤はない．各施設で有効な薬剤を求め

て模索しているのが現状である．そこで，筆者らは

最近勃起障害患者に末梢循環改善剤である経口PGEi

誘導体リマプロストの有効性が報告1・2・3）されたこと

から男子不妊症領域への使用を試みたので報告する．

対象および方法

対象症例は，男子不妊症外来患者64例と抗癌剤化

学療法後の精液所見不良例1例である，不妊症は，

原発性56例，続発性8例である．初診時年齢は，25

歳から53歳，平均34．9歳，最多30歳代である．不妊

期間は，平均35年最多2～3年である，手術を希望

しなかった精索静脈瘤症例5例，また精索静脈瘤術

後精液所見が改善しなかった症例10例，また精管精

管吻合術後3年経過するも精液所見が良好とならな

かった1症例も含まれている．配偶者にも不妊原因

があるもの7症例があり，高プロラクチン血症3例，

子宮内膜症1例，排卵誘発剤服用中3例である．薬

剤の投与方法は，リマプロストを30μgl日3回投

与した．投与期間は最短3か月11例，3から6か月
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表1効果判定基準4｝

岩本　他 （375）99

精子濃度 運動率

著効

有効

不変

悪化

20×106／ml以上増加

10×106／ml以上増加

±10×106／mlの変動

10×106／ml以上の減少

20％以上の増加

10％以上の増加

±10％の変動

10％以上の減少

25例，6から9か月21例，9から11か月7例，平均6

か月である．精巣容積は山口大式orchidometerにて測

定した．精液所見は，投与前2～3回の平均，投与

後は投与終了までの後半2～3回の平均を採用し比

較した．内分泌検査としてFSH，　LH，　Testosteroneを

投与前と投与後3か月から6か月の間で測定した，

精液所見の効果判定基準は，精子濃度40×Iot／ml未

満もしくは精子運動率50％未満症例について，それ

ぞれ熊本ら4）の基準（表1）に準じて判定した．

　投与前後における各パラメーターの有意差検定は

paiied　t－testにて行った．

結　　果

1）精子濃度について

　精子濃度40×106／ml未満を示した45症例の投与前

の平均精子濃度は，12．8±Il．7×106／mlで投与後は

23．7±26．6×1　06／mlとなった．投与前に比し投与後で

有意に精子濃度の増加を認めた（pくO．01）．

　45症例を精子濃度別に10×106／ml未満群，10～20

×106／ml群，20　一一　40×106／ml群に分けて投与後の治

療効果判定を検討すると，表2のように著効，有効を

合わせた有効率で見るとそれぞれ13％，40％，64％

の成績であった．

2）精子運動率について

　精子運動率50％未満を示した48例の投与前の平均

精子運動率は，31．7±27．4％で投与後は34．6±19．2％

となった．投与後で精子運動率は統計学上改善を認

めなかった．

　48症例を精子運動率別に30％未満群，30～50％未

満群に分けて投与後の治療効果判定を検討すると，

表3のように著効，有効を合わせた有効率で見ると

それぞれ58％，25％の成績であった．

3）運動精子濃度について

　妊孕係数のひとつの指標として精子濃度と精子運

動率を掛け合わせた運動精子濃度を投与前後で検討

したところ，投与前はi3．7±17．6×106／mlで投与後は

167±19．6×1evmlとなった．投与後で運動精子濃度

の改善は統計学的に認められなかった．

　WHO基準5）による正常精子濃度20×106／mlと運動

率50％を掛け合わせた運動精子濃度10×1（珂ml未満

の症例は36例ありそのうち投与後10×106／ml以上と

なった症例は4例，20×1　06／ml以上となった症例は3

例，あわせて7例，19％の症例が運動精子濃度の改

善を認めた。投与前10～20×106／mlを示した症例は

10例あり，そのうち投与後20×106／m1以上となった

症例は5例，50％の改善率であった．

表2　リマプロスト投与による治療成績精子濃度

精子濃度（D）　　症例数 効果判定 有効率

×106／ml n 著効 有効 不変 悪化 （％）

　D≦10

10〈D≦20

10＜D≦40

24

10

11

1

4

3

2

0

4

21

6

3 1

13

40

64

計 45 8 6 30 1 31

精子濃度　40×106／ml以上　　17例
drop　out　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l｛列

検査来院せず（妊娠例）　　　　1例

表3　リマプロスト投与による治療成績　精子運動率

精子運動率（M）　症例数 効果判定

悪化

有効率

（％） n 著効 有効 不変 （％）

　M≦30

30〈M≦50

24

24

4

4

10

2

8

13

2

5

58

25

計 48 8 12 21 7 42

精子運動率　50％以上

drop　out

検査来院せず（妊娠例）

15例

1例

1例
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表4　妊娠例9例の臨床経過

　　　　　　　不妊期間
症例　不妊
　　　　　　　　年

投与前精液所見 効果判定

精子濃度　　運動率　　精子濃度　運動率

妊娠までの投与期間

月
記

T、K．

S．1．

Y．Y．

原発性

続発性
（流産）

原発性

K．H．原発性

MY．原発性

　　　続発性
1．E．

　　　（流産）

Y．K．原発性

　　　続発性
Y．M．
　　（第1子）

T．T．原発性

1

3

9

1

L2

4

1

2

3

3．2

18

148

30

30

77．7

28．3

4．3

14．3

61

21

34

62

35

51

68

27

61

不変

著効

著効

有効

有効

不変

不変

投与後検査なし

不変

不変

不変

3

4

4

3

7

8

15

6

4

AIH

AIH

流産

4）投与前後の内分泌検査値の変動

　FSHは投与前7．0±5．O　mIU／ml，投与後7．0±4，7

m皿J／mlで投与前後で有意な変動を見なかった．

　LHは投与前4．4±2．5　mlU／ml，投与後45±2」

mlU／mlで投与前後で有意な変動を見なかった．

　Testosteroneは投与前5．4±1．8　ng／ml，投与後5．2±

1．6　ngXmlで投与前後で有意な変動を見なかった．

5）妊娠例の検討（表4）

　不妊症例64例中投与期間中に妊娠に至った症例は

9例，14％の妊娠率であった．

　自然妊娠が7例，AIHによるもの2例であった．

そのうち流産してしまった症例は投与前にも流産し

たことがあり，習慣性流産として婦人科で精査中で

ある．妊娠までの投与期間は，最短1か月半，最長

8か月，平均4．5か月であった．投与後の改善につい

てみると，精子濃度，運動率ともに有効以上となっ

たのは1例で精子濃度のみ有効以上が2例であった．

6＞副作用について

　本剤の投与により5例，7．79。に副作用を認めた．

消化器症状を4例，6．2％に認め，そのうち1例は下

痢がひどく1か月で中止した．また，1例は投与量

を半量15μg／日と変更して投与可能であった．flare

現象が1例見られたが一過性であった．全例血液一

般，生化学検査で異常を認めなかった．

　実際例を供覧する．

　症例1（図1）：35歳，不妊期間6年5か月．妻31

歳，婦人科的に異常はない．

　理学的所見：精巣容積右22m1，左19ml，精索静

脈瘤第1度．

　精液所見：3回の平均は精子濃度lL3×106／ml（0

～ 24×1（）6／ml），運動率平均L3％（0～4％）と極めて

不良であった．

　精索静脈瘤の手術を希望せず本剤の投与を開始し

た．投与後2か月目で精子濃度54×106／ml，運動率

42％となり6か月目では107×106／ml，運動率44％

となった．効果判定は，精子濃度，運動率とも著効

とした症例であるが妊娠に至っていない．

　症例2（図2）：38歳，不妊期間9年．妻36歳，婦

人科的に異常はない．

　理学的所見：精巣容積両側とも26ml

　精液所見：3回の精子濃度の平均は148×1　06／ml（74

×106／ml

200
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　図1　リマプロスト投与前後の精液所見の推移

症例　T．M，35歳，不妊期間6年5か月，妻31歳，
精索静脈瘤第1度．

あ
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　図2　リマプロスト投与前後の精液所見の推移

症例　Y．Y．38歳，不妊期間9年，妻36歳
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　図3　リマプロスト投与前後の精液所見の推移

症例　Y．S．36歳，不妊期間6年，妻29歳　胞状奇胎

で流産

～ 197×106／ml），運動率平均33，7％（31～38％）と精

子無力症であった．

　本剤の投与後約2か月で運動率92％と驚異的に増

加を認めその後11，50，67％の値をとった．今回の

判定基準に従うと投与後半の3回の平均が43％とな

り不変と判定した症例である．最初の92％を入れる

とその平均は55％となり著効となるが，今回は不変

とした．投与後4か月半で妊娠に至り児を得た．

　症例3（図3）：36歳，6年の続発性不妊．妻29歳，

胞状奇胎で流産．

　理学的所見：精巣容積右18ml，左13ml．

　精液所見：精子濃度平均17×106／ml（9～23×

1　06／ml），精子運動率平均3．3％（0～17％）．

　投与後1か月半で精子運動率は59％となり，以後
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図に示すように61，85，72％と運動率は著効を示し

た．一方，精子濃度は不変であった．投与後6か月

であるが妊娠に至っていない．

考　　察

　男子不妊症の主な原因は，1）造精機能障害，2）精

路通過障害，3）副性器障害，4）性交障害と分類され

統計上造精機能障害が約90％を占め，そのうち基礎

疾患の明らかなものは10％程度しかない．結局男子

不妊症例の80％は原因不明のいわゆるidiopathicな造

精機能障害である6）．したがって，原因治療を行う

ことができないことから薬物療法の難しさがある．

男子不妊症の薬物療法，特に非内分泌療法では現在

のところ有効なものはなく保険薬として厚生省で認

めている薬剤はない．しかしながら，日常の不妊外

来において薬物療法により驚くほど精液所見が良く

なって妊娠，児を得ているカップルを経験しており，

各施設で有効な薬剤を求めて模索しているのが現状

である．

　そこで，最近，勃起機能障害患者に有効性が報告

されている末梢循環改善剤である経口PGE　1誘導体に

着目した．

　まずプロスタグランディン（PG）と造精機瀧との関

係について若干触れる．ヒト精漿中に豊富にPGが存

在することはよく知られており，それは精嚢より主

として分泌されている7）．Schlegelら9）はPGI2濃度が

精子無力症患者の精漿中で，正常者と比較し有意に

減少していること，また，精索静脈瘤に精子無力症

をともなった患者においてPGE2が減少し，　PGF2α

が増加することを観察し，精漿中PGと妊孕能との関

係を報告している．またCollierら9）も不妊患者の一部

にPGE濃度が有意に減少していることを報告し，そ

れらの患者にPGの前駆体であるlinoleic　acidsを含む

トウモロコシ油あるいはPGの加水分解を抑制する

caffeineを投与し精液所見を改善する試みを行ったが

効果がなかったと述べている．一方，動物実験では

PGの平滑筋刺激作用を期待し精子輸送における

PGEiとPGF2αの影響をみたところ一定の結果が得

られず，PGの増加は妊孕能に影響しないとの報告が

見られているlel　1｝．筆者らも本論文では詳細を省く

がPGEI濃度を不妊症患者の精漿で測定したが精子濃

度，運動率とも相関を認めなかった（未発表）．精漿

中のPG濃度の測定値の幅が広い12にともあり，いま

だ精巣機能との関係は明らかではない．一方，血中

のPGについてはItoら13）が精索静脈瘤患者の内精静

脈血と末梢静脈血中のPGEとPGF濃度を測定し，前
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者で高値であることを観察し，造精機能障害との関

与を示唆した論文を発表している．しかしながら，

PGが男性生殖器においてどのような役割を演じてい

るのかいまだ不明である．

　今回，経口PGEi誘導体リマプロストを使用した経

緯について記す．PGE　1の末梢循環不全患者に対する

治療効果については一定の評価を受けているが，そ

の投与方法は動脈内あるいは静脈内持続投与による

ものであった．1986年，従来のPGEIの水酸基がメチ

ル基に代わった経口PGBI誘導体リマプロスト14）が開

発された．本剤は強い血管拡張作用および血小板凝

集抑制作用を有しバージャー病や閉塞性動脈硬化症

など四肢慢性動脈閉塞症にともなう虚血性潰瘍や安

静時痺痛などの自覚症状に対して，すでに優れた成

績が出されている15）．また，糖尿病患者の末梢神経

障害についても有効性が報告されている16）．勃起障

害への臨床応用は，佐藤ら1）が加齢による勃起機能

低下症例18例に初めて使用した．本斉1」により33％に

自覚的改善を認め，その理由として陰茎深動脈や海

綿体を栄養する毛細血管系の血流が改善したためと

解釈している．さらに，高波ら2）が28例の勃起障害

患者に投与し，性機能調査表による改善度を評価し

たところ約60％の効果をみたと報告している．ま

た，川西ら3）は51例の勃起障害患者にdouble　blind

cross　over法で有効率を評価したところ，195％であ

ったとし，心因性勃起障害例の自覚症状の改善に有

意であったことを報告している．

　このような効果を有する本剤を造精機能障害患者

に臨床応用した報告は見あたらず前述したような症

例に使用してみた．

　患者の背景が一定していないこと，二重盲検比較

試験でないこと，投与期間も一定にしていないこと

から本剤の有効性について確定的なことは言えない

が，全症例での精子濃度の平均が投与後で有意に改

善したことは本剤が造精機能の改善に寄与するもの

と思われた．精子濃度別に改善率を見て，精子濃度

が良い症例ほどすなわち20XlO6／血1以上有する群に

60％以上の効果をみたことは，WHOの基準を越えて

いても妊娠に至っていない症例には本剤の適応症例

になるのではないかと思われる．妊孕係数のひとつ

の指標でもある運動精子濃度についての改善率を見

ても，投与前の値が良い症例に有効例が多い傾向を

認めた．一方，運動率の方は残念ながら全症例での

運動率の改善は認めなかったが，表3に示すように

運動率30％以下の不良群で約60％の有効率を示した

ことは注目に値する．しかも投与後比較的早期に改

日本不妊会誌　40巻3号

善を見たことは大変興味深い．その実際例を図に示

したが，投与前，数パーセントの運動率しかなかっ

たものが60～80％にも上昇した．このように少数例

ではあるが本剤による有効例をみた理由を述べてみ

ると，FSH，　LH，　Tなど内分泌環境が投与後変化し

なかったことから本剤の主たる薬効の末梢循環の改

善が効を奏したのではないかと思われる，さらに，

運動率が早期に改善した事実から，精巣だけでなく

精巣上体の血液循環にも好影響をもたらしたものと

推定している，

　内精静脈の逆流によって精巣の」血L流動態に障害を

起こすと考えられている精索静脈瘤症例に投与して

みた．手術を希望しなかった5例に投与したが，精

子濃度の改善が1例のみ有効を認めたにすぎなかっ

た．また，手術後精液所見の改善を見なかった10例

に投与したところ，精子濃度の改善は見られなかっ

たが運動率の改善が投与前，40％，26・9。，27％，9

％を示した症例が，投与後，それぞれ66％，45％，

45％，23％と増加し，著効1例，有効3例あわせて4

例，40％の有効率であった．このことから，精索静

脈瘤術後の精液所見，特に運動率が改善しなかった

症例に本剤の効果が期待できるのではないかと思わ

れた．

　化学療法後の造精機能障害例はわずか1例である

が，投与前精子濃度の平均が31×1　06／m1　，運動率が

41％であったものが，投与後それぞれ91×106／ml，

56％と著効，有効の判定となり妊孕能の回復が期待

された．

　妊娠例はわずか9例，14％であった．婦人科的な

異常を認め平行して治療を行っている7例を除いて

も16％弱と不良であった．A田妊娠は2例であった

が他の多くのカップルもA田を行っているが妊娠に

至っておらず，今後薬剤の変更，あるいは体外受精

に移行を考慮しているカップルもある．

　以上述べてきたように，経口PGB1誘導体リマプロ

ストの有効性はかならずしも顕著とは言いがたい

が，本剤の適応症例として，軽度の乏精子症例，精

子運動率不良例あるいは精索静脈瘤術後の造精機能

が改善しないような症例に期待できるのではないか

と考えている．副作用については若干の消化器症状

が出現したのみで末梢血，生化学的な検査でまった

く異常を認めなかったことから長期投与可能な薬剤

と思われた．

　本論文の要旨は1994年，第39回日本不妊学会総会

（富山）にて発表した．
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　　　cyclodextrin　clathrate）in　patients　with　ishemic

　　　ulcer　of　extremities．　VASA　7：263，

16）土屋時彦，加瀬知男，金沢寛樹

　　　』者におけるopalmonの使用経験．

　　　　：2811，　1989

1987

他，糖尿病患
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Prostaglandin　on　male　infertility

　　Effects　of　oral　administration　of

prostaglandin　E　i

　　　　Teruaki　Iwamoto，　Michitaka　Yajima，

Takao　Hoshino，　Hiroki　Tanaka，　Katsuyuki　Baba，

　　　　Shojirou　Kohno，　Nobuhiko　Minagawa

　　　　　　　　　　　and　Takao　Osada

Department　of　Urology，　St．　Marianna　University

　　Schoel　of　Medicine，　Kawasaki　216，　Japan

　The　effect　of　oral　administration　of　prostaglandin　El

（limaprost）on　male　infertility　was　studied．

　The　candidates　for　this　study　were　64　infertile　patients

with　a　sperm　density　of　less　than　40×106／ml　and／or　the

motility　of　less　than　50％at　the　mean　of　a　couple　of

semen　analyses　and　one　patient　who　developed　oligo－

zoosperm三a　after　anti－cancer　therapy．　They　were　admin－

istrated　30μg／　three　times／　day，　for　3　to　l　l　months．　The

effect　on　PGEi　was　evaluated　by　comparison　of　the

mean　sperm　density，　moti】ity　and　motile　sperm　density

（sperm　density　X　motility　rate）obtained　at　2　to　3　times

before　the　administration　and　the　mean　of　2　to　3　semen

analyses　at　the　latter　part　of　the　examinations　until　final

administration　according　to　the　criteria　of　Kumamoto　et

aL

　　The　mean　sperm　deng．　ity　after　the　administration　in　all

cases　was　significantly　higher　than　that　before　the　admi－

nistration．　The　effective　rates　in　the　patients　with　a　sperm

density　of　less　than　lO×106／ml，10to　20×106／ml，20

to　40　×1　06／ml　were　l3％，40％and　64％respectively．

The　effective　rates　in　the　patients　with　a　motility　rate　of

less　than　30％and　30　to　50％were　58％and　25％，

respectively．　The　pregnancy　rate　was　l4％．　Drug－

induced　side　effects　occurred　in　7．7％of　the　patients．

　　In　conclusion，　these　results　suggest　the　usefulness　of

oral　administration　of　PGEI　for　the　treatment　of　male

infertility．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年1年19日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4年5日特掲）
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体外受精・胚移植不成功例に対する

卵巣刺激前ダナゾール投与の効果

Effect　of　Administration　of　Danazol　on　the　Pregnancy　Rate　of　Initially

　　　Unsuccessful　In　Vitro　Fertilization－Embryo　Transfer　Patients

宮　崎　豊　彦
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　Michiya　NATORI
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Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　School　of　Medicine，

　　　　　　Keio　University，　Tokyo　160，　Japan

　IVF－ETにおける着床障害と考えられる症例に対するダナゾールの効果を検討することを目的とし，4

分割以上の形態良好胚を移植できたにもかかわらず妊娠に至らなかった11症例に対するダナゾール投与

が，次回のIVF－ETに，どの様な影響を与えるかを検討した．

　IVF－ET不成功周期後の初発月経から3か月以内に，ダナゾール（400　mg／day，12週間）の経口投与を開始

し，投与終了後4か月以内に再び1VF－BTを行い，投与前後でのhMG投与量，採卵個数，受精卵数，受精

率および妊娠の有無につき検討した．hMG投与量，採卵個数，受精卵数，受精率とも，投与前後で有意

な差は認められなかった．ダナゾール投与後のIVF－ETでll例中6例に妊娠が成立し，545％の妊娠率で

あった．同時期に行われたIVF－ET症例のうち，4分割以上の形態良好胚を2個あるいは3個移植できたに

もかかわらず妊娠の成立を認めなかった31症例中，ダナゾール投与群（ll例）と非投与群（20例）を比較

し・妊娠率において投‘｝群（54・5％；6／11）と非投与群（10％；2／20）との間に有意な差を認めた（P＜0．05）．

　形態良好な受精卵が得られたにもかかわらず妊娠成立を認めなかった症例に対して，IVF－ET施行前の

ダナゾール投与は有効な治療法となりうると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，40（3），380－385，1995）

緒　　言

　体外受精一胚移植（IVF－ET）において，形態良好な

受精卵が得られたにもかかわらず着床，妊娠に至ら

ない症例，すなわち，着床障害と考えられる症例が

多く見られ，これが妊娠率の向上を阻害する大きな

要因のひとつとなっている．この着床障害の原因と

して，免疫系の関与など種々のものが考えられてい

る．一方，子宮内膜症の治療に用いられているethis－

teroneの誘導体であるダナゾールが免疫抑制作用を持

つことがすでに報告されているが12），これが着床障

害に対し効果をもつかどうかは不明である．そこで，

今回我々は，rVF－ETにおける着床障害と考えられる

症例に対するダナゾールの効果を検討することを目

的とし，IVFを行い4分割以上の形態良好胚を移植

できたにもかかわらず妊娠に至らなかった症例に対

するダナゾール投与が，次回のrVF－ETに，どの様な

影響を与えるかを検討した．

対象および方法

　1993年6月から1994年1月までに慶応義塾大学病

院にて，rVF－ETを行った155症例のうち，4分害1」以ヒ

の形態良好胚（Veeck分類3）Grade　Iおよびfi）を2個

あるいは3個移植できたにもかかわらず妊娠の成立

奔
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図1　ダナゾール投与の方法（プロトコール1）とIVF

　　　時の検討項日

を認めなかった症例ll例をダナゾール投与の対象と

した．

体外受精・胚移植

卵巣刺激法は，gonadotropin－releasing　hormone　ana－

logue併用によるlong　protocolにて行った．すなわち，

刺激前周期の基礎体温高温期第4から7日目より

Buserelin　acetate（Suprecur：ヘキストジャパン）900μ9

／dayをすくなくとも21日間投与後，血中estradiol値を

測定し，30pg／ml以下の場合にhMG投与を開始する．

hMG（Humegon：Organon，　Holland．　Pergonal：帝国臓

器製薬）あるいはFSH（Fertinorrn　P：Serono　Japan）を150

～ 3001U／day連日投与し，経膣超音波断層法による

卵胞計測により，最大卵胞径が18mmを越えた日に

hMG投与を中止し，同日hCG（HCGモチダ：持田製

薬）100001Uを投与し，その34－36時間後に経鎚

音波ガイド下に，ジアゼパム10mg，ペンタゾシン

（381）　105

30mg　Lv，のNLA変法麻酔下4）に採卵を行った．採卵

針はDouble　Lumen　Ovum　Pick－up　set（Cook：Australia）

を用いた．培養液は，10％非働化患者血清を加えた

human　tubal　fluid（HTF　MEDIUM：Irvine　Scientific，

USA）を用い，精子の調整はswim　up法を用いた．胚

移植は砕石位で行い，媒精後24～72時間後にIVFカ

テーテル（富士システムズ）を用いて子官腔内に移植

した．移植胚数は3個までとし，余剰胚は患者の希

望があれば凍結保存を行っている．luteal　supportには

Dydro－gesterone（Duphaston：第一製薬）30　mg／day経

口投与を胚移植後IO日間行った．妊娠の判定は超音

波断層法にて子宮腔内に胎嚢を認めたものを妊娠と

診断した．

プロトコール1（図1）

　対象としたll例は，媒精後約48時間後で，4分割

以上の形態良好胚（V㏄ck分類Grade　IおよびH）を2

個あるいは3個移植できたにもかかわらず妊娠の成

立を認めなかった症例で，r＞F－ET不成功周期後の初

発月経から3か月以内に、患者の同意を得てダナゾ

ー
ル（ボンゾール：東京田辺製薬）400　mg／dayの経口

投与を開始し，12週間投与の後，4か月以内に再び

IVF－ETを行い，ダナゾール投与前後でのhMG投与

量，採卵個数，受精卵数，受精率および妊娠の有

無・着床率につき検討した，

プロトコール2（図2）

　プロトコール1でのダナゾール投与後のIVF－ETと

同時期（1993年ll月から1994年9月まで）に行われた

採卵281周期のうち，1回以上IVF－ETの既往がある症

例71例中，4分割以上の形態良好胚を2個あるいは3

個移植できたにもかかわらず妊娠の成立を認めなか

protoco／2

Danazol

　　投与群

3M以内

Danazol

　非投与群

failed　　　6M以上
IVF　〈一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一『一一〉

図2　ダナゾール投与群と非投与群の初回IVFから次回IVFまでの間隔（プロトコール2）
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った31症例を，ダナゾール投与群と，ダナゾール非

投与群とに分け，妊娠率の比較検副を行った．

　統計処理はStudent　T検定もしくはYateの補正によ

るX2検定を用いた．

結　　果

　対象とした11例の年齢は30から40歳の範囲にあ

り，IVFの適応は，卵管因子9例，機i能性不妊1例，

男性因子1例で，平均年齢は35．8±1．0（Mean±S．E）

歳，再IVF時に40歳を越えていた症例は3例であっ

た．既往r＞F施行回数は，L6±Q3回であった．腹腔

鏡あるいは超音波断層法と内診・白覚症状・血中

CAI25測定により子宮内膜症と診断された症例は11

例中5例であった．

表1　ダナゾール投’∫鮮における子宮内膜症の有無

　　　と妊娠の成、［tl

子宮内膜症
妊娠

（十） （一〉

（－F）（n＝5）2

（一）（n＝6）4
　合計　　　　　　6

3

2

5

口本不妊会誌　40乙3号

フ゜ロトコーノレ1

　ダナゾール投’j・後の刺激周期でll例中2例が発育

卵胞が1個以下のため採卵を行わなかった．この2

例は年齢がいずれも40歳であった．この2例を含め

たダナゾール投与前後でのhMG投与量，採卵個数，

受精卵数，受精率を図3に示す．平均hMG投与量は

投与前1943±1801U，投与後1909±1761U，平均採卵

個数は投与前5．5±LO個，投与後6．5±L4個，受精

卵数は投与前3．7±0．6個，投ワ後3．0±O．6個，受精

率は投与前735±69％，投tj・後53．9±6．7％であっ

た．ダナゾール投与後に受精率の低下が認められた

が，各パラメーターとも，投与前後で有意な弟は認

められなかった．

　ダナゾール投与後のIVF－ETでll例中6例に妊娠が

成、Zし。545％の妊娠率であった．6例中流産は1例

で，5例は分娩となり，5例の分娩症例のうち2例が

双胎で，着床率（着床数／総移植胚数；8／25）は32％

であった．子宮内膜症合併5例中2例が妊娠したが，

子宮内膜症の有無と妊娠について明らかな関係は認

められなかった（表1）．

フロトコーノレ2

　ダナゾール投与後のIVF－－ETと同時期（1993年11月

A

（

御
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図3　ダナゾール投与前後の体外受精におけるhMG投与量，採卵個数，受精卵数，受精率の比較
も
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図4　再IvF71例の内訳（71例中，前回lvFにおいて良好分割卵が得られたもの31例．31例中，ダナゾール投与群

　　　11例，非投与群20例）とダナゾール投与群と非投与群の体外受精成績の比較

から1994年9月まで）に行われた採卵281周期のう

ち，1回以hlVF－ETの既往がある症例71例中，4分

割以上の形態良好胚を2個あるいは3個移植できた

にもかかわらず妊娠の成立を認めなかった31症例

を，プロトコール1でのダナゾール投与群11例と，

ダナゾール非投与群20例とに分け，妊娠率の比較検

討を行った（図4）．1VF成績は，再IVF　71例のうち

ll例に妊娠が成立し，その妊娠率は155％であった．

良好胚移植31例中8例に妊娠が成立し，ダナゾール

投与群ではll例中6例の妊娠で，妊娠率545％，非

投与群は20例中2例，10％の妊娠率であった．ダナ

ゾール投与群と非投与群との問には妊娠率において

有意（pくO．05）な差を認めたe

考　　察

　IVF－ETにおいて，採卵周期あたりの胚移植率は平

成4年度の日本産科婦人科学会の報告で74．8％5），同

じく1992年のAmedcan　Fenility　S㏄ietyの報告では87．5

％6）と比較的高率であるにもかかわらず，その妊娠率

および生産率は，わが国で185％と13．6％，米国で

21．1％と16．8％と極端に低下してしまう．この様に

IVF．ET全体としての妊娠率は依然低いが，これに対

し，形態の良好な胚を移植した場合の妊娠率は比較

的高いことが知られている7s），今回のダナゾール投

与11例は，いずれも前回IVFにおいて形態良好な胚

（Veeckの分類grade　Iあるいはll）を移植できた症例

で，Veeckによればgrade　Iでの妊娠率は45％，　grade

llでは32％としており9），このデータからすれば今

回のll例のなかには着床を阻害する他の要因が存在

している可能性があると考えられる．対象とした11

例の子宮卵管造影では子宮内腔の形態異常は認めて

おらず，解剖学的な着床障害は否定的と考えられた，

これらにダナゾールを投与したところ6例に妊娠が

成立したわけであるが，その作用機序については不

明である．

　ダナゾールの作用にはLH　surgeの抑制や，卵巣ス

テロイド合成の抑制，あるいは子宮内膜細胞のDNA

合成抑制1〔〕1などとともに，免疫機能の改善すなわち

各種自己抗体を低下させる作用が知られている12〕．

一方，機能性不妊の患者における白己抗体の存在は

妊婦におけるそれよりも有意に高いことが報告され

ておりlb，また，習慣流産と自己抗体の関連も近年

明らかにされつつある．さらに，プレドニゾロン投

与による免疫抑制療法が体外受精の妊娠率を高める

という報告もあり12・13），着床に免疫系がなんらかの

関与をしている可能性が高いと考えられる．今回の

cli皿ical　trialも受精卵の着床阻害要因としての免疫系

の異常に対するダナゾールの免疫抑制作用の効果を

期待して行い，ダナゾールの投与期間の設定は，El－

R㏄iyらのダナゾール投与による自己抗体価低下のデ

ー タbをもとに12週間とした．同一症例におけるダ

ナゾール投与後の6例の妊娠成立あるいは，投与群

と非投与群との問での妊娠率の比較から，妊娠率向

上の要因として，ダナゾール投与による免疫機能の

改善が可能性のひとつとしてあげられるのではない

かと思われる．

　プロトコール1において，ダナゾール投与前後で

hMG投与量，採卵個数に差は見られなかったが，受

精率に関しては有意ではないものの投与後に低下し

ていた．これは，加齢による変化なのか，あるいは
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ダナゾールの卵に及ぼす影響なのか明らかではな

い．ダナゾールの卵あるいは卵巣に対する直接作用

としては，未熟ラットに対するダナゾールの投与が

hCG投与による排卵個数を減少させることから，未

熟卵胞の成熟をダナゾールが抑制するのではないか

という報告14）がなされているが，卵の質的変化にダ

ナゾールが関与しているという報告はなく，今回の

受精率の低下についてはダナゾールの影響によるも

のかどうかは不明である．

　ダナゾール投与群11例のうち予宮内膜症合併例は

5例で，そのうち2例に妊娠が成立したが，子宮内

膜症を合併していない6例のうち4例にも妊娠が成

立したことから，子宮内膜症合併例のうちの妊娠症

例に対するダナゾールの効果が，子宮内膜症に対す

る効果なのか，あるいはまったく別の作用によるも

のかは明らかでない．統計学的には，今回の妊娠の

成立に対するダナゾールの作用は子宮内膜症の有無

とは無関係であると考えられた，

　同時期に実施されたダナゾール非投与群との比較

でもダナゾール投与後の再IVFでは有意に高い妊娠

率を得た．受精卵は得られるものの着床，妊娠には

至らない症例は多く，着床率を高めるために受精卵

の子宮内膜埋め込み法L5」や，卵管内移植16）あるいは

胚移植後のプレドニゾロンの投与12」3）などいくつか

の方法が試みられているが，必ずしも満足できる成

績ではないと考えられる．顕微授精の発達により，

従来妊娠を断念せざるを得なかった重症男性不妊例

においても受精卵を得ることができるようになり，

採卵周期あたりの胚移植率は今後ヒ昇してくると考

えられる．これに対して妊娠率の向上を図るため上

記の方法に加え，体外受精実施前のダナゾール投与

は着床率，妊娠率の向上に寄与するものと考えられ，

特に，形態良好な受精卵が得られたにもかかわらず

妊娠成立を認めなかった症例に対しては，子宮内膜

症の有無にかかわらず有効な治療法となりうると考

えられた．

　本論文の要旨の一部は，第39回日本不妊学会学術

講演会で発表した、
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　　Effect　of　administration　of　Danazol　on　the

pregnancy　rate　of　initially　unsuccessful　in　vitro

　　　　fertilization・embryo　transfer　patients

Toyohiko　Miyazaki，　Naoaki　Kuji，　Kou　Sueoka，

　　　Michiya　Natori，　Toshihumi　Kobayashl

　　　　　　　　　　　and　Shiroh　Nozawa

　　　　　Department　ef　Obstetrics　and　Gynecology

School　of　Medicine，　Keio　University，　Tokyo　160，　Japan

　　The　effect　of　administration　of　Danazol　on　clinical

pregnancy　rate　in　the　subsequent　cycles　of　IVF－ET　was

investigated　during　l2　weeks　after　unsuccessful　initial

IVF－ET　cycles．　Eleven　patients　who　had　not　conceived

in　previous　IVF－ET　cycle　in　spite　of　having　more　than

two　embryos　with　optimal　morphology　received

immunosuppressive　dose　of　Danazo】（400　mg／day　for　l　2
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weeks）and　underwent　IVF－ET　within　4　months　after　the

administration　of　Danazol．　Though　low　fertilization　rate

compared　to　the　previous　IVF－ET　cycle　without　Danazol

was　observed，　six　clinical　pregnancies（defined　by　gesta－

tional　sac　in　utero　on　ultrasonography）were　obtained　in

llpatients　after　Danazol　administration」n　l　l　patients，5

patients　had　endometriosis　and　20f　these　patients

became　pregnant．　There　is　no　significant　relation

between　the　existence　of　endometriosis　and　pregnancy　in

the　patients　treated　with　Danazol．　When　compared　to　the

group　that　did　not　receive　Danazol　on　their　second

attempt　at　IVF－ET　in　the　same　period　of　time，　those　sub－

jects　who　were　treated　showed　a　statistically　significant

increase　in　pregnancy　rate（p＜0。05），

　　These　results　suggest　that　immunosuppressive　dose　of

Danazol　administered　before　undergoing　IVF－ET　could

significantly　improve　pregnancy　rates　for　the　patients

who　had　not　conceived　in　the　previous　IVF－ET　having

embryos　with　optimal　morphology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1995年3月17日特掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月5日特掲）
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CURRENT　MEDICAL　TREATMENT　OF
　　IDIOPATHIC　OLIGOZOOSPERMIA
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細
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Ikuo　MIYAGAWA
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Tottori　University　School　of　Medicine，　Yonago　683　Japan

Abstract：Empiric　medical　therapy　offers　some　hope　to　the　infertile　couple．　The　observation　that　no　medi－

cation　is　approved　by　the　United　States　Food　and　Drug　Administration　for　treatment　of　male　infertility　con－

firms　the　conclusion　that　adequate　randomized　placebo－controlled　studies　of　potential　therapeutic　agents

are　either　lacking　or　fai且ed　to　elicit　a　significant　improvement　in　fertility．　While　proof　exists　to　support　and

refute　the　use　of　all　the　rnedical　modalities　discussed　in　this　chapter，　their　use　is　encouraged　by　the　fact　that

most　do　not　entail　significant　risk　or　side　effects．　Prior　to　electing　empiric　therapy，　however，　it　is　important

to　correct　any　identifiable　causes　of　infertility　in　both　partners．　Accurate　counsel旦孟ng　of　the　infertile　couple

prlor　to　commenclng　therapy　requires　an　awareness　of　the　anticipated　results　and　potential　side　effects。

With・imp・…m・・t・i・i・vit・・manip・1・ti・n・f　th・・ep・・ductive　p・・cess，・mpi・i・m・di・・1・th・・apy　m・y

become　more　important　as　an　adjunct　as　opPosed　to　a　primary　treatment　modality．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，40（3），386－397，1995）
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Introduction

　　Infertility　is　both　a　private　and　socjal　problem．

Male　factor　infertility　is　responsible　or　contributory　in

at　least　40ヘゴ50％of　infertile　couplesl）．　An　accepted

definition　of　oligozoospermia　is　a　sperm　count　below

20million　per　milliliter．　Of　importance，　obstructive

etiologies　for　oligozoospermia　may　be　successfully

treated　with　surgical　intervention，　and　should　be

excluded　prior　to　induction　of　any　empirical　medical

therapy．

　　1diopathic　oligozoospermia　accounls　for　20～25％

of　male　factor　infertility2・3）．　Empiricanreatment　of

oligozoospermia　can　be　offered　to　patients　in　whom　a

specific　cause　is　not　identif重ed　and　to　patients　in

whom　treatment　of　a　specific　abnormality　is　unsuc－

cessfuL　This　chap重er　will　address　the　various　medical

modalities，　the　rationale　behind　each　intervention，　and

the　reported　success　with　each　technique　that　has

been　proposed　to　treat　oligozoospermia．　Each　therapy

will　be　discussed　in　detai1；focussing　on　pharmaco－

logical　mode　of　action　and　physiological　significance

（Table　I）．

Table　l　Pharmacological　mode　of　action

　　　　　　　and　physiolo9量cal　significance

A．Hormonal　therapy

　　　　　LGnRH　agonists

　　　　　2．GnRH　antagonists

　　　　　3．Gonadotropins

　　　　　4．Testosterone

　　　　　5．Testosterone　rebound　therapy

　　　　　6．Antiestrogens（Clomiphene，　Tamoxifen）

　　　　　7．Testolactone

　　　　　8・Bromocriptine

B．Non－Hormonal　thcrapy
　　　　　l．Kallikrein

　　　　　2，Indomethacin

　　　　　3．ACE　inhibitors

　　　　　4，Arginine

　　　　　5．Methylxanthines
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　　It　is　important　for　the　clinician　to　recognize　that

studies　documenting　efficacy　of　treatment　are　diffi－

cult　to　compare　due　to　differences　in　the　definition　of

infertility　and　oligozoospermia　used，　and　differences

in　the　method　of　pregnancy　rate　analysis（cumulative

vs．　life　table）．　When　evaluating　pregnancy　rates　fol－

10wing　any　medical　therapy，　it　is　important　to　remem－

ber　a　36－month　cumulative　pregnancy　rate　of　40％

（75conceptions）reported　in　a　series　of　l　86　untreated

couples　with　idiopathic　oligozoospermia　or　astheno－

zoospermia4）．

Hormonal　therapy

　　　Hormonal　therapy　attempts　to　increase　serum

gonadotropin　and　androgen　Ievels　by　either　exoge－

nous　supPlementation　or　endogenous　stimulation・

Responses　to　hormonal　therapy　vary　with　the　under－

lying　hormonal　deficiency；so　therapy　should　be　tai－

lored　to　the　pretreatment　hormonal　levels．　Patients

wiIh　primary　testicular　failure，（hypergonadotropic

hypogonadism，　documented　by　elevated　FSH）do　not

respond　to　hormonal　therapy　and　should　undergo

either　other　medical　treatments　or　assisted　fertiliza－

tion　methods．　Hormonal　therapy　may　be　best　indi－

cated　in　the　isolated　hypogonadotropic　hypogonadism

patient（IHH）．　Hypogonadotropic　patients（with　either

hypogonadism　or　normogonadism）comprise　6～10

％of　oligozoospermic　patients5）．　This　can　be　docu－

mented　by　subnorma1　testosterone亘eve豆s　with　follicle－

stimulating　hormone（FSH）levels　less　than　16m／U

and　luteinizing　hormone（LH）levels　less　than　13

m／U，The　majority　of　oligozoospermic　men　are　nor．

mogonadotropic，　and　their　response　to　hormonal　and

non－hormonal　medical　therapy　is　variable．

　　Goals　of　homlonal　therapy　include　increasing　FSH，

LH　and　testosterone　levels．　LH　stimulates　intratesticu－

lar　testosterone　production　and　secretion　by　the　Ley－

dig　cells．　FSH　is　responsible　for　initiating　spermato－

genesis．　FSH　plays　an　important　role　in　Sertoli　cell

fUnction；stimulating　production　of　androgen　binding

protein，　transferrin，三nhibin　and　estrogen．　FSH　also　is

required　for　maintenance　of　a　nomユal　blood－testis　bar－

rier．　Testosterone　activates　the　sperrnatogenic　process

and　the　maturation　of　spermatids6・　7）．　Hormonal　ther－

apy　aims　to　restore　functional　intratesticular　levels　of

testosterone　so　as　to　improve　seminiferous　epithelium
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function　and　spermatogenesis」ntratesticular　testos－

terone　levels　a　hundredfold　greater　than　p］asma

testosterone　levels　apPear　necessary　for　completion　of

meiotic　division　of　germ　cells8・　9）．

　　Restoring　normal　plasma　testosterone　levcls　may

also　decrease　the　risk　of　atherosclerosis　by　decreasing

LDL　cholesterol　and　apolipoprotcin　B　levels　while

increasing　HDL　cholesterol　levels6）．

1♪GnRH　Agon’sts

　　Approximately　20％of　men　with　idiopathic　oligo－

zoospermia　have　selective　elevation　of　FSH　levels

with　normal　serum　LH　and　testosterone　levels，　possi．

bly　due　to　decreased　synthesis　by　the　Leydig　and　Ser－

toli　cells　of　negative　feedback　factors（inhibin，　testos－

terone）or　due　to　a　decreased　frequency　of　LHRH

pulsesH・且2），　In　this　subset　of　patients，　pulsatile

LHRH　stimulation　of　the　pituitary　gland　can　decrease

the　FSH　levels，　however　beneficial　effects　on　sper－

matogenesis　have　not　been　demonstrated且2・　13）．　Aulit－

sky　et　al．14）further　subdivided　this　subset　of　patients；

grading　severity　of　oligozoospermia　on　number　of

type　Ad　spermatogonia　pcr　tubule　square；and　demon－

strated　an　improvement　in　sperm　density　among　the

less　severe　oligozoospermic　patients　treated　with　pul－

satile　LHRH　stimulation，　however，　this　was　not　a

placebo－controlled　study，

　　Pu】satile　GnRH　therapy（50　nglkg／pulse）has　been

advocated　for　the　treatment　of　IHH．　Schopohl　et　al．且5）

demonstrated　a　more　rapid　initiation　of　spermatogen－

esis　and　a　more　significant　increase　in　testicular　vol－

ume　with　pulsati】e　GnRH　compared　to　gonadotropin

therapy．　In　this　study，　however，　hMG　was　not　used

until　after　3　months　of　hCG　therapy　and　the　hCG

dosage　used　was　low（25001U　three　times／week）．

Though　gynecomastia　was　more　common　in　the

gonadotropin　treatment　group，　patient　non－compli－

ance　and　attritition　was　higher　in　the　pulsatile　GnRH

group．　Poor　patient　comp1iance　is　attributable　to　the

portable　injection　pump　affecting　activity　or　causing

embarrassment　for　the　patient16）．　Successful　induction

of　a　sperrnatogenic　response　can　be　predicted　by　nor－

malization　of　testosterone　levels　at　one　month　of　ther－

apy．　Failure　to　produce　testosterone　may　indicate　loss

of　pituitary　response　to　GnRH，　inadequate　Leydig　cell

mass　or　end－organ　resistancei7）．　Positive　effects　on

hormonal　levels　and　spermatogenesis　may　be　sus一
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tained　during　prolonged　low－dose　GnRH　therapy　of

up　to　three　years．　Infrequently，　anti－GnRH　antibody

development　precludes　prolonged　therapy　l　8）．

　　Other　studies　have　demonstrated　no　advantage　of

this　therapy　over　administration　of　exogenous　gonado－

tropins（hMG　and　hCG，　see　below）19）．　Sperm　produc－

tion　was　ehclted　in　80％of　hMG／hCG　treated　patients

after　two　years　of　therapy　compared　to　40％of

GnRH－treated　patients．　Pulsatile　GnRH　therapy　pro－

duced　signiflcantly　higher　FSH　levels，　but　signifi－

cantly　lower　testosterone　levels　compared　to　gonado－

tropin　therapy．　Some　suggest　pretreatmenI　with　hCG

or　testosterone　for　prepubertal－onset　IHH　patients

prior　to　pulsatile　GnRH　therapy，　to　improve　the

chances　for　spermatogenesis20）．　Patients　who　fail

gonadotropin　therapy　may　experience　increased　tes－

ticular　growth　with　subsequent　GnRH　therapy，　how－

ever　sperm　count　is　not　significantly　improved［6）。

　　Hormonal　manipu［ation　has　been　attempted　to　pre－

vent　the　detrimental　effects　of　cancer　trea重ment

moda畳ities　on　spermatogenesis．　GnRH　agonists　have

been　used　in　rodent　models　to　protect　spematogenic

cells　from　the　toxic　effects　of　radiation　and　chemothe－

rapeutics　by　downregulating　GnRH　receptors；sup－

pressing　LH　and　the　completion　of　sperrnatogenesis．

Extrapolations　to　humans　have　not　been　successfu123）．

2♪GnRH　Antagonists

　　　The　frequency　of　GnRH　pulsatility　has　been

demonstrated　to　be　increased　in　men　with　idiopathic

normogonadotropic　oligozoospermia24）．　Investiga－

tions　have　demonstrated　that　slower　GnRH　pu畳se　fre－

quency　favors　a　decrease　in　LH　and　an　increase　in

FSH，　while　a　higher　frequency　favors　a　decrease　in

both　gonadotropins25）。　A　recent　hypothesis　suggests

that　a　subset　of　oligozoospermic　men　have　a　hypo－

thalamic　disturbance　in　the　frequency　and　amplitude

of　gonadotropic　secretory　pulses　and　that　by　supPress－

ing　the　abnormal　pituitary　gonadotropin　secretion

with　an　GnRH－antagonist，　one　could　then　stimulate

normal　testicular，　endocrine　and　sperrnatogenic　func－

tion　using　exogenous　pulsatile　gonadotropin24・26）．　A

preliminary　application　of　this　technique　was　success－

ful　in　restoring　Leydig　and　Sertoli　cell　activity，　but

did　not　elicit　any　improvement　in　seminal　parame－

ters26）．

日本不妊　　　　　　△量士　　　　　　　　　　　40巻3号
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3）　Gonadotropins

　　In　clinical　apPlications，　human　menopausal　gonado－

tropin（hMG）simulates　the　biologic　role　of　FSH

while　human　chorionic　gonadotropin（hCG）simulates

the　biologic　role　of　LH．　We　recommend　the　use　of

50001U　of　hCG　per　week　and　l501U　of　hMG　per

week　for　six　months．　Recent　studies　indicating　that　no

FSH　bioactivity　is　detectable　12　hours　after　IM　injec－

tion　of　l501U　hMG　suggests　that　a　more　frequent

hMG　injection　schedule　may　be　required（ex．751U　2

to　3　times／week）5・　27）．　Some　recommend　an　initial

daily　dose　of　hCG　50001U　for　5～7days　to　stimu．

late　a　basal　testosterone　level　of　at　least　5　mg／ml5）．

　　Initial　studies　using　hCG　50001U　two　times　a

week　reported　pregnancy　rates　of　35％and　lmproved

seminal　characteristics　in　60％28），　however　subse－

quent　studies　have　not　been　as　successfu1，

　　Finkel　et　aL29）demonstrated　that　hCG　alone　was

effective　in　treating　oligozoospermia　in　men　with

post－pubertal　onset　of　IHH．　Addition　of　hMG　was

required　to　improve　sperm　count　in　prepubertal　IHH，

however　this　combination　therapy　was　not　efficacious

if　a　history　of　cryptorchidism　existed．　Pretreatment

FSH　levels　were　not　predictive　of　a　need　for　the　addi－

tion　of　hMG　therapy．　Postpubertal　onset　of　IHH　has

been　confirrned　as　a　positive　prognostic　predictor　in

other　studies30）．　Response　rates　in　prepubertal　cases

was　only　30～71％，　after　prolonged　therapy（up　to

two　years）30・31）．　Cryptorchidism　decreased　the

response　rate　to　l7％31）．　Other　investigators　have

suggested　that　pretreatment　testicular　size　predicts

the　need　for　hMG：an　initial　mean　testicular　volume

of＜4　m1　requires　both　hCG　and　hMG　while　an　ini－

tial　mean　testicular　volume　of＞7ml　requires　only

hCG且9・32）．　It　may　be　that　a　small　quantity　of　circulat－

ing　gonadotropins　during　childhood　is　needed　to　pre－

serve　pubertal　responsiveness　of　the　testes　to　gonado－

tropin　stimulation，　and　this　is　not　present　in　the

prepubertal　IHH　males30）．　Others　have　demonstrated

that　hCG　alone　is　sufficient　to　increase　testosterone

levels　and　testicular　volume，　however　hMG　is

required　for　spermatogenesis，　irrespective　of　other

factors33）．　Overall，　fertility　rate　apProaches　95％in

IHH　males　treated　with　gonadotropins　for　two　years

or　more，　if　patients　with　a　history　of　cryptoorchidism

are　excluded34）．　Prior　androgen　treatment　for　matura一
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tion　and　maintenance　of　secondary　sex　characteristics

does　not　adversely　affect　future　gonadotropin　ther－

apy33・35）．

　　Leydig　cell　response　to　treatment　can　be　monitored

by　increasing　testosterone　levels．　Sertoli　cell　response

may　be　monitored　by　increasing　serum　inhibin　lev－

els31）．　In　this　study，　pretreatment　serum　inhibin　was

predictive　of　sperrnatogenic　response　to　gonadotropin

treatment；only　25％of　patients　with　an　initial　serum

inhibin　of≦300　UIL　responded　to　treatment　com－

pared　to　a　92％response　rate　if　initial　serum　inhibin

was　greater　than　300　U几．　They　conclude　that　normal

Sertoli　cell　function，　as　measured　by　inhibin　levels，　is

essential　but　not　sufficient　alone　for　spe！matogenesis．

　　Response　to　gonadotropin　therapy　in　normogo－

nadotropic　men　is　less　predictable．　Investigative　stud－

ies　demonstrated　an　increase　in　testicular　DNA　syn－

thesis　among　men　with　idiopathic　oligozoospermia

treated　with　gonadotropins36＞．　Amelar　et　al．37）report

improved　seminal　characteristics　in　30％of　oligo－

zoospermic　patients　after　completion　of　a　10week

course　of　hCG　40001．U．　twice　weekly．　They　note　that

semen　analyses　should　be　delayed　until　3　to　6　months

after　completion　of　therapy　as　improvement　is　often

preceded　by　an　initial　decrease　in　semen　quality．

Improvements　may　be　long　lasting　and　may　be

accompanied　by　an　increase　in　potency　and　libido．

Knuth　et　al．38）failed　to　demonstrate　a　similar　benefit

in　a　double－blind　placebo－randomized　trial．　Response

may　be　better　in　men　with　less　severe　oligozoosper－

mia（11～20　million／ml），　with　33％of　these　patients

experiencing　significant　improvement　in　sperm　den－

sity5）．　Transient　tender　gynecomastia　may　be　encoun－

tered　in　5％of　patients，　which　is　reversible　with　dis－

continuation　of　therapy．

　　Urinary　menotrophins　are　used　instead　of　pituitary

FSH　because　of　the　risk　of　Creutzfeldt－Jakob　dis－

ease39）．　Induction　of　fertility　in　a　hypogonadotropic

male　using　recombinant　human　FSH　in　conjunction

with　hCG　has　been　reported，　and　perhaps　recombi－

nant　genetic　technology　will　open　a　new　chapter　in

the　treatment　of　oligozoospermia40）．

4）　Testosterone

　　Androgen　replacement　is　primarily　indicated　in　the

patient　with　primary　hypergonadotropic　hypogo－

nadism（Klinefelter　syndrome，　anorchia）41）．　Ora1

（389）　113

testosterone　preparations　are　not　recommended　for

treatment　of　oligozoospermia　as　they　are　rapidly

metabolized　by　the　liver．　An　exception　is　meste－

rolone，　a　synthetic　androgen　that　is　not　hepatotoxic

and　is　not　aromatized　to　extrogen，　therefore　avoiding

suppression　of　gonadotropin　release41）．　Mesterobne

（75mg　daily）represents　low－dose　androgen　therapy

that　was　thought　to　have　a　direct　beneficial　effect　on

spermatogenesis，　however　randomized　trials　have

failed　to　confirm　this　theory42）．

　　Testosterone　undecanoaIe　is　another　oral　prepara－

tion　that　is　absorbed　through　the　intestinal　lymphatics，

therefore　bypassing　first－pass　degradation　by　the

liver，　however　absorption　is　variable43），　Comhaire

demonstrated　no　therapeutic　effect　in　a　randomized

placebo－controlled　study　of　high　dose（240　mg／day）

testosterone　undecanoate44）．　High　dose　androgen

therapy　would　be　needed　to　achieve　intratesticular

levels　required　for　spermatogenesis，　however，　this

may　cause　atrophy　of　the　germinal　epithelium　by

feedback　inhibition　of　gonadotropin　secretion8・41）．

Other　side　effects　of　testosterone　therapy　include

weight　gain，　acne　vulgaris，　and　the　potential　for　stim－

ulation　of　androgen－dependent　disease　processes

（benign　prostatic　hyperplasia，　prostatic　adenocarci－

noma）5）．

　　Intramuscular　depo－injections　of　testosterone　pro－

pionate　or　testosterone　enanthate（250　mg／2　weeks）

may　be　tried　in　the　hypogonadotropic　patient，　how－

ever　no　randomised　clinical　trials　support　this

approach．　Testosterone　levels　attained　with　these

preparations　are　not　constant，　but　are　characterized　by

”

peaks”　and　l’vaHeys”45＞．　Alternative　testosterone

preparations　include　testosterone　pellets　and　transder－

mal　testosterone　patches46・47）．　A　recent　innovation　in

delivery　systems　for　testosterone　is　a　biocompatible，

biodegradable　testosterone　microsphere　capable　of

providing　reliable　testosterone　levels　for　lO　to　l4

weeks　in　a　castrated　animal　model45）．　Bio且ogical

effectiveness　of　the　preparation　was　documented　by

maintenance　of　testosterone－dependent　accessory

sex　organ　weight　and　suppression　of　FSH　and　LH

levels．　Testosterone　is　released　from　the　poly（lactide－

co－glycolide）polymer　capsule　initially　by　diffusion，

then　degradation　of　the　polymer．　Advantages　of

the　microsphere　over　testosterone　pellets　include
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injectable　insertion　versus　trocar　insertion，　and　no　risk

of　spontaneous　extrusion　as　was　seen　with　the　pel－

Iets45・46）．　Evaluation　of　new　delivery　systems　may

hold　promise　in　the　therapy　of　oligozoospermia．

5♪踊伽sterone　rebound　therapy

　　　Azoospermia　can　be　produced　by　inhibition　of

gonadotropin　secretion　with　parenteral　administration

of　high－dose　long－acting　testosterone　esters（testos－

terone　enanthate　or　proprionate，250mg　twice／week）．

Rebound　spermatogenesis　occurs　with　the　withdrawal

ofexogenous　testosterone，　with　improvement　of　semi－

nal　parameters　and　pregnancy　rates．

　　Heller48）demonstrated　that　high　dose　testosterone

therapy　suppressed　spermatogenesis，　however　upon

discontinuation　of　the　medication　substantial　im－

provements　in　speml　count　occurred　in　oligozoosper－

mic　men．　Fertility　is　usually　restored　3　to　4　months

following　discontinuation　of　therapy．　Improvement　is

usually　shortlived（2　to　3　months），　but　can　be　repro－

duced　with　repeated　courses49）．　Charny　et　aL49）

demonstrated　an　8％pregnancy　rate　using　this　tech－

nique　in　men　with　spermatogenic　maturation　arrest

documented　by　testicular　biopsy．　Careful　selection　of

candidates　for　this　therapy　should　be　performed　as　2

～ 9％of　patients　may　develop　permanent　azoosper－

mia　or　worsened　oligozoospermia　due　to　sclerosis　and

hyalinization　of　the　seminiferous　tubules．　Testos－

terone　rebound　therapy　may　benefit　patients　with　high

anti－sperm　antibody　titers，　as　suppression　of　sper－

matogenes夏s　would　cause　a　transient　decrease　in　these

titers5）．

6♪　Antiestrogens

　　Androgen　secretion　is　regulated　by　negative　feed－

back　via　peripheral　and　hypotha畳amic　aromatization

to　estradiol，　whlch　binds　to　hypothalamic　receptors

and　inhibits　release　of　GnRH．　Low　dose　tamoxifen

（10～20mg／day）and　clomiphene（25～50　mg／day）

have　been　used　to　increase　endogenous　gonadotropin

and　androgen　secretion　by　inhibiting　the　negative

feedback　of　endogenous　steroids　on　the　pituitary

and　hypothalamus，　which　in　turn　stimulates　the

gonads50・5L52）．　Tamoxifen　and　clomiphene　citrate　are

nonsteroidal　inhibitors　of　estrogen　receptors．　They

stimulate　GnRH　release　by　binding　the　inhibitory

estrogen　receptors　of　the　hypothalamus，　preventing

their　translocation　into　the　nucleus．　Patients　with　ele一
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vated　basal　gonadotropin　levels　should　be　excluded

from　this　therapy5）．

　　Higher　dosages　of　clomiphene（200～400　mg／day）

may　exert　an　estrogenic　effect，　damaging　sperrnatids

in　the　seminiferous　tubules53）．　Elimination　of

clomiphene　requires　5　days，　so　some　recommend　a

drug－free　period　each　month　of　5　days　to　prevent

accumulation41）．　Homonnai　reported　improved

response　with　alternate　day　dosage（25　mg　every

other　day）54）．　Tamoxifen　has　the　following　advan－

tages　over　clomiphene：1ess　expensive，　fewer　side

effects，　and亘ess　intrinsic　estrogenic　activity55＞．　Side

effects　occur　in　approximately　5％of　patients　treated

with　clomiphene：vertigo，　nausea，　weight　gain，　and

visual　disturbances41）．

　　　Therapy　is　continued　for　a　minimum　of　four

months，　with　dose－titration　to　achieve　increased　FSH

levels　without　supranormal（＞1000　ng／dl）levels　of

testosterone，　Most　s田dies　report　an　increase　in

LH，　FSH，　testosterone　and　estradiol　levels，　how－

ever　effects　on　gonadotropins　decrease　after　6

months5657）。　Others　have　demonstrated　that　a　signif－

icant　increase　in　FSH　levels　with　therapy　is　a　poor

prognostic　factor，　while　more　patients　with　stable

FSH　levels　during　therapy　have　a　positive　response58）．

　　Significant　increases　in　sperrn　density　with　tamox－

ifen　therapy　have　been　reported　in　54～100％of

oligozoospermic　patients，　with　pregnancy　rates　of　20

～ 35％59、62）．Damber　et　aL60）demonstrated　a　signif卜

cant　improvement　in　sperm　density，　motility　and　mor－

phology　after　tamoxifen　therapy．　Hobarth　et　aL63）

demonstrated　significant　improvement　in　sperm

count，　motility，　morphology　and　hypoosmotic

swelling　test　following　tamoxifen　therapy　in　a　non－

randomized，　non－placebo　controlled　retrospective

study．　Kotoulas　et　al．64）demonsrated　improvement　in

sperm　density　and　number　of　yiable　sperrnatozoa　with

no　improvement　in　motility　or　morphology　in　a　ran－

domized　placebo－controlled　study　using　tamoxifen　10

mg　twice　daily．　Substantial　improvement　in　sperm

density　was　noted　in　49％of　treated　patients　versus　21

％of　placebo　patients，

　　Krause　et　aL65・66）demonstrated　a　trend　towards

improved　sperm　density，　but　no　significant　improve－

ment　in　cumulative　pregnancy　rate　in　a　randomized

placebo－controlled　study　of　tamoxifen．　Sterik　et　al．56）
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demonstrated　no　significant　improvement　in　semen

parameters，　hamster　ovum　penetration　test　or　hypo－

osmotic　swelling　test　when　tamoxifen（20　mg／day　for

3months）was　used　to　treat　idiopathic　oligozoosper－

mia．　Similarily，　AinMelk　et　aL57）did　not　demonstrate

any　improvement　in　semen　volume，　and　sperrn　count，

density，　motility　or　morPhology　or　sperm　penetration

assay　with　tamoxifen　therapy，　however，　their　study

size　was　small．　Paradoxical　supPression　of　spermato－

genesis　has　been　described　with　both　tamoxifen　and

clomiphene，　possibly　due　to　intrinsic　estrogenic　activ－

ity　or　increase　in　estradiol　levels53・56・67）．　A　similar

effect　has　been　noted　with　equal　frequency　among

placebo－treated　patients64），

　　Initial　reports　of　pregnancy　rates　of　36％following

treatment　with　clomiphene68）have　been　tempered　by

controlled　double－blind　reports　of　pregnancy　rates　of

9％69＞．Schill　summarized　the　early　experience　with

low－dose　ciomiphene，　with　improvement　in　sperm

count　being　noted　in　55％of　treated　pat五ents53）．　More

recently，　multiple　randomized　placebo－controlled

studies　report　no　improvement　in　semen　parameters

or　sperm　penetration　assay　with　6　to　l2　month

courses　of　clomiphene（25～50　mg／day）69・70）．　Breznik

et　al．71），　in　a　randomized　prospective　study，　did　not

demonstrate　any　improvement　in　sperm　density，

motility　or　ejaculate　volume　in　a　four－year　followup

of　8901igozoospermic　men　treated　with　either

clomiphene　or　tamoxifen．　Pregnancy　rates　were　23．8

％in　the　treated　group　compared　to　29．6％in　the

untreated　group．　Tamoxifen　was　more　efficacious（32

％pregnancy　rate）than　clomiphene　citrate（15％

pregnancy　rate），　although　this　did　not　reach　statistical

significance．

　　　Men　with　elevated　basa】serum　FSH　do　not

respond　well　to　this　therapy，　while　men　with　low

baseline　testosterone，　sperm　counts　less　than　20　mil－

1ion／ml　and　normal　FSH　levels　respond　best55）．　Con－

cems　have　been　raised　regarding　stimulation　of　ge㎜一

cell　carcinogenesis　in　atypical　germ　cells　that　may

have　pre－existing　malignant　potentiaL　While　antecdo－

tal　case　reports　exist　of　oligozoospermic　patients

treated　with　gonadotropins　or　antiestrogens　develop－

ing　testicular　malignancies，　neither　a　causa1　relation－

ship　nor　an　increased　risk　has　been　established72）．

（391）　Il5

7）　Testolac加θ

　　Testolactone　is　an　aromatase　inhibitor　of　the　con－

version　of　testosterone　to　estradiol．　Aromatization　of

androgens　to　estradiol　is　required　for　the　negative

feedback　on　hypothalamic　GnRH　secretion（see

Antiestrogens）．　As　one　of　the　effects　of　tamoxifen　is

to　increase　degradation　of　testosterone　to　estradiol，　a

trial　of　combination　therapy　using　testolactone　and

tamoxifen　was　performed73）．　No　additional　improve－

ment　was　noted　with　combination　therapy　compared

to　tamoxifen　monotherapy．　Other　studies，　using　a

monotherapy　regimen　of　testolactone　lgfor　3　to　6

months，　have　demonstrated　significant　improvements

in　sperm　count　with　concomitant　rises　in　androgen

lcvels　and　falls　in　estradiol　levels74～76）．

8♪Bアo〃locriptine

　　Bromocriptine，　an　ergoline　derivative　can　be　used

to　inhibit　prolactin　secretion　in　cases　of　hyperpro－

Iactinemia－induced　infertility77）。　Bromocriptine（25

～ 10mg／day）is　effective　in　restoring　sperm　count　in

these　patients78）．　Bromocriptine　has　no　efficacy　in

oligozoospermic　men　with　normal　prolactin　levels79）．

Non－Hormonal　therapy

1♪KaUikrein

　　Kallikrein　is　a　serine　proteinase　that　is　native　to

prostatic　fluid。　Kallikrein　from　the　prostate　and　the

sperm　acrosin　cleave　kininogens　in　the　seminal伽id

to　form　kinins．　Systemic　administration　of　kallikrein

is　thought　to　increase　the　ce1】ular　kinin　levels　in　the

male　genital　tract．　Kinins　have　been　shown　to

increase　sperrn　motility　and　metabolism80）．　Kallikrein

is　actively　secreted　by　Sertoli　cells，　epithelial　cells

form　the　body　to　the　tail　of　the　epididymis　and　glan－

dular　cells　of　the　prostate8D．　Kallikrein　has　been

demonstrated　to　enhance　human　sperm　motility，

sperm　capacitation，　and　sperm　penetration　of　cervical

mucus82『、84）．　Kallikrein　may　also　exert　a　direct　benef－

ical　effect　on　sperm　membrane　function」ncubation

of　washed　and　unwashed　spermatozoa　from　oligo－

zoospermic，　asthenozoospermic　and　oligoastheno－

zoospermic　patients　elicited　an　improvement　in　the

hypoosmotic　swelling　test89）．

　　Kallikrein　stimulates　Sertoli　cell　function，　as　mea－

sured　by　an　increase　in　binding　capacity　of　androgen－

binding　protein（ABP）86）．　Sertoli　cells　regulate　sperm
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matura口on，　and　therefore　possibly　sperm　motility，　by

controlling　the　concentration　of　testosterone　in　the

epididymis　through　production　of　ABP86）．　KaHikrein

increases　spermatocyte　density，　increases　the　meta－

bolic　rate　of　testicular　tissue　and　the　permeability　of

the　blood－testis　barrier（as　measured　by　glucose

influx　and　tritiated　thymidine　incorporation　into

DNA），　increases　active　transport　of　glucose　and　fruc－

tose　across　sperm　cell　membranes，　and　increases　tes－

ticular　blood　flow　and　capiliary　permeability80・　82・　86）．

Vasodilation　by　kallikrein，　with　subsequent　increase

in　nutritional　supply　to　the　germinal　and　epididymal

epithelium，　has　been　suggested　to　improve　spermato－

genesis　and　sperm　maturation，　however　the　results

were　not　reproducible　by　using　known　vasodilators

（hydralazine）86）．　Stimulation　of　spermatogenesis

probably　occurs　at　a　stage　later　than　Ao－spermatogo－

nia，　as　the　maximal　response　is　noted　3　months　after

initiation　of　therapy88〕．

　　Kallikrein　may　affect　the　hormonal　regulation　to

the　testis，　with　significant　increases　of　serum　LH，　pro－

lactin　and　testosterone　having　been　reported80・88》．

Others　have　demonstrated　a　tendency　for　serum

testosterone　leve】s　to　decrease　with　kallikrein　ther－

apy4）．　Peripheral　blood　levels　of　testosterone　may，

however，　fai且to　reflect　local　changes　in　Leydig　cell

testosterone　synthesis89）．

　　　Pancreatic　kallikrein　is　available　in　ora1（600

KU／day）and　parenteral　fo㎜（40　KU／altemate　days）．

Schil188）reported，　in　a　randomized　double－blinded

placebo－control置ed　study，　a　38％pregnancy　rate　with

atwo　month　treatment　of　oral　porcine　pancreatic

kallikrein　600　KU／day」ncrease　in　sperrnatozoa　count

reached　a　peak　after　three　months　of　initiation　of　ther－

apy　and　retumed　to　baseline　after　five　months．　Total

and　progressive　sperm　motility　were　also　significantly

improved　in　the　kallikrein－treated　group．　Reported

one－year　conception　rates　among　oligozoospermic

men　treated　with　kallikrein　ranges　from　25～55％，

with　the　greatest　response　noted　in　the　first　5　months

of　therapy5）．

　　　A　randolnized　non－placebo　controlled　study

demonstrated　significant　improvement　in　sperm　den－

sity　and　motility　when　kallikrein（6001U／day）was

added　to　tamoxifen（30　mg／day）therapy　of　normogo－

nadotropic　oligoasthenozoospermia59）．　A　non－ran一
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domized　retrospective　study　demonstrated　no　benefit

with　addition　of　kallikrein　to　tamoxifen　therapy63）．　No

benefical　effect　was　noted　in　patients　with　an　initial

sperm　density　less　than　lO　million／ml．　Glezerman　et

al．89）conducted　a　randomized　placebo－controlled

study　of　kallikrein　therapy　for　oligozoospermia（12

weeks，600　KU／day）and　did　not　demonstrate　any

improvement　in　sperm　count　or　motility．　In　fact，

there　was　a　significant　improvement　in　sperm　count

in　patients　treated　with　placebo　as　compared　to

kallikrein．　The　authors　conclude　that　poor　oral

absorption　of　kallikrein　may　prevent　a　significant

increase　in　intratesticular　levels，　which　physiologi－

cally　are　l　O　times　higher　than　peripheral　blood89）．

　　Pre－existing　epididymitis　and　prostatitis　may　be

exacerbated　by　kallikrein　therapy　due　to　release　of

kinins88）．　Rare　side　effects　of　kallikrein　incl．ude　ver－

tigo，　diarrhea，　and　allergic　exanthema4　D．

2♪Indomethaci」n

　　　Non－steroidal　anti－inflammatory　medications

inhibit　prostaglandin　synthesis，　and　prostaglandins

have　been　demonstrated　to　inhibit　spermatogenesis，

sperm　motility　and　steroidogenesls．　Steroidogenesis

and　prostaglandin　synthesis　may　compete　for　the

same　precursors，　so　inhibition　of　prostaglandin

synthesis　could　shift　the　balance　in　favor　of　testos－

terone　synthesis．　The　benefical　effect　of　indomethacin

on　spermatogenesis　may　be　explained　by　these

actionsgO・9D．

　　Indomethacin　may　act　by　inhibiting　generation　of

reactive　oxygen　species，　which　have　been　associated

with　asthenozoospemia．

　　Barkay　et　aL92）reported　pregnancy　rates　of　20～

35％and　concommitant　rises　in　FSH，　LH　sperm

counts　and　sperm　motility　using　ketoprofen（150

mg／day）or　indomethacin（75　mg／day，　optimal　dose）

in　a　controlled　study　of　l　OO　patients．

3，　ACE　lnhibitors

　　Kininase　H，amajor　kinin－inactivating　enzyme　in

seminal　plasma，　is　identical　to　angiotensin　I　convert－

ing　enzyme．　Captopril，　an　ACE　inhibitor，　has　been

shown　to　completely　inhibit　kininase　H　80）．　Inhibition

of　kininase　H　would　increase　kinin　levels　in　the

reproductive　tract，　which　may　stimulate　spermatogen－

esis（see　Kallikrein）．　Animal　studies　have　demon－

strated　that　ACE　inhibitors　are　not　capable　of　cross重ng

曹

隅

斗

曙

→

N

融

’

A

d

胃

恥

ゆ

4

由

の



A

隅

レ

蝋

A

ψ

掴

’

平成7年7月1日 W．J．　G．　HELLSTROM　et　al． （393）　117

the　blood－testis　balTier，　however，　suggesting　that　the

effect　is　exerted　after　crossing　the　blood－seminal

plasma　barrier93）．　Altematively，　captopril　may　act　by

decreasing　an　inhibitory　effect　of　angiotensin　H　on

the　Leydig　ce1194）．

　　Adouble－blinded　placebo－controlled　study　demon－

strated　a　significant　improvement　in　sperm　count

using　captopril　after　12　weeks　of　therapy．　Sperm

motility，　morphology　and　volume　were　not　improved．

Pregnancy　rate　was　19％in　the　captopri1－treated

group　compared　to　28％in　the　pacebo　group，　indicat－

ing　no　therapeutic　advantage95・96）．　Neutral　metallo－

endopeptidase，　another　kininase　present　in　large

amounts　in　the　seminal　plasma　is　not　inhibited　by

captopri1，　explaining　the　observation　that　seminal

kinin　levels　did　not　increase　with　therapy97）．　Com－

bined　kallikrein　and　captopril　therapy　may　prove　to

be　more　efficacious98）．

4）　Arginine

　　Arginine　concentrations　in　seminal　plasma　are

lower　in　oligozoospermic　and　azoospermic　patients

than　in　normal　controls99）．　Tanimura　demonstrated　a

direct　correlation　between　seminal　arginine　content

and　sperm　count　as　well　as　between　free　seminal　argi－

nine　content　and　sperm　motilityloo）．　A　decrease　in

sperrnatogenesis　has　been　demonstrated　in　rats　fed　an

arginine－free　dietlo1）．　L－arginine　has　been　demon－

strated　to　significantly　increase　the　percentage　of

motiIe　spermatozoa　in　vivo　and　in　vitrolo2・lo3）．

Schachter　et　a1．lo4～106）reported　improvement　in

sperm　count　and　motility　after　three　months　of　ther－

apy　with　4　mg　arginine　daily，　however　others　have

been　unable　to　reproduce　these　results．

5）　MethyiXanthines

　　Pentoxifylline，　a　methylxanthine　derivative，　has

been　used　in　peripheral　vascular　disease　to　improve

tissue　perfusion　by　altering　erythrocyte　membrane

fluidity．　Application　to　improve　testicular　and　epi－

didymal　circulation　has　been　shown　to　enhance　sper－

matogenesis　and　sperm　maturation（motility　and

morphology）lo7）．　Marrama　et　aL　lo8）confirmed　a　sig－

nificant　improvement　in　sperm　motility　and　count

with　a　daily　dose　of　l，2g　of　pentoxifylline　for　6

months．　Pentoxify11ine　has　been　demonstrated　to

increase　sperm　motility　in　vitro　by　inhibiting　phos－

phodiesterase　breakdown　of　cAMPIo9）．　Other　clinical

trials　demonstrated　slight　improvement　in　sperm

motility　with　no　improvement　in　oligozoospermia　or

pregnancy　rateslo9・110）．

Conclusion

　　Medical　therapy　is　best　indicated　for　hypogo－

nadotropic　hypogonadism．　Both　GnRH　agonist　and

gonadotropin　therapy　have　been　shown　to　have　some

efficacy　in　these　patients．　Patients　with　normogo－

nadotropic　hypogonadism　may　benefit　from　a　O～12

month　trial　of　hCG／hMG　stimulation．　In　contrast，

hypertrophic　hypogonadism　represents　the　most　diffi－

cult　subset　to　treat，　and　though　empirical　therapy　may

be　indicated，　results　may　be　poor．
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特発性乏精子症に対する薬物療法

Department　of　Urology，　Tulane　University

Wayne　J．G．　Hellstrom，　Manoj　Monga，

　　　　　　　Nikolaos　Sofikitis

鳥取大学医学部泌尿器科学教室

宮川征男

　特発性乏精子症は原因不明の乏精子症で，男性不妊

症の約20～25％にみられる。治療困難であることか

ら，様々な薬物療法が試みられている。本編では，現

在用いられている薬物療法の薬理作用，投与法，臨床

成績を文献的に概説した。

　United　State　Foed　and　Drug　Administrationは，公式に

は男性不妊症治療薬の効果を認めていない。本編にお

いても，薬物療法の治療成績には賛否両論があり，明

確な結論を導くことは困難であった．しかし，すくな

くとも重篤な副作用も報告されていないことから，薬

物療法は特発性乏精子症治療の最終的なよりどころと

して，試みる余地があると思われる．Assisted　repro－

ductive　techniqueの進歩が著しいが，男性不妊の一次的

な治療法としての薬物療法の重要性は，今後も増加す

ると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1994年10月1日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受理：1995年4月5日）
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1．卵管性不妊症患者に対する腹腔鏡下卵管形成

　術後の予後に関する検討

　　　　○森田峰人，矢野義明，中野英之

　　　　　池永秀幸，安部裕司，久保春海

　　　　　平川　舜　　　　　　　（東邦大産婦）

（目的）腹腔鏡周辺機器の発達により腹腔鏡下の卵

管形成術が可能となってきた．卵管性不妊症患者の

腹腔鏡下手術時の付属器の所見と術後妊娠との関係

について検討した．

（方法）卵管性不妊症39例（卵管周囲癒着症；6例，

卵管采周囲癒着症；14例，卵管留水症；19例）を対

象として，腹腔鏡下にNd：YAGレーザーを用いて癒

着剥離術，卵管采形成術，卵管開口術を行った．癒

着は可能な限り剥離した．

（成績）術後2年間のfollow－upにより妊娠率を検討し

た．妊娠率は，卵管周囲癒着症で66％，卵管采周囲

癒着症で28％，卵管留水症で31％であった．妊娠例

と未妊娠例の手術時のAFS付属器癒着スコア，遠位

卵管閉塞スコアを比較した．卵管周囲癒着症と卵管

采周囲癒着症では，妊娠例の卵管，卵巣癒着スコア

が未妊娠例に比べて有意（p＜0．Ol）に低値であった．

卵管留水症では癒着スコアや閉塞スコアに差を認め

なかった．

（結論）卵管性不妊症に対する腹腔鏡下手術は有用

な治療法であった．AFS付属器癒着スコアや遠位卵

管閉塞スコアは卵管周囲癒着症と卵管采周囲癒着症

の妊娠予後検討には有用であるが卵管留水症では不

十分であり，留水症の予後判定因子の検討が必要で

あると考えられた．

2．当科における各種婦人科良性疾患に対する腹

　　腔鏡下手術の現状

　　　　○秋山千絵，森田　豊，上地博人

　　　　　岡垣竜吾，藤原敏博，大須賀穣

　　　　　堤治，武谷雄二　 （東京大産婦）

　近年，腹腔鏡下手術の進歩普及は目覚ましく，婦

人科領域においても広く応用されつつある．今回，

当教室において1992年1月より1994年12月までの3

年間に施行された婦人科良性疾患手術症例について

解析し，腹腔鏡下手術の現状を明らかにした．

　当科における婦人科良性疾患手術件数は過去3年

間にL6倍に増加し，1994年では58％が腹腔鏡下手

術となった．

　卵巣嚢腫においては，腹腔鏡下手術が約9割（67

例中60例）を占めるようになり，子宮筋腫において

も症例により腹腔鏡下手術が行われるようになって

きた．

　今後，手術器具の進歩や技術の向上などにより，

さらに適応症例は拡大し，腹腔鏡下手術は増加する

と考えられる，また腹腔鏡下手術は術後癒着が軽減

されることから，妊孕性の保存が必要な症例には積

極的に勧められる．

3．チョコレート嚢胞のMRI所見について

　　　　○田林正夫，橋本　栄，遠藤方哉

　　　　　植村次雄，水口弘司　　（横浜市大産婦）

　　　　　大越隆文　　　　　　　（同　放射線科）

　当科においての過去3年間の子宮内膜症手術症例

のうち，MRIを施行した14例につき，一定の読影基

準について，1）存在部位，2）形状，3）内部信号強度，

4）壁の構造，5）周囲構造との癒着，6）その他の所見

の項目を設けて読影した

（結果）特徴的所見を複数認めチョコレート嚢胞診

断となったものが85．8°／。，特徴的所見を認めたが，

チョコレート嚢胞の疑となったものが14．2％であり，

チョコレート嚢胞の疑を含めると高い診断率である

ことが明らかとなった．

　チョコレート嚢胞は，生殖可能年齢に多発する良

性の嚢胞性疾患であり，不妊症とも深い関係にあ

る．腹腔鏡手術が可能である現在，他検査との総合

診断も含めMRIは有効であるとともに，子宮内膜症

の保存的療法の治療効果の判定にも有用であると考

えられる．

4．当科家族計画外来における妊娠例の検討

　　　　　○石井尊雄，川内博人，劔持　稔

　　　　　飯野譲二，中居光生，西島正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　（北里大産婦）

　1993年1月より1994年12月までの2年間に当科家

族計画外来通院中に妊娠成立が確認された165例に

ついて検討した．

　内訳は，外来におけるルチン検査完了前の妊娠42

例，性交時期のタイミング指導による妊娠26例，
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AIH妊娠46例，タイミング指導あるいはA田施行例

で非治療周期に妊娠したものが29例，妊孕性回復な

いし温存手術後の妊娠22例であった．タイミング指

導妊娠例では，4回目までの累積妊娠率は100％に達

した．AIH妊娠例では9回目までに91％の妊娠成立

を認めた．AIHの対周期妊娠率は34％で手技別にみ

ると，通常法45％，分画法4．1％，洗浄・濃縮法1．7

％であった．

　以上の結果よりタイミング指導は4回，AIHは10

回までが妊娠成立を期待し得る限界と考えられた，

またAIHでは，分画法が古典的な方法ではあるが他

のふたつの方法に比し比較的良好な成績を得ること

ができた．

5．HRT周期における解凍胚移植成績

　　　　　○竹内　巧，関　守利，中村秀夫

　　　　　　栗原　務，小原満雄，伊吹令人

　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬大産婦）

　体外受精胚移植において余剰卵の凍結および解凍

胚移植は多胎妊娠予防のため重要な技術であるが，

自然排卵に同調させた凍結胚の解凍，移植は煩雑で

ある．

　今回我々は自然排卵周期を有する患者にGnRHに

てdown　regulationを起こし，卵巣ステロイド製剤を投

与して人工的に子宮内膜を発育させるHRT周期で解

凍胚移植を行い，自然排卵周期の解凍胚移植成績と

比較した．

　HRT周期での子宮内膜の発育は採卵周期に比較し

て良好な傾向がみられた．自然排卵周期では25周期

中4周期の妊娠（妊娠率16％）が得られたのに対し

HRT周期では23周期中7周期が妊娠（妊娠率30．43％）

に至った．

　以上から自然排卵周期を有する患者にもHRT周期

の解凍胚移植は有効であるといえる．HRT周期では

自然周期におけるLHサージの検出や卵胞発育のモ

ニタリングといった煩雑さもなく胚の解凍日を予定

することが可能であり，患者およびスタッフにとっ

て有益な方法である．

6．当院における体外受精胚移植

　　　　　○山内　宏，奥野鈴鹿，佐藤奈加子

　　　　　　岡本　一　　　　　（波崎済生病院産婦）

　1991年10月から1994年12月までに，当院産婦人科

でr＞F－ETによる不妊治療を59例（106周期）に対し行

った．このうちの48例（91周期）は他の施設からの紹

介患者であった．患者の平均年齢は33．7歳（25～42），
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平均不妊期間は6．3年であった．

　106周期に排卵誘発剤の投与がなされ，101周期に

採卵を試み（5例がキャンセル）96周期から採卵でき

た，紹介患者の排卵誘発剤投与はすべて紹介先の病

院で行われた．

　受精に成功したのは56周期で，これらの症例に対

し移植が行われた．このうち12例に妊娠が成立した

が6例が早期の流産に終わった（対症例妊娠率20．3

％，対移植妊娠率214％）．4例が分娩に至り，2例が

現在妊娠継続中である．妊娠が成立した12例の適応

は9例が卵管因子，2例が卵管因子＋男性因子，1例

が原因不明であった．適応が男性因子のみ，子宮内

膜症群では妊娠はなかった．

7．Adenomyosisに対するGnRH　analogue治療中

　　にIVF－ETにより妊娠した1例

　　　　　○水野薫子，永井聖一郎，笠井　剛

　　　　　　木下俊彦，安水洗彦，加藤順三

　　　　　　　　　　　　　　　　（山梨医大産婦）

　妊孕1生維持が必要なadenomyosisを伴う子宮内膜症

にはGnRH　analogueなどの薬物療法を選択することが

多いが，しばしば再発が認められ1回の治療では完

治させることは困難である．そこで挙児希望のある

場合，内膜症の再発が起きる前に薬物治療に引き続

き積極的な妊娠治療を開始することは合理的と考え

られる．

　今回，再発を繰り返すadenomyosisを伴う重症子宮

内膜症に対し，長期間GnRHaを使用し，引き続いて

排卵誘発を行い，卵管因子の適応でr＞F－ETを施行し

たところ卵巣が反応し，妊娠し生児を得た症例を経

験した．これより，予宮内膜症を伴った不妊患者に

対する治療法のひとつとして，GnRHa治療中に排卵

誘発を行い不妊治療に移行することも選択できると

考えられた．

8．顕微鏡下精管精管吻合術後に妊娠した症例の

　　検討

　　　　　○永尾光一，中島耕一，西見大輔

　　　　　　玉山隆章，野澤英雄，黒田加奈美

　　　　　　松橋　求，高波真佐治，石井延久

　　　　　　三浦一陽，白井將文　　（東邦大泌尿器）

　平成4年5月から平成7年1月の2年9か月の間に

当科で顕微鏡手術を行った35例中，手術後精液検査

を施行できた28例について検討した．

　1）精子出現率は肉眼的手術より顕微鏡手術の方が

明らかに高い，また，ヘルニア手術後よりパイプカ
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ット後の方が精子出現率が高い，

　2）ヘルニア手術後では閉塞期間36年で妊娠した症

例があり，パイプカット後では閉塞期間25年で精液

正常化（濃度3800万，運動率50％）をみた症例があっ

た．

　3）術中精管内精子が確認できれば，術後精子出現

をみる可能性が高い．

　4）精液所見で濃度が1㎜万から2㎜万の間でも運

動率が正常であれば妊娠する．

　5）閉塞期間が短く，年齢が若いものほど精液所見

の改善が早く，妊娠率は妻の年齢が若い方が高いと

考えられた．

　6）術後，無精子症で，精管精嚢造影後に精子が出

現し妊娠した症例が2例あった．

9．Azoospermic　faCtorと考えられる遺伝子のひと

　　つ，Ychromosome　RNA　recognition　motif　1

　　（YRRM　1）の欠失した無精子症の1例

　　　　　○馬場克幸，岩本晃明，矢島通孝

　　　　　　河野正二郎，皆川信彦，原口千春

　　　　　　田中宏樹，長田尚夫

　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大泌尿器）

　　　　　　中堀　豊，中込弥男（東京大人類遺伝）

　症例は30歳男性．3年間の不妊で当科へ来院．家

族歴，既往歴に特記すべきことなし．身体所見は，

身長164cm，体重68　kg，体型は正常男性型．精巣容

積は，右12m1，左14mlとやや小さく，陰茎，前立

腺は正常大．検査所見では，精液所見は無精子．ホ

ルモン検査ではFSH　17．6　mlU／ml，　LH　10．1mIU／mlと

軽度高ゴナドトロピン血症を示した．また，PRLは

ll．O　ng／m1，　Tは5．5　ng／mlと正常値．染色体検査では

46，XYのkaryotype．精巣サイズが小さいこと，　FSH，

LHの値がやや高いことから原発性の造精機能障害に

よる無精子症を疑い精巣生検を行い，Sertoli　cell　only

症候群と診断した．DNA分析の結果，　AZF遺伝子の

ひとつであるYRRM　Iが欠失していた．　YRRM　Iの欠

失した無精子症の1例について若干の文献的考察を

加え報告する，

10．プロラクチノーマに起因した男子不妊症の1例

　　　　　○漆原正泰，広川　信，千葉喜美男

　　　　　　芝　龍寛，斉藤和男

　　　　　　　　　　　　　（藤沢市民病院泌尿器）

　症例はプロラクチノーマの診断された30歳の男性

である．1993年12月に結婚したのち，性交は可能で

あったが勃起が弱かったことと挙児希望で，翌年の
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3月に当科を受診した．

　身体学的には肥満で，二次性徴は完了してはおら

ず，ホルモンの基礎値（prolactin　93．5　ng／ml，　testos－

terone　O．11　ngfml）や各種負荷テストにより，下垂体機

能不全による性腺機能低下が示唆された．MRIをは

じめとする画像検査では，鞍上に突出したmacroade－

nomaであることが判明した．精巣生検では，　sper－

matogenesisはほぼ正常であった．　adenomaに対して

は，Hardyの手術をおこなった．術後3か月たった現

在，prolachnをはじめとしてホルモンの改善傾向が観

察され，追跡診療をしている．

11．Fallopian　tube　sperm　perfusion法による人工

　　授精の試み

　　　　　○町田稔文，増田潤子，山賀明弘

　　　　　　松山明美，佐藤啓治

　　　　　　　　　　　　　（小田原市立病院産婦）

　Liにより報告された，　tubal　calmulationを必要とし

ない，fallopian　tube　sperm　perfUsion法により人工授精

を試みた．

（対象）通常の人工授精を3回以上施行して妊娠に

至らない症例で，本法に対してインフォームド・コ

ンセントの得られた9症例（平均年齢；30．6歳，平均

不妊期間；30．8か月）を選択し，1994年8月から12月

に12周期に施行した．

（方法）子宮内にバルーンカテーテルを挿入固定し，

精子浮遊液4ml（平均精子濃度；約6㏄1万／ml）を注入

し，カテーテルを20分後に抜去した．施行後の合併

症として，卵管閉塞などの検討のため，非妊娠例に

通水テストを施行した．

（成績）1例に妊娠が認められたが，妊娠11週で稽留

流産となった．非妊娠例の通水テストはすべてで正

常で，施行後の重篤な合併症は認められなかった．

（結語）本法は簡便で，短時間で，非侵襲的に施行

でき，卵管内精子注入法や腹腔内精子注入法の代用

になり得る可能性が示唆された．

12．体外受精にて頸管妊娠（内外同時妊娠）となり

　　MTX治療後，生児を得た1例

　　　　　○春日美智子，高松　潔，小西康博

　　　　　　小林淳一，吉村慎一，中野真佐男

　　　　　　　　　　　（済生会神奈川県病院産婦）

　子宮内外同時妊娠はまれな疾患であるが，近年の

assisted　reproductive　technologyの進歩にともない，その

頻度は増加している．今回我々は，IVF－ET後に頸管

妊娠を含む内外同時妊娠となりMTXによる保存療法

4
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後，再度のIVF－ETにて生児を得た不妊症症例を経験

したので報告する．

　患者は，25歳時に右卵管妊娠にて右卵管切除術を

施行，26歳時には左卵管妊娠に対し腹腔鏡下MTX局

注により卵管温存を試みるも卵管閉塞を認めたた

め，27歳時IVFを施行し4個の受精卵を移植した．

しかし，内外同時妊娠となったためMTXの頸管妊娠

部への局注および筋注による全身投与を行った．尿

中hCGは一旦下降したが再上昇したため，子宮内容

清掃術を施行，さらにMTX筋注を追加した．その

後，二度目のIVF－ETにて生児を得た．

　MTX療法は頸管妊娠に対し，子宮を温存したい症

例に有効であった．今後，胚移植法および数のさら

なる検討が必要であると思われた．

13．IVF－ET後に発症した卵巣過剰刺激症候群

　　（OHSS）に対する低用量ドーパミン（DOA）療

　　法の使用経験

　　　　　○山本智子，清水康史，小林大仁

　　　　　　坂本秀一，鎌田周作，久保田俊郎

　　　　　　麻生武志　　　　　　（東京医歯大産婦）

　近年，体外受精一胚移植法の普及により，OHSS

の頻度は増加している．今回我々は，卵管および排

卵因子の適応で行ったIVF－ET後に発症した重症

OHSSに対し，水分制限と低用量DOA療法を試み，

症状が軽快した症例を経験したので報告する．

　症例は，33歳，1回経妊0回経産で，ショートプ

ロトコールにて排卵誘発を行った．hCG投与後より

腹部膨満感が出現し，卵巣腫大，多量の腹水貯留，

乏尿をきたし，さらに血液濃縮状態になったため，

ET後12日目より低用量DOA療法を開始した．治療

開始後Htは改善し腹囲の増加の勢いも低下し尿量も

徐々に増加した．なお本症例は双胎妊娠であったが，

OHSSが最も増悪する時期の管理が可能であり，か

つ現在妊娠16週に至り経過順調であることは，本法

が治療として有効であったと考える，

14．当科におけるIVF－ET流産率の検討

　　　　　○印牧義英，森田　豊，上原桂子

　　　　　　藤原敏博，大須賀穣，矢野　哲

　　　　　　堤　　治，武谷雄二　　　（東京大産婦）

　当科において1990年から1993年までに施行された

IVF－ET症例のうち，流産例に関し解析を行った．

　IVF－ETにおける流産率は224％（化学的流産は除

く）であり，自然周期で妊娠した症例の流産率より

有意に高率であった．しかし排卵誘発剤hMGおよび
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clomidによる妊娠症例の流産率とは差を認めなかっ

た．適応別の流産率の検討では，子宮内膜症や卵管

因子の存在は流産率に影響を及ぼさなかった．また

IVF－ET流産例では，胎児や児心拍が確認される以前

に流産と診断される症例が多く，他の不妊治療によ

る流産例に比べ，早期に流産と診断される症例が多

い傾向にあった．さらに移植胚の形態的grade分類と

流産率についても検討すると，形態的に不良な胚

（grade　I，　H）のみを移植した例では流産率100％を

示し，良好な胚（grade皿，　IV）を移植した症例の流産

率20％に対し高率であった．

15．腹腔鏡施行症例における抗クラミジア抗体と

　　卵管障害に関する検討

　　　　　○矢野義明，森田峰人，安部裕司

　　　　　　中野英之，池永秀幸，久保春海

　　　　　　平川　舜　　　　　　　　（東邦大産婦）

（目的）血中抗クラミジア抗体を測定し，腹腔鏡所

見と比較検討した．

（対象および方法）当科にて腹腔鏡を施行した不妊症

患者80例および子宮外妊娠患者15例を対象とし，血

中抗クラミジア抗体をイパザイム法およびセロイパ

ライザクラミジア法にて測定した．対照として，当

科にて正期産分娩した80例についても検討した．

（結果）抗クラミジア抗体陽性者は若年層において

多く，既往妊娠別の検討では，人工中絶既往例で陽

性率が高く，正常分娩既往例で陽性者は認めなかっ

た．抗クラミジア抗体陽性率は不妊症でlgA　363％，

IgG　53．8　9・，子宮外妊娠でlgA　60．0％，　IgG　80．0％と，

対照のlgA　16．3　％，　IgG　13．8％に比較し有意に高率で

あった．不妊症における卵管異常陽性率はIgA（＋），

IgG（＋）群で93．1％とlgA（一），　IgG（＋）群の35．7％，

IgA（一），　IgG（一）群の32．49。に比べ有意（p＜0．001）

に高率であった．付属器周囲癒着症，卵管閉塞症と

もにIgA陽性群で高率に認められ，　IgA陽性群の卵管

閉塞例では卵管留水症を多く認めた．

（結論）抗クラミジア抗体，特にIgA抗体陽性例では

高率に卵管異常が認められ，クラミジア感染症と卵

管障害との関与が示唆された，

16．不育症における先天性子宮奇形と子宮形成術

　　の予後成績

　　　　　○岩崎真也，牧野恒久，染谷健一

　　　　　　細川知俊，根本泰子，野澤志朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

当科不育症外来では1994年3月現在1893名もの患
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者を登録している．今回その中で，先天性子宮奇形

を持つ患者と子宮形成術の予後と成績について統計

学的に検討を行った．

　不育症患者1893名中，弓状子宮，中隔子宮などの

子宮奇形をもった患者は236名であり13．6％の割合で

あった．既往妊娠歴での流死産率をみると平均して

97，9％であった．236名中ll2例の患者に子宮形成術

を施行し，そのうち84名の予後を検討してみると術

後初回流死産率は25．7％に減少しており，術後生児

獲得率は9α5％と高い数字を得ている．母体年齢別

予後をみると生児獲得率は23歳から25歳で有意に高

く35歳以上で有意に低いことがわかり，不妊率は38

歳以上にて有意に低いことがわかった．

17．子宮内腔注水法を併用した経腔超音波による

　　正常性周期子宮内膜の観察

　　　　　○渡辺潤一郎，藤脇伸一郎，斉藤寿一郎

　　　　　　房間茂由，堀越裕史，近藤俊彦

　　　　　　萩庭一元，石塚文平，雨宮　章

　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大産婦）

　　　　　　作山捲子　　（同横浜市西部病院放射線）

（諸言）今回，我々は子宮内腔に注水し，経膣超音

波で子宮内腔，子宮筋層を観察するsonohysterography

（SHG）を用いて性周期に伴う子宮内膜の変化を観察

したので報告する．

（対象）1994年4月より6月までに当院を挙児希望を

主訴に受診し，排卵障害および器質的異常を認めず，

informed　consentを得た9症例とした．

（方法）同一例に増殖期中期，後期，分泌期中期の計

3回，SHGを施行し，子宮内膜厚を測定した．

（結果）子宮内腔への注水で子宮内膜は前，後壁側

に分かれ観察できた．増殖期中期では子宮内膜厚は

一層構造を呈しており，増殖期後期では子宮内膜は

2層構造を呈した．

（考察）本法では子宮内腔の注入液が子宮内腔を拡

張し，sono　windowとなり，内膜の厚さを詳細に測定

できた．また，増殖期中期以降では子宮内膜は2層

構造に描出され，基底層と考えられた．本法は子宮

内膜を基底層，機能層に分けての観察の可能性が示

唆され，不妊臨床上有用であると思われた．

18．男性不妊症を主訴とした染色体異常の検討

　　　　　○吉田　淳，上田　健，永尾光一

　　　　　　佐藤　稔，桑原　孝，石井延久

　　　　　　三浦一陽，白井將文　　（東邦大泌尿器）

　　　　　　岡田詔子　　　　　　　（同　第二解剖）

1992年1月から1994年12月までの3年間に，不妊
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症を主訴として東邦大学大森病院リプロダクション

センターを受診した男性患者の中で染色体分析が可

能であった1001人を対象に解析したところ，D性染

色体異常が41例（4．1％）に，常染色体異常が24例（2．4

9。）に，合計すると65例（6．5％）に染色体異常が認め

られた．2）47，XXYは男子新生児と比較すると閉塞

性を除く無精子症の男性では約150倍高い発生頻度

だった．3）相互転座・ロバートソン転座と乏精子症

との関連性が強く示唆された．4）血中ホルモン値お

よび精巣容積より染色体の異常が精巣そのものに障

害を与えていることが示された．

19．男性不妊患者の画像診断による客観評価の検

　　討一一一一MR1および超音波ドプラ法を用いて一

　　　　　〇黒島正子，末岡　浩，橋場剛士

　　　　　　浅田弘法，久慈直昭，宮崎豊彦

　　　　　　野澤志朗　　　　　　　（慶応大産婦）

　我々は男性不妊の原因診断として，数値による客

観評価を非侵襲的に行える，超音波法（断層法・ド

プラ法）およびMRIに注目し，両者の比較検討を行

った．

　対象として，当院にて乏精子症・無精子症と診断

された患者39症例を用い，精巣容積・精巣周囲血

管・逆流の有無につき検討した．

　精巣容積について両者は高い相関を示し，さらに

超音波による楕円容積の概算のほうが，MRIの積算

値より若干小さな値を示した．次に精巣周囲血管に

ついては，走行および全体像はMRIによる評価が適

当であるが，個々の血管径測定には超音波断層法が

より正確に計測可能と考えられた．また血流の逆流

については，超音波ドプラ法が容易であり，MRIでは

より中枢側の情報超音波ドプラ法では精巣近傍の

末梢側の情報を得るのに適していると考えられた．

20．男性不妊症におけるパルスドプラ法を用いた

　　精巣動脈血流測定の意義

　　　　　○加藤龍太，関塚直人，山本泰明

　　　　　　倉林　工，長谷川功，田中憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟大産婦）

（目的）pulse　doppler法により精巣動脈血流を測定し，

男性不妊症診療における有用性を検討した．

（方法）不妊外来受診男性66例を対象とし，1群：

精液所見正常（22例），ll群：乏精子／精子無力症（21

例），IH－i群：無精子症，精子形成正常（7例），皿一ii

群：無精子症，精子形成低下・無形成（16例）とに分

類．それぞれ精巣動脈のpulsatility　index（PI）を1貝1定し，

各群問で比較検討した．また精巣容量・射出総精子

A

幽
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数・血中LH，　FSH，　PRL，　testosteroneなどのパラメ

ー ターとの相関を検討した，

（結果）1）造精機i能正常である1群とm－i群とではPI

値に有意差を認めず，その平均値は1．64±．3・1であっ

たが，造精機能異常群ではll群PI：2．46±．09，　m　－ii

群PI：2．38±．56と1群＋m－i群に比較して有意に高

値を示した（p〈O．Ol）．2）精巣容量・射出総精子数・

各ホルモン値との有意な相関は認められなかった．

3）漢方薬内服により精液所見の改善が認められた3

例では，いずれもPI値の低下が認められ，精巣血流

の改善が造精機能改善に寄与した可能性が示唆され

た．

（結論）非侵襲的な本検査は男性不妊診療に有用と

考えられた．

21．ハムスター卵子を用いた精子受精能力検査の

　　1方法
　　　　　○佐藤嘉兵（日本大農獣医学部応用生物）

　　　　　　小田真理子　　　　　（東京医科大産婦）

　精子の受精能力の評価法のひとつにハムスターテ

ストがある．この方法では精子のcapacitationが誘起

されており，さらに先体反応が起きていることが必

要になる．今回，ハムスター卵子透明帯にガラスの

マイクロピペットで微小な開口部を設けた卵子を用

いてウシおよびイヌ精子の受精能力について検討し

た．

　ウシ凍結融解精子を用いて操作卵子への受精を行

った結果，開口部を通じて精子の進入が見られ，ま

た高率のpolyspe㎜yが観察された．一方，イヌ射精

精子をmTALP液中で3時間の培養を行った精子では

媒精後1時間でほぼ70％，3時間後ではすべての卵

子が受精した．これに対し1時間培養精子では媒精

1時間後で約40％であり，3時間後ではすべての卵子

が受精した．透明帯除去卵子では，媒精後1時間で

1時間培養精子では27％，3時間培養精子では約70％

であった．これらの結果はハムスター透明帯がイヌ

射出精子のcapacitationないし先体反応に促進的に働

いている可能性を示唆している．

22．ウシの顕微授精に関する検討

　　　　　○越後貫成美，佐藤嘉兵

　　　　　　　　　　（日本大農獣医学部応用生物）

　ウシの卵子に関する発生工学的実験は，その排卵

数も少なく，経済的理由などで困難であった．と畜

場で廃棄されていた卵巣由来の卵子の利用が可能に

なった近年においても，特に顕微授精では安定した
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技術が確立されていないため，発生率が低い．そこ

で今回我々は，発生率の向上を目的とし，従来の顕

微授精の方法について再検討した．

　ウシの卵胞由来卵子を4つのランク別に体外受精

を行ったところ，AとBランクの卵子は高い発生率

を示した．また，カルシウムイオノフォアの刺激は，

顕微授精卵の発生に効果的に作用した．

　以上のことより，ウシの顕微授精において，卵子

の選別が重要であること，そしてカルシウムイオノ

フォアなどによる発生を促進するような物理的また

は化学的刺激を与えることが，発生率を上げること

につながるものと考えられる．

23．FITC　concanavalin　A蛍光法による先体内膜露

　　出ヒト精子観察における細胞固定の影響

　　　　　○兼］1一智，郡山　智，吉田丈児

　　　　　　赤星晃一，松林秀彦，冬城高久

　　　　　　田中明宏，石見大輔，泉　康史

　　　　　　小田高久

　　　　　　　　　（東京歯科大市川総合病院産婦）

　先体反応の組織化学染的評価は先体内膜が細胞膜

で被覆されているか，露出しているかを判別すると

いう特殊性を有している．染色過程で行われるメタ

ノール固定は細胞膜の変性，脱落をきたす可能性が

あると考え，FITC　ConAによる先体反応観察に及ぼ

すメタノール処理の影響を検討した．

　先体反応精子（AR＋）をConAセファロースアフィ

ニティクロマトグラフィにより精製し，先体反応末

誘起精子（AR－）は，精液をCa2＋，　Mg2＋，　NaHCO3

を除去ハンクス液で等張化した80％Percollに層積し

てキャピラール撹拝密度勾配法により洗浄濃縮し

た．トリプルステイン法による先体反応精子比率は

各々87±2．6％，7．7±1．2％であり，両者を先体反応

の陽性，陰性標準として検討を行った，

　AR一はほとんどの精子頭部に蛍光を認めなかった

が，メタノール処理によりAR＋と同様な蛍光像に

変化し，メタノール処理により先体部を被覆してい

る細胞膜が変1生してFrTC－Condに対する被染色性を

生じたと考えられ，染色過程におけるメタノール処

理は避けるべきであることが示された．

24．当院における体重減少性無月経の検討

　　　　　○大亀幸子，吉永陽樹，宮川康司

　　　　　　山田祐士，栃木明人，津端捷夫

　　　　　　佐藤和雄　　　　　　　　（日本大産婦）

極端な摂食制限にともなう体重減少と，それによ
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る続発性無月経のうち，心身症的背景をともなわな

い症例でも治療に抵抗を示す例がある．今回我々は，

平成6年に取り扱った体重減少性無月経患者の病態

の背景や治療などについて検討を行った．

　症例は16歳から34歳までの20症例で体重減少の

目的はほとんどが美容であった．来院時の体重は40

～ 50kgが最も多く，平均45±6．1kgで50　kg以上が次

いでいた．減少重量は5～10kgの症例が多く，率は

10～20a／，が多かった．減少前の体重のBMIは20～22

が40％で体重減少率は平均20％で，これ前後では減

少率は低Fしていた．発症前BMIが20未満では4例

すべて第ll度無月経を呈したが20以Eでは第1度，

第ll度とも，同様であった．無月経から受診までの

期間では長期化するほど第［1度無月経を示す割合が

増加した．治療成績は45％の症例で排卵が確認で

き，方法はkaufinann療法およびclomiphenなどの排卵

誘発であった．

25．当院ホルモン外来受診者の月経異常の分類

　　　　　○岸　郁子，田辺清男，北岡芳久

　　　　　　中川博之，斉城綾子，堀口　文

　　　　　　野澤志朗　　　　　　　　（慶応大産婦）

（目的）当院ホルモン外来受診者における月経異常

について，その症状ならびに疾患別の分類と頻度を

報告する．

（対象）最近6年間の当外来受診患者1，564名を対象

とした．

（方法）まず基礎体温から月経周期の異常や，排卵の

有無を確認した．無月経の場合，第1度無月経，第

ll度無月経を分類し，そのなかからホルモン基礎値

およびLH－RHテストなどの結果によって，多嚢胞性

卵巣症候群，卵巣性無月経などを鑑別した，また，

体重減少をともなうものを体重減少性月経異常とし

た．

（結果）第1度無月経（25．3％），多嚢胞性卵巣症候群

（21．9・9。），体重減少性月経異常（13．4％），第ll度無月

経（1α6％），卵巣性無月経（9．le！。）であった．

（考察）当外来では，基本的に，挙児希望のある場

合には排卵誘発を，それ以外はホルモン補充療法を

施行している．いずれの場合においても，その病態

を速やかに鑑別し，適切な治療を進めていくべきと

考えられる．

日本不妊会誌　40巻3号

26．卵胞閉鎖過程におけるアポトーシスの発現

　　　　　○上谷則子，村上理佳，佐藤嘉兵

　　　　　　　　　　（日本大農獣医学部応用生物）

　最近，DNAの電気泳動によるラダーパターンの解

析から，閉鎖した卵胞の穎粒膜細胞において，プロ

グラム細胞死，アポトーシスに特徴的なDNAの断片

化が起こることが報告されている．しかし，このよ

うな抽出DNAによる解析では，組織内における局所

的な変化について知ることは非常に困難である．し

たがって本研究では，最近開発されたTunel法を用

い，ハムスターの卵胞閉鎖について組織化学的に検

討を加えた．

　Tunel法は，断片化DNAの3末端に，ターミナル

トランスフェラーゼを用いて標識dUTPを付加し，

検出する方法である．染色の結果，胞状腔形成前後

のステージにある卵胞の穎粒膜細胞において最も多

く陽性反応が観察された．これらの陽性細胞を含む

卵胞の中には形態学的変化のほとんど観察されない

ものもあることから，これまでは特定の難しかった

ごく初期の閉鎖卵胞の特定に，Tunel法が有用である

ことが示唆された．

27．Premature　ovarian　failure（POF）の排卵誘発

　一Kaufmann療法とGnRH　analogueを中心に一

　　　　　〇楠原浩二，遠藤尚江，小田原靖

　　　　　　松本和紀，寺島芳輝

　　　　　　　　　　　　　　（東京慈恵医大産婦）

　早発卵巣不全premature　ovarian　failure（以下POF）は

難治性の排卵障害のひとつである．従来，本症の排

卵誘発法にはkaufmann療法やestrogen（premarin）－

progestin　cyclic　therapy（EPCT）が行われているがそ

の成績は決して良いものではない．今回，本症の11

例に対し，hMG大量投与，　EPCT，　GnRH　analogueに

よるGn抑制法を行った．

　その結果，hMG大量投与は6例に行い，排卵例は

みられなかった．EPCTは8例に行い，2例（25％）が

排卵に至り，うち1例は妊娠・分娩に至った．GnRH

は1日900μ　9／day　4週間連続投与し，　Gnを抑制し，

その後の卵胞の成熟をモニターした．その結果，

GnRHa開始2週目頃よりLH，　FSHは抑制され，

GnRHa終了2週間頃よりFSHの軽度上昇とともにE2

の上昇と卵胞の成熟を認め，内因性LH　surgeにつづ

き排卵し，progesteroneが9ng／mlまで上昇した．この

GnRHa療法により5例中2例（40％）が排卵した．

　以上の結果よりGnRHはPOFに対し試みてよい治

療法と考えられた．
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28．卵胞発育モニター法としてのclomiphene

　　challenge　test（CCT）

　　　　　○佐藤芳昭，秦　和子，三宅崇雄

　　　　　　大沢章吾　　　　（相模原協同病院産婦）

　AIHを施行中の患者に対して，その卵巣での卵発

育の質的検討の一端を知る目的で，clomiphene　chal－

lenge　test（CCT）を行った．　C℃100　mgをD5より5日間

投与し，その前後（D3，　D9）に採血を施行し，血中

FSH，　E　2の測定を行い，同時にT．V．　echoでの子宮内

1莫厚，8㎜以上の卵胞の数，最大卵胞径，および排

卵までの日数，妊娠成立の有無をチェックした．

　完全にチェックできた25例について検討したが，

AOR群（正常に機能していると考えられる群）では

D3のFSH　7．6　1±23　mlu／回がD9には6．63±2．1と低下

していたが，DOR群（機能の軽度低下群）ではlLl±

46と上昇し，かつ卵胞径も明らかに小さく，排卵も

2日以上遅れていた．PRO群（premature　n：cruit）のある

と考えられる群（D3のE2が40　P9　／ml以上を示した群）

ではD9の子宮内膜が有意に薄かった．無排卵群

（ANO）では卵胞径が有意に小さかった．妊娠はAOR

での2例のみで，今後さらに症例を増加し検討する

予定である．

29．体外受精における内因性ゴナドトロピンに及

　　ぼすhMG投与の影響

　　　　　○勝又木綿子，神野正雄，生方良延

　　　　　　佐藤　学，吉村泰典，中村幸雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　（杏林大産婦）

（目的）体外受精において卵巣刺激をhMG単独投与

で行うとき，内因性LHサージに同期して投与する

と良好な成績が得られる．体外受精における内因性

LH，　FSHのパルス状分泌に及ぼすhMG投与の影響を

調べ，hMG投与下における1日1回LH測定の意義

について検討した．

（方法）2例はhCG投与日，1例はhCG投与日前日に

血清LH，　FSHを15～20分間隔で経時測定した．対

照として正常排卵周期を持つ婦人の低温期の前，中，

後期に行った．

（結果）血清LHの経時測定では，2例で生理的パル

ス状分泌の消失を認め，1例では振幅の抑制を認め

た．血清FSHの経時測定では，全例においてFSHが

高値を維持し，パルス状分泌を認めなかった．

（結論）hMGを投与することにより，血清LHの生理

的パルス状分泌が抑制され，hCG投与日の決定に関

して1日1回のLH測定で可能と示唆された．血清
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FSHは高値を維持し，パルス状分泌は認めなかった．

30．当科における固定日採卵法の臨床成績

　　　　　○上東彰子，三室卓久，酒井啓治

　　　　　　原　誠，小林万利子，武田佳彦

　　　　　　　　　　　　　　（東京女子医大産婦）

　　　　　　安達知子

　　　　　　（同　母子総合医療センター生殖医学）

　　　　　　岩下光利　　　　　（同　第二病院産婦）

（目的）計画的に採卵を固定日に行うためhMG排卵

誘発を7日間としその有用性を検討した，

（方法）過去4か月間に当科でrVF－ETを行った23周

期（19症例）を対象とし，卵胞刺激法はbuserelinを2

週間以上投与後hMGを7日間連日投与した．採卵可

否の指標はhMG投与後7日目の血中E2値1000　P9／ml

以上また16㎜以上の発育卵胞が2個以上とし，満

たなかった症例に対しhMGを追加投与した．また発

育卵胞が2個以下の症例は採卵中止とした．

（成績）固定日採卵群（A群）15周期，hMG追加投与

群（B群）5周期，採卵中止群（C群）3周期であった．

平均採卵数はA群6．7個，B群7．2個で受精率（受精

数／採卵数）はA群45％，B群58％と有意差はなかっ

た．移植あたりの妊娠率はA群，B群ともに50％で

あった．

（結論）23周期中15周期（65％）が固定日採卵が可能

であり，hMGの追加投与群においても8症例中5症

例（63％）で採卵可能となり，本法での有用性が示唆

された．

パネルデイスカッション

「ARTにおける卵胞刺激法の固定化は可能か」

1）安部裕司（東邦大産婦）

　ARTにおける卵胞刺激法（COH）においてGnRHa併

用のhMG　cycleが一般的に行われるようになってき

た．しかし，採卵のタイミングは流動的であり，そ

れを受ける夫婦の日常生活に負担が大きく，また休

日の採卵，胚移植などARTに携わる医師にとって不

都合な点が多々あった．

　そこで，我々は過去のデータより妊娠症例の平均

hMG投与日数が約7日間であることに注目し，　hMG

投与日数を7日間と固定し採卵予定日の9日前より

hMGを開始する7－days　schedule法を考案し従来法と

比較検討した．

（結果）IVF・・ET：7　一　days　schedule法（n＝173）における
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胚移植率73．4％，妊娠率21．3％，従来法（n＝35）にお

いては各々88．6％，19．4％であった．

（結語）我々が考案した7－days　schedule法は従来の

Iong　protocol法に比し妊娠率を低下させずに採卵日を

あらかじめ予定できるため有効な方法と思われた．

2）笠井　剛，廣井　威，内田雄三，黄　朋子

　長田典子，伊東敬之，永井聖一郎，水野薫子

　奥野　隆，小川恵吾，木下俊彦，安水涜彦

　加藤順三（山梨医大産婦）

（目的）当科では，固定した採卵日に合わせた排卵

誘発を行う固定卵胞刺激法を実施しており，その有

効性を検討したので報告する．

（対象）固定卵胞刺激法によるIVI’7－ETを施行した191

周期（91例）．

（方法）月経開始よりGnRHaを使用．採卵日を水曜

日に固定し，月経開始日にかかわらず採卵日の10日

前から，hMGを1日225単位，7日間筋注し，卵胞径

がひとつでも10mmを越えていれば，全例採卵を行

った．すなわち，火曜日にhCGを投与し，水曜日に

採卵し，金曜日に胚移植を行った．

（成績）採卵をキャンセルした周期は12／191（6．3％），

胚移植を行った周期は153／191（80．1％），妊娠した周

期は30／153（19，6％）であった．また，GnRHaの使用

法により，short　protocolとlong　prot㏄olに分けてその

成績を検討したが，臨床成績に有意差は認められな

かった．

（結論）IVF－ETを行うにあたって卵胞刺激法を固定

しても充分対応できることが明らかになった．

3）新谷恵司，青江尚志，木村吉宏，工藤尚文

　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山大産婦）

　従来の体外受精・胚移植法は排卵刺激期間や採卵

予定日などが一定でないという欠点があり，日常診

療の場で大きな障害となっていた．その点について，

従来からの方法の結果を検討し，卵胞刺激方法の固

定化について検討した．

　その結果，GnRHaを予定周期の前周期黄体期中期

より経鼻的に投与し，月経開始後，hMG（パーゴナ

ル⑭）3001Uを2口間，150・IUを6日間投与し，採卵す

る簡便法を考案した．この簡便法の最大の特徴は排

卵刺激が8日間と…定な点と，排卵刺激は月経開始

後2から13日の間に開始可能であり，そのため採卵

日をあらかじめ設定できる点である．

日本不妊会誌40巻3号

　簡便法を用いて検討した結果ではキャンセルはな

く，従来からの方法に比較して穿刺卵胞数，回収卵

数，受精率，胚移植率に差はなく妊娠率も従来法の

14％（6　／42）に対して27％（16／59）とかえって良好な結

果を示し，ARTにおける卵胞刺激法の固定化は充分

可能であると思われた．

4）正岡　薫（猫協医大産婦）

（目的）大学病院においてconventionalな方法でr＞Fを

行うには多くの制約があり容易ではない．そこで卵

胞刺激法を固定化し固定日に採卵する方法を試み
た，

（方法）原則としてlong　protocol下に毎週月曜日にの

みhMG投与を開始し，1週後の月曜日に初めて卵胞

をモニターし，成熟例はhCG投与後水曜日に採卵（7

日投与群），未熟例ではさらに3日間hMGを追加し

て木曜日に成熟していればhCG投与後土曜日に採卵

した（10日投与群）．卵胞の状態により水曜日，土曜

日以外の日に採卵せざるを得なかった例はその他の

群とした．

（結果）1991年～1994年の4年間で患者373名，採卵

455周期中水曜日の採卵が44．8％，土曜日の採卵は

46．8％，その他の曜日の採卵は8．4％であった．ETあ

たり妊娠率は7日群43．9％，IO日群45．0％，その他

の群27．0％であった．

（結論）7日間または10日間の固定化卵胞刺激による

固定日採卵は臨床的に十分可能で，高い妊娠率から

その有用性が実証された．

第37回日本不妊学会北海道地方部会学術講演会

日時：平成7年2月11日（土）午後1時～

場所：札幌市「ムトウ会議室」

1．Laser　assisted　vasovasostomyの経験

　　　　○伊藤直樹，新田俊一，赤樫圭吾

　　　　　立木　仁，笹尾拓己，南部明民

　　　　　塚本泰司，丸出　浩，熊本悦明

　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医大泌尿器）

　閉塞性無精子症に対する精路再建術の成績は

microsurgeryの導入により著しく向上した．しかし，

技術的な難しさ，長い手術時間などの問題は残され

ている，そこで1aserの併用により簡便かつ短時間に

vasovasostomyを施行し良好な結果を得たので報告す

る．

甲
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　症例はvas㏄tomy後9年を経た39歳の無精子症例で

ある，血中FSHは6．3　mlU／m1と正常であった，手術

はReika社製手術用顕微鏡を用いて行った．結紮切断

された精管を同定し閉塞部分を切断，得られたfluid

中に精子を確認した．血管を温存しつつ精管を剥離

し9－OnylonにてO，4，8時の位置で全層縫合した後

Nd：YAG・laserを用いて全周をweldingした．手術時

間は一側につき約60分であった．術後6週目の精液

検査の結果，精子濃度32×106／ml，運動率42％であ

った．

　Laser　assisted　vasovasostomyは簡便かつ確実な方法で

あり，今後さらに症例を経験することで手術時間の

短縮を計る可能性も期待された．

2．腎移植後に挙児を得た6症例・8分娩の臨床

　　的検討

　　　　　○森田　研，関　利盛，篠島弘和

　　　　　　田端哲也，力石辰也，丹田勝敏

　　　　　　野々村克也，小柳知彦

　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大泌尿器）

　　　　　　平野哲夫　　　　（市立札幌病院腎移植）

　　　　　　榊原尚行　　　　（市立釧路病院泌尿器）

　　　　　　岸田達朗，藤本征一郎（北海道大産婦）

　　　　　　蠣崎和彦　　　　　（市立釧路病院産婦）

（目的）腎移植患者の分娩前後での母体の腎機能と

児の状態に関して検討した．

（対象）15年間に経験した，女性腎移植患者6症例の8

分娩例（男児4・女児4）を対象とした．全例生体腎

移植で，免疫抑制法はAZA＋PRDが3例，　CsA併用

が3例であった．なお2例で2回の分娩を経験した．

（方法）母体の分娩前後の血清Cr値・蛋白尿，妊娠

週数，分娩様式，移植腎の予後，児に関しては出生

体重，先天異常の有無，apgalscoreを検討した，

（結果）母体の血清Cr値は2例で妊娠・分娩を契機

に上昇し，蛋白尿は妊娠中に4例で陽性となったが，

分娩後も遷延したのは1例であった．妊娠週数は34

～ 39（平均36）週であり，8例全例が帝王切開にて分

娩した．移植腎は全例生着中である．出生体重は

2050～2950（平均2486）gと低体重であったが，CsAの

使用の有無で出生体重に有意差はみられなかった．

先天異常はみられず，apgarscore（1分）は6点が1例，

8点が5例，9点が2例であった．現在生後1か月～

ll歳（平均4．1歳）で全例生存中である．

（407）　131

3．CAPインプラント剤の犬と猫における発情抑

　　制効果

　　　　　○森好政晴，根本瑞穂，津田ゆかり

　　　　　　中田　健，中尾敏彦，河田啓一郎

　　　　　　　　　　　（酪農学園大獣医臨床繁殖）

　合成ジェスタージェンである酢酸クロルマジノン

（CAP）をシリコン樹脂に包埋した皮下埋没型発情抑

制剤（インプラント剤）を犬および猫に応用し，その

有効性と安全性について検討した．

　健康な11例の雌成犬および21例の雌成猫の頸部を

局所麻酔下で3－5㎜切皮しそれぞれ犬用（長さ30

mm，径5㎜）および猫用（長さ20　mm，径3．3　mm）の

インプラント剤を皮下に埋没投与したのち12か月間

にわたり臨床的に経過観察を行った．供試動物全例

においてインプラント剤皮下埋没期間を通じ発情は

抑制された．犬ll例中9例に投与後1～6か月のあ

いだ乳腺および外陰部の腫大が認められたが病的な

状態には至らずその後退縮した．猫全例に臨床的な

異常は認められなかった．

　以上のことにより今回使用したCAPインプラント

剤は，犬および猫において発情を長期にわたり抑制

させることに有効であり，投与した動物に対しても

安全性が高く確実な発情抑制剤であることが示唆さ

れた，

4．lnterieukin－　2（1L－2）およびinterleukin－　6（IL－6＞

　　のラット卵巣steroidogenesisならびに排卵に

　　対する影響について

　　　　　〇三国雅人，古田伊都子，根岸広明

　　　　　　牧野田　知，藤本征一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大産婦）

　　　　　　小山富康　　　（同電子研細胞機能素子）

（目的）IL－2とL－6について，ラット卵巣のsteroido－

genesisならびに排卵に対する影響を検討する．

（方法）　1）幼若ラットの穎粒膜細胞をFSH添加，無

添加で培養しIL－2，　IL－6添加によるE2，　P4産生を測

定した．2）卵巣灌流系におけるラット卵巣の排卵数，

E2，　P4濃度の推移をLH単添加群，　LH＋IL－2添加群

LH＋IL－6添加群において比較した．

（成績）1）培養穎粒膜細胞においてE2はL－2の添加

ではFSH単独添加と有意差なく，P4は凡一2の10，30

n9／ml添加で産生が充進した．　IL－　6の添加ではE2，　P4

産生はともに濃度依存性に抑制され，特にE2産性抑

制が著明であった．2）卵巣灌流でIL－2　100　ng／mlなら

びにIL－6100　ng／mlの添加はLHによる排卵を有意に
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抑制した．また，皿．－6100ng／m1の添加はLHによる

E2産生を抑制した．

5．原因不明の習慣性流産におけるHLA－DQA1お

　　よびDQB1遺伝子の解析：疾患抵抗性遺伝子

　　を中心として

　　　　○佐々木隆之，山田秀人，藤本征一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大産婦）

（目的）HLA－DQA　IおよびDQB　I遺伝子が原因不明の

習慣性流産の発症に対する抵抗性に寄与しているか

否かを検討した．

（方法）原因不明の流産を2回以上繰り返した婦人

を対象とし，末血より抽出したDNAをPCR－SSO法に

よって増幅することによってHLA－DQA　1および

DQB　l遺伝子のタイプを判定した．

（結果）コントロール群においてHLA－DQA　1＊0120と

DQB　I＊0303の増加が認められ，さらに両者のうち少な

くともいずれか一方を有する者は有意に（Fisher¶

exacttest＝0，013）増加していた．

6．8細胞期胚注入法を用いたES細胞由来生殖系

　　列キメラマウスの作製

　　　　　○宗田吉広，朴　鐘任，菱沼　貢

　　　　　　高橋芳幸，金川弘司

　　　　　　　　（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖）

　　　　　高木信夫　　　　　（北海道大地球環境）

　129／Sv系由来ES細胞とC57BL－　6系8細胞期胚を用

いて，8細胞期胚注入法によるES細胞由来の生殖系

列キメラマウス作製法について検討した，

　8細胞期胚1個あたり10～15個のES細胞を注入し

た場合，産子率は2．3％（3／129）と低く，毛色キメラ

産子は得られなかった．そこで，10～15個のES細

胞を注入した胚の妊娠10日目での発育状況を調べた

ところ，胚の着床率と発育率は対照胚に比べ低下し，

ES細胞を注入した胚の発育は対照胚に比べ遅れてい

ることがわかった．胚に注入するES細胞数を3～5

個に減らしたところ，産子率は25．2％（28／111）に改善

され，毛色キメラ産子も得られた．さらに，交配試

験の結果，得られた毛色キメラ産子6匹のうち3匹

は生殖系列キメラマウスであった．

　以上の結果から，8細胞期胚注入法を用いて生殖

系列キメラマウスを得るためには，注入するES細胞

の数を制限する必要のあることが示唆された．

日本不妊会誌　40巻3号

7．形態学的に差異の見られたウシ卵胞卵子の体

　　外成熟，受精および発育能

　　　　○永野昌志，高橋芳幸，菱沼　貢

　　　　　金川弘司

　　　　　　　　（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖）

　卵胞より得られた卵丘卵子複合体を，卵細胞質お

よび卵丘の形態によって均一区および穎粒区に分類

し，体外での核の成熟，受精およびその後の発育に

ついて検討した．

　その結果，卵子の核成熟率（MHの割合）は両区の

間に有意な差はなかった．体外受精後の両区の精子

侵入率に差異は認められなかったが，正常受精率は

穎粒区の卵子で高く，多精子侵入率は均一区の卵子

で有意に高かった．媒精後3日目の分割率は穎粒区

の卵子に由来する胚で高く，8細胞期以上に発育し

ている胚の割合も高かった．媒精後7日目における

分割した胚の胚盤胞への発育率および胚盤胞の平均

細胞数は，両区の間に差がなかった．

　以上の結果から，両区の卵子の核成熟能に差はな

いが，穎粒区の卵子は均一区の卵子に比べ多精子侵

入に対する防御能が高く，卵細胞質の成熟の進んで

いることが示唆された．また，正常に受精し，分割

した胚の胚盤胞への発育率は，両区の間に差のない

ことがわかった．

8．媒精時の酸素ガス濃度およびグルコース濃度

　　がウシ体外受精に及ぼす影響

　　　　○荒島智恵，高橋芳幸，菱沼　貢

　　　　　金川弘司

　　　　　　　　（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖）

　ウシ体外成熟卵子は，グルコース濃度を0，1．39

あるいは139mMとしたBrackett＆Oliphant（1975）の等

張液にテオフィリンとBSAを加えた倍地（修正BO

液）を用いて，酸素濃度が5あるいは20％の気相で

体外受精を行った．

　その結果，酸素濃度は5％，またグルコース濃度

は1．39あるいは13．9　mMの場合，有意に高い正常受

精率が得られた．精子のみを培養して経時的に精子

の運動性を調べた結果，活発な前進運動を示す精子

の割合は，酸素濃度20％およびグルコース13．9mM

で高い値を示した．さらに，媒精した卵子の分割率

および胚盤胞への発育率は，媒精時の酸素ガス濃度

およびグルコース濃度（1．39と13．9　mM）の違いによっ

て差異は認められなかった．

　以上のことから，修正BO液を用いて媒精を行い

耳
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高い受精率を得るためには，1．39～139　mMのグルコ

ー ス添加が必要なこと，また媒精気相中の酸素濃度

を5％に低下させた方が良いことがわかった．

9．チャイニーズハムスター（CH）の体外受精法

　　および体外培養法

　　　　　O立野裕幸，渡邉誠二，上口勇次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医大生物）

　CHは染色体数も少なく（2n＝22）各染色体の形態

的特徴も明瞭であるため，染色体的研究には有用な

実験動物である．我々はこれまで，この動物の配偶

子，初期胚を用いて染色体異常の生成機序を研究し

てきた．しかしながら，CHでは未だ成功率の高い体

外受精・体外培養法が確立されておらず，研究には

交尾による体内受精卵を用いなければならないとい

う制約があった．

　今回，我々は基本倍地にTYH，精子の受精能獲得

処理にイオノフォアA23187を用いることにより，70

～ 95％の高い率で受精卵を得ることができた．しか

も，その約70％が桑実胚～胚盤胞まで発生した．こ

の方法によりCH初期胚の染色体研究を効率的に行

えるだけでなく，CH初期胚を利用した発生工学的研

究も可能になるであろう．

10．電気刺激によるハムスター2一細胞期胚の割

　　球融合

　　　　　○橋詰良一，片山洋志，下村　徹

　　　　　　　（東京農業大生物産業学部生物生産）

　　　　　　伊藤雅夫　　　　　　　（日本大衛生学）

　電気刺激による卵細胞質の割球融合は，多倍体の

作出や核移植時の細胞質と核との融合などに利用さ

れる．この種の実験はマウス，ラットおよび家兎な

どで報告されているが，それぞれ電気的条件が異な

り種特異性がある．本実験では，いまだ報告例のな

いハムスター胚の融合条件について検討し，融合後

の発育状況についても調べた，

（方法）1）融合用bufferが胚の発育に及ぼす影響を調

べた．2）融合には島津細胞融合装置SSH－1を，チャ

ンバーにはFFC－12をそれぞれ用いた．融合処理は05

MHz，20　V／mmの交流電流を5秒間流し，続いて0．5，

1．0，1．5および2．O　kv／cm電圧を50，100，150および

200μs㏄通電して直流パルスを与えた。この処置は2

秒間隔で2回行った．

（結果）　1）融合用bufferにはsucrose液が良好であっ

た．2）融合率はLO　kv／cm電圧区で最も高く，それぞ

れ84．4，71．4，80．0および80．8％であった．融合胚は

05および1．O　kv／cm電圧区で低率ながら4～8細胞期
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まで発育したが，総体的に電圧の上昇にともなって

発育は低下した．融合胚は発育後，染色体数の観察

により4培体胚となっていた．

11．当科における卵細胞質内精子注入法（ICSI）の

　　臨床成績

　　　　　○森若　治，田中恵美，堀本江美

　　　　　　高階俊光，東口篤司，神谷博文

　　　　　　　　　　　　　　　　（斗南病院産婦）

　当科では，平成4年末より重度乏精子症および高

度受精障害に対して顕微授精の臨床応用を開始し，

PZD，　SU皿を施行してきたが，それでも受精しない

症例があることや多精子受精率が高いなどの受精の

不確実性が問題であった．今回我々は，平成6年10

月よりICSIを開始したので報告する．

　平成6年10月から12月末まで45症例45周期，274

個の卵にICSIを施行した．受精率は15．7％（43／274），

卵変性率は3b％（10／274）であった．45例のうち30例

30周期に胚移植を行い，2例（胚移植あたり6．7％）の

妊娠例を得た．移植胚数でみると2個以上移植した

症例の妊娠率は22．2％（2／9），4個移植した症例の妊

娠率は50％（1／2）であった．

　ICSIは，男性不妊の最終的な治療法として有用で

あるが，妊娠率の向上のためには，さらに受精率の

向上が必要であると考えられた．

12．卵細胞膜の多精子受精防御機構に関する検討

　　　　　○西脇　邦彦，千石一雄，田熊直之

　　　　　　高岡康男，石川睦男　　（旭川医大産婦）

　ヒト卵細胞膜の多精子受精防御機構に関してはい

まだ未解明の点が多い．今回ヒト卵子および初期胚

の卵細胞膜に多精子受精防御機構が存在するか否か

に関しマウス卵との比較から検討した．

（結果）1）ヒト未受精卵の侵入および接着精子数は

媒精群，再媒精群との間に有意な差は認められなか

った．2）ヒト初期胚では卵割の進行にともない侵入

および接着精子数の減少を認めた．3）マウス未受精

卵，初期胚においてもヒト卵と同様な結果を示した．

（結論）　ヒト卵細胞膜においてもマウスと同様多精

子受精防御機構の存在することが示唆された。

13．ヒト精子染色体に及ぼすマイクロ波の影響

○上口勇次郎

　外村泰子

，立野裕幸，渡邉誠二

　　　　　（旭川医大生物）

　　（東京女子大文理生物）

　培養体細胞を用いた研究では，マイクロ波による

染色体異常誘発に関して肯定的報告と否定的報告が
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ある．一方，生殖細胞を用いた染色体研究はいまだ

行われていない．今回，我々は電子レンジ（2．45

GHz，500　w）から出るマイクロ波にin　vitroでヒト精

子を暴露し（5，10，20秒），染色体異常誘発の有無

を検討した．

　IO秒群では，照射に付随して起こる精子懸濁液の

温度上昇のため，精子運動率が40～50に低下した．

20秒群ではほとんどの精子が死滅し，データが得ら

れなかった．構造的染色体異常をもつ精子の出現率

は対照群，5秒群，10秒群でそれぞれ11．3±1．4％，

lL5±L6％，10。3±2．0％で，照射による異常精子の

増加は認められなかった．出現した構造的染色体異

常の種類および頻度にも3群の間で有意差が認めら

れなかった．

　以上のことから，マイクロ波およびそれに伴う熱

ショックはヒト精子に染色体異常を誘発しないもの

と示唆される．

14．ウシ精子の低浸透圧膨脹テスト

　　　　　○青木美幸，松崎重範，斉藤千代

　　　　　　ロサリンダPマテオ

　　　　　　　　　　　　（北海道家畜改良事業団）

（目的）　ヒト精子において精子機能の評価方法のひ

とつとして利用されるようになってきた低浸透圧膨

脹テスト（以下HOSテスト）がウシ精子にも応用可能

かどうかを検討した．

（方法）供試精液は北海道家畜改良事業団で飼養さ

れている種雄牛より採取したものを用いて，150m

Osmolの低浸透圧を負荷し，尾部の形態的変化から

精子膨化率を算出した．凍結前の精子生存率，活力お

よび凍結後の活力および精子濃度，奇形率，受胎率

の6項目について精子膨化率との相関関係を調べた．

（結果および考察）精子膨化率は凍結前の生存率と

活力との間に有意な相関関係が認められた．ヒト精

子におけるHOSテストについての報告例の多くは精

子生存率との相関を認めている．今後さらに例数を

重ねてウシ精子の機能検査法のひとつとしてHOSテ

ストが利用できるように各要因との相関性について

検討していきたい．

15．治療後も腹腔内クラミジア感染が持続した3

　　症例

　　　　　○西　信也　　　　　　（美唄労災病院）

　　　　　　吉田　鳳工藤隆之，和田真一郎

　　　　　　藤本征一郎　　　　　　（北海道大産婦）

クラミジア感染症は婦人科領域における性感染症

日本不妊会誌　40巻3号

のなかでも頻度の高い疾患のひとつである．クラミ

ジア感染の既往のある婦人の卵管には卵管周囲癒

着，卵管留水腫などが生じることが多く，不妊の原

因にもなることから，不妊症外来においてもクラミ

ジア抗原・抗体の検査が行われている．子宮頸管か

らの抗原検出率は低く，また治療によって容易に抗

原は陰i生化することが多いが，抗体価に関しては長

期にわたって高値を保つ症例もあった．

　我々は，腹腔内の抗原持続が，抗体価高値の原因

のひとつではないかと考え，投薬によるクラミジア

治療後に頸管抗原が陰性であるにもかかわらず，開

復・腹腔鏡によって腹腔内より抗原が証明された3

症例について，その抗体価の推移について治療の経

過とともに検討を加えたので報告する。

16．子宮筋層内チョコレート嚢腫の2例

　　　　　○幡　洋，渡辺広史，岡部泰樹

　　　　　　南　邦弘　　　　（札幌東豊病院産婦）

　子宮腺筋症は，筋層内にびまん性に浸潤するのが

通例であるが，筋層内にチョコレート嚢腫を形成し

た非常にまれな2例を経験したので報告する．

　症例1は，16歳，強度の月経困難症と周期性の嘔

吐を主訴に来院．MRIで筋層に包まれた出血巣を指

摘された．腹痛，嘔吐強度のため，出血巣摘除の目

的で開腹した．予宮の形は正常で，一部黄変膨隆し

ていた．切開を加えると独立したチョコレート嚢腫

であった．現在ダナゾール治療中である．

　症例2は，23歳，強度の月経困難症があり，超音

波断層にて子宮壁内にチョコレート嚢腫を認めた．

経腔アルコール固定，ダナゾール治療を繰り返すも

再発するため，手術療法を予防している．

17．当科における1991・1992年度の不妊外来統計

　　　　　○山内智文，馬場元子，堀川道晴

　　　　　　高岡康雄，玉手健一，千石一雄

　　　　　　石川睦男　　　　　　　（旭川医大産婦）

　婦人科外来に不妊を主訴として訪れる夫婦は年々

増加傾向にあり，また近年assisted　reprOducive　technol－

ogy（ART）の急速な普及により，不妊治療法自体も大

きな転換期を迎えている．

　今回1991・1992年度の2年間における当科不妊外

来の初診患者を対象とし，初診時年齢・不妊期間・

不妊因子・妊娠例・妊娠成立周期の治療法について

検討したので報告する．
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18．子宮内膜症および機能性月経困難症に対する

　　LUNA（laparoscopic　uterosacral　nerve　ablation）

　　の効果

　　　　　○木谷　保，藤井美穂，森　悟子

　　　　　　金谷美加，山本　弘，遠藤俊明

　　　　　　寒河江　悟，工藤隆一（札幌医大産婦）

　妊孕性を保存しなければならない生殖年齢にある

婦人の月経困難症例に対し，LUNA（laparoscopic
uterosacra1　nerve　ablation）を施行しその効果を検討した

ので報告する．

（対象および方法）当科不妊症ホルモン外来通院治

療中の21～40歳の機能性月経困難症例8例，子宮内

膜症7例の計15例を対象としLUNAあるいは膣式，

開腹仙骨子宮靭帯切断を施行した．月経困難症は重

症であり，以前にダナゾール，GnRHa，　holmstrom療

法などのホルモン療法をうけており，月経時には鎮

痛剤の投与にても効果なく緊急入院の既往がある症

例，月経痛のため仕事あるいは学校を休んだ既往の

ある症例を対象とした．15例中2例は子宮内膜症に

よる癒着が高度であり尿管の走行が確認できなかっ

たため，開復手術とし直視下に仙骨子宮靭帯浅部を

切断した．また5例は膣式に仙骨子宮靭帯を切断し

た．子宮内膜症で開腹し仙骨子宮靭帯切断を行った

症例では同時に腹腔内癒着剥離，内膜症病巣の蒸散

を行った．機能性月経困難症8例では腹腔内癒着な

ど異常所見を認めず，LUNAのみを行った．

（結果）15例中】3例で月経困難症の改善をみており，

術後12か月を経過した5例では再発症状も出現して

いない．薬物治療でコントロールのつかない重症月

経困難症に対してLUNAあるいは仙骨子宮靭帯切断

術は有効な処置であると考えられた．

牙寺　　男1」　講　　ラ寅

『獣医畜産領域における繁殖技術の進歩』

　　　高橋芳幸（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖学）
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第113回　日本不妊学会関西支部集談会

日時：平成7年3月25日（土）午後1時30分～

場所：大阪市「日本シェーリング株式会社　本社

　　　講堂」

1．不完全型精巣性女性化症候群の1例

　　　　○岩動孝一郎，長谷川史明，柴原伸久

　　　　　大原裕彦，高崎　登（大阪医大泌尿器）

　　　　　森　浩志　　　　　　　　（同　二病理）

　初診時生後4か月，軽度の陰核肥大を示した女児

で，性染色体は46，XY型であった．2歳時に試験開

復手術と左精巣摘除術および右精巣の固定術（嵐径

部）を行った．以後思春期まで年2回定期的に身体所

見およびホルモン検査を行い経過観察した．10歳時

に乳房の発育を認め，陰核の肥大も目立つようにな

った．1994年8月（12歳10か月時）に3度目の入院，

陰核形成手術および右精巣摘除術を行った．以後は

女性ホルモンの補充療法を開始した．

　精巣性女性化症候群（testicular　feminiZation　syndrome）

はアンドロゲンに対する不応症が原因で，完全型か

ら不完全型まで種々の病型が知られ，その多くは思

春期に女性化することが知られている．近年では新

生児期での診断も可能となった．本症例は幼児期に

一側精巣を残し，思春期に自然な形で女性化したこ

と，および成長過程の長期間にわたり間脳・下垂

体・精巣系の内分泌機能検査を行い得た点を中心に

報告する．

2．不妊を契機に発見された下垂体腺腫の1例

　　　　　○小泉修一，林田英資，石田　章

　　　　　　小西　平，朴　勺，友吉唯夫

　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医大泌尿器）

　症例は，43歳男性．結婚後12年間の不妊を主訴に

1994年9月16日外来受診し，血液検査にて血中プロ

ラクチン値3000．O　ngtml以上と異常高値を指摘された

ため，1994年ll月22日精査加療目的にて入院となっ

た．性交渉において射精障害を認めていたが，夜間

勃起機能検査で夜間勃起能に異常はなかった．頭部

MRIにて直径約8cmの下垂体腺腫が認められ，1994

年12月22日下垂体腺腫摘出術ならびに精巣生検術を

施行した．精巣は多数の精子を認めるが，精細管上

皮の脱落や精細管腔の狭小化を認めJehnsen’s　scoreは

9点であった．

　術後経過良好で，また血中プロラクチン値も6A

ng／mlと順調に低下し1995年1月5日退院となり，以

後不妊外来通院中である．
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3．軽度の静脈性因子が混在した心因性インポテ

　　ンス患者に対する鍼治療の経験

　　　　　○辻本考司，岩本勇作，増田　裕

　　　　　　平井　景，高崎　登（大阪医大泌尿器）

　　　　　　荻田卓（ハイ・メンズクリニック）

　　　　　　北小路博司　　　　　　　（明治鍼灸大）

　症例は26歳．平成5年6月頃より勃起力減退を自

覚しはじめ，膣内挿入は不可能となった．

　諸検査の結果から，心因性に軽度の静脈性因子が

混在するインポテンスと診断した．治療は，薬物療

法（塩酸トラゾドン75　mglday）単独では治療効果が得

られなかったため，これに鍼治療を併用した．鍼治

療方法は，左右の第3後仙骨孔部の中膠穴（BL－33）に

鍼を50㎜刺入し，10分間の旋撚刺激を行った．

　治療効果の判定は，治療開始前，薬物治療期間中，

薬物鍼治療併用期間中で，それぞれ1か月ごとにエ

レクトメーターの増加値の推移と性交時における勃

起状態の推移について評価した．薬物療法単独では，

膣内挿入ロ∫能なまでの勃起は得られなかったが，鍼

治療を併用してから膣内挿入可能となり，現在では

勃起硬度，持続時間ともに充分な性交が行えるまで

の回復が認められた．

　このことから，インポテンスに対し鍼治療は有効

な治療方法であることが示唆された．

4．慢性腎不全を合併したHypogonadotropic

　　hypogonadism患者の一治療経験例

　　　　　○細川彰子　　　　　　　（大倭病院内科）

　　　　　　岡本新悟，辻井　正

　　　　　　　　　　　　　　（奈良医大第三内科）

　　　　　　三馬省二　　　　（国保中央病院泌尿器）

　　　　　　金子佳照　　　　（県立奈良病院泌尿器）

　　　　　平尾佳彦，岡島英五郎

　　　　　　　　　　　　　　　（奈良医大泌尿器）

　症例は38歳男子，調理師．二次性徴の欠如を主訴

に受診．外性器Ta・mer　I～H，恥毛Tn．　H°．声変わ

りはしていない．家族歴は特にない．3歳でネフロー

ゼを発症，以来慢性腎炎で治療を受けている．尿蛋

白（3十），BUN　l　l　3．lmg／dl，　Cr、7．6　mg／mL　LH－RHテ

スト：LH　O．7～7．1，　FSH　L5～6．3　m皿J／ml，　hCGテス

ト：testosterone（T）O．2～2．8　ng／ml．　hypogonadotropic

haypogonadism（HH）と診断し外性器の完成を日標に

hCG　3㎜単位，週2回で治療を開始した．

　3か月で外性器，恥毛ともにTn．皿゜になったが，

BUN　925　mg／dl，　Cr．　9．3　mg／mlと腎機能の増悪で治療

　　　　　　　　　　　　　　日本不妊会誌　40巻3号

を中断した．HD導入後5か月にエナルモンデポー

125mg／2週で治療を再開しさらに7か月後からhCG

5㎜単位／hMG　150単位を併用し2か月後に外性器

Tn．皿゜恥毛Tn．　IV°に達したがそれ以上に発育しな

かった．HD前後でT値の低下はないため治療開始年

齢が遅いことがその原因と考えられた．

　慢性腎不全にHHを合併しHD治療下に高年齢から

性腺治療を行った例はまれと考え報告した。

5．Neuroanatomical　analysisi　of　peptidergic　input

　　in　the　spinal　nucleus　of　bulbocavemosus

　　　　　O河野　学，安本亮二

　　　　　　　　　（大阪市立十三市民病院泌尿器）

　　　　　　大町哲史，中村敬弘，西阪誠泰

　　　　　　岸本武利　　　　　（大阪市立大泌尿器）

　球海綿体筋脊髄起始核は腰仙髄の前角に位置し，

泌尿生殖器官の作用発現の一端を担っている．同核

に対するペプチド性入力のシナプスレベルでの形態

学的解析を行った．

　雄ラットの脊髄に対して逆行性トレーサー法を含

めた免疫組織化学的手法を用いて，電子顕微鏡レベ

ルでの解析を行った．

　その結果，同核はNeuropeptide　Y含有ニューロンと

シナプスを介した入力を受けていることが明らかと

なった．

　同核の密度や樹状突起の形態には性差があり，ア

ンドロロジー学的に興味をもたれている．今後，雌

ラットや去勢雄ラットなどでの同核の解析を検討す

る必要があると考える．

6．男性不妊患者における精漿中一酸化窒素

　　（NO）の検討

　　　　　○近藤宣幸，並木幹夫，高田晋吾

　　　　　　松宮清美，奥山明彦　　（大阪大泌尿器）

　　　　　　高田　剛，北村雅哉，清原久和

　　　　　　　　　　（健保連大阪中央病院泌尿器）

（目的）男性不妊症例の一因としてのreactive　oxidative

spieces（ROS）の意義について注目されており，我々

も不妊群の精漿中ROSが正常群に比し高く，特に過

酸化水素は有意に高いことを報告したが，ROSのひ

とつと考えられている一酸化窒素（NO）の精子機能へ

の影響に関する報告は少ない．今回我々は，膿精子

症を除く不妊症および正常男性の精漿中NOの代謝

物であるNO2一をGriess法にて測定し比較検討した．

（結果）不妊群（N＝98）では正常群（N＝16，2．19±

0・19／tM）に比し，有意に低下していた（1．51±O．09Xi　M；

と

A
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P＜O．001），

（考察）ROS一般と異なりNOは精子機能にbeneficial

effectをもつことが示唆された．

7．精巣上体におけるNa，　K－ATPase分布の免疫

　　組織学的検討

　　　　　○日浦義仁，河　　源，岡田日佳

　　　　　　松田公志　　　　　（関西医大泌尿器）

　　　　　　山本章嗣，大森浩一郎　　（同第一生理）

（目的）精巣上体管腔内容液のイオン組成は，頭部

と尾部では大きく異なる．これらのイオン環境を調

節しているタンパクのひとつと考えられるNa，　K－

ATPaseについて，精巣上体における分布を免疫組織

学的に観察，検討した．

（方法）　ヒトおよびラットの精巣上体を，頭部，体

部，尾部の3部分に分け，Na，　K－ATPaseに対して，

SAB（streptoavidin－biotin）法にて免疫染色を行い，光顕

的に観察した．

（結果）精巣上体管上皮のうち，主細胞の側膜およ

び基底膜に反応が認められた．部位の違いによるタ

ンパク発現の明らかな差は認められなかった．

（考察）精巣上体管各部位におけるイオン環境の形

成には，Na，　K－ATPaseが関与していると考えられ

る．これらイオン環境は，精子成熟に重要と考えら

れており，精子機能に異常を来す各種疾患において，

Na，　K－ATPaseの分布あるいは活性が変化している可

能性がある．

8．lmage　cytometryによるヒト精巣DNAの定量

　　的解析

　　　　　○岩本孝弘，藤澤正人，白川利朗

　　　　　　神崎正徳，源吉顕治，岡田　弘

　　　　　　荒川創一，守殿貞夫　　（神戸大泌尿器）

　　　　　　田中宏和，松本　修

　　　　　　　　　　（兵庫県立加古川病院泌尿器）

　男子不妊症患者の精子形成能をより正確に評価す

ることは，その診断と治療の上で重要である．今回，

不妊患者の精巣生検組織を用い，そのDNA量分布を

image　cytometlyにて測定し造精機能評価法としての

有用性を検討した．

　対象は不妊を主訴とした精索静脈瘤患者で，内精

静脈高位結紮術の際に精巣生検を行い，CAS（cell

analysis　system）のDNA染色キットにてFeulgen染色を

行い，CAS－200　image　analyzerにてDNA量を測定した．

正常群として精管結紮術の際，患者の協力で得られ

た精巣生検組織を用いた．

　Image　cytometryによる精巣DNAの定量的解析は
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flow　cytometryでは除去できないsertoli・ce11，　leydig　cell，

peritUbular　cellを除いて精細胞のDNA量を簡便かつ正

確に測定することが可能で，精子形成能の良い評価

法になりうる可能性が示唆された．

9．当センターにおけるICSI成功例についての検討

　　　　　○加藤浩志，小林真一郎，礒島晋三

　　　　　　　　　　　　（府中病院不妊センター）

　IVFETで受精しない症例や，重度の乏精子症，精

子無力症において顕微授精が施行されている．

　顕微授精には大きく分けてpenial　zona　dissection

（PZD），　subzona1㎞semination（SUZI），　intracytoplasmic

sperm　injection（ICSI）の3つの方法があるが，　PZD，

SUSIでは多精子受精率が約20・％存在する。　ICSIは単

一
精子を卵細胞質内に注入する方法であるため多精

子受精が発生しにくく，同一採卵数で比べるとPZD，

SUZIより多くの受精卵が得られ，妊娠率を向上させ

ることが可能であるといえる．

　当センターでは平成6年4月よりICSIを施行して

おり，その妊娠例について検討したので報告する．

10．当院における細胞質内精子注入法の治療成績

　　　　　○宮崎和典（宮崎レディースクリニック）

　生殖医療技術の革新にともない顕微授精の発展は

その治療成績に驚異的な進歩をもたらした．顕微授

精の方法も透明帯開口法（PZD）から囲卵膣精子注入

法（SUZI）を経て細胞質内精子注入法（ICSI）が主流に

なりつつあるが，それぞれの方法の変遷とともに成

績の向上が見られている．当院でも積極的に顕微授

精に取り組んでおりPZD，　SUZIによる妊娠に成功し

ているが，ICSIでも妊娠例が得られたので当院の成

績を報告する．

　対象は平成6年6月より当院でおこなったICSI症

例で，全例28例のうち10月までに行った15例（A群）

とll月以降に行った13例（B群）の2群に分け両群の

成績を比較した．

　卵あたりの授精率はA群35％に対してB群5L8％，

周期あたりの妊娠率はA群0％に対してB群38．5°／。と

B群の方が良好な成績であった，

11．ハムスターテストと顕微授精（PZD，1CSl）と

　　の相関性について

　　　　　○満尾　瑞，柴原浩章，塩谷朋弘

　　　　　　霞弘之，池田義和，井上みゆき

　　　　　　長谷川昭子，香山浩二（兵庫医大産婦）

（目的）精子機能検査法であるハムスターテスト（以

下SPA）の結果が，顕微授精の成績と相関するか検討
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した．

（方法）対象は当科で顕微授精を行ったPZD　I5例，

ICSI　lO例である（重複5例）．　SPAの結果よりA群（精

子侵入率0％），B群（同1～15％）に分類し検討した．

（結果）DA群の症例当たりの受精率はPZDで55％

（5／9），ICSIは100％（5／5）（P＞O．05）で，卵子当たり

の受精率はPZDで15％（7／45），　ICSIは46％（12／26）

であった（P〈O．Ol）．

　2）B群の症例当たりの受精率はPZDで100％（6／6），

ICSIは80％（4／5）（P＞O．05）で，卵子当たりの受精率

はPZDで44％（8／18），　ICSIは27％（6／22）（P＞O．05）で

あった．

（結論）SPAの結果と相関して，ハムスター卵への

精子侵入が強く障害されるA群の患者ではPZDの成

績は有意に不良であり，ICSIが有用であった．　B群

では，卵子への機械的な影響も考慮して，まずPZD

を行うべきと考えられた．

12．ヒト体外受精・胚移植において形態良好胚を

　　移植したにもかかわらず妊娠が成立しなかっ

　　た症例の臨床的解析

　　　　　○大西　勉，後藤康夫，中山貴弘

　　　　　　高畠桂子，姫野隆雄，森田賢司

　　　　　　神崎秀陽，森　崇英　　　（京都大産婦）

（目的）体外受精・胚移植（IVF－ET）における着床因

子の解析を目的として，形態良好胚を移植したにも

かかわらず妊娠が成立しなかった症例の臨床的解析

を行った．

（方法）1991年1月から1994年12月までの4年間に

当科でrVF－ETを施行した症例のうち形態良好胚2個

以上を移植したにもかかわらず，2周期以上にわた

って妊娠しなかった症例は52例（110周期）であった．

これらの症例について平均年齢，不妊期間，既往症，

適応，子宮内膜症の有無，子宮病変の有無などにつ

き解析し，同期間に形態良好胚を2個以上移植して

妊娠が成立した36例と比較した．

（結果）平均年齢は妊娠群33．4歳，非妊娠群346歳で

有意差はなかった．不妊期間もそれぞれ83年，9A

年で有意差はなかった．その他の因子についても両

群間に有意差はなかった．

（考察）両群問には臨床的には有意な差は認められ

ず，形態良好胚を移植しても反復して妊娠が成立し

ない症例は，その原因が主として子宮内膜の機能異

常にあるものと考えられた．
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13．buserelin短期間・少量投与による不妊症治

　　療一性機能への影響

　　　　　○北脇　城，前田和則

　　　　　　　　　　　　（社会保険京都病院産婦）

　　　　　　卜部宏　　　　（卜部医院）

　不妊スクリーニング検査で異常がないにもにもか

かわらず妊娠に至らない，排卵周期を有する原因不

明不妊婦人で，clomipheneなどの治療歴がある患者

に対して，GnRH　analogであるbuserelilを短期間，少

量投与して，良好な成績を得たので報告する．

　投与法は，1）day　3～6からbuserelin　150　＃　g（原液

を1回）を1～2回／日×7～10日間，2）排卵期に

buserelin　20μ9（生食で8倍希釈溶液を1回）を2回／

日×3～4日間，鼻腔噴霧の2法とした．99例中20
例（20．2％）が妊娠した．

’ 1）法は，投与終了後の血清中ホルモン値を大きく

変化させなかったが，月経周期を一旦乱した例など

がみられた．2）法では，通常のホルモンのピークの

時期，高さや卵胞期長をほとんど変化させなかった．

　本投与法は，性腺関連ホルモン動態を大きく変化

させることなく，内分泌環境を改善させ妊娠に導く

と考えられ，不妊症の新たな治療法となる可能性が

示唆された．

14．組換え体FSHの生物活性と胚移植への応用

　　の可能性

　　　　　○稲葉俊夫，大村　雅，森　純一

　　　　　　　　　　　　（大阪府大獣医臨床繁殖）

加藤幸雄

伊原武志

奥田　潔

永井　卓

（群馬大内分泌研）

　　　　（日生研）

　　　（岡山大農）

（農水省東北農試）

　家畜のFSHはブタ下垂体からの抽出精製標品が市

販され，畜産領域で実用に供されている．しかし，

ウシ胚移植におけるドナーの過剰排卵成績では，標

品に爽雑するLH量のロット間の差が大きく，安定

した排卵結果が得られないことが障害となってい

る．そこで，純粋なFSHの生産を企図して，遺伝子

工学の応用による組換え体FSHの生産を試みた．

　ブタFSHのα鎖とβ鎖をコードする2種のcDNA

を，1分子のバキュロウイルストランスファーベク

ターpAcUW　3に挿入し，組換え体FSHを得た．精巣

セルトリ細胞からのエストロジェン産生刺激作用，

子宮重量増加作用，卵胞発育作用について調べた結

果，天然のFSH標準品と比較しうる生物活性を有す

障
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ることがわかった．本標品は，生物検定法でLHの

生物活性を示さなかった．また，この標品は穎粒層

細胞に働いてプロジェステロンの産生能を示し，卵

母細胞に働いて卵核胞崩壊活性を示すことも明らか

になった．

　今後本FSHを用いて，性腺刺激ホルモンの生理作

用の詳細な検討，ならびに牛の胚移植への応用が可

能と思われる．

15．マイクロアクロビーズテストの開発

　　　　　○大橋一友，富山達大，上浦祥司

　　　　　　鮫島義弘，金井利仁，橋本一昌

　　　　　　久保EEI康愛，佐治文隆　　（大阪大産婦）

　先体反応終了精子の頭部に発現し，精子受精能に

関与するCD46分子に対するモノクローナル抗体

MH61を用いたヒト精子受精能診断薬アクロビーズ

テストは簡便で有用な精子受精能検査法である．し

かし4×105以上の運動良好精子を必要とし，重度の

男性不妊症例では施行できなかった．

　今回，アクロビーズテストの通常法を1／10に縮小

したマイクロアクロビーズテストを開発した．テラ

サキプレートに4×106／mlに調整した精子浮遊液に

て10μ1ずつの希釈段階，4×106／m1，2×106／ml，

lx1　06／m1　，05×106／mlを作成した．つぎに1．875×

1　05／m1に調整したMH61結合ビーズを10　Pt　1ずつ各ウ

エルに添加し共培養した．24時間後に倒立顕微鏡で

観察し，判定方法は通常法に従った，

　その結果，マイクロ法では1視野での判定が可能

であり，通常法に比べて判定が容易であった．10症例

から得た精子で通常法とマイクロ法を比較し，それ

ぞれ結果は一致した，さらにこのマイクロ法の有用

性を囲卵腔内精子注入法の結果とあわせて報告する．

16．マウス初期胚発育における共培養効果に関す

　　る研究

　　　　　○廣瀬雅哉，喜多伸幸，野田洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医大産婦）

（目的）種々の体細胞をICRマウス初期胚と共培養

し，その発育に及ぼす影響を解析した．

（方法）hCG投与17時間後のマウス前核期胚を回収

し6種の体細胞と6日間共培養し毎日観察した．ヒ

ト皮膚線維肉腫（DS），ヒト脂肪肉腫（LS），ウサギ卵

管上皮細胞（OV），ウサギ子宮内膜上皮細胞（EM），

マウス腹腔マクロファージ（MM），モルモット腹腔

マクロファージ（GM）を回収，　BWW十〇．3％BSAで

培養した．GMのconditioned　medium（CM）での培養も

行った．またCM中のgrowth　factors（GFs），　cytokines
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（CKs）を定量した．

（成績）共培養下ではhCG投与後120時間後の胚盤i胞

率は（control），　DS　l　2．6％（48．1％），　LS　l　1．7％（48」％），

EMl5．9％（373％），　OV30．3％（37．3％），　MM84．5％

（36．8％），GM77．8％（32ρ％）であった．　GMのCMで

は胚発育促進効果は見られなかった．

（結論）DS，　LS，　EM，　OVとの共培養では胚発育促

進効果は見られなかった．MM，　GMは胚発育促進効

果を示した．GMのCMでの胚発育促進効果は見られ

ず，マクロファージの胚発育促進効果はGFsやCKs

によるとは考え難くむしろマイクロファージの放出

する今回同定を試みなかった未知の不安定な液性成

分であることが推察された．

特　別　講　演

受精障害と顕微授精

　　　　　　　細井　美彦（近畿大学生物理工学部）

　ウニやカエルで，顕微授精の研究が始まって以来，

哺乳動物システムでは，UeharaとYanag㎞achiによっ

てハムスター卵子への精子の注入で始まった．実際

にウサギで産子が得られて以来，精子の顕微注入に

よる強制的な受精が，体外受精で正常受精が誘起で

きないケースでの最終手段として注目されてきた．

近年は，ヒト顕微授精プロジェクトでSUZIよりも受

精率や妊娠率が高いとされるICSIについて，その価

値が注目されるようになった．この細胞質内注入は，

膜融合を介さない受精であるため卵子活性化の正常

性や受精後の発生能の改善について検討されてき

た．特に注人される精子の前処理とその後の発生能

力との関係について注目され，検討が重ねられてき

たが，その決定的な解答は得られていない．

　ここでは，我々の経験と発生能に関連した過去の

報告について総説する．現段階では，顕微授精技術

の改善策については，明らかに個々の技術習熟に負

うところが大きく，未だ標準的な手法が確立されて

いるとはいえないが，一貫してIVF－ETの質的制御が

適正である通常の体外受精施設での成功率が高いこ

とは，注目すべきである．

　現在，実験動物では，運動精子の顕微注入のみな

らず，不働化精子，死体精巣から回収された精子，

精子頭部，さらに形態変化を起こしていない精子細

胞などを用いた顕微授精が受精に利用されており，

今後これらの精子の注入で正常な産子が得られるよ

うになれば，不妊治療への貢献はさらに大きくなる

であろう．
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第6回　日本不妊学会春季九州支部会

日時：平成7年3月26日（日）8時55分～

会場：福岡市メディカルホール（拓殖安田ビル）

1．子宮内膜厚による無月経の程度の予知

　　　　○中村佐知子，伊集院博文，大西英資

　　　　　沖　利通，山元慎一，堂地　勉

　　　　　永田行博　　　　　　　（鹿児島大産婦）

　第1度無月経と第H度無月経の差は内因性エスト

ラジオール（E2）の子宮内膜に対するプライミングの

差として位置付けられる．そこで，経膣超音波断層

法で測定した子宮内膜厚から無月経の程度が予知で

きるか否かを検討した．

　平成5年1月から平成6年12月までに当科で経験

した続発性無月経患者42名を対象とした．第1度無

月経患者31名，第ll度無月経は11名であった．無月

経の程度はduphaston　10　mg／日×5日間投与による消

退出血の有無で判定した．両群で血清LH，　FSH，　E　2

値，経膣超音波断層法にて測定した子宮内膜厚を比

較した．またそれぞれの群で無月経の期間と子宮内

膜厚についても検討した．血清E2値は第1度無月経

では49。7±38．4，第H度無月経で20．6±75（pg／ml）で

あり第1度無月経で有意に高かった．子宮内膜厚は

第1度無月経で10．9±4．0，第H度無月経で4．99±1．4

（㎜）であり，第1度無月経鮪意に厚かった．子宮

内膜が10㎜以上ならほぼ第1度無月経であった．8

㎜以下ならほぼ第暖無月経，5㎜以下で第1度
無月経の症例はなかった．

　以上より無月経患者の子宮内膜厚測定は無月経の

程度の予知に有用な検査である。

2．単一排卵誘発を企図したpure－FSH低単位連

　　日投与法の治療成績

　　　　○岡本純英，和田　文，水町恵美

　　　　　　　　　　（岡本ウーマンズクリニック）

　排卵障害の治療手段として内服，hMG注射および

両者の併用と種々の排卵誘発が行われている．しか

しながら多嚢胞性卵巣など多卵胞発育を示す症例に

おいては，多胎妊娠あるいは卵巣過剰刺激症候群の

予防に苦慮することが多い．

　当施設において通常の排卵誘発によっては多卵胞

発育を示し単一の排卵前成熟卵胞の発育を期待する

ことが難しい症例に，あらためて，pure－FSHによる

低単位（751U）連日投与を行った．投与中の卵胞発育

のモニタリングは超音波断層および血中エストラジ

日本不妊会誌　40巻3号

オールの測定で行った，

　5症例に上記の治療を行った．5例とも主席卵胞を

誘導すること（単一の排卵前成熟卵胞の発育もしく

は次席卵胞との間に卵胞径の差をつけること）がで

きた．卵巣過剰刺激症候群は認めなかった．2例が

妊娠，うち1例は男児を分娩，他の1例は単胎妊娠

継続中である．残り3例は治療継続中である．pure－

FSH低単位連日投与法は多胎妊娠や過剰刺激を避け

る有用な方法であると思われる．

3．原発性中枢性第11度無月経に対するIVF－ET

　　の経験

　　　　○本庄　考，詠田由美，白川光一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡大産婦）

　　　　　吉満陽考（よしみつ婦人科クリニック）

　今回我々は原発性中枢性無月経に対し，rVF－ETを

施行し妊娠に至った1症例を経験したので報告する．

　症例は18歳で原発無月経のため初診．体格，外性

器，内性器，嗅覚，頭部単純写に異常所見なく，染

色体検査では46，XXであった．　gestagen　test，　clomiphen

test，およびLH－RH負荷試験では反応なし．その後

kaufma㎜療法を数回施行後のLH－RH負荷再試験で

は，軽度反応を認めたため，原発性視床下部性第ll

度無月経と診断した．

　24歳に結婚，昭和57年より平成4年まで他院で

hMG療法を受けるも妊娠に至らず，同年10月，紹介

再診となった．腹腔鏡検査では，左卵管閉塞および

右卵管周囲癒着を認めたため，GnRH　analogueは使用

せずにhMG療法による卵胞刺激を行い，　r＞［F－ETを施

行した．14個の卵を採取，媒精し，8個の2前核期

胚確認し，7個の分割胚のうちの4細胞期胚2個を移

植した．黄体補充にはdydrogesterone　10mg／日，12日

間内服を行い妊娠に至り，妊娠38週で正常男児を分

娩した．

4．精子妊孕能良好例および不良例における精漿

　　中carnitine濃度の検討

　　　　　○布施正樹，石丸忠之，山邊　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大産婦）

（目的）Total　carnitine（T），　fiee　carnitine（F）およびacyl－

camitine（A）の精漿中濃度が精子妊孕能に関連するか

どうかについて検討した．

（方法）不妊のため受診した夫婦31組の夫にSSTを

行い，同時に精液の一部を液化後，遠心し精漿を回

収した．T，　FおよびA濃度とSST結果を比較した．

SST結果はgrade　I（36時間陽性）5例，　grade　ll（24時

司
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間陽性）5例，grade　m（12時間陽性）12例，および

9iade　N（6時間陽性）9例に分類された．

（成績）1）T濃度はSST結果との間に有意差はなかっ

た．2）精子妊孕能良好例（9iade　I）のA濃度は不良例

（grade　n，　IHおよびIV）よりも高値であった，また，

F濃度は不良例よりも低かった．3）AIT比はgrade　I

（0．43～O．61）が最も高く，ついでll（0．32～0．37），皿

（0．15～0．29）およびIV（O．13～0。25）の順であった．

（結論）精漿中AIT比は精子妊孕能不良例ほど低か

った．すなわち，精子妊孕能不良例ではFからAへ

の変換が低いことから，ミトコンドリアの機能ある

いは脂肪酸酸化の異常が示唆された．

5精子冷蔵保存の開発とその臨床成績

　　　　　○田中威づみ，田中　温，永吉　基

　　　　　　粟田松一郎，竹本洋一，高崎博幸

　　　　　　井手紀子，有本恭子，岩本智子

　　　　　　井上綾子（セントマザー産婦人科医院）

　精子の運動率が不良な場合の凍結保存は，臨床的

にあまり有用ではない．そこで今回我々は，精子運

動率が不良な症例の保存方法，すなわち冷蔵保存を

開発し，臨床に応用したのでその成績について報告

する．

　パーコール層で処理をした精子をHTFで洗い，ス

ピッツに分注し，等量のカタラーゼ添加ETCG（トリ

スヒドロキシメチルアミノメタン・クエン酸・グル

コース・卵黄・抗生物質）を加え，よく混和し，30

℃温水槽に入れ，冷蔵庫内で90～120分かけて4℃

まで下げ，3日間保存した．

　44症例（G正T8例，残り36例）に対し同方法で行っ

た．その結果，採精時の精子運動率の平均は50％

（＋）であり，処理後の運動能は，（升）から（暑＋）に

改善された．媒精時の平均運動率は96％，運動能は

（惜）〉（什）で明らかに上昇していた．GIFr　8例中

2例，体外受精36例中8例で妊娠を認めた．

6．hyperproladinemiaがIVFモT治療成績に与え

　　る影響

　　　　　○辻岡　寛，詠田由美，牧野郁子

　　　　　　本庄　考，松本信一郎，白川光一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡大産婦）

（目的）我々はhyperprolactinemia（hPRL；血中PRL≧15

ng／ml）およびbrornocriptine療法がIVF－ET治療成績に

与える影響について検討した。

（方法）当科にてIVF－ETを行った187周期（95症例）

を対象とした（男性因子と免疫因子は除外），これを
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血中PRL正常群（N群；36周期），　hPRL無治療群（P

群；87周期），hPRLに対してbromocriptine　fi法を行っ

た群（B群；64周期）の3群に分けて検討した．

（結果）1）N群とP群の比較；hMG総投与量はP群で

有意に多く（N群1942±647・IU：P群2203±7811U，

p＜0．05），採卵数はP群で有意に少なかった（N群

10．4±6．07：P群7．83±3．81，p＜O．05）．対ET周期妊

娠率はP群で有意に低かった（N群32．4％：P群13．9

％，P＜0．05）．2）P群とB群の比較；B群のhMG総投

与量は1809±6521UとP群に対し有意に少なく（p〈

O．Ol），採卵数はB群7．35±4．96で差がなかった．対

ET周期妊娠率はB群20．8％で有意差はなかった．

（結論）hPRLの存在は体外受精時の卵の発育を抑制

し，妊娠成績に影響することが示唆された．

7．不育症における潜在性高プロラクチン血症に

関する検討

　　　○宮村泰豪，

　　　　山邊　徹

河野雅洋，石丸忠之

　　　　　　（長崎大産婦）

　当科では不育症に対するスクリーニング検査の中

にTRHテストも含めている．そしてプロラクチン

（PRL）値の基礎値が正常範囲内でありながら，　TRH

負荷後のpeak値が高値（RIA：150　ng／ml以上，　IRMA：

75ng／m1以上）の場合，潜在性高PRL血症として

bromocriptine（Brc）療法の対象としている．

　最近の7年間に当科を受診した不育症は225例で

あり，そのうち14例（62％）が潜在性高PRL血症であ

った．既往自然流産の回数は2～5回（計37回，平

均2．6回）であり，早期流産が36回および後期流産が

1回であった．Brc療法施行中に8例が妊娠し，7例

が挙児成功し，1例は妊娠継続中である．Brcの投与

量は2．5mg／日であり，投与期間は妊娠前から妊娠10

～ 16週までであった．なお妊娠悪阻がみられる症例

には経膣投与を行った．BI℃投与中止後PRL値は急速

に上昇したが，妊娠経過にはとくに異常を認めなか

った．

　以上より，早期流産を反復する潜在性高PRL血症

にはBrc療法が有効であると思われた．

8．挙児を希望する子宮奇形例の治療予後の検討

　　　　　○生田幸生，河野哲郎，松浦　講平

　　　　　　岡村　均　　　　　　　　（熊本大産婦）

　挙児を希望する子宮奇形18症例の加療後の妊娠予

後を検討した．

　奇形の内訳は単角子宮2例，重複子宮1例，双角

子宮5例，中隔子宮10例で，このうち原発不妊7例，
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流産既往9例，習慣性流産2例であった．

　単角子宮2例に副角子宮摘出術，重複子宮1例に

膣中隔切除術を行い生児未獲得から各々50％（1／2

例），100％（1／1例）の生児獲得率へと向一ヒした．中

隔子宮10例にJones－Jones子宮形成術を行い生児獲得

率は術前の28．6％（2／7例）から714％（5／7例）へと

著明に改善した．双角子宮では5例中2例に，それ

ぞれJones－JonesとStrassmarmの子宮形成術を行い，生

児獲得率は0から100％（3／3例）へと向上した．全

体の生児獲得率は18．2％（2／11例）から769％（10／13

例）へと改善を認めた．

9．不妊症治療における診療データの保存・解析

　　について　一当院での試み一

　　　　　〇安東桂三，広津留恵子，長木美幸

　　　　　　玉井君枝，宇都宮隆史

　　　　　　　　　　　　（セント・ルカ産婦人科）

　不妊症は長期にわたって治療しなければならず，

その結果，治療データは膨大な量となる．当院は開

院3年目となり，外来患者は本年1月には3617名（男

性932名・女性2685名）を数えるに至った．開院以

来，診療データのコンピュータによる管理を試みた．

　本システムの目標を「多量のデータの保存と解析」

とし，市販パッケージソフト「クリニベース（産婦

人科医である是永廼夫氏が開発し，ダイヘンテック

社により商品化された）」をカスタマイズすることと

し，改造が終了した平成5年9月にシステム運用を

開始した．

　また当初，統計解析処理は診療データを市販医療

統計ソフトにコンバートして行っていたが，容量不

足・制約過多のため，当院とダイヘンテック社によ

り，昨年「クリニスタット（診療データ統計解析シ

ステム）」を開発し，平成6年7月より稼働を始め
た．

10．当院の不妊外来実績

　　　　　○宇都宮隆史　　（セント・ルカ産婦人科）

　当院が開院して2年6か月になる．その間に新患

者数は3500例，そのうち男性は910例，不妊症以外

の患者数は480例で，女性不妊症は2110例であった．

　検査は一般外来検査に加えて積極的に腹腔鏡検査

を勧め，470例に行い，そのうち約半数がその後妊

娠した．腹腔鏡後の妊娠はその手術後半年以内に妊

娠する例が大部分で，またAIHによる妊娠6回目以

内に妊娠する例が大部分を占め，治療法が適当であ

れば半年以内に妊娠することが明らかとなった．

日本不妊会誌40巻3号

　全妊娠数は639例で，そのうち，IVF－ET，　GIFrな

どARTによる妊娠はll8例に達し，妊娠総数に対す

るARTによる妊娠は18％に上り，あらためてARTの

重要性が認識された．ART妊娠率（ET当たり）はrVF－

ET；265　a／o，　PZD；8．3％，　SUZI；lL4％，　ICSI；

lg，8％，　TET；16．7％，　GIFr；37。1％であった．全体

の妊娠率は3α3％であった。

11．動物実験（マウス）におけるアシステッド・ハ

　　ッチングの意義

　　　　　○竹本洋一，田中温，永吉基

　　　　　　粟田松一郎，田中威づみ，高橋博幸

　　　　　　井手紀子，有本恭子，井上綾子

　　　　　　岩本智子（セントマザー産婦人科医院）

　不妊症治療の結果，妊娠に失敗した原因のひとつ

として，ハッチングが起こらなかったことが考えら

れる．そこで今回我々は，人工的に透明帯に穴を開

ける，アシステッド・ハッチングの意義の有無を検

討する目的で，マウスを用いた動物実験を行ったの

で，その結果を発表する．

　実験に供したマウスは，雌が6週齢（B6C3Fl），雄

が10週齢（DDY）を用いた．体外受精を行い，4細胞

の時点で，以下の方法を施行した．1）酸性タイロー

ドで，透明帯の一部を薄くする．2）酸性タイロード

で穴を開ける．3）マイクロマニピュレーターを用い

て，ニードルで透明帯を穿刺し切開する．4）実体顕

微鏡下，マニュアルで透明帯を切開する，

　結果として，各方法によるハッチング率は，マイ

クロマニピュレーター，実体顕微鏡下，酸性タイロ

ー ドの順で高い率を認めたが，酸性タイロードによ

る方法は，あまり良好な結果は得られなかった．

12．精巣内精子を用いた顕微授精の臨床成績

　　　　　○田中　温，永吉　基，粟田松一郎

　　　　　　田中威づみ，竹本洋一，高橋博幸

　　　　　　井手紀子，有本恭子，井上綾子

　　　　　　岩本智子（セントマザー産婦人科医院）

　閉鎖性無精子症に対して精巣上体精子回収法が広

く行われるようになったが，精路再建術や複数回に

及ぶ精巣上体精子回収法などで精巣上体精子が採取

できなくなった症例においては，精巣内精子を使用

する方法が唯一残された治療となる．

　今回，我々は精巣内精子を用いた顕微授精（卵細

胞質内精子注入法）を行い，臨床上有用と思われる

結果を得たので報告する．対象は精巣上体管・精管

吻合術後2例，精巣上体より精子を回収できなかっ
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た閉塞性無精子症1例の計3例である．この3症例

に対し4周期で治療を行った．精巣より精細管を採

取し，培養液内で細切した後，培溶液内に認められ

た運動精子を卵子内に注入した．

　精子回収率は100％（4／4）であった．4症例すべて

で受精，分割を認めた．平均受精率，分割率は65

％，55％であった．4症例で，4細胞への細胞分裂を

認め，胚移植を行うことができた．詳細は当日発表

する．

13．不妊症患者へのアンケート調査　一減胎手術，

　　代理母について一

　　　　　〇正成みどり，磯崎美智子，指山実千代

　　　　　　宇都宮隆史　　（セント・ルカ産婦人科）

（目的）不妊治療に悩む夫婦は少なくなく，治療を

進めていく上で医療側は常に患者の気持ちを把握し

ておく必要がある．そこで不妊症患者の現在直面す

る可能性の高い減胎手術と代理母についてアンケー

ト調査を行い意見を確認した．

（対象・方法）当院に通院中の不妊症患者を無作為

に抽出し記述式のアンケートをとった．446例に配

布し，妻200例夫151例の351例から回収し，回収率

は78．7％であった．

（結果）減胎手術については夫婦共に約5割が賛成

であったが，実際に手術となると7割以上の夫婦が

反対であった．代理母については否定的な意見が大

部分を占めた．

（結論）減胎手術は容認する傾向が強かったが，サ

ロゲイトマザーやホストマザーに対しては否定的で

あった．またマスコミの姿勢については正確で詳し

い情報を希望する意見があり，今後の医療スタッフ

の課題と思われた．

14．ICSI症例の胚移植時の分割状態の比較検討

　　　　　○粟田松一郎，田中　温，永吉　基

　　　　　　田中威づみ，竹本洋一，高橋博幸

　　　　　　井手紀子，有本恭子，井上綾子

　　　　　　岩本智子（セントマザー産婦人科医院）

　重症男性不妊症や高度受精障害による不妊症例に

対する，顕微授精法が定着し，卵細胞質内精子注入

法においても，本邦において次々に妊娠・出産例が

報告されている．平成6年5月より7月までにICSI

を行った163例について検討したところ，受精率は

周期あたり95％で卵当たり76％，分割率はそれぞれ

86％と64％であった．

　1回の胚移植で戻す分割卵の数は最多で4個まで

（419）　143

としている．ET直前の分割状態でみると，4分割以

上の卵を含む症例が28症例で，妊娠はll例．3分割

以下の分割卵のみの症例は112例で，妊娠数21例で

あった．コントロールとして比較した，従来の体外

受精での妊娠率は，4分割以上の卵を含む症例で38

％，含まない分割卵症例でll％であった。

　他の方法では受精・分割せず，妊娠が期待できな

い症例に対し，ICSIは驚異的な妊娠率をもたらした．

また胚移植直前の分割状態が2分割程度のもののみ

でも良好な妊娠率が得られた．micro両ectionの操作

そのものがassisted　hatchingの効果を果たしているか，

あるいは他の何らかの機序が働いている可能性が示

唆された．

15．酢酸BuserelinのLHサージ誘発により妊娠に

　　至ったPCOSの1例
　　　　　○桑波田理樹，沖　利道，伊集院博文

　　　　　　大西英資，中村佐知子，山元慎一

　　　　　　堂地　勉，永田行博　　（鹿児島大産婦）

　　　　　　森明人　　　　（森病院）

　bMG－hCG療法は，多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の

クロミフェン無効例に対する有用な治療法である．

しかし，その副作用である卵巣過剰刺激症候群

（OHSS）はしばしば重症化し，対応に苦慮することが

多い．hCG投与が契機になりOHSSは進行するとい

われている．それに加え，このhCGの半減期は長い

ため，hCG投与はOHSSを長引かせることも大きな

問題のひとつである．

　近年，hCG投与の代わりに，半減期の短い内因性

LHサージを酢酸ブセレリンで誘発し，排卵を起こす

試みがなされてきた．内因性LHは半減期が短いた

め，OHSSの発生頻度も低いと言われている．

　今回我々は，以前hMG－hCG療法により重症な

OHSSを起こしたPCOS例に，　hMGに続き，酢酸ブセ

レリンによるLHサージの誘発を応用し，　OHSSはお

こさずに妊娠に至ったので報告する．

16．不妊治療中に発見された若年子宮体癌の一例

　　　　　○大隅良譲，蓮尾泰之，友成廉平

　　　　　　東島利紀，杉山　徹，岩永成晃

　　　　　　薬師寺道明　　　　　（久留米大産婦）

　症例は28歳で，平成2年に挙児希望のため近医産

婦人科を受診し，クロミフェン療法3周期施行され

たが排卵を認めないため平成3年1月21日（月経7日

目）に当科不妊外来紹介となった．

初診時の緻室超音波で子宮内膜は16㎜とやや月巴
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厚しhigh　echoを呈していた．同日のestradiolは50

pg／mlと内膜の厚さに比較して低値であった．2月12

日の月経後よりクロミフェン＋hMG療法を開始した

が，2月19日の内膜は19mmと肥厚しており，22日

から持続性器出血が始まったため妊娠反応（一）を確

認後排卵誘発を中止した．次の月経4日目の4月1

日の内膜はllmmで，内膜精査のため子宮内膜全面

掻爬術を施行した結果aden㏄arcinoma，　well・differenti－

ated　typeであった．4月25日入院し，5月2日に単純

子宮全摘術両側卵巣襖状切除，骨盤内リンパ節廊

清を施行した．術後病理組織で子宮体癌Ia期
adenosquamous　carcinomaと診断し，　CAP療法を2回行

い退院した．

　現在外来にて経過観察中である．若年とはいえ，

月経周期と内膜超音波所見が異なる場合は，内膜の

精査が必要であると痛感させられた症例であった．

17．子宮外妊娠治療後のpersistent　ectopic　preg－

　　nancyの検討

　　　　　0藤下　晃，石丸忠之，鮫島哲郎

　　　　　　岡崎光男，山下隆則，河野雅洋

　　　　　　山邊　徹　（長崎大産婦）

　子宮外妊娠の保存療法後にhCGのド降が遷延ない

し再F一昇するpersistent　ectopic　pregnancy（p－EP）例につ

いて検討した．

　対象は1991年5月以降当科で治療した子宮外妊娠

77例である．治療前，術後1，3，5，7，10および14

日後に尿中hCGを測定した．77例の内訳は根治手術

25例，保存手術35例および結果的に追加療法を必要

としたP－EPが17例であった．

　術前の尿中hCG値を100として5日後に50％未満

となったのは，根治術および保存手術では，それぞ

れ25／25例（100％）および31／35例（88％）であったが，

P－EPでは3／17例（18％）であった．術後hCG値の減少

率と追加療法の要否をpredictive　valueの面から検討す

ると，7日目に50％以下に減少した場合には追加療

法の必要がなかった．（positive　predictive　value＝LOO）．

　したがって，術後7日目のhCG値の減少率が50％

未満の時はp－EPとして何らかの追加療法が必要であ

ると考える．

18．Fitz－－Hugh－Curtis症｛侯群の頻度と妊孕性の検討

　　　　　○河野哲郎，氏岡威史，小野田親

　　　　　　本田律生，西村佳与子，田代浩徳

　　　　　　生田幸生，松浦講平，岡村均

　　　　　　　　　　　　　　　　　（熊本大産婦）

日本不妊会誌　40巻3号

　過去6年間に経験したPD既往症例を検討し，　fitz－

hugh－curtis（田C）症候群の頻度とその後の妊孕性につ

いて検討した．

　対象は1989年1月から1994年12月まで当科で腹腔

鏡検査または開腹術を受け，PID既往と診断された

91名（原発不妊43名，続発不妊39名，未婚婦人9名）

で，このうち22名（242％）（原発不妊12名，続発不妊

7名，未婚婦人3名）が田C症候群であった．血中ク

ラミジア抗体陽性患者は非田C症候群では9名（13．0

％），田C症候群では5名（22．7％）に認められた．骨

盤内所見では非H｛C症候群の37名（53．6％）とFHC症

候群の17名（77．3％）に固着性の付属器周囲癒着や両

側または片側の卵管閉塞を認めた．また挙児希望患

者のうち，非FHC症候群では64名中20名（3　L3％）に

妊娠が成立した．一方，FHC症候群患者では19名中

4名（21．5°／。）に妊娠が成立したが，このうち2例は子

宮外妊娠であった．

　以ヒより，田C症候群では高度の卵管障害を来し

ており，このことが妊孕能の低下の原因と考えられ
た．

19．多嚢胞卵巣（PCO）患者の骨塩量

　　　　　○大西英資，堂地　勉，伊集院博文

　　　　　　中村佐知子，沖　利通，山元慎一

　　　　　　古謝将一郎，永田行博（鹿児島大産婦）

　骨塩量に影響を及ぼす因子は多岐にわたるが，若

い女性においては長期の卵巣機能不全は重要な因子

である．骨塩量低下は低エストロゲン状態の程度と

期間が関係あるから，無月経の程度は重要である．

そこで，第1度無月経が多い多嚢胞卵巣（PCO）の骨

塩量を検討した．

　内分泌学的および経膣超音波断層法にて診断した

PCO患者26例（年齢25．8±6．0歳）を対象に腰椎骨塩量

（Ll－4），身長，体重，体脂肪率，　body　mass　index

（BMI）を測定し，健常有経婦人34例（25．8±3．8歳）の

それらと比較した．腰椎骨塩量はdual－energy　X－ray

absorpt㎞鉗y（DEXA）で測定した．

　PCO患者の腰椎骨塩量（Ll－4）は1」43±O．22であ

り，対照の1．082±O．143（g／cm2）と差を認めなかった．

しかし，体重，体脂肪率およびBMIはPCO患者で有

意（P＜0．05）に高かった．

　PCOでは肥満や特有の内分泌環境（高アンドロゲ

ン血症，第1度無月経）が骨塩量低下に防御的に作

用している可能性がある。
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関連学会のお知らせ
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第6回日本性機能学会学術総会
　　（旧日本インポテンス学会）

　下記により第6回日本性機能学会（旧インポテンス）学術総会（兼第6回西部地方会）を

開催致します．多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。

り

s

h

脚

I

H

皿

会期：1995年9月29日（金），30日（土）

会場：シーホーク・ホテル

　　　〒810　福岡市中央区地行浜2－2－3（福岡ドーム隣）

　　　TEL　O92－844－7777，　FAX　O92－847－1602

学術総会特別プログラム：

招請講演：「Neural　and　non－neural　control　of　corpus　cavernosum」

　　　　　　Dr．　Saenz　dc　Tcjada（Boston　University）

教育講演：「血管平滑筋の電気生理学的特性」

　　　　　　伊東祐之教授（九州大学医学部薬理学）

特別講演：「20years　of　Impotence　Research，　Which　is　the　outcome？」

　　　　　　Prof．　Wagner（University　of　Copenhagen，前世界インポテンス学会会長）

ワークショップ：「What’s　New　from　Asia」（西部地方会主催）

ぽ

、
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峨

戸陶猶

k

（お問合せ連絡先）　〒812福岡市東区馬出3－1－1

　　　　　　　　　　　　九州大学医学部泌尿器科

　　　　　　　　　　　　第6回日本性機能学会学術総会事務局

　　　　　　　　　　　　　　木元　康介

　　　　　　　　　　　　TEL　092－　641－ll51（内線2513），　FAX・092　一一　651－Ol65

第6回日本性機能学会学術総会

会長熊　澤　浮　一・
（九州大学医学部泌尿器科教授）
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ART（Assisted　Reproductive　Technology）Forum’95

　　　　　　　日本に於けるAssisted　Reproductive　Technologyの

　　　さらなる発展，飛躍の一助となることを目的として，開催致します
’

1　日　時：1995年10月27日（金）15：40～17：45

　　　　　　　　　　　　　　　　17：50～18：30（懇親会）

H　会　場：山形交流プラザ2F大会議室

　　　　　　（山形ビッグウィング）2F交流サロン（懇親会）

　　　　　　TEL　O236－35－3000　FAX　O236－35－3030

m　講演内容：

　　「Is　ICSI　The　End　Of　Donor　Insemination？」

　　　　演者　Paul　Devroey，　M．　D．（Professor，　Academisch　Ziekenhuis　Vrije　University　Brussel）

　　　　座長　入谷　明（京都大学名誉教授・近畿大学生物理工学部教授）

　　　　ART第一線

　　「顕微授精と配偶子の条件」

　　　　演者　細井美彦（近畿大学生物理工学部講師）

　　「初期胚の生検と診断」

　　　　演者　末岡　浩（慶鷹義塾大学医学部産婦人科学診療医長）

　　「初期胚の凍結と発育」

　　　　演者　堤　　治（東京大学医学部産科婦人科学助教授）

　　座長　森　崇英（京都大学医学部産婦人科学産科学教授）

”t一

」

．，・．

噌

後　援　日本不妊学会／日本受精着床学会

協　賛　株式会社東機貿／WILLIAM　A．　COOK・AHSTRALIA・PTY・LTD． 覧

’

IV　連絡先　〒141東京都品川区西五反田8－1　－10

　　　　　　小沢西五反田ビル4F

　　　　　　リプロダクションアカデミー

　　　　　　飯塚理八

　　　　　　TEL　03－3495－8761　FAX　O3－3495－8762

平成6年5月

代表世話人飯塚理八優応義塾大学名誉教授）

　　　　　　森　崇英（京都大学産婦人科教授）

　　　　　　入谷　明（近畿大学生物理工学部教授）
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第10回日本生殖免疫学会

　第10回日本生殖免疫学会を下記の要領で開催致します．泌尿器科として本学会を主催

することは初めてのことです．有意義な学術集会とするため，皆様のご協力を賜りたい

と存じます．多数の演題申込とご出席をお待ち申しあげております．

I

ll

皿

日　時：平成7年12月16日（土）・17日（日）

会場：川崎医療福祉大学大講堂

　　　〒701－01　岡山県倉敷市松島288

一般演題募集要項：

（1）基礎的，臨床的な生殖免疫に関する演題を募集します．

（2）一般演題申込締切は平成7年9月下旬を予定しています．申込方法などは追っ

　　てご案内申しあげます．会員でない先生で演題の申込を希望される場合は下記

　　事務局までご連絡ください．

演題送付および問合先：〒701－01　岡山県倉敷市松島577

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎医科大学泌尿器科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　第10回日本生殖免疫学会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　TEL＆FAX　O86－463－4747（教室）

　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　O86－462－1111FAX　O86－462－ll99（大学代表）

第10回日本生殖免疫学会

会長田　中　啓　幹
（川崎医科大学泌尿器科教授）
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日本医学会だより
　　　JAMS　News

　　　　　　　　　　　　l995年5月　No．13

第62回日本医学会定例評議員会

　第62回日本医学会定例評議員会が，1995年2月28

日（火）に開催された．冒頭，村瀬敏郎日本医師会長

から挨拶があり，「4月には名古屋で第24回日本医

学会総会が開催される予定で，着々と準備が進めら

れており，われわれも全力を挙げて協力したい．ま

た，1月17日の阪神・淡路大震災について，総会で

緊急特別シンポジウムを行っていただくことになっ

た」と述べられた．続いて挨拶に立った森亘日本医

学会長は「昨今，医学・医療の世界では，いろいろ

な問題が山積しており，一方，社会からの医学に対

する期待がますます重くなりつつある．医学会の果

たすべき大きな責任を感じている」と，今後にわた

り日本医学会のあるべき姿についての認識を表明し

た．

第24回日本医学会総会

　第24回日本医学会総会が，名古屋において，飯島

宗一会頭の下，「人間性の医学と医療一生命の世紀

をひらく一」をメインテーマに，1995年4月7日か

ら9日まで開かれた．またその一環として，総合医

学展示が名古屋市国際展示場において4月5日から

9日まで開催された．

登録数は，本部の発表によれば，29，㎜名という

多数であった．また，総合医学展示には，5日間に，

延べ57，200名の人出があった．

　開会式は，名古屋国際会議場センチュリーホール

において，厳粛かつ盛大に挙行され，閉会式は，愛

知芸術文化センター大ホールにおいて賑々しく取り

行われた．

　学術講演は，16の大項目に分れ，名古屋国際会議

場を主会場に，一部は名古屋市国際展示場の交流セ

ンターで行われた．各会場は熱心な会員で溢れ，椅

子に座り切れないような場面も多く見られた．かく

して第24回日本医学会総会は，多数の参加者を得て

成功裡に終了した．なお，第25回日本医学会総会

は，1999年に東京で，高久史麿会頭の下に開催され

る予定である．

医学用語管理事業

1．医学用語管理委員会

　本委員会は，草間悟委員長の下に活動している．

委員会では，日本医学会編「医学用語辞典・英和，

和英」を刊行後，文部省との「医学用語標準化の調

査研究」ならびに厚生省との「レセプト電算処理シ

ステムに係わる傷病名監修」など，各担当省庁と連

携を計りつつ，今後の医学用語のあり方を模索，と

くに医学用語の標準化に向けての努力を行ってい
る．

2．分科会用語委員会

　1994年12月8日に，日本医学会各分科会の用語委

員を召集し，「日本医学会分科会用語委員会」を開催

した．本委員会では，文部省との連携による「医学

用語標準化の調査研究」，ならびに厚生省と共同の

「レセプト電算処理システムに係わる傷病名監修」

などの事業について経過報告を行うとともに，今後

の医学用語のあり方について論議した．

　文部省との「医学用語標準化の調査研修」につい

ては，各分科会に　1）新聞など一般社会において利

用される可能性のある医学用語，2）医学以外の学会

で利用される可能性のある医学用語，3）法令などに

出現する医学用語，の3項目にあてはまるものを選

定し，それらに基づいて本会編の医学用語辞典と照

合し，標準化のための作業を進めている．この作業

が完了すれば，医学用語の細部にわたる問題点が明

確になり，かつ一部は解決されるであろう．

　厚生省の「レセプト電算処理システムに係わる傷

病名監修」については，医学用語管理委員会でワー

キンググループを発足させ，具体的な検討を行った．

こうした傷病名の監修目的は，将来，診療報酬明細

書をコンピュータ処理し，便益に供するとともに，

審査などを行う際に役立つような傷病名の標準化に

ある．この監修にあたっては，各分科会の協力の下

に，短期間で作業を完了させることが出来た．なお

作業結果は，近い将来，出版（共同監修：「厚生省」

「日本医学会」，編集：「社会保険診療報酬支払基金」，

出版：「財団法人医療保険業務研究協会」）される予

定である．

　今後の医学用語管理のあり方として，常用漢字な
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らびにJISに関する問題がある．社会では，常用漢字

にはない略字が一般的に使用されており，これにつ

いては文部省の審議を経ない限り正字にならないと

いう難点がある．またこのような略字体が，ワープ

ロでは∫IS第二水準でしか採用されていないという問

題がある．これらの改善を推進すると共に，広く医

学用語標準化の検討が，今後の課題として考えられ

るであろう．

新規加盟学会審査制度検討委員会

　従来，4年ごとに学会の新規加盟学会の審査を行

ってきたが，1993年度に標記委員会を発足させ，小

泉明委員長の下で，そのあり方について検討を進め，

昨年度，中間報告が提出された．

　中間報告の内容は，1）加盟審査の背景事項：a．

日本医学会のあり方，b．部会別編成，2）審査の基

準：a．分科会としての独自性，b．会員構成，　c．活

動性，d．国際性，　e．審査の評価方法，3）常置委員

会の設置，の骨子から構成されている．特に，3）常

置委員会の設置は新たな提言であり，結論として

「常置委員会を設置するにあたっては，あらかじめ

審査の基本方針を作成し，常置委員会はそれに沿っ

て作業を行うのがよい」としている．また，「現行

の審査方式から常置委員会による審査に移行する場

合には，1995年6月に予定されている従来の方式に

よる加盟審査を先送りし，審査の基本方針が確定し

たのちに新方式による審査を開始すれば，起こりう

る混乱を避ける上で望ましいと思われる」と付言さ

れている．

　なお中間報告は，第62回日本医学会評議員会

（19952．28）で了承されている．

第102回日本医学会シンポジウム

　標記シンポジウムは，「糖尿病一発症のメカニズ

ムと合併症」と題して，平成7年6月15日（木10：

00～17：35）に，日本医師会館大講堂で開催される．

　プログラムは，次のとおりで，参加希望者は，日

本医学会まで申し込まれたい（参加費無料）．

1．糖尿病の現状と明らかにされつつある発症メカ

ニズム，1）日本人における糖尿病の実態（繁田幸男），

2）糖尿病発症における免疫学的機序（豊田隆謙），3）

NIDDMの成因とその分子異常（門脇　孝）

H．糖尿病合併症とその管理，4）細小血管症発症の

メカニズム（堀田　饒），5）網膜症の管理の進歩（堀

貞夫），6）糖尿病性腎症の管理の進歩（黒川　清），7）

神経障害の管理の進歩（松岡健平），8）動脈硬化症の

発症メカニズムと予防（山田信博）

皿．糖尿病治療の進歩，9）食品交換表の改訂と食事

療法のポイント（北村信一），10）インスリン療法の進

歩（七里元亮），ll）新しい経口糖尿病薬（兼子俊男）
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