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編集委員会よりお知らせ

づ

　日本不妊学会雑誌43巻2号（平成10年4月1日発行）より

投稿原稿の送付先を，日本不妊学会事務局から当分の間，編集

委員長（東邦大学医学部第1産科婦人科学教室）宛に送付くだ

さいますようお願い致します。なお，原稿を受領しましたら直

ちに受領証を送付しますので，2週間以内に未着の場合はご連

絡ください。万が一事務局に送付された原稿は編集委員長に転

送されます。

　論文の掲載については改めて編集委員長よりご通知致しま

す。
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一〒・438541東京都畑区大森西6－・・－1

　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科学教室内

　　　　　　日本不妊学会編集委員長

　　　　　　平　川　　　舜

　　　　　　Te103－3762－4151（代）内線3585（伊藤）

　　　　　　Fax　O3－3765－7671
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平成9年度第2回通常総会

平成9年度第2回通常総会は下記の如く東京都（新宿区）において開催され，森理事長を議長と

して各議案につき慎重審議の上採決を行った．

　　　日　　時　　　平成9年11月13日（木）13時一一　14時

　　場所　東京都：京王プラザホテル
　　開会当時の会員数　4，287名　　　　当日の出席会員数　2，161名（含委任状）

b

　　議　事

第1号議案：平成10年度事業計画および予算案に関する件

　定款第36条に定める平成10年度事業計画および予算案は，理事会，評議員会の原案通りとする

　ことを全会一致にて承認した．

の

第2号議案：日本不妊学会学術奨励賞に関する件

理事会および評議員会より推薦された下記の3名に平成9年度日本不妊学会学術奨励賞を授与す

　ることを全会一致にて承認した．

　　中野英之「輸送条件がマウス胚の発生に与える影響について一Transport　ARr方式に関する基

　　　　　　礎的検討一」

　林　克彦「ACQUISITION　OF　CLONED　BOVINES　OF　DEFINED　SEX　BY　REPEATED　CYCLES

　　　　　　OF　NUCLEAR　TRANSFER」

　吉田　淳「本邦の先天性精管欠損症と嚢胞性線維症の原因である△F508との関連についての研

　　　　　　究」

■

●

第3号議案：平成12年度学術講演会および総会に関する件

　平成12年度学術講演会および総会は，理事会および評議員会の原案通り，下記の如く開催するこ

　とを全会一致にて承認した．

　平成12年度　担当支部　関西支部

　　　　　　　　会　　長　守殿　貞夫

　　　　　　　　開催地　神戸市

第4号議案：名誉会員推薦の件

理事会および評議員会より推薦された下記1名につき審議の結果，全会一致にて名誉会員とする

　ことを承認した．

　　友吉　唯夫

■

鱒



第43回日本不妊学会総会および学術講演会

　　　　　　　　　　（第2回予告）

e 　下記により第43回日本不妊学会総会および学術講演会を開催いたしますので多数の方々がご参加下さ

いますようお願い申し上げます．

記

1　期　日：平成10年11月11日（水）理事会，幹事会

　　　　　　　　　　　　　12日（木）学術講演会，評議会，総会，総懇親会

　　　　　　　　　　　　　13日（金〉学術講演会，新理事会

H会場：鹿児島市民文化ホール
　　　　　　　　〒890－0062鹿児島市与次郎2－3－1（TEL：099－257－8111）

　　　　　　鹿児島サンロイヤルホテル

　　　　　　　　〒890－0062鹿児島市与次郎1－8－10（TEL：099－253－2020）

貞
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一般演題

　演題申込み資格

　　　講演者（共同発表者を含む）は本学会会員に限ります．会員以外の方は演題申込みと同時に，1998

　　年度会費（8，000円）を納入のうえ，会員になってください．

　演題申込み要領

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

　　　　　　　〒890－8520鹿児島市桜ケ丘8－35－1

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産科婦人科学教室内

　　　　　　　　　　　　　第43回日本不妊学会事務局

　　　　　　　　　　　　　TEL：099－2755423　FAX：099－265－0507

　　2．抄録は800字以内，図，表はつけないでください．

　　3．演題の申込みは1演者1題とさせて頂きます．

　　4．倫理面を充分に考慮した研究発表として応募ください．

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

　　　よび抄録用紙のコピー4部と共にお送りください．

　6．申込み締切日

演題発表形式

1998年（平成10年）5月30日（土）（必着）

　　口演発表のみといたします．

　なお，演題の採否，分類の決定は会長にご一任下さい．

参加申込方法

　　学会当日会場にて受け付けます．　学会参加費　10，000円　懇親会費　6，000円

1998年（平成10年）1月

第43回日本不妊学会

会長永　田　行　博
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平成10年度日本不妊学会学術奨励賞について

●

　日本不妊学会雑誌第42巻1～4号に掲載された原著論文で，その筆頭著者が掲載時に満

40歳以下である論文を対象に，平成10年度日本不妊学会学術奨励賞の推薦を受付けます．

推薦資格は，本学会の理事，評議員，大学教授，学会誌レフリーに限り，所定の書式に

よる推薦は平成10年4月末日まで受付けます．

　予備選考委員会および選考委員会で推薦された論文の中から3編の授賞論文を決定しま

す．筆頭著者には「（社）日本不妊学会学術奨励賞」賞状と副賞として各々に「日本不妊学

会オルガノン学術奨励賞」賞状および記念品，学術奨励金50万円を授与します．

●

　推薦は，本誌に綴じ込んだ所定の書式をご利用いただくか，または日本不妊学会事務局

へご請求下さい。記載内容についてご不明の点は，日本不妊学会事務局へお問い合わせ下

さい．

o

（記載内容）論文名　掲載された　巻号頁　　筆頭著者氏名と生年月日

　　　　　推薦理由　推薦者の署名捺印

推薦は，平成10年4月30日（木）までに（社）日本不妊学会事務局へお送り下さい．（消印有効）

（お問い合わせ・書式請求・推薦書送付先）

　　　　　〒102－0083　東京都千代田区麹町5－4　クロスサイド麹町ビル8階

　　　　　　　　　　　（社）日本不妊学会事務局

　　　　　　　　　　TEL　O3－3288－7266（ファクシミリ兼用）

●

矯

畠

■



ら

d

■

■

e

確

●

　　　　　　　　　日本不妊学会学術奨励賞推薦書

日本不妊学会理事長　殿

下記の論文を日本不妊学会学術奨励賞に推薦いたします．

（論文名）

日本不妊学会雑誌　第42巻　　．三号

（筆頭著者氏名　生年月日）

頁（平成9年　　月）

生年月日 年 月 日

（推薦理由）

平成　　　年　　　月

　　推薦者所属・現職

　　　　　　　氏名

日

印
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日本不妊学会雑誌
　　　　　第43巻　第1号

●

平成10年1月1日
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亀 日本不妊学会雑誌

第43巻第1号1998 《総　説》

■

遺伝子ノックアウトマウスにみられる卵

（卵胞）形成・卵成熟・黄体形成の異常症例

Abnormalities　of　O　ogenesis，　Folliculogenesis，　O　ocyte　Maturation　and　Corpora

　　　　　　　　　　　　Luteum　Formation　in　Knockout　Mice

● 　　　　　東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻動物生殖科学分野

三好和睦　　松本浩道　　佐藤英明
Kazuchika　MIYO　SHI Hiromichi　MATSUM　OTO Eimei　SATO

Animal　Reproduction　Unit，　Graduate　School　of　AgricultUre

　　　　Tohoku　University，　Sendai　981，Japan

●

●

　マウスでは，標的遺伝子改変技術を用いて特定遺伝子の機能を停止させた遺伝子ノックアウト動物

を作出することにより，個体レベルにおける遺伝子の機能解析がなされてきている．現在までに解析

された遺伝子ノックアウトマウスの中で生殖細胞系列，特に雌における卵（卵胞）形成，卵成熟，黄

体形成に影響のみられた遺伝子をリストアップし，異常症例を網羅した．

　GDF－9は，卵巣における卵胞形成に必要な成長因子であるとされた．p27Kpiの不在下では，2次卵胞

の黄体への成熟が阻害されたために，排卵が起きなかった．mosは，減数分裂の進行と第2減数分裂中

期における発生停止に必要であった．MLH　1ノックアウト雌から採取した卵子では，第2極体の放出

が観察されなかった．ATMノックアウト雌では，染色体における対合の異常と染色体の断片化のため

に減数分裂が阻害された．mosのようにカエルでの研究からマウスにおける機能も予想されたものも

あるが，GDF－9，　p27vaPi，　MLH　1，　ATMのように全く影響の予想されていないものも卵（卵胞）形成，

卵成熟ないし黄体形成に影響することが明らかになった．これを契機として従来の理解を見直す必要

もあるように思われる．

キーワード：卵形成，卵胞形成，卵成熟，黄体形成，ノックアウトマウス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．，43（1），1－8，1998）
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　染色体上の特定の遺伝子を改変する標的遺伝子改

変技術の発達により，生殖領域の研究も新しい局面

を迎えている．標的遺伝子改変はあらかじめ希望す

る形に改変した遺伝子を作製し，相同遺伝子組換え

を利用して，これと染色体上の元の遺伝子とを取り

換える技術であるが，この方法により，特定の遺伝

子の発現量を高めたり，逆に発現しなくすることが

できる．このような方法が可能なのは，現在のとこ

ろ，マウスに限られ，また技術的課題も多く残され

ているが，特定の遺伝子を機能させなくする，いわ

ゆる遺伝子ノックァウトにより，個体レベルにおけ

る遺伝子の機能解析がなされてきている．このよう

な中で，生殖細胞系列に発現のみられる遺伝子のみ

ならず，思いもかけない遺伝子が生殖細胞系列に関

与することが明らかにされてきている．

　現在までに解析された遺伝子ノックアウトマウス

の中で生殖細胞系列，とくに雌における卵（卵胞）形

成，卵成熟，黄体形成に影響のみられた遺伝子をリ

ストアップし，異常症例を網羅したい．

Fac

　骨髄の先天性疾患であるFanconi　anaemia（FA）の

原因遺伝子である．FA患者の細胞では染色体異常が

，



2（2） ノックアウトマウスの生殖細胞系列における異常症例

頻発し，アルキル化剤への反応性が高まる．FAは遺

伝的にA～Eの5グループあり，FacはグループCで

ある．Chenら1）は，Facのノックアウトマウスを作

製したところ，雌では卵巣が小さく，発育中の卵胞

や成熟した黄体がほとんどみられなかった．雄では

輸精管が空胞化し，巨大化した精子細胞がみられた，

cyclin　D2

　cyclin　DにはDl，　D2，　D3の3タイプがある．ヒ

トではcyclin　D2　mRNAレベルが高いと卵巣や精巣

が腫瘍になる．Sicinskiら2）は，cyclin　D2のノック

アウトマウスを作製したところ，雌では卵母細胞は

正常だが，穎粒膜細胞はFSHに反応せず，増殖不能

であることを示している．また，卵胞も発育せず，過

排卵を誘起しても排卵がみられなかったが，体外成

熟（IVM），体外受精（IVF），体外培養（】NC）をす

るとcyclin　D　2＋／一と同等の発生率で胚盤胞へ発生し

た．

connexin　37

　connexinは少なくとも13種からなるファミリー

のひとつでギャップ結合を構成するタンパク質であ

り，イオン，代謝産物，シグナル伝達物質の移動に

関与する．connexin　37は卵母細胞と顯粒膜細胞間に

存在する．Simonら3｝は，connexin　37のノックアウ

トマウスを作製したところ，正常卵胞は存在するがs

成熟（グラーフ）卵胞は出現せず，無排卵で，小さ

な黄体様構造が多く現われることを示している．

C－fOSとC－jun

　転写因子AP－1は，　FosとJunファミリー産物のヘ

テロダイマーか，Junファミリー産物のホモダイ

マーであり，細胞増殖やアポトーシスに関与してい

る．Roffler－Tarlovら4｝は，　c－fos5）とc－jun6｝のノックア

ウトマウスを用いて検討したところ，C－fOS欠損にお

いても成熟雌の卵巣および発生途中胚の組織は正常

であった．またTFosとJunのいわゆるダブルノッ

クアウトマウスを作製して解析しても，胚における

アポトーシスは誘導された，

GDF－9

　groWth　differentiation　factor－9（GDF－9）はTGF一β

スーパーファミリーに属する成長因子である．Dong

ら7）は，GDF－9のノックアウトマウスを作製したと

ころ，雌では2次卵胞の形成が阻害され，数層の扁平

な穎粒膜細胞をもつ卵胞嚢腫がみられた．また不妊

であった．血中FSHとLH濃度が，それぞれ正常型

の3倍と2倍だったが，FSHとLHのレセプターの

mRNAレベルに差はなかった．これらのことから，

GDF－9は初期卵胞形成に働く因子であるとされた．

日不妊会誌　43巻1号

Zp3

　Zp3は，透明帯を構成する分子量8，300の糖タンパ

クである．Liuら8）は，Zp3のノックアウトマウスを

作製したところ，得られた卵子は透明帯を完全に欠

失しており，そのために雌は不妊であった．一方，

Rankinら9）が作製したZp3ノックアウトマウスでは，

卵胞は正常で卵核胞（GV）期の卵子が存在するが，

透明帯を欠失し，放射冠細胞は無秩序に並んでいた．

卵核胞崩壊（GVBD）は進行するが卵丘一卵母細胞複

合体を維持できず，卵母細胞は卵丘細胞から分離し

た．過排卵処理で1匹あたり2個排卵したがZp3＋／＋

雌と交配させても2一細胞期胚は得られなかった．

plasminogen　activater

　plasminogen　activaterシステムは，排卵時に卵胞

壁を崩壊させる作用がある．Nyら10｝は，　plasminogen

activater（PA）（tPA；tissue－type　PA，　PAI－1；PA

inhibitor　1，uAP；urokinase　type　PA）のノックアウ

トマウス11・　12｝を用い，25日齢のゴナドトロピン投

与後のプラスミン活性を検討した．野生型における

活性は，PMSG投与では低いが，hCG投与では2～

8時間後に増加した．tPA欠損とPAI－1欠損の活性は

野生型と変わらなかったが，uAP欠損では野生型の

10％以下に低Fした．

apolipoprotein

　apo　A－1，　apo　A－II，　apo　Eは主要なHDLである．

HDLcholestery　esterの選択的取り込み経路では90％

以上のcholesterolがステロイド産生やcholesteryl

esterに使われる．　Plumpら13）は，apo　A－114），apo　A－

II15｝，apo　E16）のノックアウトマウスを用いて検討し

ているが，apo　A－IIおよびapo　E欠損では野性型と差

はなかったが，　apo　A－1欠損ではステロイド産生細胞

のchoresteryl　esterの蓄積は全くなかった，　apo　A－1

欠損の卵巣では黄体，間質でOil　red　Oに対する染色

性が弱く，apo　A－1はHDLcholesteryl　esterの選択

的取り込みに必須であることが示された．

A－myb

　転写を調節するDNA結合核タンパクで，　A－，　B－，

C－mybがある．Toscaniら17）は，A－mybのノックア

ウトマウスを作製したところ，雌ではbreast　tissue

（breast　ductal　epithelium）が発育せず，新生仔に授

乳できなかった．雄では精子形成において減数分裂

前期のパキテン期で分裂を停止した．

NGFI－A（Egr－1，zif1268，　Krox－24｝

　NGFI－Aはimmediate－early転写因子で，多くの細

胞において成長，分化，アポトーシスによる刺激で

速やかに誘導される．Leeら18）は，　NGFI－Aのノッ

●

■

●

■
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クアウトマウス19）を用いて検討したところ，NGFI－

AはLH一β転写の調節に影響していた．　NGFI－A欠損

マウスは2次的にLH一β欠損となり不妊となる．卵

巣を除去するとFSH一βは増加したが，LH一βmRNA

は変化なく，下垂体が阻害されていた．LH一βプロ

モーターのNGFI－A　siteは，　NGFI．Aとsteroidgenic

factor－1による相乗的活性化に必要であることが分

かった．

P27Kip1

　分子量27kDで，サイクリン依存キナーゼに阻害

的に働く．Kiyokawaら2°）は，　p27KPiのノックアウ

トマウスを作製したところ，体重が20　一　40％増加し

た．下垂体中葉が過剰に増殖しコブ状になるが，GH

またはIGF－1量は増加しなかった．さらに雌では，視

床卜部一下垂体一卵巣軸が障害を受け，黄体細胞の

分化が抑制され，発情周期は無秩序になり，不妊に

なった．一一’i方，Feroら21｝もp27ifiPiのノックアウト

マウスを作製したところ，すべての組織が大きくな

り，細胞数が増えていたが，内分泌異常はみられな

かった．胸腺の過剰増殖は，Tリンパ球の増殖を促

進し，T－cellのIL2反応性を高めた．また，下垂体中

葉腫瘍になった．p27を高レベルに発現している卵

胞から黄体への成熟過程は顕著に阻害され，排卵は

なく不妊であった．

mOS
　カエルにおいて，卵子の成熟開始，第1減数分裂

から第2減数分裂への進行および第2減数分裂中期

における停止に必須であり，また細胞増殖抑制因f’

の構成分子であることが明らかにされている．

CoUedgeら22）およびHashimotoら23＞により，mos

ノックアウトマウスから採取した卵子は成熟後に自

然に活性化されることが報告され，mosは第2減数

分裂中期における発生停止を引き起こすことにより

未受精卵の単為発生を防ぐことが示された．Choiらga）

もmosノックアウトマウスを作製し，それらのマウ

スでは減数分裂再開始過程でMAPK活性が一h昇しな

いことを示した．同様の結果は，Colledgeら25）およ

びHashimotoら26）のノックアウトマウスにおいても

確かめられている．Choiらは，第1減数分裂の結果，

しばしば異常に巨大な極体が放出されるのを観察し

た24）．また，ノックアウトマウスでは，成熟分裂に

おける紡錘体24・26），微小管25）および染色質2526｝の

形態異常も観察されており，第2減数分裂中期に達

した卵子が活性化された結果，第3減数分裂中期へ

と移行することが示された25・　26）．mosノックアウト

はMPF活性には影響せず，第1極体放出後に38％の

（3）3

卵子で第2減数分裂を経ずに前核が形成された26）．

これらの結果から，mosはMAPKの活性化に必要で

あり，mos／MAPK経路は減数分裂における紡錘体，

微小管および染色質の形態維持と第1極体の大きさ

および計画的消失の調整に必要であることが示され

た．また，mosはMPF活性とは無関係であるが，第

1減数分裂後のMPFの再活性化に必要であることが

示された．

MLHl
　DNA複製における組み合わせのミスを修正する

DNA　mismatch　repair　geneのひとつである．ヒトで

は第2染色体に存在し，その突然変異は遺伝性直腸

ガンの原因となる．mismatch　repair　geneの産物が

減数分裂においても重要な役割を果たしていること

を示す報告がある．Edelmannら27｝はMLH1のノッ

クアウトマウスを作製し，雌雄ともに不妊であるこ

とを明らかにした．Bakerら28）により作製された

MLH1のノックアウトマウスでも同様であった．こ

れらの雄では、精母細胞の第1減数分裂がパキテン

期で停1ヒした27・　28｝，MLH1欠損雌の卵巣は野性型と

比べて明らかに小さく，卵胞もごく少数しかなかっ

たが，いくつかの黄体が観察されたことから，排卵

は起き得ることが示唆された28｝．欠損雌を過排卵処

理することにより過排卵処理した野性型と同程度の

排卵卵子が得られたが，これらの卵r一では第2極体

の放出が観察されなかったことから，減数分裂を完

遂していないことが示唆された27）．MLH1は，精母

細胞および卵母細胞の減数分裂期における染色体の

交叉部に偏在していた28｝．これらの結果から，MLH1

は減数分裂の進行に必要であることが示された．

Hsp　70－2

　細胞質，ミトコンドリアおよび小胞体におけるタ

ンパク質の折り畳み，輸送，組み立てを支持する

シャペロンである7（＞kDa　heat　shock　proteinのひと

つである．精子形成時の減数分裂において，パキテ

ン期の精母細胞に高レベルに発現する．Davidら29｝

はHsp　70－2のノックアウトマウスを作製したとこ

ろ，雄では精母細胞における合糸期の遅れに起因す

る減数分裂進行の異常が観察された．核およびゲノ

ムDNAの分析を行った結果，このような減数分裂の

阻害は，精母細胞におけるアポトーシスの急激な増

加によるものであった。そのため成熟した精子が生

産されず，雄は不妊となった．しかし，雌では減数

分裂および生殖能力に影響はみられなかった．これ

らの結果から，Hsp　7（L2は雌の生殖機能には関与し

ないことが示された．
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ATM
　DNA代謝および細胞周期におけるチェックポイン

トの調整にかかわるキナーゼのひとつである．突然

変異により，ヒトの遺伝病である失調性毛細管拡張

症を起こす．Xuら3°）はATMのノックアウトマウス

を作製したところ，染色体における対合の異常と染

色体の断片化のために，減数分裂がprophase　Iの接

合期／パキテン期で阻害された．これらの結果から，

ATMは減数分裂の進行に必要であることが示された．

おわりに

　今回，多少とも生殖に関係のみられたFac，cyclin

D2，conexin　37，c－fos，　c－jun，　GDF－9，　Zp3，　Plasmi－

nogen　activator，　apo　A－1，　A－myb，　NGFI－A　，　p27kiPi，

mos，　MLH1，Hsp　70－2，ATMについて紹介したが，

このうち，GDF－9，　p27照Pi，mos，　MLH　1，　ATMの遺

伝子ノックアウトマウスで卵（卵胞）形成，卵成熟

ないし黄体形成に異常が観察された．mosのように

下等動物での研究からマウスにおける機能も予想さ

れたものもあるが，GDF－9，p27KPi，MLHI，　ATMの

ように全く影響の予想されていないものも卵（卵胞〉

日不妊会誌　43巻1号

形成，卵成熟ないし黄体形成に影響することが明ら

かになった．これを契機として従来の私達の理解を

見直す必要もあるように思われる．

　遺伝子ノックアウトマウスによる解析方法が開発

される以前は，生理現象一調節因子の想定一アッセ

イ系の確立一分離・精製一構造決定という流れで，

調節因子が同定されてきた．最近のインヒビンの発

見はまさにそのようにして同定されてきたものであ

る，今後は従来の研究手法に加えて，遺伝子からの

発想も大きなウエイトを占めるようになるだろう．

また，他の領域の研究の中で作製されたノックァウ

トマウスの解析から卵（卵胞）形成，卵成熟ないし

黄体形成にかかわる因子が明らかになる機会も増え

るだろう．

　一方，今後は従来の手法で明らかになった事実と

遺伝子ノックアウトで明らかになった事実が食い違

う場合もでてくると予想される．そのような研究を

踏まえ，何が本当の事実なのかを明らかにすること

も必要になると予想される．卵（卵胞）形成，卵成熟

ないし黄体形成の調節についても，情報を集積し，そ

の理解を深める努力が必要になっていると思われる．

り

o

■
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表1　ノックアウトした遺伝子とその卵（卵胞）形成，卵成熟および黄体形成への影響

遺伝∫ 遺伝子メモ 遺伝子ノックアウトの影響 文献

Fac 骨髄の先天性疾患Fanconi　anaemia

（FA）の原因遺伝子．　FA患者の細胞

では染色体異常が頻発する．FAは遺

伝的にA－・Eの5グループあり，Fac

はグループCの原因遺伝子．

卵巣は小型化し，発育中の卵胞や黄　　1）

体はほとんどみられない． ●

cyclin　D2 Dl，D2，D3の3タイプのあるcyclin

Dのひとつ．ヒトではcyclin　D2

mRNAレベルが高いと卵巣や精巣が

腫瘍になる．

穎粒膜細胞のFSHへの反応性が低　　2）

下する．穎粒膜細胞は増殖せず，卵

胞も発育せず，不妊となる．IVM，

IVF，】［VCをするとcyclin　D2＋／一と同

率に胚盤胞へ発生する．

connexin　37 卵母細胞と穎粒膜細胞間のギャップ

結合を構成するタンパク質であり，

イオン，代謝産物，シグナル伝達分

子を拡散移動させる．

成熟（グラーフ）卵胞が出現せず，　3）

無排卵で，小さな黄体様構造が多く

現われる．

砲

C－fOS，　C－jun 転写因子AP－1は，　FosとJunファミ

リー産物のヘテロダイマーか，Jun

ファミリー産物のホモダイマーであ

り，細胞の増殖やアポトーシスに関

与している．

c－fos欠損でも成熟雌の卵巣は正常で　　4）

あり，FosとJunの両方欠損した胚

でもアポトーシスは誘起される．

ゆ

GDF－9 TGF一βスーパーファミリーに属す　2次卵胞の形成が阻害される．初期　　7）

る成長因子の遺伝子．　　　　　　　　卵胞形成に働く因子と考えられた．

■
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ZP3 透明帯を構成する主要な糖タンパ 卵子は透明帯を完全に欠失し，不妊 8）

ク． となる．

卵胞は正常でGV期の卵子が存在す 9）

るが，透明帯を欠失し，放射冠細胞

は無秩序に並んでいる．GVBDは進

行するが卵丘一卵母細胞複合体を維

持できず不妊となる．

plasminogen　ac廿vater plasminogen　activaterシステムは排 プラスミン活性は，tPA欠損とPAI－1 10）

（PA） 卵時に卵胞壁を崩壊させる． 欠損では野生型と変わらず，uAP欠

（tPA；dssu〔＞type　PA 損では野生型の10％以下に低下し

PAI－1；PA　inhibitor　1，
た．

uAP；urokinase　type

PA）

apo　A・1，　apo　A・II，　apo　E apoA．L　apoA，II，　apoEは主要な apo　1レII，　apo　E欠損では変化なし． 13）

HDLである．　HDLはcholestero1を apo　A－1欠損ではステロイド産生細胞

細胞内に輸送し，ステロイド産生に のchoresteryl　ester蓄積は全くなく，

利用される． 卵巣の黄体，間質におけるOil　red　O

の染色性が低下した．

A－myb A，B－，　C－mybがある．転写を調節 雌ではbreas面ssue（breast　ductal 17）

するDNA結合核タンパク． epithelium）が発育せず，新生仔に授

乳できない．雄では精子形成が阻害

される．

NGFI－A　　　　　　　NGFI．Aはimmediate｛…arly転写因子

（Egr－1，　zif／268，　Krox－24）で，多くの細胞において成長，分化，

　　　　　　　　　　　アポトーシスによる刺激で速やかに

　　　　　　　　　　　誘導される．

NGFI－AはLH－　B転写の調節に影響　　18）

しており，LH一β欠損となり不妊と

なる．

●

P27Npi 分子量27kD．サイクリン依存キ
ナーゼの阻害作用を示す．

体重が20～40％増加した．下垂体中　　20）

葉が過剰に増殖しコブ状になる．雌

では，黄体細胞の分化が抑制され，

発情周期が無秩序になり，不妊にな

る．

すべての組織が大きくなり，細胞数　21）

が増えていたが，内分泌異常はみら

れない．下垂体中葉は腫瘍になっ

た．卵胞から黄体への成熟過程は顕

著に阻害され，排卵がなく不妊で

あった．

mOS カエルでは卵子の成熟開始，第1減

数分裂から第2減数分裂への進行，

第2減数分裂中期における停止に必

須であり，細胞増殖抑制因子の必須

成分．

成熟後，卵子は精子の刺激なしに活　　22）23）

性化された．

減数分裂中，MAPK活性の上昇はみ　24）25）

られなかった．　　　　　　　　　　26）

◆ 第1減数分裂後，しばしば異常に巨　24）

大な極体が放出された．

紡錘体の形態異常． 24）26）
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微小管の形態異常． 25）

染色質の形態異常． 25）26）

第3減数分裂中期への移行．

GVBD，第1極体の放出，　MPF活性 26）

に影響なし．第1極体放出後に前核

形成．

MLHI　　　　　　　　DNA複製における組み合わせの ミ 雌雄とも不妊． 27）28）

スを修正するDNA　mismatch　repair 精母細胞の第1減数分裂が阻害され

geneのひとつ．ヒトでは第2染色体 た．

にあり，その突然変異は遺伝性直腸

ガンの原因となる． 過排卵処理により得られた卵子では， 27）

第2極体の放出がみられなかった．

Hsp　70－2　　　　　　　細胞質，ミトコンドリアおよび小胞 雌における減数分裂，生殖能力とも 29）

体におけるタンパク質の折り畳み， に影響なし．

輸送，組み立てを支持するシャペロ

ンである70－kDa　heat　shock　protein

のひとつ．精子形成時の減数分裂に

おいて，パキテン期の精母細胞に高

レベルで発現する，

ATM　　　　　　　　DNA代謝および細胞周期のチェ ツ 減数分裂が接合期／パキテン期で阻 30）

クポイントのコントロールに関わる 害された．

キナーゼのひとつ．突然変異により

ヒトの遺伝病である失調性毛細管拡

張症を起こす．
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◎

　　Gene　targeting　in　embryonic　stem　cells　allows　specific　mutatiens　to　be　introduced　into　the　germ　line　in

virtually　any　genes　so　that　the　gene　function　can　be　studied　by　mutationa】analysis　in　vivo．　In　the　mouse，　by

using　this　technology，　functions　of　various　genes　have　been　shown．　This　review　aims　to　introduce　the　genes

which　are　related　with　reproduction，　especially　oogenesis，　folliculogenesis，　oocyte　maturation　and　corpora　lu－

teum　formation　in　female．　GDF－9　was　identified　as　an　oocyte－derived　growth　factor　required　for　ovarian

folliculogenesis．　The　absence　of　p27「aPi　causes　an　ovulatory　defect　because　maturation　of　secondary　ovarian

■
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follicles　into　corpora　lutea　is　markedly　impaired．　Mos　was　necessary　for　progress　of　meiosis　and　metaphase

arrest　of　oocytes　at　meiosis　II．　Formation　of　a　second　polar　body　is　not　observed　in　eggs　from　MLH　I－deficient

females．　In　ATM－deficient　females，　meiosis　is　arrested　at　the　zygotene／pachytene　stage　of　prophase　I　as　a　result

of　abnormal　chromosomal　synapsis　and　subsequent　chromosome　fragmentation．　The　fUnction　of　mos　in　the

mouse　could　be　predict　from　results　in　Xenopus．　However，　other　genes（GDF－9，　p27KPi，　MLH　I　and　ATM）had

unexpected　functions　in　reproduction，　suggesting　that　we　have　to　reconsider　roles　of　these　genes．

Key　words：oogenesis，　folliculogenesis，　oocyte　maturaUon，　corpora　luteum　formation，　knockout　mouse
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Abstract　：　The　effects　of　RU486（RU）on　the　time　of　the　onset　of　pa血rition　was　exarnined　in　the　rabbits

in　which　the　blood　progesterone（P）1evel　had　been　maintained　high丘om　the　end　of　pregnancy　to　the　full

term　of　the　pregnancy，　From　the　29th　day　of　pregnancy（Day　29）to　Day　31，5mg　P　was　intramuscularly

i皿jected　at　24－hour　intervals．　In　addition，50　mg　RU　was　subcutaneously　injected　at　24hour　intervals　from

Day　31　to　the　onset　of　parturition．　In　the　control　group，　sesame　oil，　the　solvent　of　RU，　was　administered　in

the　same　manner．　In　the　control　group，　parturition　began　60～90　hours　after　the　first　administration　of

sesame　oil．　In　the　RU　group，60f　the　7　animals　started　parturition　during　the〔沁our　period　between　42

and　48　hours　after　the　first　administration　of　RU．

These　results　show　that　the　variation　in　the　onset　of　parturition　can　be　reduced　by　administration　of　RU　to

the　rabbits　in　which　the　blood　P　level　was　maintained　high　up　to　the　full　term　of　the　pregnancy．

Key　words：parturition　control，　RU486，　rabbit

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），9－12，1998）
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　　Glucocorticoid1｝，　prostaglandin2），　and　oxytocin3）

have　1〕een　used　to　induce　partUrition．　Recently，　RU486

（RU），acompetitive　progesterone（P）antagonist，　for

hlduction　of　parturition　has　been　stUdied4’7）．　In　these

studies，　however，　RU　was　administered　around　the

end　of　pregnancy，　causing　varied　timing　of　partUrition

among　individuals．　We　have　attempted　to　more　strictly

control　the　timing　of　parturition　using　RU，　i．e．，　to　re－

duce　the　variation　in　the　timing　of　pa血1rition．

　　In　this　study，　we　prepared　model　animals　of　rabbits

in　which　the　blood　P　level　was　maintained　high　up　to

the　fUll　term　of　the　pregnancy　by　P　administration　in

the　end　of　pregnancy．　We　attempted　to　induce　partu－

rition　in　the　model　rabbits　using　RU，　and　succeeded

in　reducing　the　variation　in　the　onset　time　of　parturi－

tion．

Materials　and　Methods

The　animals　used　in　this　stUdy　were　matUre　female

Japanese　white　rabbits　weigh㎞g　2．8～3．2　Kg．　The　ani一

mals　were　purchased　from　a　commercial　breeder

（Saitama　Experimental　Animal　Supply　Co　Ltd，

Saitama，　Japan），and　fed　in　ind董vidual　cages　for　one

month　before　the　experiment．　These　animals　were

mated　with　mature　male　rabbits，　and　immediately　ai－

terwards，75　iu　hCG　was　intravenously　injected　to　in－

duce　ovulation．　The　day　of　induction　of　ovulation　was

designated　as　Day　O．　On　Day　11，　the　animals　were

laparotomized　by　excision　of　3～5cm　on　the　median

line　under　general　anesthesia　with　Nembuta1（Abbott

Laboratories，　North　Chicago，　IL，　USA），and　the　pres－

ence　of　implanted　fetUses　in　the　uterus　was　confirmed．

　　From　Day　29　to　Day　31，5mg　P　was　intramuscu－

1arly　injected　at　24－hour　intervals．　From　Day　31　when

the　pregnancy　term　was　completed　to　the　onset　of　par－

turition，50　mg　RU486（Mifepristone，　developed　by

Roussel－Uclaf，　Paris，　France）was　subcutaneously　in－

jected　at　24－hour　intervals　to　the　animals　in　the　RU

administration　group．　Sesame　oil（2．5　ml），which　was

the　solvent　of　RU，　was　injected　into　the　rabbits　in　the

control　group　ill　the　same　manner．　The　onset　t㎞e　of

parturition　was　carefully　observed　in　the　animals　of

●
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the　RU　administration　and　control　groups。　On　Day　35，　　animals　began　parturition　during　the　6－hour　period

these　animals　were　laparotomized　under　general　an－　　between　42　and　48　hours　after　the　first　administration

esthesia，　and　the　presence　or　absence　of　fetuses　re－　　of　RU．　The　mean　time　up　to　the　onset　of　parturition　in

maining　in　the　uterus　was　examined．　　　　　　　　　the　RU　administration　group　was　42．6　hours　after　the

　　RU　was　dissolved　according　to　the　method　de－　　first　administration、

scribed　in　a　previous　report8）．　RU　was　first　dissolved　　　　Twenty－five　of　the　290ffspring　obtained　in　the　con－

in　ethanol，　to　which　sesame　oil　was　added，　and　etha－　　trol　group　were　stillbom．　On　the　other　hand，　the　of卜

nol　was　evaporated　in　water　bath．　The　concentration　　　spring　obtained　in　the　RU　administration　group　were

of　RU　in　sesame　oil　was　adjusted　to　20　mg／ml．　　　　　alive　at　the　time　of　parturition．

　　Onset　time　of　parturition　between　control　and　RU　　　　From　Day　31，　RU　or　sesame　oil　was　administered

injected　group　was　statisticaUy　analyzed　by　Studentls　　　at　24－hour　intervals．　It　was　shown　that　in　parturition

t－test．　Difference　was　considered　signi丘cant　when　P　　　begun　within　50　hours　after　Day　31，0ffSprhlg　are　alive，

value　was　less　than　O．05．　　　　　　　　　　　　　　　　　but　it　is　difficult　to　obtain　live　offspring　in　parturition

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thereafter．　At　the　time　of　laparotomy　on　Day　35，5fe－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Res巳」的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tuses　were　found　alive　in　the　uterus　of　one　animal　of

　　Table　l　shows　the　results　of　this　study．　In　the　6　ani－　　the　RU　administration　group．

mals　of　the　control　group，　the　onset　ofparturition　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I）㎞cussionnot　observed　within　60　hours　after　the　first　adminis－

tration　of　sesame　oil．　The　onset　of　parturition　was　ob－　　　In　spontaneous　parturition　in　many　species，　the

served　in　4　animals　within　70　hours　after　the　first　ad－　　blood　P　level　is　reported　to　decrease　preceding　its　on－

ministration　of　sesame　oil，　in　l　animal　within　80　hours，　　set917）。　The　induction　of　parturition　by　RU　can　be　ex－

and　in　l　animal　within　90　hours．　In　the　6　animals　of　　plained　by　binding　of　RU　to　P　receptors　as　a　competi－

the　control　group，　the　mean　time　from　the　first　ad－　　tive　P　antagonist，　causing　the　same　effects　as　reduc－

ministration　of　sesame　oil　to　the　onset　of　parturition　　tion　of　P　in　the　uterine　smooth　muscle．　Attempts　have

was　69．4　hours．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　been　made　not　only　to　induce　parturition　but　also　to

　　On　the　other　hand，　of　the　7　animals　of　the　RU　ad－　　control　the　timing　of　birth　by　administration　of　RU　to

ministration　group，　parturition　began　in　l　anima130　　animals　in　the　end　of　pregnancy47）．The　time　between

～40hours　after　the　first　administrat量on　of　RU　and　in　　administration　of　RU　and　the　onset　of　parturition　was

the　remaining　6　animals　within　50　hours．　Six　of　the　7　　reported　to　vary　among　individuals．　Reduction　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　l　Birth　disthbution　of　rabbits　treated　with　RU486

　　　　　　　　　　　No．　of　　　Birth　distribution　after　the　　Average　interval　　　　Total　　　　Total

Group　　　rabbits　　　first　oil　or　RU486　injection　　between　the　first　oil　　No．　of　　　　No．　of

　　　　　　　　　　　examined　　　　（％cumulated）　　　　　or　RU486　injection　　　live　　　　　stillbon

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　onset　of　　　　newborn　　　young

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　parturition±SD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（hrs．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～60hrs．　0（0％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～70hrs．　4（67％）　Control　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69．4±7．7　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～80hrs．　5（83％）（oil－injected）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～90hrs．　6（100％）．，○，・鯨．…●，や．，，o・曹■置暉齢■「「，■■●■■■●o幽9，ゆ，●Q，1，」「，■o，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～30hrs．　0（0％）

　RU48〔シinjected　7a）　　　　　　　～40hrs．1（14％）　　　　　　42．6±4．4★　　　　　　　39　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～50hrs．　7（100％）

a）In　one　case　out　of　7　rabbits，5fetUSeS　were　alie　in　the　uteruS　when　laparotomy　was　pe血㎜ed　at　Day　35．

★ Significantly　dif艶rent（Pく0．01）with　the　control　group．
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variation　of　partUrition　timing　remained　unsolved．　This

study　demonstrated　that　the　variation　in　the　onset　of

parturition　could　be　reduced　by　administration　of　RU

to　the　animals　in　which　the　blood　P　level　had　been

maintained　high　up　to　the　full　term　of　the　pregnancy

by　exogeneous　administration　of　P．　That　the　timing

of　the　onset　of　parturition　can　be　more　strictly　con－

trolled　is　thus　shown　in　this　study．
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抗プロゲステロン製剤，RU486を用いた家兎の分娩時刻の調節

日本大学生物資源科学部獣医生理学研究室

　　　　　遠藤克，金山喜一

　妊娠末期から妊娠満期まで血中プロゲステロン（P）濃度を高値に維持した家兎にRU486（RU）を投与して分娩

発来時刻を検討した。妊娠29日（Day　29）からDay　31まで24時間間隔で5mgのPを筋肉内に投与した。さら

にDay　31から分娩発来まで50mgのRUを筋肉内に投与した。対照区にはRUの溶媒であるゴマ油のみを同

様に投与した。対照区では初回のゴマ油投与後60～90時間にかけて分娩が発来した。RU投与区ではRUの

初回投与後42～48時間の6時間の間に7例中6例が集中して分娩を発来した。

　以上のように妊娠満期まで血中P濃度を高値に維持した家兎にRUで分娩を誘起すると，分娩発来時刻の

バラツキを小さくできることを示した。

キーワード：parturition　control，　RU486，　rabbit
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　精液中の活性酸素reactive　oxygen　species（ROS）を抑制する新しい方法として，ethylcysteine（EC）

に注目し検討を加えた．まず妊孕性のある健常男性のROSを測定し，そのcut－off値を設定した．次に

無精子症と膿精子症を除く男性不妊症患者のうち，ROSの上昇を認める患者を選択した．これらの患

者において，精液にECを加えたもの（EC群）と加えないもの（control群）とを準備し，各々培養し

た．

　EC群では，培養40分後に有意にROSの低下を認め，培養80分後には，培養40分後に比較してさ

らに有意にROSの低下を認めた，またECの濃度が高い程，有意なROSの低下を認めた．

　ECは精液中のROSを，明らかに時間および濃度依存性に抑制した．今後ROSの上昇を伴う男性不

妊症患者の治療薬として，その臨床応用が期待される．

キーワード：男性不妊症，活性酸素，エチルシステイン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．，43（1），13－16，1998）
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緒 言

　特発性男性不妊症の成因に関しては，これまでに

種々の研究がなされているが，いまだ解明されてお

らず，このため有効な治療法が見いだせていないの

が現状である1）．近年，産婦人科領域にて，assisted

reproductive　technology（以下Alrrと略す）が著し

く進歩したため，特発性男性不妊症の泌尿器科的治

療の役割は低下したかにみえる．しかし，特発性男

性不妊症の成因に関する研究により，泌尿器科的に

治療可能な不妊症の範疇を少しでも拡大し，出来う

る限り自然妊娠を目指してゆくことが，泌尿器科医

の役割として重要であることに変わりはないものと

考える．最近精子機能障害の原因の一つとして，精

液中の活性酸素reactive　oxygen　species（以下ROS

と略す）の上昇が注目され，種々の検討がなされて

いる2－6）．精液中のROSは，精子の細胞膜の脂質過

酸化反応を引き起こし，精子の運動率や受精能の低

下をきたし，男性不妊症の原因になることが判って

きた4－6）．そこで今回我々は精液中のROSを抑制す

る新しい方法として，還元作用を有し，内服の喀疾

溶解剤として古くから用いられ安全性の確立してい

るethylcysteine（以下ECと略す）に注目し，その

in－vitroでのROS抑制効果を検討した．

対 象

まず，過去2年以内に挙児を得，妊孕性の確認され

ている健常男性10名を選んだ．年齢は26・一一　36歳，

●
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表培養前後の精液中ROSの変化

日不妊会誌　43巻1号
■

　control群

963．0±20896

EC（1．Omg／ml） EC（5．Omg／ml）

培　養　前

40分培養後

80分培養後

1141．4±2607．4

870．4±1503．2

2089．6 963．

p＜0．01

2607．4 118

P〈0．005

1503．2 56．

963．0±2089．6

118．2±313．5

563±203．8

963．0±2089．6

●

P〈O．001

p＜0．05

64．4±225．3

P＜O．001

P＜e．Ol

30．1±106．8

■

（単位：×10r　counts／107　Viable　spermatozoa）

平均32．7歳であった．次に，1996年4月から1997年

3月までに当科の不妊外来を受診した患者のうち，

無精子症を除き，かつperoxydase　testで膿精液症を

除外した患者71名を選択した（膿精液症とは，精液

1ml中にperoxydase陽性の白血球が100万以上認

められる状態である）．これらの患者の年齢は22～

49歳で，平均33．9歳であった．

方 法

　まず健常男性のROSを測定し，ROSの正常値の

設定を行った．次に不妊外来で選んだ71名のROSを

測定し，ROS上昇を認める患者を選択した．　ROSは

luminolに対するchemiluminescent　signa1として

MTP－readerにより測定した2），続いてROSヒ昇を認

めた男性不妊症患者の精液を種々の濃度のEC値と

ともに培養し，0，40および80分後にROSを測定

した．EC液はhuman・tubal・fluid7）（以FHTFと略す）

に溶解し，1．0および5．Omg／mlの二種の濃度を用意

し，精液とともに培養した．なお，コントロール群

として精液にHTFのみを加えたものを準備した．な

お，検定にはWilcoxon　signed　rank　testを用いた．

結 果

1）ROSの正常値の設定：妊孕性の確認された健常

　男性のROSはmean±2SDで，0．5±3．6×
　104counts／107viable　spermatozoaであった（以下×

　10‘counts／lO7viable　spermatozoaは略す）．　mean

　十2SDで4．1であり，cut　off値を5と設定した．

　なお文献上にもmean十2SDで5以上をROSの有

　意な上昇としている場合が多く，我々の結果もこ

　れを支持するものと思われた8）．

2）ROS上昇を認める男性不妊症患者の選択：当科

　の不妊外来で選んだ71名の患者のうち，ROS上昇

　を認めた患者は，33名（46．5％）であった．年齢は

　22　一一　4gue，平均34．8歳で，内訳は特発性男性不妊

　症14名，精索静脈瘤12名，閉塞性無精子症（術後）

　3名，その他4名であった．

3）ECによるin　vitroでのROS抑制効果（表）：

　上記33名の精液中のROSは，培養前で963．0±

　2089．6であった．コントロール群では，40分培養

　後に1141．4±2607．4と軽度のROS上昇を認めた

　が有意ではなく，80分培養後には870．4±1503．2

　と軽度の下降傾向を示したが，こちらも有意では

　なかった．これに対しEC群では，40分培養後に，

　EC1．Omg／m1群およびEC5．Omg／ml群のいずれに

　おいても有意なROSの低下を認めた（各々p〈

　0．01，p＜0．001）．またEC群各々において，培養

　40分後と80分後を比較してみると，いずれも時間

　の経過とともに明らかに優位なROSの低下が認

　められた（各々p＜O．005，p＜0．001）．さらに培養

　40分後と80分後の各々においてEC　1．Omg／m1群お

　よびEC　5．Omg／ml群とを比較してみると，明らか

　に濃度の高い方がROSの抑制効果が有意に強

　かった（各々p＜O．05，p〈0．01）．即ち，ECはin

　vitroにおいて濃度および時間依存性にROSを低下

　させることが示された．

考 察

　精液中のROS即ちhydrogen　peroxide，superoxide

anion，　hydroxyl　radicalなどの上昇が、男性不妊症患

者において認められることが示されてより3・9，10），

ROSによる精子機能の障害に関する研究が進んでき
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た．ROSは精子自体でも少量ながら産生され，精f

の先体反応を起こす作用を持つことが示されており

11），その生理的意義も検討されつつあるが，白血球

の存在や過度のoxidative　stressで精液中のROSが過

剰になると，精子の細胞膜の脂質過酸化反応を引き

起こし，精子の運動率や受精能の低ドをきたし，男

性不妊症の原因になることが判ってきた4・12）．この

ため特発性男性不妊症において，ROS上昇がその

etiologyの一つとして注目されている．精液中の白

血球の存在に関しては，精路の感染を意味するので

感染症の治療が第一であり，今回の検討からは除外

した．

　何らかのoxidative　stressにより，過剰になった精

液中のROSを除去するために，生理的には精漿中に

superoxide　dismutase，　glutathione　peroxidase／reduc－

tase，　catalaseなどのscavengerが存在するが，男性

不妊症患者ではこのscavengerの値が低下している

ことが最近明らかになった13）．また，ARTの際に

種々の方法でより良い精子の回収を行うが，いずれ

の場合も遠沈が必要であり，この操作もROSを上昇

させることが判っている2）．このような理由により，

男性不妊症患者においては，ROSを低下させる作用

のある薬剤を使用する必要性が高まっている．

　これまでにROSを低下させる作用のある薬剤として

は，vitamin　Eやglutathioneが報告されている14－18）．

これらの薬剤の内服で，ある程度精子機能の改善を

認めたと報告されているが，臨床上の効果に関して

は，いまだ確たる結論が出ていないのが現状である

16）．臨床上の効果を疑問視する最大の理由としては，

vitamin　E　，　glutathione内服後の薬物の体内動態を検

討したところ，精漿中ではその薬物濃度のヒ昇を認

めず，血漿中においてのみ薬物濃度の上昇を認めて

いる点が挙げられている16｝．しかし，血漿中の薬物

濃度がh昇すれば，その薬物は血液一精巣関門まで

は到達しうる．すなわち精細管の基底区域まで到達

することになる．精細管の管腔側区域への輸送はセ

ルトリ細胞を介する必要があるが，セルトリ細胞は造

精細胞の増殖分化を助ける支持的な機能を有してお

り，scavengerとしての機能を有するvitamin　Eなど

の薬物は，血液一精巣関門を越えて射出前の精巣内

の精子に対して充分に作用可能であろうとKesso－

poulouらは推論している18）．臨床上の効果を疑問視

するもう一つの理由としては，　vitamin　E，　glutathione

内服後にzona　binding　assayなどにより受精能の改

善が認められたと報告されているが，ROSの明らか

な低下が認められていない点が挙げられる16｝．この

（15）15

点は今後の検討が待たれるが，精f’の細胞膜に対し

て薬剤が直接に作用し，脂質過酸化反応を抑制する

メカニズムが存在する可能性も示唆されている18）．

今後こうした薬剤の作用のメカニズムに関する研究

が必要であるが，ROSを抑制する薬剤の必要性も高

まっており臨床的検討も急務である．

　今回使用したECには，強力な還元作用があり，そ

のメカニズムにより，精液中のROSを低下させると

考えられた．in　Vitroの結果では，濃度および時間依

存性に明らかにROSを低下させることが示されてお

り，その有効性が期待される．今後は精子機能に対

する検討を加え，より臨床応用に近づける必要があ

ると考える．ECは喀疾溶解剤として古くから用い

られ，安全性の確立された薬剤であり，ROSを低下

させる内服薬として，今後の臨床応用には何ら問題

がないと思われる．現在の臨床的有効性に関して検

討中である．

（本論文の要旨は，日本アンドロロジー学会第16回

学術大会（1997年7月，横浜）において発表した．）
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」「nVitro　Scavenging　Effect　of　Ethylcysteine　Against　Reactive　Oxygen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Species　in　Human　Semen

Michinoshin　Akiyama，　Atsushi　Nagai，　Hironobu　Akiyama，　Tadashi　Oeda　and　Hiroyuki　Ohmori

Department　of　Urology，　Okayama　University　Medical　School，

　　　　　　　　　　　　　　　　Okayama　700，　Japan

　　Anew　approach　to　reduce　the　level　of　reactive　oxygen　species（ROS）in　human　semen　by　using　ethylcysteine

（EC）was　evaluated．　At　first，　ROS　levels　of　healthy　fertile　men　were　examined　and　the　cut－o丘1evel　was　estab－

lished．　Then　excluding　azoospermia　and　pyospermia，　male　infertile　patients　with　high　levels　of　ROS　were　cho－

sen．　After　that　semen　samples　ffom　these　patients　were　incubated　with　or　without　EC．

　　ROS　levels　decreased　significantly　after　40　minutes　incubation　with　EC．　This　reduction　was　significantly

greater　after　80　minutes　incubation　with　EC．　In　addition，　a　markedly　dose－dependent　reduction　by　EC　was

observed，

　　EC　signi且cantly　reduced　ROS　levels　in　human　semen　time－dependently　and　dose－dependently．　In　conclusion，

EC　might　be　useful　for　the　treatment　of　male　infbrtility　patients　with　high　ROS　levels．

Key　words：male　infertility，　reactive　oxygen　species，　ethylcysteine
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Sperm　Quality　Analyzer（SQA）と他の各種精液検査との関係について比較検討を行い以下の結果を得

た．

1．SQAによって求められるSperm　Motility　Index（SMI）値は，精子濃度（R－O．77，　p＜0．0001），精子運

　動率（R＝O．60，p＜0．0001）および運動精子濃度（R＝O．88，p＜0．0001）と高い相関を示した．

2．精液自動分析装置（セルソフトシリーズ3000）によって求められた各精子運動パラメーターとの間

　では平均精子直進性でのみ低いながらも相関を認めた（R＝O．25，p〈0．05）．

3．精子機能検査との関係では，特にPenetrak　testおよびZona－free　hamster　ovum　human　speml　pen－

　etration　test（ZSIγr）における精子侵入率との問に高い相関関係が見られた（それぞれR；O．63，p〈O．OOO1

　およびR＝O．65，pく0．001）．以上より，SQAは，通常の精液スクリーニング検査としての有用性を持

　つのみでなく，ZSPTなどの煩雑な精子機能検査を，簡単な手技で代用できる可能性を持つ優れた

　検査法と思われた．

キーワード：精液検査，sperm　quality　analyzer，　sperm　motility　index

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），17－21，1998）

」

o

緒 言

　従来より男性の妊孕能を知る目的で，精子濃度，

運動率，あるいは最近では精液自動分析装置による

精子運動能の評価やハムスターテスト（Zona－free

hamster　ovum　human　sperm　penetration　test，以ド

zsm）をはじめとする各種の精子機能検査による評

価が行なわれているが，その樽現性やコストパフォ

ー マンス，また手技が煩雑であるなどの問題が指摘

されている．

　Sperm　Quality　Analyzer（以下SQA）は，近年新た

に開発されたもので，ヒト精液中の精子運動を光学

装置を用いて測定するという特長を持っているト3）．

今回われわれは本装置を使用する機会を得，その有

用性に関する検討を行ったので報告する．

対象および方法

　対象は不妊を主訴として富山医科薬科大学付属病

院泌尿器科を受診した男性患者106名である．まず

患者に5日間以上禁欲の後用手法にて精液を採取さ

せた．採取された精液を液化させた後Makler　count－

ing　chamberを用いて通常の精液検査を行ない，精

子濃度，精子運動率および運動精子濃度を測定した．

また精液自動分析装置セルソフトシリーズ3000を用

いて平均運動速度，平均精子直進性，精子頭部の平

均振幅値および精子頭部振り周波数を求めた．さら

にSQAを用いてSperm　Motility　lndex（SMI）値を算出

した．

●
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　今回使用したUnited　medical　systems社（Santa

Ana，CA）製SQAの測定原理は，運動性のある精子が

装置内にある白熱球から発せられた光を遮ることで

できる明暗を関知しこの明暗の量を計算処理して，

SMIという値で表示するというものである．すなわ

ち運動性精子の速度が速く，また運動性の精子濃度

が高いほど光を遮断する回数が多くなりSMI値は高

くなるとされている．実際の測定方法は，十分に液

化させた精液を専用のキャピラリーに注入し，その

キャピラリーを光学装置の中央にあるキャピラリー

挿入口に挿入し，スイッチを押すだけという簡単な

ものである．この操作により本体内部で4回行なわ

れた測定の平均値と標準偏差が数値として示されて

くる．われわれはこの操作を原則として2回行ない，

その平均値をSMI値とした．なおSMI値80未満を

poor，80以上160未満をfair，160以上をgoodとす

るランク分けを行なった．

　SMI値と各種精子機能検査との相関を検討する目

的で，Hypoosmotic　swelling　test（以FHOST）
（n冨76），　Penetrak　test（n＝76），Acrobeads　test（n－　20）

およびZSPT（n＝24）を行なった．これらの手技は全

て既に報告したとおりのもので行なった4・　5）．

　Acrobeads値とSMI値の相関の検討にはスピアマ

ンの順位相関係数による検定を用い，そのほかはピ

アソン分析を用いた線形回帰分析で行なった，

結 果

1）SMI値と精液所見の関係

図1は，精子濃度，精子運動率をそれぞれX軸，Y

日不妊会誌　43巻1号

軸にとって各検体をプロットしたものである．これ

で見るとSMI値によってgoodと判定された精液は，

その精子濃度が80×106／ml以止かつ運動率50％以

上のものにほぼ一致した．また逆に　poorと判定さ

れた精液は全て，20×106／ml以下もしくは運動率

50％以下のちょうどWHO分類6）で異常精液と判定さ

れる所見であった．

2）SMI値と精子濃度ないし精子運動率の相関

　図2はSMI値と精子濃度，図3は精子運動率との

相関をみたものであるが，いずれも高い相関が認め

られた（R＝0．77およびR＝O．60）．また運動精子濃度

とSMI値の問にはさらに高い相関が認められた
（R＝0．88）（図4）．ただ運動精子濃度が10×106／mlよ

り低い症例ではSMI値のばらつきが大きくなる傾向

が認められた．

3）SMI値と精液自動分析装置によって得られた各

　　パラメーターとの相関

　SMI値と，セルソフトシリーズ3000によって求め

られた各パラメーターとの間の相関をみると，平均

運動速度ではR；0．07，p＞O．05，精子頭部の平均振幅

値ではR＝O．02，p＞0．05，精子頭部振り周波数では

R＝O．15，p＞O．05といずれも相関は認められず，平均

精子直進性のみがR・O．25，pく0．05と低い相関を認め

た．しかし40×106／ml以上と精子濃度には問題の

ない症例だけに限ってこれらのパラメーターとの相

関を検討した場合には平均運動速度でR＝O．40，精子

頭部の平均振幅値でR－O．49と有意な相関が見られた．

4）SMI値と各種精子機能検査パラメーターとの相

　　関
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表l　SMI値と各種精f’機能検査パラメーターの相関

各種精子機能検査パラメーター 相関係数 危険率

精子膨化率（b－g型）

精子膨化率（g型）

Penetrak値

Acrobeads値

精子侵入率

R＝0．32

R＝0．18

R＝0．63

R＝0．31

R＝0．65

P＜O．Ol

P＞0．05

P〈O．OOOI

P＞0．05

P＜0．001

●

　表1に，HOSTによる精子膨化率（b－g型およびg

型），Penetrak値，　Acrobeads　fl直および　ZS凹「によ

る精子侵入率と，SMI値との相関を示した．Penetrak

値およびZSPTによる侵入率との間に高い相関関係

が認められ，また精子膨化率（b－g型）との間にも低い

ながらも相関を認めた．

考 案

　現在男性不妊患者の精液の評価法として有用とさ

れ不妊外来において用いられているものはt今回

SMI値との比較を試みた諸検査が代表的なものであ

るが，特に精子機能に関する検査は多岐にわたる7－9）．

これはそれぞれの検査によって評価の対象としてい

る精液あるいは精子の性状が異なるため，どれが精

液ないし精子の評価法として適切なものであるか決

め難い状況にあるからといえるし，またつの方法

でのみ精液の妊孕力を判定するには限界があるのも

事実である10）．現在のところZSPTが，受精能の評

価というヒで最もよいとされているようであるが，

この検査は手技の煩雑さに大きな問題があり，不妊

外来で日常的に行なうにはかなり無理がある．我々

もこれまで受精能の評価を要する患者を一淀の日に

集めてZSPTを行なってきたが，凍結卵を用いて排

卵操作等若干簡便化したとはいえ，それにかかる労

力や時問等を考えるとやはりZSPIXの代用となりう

る検査の出現が待ち望まれる．

　今回使用したSQAの特長は，①SMI値という客観

的に測定されるひとつのパラメーターで，精液の質

的，量的な両面を判定できるという点と②その簡便

性にあると思われる．すなわちその測定原理より考

えて，運動精子の濃度が高いばかりでなく個々の精

子の運動が活発であるほどSMI値が高くなるという

ことになる．つまり，従来の精液検査法とは少し異

なった精液の評価法ということができよう．今回，

得られた結果からSMI値は精子濃度，精子運動率や

運動精子濃度と良好に相関し，従来Makler　counting

chamberなどを用いて行なわれてきた精液検査の簡

単な代用検査として用いることが可能であることが

示された．特にSMI値が160以上であれば良好な精

液，また80未満であれば，WHOの分類で精子数も

しくは運動率のいずれかあるいは両方に異常のある

症例であると判定して大体は間違いはなく臨床の現

場である程度スクリーニング検査として役に立つと

思われる．もちろん精子数は正常だが運動率のみに

異常があるというような症例においては，SMI値の

みではその原因をさらに詳しく追及することは困難

で，さらに通常の精液検査から精液自動分析装置に

よる評価などを加えるべきであることは当然である．

この他にSMI値だけでは不十分と思われる場合とし

て，Johnstonら3）がSMI値が0であった症例の運動

精子濃度のばらつきがかなり大きかったことから

SQAは精f濃度10×106／m1未満の高度の乏精子症

患者の評価には不適切であると述べている，今回の

検討においても特に運動精子濃度が10×106／mlよ

り低い症例ではSMI値はばらつきが大きくなる傾向

を認め，このような症例に対してはSMI値のみでな

く従来の精液検査などを併用して総合的に評価する

などの注意が必要と思われた．

　今回の結果からは，SMI値が，Penetrak値やZSIγr

による精子侵入率と相関することも明らかとなった

が，特にPenetrak値についてはその測定原理が精子

運動能を反映するものであることより，精子の運動

能の総合評価ともいうべきSMI値とかなり相関する

可能性が強いものと思われ，SMI値から，Penetrak

値をある程度予想することが可能であると考えられ

る．　方zsprにおける精子侵人率との相関も認め

られたことより，SQAによるSMI値の測定が日常診

療の現場においてZSPTの代用の検査となりうる可

能性も示された．森らDも体外受精における受精率

とSMI値の良好な相関を認めており，SQAの精子機

能検査法としての有用性に対する期待も大きい．残

念ながらわれわれの今回の検討は症例数が少ないた

め，SMI値が正常であれば精子侵入率が正常という

ような形の信頼性を持ったスクリーニング検査とな

■

●

●

」

●

o
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り得るか否かについては満足な結論を出すには無理

があり今後さらに検討を要する．

　　精子機能検査のみならず…般的な精液検査などを

含めてもSQAの簡便性は他に比しはるかに高く，多

忙な外来の現場では非常に有用な検査法といえる．

この簡便性を利して，SQAを他の精子機能検査の

スクリーニングとして用いることができれば理想的

であり，今後さらに各種機能検査とSQAとの関連を

検討することが望まれよう．

（本論文の要旨は，第40回日本不妊学会学術総会（山

形）において発表した．）
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Evaluation　of　Sperm　Quality　Analyzer

● Taizo　Kazama，　Shoichiro　Ohta，　Masashi　Iwasaki　and　Hideki　Fuse

Department　of　Urology，　Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toyama　930－Ol，Japan

■

　　In　order　to　assess　the　usefulness　of　the　Sperm　Quality　Analyzer（SQA，United　Medical　Systems　Inc．，Santa

Ana，　CA）in　evaluating　fertilizing　ability　of　men，　sperm　motility　index（SMI）values，　which　were　determined

using　the　SQA，were　compared　with　the　results　of　manual　and　computer－assisted　semen　analyses　and　various

sperm　function　tests，including　hypoosmotic　swelling　test，　Penetrak　test，　acrobeads　test，　and　zona－free　hamster

ovum　human　sperm　penetration　test（ZSPT）．

　　’1　he　SMI　value　demonstrated　statistically　significant　correlation　with　sperm　concentration，　sperm　motility，

motile　sperm　concentration，　and　linear藍ty．　Penetrak　value　and　the　percentage　of　sperm　penetration　in　ZSIγr　also

related　to　the　SMIvalues．

　　These　results　indicate　that　the　SQA　is　an　easy　and　useful　method　for　routine　semen　evaluation，　and　also　has

apossibility　to　be　used　as　a　substitute　for　complicated　sperm　function　tests，such　as　Penetrak　test　and　ZSPT．

Key　words：semen　analysis，　sperm　quality　analyzer，　sperm　motility　index
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　本邦の多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の糖代謝とインスリン抵抗性については，欧米に比べ明らかで

ないことが多く，これらについて検討した．対象は17名のnonobese　PCOS（平均年齢±SE：24．5±

0．7歳）と6名のobese　PCOS（25．2±2．3歳）であった．コントロール群は11名の非肥満正常周期婦

人（26．4±O．8歳）で，7590GTTを行い，血糖値と血中インスリン値を測定した．3群間の血糖とイ

ンスリンの反応値を5％の有意水準で比較するとともに，clomipheneに対する反応性の有無による検討

も行った．

　血糖値はnonobese　PCOSとコントロール群との間に，O・・一　120分の平均値で有意差はなかった．

nonobese　PCOSとobese　PCOSとの間にも有意差はなかったが，境界型の糖代謝異常がnonobese　PCOS

で3名（17．4％），obese　PCOSで3名（50％）に認められた．　O～　120分のすべてのインスリン値とイン

スリン分泌の総和は，PCOS両群がコントロール群より有意に大きく，PCOSで高インスリン血症とイ

ンスリン抵抗性が存在することが認められた．また，PCOSのclomipheneに対する反応性の有無で，

インスリン分泌に差が認められた．

　全症例の血中testosterone値およびandrostenedione値とインスリン基礎値との間に，有意な正の相

関（それぞれ，r－O．533，p＝0．009とr＝0．370，p・＝O．016）が認められ，高インスリン血症がアンドロゲン産

生を促進する可能性が示唆された．

キーワード：多嚢胞性卵巣症候群，糖代謝tインスリン抵抗性，クロミフェン，アンドロゲン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），23－29，1998）
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PCOSの糖代謝とインスリン抵抗性

　欧米で報告されている多嚢胞性卵巣症候群（poly－

cystic　ovary　syndrome：PCOS）では，高アンドロゲ

ン血症と高インスリン血症を伴ったものが多いと報

告されている1　3）．しかし，本邦のPCOS患者では，

著明な高アンドロゲン血症や男化徴候を伴ったもの

はむしろ少なく4｝，また，インスリンとPCOSとの

関連についてもまだ不明な点が多い5，6）．本邦の

PCOS患者で，非肥満（nonobese），肥満（obese）を間

わずインスリン抵抗性が認められたとする報告5）と，

インスリン抵抗性は認められなかったという報告6）

とがある．また，　clomipheneに対する反応性の有無

とインスリンの反応とを比較検討した報告は殆どな

いが，これを検討した木下ら6）の報告でも明らかな

結論は得られていない．本研究では，本邦のPCOS

患者の糖代謝とインスリン抵抗性の有無について明

かにするとともに，インスリンの反応性と血中アン

ドロゲンとの関連や，　clomipheneに対する反応性と

の関係についても検討した．

対象および方法

　掲協医科大学越谷病院産婦人科内分泌・不妊外来

を受診した，20歳から29歳の非肥満PCOS患者

（nonobese　PCOS）17例と，20歳から33歳の肥満

PCOS患者（obese　PCOS）6例を対象とした．ここで

PCOSの診断は，日本産科婦人科学会の診断基準4）に

基づいて行った．また，obeseとはKaup指数（KI）23

以Lの太り気味以上とし，KI　25以上を肥満とする

と，6例中2例が太り気味に属した．nonobeseとは

KI　23未満とした．コントロール群は，20歳から31

歳の非肥満正常周期婦人11名とした．これらの3群

間には平均年齢に有意差はなく，また，nonobese

PCOSとコントロール群の平均KIに有意差は認めら

れなかった（表1）．

　次に述べる血中ホルモンの測定と糖負荷試験は患

者に内容をよく説明して，同意を得て行った．測定

したホルモンは，血中LH，　FSH，　prolactin（PRL），

日不妊会誌　43巻1号

estrone（E1），estradiol（E2），testosterone（T），

androstenedione（ASD），dehydroepiandrosterone

sulfate（DHEA－S）で，インスリンについては後述す

る．各種ホルモン基礎値の測定と糖負荷試験は消退

出血，希発月経または正常月経の第6日～第8日に

行った．これらのホルモンのうちLH，　FSH，PRLは

当院の中央検査部（中検）でモノクローナル抗体を

用いたRIAキット（LH，　FSH：第一一一ラジオアイソトー

プ社製；PRL：ダイナボット社製）で測定した．E1，　E，，

T，ASD，DHEA－Sなどのステロイドホルモンに関し

ては，すべて三菱油化ビーシーエル社にて測定した．

　糖負荷試験は当日絶食絶水の条件下でブドウ糖

75gを経［投与し，負荷前，負荷後30分，60分，90

分，120分に採血を行い，血糖値とインスリン値を

測定した．血糖はglucose　oxidase固定化酵素電極法

により，またインスリンは酵素免疫法（グラオザイ

ム⑭：三洋化成工業社製）により中検にて測定した．

インスリン分泌の総和は，30　一一　120分の各インスリ

ン反応値を加算した値である．nonobese　PCOS群と

obese　PCOS群に投与したclomipheneに対する反応

性は，排卵群と非排卵群とに分けて検討した．排卵

群とは，糖負荷試験を行った前後の周期またはこれ

に近い時期にclomiphene　citrate（クロッミド⑪：塩

野義製薬社製）50　・一　150mg／日を5日間投与して，

BBT　L排卵を認めた症例とした．非排卵群とは，clo－

miphene　150mg／日を5日間投与してもBBT　I二排卵

を認められなかった症例である．

　統計学的処理は，Fisher　PLSDを用いて分散分析

後多重比較を行い，5％の有意水準で検定した．ま

た，相関係数はPearsonls　correlation　coefficientを求

めた．

成 績

1．各種ホルモンの基礎値

　nonobese　PCOS，obese　PCOS，コントロールの3

群の各種ホルモン基礎値を表2に示した．PCOS両

群のLHの平均値はコントロール群より有意に高値

を示したが，nonobese　PCOSとobese　PCOSとの間

φ

●

●

●

●

脅

表1　対象とコントロールの人数，年齢，Kaup指数

nonobese　PCOS　　　obese　PCOS コントロール

n

年齢（歳）

Kaup指数（kg／m2）

17

24．5±O．7

20．0±0．4

6

25．2±2．3

29．2±2．4★

11

26．4±0．8

19．6±0．6

●

mean±SE，★p＜0．05　vs．　nonobese　PCOS　and　contro1

●



鍋 平成10年1月1日 大藏　他 （25）25

表2　対象とコントロールの各種ホルモン基礎値

群
　LH　　　　FSH　　　　PRL
（mlU／ml）　　（mIU／ml）　　（ng／ml）

　E1

（P9／ml）

　E2

（P9／m1）

　T
（ng／m1）

ASD
（ng／ml）

DHEA－S

Φ9／dl）

■

nonobese　PCO

obese　PCO

control

15．8±1．4★　　　8，4±0．5　　　　7．8±0．7　　　61．5±7、1　　　55．7±5，9　　0．50±0．05★　3。0±0．2★　241．4±19．1★

12．2±1．3★　　　6．9±0．3　　　　6．7±0．8　　　68．7±11．0　　55．0±4．1　　0．68±0．10★＋　3．8±O，4★t　231．7：ヒ31．6★

4．8±0．6　　　　7．4±0．5　　　　7．6±0．8　　　48。4±7。1　　　56．2±6．4　　　0．22±0．03　　13±0．1　　147．0±11．0

mean±SE，★p＜e．OS　vs．　control，†p＜0．05　vs．　nonobese　PCOS

■

●

●

には有意差は認められなかった．T，　ASD，　DHEA－Sの

平均値でもPCOS両群はコントロール群より有意に

高値を示した．obese　PCOSのTとASDの平均値は，

nonobese　PCOSより有意に高値を示した．これらの

ホルモン値以外では，3群間に有意差は認められな

かった．

2．糖負荷に対する血糖とインスリンの反応

1）血糖値

　nonobese　PCOS，obese　PCOS，コントロールの3

群の血糖の反応を図1に示した．nonobese　PCOSと

コントロール群との間には，O　一一　120分の平均値のい

ずれでも有意差は認めなかった．obese　PCOSの0分

値（mean±SE：99．2±3．5mg／d1）と30分値（150．2±

10．2mg／d1）で他の2群より，60分値（144．7±

26．2mg／dl）と90分値（126．3±17．7mg／d1），120分値

（116．5±12．5mg／dl）でコントロール群より有意に高

値を示した．60～120分値ではnonobese　PCOSと

obese　PCOSとの間に有意差はなかった．境界型の

糖代謝異常がnonobese　PCOSで3名（17．6％），obese

PCOSで3名（50％），PCOS両群で6名（26．1％）に認

められたが，コントロール群はすべて正常型の反応

を示した．

2）インスリン値

　3群のインスリンの反応を図2に示した．
nonobese　PCOSの0～120分値（mean±SEは，そ

れぞれ4．9±O．6，53．6±6．4，50．6±7．0，47．9±8．4，

44．0±5．2μu／ml）とインスリン分泌の総和（199．9±

22．2μu／ml）およびobese　PCOSのO　一一　120分値（それ

ぞれ，9．3±1．7，53．4±8．2，67．2±12．9，　65．4±13．4，

64．5±11．5μu／ml）とインスリン分泌の総和（259．9±

29．5μu／ml）は，いずれもコントロール群のそれぞれ

の平均値（2．8±0．3，35．2±2．9，25．2±3．4，24．8±

2．2，24．0±2．8／川／m1，インスリン分泌の総和111．9

±7．9μu／ml）より有意に高値を示した．obese　PCOS

の平均値は，0分と120分でnonobese　PCOSより有

意に高値を示した．これ以外では，obese　PCOSと

nonobese　PCOSとの間に有意差は認められなかっ
た．

　nonobese　PCOS，obese　PCOS，コントロール群の

insulinogenic　index（△IRI／△BS，30分）は，それぞ

れ1．6±0．4（mean±SE），1．1±0．3，1．1±0．2で，3

群問に有意差は認められなかった．
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表3　nonobese　PCOS及びobese　PCOS両群の排卵群と非排卵群のインスリン反応値

時間（分） 0 30 60 90 120 総和

排卵群（n；11）

非排卵群（n＝12）

4．4±0．7　　　　47．2±4．7

7．6±1．2t　　　59．3±8．7

50．8±9．2　　　　39．4±7．8　　　　38．2±6．6　　　180．0±22，5

58．6±8．6　　　　64．5±10．9★　　59．5±6．6★　　248．1±26．6★

mean±SE，単位：pt　U／ml，★p＜0．05　vs．排卵群 ■

表4　nonobese　PCOSの排卵群と非排卵群のインスリン反応値

時間（分） 0 30 60 90 120 総和

排卵群（n＝10）

夢卜V非りN群（n＝7）

42±0．7

6．0±1．1

49．3±4．6　　　　44．1±7．0　　　　32．7±4．5　　　　32．9±4．4　　　163．2±16．5

59．6±14．5　　　59．9±13．7　　　69．6±16，9★　　59．8±7．8★　　252．3±42．8★

mean±SE，単位：μU／m1，★p〈0．05　vs．排卵群 o

3．clomipheneに対する反応性とKaup指数および

　血糖とインスリンの反応

1）PCOSの排卵群と非排卵群

　nonobese　PCOSでは17例中10例（58．8％）が排卵

し，obese　PCOSでは6例中1例（16．7％）が排卵し

た．排卵した11名を排卵群とし，排卵しなかった12

名を非排卵群とした．

2）Kaup指数（KI）

　非排卵群（n＝12）のKIは24．7±1．7（mean±SE）で，

排卵群（n－11）の20．0±0．8に比べ有意に高値を示し

た．nonobese　PCOSの非排卵群（n・7）と排卵群（n＝10）

だけで比較しても，KIはそれぞれ21．1±0．6と19．3

±0．5であり，非排卵群が有意に高値を示した．

3）血糖の反応

　いずれの測定時点においても排卵群（n＝11）と非排

卵群（n＝12）との間に血糖の平均値に有意差は認めら

れなかった．

4）インスリンの反応

　排卵群と非排卵群のインスリン値を表3に示した．

非排卵群のインスリンの平均値は，0分，90分，120

分，およびインスリン分泌の総和で，排卵群よりも

有意に高値を示した．nonobese　PCOSの非排卵群と

排卵群だけで比較しても，非排卵群のインスリンの

平均値は，90分，120分，およびインスリン分泌の

総和で，排卵群より有意に高値を示した（表4）．

4．血中アンドロゲン値とインスリンの基礎値また

　は反応値との相関

　3群すべてのT値，ASD値，　DHEA－S値とインス

リンの基礎値または反応値との相関を求めた．T値

はインスリン基礎値との間に有意な正の相関が認め

られ，相関係数r＝0370（p＝0．0306）であった（図3）．

ASD値はインスリン基礎値およびインスリン分泌の

総和との間に正の相関が認められ，相関係数はそれ

ぞれr＝O．533（p＝＝O．OOO9）とr＝0．429（p－O．OIO6）であった

（図4，図5）．DHEA－S値とインスリン値との間に

は有意な相関は認められなかった．

考 察

　本研究のPCOS両群でみられたLH高値，　FSH正

常範囲，TとASDの高値は本邦婦人におけるPCOS
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の診断基準4）の内分検査所見に合致している．obese

PCOSではnonobese　PCOSよりTとASDがより高

値を示したが，DHEA－S値は両群の問で有意差は認

められなかった．DHE！』Sは副腎から分泌されるア

ンドロゲンであるが，欧米のPCOSではDHEA－S高

値は一一般的である2・3）．しかし，本邦のPCOSでDHEA－

Sが異常高値を示す割合はTやASDに比べると少な

く，22．6％と報告されている4）が，本研究のPCOS群

では正常周期のコントロール群より高値を示した．

　欧米ではobese　PCOSi・3），　nonobese　PCOS2）を問わ

ず，PCOSでは高インスリン血症やインスリン抵抗

性が認められると報告されている．本邦では幸村ら5）

が，肥満，非肥満を問わず，PCOS患者でインスリ

ンの基礎値および反応値がコントロール群に比べ有

意に高値を示し，インスリン抵抗性の存在が認めら

れることを本学会誌で報告している．しかし，その

後の本学会誌で木下ら6）はインスリン基礎値は

PCOSとコントロール群との間に有意差はなく，イ

ンスリン反応はPCOSで有意に抑制されたと報告し

ている，この有意に抑制されたインスリン反応値は

30分値のみで，60分，90分，120分の値およびイン

スリン分泌の総和では，コントロール群との間に有

意差を認めていない．また，インスリン値は肥満例

においてのみ高値を示す傾向にあったとしている，

しかし，糖負荷に対して63％に境界型の耐糖能異常

があったと報告している．我々の成績では，PCOS両

群で境界型の耐糖能異常は26．1％であった．しかも，

obese　PCOSを除けば17．6％で，木下らの報告より

ずっと低い頻度であったが，いずれにしろ本邦

PCOSでも少なからず耐糖能異常が認められること

は事実であると思われる．また，経時的な血糖値の

反応に関しては，木下ら6）はPCOSとコントロール
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群との間に有意差を認めていない．我々の成績でも

nonobese　PCOSとコントロール群との間に有意差を

認めなかったが、obesePCOSとコントロール群との

間に有意差を認めた．この点に関して幸村ら5）は，

nonobese　PCOSと非肥満コントロール群を比較し

て，30分値のみでPCOSが有意に高値を示したと報

告している．さらに，obese　PCOSと肥満コントロー

ル群を比較したが，両群の血糖の反応値には全く有

意差を認めていない．さらに幸村ら5）は，インスリン

の基礎値と反応値に関して，　nonobese　PCOSと非肥

満コントロール群，obese　PCOSと肥満コントロー

ル群，両方の比較でいずれも有意差を認め，本邦

PCOSでのインスリン抵抗性の存在を明らかにした．

我々の成績でも，nonobese　PCOSと非肥満コントロ

ー ル群との比較では同じ結果であったが，obese

PCOSと肥満のコントロール群との比較は行ってい

ない．この点，さらに検討を要すると思われる．

　insulinogenic　indexはインスリン初期分泌反応を

表現する指数で，糖負荷後30分のインスリンの前値

からの上昇量と血糖の前値からの上昇量の比（D．IRI／

△BS，30分）を意味するが，木下ら6）はPCOSはコ

ントロール群に比べ，このインスリン分泌能は有意

に低下していたと報告している．さらに，PCOSで

も非肥満は肥満に比べ，insulinogenic　indexは有意

に低下していたとしている．しかし，我々の成績で

は，3群間に全く有意差を認めなかった．

　clomipheneに対する反応性について，本邦の

PCOSでは60～85％に排卵7）があるとされている．

我々の成績でnonobese　PCOSの排卵率は58％であ

り，ほぼ報告されている範囲内にあったが，obese

PCOSでは6例中1例の排卵（16．7％）であり，非常に

低率であった．PCOSの無排卵症例ではBMI（body

mass　index）が大きく，投与量を増加しても反応しに

くいという7）．逆にBMIが20以Fの症例では多発排

卵が生じやすい8）．我々の成績では，肥満症例を含む

PCOS両群でも，あるいはnonobese　PCOSだけで

も，排卵群は非排卵群に比べて有意にKIは低値を示

した．

　排卵群と非排卵群の血糖の反応に関して，木下ら

6）は両群間に全く有意差を認めていない．これは

我々の成績でも同じであった．インスリンの反応に

関しては，木下ら6）はいずれの測定時点でも非排卵

群（n＝7）は排卵群（n＝4）に比ベインスリン値は高値で

あったとしているが，有意であったとは報告してい

ない．これは症例数が少なかったために有意となら

なかったものと推察されるが，我々の成績では非排
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卵群は排卵群に比べ，インスリンの基礎値と大部分

の反応値が有意に高値を示した．nonobese　PCOSだ

けで比較しても，非排卵群の反応値は高値を示した．

これらの事実から，排卵障害の程度とインスリン値

との間に何らかの関連があるものと考えられるが，

clomiphene無効である場合の機序としては中枢因子

とともに卵巣因ヂを考慮する必要があり，インスリ

ンかどの因子に関与しているのか，現在のところ不

明である．しかし，PCOSの卵巣局所においては，増

加したインスリンが卵巣のインスリン受容体，ある

いはIGF－1受容体を刺激し，英膜細胞でのアンドロ

ゲン産生が元進した結果，卵胞は成熟が阻害され，

卵巣の皮膜が厚くなるという9）．こうした高インス

リンの結果もたらされる卵巣の局所因子が，clO－

miphene無効例では関与しているのかも知れない．

　PCOSのアンドロゲンとインスリンの関連性につ

いては欧米では多くの報告1－3・　1°）があるが，本邦で

は少ない5）．Changら2）は，nonobese　PCOSのインス

リンの基礎値あるいは反応値がTやASDと正の相関

を示すことから，PCOSのインスリン抵抗性は高ア

ンドロゲン血症の結果であると推測した．しかし，

nonobese　PCOSでアンドロゲン値を低下させたが，

インスリン抵抗性は改善しなかったll）り，あるいは

血中アンドロゲン値の高いovarian　hyperthecosisの

患者6例に卵巣摘出術を行い，血中アンドロゲン値

は正常化したが，インスリン抵抗性は変化しなかっ

た12）という異論もある．Shoupeら10）は，PCOSのイ

ンスリン抵抗性はレセプター後の欠陥によるものと

考えている．一方，逆に高インスリン血症が高アン

ドロゲン血症を引き起こすとする説があり，現在の

ところこの説が有力である9）．Barbieriら13）は，イン

スリンは卵巣黄膜細胞と間質のアンドロゲン産生を

促進するとしている．一方，睾丸組織でもインスリ

ンはtestosteroneの産生を促進する14）．アンドロゲ

ン値とインスリン値との相関に関して，本邦では幸

村ら5）が有意な相関を認めなかったと報告している．

我々の成績では，T値，　ASD値とインスリン値との

間に，欧米で報告されているようにII｛の相関を認め

た．本邦でも，この点に関してさらに検討の必要が

あると思われる．

　以上，述べてきたことを要約すると，本邦のPCOS

でも耐糖能異常や，高インスリン血症とインスリン

抵抗性の存在が認められた．また，clomipheneに対

する反応性の有無によりインスリン分泌に差がある

ことが明かとなり，これは新しい知見と思われる．

さらに，T値およびASD値とインスリン値との間に

日不妊会誌　43巻1号

有意な正の相関が認められ，PCOSの高アンドロゲ

ン血症の原因の一部は高インスリン血症によるもの

であろうと推察された．今後，obese　PCOSと肥満正

常周期婦人との比較や，　clomipheneに対する反応性

とインスリン分泌との関係について，さらに検討す

る必要があると思われる．
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　　　　　　　　A　Study　on　Carbohydrate　Metabolism　and

Insulin　Resistance　in　Patients　with　Polycystic　Ovary　Syndrome
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■

　　To　determine　whether　insulin　resistance　occurs　in　Japanese　po】ycystic　ovary　syndrome（PCOS），response　of

blood　glucose　and　serum　insulin　after　a　75　g　oral　glucose　load　was　studied　in　17　nonobese　and　60bese　patients

with　PCOS．　The　results　were　compared　with　those　of　11　nonobese　women　with　normal　menstrual　cycle．

　　The　mean　levels　of　insulin　before　and　after　loading　of　glucose　in　both　the　nonobese　and　obese　patients　with

PCOS　were　significantly　higher　than　those　in　the　control　subjects．These　results　indicate　that　hyperinsulism　or

insulin　resistance　may　be　a　common　feature　of　Japanese　PCOS，　independent　of　the　presence　of　obesity．　Fur－

thermore，　both　basal　insulin　levels　and　sum　of　insulin　levels　in　the　12　PCOS　patients　whose　ovaluations　were

not　induced　with　clomiphene　were　significantly　higher　than　those　in　the　l　l　PCOS　patients　whose　ovulations

were　induced　with　clomiphene．

　　Mean　serum　testosterone①，androstenedione（ASD），　dehydroepiandrosterone　sulfate（DHEA－S），and　LH

levels　were　significantly　elevated　in　the　PCOS　patients　compared　to　those　in　the　control　subjects．　In　all　sub－

jects，　serum　levels　of　T　and　ASD，　but　not　DHEA－S，　were　significantly　correlated　to　basal　insulin　levels．　The

positive　correlation　of　serum　T　and　ASD　levels　to　circulating　insulin　levels　suggests　that　the　insulin　may　stimu－

late　the　production　of　androgens　in　the　PCOS　patients．

Key　words：polycystic　ovary　syndrome，　insulin　resistance，　androgen，　clomiphene
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　昨年一年間に当院不妊外来を受診した患者174名のうち，不妊原因の検査において異常の認められな

い機能性不妊は63名（36．2％）であった．

　このうち，ゴナドトロピン療法を行うことに同意の得られた機能性不妊患者45症例を対象とし，FSH

投与量を卵胞径を指標に漸減させるFSH　step－down法（SD法；12症例），FSH投与量を固定したFSH

fxed－dose法（FD法；16症例），FSH投与量を漸増させるFSH　step－up法（SU法；17症例）の3法を行

い，発育卵胞数，妊娠率，卵巣過剰刺激症候群（OHSS）発症頻度，多胎妊娠率などについて比較検討

を行った．

　卵胞径が16mm以上の発育卵胞数においてSD法；1．4±0．8個，FD法；2．5±0．7個，　SU法；2．9±1．5

個（mean±S．D．）であり，SD法はFD法，　SU法に比し発育卵胞数は有意に少なく（p〈0．05），　SD法

では，主席卵胞のみの発育を認め，他の卵胞の発育を認めなかった．妊娠率はSD法；13．3％，FD法；5．9％，

SU法；19．0％であり，OHSS発症頻度はSD法；0％，　FD法；17．6％，　SU法；19．1％であった．　SD法は他の排

卵誘発法に比して妊娠率に差はなく，また，OHSS発症は1例も認められなかった．一方で，　SU法，

FD法において約20％にOHSS発症を認めた．

　FSH　step－down法は，発育卵胞径によりFSH投与量を漸減する簡便な排卵誘発法である．すなわち，

hCG投与日の血中FSH値を低くし主席卵胞のみを発育させることで，今回比較した他の2つの誘発法

に比べ，妊娠率に差はないが，多胎妊娠やOHSS発症の予防に有用であると思われた．

キーワード：FSH　step－down法，機能性不妊，　OHSS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），31－36，1998）

の
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機能性不妊におけるFSH　step－down法の検討

　現在，不妊症に対するルーチン検査で，異常の認

められない症例は，機能性不妊と診断される．しか

し，その対応は一定期間妊娠しないという事実から，

その治療に苦慮するような場合，さらに詳細な検査

（内分泌学的負荷テヌト，精子機能検査，腹腔鏡，免

疫学的検査など）を施行した後，ゴナドトロピン等

で過排卵刺激により妊娠を図り，さらに体外受精・

胚移植を行うこともある．

　ゴナドトロピンで過排卵刺激を行い妊娠を図る方

法は，近年不妊治療において汎用され，その有用性

が報告されている1・2）．しかし，多胎妊娠，OHSS発

症頻度が増加しており，その使用法が問題となって

いる，今回我々は，自然排卵周期の内分泌動態に近

づける目的で考案されたFSH漸減法（FSH　step－

down法）による卵胞発育について検討し，同時に他

の排卵誘発法と比較した．

日不妊会誌　43巻1号

対象および方法

　　　　　　　　　　　　　　　

一 一＿＿」一一
月経周日　××××，

step－down法

主席卵胞径（mm）

tixed－dose法

225

　　15o
FSH、、、、H投与、藷，375　hC＿U隔，投。

　　　　　　囲　　囲囲圏
　る∴轟鬼

1）対象

　平成7年1月から12月の1年間に昭和大学病院産

婦人科の不妊外来で，ルーチン検査（精液検査，子

宮卵管造影，内分泌学的検査，子宮内膜日付診など）

を行い，異常が認められない場合機能性不妊と診断

し，対象とした．尚，本対象婦人について腹腔鏡検

査は行っていない．このうちゴナドトロピン療法を

行う事に同意の得られた45名について，FSH　step－

down法（SD法；12症例，15周期），FSH　fixed－dose

法（FD法；16症例，17周期），FSH　step－up法　（SU

法；17症例，20周期）の3法に無作為に分け，発育卵

胞数，OHSS発症頻度，多胎妊娠率などを検討した

（表1）．一方，contro1群としてこれらの機能性不妊

患者の自然周期（19周期）を対象とした．平均年齢

は，自然周期；32．7±1．1（mean±S．D．）歳，　SD法；

150

　　　　　　FSI｛隔日段与〔皿D　　　　　　hCG　50001U隔日投与

　　　　　　　　　　　　　岡　　圃團囲
翻胞。圃　　　　　1，

step－up法

300
225

ll席卵胞径（mm）

150

FSH隔日投与⑩　　　hCG　5000［U隔ll投与

　　　　　　幽　　幽國麗
　　　　　　鬼

図1　各種FSH投与法

34．4±4．4歳，FD法；33。1±39歳，　SU法；32．5±5．2

歳で，平均不妊期間は自然周期；2．9±0．9（mean±

S．D．）年，SD法；2．5±0．8年，　FD法；4．4±2．1年，　SU

法；3．4±1．9年であり，3群間で有為な差を認めなかっ

た．

2）各種FSH投与法（図1）

　i）step－down法

　月経周期5日目よりFSH（フェルティノーム四）

を2251U／日から隔日投与を開始し，超音波検査にて

主席卵胞径が10mmに達したところでFSH　1501Uに

減量，卵胞径が14mmで751Uに減量し，さらに卵胞

径16mmで37．51Uに減量し，18mm以上になった時

点でhCGを5，0001U投与した．

　ii）丘xed－dose法

　月経周期5日目よりFSHを1501U／日，隔日投与

表1　対　象

自然周期 stepdown法 且xed－dose法 step－up法

症例数 （人） 19 12 16 17

周期数 （周期） 19 15 17 20

平均年齢 （歳） 32．7±1．1 34．4±4．4 33．1±3．9 32．5±5．2

（mean±SD．）

平均不妊期間 （年） 2．9±0．9 2．5±0．8 4，4±2．1 3．4±1．9

（mean±S．D．）
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し，主席卵胞径が18mm以上になった時点でhCGを

5，0001U投与した．

　iii）step－up法

　月経周期5日目よりFSHを1501U／日，隔日投与

し，4回投与後5mm以上の卵胞発育が認められない

場合FSHを2251Uに増量し，4回投与後十分に卵胞

発育が認められない場合さらにFSHを3001Uに増量

し，主席卵胞径が18mm以上になった時点でhCGを

5，0001U投与した．

　排卵は，基礎体温，超音波断層法検査，血中

progesterone値より確認し，さらに全周期にluteal

supportとしてhCG　5，0001Uを3回隔日投与した．

3＞血中ホルモン測定

　卵胞期後期，黄体期中期の末梢血中のLH，　FSH，

prolactin（PRL），estradiol（E2）およびprogester－

one（P，）値を測定した．測定は東ソー株式会社の全

自動エンザイムアッセイ装置（AIA－600）を用いた．

又，各結果に対してt検定を行った．

結　　果

1）自然周期および各種投与法における比較（表2＞

　i）FsH投与量は，sD法959．5±281．31u，　FD法

986．5±539．OIU，SU法1476．9±479．61Uであり，SD

法において最も少ないものの，有意差はなかった．

　ii）排卵までの日数は，自然周期；18．8±3．o日，SD

法；17．2±2．8日，FD法；16．0±2．3日，SU法；19．3±

4。2日で，差は認められなかった．

　iii）卵胞径が16mm以上の発育卵胞数は，自然周

期；1．1±0．3個，SD法；1．4±O．8個，FD法；2．5±0．7

個，SU法；2．9±1．5個であり，SD法と自然周期はFD

法，SU法に比し有意に少なかった（pく0．05，pく0．01）．

　iv）妊娠率は，　sD法；13．3％，FD法；5．9％，　su法；

19．0％であった．

　　　　　　　　　　　　　表2

（33）33

　v）OHSS発症頻度はSD法；0．0％，FD法；17．6％，SU

法；19．1％であった．

　すなわち，SD法は他の排卵誘発法に比して妊娠

率に差を認めない一方で，OHSS発生頻度において

は，FD法，　SU法に比し低い結果となった．また，多

胎妊娠はSU法で1例のみ認められた．

2）血中ホルモン値

　自然周期と各種誘発を行った周期について卵胞期

後期，黄体期中期の血中ホルモン値を測定し比較検

討した．

　1）卵胞期後期におけるFSH値は，自然周期；8．6

±2．5mIU／ml，　SD法；8．6±1．8　mlU／ml，　FD法；14．9

±2．8mIU／m1，SU法；16．9±6．7mIU／m1であった（図

2）．SD法は自然周期と同等の値を示し，FD法，　SU

法に対し各々有意な差を認めた（p＜0．01，p＜0．05），

　ii）卵胞期後期のestradio1値は自然周期；236．4±

99。7pg／m1，SD法；318．1±201．5　pg／ml，　FD法；406．5

±366．3pg／m1，　SU；法979．4±907．O　pg／mlであった

（図3）．すなわち，SD法はSU法に比べ有意に低値

を示した（p＜0．05）．

mIU／m1

30

25

埋20
器

L
丑15
目

　10

5

0

　　　＊＊

”＊＊
mean±SD．
＊＊pく0．01

　＊pく0．05

　自然周期　step　Clown法　fixed　dose法　step　up法

図2　卵胞期後期における血中FSH値

自然周期および各種投与法における比較

自然周期 step－down法 五xed－dose法 step－up法

FSH総投与量（IU）
　（mean±SD．） 一 959，5±281．3 986．5±539．0 1476，9±479．6

排卵までの日数（日）
　（mean±S．D．）

18．8±3．0 17．2±2．8 16．0±2．3 19．3±4．2

卵胞径16㎜以上の発育卵胞数
　　　（mean±S．D．）

1．1±0。3 1．4±0．8 2．5±0．7★† 2．9±1．5★†

妊娠数（％） 0（0．0） 2（13．3） 1（5．9） 4（19．0）

OHSS周期数（％） 0（0．0） 0（0．0） 3（17．6） 4（19．0）

★ vs　step－down法p〈O．05

†vs自然周期　p＜0．01
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機能性不妊におけるFSH　step・down法の検討

　　　　　　　　　mean±S．D．
　　　　　　　　こし＊Pく005

自然周期　　step　down　ta　fixed　dose法　　st巳P　up法

図3　hCG投与日の血中estradiol値

　iii）黄体期中期のestradiol値は，自然周期；224．3

±96．8pg／m1，SD法；300．5±63．4　pg／ml，FD法；385．9

±424．5pg／ml，　SU法；536．5±409．O　pg／mlであり、

またprogesterone値は，自然周期；19．5±7．1　ng／m1，

SD法；20．5±4．4　ng／m1，　FD法；24．4±11．7　ng／mL

SU法；25．5±13．8　ng／m1であった．これらの値は自

然周期，SD法，FD法，SU法の順に少ない傾向にあっ

たが，有意差はなかった．なお，自然周期，各誘発

周期でのLH，　PRL値は有意な差を認めなかった．

3）卵胞期中期以降の卵胞径の比較

　3種類の排卵誘発法において，主席卵胞が10mmを

超えた日を卵胞期中期，18mmを超えた日を卵胞期

後期として，各期の主席および次席卵胞径を計測し

た（図4）．FD法，　SU法では，複数の卵胞が発育し

ているのに比べSD法では主席卵胞のみが発育を続

け，次席卵胞径との間に有為差を認めた（p〈O．05）．

考　　察

機能性不妊は，自然周期における排卵がみられる

日不妊会誌　43巻1号

が一定期間妊娠せず，その原因として卵のqualityを

はじめ，卵管における卵のpick　up・輸送障害，黄体

形成不全および子宮内膜環境異常など種々の因子が

複雑に関与している可能性が考えらる．これらの症

例に排卵誘発剤を用いて卵胞発育段階から治療を開

始することにより黄体形成不全等が改善され，有効

であるとされている1・2）．そして積極的に使用すれば

高い妊娠率を得ることができるが，多胎妊娠や卵巣

過剰刺激症候群（OHSS）などの副作用も多いので，

対象を適切に選択し慎重に使用することが必要であ

る．

　自然な排卵周期では，卵胞期初期に血中FSH濃度

が比較的高値となることにより，数個の卵胞が同時

に発育を開始し，その後FSH濃度が下降する．そし

て，月経周期の5～7日目に卵胞の選択（selection）

が起こり，主席卵胞のみが発育し，他の卵胞は閉鎖

卵胞となり、単一排卵が引き起こされるとされてい

る．このようなFSHの変動が単一排卵機序の重要な

一因と考えられている．すなわち，卵胞発育が開始

する「FSHの閾値」3｝が存在し，その閾値は6．3～9．8

mlU／mlであると報告されている4）．

　今日，これら自然周期のFSH分泌動態に近づける

目的で，hMG律動的投与法5・　6），FSH－GnRHパルス療

法7・　8），GnRHパルス療法9・　10）など種々の排卵誘発法

が検討されている．これらの方法を中枢性排卵障害

を有する患者に施行した場合の排卵率，妊娠率，多

胎率，OHSS発症率などを表3に示す．これらは，よ

り生理的なゴナドトロピンの分泌動態を再現し，排

卵障害の患者に対して副作用発生も少なく有用であ

る．しかし，hMG律動的投与法，FSH－GnRHパルス

の

●

■

●

●
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表3　各種排卵誘発スケジュールの効果と合併症

●

症例数 排卵率 妊娠率 多胎率 OHSS発生率 単一排卵率
（例） （％） （％） （％） （％） （％）

hMG律動的投与法
　（中村　1995）

22 88．0 18．5 11．8 34．8 0．0

FS狂GnRHパルス法
（青野　1995）

18 89．7 222 0．0 0．0 80．0

GnRHパルス法
（Filicori．　M．1994）

73 83．0 19．0 3．2
一 一

■

o

●

■

■

療法，GnRHパルス療法は，いずれも携帯ポンプを

用い，皮下投与を行う必要があり，さらに，機能性

不妊患者に対する有用性はいまだ不明である．

　これに対し，今回，より簡便な方法で機能性不妊

に対しゴナドトロピン療法の有用性を検討し，さら

にOHSSや多胎妊娠の発生を軽減する目的で，　FSH

stel｝down法，　FSH　fixed－dose法，　FSH　step－up法の

比較を初めて試みた．

　FSH　step－down法は，当初，多嚢胞性卵巣症候群

の患者に対し，自然排卵周期の血中FSH分泌動態に

似せて考えられた排卵誘発法である11）．本法は，ま

ず始めにFSH投与量を増やし「FSHの閾値」を超え

た濃度にし，数個の卵胞群を発育させ，その後主席

卵胞径が10mm以上になったところでFSH投与量を

減量することにより，主席卵胞以外の卵胞を閉鎖さ

せ多発卵胞発育を防止させるという方法である．こ

の投与法により，発育卵胞数を少なくし，妊娠の成立

に適さないとされる高E2環境「z）を抑え，OHSSの発

生を予防に効果があるとする報告がされている13－16｝．

今回，これを機能性不妊患者に適応したところ，他

2方法に比べ，FSH投与量は少なく，また卵胞期後

期の血中FSH値を有意に低くすることにより，過剰

の卵胞発育を有意に抑制し，さらにE2値を低く保

ち，多発排卵を抑えることができた．

　このように，FSH　step－down法は発育卵胞径によ

りFSH投与量を調節する比較的簡便な排卵誘発法で

あり，卵胞期後期の血中FSH値を低くし，主席卵胞

のみを発育させることで，他の2つの誘発法に比べ，

妊娠率に差はないが，発育卵胞数，OHSS発症率と

もに有意に低下させ，多胎妊娠・OHSS発症の予防

に有用であることが初めて示された．しかし，排卵

誘発剤に対する反応性は個人差や周期差が大きい為，

頻回の超音波検査による卵胞計測，血中E2値測定に

よりFSH投与量を調節することが重要である．さら

に5つ以上の多数の発育卵胞がみられたときには

hCG投与を中止するなど，多胎妊娠，　OHSS発症を

減らす更なる努力が必要である．

（本論文の要旨は第41回日本不妊学会にて発表し
た．）
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Clinical　Usefulness　of　FSH　Step・down　Administration

　　　　to　the　Patients　with　Unexplained　Infertility．

Kenji　lnooku，　Ryuzo　Tahara，　Yoshiro　Toma，　Hiroshi　Saito　and　Takumi　Yanaihara

　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Showa　University　School　of　Medicine，　Tokyo142，　Japan

Kunihide　Gomi ●

　　　　　　　　Department　of　Clinical　Pathology

Showa　University　Scheol　of　Medicine，　Tokyo142Japan

　　To　evaluate　the　ef且cacy　of　step－down　administration（SD．）of　follicle－stimulating　hormone（FSH）in　patients

with　unexplained　infertility，　we　retrospectively　assessed　the　clinical　usefUlness　in　45　unexplained　infenile　women．

Patients　were　divided　into　three　groups：a）S．D．（11＝12），b）fixed－dose（n＝16），c）step－up（n＝17）．The　SD．　regi－

men　succeeded　in　ovulation　induction　with　lower　concentration　of　serum　FSH　levels　at　late　follidular　phase　and

lower　incidence　of　ovarian　hyperstimulation　syndrome（OHSS）than　in　other　regimens。　There　is　no　significant

d迂ference　in　rate　of　ovulation　and　pregnancy．

　　The　S．D．　regimen，　mimiced　natural　cycle，　is　safe，　simple　and　clinically　useful　in　comparison　with　other　regi－

mens．

Key　words：FSH　step－down　administration，　unexplained　infertility，　OHSS
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　早発卵巣不全（POF）5例に対するホルモン補充療法（HRT）として，経皮吸収型エストラジオー

ル製剤およびメドロキシプロゲステロン製剤を6から21カ月投与し，その効果を評価した．その結果，

全例において血中エストラジオールは卵胞初期のレベルとなり，性交痛の軽減など日常生活上のQOL

向上をもたらした．一方，性腺刺激ホルモンレベルの抑制は著明でなかった，また投与期間中，体重

の変動やコレステロールなど脂質代謝に対する影響は認めなかった．POF症例に対する長期的なHRr

の臨床的意義について，今後多数症例で検討する必要がある．

キーワード：早発卵巣不全，ホルモン補充療法，経皮吸収型エストラジオール製剤，QOL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），37－40，1998）
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緒 言

　早発卵巣不全（premature　ovarian　failure：POF）

は，35あるいは40歳までに，高FSHおよびLHを

伴う無排卵症，続発性無月経を呈する症例を指す．

この病態に対して，hMG－hCG療法などによる排卵

誘発を試みても無効である場合が多く，以前は無治

療で無月経を続けていた．また血中FSH値の低下を

目的として，ピルの投与や結合型エストロゲンおよ

びmedroxyprogesterone（MPA）製剤などを用いた

カウフマン療法さらにGnRHagonist投与の後，排卵

誘発を行っても無効である場合は，カウフマン療法

も短期間で終了することが多かった．しかし，近年，

更年期以後の閉経女性に対するH團「（hormone　re－

placement　therapy）の普及が進み，エストロゲンの

補充による短期的な効果のみならず，骨代謝や脂質

代謝に及ぼす長期的投与の有用性が明らかとなった．

一方，POF症例では，年齢層がより低く，高年女性

よりも性的活動性が高く，日常におけるQOL
（quality　of　life）の向上，さらに長期間のエストロゲ

ン欠乏状態を脱する見地からもHRTの必要性はより

大きいと考えられる1・　2｝．そこで今回，天然型エスト

ロゲンであるエストラジオール（E2）をその成分と

する経皮吸収型エストロゲン製剤エストラダーム
’ITSを，POF症例に長期間投与し，その有用性と問

題点を検討した．

対象および方法

　対象は表1に示すように’F均年en　34．2歳（28～38

歳）の婦人5例である．いずれの症例も続発性無月経

で来院し，閉経年齢は平均32．6歳（25－37歳）であっ

た．1例が2回経産婦であったが，他の4例は未産

婦で挙児希望があり，2例は不妊症の治療歴があっ

た．卵巣嚢腫などの手術既往のある症例はない．

●
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表1　各症例の背景

症例　　年齢（歳）身長（cm）体重（kg）　G　P　来院時主訴閉経年齢（歳）ANA（倍）　染色体BMD（g／cm2）

38

38

34

28

33

163

175

162

165

165

48

54

58

53

49

0　　0

2　　2

0　　0

0　　0

0　　0

不妊症

無月経

無月経

無月経

不妊症

37

35

34

25

33

＜20

〈20

＜20

＜20

160

46XX

未検

46XX

46XX

46XX

0．987

未検

0．960

未検

0．938

●

基礎体温は，すべての例で低温一相性性であり，経

膣超音波断層法により卵巣に卵胞の発育を認めない

が，子宮などその他の婦人科的異常は認めなかった．

全例やせ型でBMI（body　mass　index）は平均19．1

〈17．6－22．1）であった．またQDR－2000を用いた

DEXA（dual　energy）X－ray　absorptiometry）による骨

塩量測定を施行できた3例に，骨量の減少は認めら

れなかった．

　治療開始に先だって，すべての例に血液生化学検

査，凝固検査，甲状腺機能検査などのスクリーニン

グ検査を施行したが，特に異常を認めなかった．ま

た，経産婦を除く4例に行った染色体検査でも異常

を認めず，免疫血清検査により，1例において抗核

抗体が陽性であったが，全身所見およびその他の自

己抗体，免疫グロブリンなどの検査から，自己免疫

疾患は否定された．

　初診時にすべての症例のLH，　FSH，　PRL，　E2，

progesterone（P，）を測定し，挙児希望のある4例

に対しては，EP合剤負荷による消退出血誘発後に，

hMG製剤（ヒュメゴンあるいはパーゴナル）1501U

を7日間，ついで3001Uを7日間連続投与するゴナ

ドトロピンテスト（hMGtest）を施行した．効果判

定は血中E2の上昇と経膣超音波断層法による卵胞発

育の有無で行った．

　エストラダームmsは，腹部皮膚に貼付し，隔日

に交換し連続投与を行った．さらにメドロキシプロ

ゲステロンアセテート（MPA）製剤プロベラ2．5mg

を毎月1回，12日間連続経口投与を行い消退出血を

起こした．全例において3ないし4カ月後に採血を

行い，血中ホルモン値の変動，脂質など生化学検査

への影響を検討した．さらに、その後は6カ月毎に

諸検査を施行した，

結 果

　今回対象とした5症例は，初診時にFSHの上昇

（平均106mIU／m1），LHの上昇（平均45mIU！m1）を

認め，hMGtestに無反応であった（表2）．したがっ

て，5例すべて臨床的に原因不明のPOFと判断され

た．FSHおよびLH値が，上昇したままであること

を確認後，いずれの症例についても，6カ月以上の

エストラダームTTSによる治療を行った．表3に示

すように，投与後3から4カ月の時点の検討で，血

中E2は明らかに上昇し，すべての症例において，有

経婦人の卵胞期に相当する濃度を呈した．一方，LH

およびFSHは，治療開始後やや低下傾向を示す症例

が多かったが，上昇する症例もみられ一定しなかっ

た．投与期間中に不正出血を訴える例はなかったが，

毎周期プロベラ服用終了2日前から出血のはじまる

症例が1例あった．

　現在までの観察期間に1kg以上の体重の変動の

みられた例はなかった．また，投与開始前のスク

リーニングで総コレステロール220mg／d1以上を示

す症例はなかったが，現在までの投与期間中（6か

ら21カ月），総コレステロール，HDLコレステロー

ルおよび中性脂肪に有意な変動をきたした症例はな

い（データ省略）．

●

●

■
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表2　各症例の治療前ホルモン値と治療内容

症例　　LH　　FSH　　PRL　　hMGtest 投与薬剤　　投与方法 投与期間 97．7現在

24

74

32

36

58

56

131

113

140

90

5．8

8．1

3．0

6．7

4．9

反応せず

未施行

反応せず

反応せず

反応せず

Trs十MPA
Trs十MPA
Trs十MPA
TTS十MPA
Trs一トMPA

cyclic

cyclic

cyclic

cyclic

cyclic

95．10－

95．11－

96．2－

96．4－96．10

97．2一

継続中

継続中

継続中

経口剤に変更

継続中

o

LH：mlU／m1，FSH：mlU／ml，PRL：ng／m1

■
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表3　エストラダームTTS投与開始前と約3カ月後の血中ホルモン値

症例　投与前E2投与後E，　変化率　投与前LH投与後LH　変化率　投与前FSH投与後FSH　変化率

o

＜10．0

　16．0

　11．0

＜10．0

＜10．0

39．0

27．0

30．0

61．0

44．0

390％＜

169％

273％

610％＜

440％＜

24．0

74．0

32．0

36．0

58．0

28．0

54．0

25．0

21．0

57．0

117％

73％

78％

58％

98％

56．0

131．0

113．0

140．0

90．0

32．0

97．0

130．0

65．0

91．0

57％

74％

115％

46％

101％

E2：pg／m1，LH：mIU／m1，FSH：mlU／m1

■
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　乳腺や外陰部の腫脹などエストロゲン投与に伴う

症状の出現した例はなかった．しかし，症例SKにお

いて投与6カ月の時点で軽度の皮膚掻痒感の出現の

ため，経口剤（プレマリン）への変更を行ったが，他

の4症例においては，特に副作用は認めず，現在ま

で使用を継続している．

　また，投与前の問診でhot　flushに代表される更年

期症状などの強い自覚的症状を訴える症例はなかっ

たが，投与後の問診では，5例全例において，性交

痛の軽減，易疲労感の消失に代表される日常生活の

QOL向上を伺わせる回答を得た．

考 察

　POF症例に対するエストロゲン補充の必要性およ

び有用性に関しては，現在まで一致した見解はない．

しかし，その年齢を考慮すると，エストロゲン補充の

利益が，閉経後女性以上に大きいと考えられる1・2＞，

また，エストロゲン投与による性生活を含む社会生

活上のQOLの向上を定量化して客観的に評価する

ことはきわめて困難であるが，今回のエストロゲン

を開始した5例全例が，長期間治療の継続をしてい

ることは，そののコンプライアンスがきわめて高い

ことを示し，その有用性の裏付けと考えることもで

きる．また来院時の聞き取り調査により本人の治療

に対する評価を聞くと，いずれの症例も治療に対し

て高い評価を与えており，客観的および主観的双方

の見地から，HRTの意義の大きいことが示唆され
る．

　従来行われてきたプレマリンなど結合型エストロ

ゲン製剤投与によるHRrではなく，経皮吸収型エス

トロゲン製剤を選択した理由は，比較的若年者にお

けるネイティブなエストロゲンの効果を期待した点

もあるが，すべての例が若年で高コレステロール血

症を呈していないため，中性脂肪など脂質代謝への

影響がより少ないHRTを行うことにあった3・　4）．予

測したとおり長期投与に伴う血中脂質など代謝系へ

の影響は認められず，パッチ剤の有用性が明らかと

なった．

　5例のうち1例は皮膚掻痒感のためプレマリンへ

変更したが，他の4例は特に副作用無く使用を現在

まで継続している．高年婦人において時々問題とな

る乳腺症状や外陰部の症状はなく，帯下の増量も全

症例によって生理的範囲と判断された．したがって，

比較的若年のPOF症例においては，　HRrによるエ

ストロゲンの直接作用と思われる使用開始直後の症

状はあまり本人にとって問題とならない可能性が示

唆された．

　血中ホルモン値の測定によりエストラジオールは，

卵胞初期程度に上昇することが判明したが，経皮吸

収製剤を用いた諸家の報告同様3・　5），ゴナドトロピン

の抑制は著明ではなく，中には抑制が明らかでない

症例もあった．しかし，傾向としては，E2上昇率の

高い症例ほどFSHおよびLHの抑制が顕著であった．

最近，乳癌や子宮内膜癌の発生頻度を上昇させず，

骨塩量の減少を阻止するエストラジオールレベルの

存在する可能性が指摘されている．POF症例では，

通例行われるHRTと比較して，さらに20年程度の

より長期間のHRrが必要となる可能性が高いことを

考慮すると，長期投与の際の至適エストラジオール

濃度の検討はさらに重要と思われる．同様に，今回

の検討では投与期間，症例数のいずれも十分でない

ため，骨塩量の変化は明らかでないが，今後，10年

単位で骨代謝に与える影響を検討する必要があると

思われる．

　挙児希望のあるPOF症例の治療として，カウフマ

ン療法後あるいはGnRHアナログを併用したhMG

療法の有効なことのあることが報告されているが，

実際には無効例が大部分である．したがって諸外国

においては卵子提供によるrVFが適用される6）が，

本邦では不可能である以上，HR］「によりQOLの向

上を目指す治療は次善の治療選択として意味のある

ものと思われる，経皮的投与は，経口投与と比較し

て，そのコンプライアンズに優れることからも，こ

のような症例に対する長期的投与に適したものと考

■
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Five　women　with　premature　ovarian　failure　were　administered痢th　transde㎜al　es住adiol　supplemented　wlth

oral　medroxyprogesterone　acetate　for　six　to　eighteen　months．　After　three　months，　the　symptoms　caused　by

estrogen　deficiency　such　as　dyspareunia　disappeared　in　a11　the　cases　with　the　elevation　of　serum　estradiol　to　the

levels　of　early　follicular　phase．　There　has　been　no　significant　change　observed　in　body　weight，　serum　choles一

terol　levels　and　hepa樋c　and　other　metabolic　markers．　Further　study　in　larger　scale　and　longer　period　is　neces一

sary　to　establish　the　clinical　signi丘cance　of　hormone　replacement　therapy　in　cases　with　premature　ovarian

failure．
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　Kallmann症候群は，嗅覚障害を伴う低ゴナドトロピン性性腺機能低下症である。今回，我々は診断

においてMRI所見の有用性を認めた女性のKallmann症候群症例を経験したので報告する．

　症例は19歳女性．主訴は原発性無月経．身長165cm，体重50kg，左外斜視，両側外転神経麻痺あり．

知能障害なし，乳房発育Tanner分類ll度，陰毛発育Tanner分類皿度．内および外性器の異常なし．ホ

ルモン検査ではLH＜0．5mlU／mL，　FSH　1．1mIU／mL，PRL4．1ng／mL，　GH　I．7ng／ml，AeTH29．1　pg／ml，E216pg／

mL，T15．5ng／dl．　LH・・RH負荷試験においてLH無反応，FSH低反応．　LH－RH（IOO　＃g）7日間筋注後のLH－

RH負荷試験で反応性の改善あり．他の下垂体機能は正常反応．副腎，甲状腺機能は正常．耐糖能異常

なし．染色体検査は46XX．卵巣生検にて原始卵胞あり．嗅覚検査にて検知域値，認知域値ともに低下．

MRI検査にて嗅球の萎縮と嗅裂の消失，下垂体の低形成をみとめた，　Kallmann症候群の女性症例にお

いても嗅脳形成異常が確認されたことから，今後はMRI検査の所見が本症のより詳細な診断に有用な

ことが示された．

キーワード：Kallmann症候群，原発性無月経，嗅覚障害，　MRI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，43（1），41－45，1998）

■

●

緒 言

　Kallmann症候群は嗅覚脱失ないし低下を伴う低ゴ

ナドトロピン性性腺機能低下症であり，1944年に

Kallmannら1）が報告して以来，遺伝性疾患として知

られている．男女比は約6：1で男性に多くみられ，

その出現頻度は女性で約5万出生に1例とされてい

る．Kallmann症候群は，男性症例については数多く

の報告がなされているが，女性症例の報告は少なく，

本邦では9例の報告があるにすぎない2・3）．

　近年，Kallmann症候群の原因遺伝子の解析が精力

的になされ，特定の家系の男性症例ではXp22．3領域

に存在するKAL遺伝子が原因遺伝子とされている

4－7）．本症候群はKAL遺伝子産物の発現に関連した

胎生期の嗅脳形成障害とGn－RH産生細胞遊走障害に

より生じると考えられており，男性症例の画像診断

においてはMRI所見で嗅球および嗅裂の形成異常が

指摘されている8－11）．しかし，女性症例については

症例数が少ないため，現在までのところ原因遺伝子

の同定はなされておらず，嗅脳形成異常の有無につ

いても明らかでない．このため，Kallmann症候群の

女性症例を臨床的に正確に診断し，症例の集積を計

●



42（42） Kallmann症候群の女性症例

ることは今後重要な事と思われる．

　今回，我々はKallmann症候群の女性症例を経験

し，MRI所見も併せて得ることができたので報告す
る．

症 例

　症例：19歳，大学生

　主　訴：原発性無月経

　家族歴：特記すべきことなし

　既往歴：生下時より左外斜視を認め，6歳時に外

　　　　　斜視手術

　現病歴：小学3年生（10歳）頃より嗅覚鈍麻の自

　　　　　覚あり．17歳時に原発性無月経にて近医

　　　　　受診し，エストロゲン・プロゲステロン

　　　　　剤投与にて月経様出血あり．以後無月経

　　　　　が持続するため，一（19歳）に
　　　　　当科を受診した．

　現　症：身長165cm，体重50kg．左外斜視，両側

　　　　　外転神経麻痺を認めるものの顔貌異常な

　　　　　し．乳房発育はTanner分類ll度，腋毛は

　　　　　疎，陰毛発育はTanner分類1皿度であっ

　　　　　た．内性器および外性器異常なし．知能，

　　　　　四肢の運動，歩行，聴力，色覚，平衡機

　　　　　能などの障害なし．口唇，口蓋の異常な

　　　　　し．

　内分泌学的検査：初診時の血中ホルモン検査では

LH＜O．5mlU／ml，FSHI．lmlU／m1，PRL4．1n9ノ
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ml，GHI．7ng／ml，E216pg／ml，T15．5ng／dl，P4＜0．1ng／ml．

LH－RH負荷試験にてLHは無反応，　FSHは低反応．

LH－RHアナログ（buserelin，100μg／日）7日間経

鼻投与後では反応性の変化なし．LH－RH（100μg／日）

7日間筋肉注射後ではLH，　FSH共に反応性の改善あ

り（Fig。1）．TRH（500μg）－insulin（0．11U／kg）負荷試

験ではPRL，　TSH，GHともに正常反応であった．プレ

マリン試験にて無反応．副腎機能ではACTH29．1pg／

ml，Cortisol14．6μg／dl，Dehydro－epiandroster（りe

（DHEA）2．42ng／ml，DHEAS　125．2μg／d1と正常範囲

を示し，甲状腺機能も正常であった．7590GTrは正

常反応であった．HMG投与試験（HMG1501U／日，

7日間）では，E2は投与前12．1pg／m1，投与後22．4pg／

mlと軽度上昇し，その後に施行した卵巣生検におい

て卵胞をみとめた（Fig．2）．

　染色体検査：46XX．

　嗅覚検査：当院耳鼻科にてT＆Tオルファクトメ

ターを用いて行い，検知域値4．2，認知域値5．4と正

常域値1．3　一　1．5に比べて著明に低下していた．

　画像診断：頭部CTおよびMRIにて頭蓋内腫瘍な

どはみとめないものの，MRIにて嗅裂の消失，嗅球

の低形成，嗅路の消失，下垂体の低形成をみとめた
（Fig．3）．

　以上より，本症例は嗅覚障害をともなう低ゴナド

トロピン性性腺機能低下症であり，Kallmann症候群

の女性症例と診断した．本症例においても，男性症

例と同じようにMRI所見において嗅球，嗅裂の形成
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　　Fig．1　Changes　of　LH　and　FSH　responsibility　to　LH－RH　loading　test．

　　　　　0：No　treatment　●：After　buserelin　administration（100μg／day，　transnasal，7days）．

　　　　　■：After　LH－RH　treatment（100μg／day，　i．m．，7days）．
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Fig．2　Histology　of　the　ovarian　tissue　obtained　by　ova－

　　rian　biopsy　f「om　the　patient（HEstain，×200）．

　　Priinary　and　early　antral　fo皿icles　are　sho㎜（含）

不全をみとめた．

　患者は現在独身のため，カウフマン療法にて経過

観察中であるが，今後挙児希望があれば持続皮下投

与ポンプを用いたLH－RH投与またはHMGにて排卵

誘発の予定である．

考 察

　本症例は，原発性無月経にて当科を受診した低ゴ

ナドトロピン性性腺機能低下症であるが，血中田，

FSHの低値，LH－RH負荷試験での無反応をみとめた

ため，下垂体障害や単独性ゴナドトロピン欠損症な

どが疑われた．しかし，嗅覚検査において明らかな

嗅覚障害をみとめ，LH－RH連続投与によりLH－RH負

荷試験の反応性が改善されたことより，視床下部の

障害に起因する低ゴナドトロピン性性腺機能低下症

に嗅覚障害を合併した症例と考えられ，本症例を

Kallmann症候群と診断した．

　Kallmann症候群は，嗅覚の脱失または低下を伴う

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症と定義されてい

るが1），臨床所見においては口蓋裂，色覚異常，聴力

障害，知能障害，肥満，糖尿病，手指の異常，顔面

奇形，心血管系の異常などを伴うことがしられてい

る2）．また，本症候群は家族内発症が多く認められ遺

伝性疾患と考えられているが，散発例も比較的多く，

特に本邦では散発例が81。3％（39／48例）と多くみと

められる3），本症例は随伴症状として外斜視，両側外

転神経麻痺以外の異常はみとめず，家族内の発症例

もみとめなかった．

　LH－RH産生細胞は胎生期に鼻部の嗅原基から鼻中

隔，前脳を経て視床下部に遊走する事が知られてい

るが12），本症候群の剖検例において嗅脳形成不全と

ともにLH－RH細胞が鼻部の箭骨に集族し脳内にみと

（43）43

　　　　　A　　　　　　　　　　　　　6

Fig．3　MR【五ndings　through　the　rhinencephalon　of　the

　　patient．　Aplasia　of　the　olfactory　bulbs　and　tracts

　　are　demonstrated（⇒）．

　　（A）Transverse　scan．（B）Coronal　scan．

められなかったことから13），本症の病因は嗅脳形成

時期に関連したLH－RH細胞の遊走障害によるものと

考えられている．また，これに関連して本症候群に

嗅覚障害，顔面奇形，口蓋裂などが多くみられると

考えられている．

　本症候群においては，原因遺伝子としてXp22．3領

域にKAL遺伝子が同定されている4・　5）．その塩基配列

から予測される蛋白には，蛋白分解酵素阻害蛋白，

神経細胞接着分子（N－CAM），チロシン脱リン酸化酵

素と相同性のある領域が含まれており，神経細胞の

遊走・接着に深く関与しているものと考えられてい

る．家族性の症例の検討では，KAL遺伝子の欠失の

みならず種々の点突然変異がみられており7），その

病因には多様性が存在するものと思われ，発現蛋白

の機能解析が今後重要になると考えられる．しかし，

散発性の症例ではKAL遺伝子欠失は低頻度（1／21例）

であり，遺伝子多型は21例中7例にみとめられるも

のの明らかな関連は見いだされていない14）．さらに，

女性症例の検討ではKAL遺伝子の異常は現在までの

ところみとめられておらず15），これらの症例，特に

女性症例における原因遺伝子の同定が今後望まれる．

　CT検査では不十分であった嗅球，嗅裂の描出が

MRI検査により可能となり，本症候群のMRI画像で

嗅球の無・低形成，嗅裂の消失，嗅路の消失などが

報告されるようになったが，いずれも男性症例で

あった8－11）．最近，Quintonら15）は女性症例5例を

含む詳細な報告をしているが，女性症例においても

5例中3例に嗅裂の消失，5例中1例に嗅球の無形

成をみとめている．本症例でも，嗅球の低形成，嗅

裂の消失をみとめており，今後はこのようなMRI画

像診断が女性を含めたKallmann症候群の診断に有

用となるものと考えられる．
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　本症候群の性腺機能不全に対する治療は，理論的

には持続皮下注ポンプを用いたLH－RHの律動的投与

が望ましく，Crowleyら16）の報告以後，　LH－RHを用

いた治療が行われている．しかし，実際の臨床では

持続皮下注ポンプ装着が煩雑なため，HMG－HCG療

法を施行する場合も多い．HMG－HCG療法において

は治療開始時の卵巣および精巣の反応性が比較的悪

く，大量のHMGを必要とすることが多い2）．通常の

月経周期においては原始卵胞から発育卵胞に至るま

でに2～3ヶ月要することが知られており，通常量の

HMGによる排卵誘発には基礎レベルのゴナドトロ

ピン分泌があることが不可欠と考えられている．本

症候群においてはゴナドトロピン（特にLH）の分泌

がほとんど認められないため，卵巣内の卵胞は原始

卵胞の状態にある．HMG抵抗性はこのためと考え

られ1初回の排卵誘発には比較的大量のHMG製剤

が必要となるが，それ以降は逆に卵巣過剰刺激に注

意する必要がある．本症例においてもHMG1501U，7

日問投与による血中E2のh昇はごく軽度であった

が，その後に行った卵巣生検において原始卵胞に混

じってやや発育した卵胞もみられており，HMGに

て十分に排卵誘発可能な症例と思われる．

　以上，Kallmann症候群の女性症例を報告した．本

症候群の診断においては従来のホルモン検査と嗅覚

検査に加えて，MRI検査などの画像診断がその病態

の詳細な評価に有用なことが示された．
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A　Female　Case　of　Kallmann　Syndrome，　a　Usefulness　of　MRI　Findings　for　Diagnosis

Koichi　Murakami，　Ryoji　Ogasawara，　Hiroshi　Sumitani，　Kiyoshi　Uchide，　Koji　Kioke　and　Masaki　lnoue

e

■

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology　Faculty　of　Medicine，

　　　　　　　　　Kanazawa　University，　Kanazawa　920，　Japan

　　We　report　a　female　case　of　Kallmann　syndrome　of　which　MRI　findings　of　oifactory　system　were　useful　for

diagnosis．　She　visited　to　our　clinic　with　primary　amenorrhea　and　suffered　from　anosmia，1eft　exotropia　and

bilateral　abducent　nerve　palsy　since　her　birth．　There　were　no　similar　patients　in　her　relatives．　The　plasma　level

of　LH　was　undetectable，　FSH　1．lmlU／ml，　PRL　4．1ng／ml，　GH1．7ng／m1，　ACTH29．1pg／m1，　Estradio116pg／ml

and　Testosterone　15．5ng／dl　respectively．　Plasma　LH　and　FSH　did　not　respond　to　LH－RH（IOO　pt　g，　i．v．）and　LH－

RH　after　buserelin　administration（IOO　pt　g／day，　transnasal，　for　7days），but　responded　LH－RH　after　LH－RH　treat－

ment（100μg／day，　i．m，　for　7days）．The　adrenal　and　thyroidal　functions　were　in　normal　range．　The　karyotype

was　46XX，　and　ovarian　biopsy　showed　primary　follicles　in　the　ovarian　cortex．　The　smell　test　showed　anosmia．

The　MRI　findings　revealed　a　dysgenesis　of　oifactorial　bulbs　and　clefts　and　a　small　sized　pituhary　gland．　These

MRI　findings　are　also　usefUI　for　a　diagnosis　to　female　cases　of　Kallmann　syndrome．

Key　words：kallmann　syndrome，　primary　amenorrhea，　anosmia，　MRI
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人工精液瘤よりの精子を用いたIUIで

妊娠・出産に成功した膀胱全摘除症例

Successful　Pregnancy　and　Birth　Following　Intrauterine　Insemination　with

　　　　　Sperm　Recovered　from　an　Artificial　Spermatocele　Placed

　　　　　　　　　　　　　　in　a　Cystectomized　Patient

　　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

大橋正和　　石川博通　　青柳貞一郎
Masakazu　O　O　HASHI　　　Hiromichi　ISHIKAWA　　　　Teiichiro　AOYAGI

　　　　　　　　早川邦弘　　畠　　亮
　　　　　　　Kunihiro　HAYAKAWA　　　　　Makoto　HATA

　　　　　　　　　Department　of　Urology，　Tokyo　Dental　College

　　　　　　　　　　Ichikawa　General　Hospital，　Chiba　272，　Japan

　　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　　　　　　　　兼　子　　　智　　　　郡　山　　　智

　　　　　　　　Satoru　KANEKO　　　　　Satoshi　KO　HRIYAMA

　　　　　　　　吉田丈児　　小田高久
　　　　　　　　　Joji　YOSHIDA　　　　　　　　Takahisa　ODA

　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Tokyo　Dental　College

　　　　　　　　　　Ichikawa　General　Hospital，　Chiba　272，　Japan

　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科学教室

　　　　　　　　渡辺政信　　吉田英機
　　　　　　Masanobu　WATANABE　　　Hideki　YOSHIDA

　　Department　of　Urology，　Showa　University，　School　of　Medicine，　Tokyo　142，Japan

　　　　　　　　　　　　　　　けいゆう病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　宮　地　系　典

　　　　　　　　　　　　　　　　Keisuke　MrYAII

　　　　　　Department　of　Urology，　Keiyu　Hospital，　Kanagawa　220，　Japan

　症例（40歳，男性）は膀胱に浸潤する直腸癌のため他院外科・泌尿器科にて一に低位前方切

除術，膀胱全摘除術，回腸導管造設術を施行された．手術前の90年に結婚しており，挙児希望にて■

■に当科を受診した．妻は30歳で婦人科検査にて異常を認めなかった．両側精管は肥厚していた

が，血清ホルモン値，両側精巣容積は正常であり，造精機能は正常，膀胱近傍で両側精管結紮，切断

による精路閉塞と診断した．一，左精管に昭和大式シリコン製人工精液瘤を装着した．手術直



48（48） 人工精液瘤精子IUIで妊娠・出産に至った膀胱全摘例 日不妊会誌　43巻1号

後より人工精液瘤を穿刺・吸引し，回収した精子を凍結備蓄した．精子濃度は6　一　180×106／m1，運

動率5～20％であった．一より凍結備蓄精子ノ当日回収精子を洗浄・濃縮しIUIに供した．93

年・2月の3回目IUIで妊娠が成立し，■，正常分娩にて女児（32189）を出生した。膀胱全摘

症例に人工精液瘤を造設し，そこからの回収精子で妊娠が成立したのは，本邦初例と思われる．

キーワード：膀胱全摘除術，精路閉塞，人工精液瘤，IUI，妊娠・出産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．，43（1），47・51，1998）

緒 言

　近年，閉塞性無精子症に対する不妊治療の進歩は

著しく，精管精管吻合術，精管精巣上体吻合術と

いった精路再建術により精液中に精子が出現して妊

娠に至る例が多く見られるようになってきた．一方，

先天性精管欠損症や吻合不可能な広範な精路閉塞例

などのように精路再建が不可能なものでは，人為的

に回収した精子をassisted　reproductive　technology

〈ART）に供することが唯一の治療となる．今回我々

は，膀胱全摘除後の挙児希望症例に人工精液瘤を造

設し，回収精子を用いた子宮腔内人工授精
（intrauterine　insemination，　IUI）にて妊娠・出産に成

功したので報告する．

症 例

患者：40歳，男性．

主訴：挙児希望．

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴・現病歴：一に他院にて膀胱に浸潤

する直腸癌の診断で，低位前方切除術，膀胱全摘除

術，回腸導管造設術を施行された．この時精管は両

側とも膀胱近傍で結紮・切断したが，内精動静脈は

保存した．切除標本病理組織像ではwell　dif正erenti－

ated　adenocartinoma，　se，1y2，　v1，　n（一），aw（一），ow

（一）1）であり，手術後1年の定期検査では直腸癌再

発は認められなかったが，手術直後より，勃起・射

精は不可能となった．手術前に結婚しており，1992

年9月当科を受診した．妻（30歳）は婦人科的検査

　　図1．昭和大式シリコン製人工精液瘤．

矢印大：リザーバー，中：コネクター，小：アダプター．

にて異常を認めなかった．

現症：体格・栄養は中等度．下腹部正中に手術創，

右下腹部に回腸導管ストーマを認める．精巣容量は

両側とも20mlであり，精管は両側とも肥厚して触知

された．

血中ホルモン基礎値・染色体検査：FSH5．1mIU／ml，

LH2．7mIU／ml　，　PRL1．7ng／m1，　testosterone　5．7ng／

m1，free　testosterone　20．9pg／m1と全て正常範囲内で

あり，染色体は46XY（正常男性型）であった．

治療経過：本症例は直腸癌手術時の両側精管結紮に

よる精路閉塞状態と診断されたが，精巣容量，ホル

モン基礎値が正常であることより造精機能は保たれ

ているものと推測されたので，人工精液瘤造設術を

行うこととした．人工精液瘤はリザーバー，コネク

ター，アダプターよりなり，コネクターはカフによ

り連結されている（図1）．一腰椎麻酔

下で左精管に昭和大式シリコン製人工精液瘤2）を装

着した．すなわち左鼠径部を切開し，肥厚した左精

管内に人工精液瘤コネクターを精巣に向けて約2

cm挿入し，絹糸にて固定した（図2）．コネクター

に続くリザーバーは恥骨上の皮下に留置した．手術

中，精管切開部より得られた白濁液には濃度60×

106／ml，運動率5％の精子が認められた．手術後，

恥骨上皮下の人工精液瘤リザーバーを触知し，

暴ご

鞍

嚢

蝉

壕

図2．人工精液瘤コネクターを精巣に向けて左精管

　　内に約2cm挿入したところ．コネクターに続

　　くリザーバーは恥骨上の皮下に留置．
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図3．外来での人工精液瘤穿刺・貯留液吸引．

Hanks液を3m1満たした針付き5mlシリンジで穿

刺し，貯留液を吸引した（図3）．回収された精子は

濃度6　一一　250×106／m1，運動率5～20％であり，い

ずれも運動精子が得られた，撹拝密度勾配法3）によ

り精子を濃縮した後，液体窒素蒸気簡易凍結法4）で

凍結備蓄した．■5月より凍結備蓄精子／当日

回収精子を妻のIUIに供した．■12月，3回目

のIUIで妊娠が確認され，■8月，正常分娩に

て女児（3218g）を出産した．3回目IUI当日に回

収された人工精液瘤内貯留液3．6mlには，濃度180×

106／ml　，運動率20％の精子が認められた．第1子妊

娠後も第2子に備えて，人工精液瘤穿刺・貯留液吸

引は続行され，術後4年経過した1997年7月におい

ても精子濃度38×106／ml，運動率5％の精子が得ら

れている．

考 察

　人工精液瘤埋め込みによる精子回収の試みは，

1955年Hanley5）の羊膜を使用した報告を噛矢とす

る．人工精液瘤の材質は，初期には前述の羊膜，大

伏在静脈6），精巣白膜7）等の生体材料が用いられた

が，近年は人工血管材料8）やシリコン9）といった人工

素材が多く用いられている．本邦でも人工素材より

成る人工精液瘤埋め込みによる精子回収，そして回

収精子を用いたARTが試みられてきた，そして人工

精液瘤よりの回収精子を用いたARTによる妊娠例

は，現在まで4例10－12）のみであり，本症例は第5例

目であり，膀胱全摘例としては本邦初例と思われる．

　本症例を含めた5例の人工精液瘤による妊娠成功

例の精路閉塞原因は，小児期ソケイヘルニア手術時，

急性腹症手術時の医原性精管閉塞，結核による射精

管閉塞といった後天的なものである．妊娠に成功し

た5例のうち本症例以外は1980年代後半に報告され

（49）49

ており，AI（［’は全てIUIにより行われている．その

ときの人工精液瘤より回収された精子性状は濃度10

×106／ml以上，運動率5－40％であり，IUIによる

妊娠の成立には運動精子の存在が不可欠であった．

　我々は現在までに，本症例を含めた閉塞性無精子

症82例，104精路に対して，昭和大式人工精液瘤埋

め込みによる精子回収1回収精子を用いたARrを試

みた13）．本人工精液瘤は，精巣上体レベル，精管レ

ベルの閉塞いずれにも使用できるように設計されて

いる．すなわち，切開した精巣上体管にアダプター

をかぶせる方法（capping法）と，本症例のごとくコ

ネクターを精管に挿入する方法（tubing法）である．

我々の経験では，capping法を施行した精巣上体レ

ベルの閉塞74精路中70精路（95％）が手術後3カ

月以内に精子回収不能となったのに対して，tubing

法を施行した精管レベルの閉塞30例中15例（50％）

が術後7カ月以上精子回収が可能であった．本症例

では，人工精液瘤装着後4年経過した現在も精子回

収が可能である，またcapping法により得られた精

巣上体精子はほとんど運動精子が得られなかったが，

tubing法により得られた精管内精子には，本症例の

ように乏しいながらも運動性を有するものが見られ

た．そして人工精液瘤よりの回収精子を用いて妊

娠・出産した自験例は本症例を含めて2例であるが，

両者ともtubing法によるものでかつ運動精子を有し

ていた。また本症例では，精路閉塞期間が2年弱と

短く，この精路閉塞期間の短さも運動精子回収に寄

与したと考えている．

　先天性精管欠損症や，吻合不可能な広範な精路閉

塞症のように，外科的に精路を再疎通させることが

不可能な症例では，人為的に回収した精子をARrに

供することが唯一の治療法となる．その精子回収法

は人工精液瘤とMicrosurgical　epidermal　sperm　aspi－

ration（MESA）14）に大別される．人工精液瘤は陰圧に

より皮下のリザーバーに流入した精子を吸引・回収

するもので，ある程度の期間反復して精子回収が可

能である反面，異物反応や細菌感染の危険性を有す

る．一方，MESAは閉塞精路末梢端を切開して直接

閉塞部精子を回収する手技であり，長所として異物

を残さない点，短所として精子回収は術中のみに限

られ，またほとんどの場合得られる精子数は少数で

ある点が挙げられる．

　近年，精液所見不良例，特に精子無力症例に対す

るARTにはintracytoplasmic　sperm　injection（ICSI）

15）が汎用されるようになった．ICSIは人為的に精子

を卵子細胞質内に注入するため精子無力症であって



50（50） 人工精液瘤精子IUIで妊娠・出産に至った膀胱全摘例

も受精が可能であるが，精路閉塞症例15）に対しても

MESAによる精子回収，ICSIによる授精が行われる

ようになった．ICSIは精子の卵侵入（受精）をもby

passするものであり，運動性，先体反応誘起能等の

精子機能を無視して応用できる反面，顕微鏡下に

pick　upした精子の染色体が正常であることが前提と

なる．ヒト精子を透明帯除去ハムスター卵に侵入さ

せて精子染色体を分析すると3．6～24．8％に異常を

認め，そのほとんどは染色体構造異常16）であった．

得られた数値は卵への侵入能を有する精子のみを観

察した結果であり，ICSIにおいてランダムに精子を

pick　upした場合では，染色体構造異常率はさらに高

値である可能性が否定できない．ICSIにより非運動

精子を人為的に卵子細胞質内に注入することにより，

染色体異常や遺伝子異常を有する精子が注入され，

異常遺伝子が子孫に受け継がれる危険を警告する論

文17・18）が，最近増加している．

　現在のところ，人工精液瘤，MESAいずれの方法

でも回収精子の運動性は無いか，あっても乏しいと

いわざるを得ず，その乏しい運動性を有するかどう

かを術前に予測することはできない．非運動精子し

か回収できない時には，受精をICSIに求めざるを得

ない．しかし，本症例のような精管レベルでの精路

閉塞例では，tubing式人工精液瘤造設により，運動

精子が長期間回収されることが期待され，そうなれ

ば精子の人為的選択が無いconventional　IVF，　IUIに

よる受精が可能となる．

　本症例は，人工精液瘤より回収した運動精子で，

妻の肉体的，経済的負担が軽微であり，受精精子の

人為的選択が無いIUIにより正常女児の妊娠・出産

に成功した稀有なる例ということになる．ICSI以外

の精子の人為的選択が無い受精法による妊娠が可能

ならば，我々はそれを，不妊治療戦略として第一に

挙げられるべきと考えている．
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　　　　Successfu1　Pregnancy　and　Birth　Following　lntrauterine　1nsemination　with

Sperm　Recovered　from　an　Artificial　Spermatocele　P］aced　in　a　Cystectomized　Patient

●

Masakazu　O　ohashi，　Hiromichi　lshikawa，　Teiichiro　Aoyagi，

　　　　　　　　　Kunihiro　Hayakawa　and　Makoto　Hara

Department　of　Urology，　Tokyo　Dental　College　Ichikawa　General　Hospital

Satoru　Kaneko，　Satoshi　Koriyama，

　Joji　Yoshida　and　Takahisa　Oda

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Tokyo　Dental　College　Ichikawa　General　Hospital

●

Masanobu　Watanabe　and　Hideki　Yoshida

Department　of　Urology，　Showa　University，　School　of　Medicine

Keisuke　Miyaji

Department　of　Urology，　Keiyu　Hostital

■

●

　　We　herein　present　a　case　report　of　the　successful　pregnancy　and　birth　following　intrauterine　insemination

with　sperm　retrieved　from　an　a面ficial　spemlatocele　placed　in　a　cystectomized　male　patient．　A　40・year－01d　male

who　underwent　low　anterior　resection　of　the　rectum，　total　cystectomy　and　ileal　conduit　diversion　due　to　rectal

cancer　in　June　1991．　He　had　been　married　in　1990，　and　consulted　us　in　September　1992　With　hope　of　fathering　a

child．　His　30－year－old　Wife　had　no　gynecologica1　abnormality．　The　dilatated　vas　deferens　were　palpated．　The

testicular　volume…md　basal　hormonal　levels　were　alh舳in　nomal　limits．　We　diagnosed　his　seminal　tracts　were

Hgated　and　severed　adjacent　to　the　bladder　but　his　spermatogenesis　was　preserved．　In　Apri11993，　a　silicone

artificial　spermatocele　was　applied　to　his　left　vas　deferens，　and　was　placed　in　the　subcutaneous　tissue　in　the

suprapubic　area．　Then　was　punctured　and　sperm　was　retrieved　and　cryopreserved．　The　count　of　the　sperm　was

6－180×106／ml，　with　motility　of　5～20％．　Since　the　next　month，　IUI　using　the　cryopreserved／fresh　sperm

was　started．　The　3rd　IUI　performed　in　December　1993　successfully　impregnated　his　wife．　In　August　1994，　a

normal　girl　was　bom　with　vaginal　delivery．　This　is　the且rst　case　in　Japan，　who　cyctectomized　and　suceeded　in

fathering　a　child　With　IUI　using　sperm　from　the　arthicial　spermatocele．

Key　words：total　cystectomy，　seminal　tract　obstructions，　arthitial　spermatocele，　IUI，　pregnancy　and　child－birth
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第34回日本不妊学会東北支部総会

日時：平成8年10月19日（土）午前10時一

会場：弘前大学医学部コミュニケーションセンター

　　（弘前市）

1．凍結保存精巣精子を用いたICSIの実施成績

　　　　○福士義将，藤井俊策，山口英二

　　　　　齋藤良治（弘前大産婦）

　　　　　大橋弘実　　　（おおはしクリニック）

　無精子症患者に対して，精巣生検のために採取し

た精巣組織，または経皮的精巣穿刺により吸引採取

した精子を凍結保存し，それらを解凍して得られた

精子を用いたICSIの成績について検討した．

　平成7年4月から平成8年5月までの問に弘前大

学医学部附属病院産婦人科で無精子症と診断され，

造精機能検査の目的で精巣生検または経皮的精巣穿

刺を行い，造精機能が認められた4症例，5周期を

対象とした．凍結の方法は，細切した精巣組織また

は精巣穿刺吸引液をSperm　Freezing　Medium（lrvine

Scientific）と混合した後，　hand　freezing　methodに

よって行い，液体窒素中に保存した．体外受精の過

排卵誘発はGnRH　agonistを用いたlong　protocolに

て行い経膣的に採卵した．凍結精巣組織または精子

を常温で解凍し，0．1％hyarulonidase－PB　1さらにB2

mediumで洗浄・濃縮した後，　ICSIに供した．なる

べくtwitching　motionを示した精子を数回pipetting

した後に，metaphase皿oocyteに注入したが，運動

性がある精子を認めない場合は不動精子をそのまま

注入した，

　ICSI施行後の卵の生存率は92．3％（36／39），生存

卵あたりの受精率は55．6％（20／36），受精卵あたり

の分割率は85，0％（17／20）であった．また，胚移植

を行い得た4周期中1周期で妊娠が成立した．

　検査の際に得られた精巣組織の一部などを凍結保

存しておくことにより，何度も精巣上体や精巣から

精子を採取せずにICSIを反復して行うことが可能で

あり，無精子症の男性に対する侵襲を軽減できる．

2．精液所見とICSIの成績

　　　　○齊藤英和，伊藤真理子，高橋俊文

　　　　　太田信彦，齊藤隆和，中原健次

　　　　　廣井正彦　　　　　　　（山形大産婦）

　ICSIの成績と精液所見について検討する．

　10万以上の運動精子が回収されない症例や前回の

体外受精にて受精しない症例に対してICSIを施行し

た．

　123周期より693個の卵が採取され，第1極体を有

する397個の卵にICSIを施行した，218個（54％）が

2前核胚となり，90周期に胚移植し14周期に妊娠を

認めた．精液の濃度では10万／ml以下の症例21周

期中16周期に胚移植し7周期（44％）に妊娠が成立

した．10万／ml以上の症例102周期中74周期に胚移

植し7周期（9％）に妊娠が成立した．また精子運

動率では，0～5％の症例28周期中胚移植25周期，

妊娠8周期（32％），5～50％の症例65症例中胚移

植51周期，6症例（12％）に妊娠が成立し，50％以

上の症例30症例中胚移植14周期には妊娠が成立し

なかった．

　原精液の濃度または運動率の低い症例に高い妊娠

率を認めた．

3．Piezomicromanipulatorの［CSIにおける有

　用性
　　　　○片寄治男，呉竹昭治，前田康貴

　　　　　木村康之，飯沢禎之，柳田　薫

　　　　　佐藤　章　　　　　（福島県立医大産婦）

　顕微授精が難しいとされてきたマウス卵で，近年

圧電素子（Piezo）を使用することにより受精および

発生が効率的に実現できることが報告されている，

今回，我々はPiezo　micromanipulatorを用いたintra－

cytoplasmic　sperm　injection（ICSI）をヒト卵に応用

し，その成績を検討した．

　平成7年1月から平成8年8月まで当科でICSIを

施行した279周期を対象とした．Piezo－ICSIは，

breaking法により先端部が平坦になるように加工さ

れたinjection　pipetteを用い，　Piezoのpulseで卵透

明帯のみを穿通した後，injection　pipetteを卵細胞質

内に深く押し込み，再度Piezo　pulseにより卵細胞質

膜の穿破を確実に行い精子を注入した．

　Conventional－ICSIおよびPiezo－ICSIをそれぞれ

752個，595個の卵に施行した際の生存率（生存卵／

注入卵）は，77．8％，9L2％であり，受精率（前核卵／

生存卵）は，65．5％，75．0％，分割率（分割卵／受精

卵）は，86．0％，84．0％，妊娠率はそれぞれ13．4％，

23．2％であり，Piezo－ICSIによりICSIの成績が向上
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した．

4．マウス死滅精子を用いたICSIの成績について

　　　　○木村康之，片寄治男，呉竹昭治

　　　　　前田康貴，柳田薫，佐藤　章

　　　　　　　　　　　　　（福島県立医大産婦）

　精子原形質膜に損傷を与え精子を死滅させ，受傷

後の経過時間が受精・発生に与える影響を検討した．

　BDF1マウスの精巣上体精子を生食中でsonication

し，30分以内（A群），1～1．5時間以内（B群），2

～ 2．5時間以内（C群）に卵に精子頭部を注入し，受

精，胚盤胞への発生を観察した．同様の実験を生食

のかわりにNIMを用いて行ったAl～Cl群．

　A～C群の受精率は97．1％，100％，100％と有意

差を認めなかった．胚盤胞への発生率は46．9％，8．1

％，0％と精子死滅後の時間の経過とともに低下し

た．NIMでは，受精率は生食と有意差を認めなかっ

た．胚盤胞までの発生率はA，　・・一　C［群で78．8％，77．8

％，53．8％と時間の経過とともに低下したが，生食

と比較し有意に高値であった．

　死滅精子の発生能は時間の経過とともに低下し，

NIM中では生食よりも発生能が長時間保持された，

5．さまざまな人工授精法（IUI・DIPI・DIFI）を

　実施するタイミングの後方視的検討

　　　　○山口英二，藤井俊策，福士義将

　　　　　齋藤良治　　　　　　　　（弘前大産科）

　さまざまな人工授精法を実施するタイミングに関

し，実施前日および当日の血清progesterone（P4）値

を測定し，妊娠成立周期と非成立周期とで後方視的

に比較・検討した．

　平成3年4月から平成8年5月までの間に弘前大

学医学部附属病院産婦人科で人工授精を行い，治療

の転帰を確認できた781周期を対象とした．ただし，

人工授精実施後に両側卵管閉塞が判明した症例と，

後に体外受精を行い受精がまったく成立しなかった

受精障害精子症例は除外した．人工授精法の内訳は

IUIが687周期，DIPIが6周期，DIFIが88周期であっ

た．人工授精の実施時期は，主に経膣超音波断層法，

頸管粘液検査，尿中LHなどの結果を考慮して決定

した．これらの治療周期において，排卵誘発法，経

膣超音波断層法で測定した卵胞径と子宮内膜厚，媒

精に使用した総運動精子数（TMSC），治療期間中の

各種の血清内分泌検査値について検討した．血清P，

値はアマライトシステム（Amersham）を用いて測

定した．

日不妊会誌　43巻1号

　周期あたり妊娠率はIUIが6．8％（47／687），DIPI

が33，3％（2／6），DIFIが5．7％（5／88）であっ

た．卵胞径とTMSCは，妊娠成立周期と非成立周期

との間に有意差を認めなかった．子宮内膜厚は人工

授精実施前日に6mm未満であった周期では妊娠が

成立しなかった．妊娠成立周期における人工授精実

施前日の血清P4値は，　IUIではO．9±0．6ng／ml（0．1

－一　2．2ng／ml），DIPIとDIFIでは0．7±0．4ng／ml（0．1

－－ O．9ng／m1）であった．実施当日の血清P4値につい

ては統計学的に有意な結論を導くことができなかっ

た．

　人工授精を実施するタイミングは妊娠成立にとっ

て非常に重要であり，いずれの方法とも前日の血清

P，値が参考になり，IUIでは3ng／ml以上，　DIPIと

DIFIでは1ng／ml以上の周期には妊娠が成立しな

かったため，キャンセルしたほうがよいと考えられ
た．

6．卵巣過剰刺激症候群（OHSS）にて妊娠した

　児の予後
　　　　○斎藤真紀，酒井伸嘉，斎藤英和

　　　　　廣井正彦　　　　　　　（山形大産婦）

　近年，生殖補助技術の進歩により不妊患者の多く

が挙児を得られるようになったが，その一方で，排

卵誘発剤の投与による卵巣過剰刺激症候群（OHSS）

を発症する例も多くなった，

　今回我々は，その中でもとくに入院を必要とした

症例について，過去5年間，33周期29症例について，

年齢，OHSSの重症度，妊娠の有無，児の予後など

を検討した，

　その結果，卵巣の反応性がよい若者のほうが発症

しやすい傾向があることがわかった．また，重症度

と妊娠とのあいだにとくに相関はみられず，重症例

においても妊娠継続が可能であった．さらに，妊娠

例での児の予後に対してもとくに影響は認めなかっ
た．

7．ラット実験的停留精巣の精巣内α1受容体へ

　の影響
　　　　○笹川五十次，都丸政彦，安達裕一

　　　　　沢村俊宏，中田瑛浩　　（山形大泌尿器）

　実験的停留精巣の精巣内α1受容体への影響につ

いて検討した．

　SD系雄性ラットに停留精巣を作製し，術前，術後

2，5，7および14日目に精巣を摘除し，重量を測

定し，3H－prazosinを用いたreceptor　assayを施行し

■

■

●

●

●

■

の

■



曝

o

●

●

●

o

●

●

平成10年1月1日

た．

　精巣重量は，術後5日目より有意に低下し，7日

目には術前の40％まで減少した．最大結合部位数

（Bmax）は，術後7日目より有意に高値を示したが，

精巣全体のBmaxには差を認めなかった．

　精巣内α1受容体は，停留精巣による影響をうけ

ないことが示唆された．

8．精子運動性急速低下例に対する漢方療法

　　　　　蓮内精之　　（公立刈田綜合病院泌尿器）

　　　　　中角尚誉，平松正義，折笠精一

　　　　　　　　　　　　　　（東北大学泌尿器）

　一般の精液検査所見はほぼ正常にもかかわらず，

精子運動能（SMEI）が経時的に急速低下した27症

例に対し28回の漢方療法を行った．

　問診および腹診をもとに実証例には柴胡加竜骨牡

蛎湯，虚証例には補中益気湯を投与し，適宜コウジ

ン末を追加した．精液採取20分後のSMEIに対する

60分後のSMEIの比（R）が，投与後3倍以上改善

したものを有効とすると，有効率は53．6％（15例）

であった．Rが70％以上と正常化した症例は35．7％

（10例）であった，採取20分後の精子濃度，運動率，

SMEIに有意差はみられなかったが，60，120分後の

SMEIは有意に改善した．しかし，妊娠率は18．5％

（5例）にとどまった．

　男女とも年齢が高目で女性側に不妊因子を有する

症例が多かったことも関与していた可能性も考えら

れた．

9．精子成熟度と運動能との相関について

　　　　○山田宏子，橋本志奈子，片寄治男

　　　　　柳田薫，佐藤章
　　　　　　　　　　　　　（福島県立医大産婦）

　AO染色（精子成熟度）と精子運動能（CASAによ

る）の相関を検討した．

　AIH，IVF症例を対象とし，まず原精液にAO染色

を行いGreen型の割合が50％以上の成熟群と未満の

2群に分類した．swim　upした精子を培養し，CASA

により得たパラメーターの経時的変化とAO染色と

の相関を検討した．swim　up直後の運動率は成熟群

8＆6±26．48％，未熟群75．1±14．76％（M±SD）で

両群に差は認めなかったが，24時間後では65．16±

18．3％，35±24．3％と有意差を認めた（p〈0．05）．

各パラメーターにおいてもswim　up後24時間で未熟

群の運動性の低下傾向を認めた．

未熟群に分類された精子は，成熟群と比較し運動
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性が経時的に低下する傾向があり，未熟群は
hyperactivationの過程に障害があることが示唆され，

これが受精能低下の一要因であると思われた．

10．Diamide－Acridine　Orenge染色を用いたヒト

　　精子核クロマチン解析

　　　　○橋本志奈子，片寄治男，山田宏子

　　　　　飯沢禎之，柳田　薫，佐藤　章

　　　　　　　　　　　　　　（福島県立医大産婦）

　Acridine　Orenge（AO）染色がヒト射出精子の成

熟度および受精能判定に有用であることはすでに報

告されている．今回我々は精子核プロタミン内に存

在するSH基と反応し2つのSH基地から1つのSS

結合を形成する特異的酸化剤であるDiamideとAO

を併用して精子を染色し，精子成熟過程の障害部位

診断への有用性を検討した．

　その結果Diamide－AO染色によりヒト精子核は

Green型増加群と非増加群とに分類され，　Green型

増加群では精巣上体における成熟過程でS－S結合の

形成障害が，非増加群では精巣内で起こるピストン

からプロタミンへの置換障害が示唆された。また

Green型増加群でconventional　IVFにおける妊娠率

が高い傾向を認めた．

11．体外受精患者卵胞液中のNitric・oxide代謝物

　　質の測定

　　　　○孟　　涛，児玉英也，利部徳子

　　　　　清水　靖，村田昌功，池田雅人

　　　　　田中俊誠　　　　　　　（秋田大産婦）

　体外受精患者卵胞液中のNO代謝物質を測定し，

卵胞発育，排卵過程でのNOの関与を検討すること

を目的とした，

　採卵時に各患者から3～4個の卵胞液を個別に採

取し凍結保存し，後日Griess法によりNitriteを測定

した．Nitrateの測定はNitriteに変換し，　Griess法

で行った，NO代謝物質の測定値と，卵胞液量，卵

子の有無，血液の混入の有無，採卵数などとの関係

について検討した，

　その結果，大（卵胞液量≧3．5ml），中（1．63．4ml），

小（≦1．5ml）卵胞液中のNitrateの濃度は大卵胞で

有意に低値であった．卵子の有無，血液の混入とNO

代謝物質の測定値に相関はなかったが，各個人の値

は採卵数と強く相関（p＜0．001）があった．

　卵胞液中のNO代謝物質の個人差が強く，採卵数

と強く相関することから卵巣の発育卵胞数との関連

が推定され，OHSS病態への関与も推測された．
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12．体外受精胚移植妊娠後の自然排卵による妊娠

　　について

　　　　○清水　靖，児玉英也，村田昌功

　　　　　福出　淳，池田雅人，利部徳子

　　　　　田中俊誠　　　　　　　（秋田大産婦）

　IVF－ETで妊娠した後に，自然妊娠する症例を経験

することがある．本研究はIVF一団「で妊娠した後に自

然妊娠した症例（妊娠群）と妊娠しない症例（非妊

娠群）との臨床所見を比較検討した．

　対象は当科においてIVF－ETを行い妊娠した症例

の中で，1994年8月までに出産した症例である．

IVF－ET後の自然妊娠の有無は主に電話で調査した．

臨床的所見は年齢，不妊期間，経妊，rVF－ET施行回

数，適応，採卵数，受精卵数，精子濃度，精子運動

率について行った．対象症例は243例で，追跡調査

が行えたのは195例（81．1％）であった．

　妊娠群は39例（17．9％）であった，妊娠群を適応

因子別に分類すると卵管因子31％，男性因子23％，

内膜症因子15％，原因不明31％であった．臨床所見

の比較では妊娠群，非妊娠群に有意差を示すものは

なかった．さらに適応因子別に臨床所見を比較する

と内膜症因子での年齢には有意差があった．

13．体外受精の過排卵誘発におけるGnRH　ago－

　　nist投与期間に関する前方視的検討

　　　　○藤井俊策，山口英二，福士義将

　　　　　齋藤良治　　　　　　　（弘前大産婦）

　体外受精の際のGnRH　agonistを用いた過排卵刺激

法において，GnRH　agonist投与期間の変更による影

響を検討した．

　体外受精施行前周期の黄体中期からGnRHaを投

与し，その終了時期によりランダムに3法に分けた．

すなわち，hMG投与開始時点（月経周期の7日目頃）

で終了するdiscontinuous－long　protocol（DL法），

hCG投与当日に終了する10ng　protoco1（L法），妊

娠判定の時期まで継続投与するcontinuous　long　pr（）－

tocol（CL法）とした．　Study　1は1995年10月から

1996年3月までの期間の137周期を対象とし，DL法

とL法の比較を行った。Study　2は1996年4月から

1996年9月までの期間に69周期を対象とし，L法と

CL法との比較を行った．以上において，hMG最終

投与時の子宮内膜厚，hMG総投与量，穿刺卵胞数，

採卵数，受精卵数，移植胚数，治療期間における内

分泌変動，治療成績を検討した．

　Study　1：DL法（n＝・68）ではL法（n＝69）と

日不妊会誌　43巻1号

比較して，hMG総投与量が有意に多く（1953．5±

761．71U　vs．　1635．9±429．21U，　p＜0．005），受精卵数（2．3

±2．2vs．33±2．8，　pく0．05）と移植胚数（2．1±1．1vs．

2．6±0．9，p〈0．05）が有意に減少した，また，DL法

ではhMG開始～胚移植までの血清E2値が有意に
（p〈0．05）低下した．キャンセル率はDL法で有意に

高率（35．3％vs．　21．1％，p＜0。01）であったが、妊娠

率には有意差は認められなかった．Study　2：L法

（n＝39）とCL法（n＝30）との比較では治療周期の

特徴や内分泌変動に有意差は認められなかった．治

療成績も両法間で有意差は認められなかったが，CL

法では中等症以上のOHSS発生率が有意に（15．6％

vs．・3．5％，　p＜0。05）低かった，

　GnRH　agonistを中止することにより，卵胞発育が

阻害された可能性が示唆された．また，GnRH　ago－

nistを継続投与することにより，OHSSの発症を予

防できる可能性が示された．

　　　　　　　　特別講演1
「不育症と免疫」

　　　　　　　名古屋市立大学産婦人科　青木耕治

　3回以上連続して流産を繰り返す習慣流産は100

人の妊婦のうち約3人の割合で発生しているにもか

かわらず，その多くが原因不明である．近年の生殖

免疫学の発展により，新たに自己免疫異常（自己抗

体のひとつとしての抗リン脂質抗体産生）と同種免

疫異常（免疫制御反応不全）によると考えられる不

育症の存在が明らかにされつつある．免疫学的には

胎児胎盤系は母体にとって自己移植片であり，同時

に同種移植片でもあるからである．

　抗リン脂質抗体は現在，ループスアンチコアグラ

ントとβ2一グリコプロテイン1依存性抗カルジオ

リピン抗体の2つのサブタイプがよく解析されてお

り，それぞれ不育症に対する関与を報告する．

　また近年，生殖免疫制御機構の異常に基づく高ナ

チュラルキラー（NK）細胞活性依存性の流産の存在

が明らかにされてきたので，サイトカインネット

ワークとNK細胞活性と不育症との関係について報

告する．

無精子症の臨床

特別講演2

昭和大学泌尿器科　吉田英機

　男性不妊症の約20％は無精子症であり，その中で

も精路欠損や閉塞に起因するいわゆる「閉塞性無精

子症」は無精子症の約25％を占め，何らかの外科処
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置が必要となる．精路再建術として，精管一精管吻

合術，精管一精巣上体吻合術や先天性精路欠損に対

する人工精液瘤造設術が行われる．これらの外科手

術の手技や臨床成績について解説すると同時に，泌

尿器科サイドから安易なMESAの導入の前に何らか

の外科処置を駆使し自然妊娠を目指すべき臨床医と

しての態度について強調した．

　さらに無精子症の研究として精漿中の各種蛋白質

についての検討も行っているので，とくにトランス

フェリンとクラスタリンについての最近の知見を述

べた．さらにトランスフェリンについては閉塞性無

精子症に対する精路再建術後に有意に上昇すること

から，精巣機能の指標となる可能性が示唆された．

第116回日本不妊学会関東地方部会

日時平成9年7月5日（土）午後1時30分～
場所．自治医科大学研修センター（栃木県）

1．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対するhMG

　製剤（パーゴナル）を用いたstep－down法と

　低用量投与法の比較検討

　　　　○安藤一道，劉　暁偉，水沼英樹

　　　　　伊吹令人　　　　　　　（群馬大産婦）

　　　　　土屋清志　　　　　　　　（杏林大産婦）

　　　　　宮坂牧宏，安藤昭彦（大宮赤十字病院）

　PCOS26例43周期に対しhMG製剤を用い投与量

を1501U／日に固定する方法（fmed　dose法），最初

の2日間2251U／日を投与したその後1501U／日に

減量し卵胞径が9mmに達した時点で751U／日に減

量する方法（stepdown法），および751U／日を7日

間投与し卵胞径が10mm以下の時には112．51U／日

に増量する方法（低用量投与法）を実施した，

　hMG製剤の投与期間は低用量投与法が11．2±5．8

（SD）日とfixed　dose法に比べ有意に長期間を要し

たが，hCG投与日の血中E2値は低用量投与法が1060

±843pg／mlとfixed　dose法に比べ有意に低値で，

14mm以上の発育卵胞数が4個以下の周期も76％と

fixed　dose法，step－down法に比べ有意に高率であっ

た．また，hCG投与後7日目に70mm以上の卵巣腫

大を示す頻度も低用量投与法では46％とfixed　dose

法に比べ有意に低率であった．PCOSに対するゴナ

ドトロピン療法において，hMG製剤を用いた低用量

投与法は多発卵胞発育を抑制し卵巣過剰刺激症候群

や多胎妊娠の予防に有用であることが示唆された．
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2．精漿アレルギー患者に対する洗浄濃縮人工授

　精の妊娠例
　　　　○岩橋和裕，宮崎豊彦，田中宏明

　　　　　久慈直昭，末岡　浩，吉村泰典

　　　　　　　　　　　　　　（慶慮義塾大産婦）

　我々は，精漿アレルギー患者に対し，反復洗浄し

た精子による人工授精を施行し，妊娠に至った症例

を経験した．

　29歳の0経妊0経産．性交後の発赤，呼吸苦を反

復して認め，精漿アレルギーの疑いと診断，コン

ドームの使用にて，症状の消失を確認した．通常の

洗浄人工授精を2回施行したが，呼吸苦を軽度認め

た．夫精液のパッチテストは陽性で，患者の抗精子

抗体は陰性であった．アルゲンを含む精漿を除去す

るため，濃度勾配法により精液を3回洗浄した後に，

子宮膣内に人工授精を施行した．発赤，呼吸苦を認

めず，6回目の人工授精で妊娠し，経過は良好であ

る．

　精子の洗浄濃縮回数を増やしたことにより，受精

後のアレルギー反応が消失し，本症例のアレルゲン

は精漿成分に存在することが示唆された．精漿アレ

ルギー患者に対して，精子の反復洗浄による人工授

精は有用と考えられ，必ずしも体外受精を第一選択

とする必要はないことを示した．

3．卵管内腔の病態から見た子宮外妊娠発生に関

　する1考察
　　　　○土屋慎一，末岡　浩，松田紀子

　　　　　篠原雅美，小林紀子，久慈直昭

　　　　　宮崎豊彦，吉村泰典

　　　　　　　　　　　　　　（慶磨義塾大産婦）

　受精および初期胚の生育環境である卵管内腔の詳

細は，検査・治療が容易でないため，いまだ明らか

にされていない．今回，我々は卵管鏡下卵管形成

（Fr）システムにより卵管疎通治療を施行すると同

時に卵管内腔の病態を観察し，卵管内腔の妊孕性お

よび子宮外妊娠発症に関する検討を行った．

正常卵管では，卵管内腔ひだは柔らかい綿状の像

を示し，血管像を確認することができた．それに対

し，子宮外妊娠にてsalpingotomy施行後の内腔所見

は，血管像が乏しい痕化萎縮像や線維性癒着が両側

性に，かつ広範囲に認められ，これらが子宮外妊娠

発症に関与している可能性が示唆された．また，

HSGでは閉塞と診断されなかった部位にも，Fr施

行時に内腔の血行不全，癒着による卵管内狭窄を認
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めた症例もあり，外妊の発症原因となりうると考え

られた．

　よって，Frシステムによる検索が卵管の妊孕性を

診断し，治療方針を決定するLで重要な指標となり

うると思われる．

4．クエン酸クロミフェン周期と自然周期におけ

　　る子宮内膜厚の比較検討

　　　　○舞床和洋，大浦訓章，許山浩司

　　　　　松本和紀，廣嶋牧子，渡辺直生

　　　　　田中忠夫　　　（東京慈恵会医大産婦）

　子宮内膜は着床環境として重要である．経膣超音

波により子宮内膜厚を着床期までモニターし，また

排卵期E，値と黄体期P，を測定し，自然周期とクエン

酸クロミフェン投与周期との子宮内膜厚に差がある

か否かを検討した．

　E2値が400pg／ml以下では自然周期，クロミフェ

ン周期ともにE2値と子宮内膜厚とに関連性を認める

が，クロミフェン周期においてE2値が400pg／ml以

上の症例では，E2値と子宮内膜厚とに関連性を認め

ない．すなわちクロミフェン周期でE2値が400pg／

ml以上では内膜厚はそれ以上厚くならないか，むし

ろより薄かった，クロミフェン周期の排卵期子宮内

膜形態は，自然周期に比べてisoechoic　pattemを示

す割合が減少し，hypoechoic　patternを示す割合が

増加した．

　以上より，クエン酸クロミフェン投与周期の子宮

内膜の着床環境には問題点が少なくないと考えられ
た．

5．当院における卵細胞質内精子注入法（ICSI）

　の臨床成績向上への検討

　　　　○橋田　英，安部裕司，雀部　豊

　　　　　池永秀幸，中野英之，中野由起子

　　　　　問崎和夫，矢野義明，森田峰人

　　　　　久保春海，平川　舜

　　　　　　　　　　　　　　（東邦大第1産婦）

　卵細胞質内精子注入法（ICSI）は，重症男性不妊

治療法としての有効性が認められ，広く世界で行わ

れるようになった．それにともない，作成に手間が

かかったマイクロピペットやPVP溶液などが市販さ

れるようになった．

　ICSIに使用するマイクイロピペットは自施設で作

成するのが理想であるが，日常診療に追われ十分な

作成時間がとれないのが現状である．当院でも市販

品を使用しているが，ピペットは各社によって工夫
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がなされており，切れ味もさまざまである．

　今回，市販のインジェクションピペットを変更す

ることにより受精率の向上が得られ，ETカテーテル

およびET法を変更することにより，妊娠率の向上

が得られたので報告する．

6．ヒトICSI未受精卵の分析

　　　　○吉澤　緑　　　　　　　（宇都宮大農）

　　　　　荒木康久，本山光博

　　　　　　　　　　（高度医研中央クリニック）

　精子注入後の卵細胞質内での両配偶子由来の前核

の挙動に関して明らかにするために，ICSI未受精卵

の染色体標本を作製し分析した．

　1994年9月・一一一　1995年3月間に，ICSI実施後48時

間（一部72時間）後までに，前核が認められず未分

割で未受精卵と判定された卵子を患者の同意の下に

実験に供した．染色体標本作製は既報（Yoshizawa　et

al．1997）によった．

合計292個の卵子を分析したところ，2倍体の染色

体が2個の卵子において，また，前核様のクロマチ

ン構造物が2個観察されたものが51個得られ，これ

らは受精はしたものの発生を停止したものと考えら

れた．成熟分裂中期にある卵子は合計12個見られ，

9個で精子注入が確認された．クロマチン構造物が

観察され，卵子が活性化したものの発生が停止した

ものと考えられるものは，受精卵，単為発生と思わ

れる卵子などを合わせ192個見られ，未成熟卵子と

思われるものが88個観察された．

7．体外受精における非受精卵の透明帯の厚さに

　ついて
　　　　○林　明美，鈴木香織，青柳智子

　　　　　荒木康久，本山光博

　　　　　　　　　　（高度医研中央クリニック）

　受精障害の原因に透明帯の厚さが関係しているか

否か検討した．

　正常精子所見にもかかわらず，受精しなかった受

精障害59症例（412個）を対象とし，非受精卵は核

染色を行い，精子の侵入の有無を調べた．透明帯の

厚さは，ビデオマイクロメーター（オリンパス）で

測定した．コントロールとしてICSIの際の卵丘細胞

を除去した卵子の透明帯を測定した．

　コントロールとした1053個の平均透明帯の厚さ

は，16．2±O．2μm（平均値±標準誤差）で年齢による

有意差は認められなかった．非受精卵の透明帯の厚

さは16．9±0．2μmで，受精卵の平均15．2±0．2pt、m
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との間に有意差が認められたことから，非受精の原

因に透明帯の厚さが関係していると推察できた．

412個の非受精卵のうち核染色の可能であったもの

は378個であった．そのうち282／378（74．6％）は

精子侵入は認められず，16／378（4．2％）は核の変性

が認められた．残りは，精子の侵入が認められた．精

子の膨化の見られたもの，非膨化，多精子，判定不

能が，それぞれ11．4％，　7．7％，1．6％，0．5％であった，

8．当教室における精巣精子ICSIによる無精子

　症治療成績
　　　　○勝又木綿子，神野正雄，星合敏久

　　　　　小菅浩章，中村幸雄　　　（杏林大産婦）

　従来，治療が困難であった無精子症に，精巣精子

を用いてICSIを行い，妊娠2症例を得たので報告す

る．

　術前の精巣病理所見では，症例1は精巣内に精子

を認めず，asperm　atogenesis，症例2は精巣内に少

数の精子を認め，poor　spemlatogenesisの診断だっ

た．精巣精子の回収（TESE）は，以下の方法で行っ

た．精巣生検にて精巣組織を採取し，顕微鏡下で精

細管を勇刀と注射針にて細切し，精巣組織懸濁液と

し，200・一一　400倍鏡検にて正常形態精子を回収し，十

分な洗浄と不動化処置後に直ちにICSIを施行した．

　症例1では，4個の良好形態胚を，症例2では，4

細胞の良好形態胚1個を胚移植した．症例1・症例

2ともに単胎妊娠となり，それぞれ，妊娠15週と13

週で，順調に経過している．精巣生検病理標本で精

子がみあたらなくとも，TESEにより精巣精子が回

収できた無精子症例を経験した．TESE十ICSIは，非

閉塞性無精子症に対して有効性の高い治療法と示唆

される．

9．我々の行っている精管精管吻合術の工夫

　　（一層縫合法と断裂予防法）

　　　　○永尾光一，鈴木九里，川上稔史

　　　　　上田　建，原　　啓，石井延久

　　　　　三浦一陽，白井將文

　　　　　　　　　　　　　（東邦大第1泌尿器）

　精管吻合術後，はじめ射出精液に運動精子が確認

できた後に無精子症や運動精子が消失するlate　fail－

ureが10％一一　20％あり，原因として精管閉塞や精管

断裂が考えられ，我々は一層縫合法の工夫や断裂予

防法を行っている．

一層縫合法の工夫：精管閉塞期間が長い場合，精巣

側精管が拡張し壁が薄く尿道側精管は内腔が狭く壁
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が厚くなっている．この太さの違う精管の吻合法と

して糸をかける時…方の精管壁の厚さと同じ幅だけ

他方の精管断端からの距離をとると，糸をかける精

管の組織量が同じになるため内腔が平滑になる．こ

の方法の利点は，1）従来の一層縫合で困難であっ

た太さの違う精管の吻合が可能になった．2）二層

縫合に比べ手術時間が短く，粘膜縫合糸がはずれる

心配もなくなった．

精巣つり上げによる断裂予防法：精管吻合後，精巣

鞘膜と下腹部真皮に2－Oナイロン糸をかけ2か月

間ほど精巣を少しつり上げた状態にする方法で利点

は，1）精管吻合部に緊張がかからないため断裂し

にくい，2）精管の短縮があっても吻合が可能に

なった．

10．男性不妊を主訴に来院したFSH産性下垂体

　　腫瘍の1例

　　　　○吉田　淳，永尾光一，三浦一陽

　　　　　白井將文　　　　　（東邦大第1泌尿器）

　　　　　牛久保行男，櫻井貴敏，鮫島寛次

　　　　　　　　　　　　（東邦大第二脳神経外科）

　男性不妊を主訴に来院したFSH産性下垂体腫瘍を

初めて経験したので報告する．

　症例は，36歳，男性．主訴は，不妊．家族歴，既

往歴に特記すべきことなし，現病歴，一
■他院にて乏精子症を指摘されたため当院を受

診．約1か月前より，視力視野障害を自覚していた．

性欲，オルガスムは，やや減退．勃起，射精は，正

常．性交回数は，月に平均1回．精巣容積は，左右

とも20mL精液検査は，精液量，4．Oml　，精子濃度，

1．28×106／ml，運動率，8％．血清ホルモン値は，

FSHは高度h昇，LHは正常，Prolactinは軽度上昇，

testosteroneは正常であった．

MRIにて，トルコ鞍上部に進展する大きさ約3cm

×2cmの下垂体腫瘍を認めた．経蝶形骨洞的に下

垂体腫瘍摘出術を実施したが，手術後，精子濃度が

減少した．理由として，血清LHとTestosteroneの

減少が考えられた．挙児希望があるため臨床症状を

みてhCGによる治療の適応になると考えられた．
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11．男性不妊症患者における妊娠例と非妊娠例の

　　検討

○鈴木規之

　市川智彦

　桝井　眞

　辻　博勝

　　　　　（千葉大泌尿器）

　（帝京大市原病院泌尿器）

　　（国保成東病院泌尿器）

（済生会宇都宮病院泌尿器）

　男性不妊症患者の妊娠例と非妊娠例を比較検討し

た．

　対象は1991年1月より1995年12月までに不妊を

主訴として千葉大学泌尿器科を受診した患者のうち，

妻に産婦人科学的な異常を認めなかった293例であ

る．これらに対し初診時の年齢，不妊期間，妻の年

齢，精巣容積，精液検査，内分泌学的検査などにつ

き検討した．

　有意差を認めたのは精巣容積，精子濃度，精子運

動率，血中LH，　FSHであった．精巣容積12ml．以

下，精子濃度20×106／ml．未満，精子運動率50％未

満，血中LH5．3mIU／ml．以上，血中FSH　10．3mIU／ml．

以上の症例では有意に妊娠例が少なかった．

上記のような条件を満たす症例では，通常の泌尿

器科的な治療のみでは生児を得ることが難しいこと

もあり，高度生殖医療を考慮しつつ治療にあたる必

要があると思われた．

12．マウス卵子を用いたヒト精子染色体の解析

　　　　○荒木光博，本山光博

　　　　　　　　　　　（高度医研中央クリニック）

　　　　　吉澤　緑　　　　　　　（宇都宮大農）

　　　　　小川修一，荒木重雄　　（自治医大産婦）

　卵細胞質内精子注入法（ICSI）が応用されるよう

になり，従来にも増して治療に用いる精子の精査が

必要になってきたといえる．そこで末梢血リンパ球

の染色体異常構成がそのまま精子染色体構成となり

ううるのか否か直接調べる方法を検討した．

　F1マウス（BDF1）の採卵はPMSとhCGの過
排卵刺激によった．ピアロニダーゼ処理後，ICSIを

行い，前核期胚をNocodazoleで処理した．ついで低

張処理してから染色体を展開させた．G一バンドは

トリプシン処理によった．

　前核期胚は雌雄両核とも前中期の染色体に展開し

ているものが大部分であった．現在の我々の手技で

は卵子あたりの核期胚成功率は5，2％に過ぎないが

リンパ球染色体像に比して遜色ない奇麗なG一バン

ドができることが判明した．乏精子症（47，XYY＞

の射出精子は性染色体の不分離はみられなかったほ

日不妊会誌　43巻1号

か，調べた限り常染色体構成も正常核型を呈してい
た．

13．精巣腫瘍による除睾術直前にGIFTを施行し

　　妊娠に至った1例

　　　　○小池俊光，荒木重雄，佐山雅昭

　　　　　佐藤郁夫　　　　　　　（自治医大産婦）

　顕微授精，配偶子の凍結保存全盛の現在において

も，両側精巣摘出術を受けたカップルの妊娠例の報

告は数えるほどしかない．我々は先頃，排卵誘発中

にパートナーの精巣腫瘍が判明し，精巣摘出術直前

にGIFrを行い，妊娠を得た1例を経験したので報
告する．

症例は29歳一当科を望児を主訴に初

診した．排卵障害のため一よりhMG－hCG－
AIH療法を開始．一一方，パートナーは1月から右睾

丸が腫大し，一当院初診．右睾丸は手拳大に

肥大し，対側への浸潤も疑われ，両側精巣摘出術の

方針となる．そこで精巣摘出前に急xe　GIFTを施行

することとし，■新鮮精子を用いGIFrを施

行し，双胎妊娠が成立した．

　本症例のように両側精巣摘出術以前であれば少々

精液所見の悪いものでも十分に妊娠の期待できる

GIFT法が且rst　choiceであろう．

14．患者による膣内精液注入法で妊娠した射精障

　　害の1例

　　　　○野澤英雄，永尾光一，出口正夫

　　　　　石井祝江，中島耕一，吉田　淳

　　　　　石井延久，三浦一陽，白井將文

　　　　　　　　　　　　　　（東邦大第1泌尿器）

　症例は35歳男性．34歳で恋愛結婚後，挿入は可能

だが膣内射精が不能に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．性歴は夢精はなく，

自慰の初発は15歳で頻度は1－2／週，初交は22歳

で挿入は可能であったが膣内射精は不能であった．

自慰は陰茎を布団などに強く押さえつける方法や強

く握ったうえでのスラスト運動によるものであり，

この誤った自慰の仕方に腔内射精障害の原因がある

と考えられた．そこで性交時に性的空想を行うこと

や，弱いスラスト運動による自慰の指導を行った．

しかし射精障害の改善には時間がかかることが多く，

患者は早期に挙児を希望しているため，自慰による

射出精液をスポイトにとり，妻の排卵にあわせてそ

れを腔内に注入するよう指導し妻の妊娠に成功した，

　本法はインポテンスも含めた腔内射精障害症例に
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おける男性不妊症の治療において，手技も容易であ

り，経済的にも安価で有効な方法であると考えられ
た．

15．LH－RH　testはIVF－ETにおけるOHSSの発生

　　を予測できるか

　　　　○染谷勝巳，高橋秀元

　　　　　　　　　　　　（波崎済生病院産婦人科）

　　　　　西田正人，久保武士　　　（筑波大産婦）

　PCOSはhM（｝－hCG療法におけるOHSSのhigh　risk

群であるが，PCOSの診断には1993年の日本産科婦

人科学会生殖・内分泌委員会によって出された診断

基準でも明快な数値的尺度がないのが現状である．

今回IVF－erにおいてLH－RH　test（LH－RH　100μg

筋注）を施行し，PCOSの診断基準としてしばしば

引用される1）LH基礎値／FSH基礎値，2）LH30

分値／LH基礎値，3）穿刺可能卵胞数（おおむね直

径1．Ocm以上），4）採卵前E2値とを術後入院管理

が必要だったOHSS群，それ以外の非OHSS群に分

け比較検討した．

その結果，1），2）はOHSS群，非OHSS群間に

統計学的な有意差はなく，OHSSの予測には不適当

と思われた．逆に3），4）においては有意差が認め

られた（p〈0．01）．したがってOHSSの予測は排卵

誘発時の慎重な卵胞径・個数モニタリングと採卵前

E2値測定が有用と考えられる．

16．腹腔鏡下卵管形成術一卵管端々吻合の1例一

　　　　〇関本僚平，川内博人，劔持　稔

　　　　　石井尊雄，石川雅一，中居光生

　　　　　西島正博　　　　　　　（北里大産婦）

17．AIH予後に影響を与える諸因子の分析

　　　　○大野貴史，佐山雅昭，小川修一

　　　　　藤原寛行，荒木重雄，佐藤郁夫

　　　　　　　　　　　　　　　（自治医大産婦）

18．GIFTに匹敵する妊娠率が得られた平成8年

　　度のIVF－ETの成績

　　　　○根本　央，正岡　薫，河津　剛

　　　　　星野恵子，北澤正文，稲葉憲之

　　　　　　　　　　　　　　　（独協医大産婦）

19．IVF－ETの反復流産における移植免疫学的

　　機序と免疫療法の有効性について

　　　　○星野恵子，正岡　薫，根本　央

　　　　　河津　剛，北澤正文，稲葉憲之

　　　　　　　　　　　　　　　（独協医大産婦）
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20．移植胚の累積スコアによるIVF－ETの予後

　　判定　一着床率を反映した新しいスコアリン

　　グの設定とその有用性一

　　　　〇河津　剛，正岡　薫、根本　央

　　　　　星野恵子，北澤正文，稲葉憲之

　　　　　　　　　　　　　　　　（独協医大産婦）

21．不妊症と子宮内腔病変

　　　　○斉藤　要，代田琢彦，藤脇伸一郎

　　　　　渡辺潤一郎，栗林　靖，石塚文平

　　　　　雨宮　章　　　（聖マリアンナ医大産婦）

　当教室では子宮内腔病変を有する不妊症，不育症

例に対し，1989年5月より子宮鏡下手術（経頚管的

切除術，TCR）を積極的に施行しており，良好な成

績を得ている．今回，当科不妊外来におけるTCRの

成績を検討した．術前の診断，術後の評価には子宮

鏡，sonohysterography（SHG）を用いた．

　1989年よりTCRを施行した不妊症69症例を対象

とした．

　不妊症例のうち子宮腔内病変を疑った症例に対し，

子宮鏡，SHGを用いて診断した．　TCRにはループ切

除電極，蒸散切除電極を用い，手術直後にIUDを挿

入した．TCR後2周期目にIUDを抜去し，同周期に

子宮鏡．SHGを行い，残存病変の有無を確認した．

　TCRを施行した不妊症例は粘膜F筋腫25例（36

％），内膜ポリープ21例（30％），子宮奇形17例（25

％），子宮腔癒着6例（9％）であった．TCR施行後

の残存病変は粘膜下筋腫6例（24％），内膜ポリープ

3例（14％），子宮奇形5例（29％），子宮腔癒着2

例（33％）に認められた．TCR施行後の妊娠率，生

児獲得率はそれぞれ，粘膜下筋腫12％，12％，内膜

ポリープ33％，33％，子宮奇形53％，47％，子宮腔

癒着33％，33％であった．

　不妊症における子宮内腔病変を子宮鏡，SHGを用

いて診断し，TCRを施行した．粘膜下筋腫では，残

存病変を認めた症例において妊娠例は認めなかった

が，内膜ポリープ，予宮奇形，子宮腔癒着ではTCR

施行後の妊娠率，生児獲得率ともに良好な成績が得

られた．不妊症，不育症において子宮内腔病変の検

索を行うことは重要であり，子宮内腔病変対しTCR

を施行することは有用であることが示唆された．
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特　別　講　演

現代にマンモスは蘇るか

　　　一高度生殖医療による生命の再生

　　　　　　　　　鹿児島大学農学部　後藤和文

　マンモスはおよそ1万年前に絶滅したが，現存す

るアジアゾウやアフリカゾウと近い親戚関係にある．

それでは現代の科学でマンモスをよみがえらさせる

ことはできないだろうか．シベリアの永久凍土に冷

凍保存されているマンモスの細胞内に，無傷のゲノ

ムDNA（とくに精子のDNAが無傷である可能性が

高い）が保存されていないだろうか．

　このようなことを胸に，私たちはマンモス再生の

可能性を探っている．その鍵になる技術として顕微

授精がある．ウシ，ヒト，ハチ，マウスでは，凍結・

融解を繰り返して殺した後，凍結保存していた精子

を顕微授精に用いて，子が生まれている．そこで，本

講演では，シベリアの永久凍土からのマンモス発掘

計画とマンモス精子のゾウ卵子への顕微授精の繰り

返しによるマンモス復活の可能性について紹介する．
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日時平成9年8月23日（土）午後1時～
会場　シルバーふれあいセンター（宇部市）

1．当科におけるPOF症例についての検討

　　　　○栗岡裕子，高橋健太郎，高坂麻希

　　　　　尾崎智哉，上田敏子，宮崎康二

　　　　　　　　　　　　　　　く島根医大産婦）

　当科において診断・治療を行った早発卵巣不全

（premature　ovarian　failure：POF）患者計13例につ

いて臨床的に検討した．初診時年齢は21歳から38歳

で，挙児希望者は9例，未婚者は2例であった．初

経年齢は11歳から13歳で特に異常は認められな

かった．月経が停止した年齢は14歳から33歳で，突

然月経が停止した症例が4例認められた．妊娠歴を

有するのは3例，分娩歴を有するのは2例であった．

初診時BMIは20．5±2．5（Mean±SD）で，体型と

の関与は認められなかった．今回の検討では性染色

体異常は除外したが，46）CXinv（9q十q－）の常染色

体異常が1例認められた．合併症としては，SLEを

合併した症例が1例，follow中に乳癌が発見された

症例が1例であった．腹腔鏡を施行し，卵巣の生検

を行ったのは10例で，そのうち3例にprimary　fol一
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licleが認められた．ホルモン療法に反応し，排卵が

認められたのは2例であった．このうち1症例は

SLEを合併した患者で本人の希望で腹腔鏡は施行で

きなかったが，Gn－RH　analogue（Gn－RHa）単独と

Gn－RHa±hMGで排卵が認められた．他の1症例は

卵巣生検ではprimary　follicleは確認し得なかったが，

Gn－RHa＋hNGで排卵が認められた．しかし，両症例

とも妊娠には至らず，治療成功後の継続的な排卵が

認められなかったため，現在はKaufmann療法施行

中である．

2．早発閉経患者における排卵誘発の検討

　　　　○小林正幸，真野隆文，平川　修

　　　　　伊東武久　　　（社会保険徳山中央病院）

　早発閉経患者の排卵誘発は困難なことが多いが，

今回我々は挙児希望症例で排卵誘発を行った症例を

検討し，排卵誘発成功のポンイトにつき考察を行っ

た．

　対象は，早発閉経患者7名であり，年齢は28歳か

ら38歳平均33．6歳であった．排卵誘発は主にGnRH

agonistを併用し，hMGを適宜使用した．　GnRH製

剤としては，ブセレリン，ナファレリン，リュープ

ロレリンを使用し，それぞれの薬剤によるゴナドト

ロピン抑制能と排卵誘発への影響を比較した．

　排卵は早発閉経7名中2名，計6周期に認められ

た．排卵誘発可能であった症例とそうでなかった症

例においてゴナドトロピンの基礎値には一定の傾向

は認められなかった．排卵が認められた症例につい

て，排卵誘発可能であった周期のFSH値は21mIU〆

m1以下，ほとんどは13mIU／ml以下であり，30mIU／

ml以hで排卵した周期はなかった．　FSH抑制効果

は，リュープロレリンがブセレリン，ナファレリン

に比し明らかに強かった．ブセレリンとナファレリ

ンではナファレリンがやや強い傾向がみられた．

GnRH　agonist使用中，FSHの低下にともない，卵胞

発育を認めhCG投与にて排卵した周期も2周期認め

られた．

　早発閉経の患者に対する排卵誘発では，卵巣の

FSHに対するdesensitizationを解放するためにFSH

値を低下させることが重要であり，そのためには

GnRH　agonist製剤の選択が大切である．
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3．通院が制限される患者に対するゴナドトロピ

　　ン療法の試み

　　　　○松崎利也，苛原　稔，青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大産婦）

　　　　　長谷部宏，猪野博保

　　　　　　　　　　　（小松島赤十字病院産婦）

　不妊症の治療においてゴナドトロピン療法は有効

性が高いが，通院日数が長く連日の通院などの必要

性があり，勤労婦人，遠方の患者などでは施行が困

難な場合がある．そこで院外での注射を行う場合の

効果と安全性について検討した．

　クロミフェン無効の不妊症患者45例288周期を対

象とした．頻回に通院可能な患者には通常通りゴナ

ドトロピン療法を行った（通常群；27例118周期）．

通院が制限され，通常法が困難な患者に対してイン

フォームドコンセントの上で簡略法を行った（簡略

群：23例170周期）．通常群は毎日通院させ，月経周

期の10日目から適宜USGを行った．簡略群は院外

で注射し，月経周期の10・一一・11日目に必ずUSGに来

院させ，厳格に卵胞成熟の予測を行いhCG投与日を

決定した．卵胞成熟の予測は三方向平均径が13mm

以上18mm未満の問であれば卵胞の発育速度が1日

2mmとして予測し，18mmに達する日をhCG投与
日とした．

　1周期あたりの通院日数は簡略群1．7±O．6日VS通

常群11．5±3．0日，と簡略群できわめて少ない通院

日数で治療が行われた．排卵率は97．6％VS92．4％，妊

娠率は10．0％VS16．1％，副作用として問題となる

OHSS発症率は4．1％VS12．7％といずれも有意差は

なかった．

　適切な指導と卵胞成熟の厳格な予測により，院外

注射により通院日数を少なくしたゴナドトロピン療

法を効果的かつ安全に行うことが可能であると思わ

れた．

4．松果体内NAT，　HIOMT酵素活性に及ぼすEs－

　trogenの影響

　　　　○林和俊，岡谷裕二，相良砧輔

　　　　　　　　　　　　　　　（高知医大産婦）

　これまでMelatonin（M）分泌に対してEstrogen

（E）環境が強く関与していることを報告してきた．

今回は排卵周期確立の過程でEがM産生能に及ぼす

作用機序を明らかにするためにM産生酵素である松

果体内N－acetyltransferase（NT）とHydroxyindole－

O－methyltransferase（H）に注目し，卵巣摘除（OX）

（63）63

とOX十E負荷モデルを用いて検討した．

　OXは6週0日に行い1）Vehicle（V）または，2）

E2　benzoate（EB）O．1，1pt、gを連日皮下投与した．OX

群は8，10週0日に，Contro1（C）群は各週0日の

Mid　darkに松果体を採取し，N－acetylserotonin（N），

MおよびNT，　H活性を測定した．

　1）C群のM，Nは膣開口期の6週には，有意に

増量し，排卵周期確立過程の8周にはそれぞれ減少，

以後同一一レベルであった．NTはM，Nと同一の変動

を示したが，Hは6周にむけて著増し，以後同一レ

ベルで推移した．2）V群では，M，　Nはともに8

週でC群に比し有意の増加を示し，10週で減少し

た．NTはM，Nと同一の変動を示したがHは10週

まで変動を認めなかった．3）EB群ではM，N，NT

は0，1μg，1μgともにC群と同一パターンであっ

た．Hは1μgでC群より有意に低値であったが，

0．1Pt　gでは差はなかった．

　EのNT，　H両酵素活性抑制作用が示されたが，E

の活性抑制効果発現は，NTがHに比し，よりsensi－

tiveであった．さらに，思春期より性成熟期のM産

生能は卵巣より分泌されるEがNTを強く規制する

ことで調節されていることが示唆された．

5．GH　3細胞のホルモン分泌とそのmRNAの発

　現に及ぼすactivinの影響

　　　　○宮本誠一郎，牛越賢治郎，桑原　章

　　　　　漆川敬治，束敬次郎，苛原　稔

　　　　　青野敏博　　　　　　　　（徳島大産婦）

　　　　　田村紀子　　　　（西条中央病院産婦）

　下垂体細胞へのactivinの作用を明らかにする目的

で，ラット下垂体腺腫由来のGH3細胞を用い，プロ

ラクチン（PRL），成長ホルモン（GH）の分泌能，な

らびに各mRNAおよびpit－1　mRNAの発現に対する

activinの影響を検討した．

　HAMF－10（HS　15％，FCS　2．5％）を培養液として

GH3細胞を24時間前培養した後，　activin　A（0～

3nM）を添加しO－48時間培養，上清中のPRL，

GHをRIAにて測定した．また，mRNAの発現は24

時間前培養した後，activin　A（0，3nM）を添加し

0～48時間培養，total　RNAを抽出しNortherm　Blot

解析を行いPRL，　GH，　pit－1の各mRNAの発現を検

討した．

　PRL，分泌はコントロールに対して48時間後53．2％

（7066．8±351．3　vs　3759．4±152。6ng／m1）に用量依

存性に有意に減少し（pく0．01），GH分泌は157．6％

（1549．0±233．9vs　2441．1±174．1ng／ml）に有意に増
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加した（pく0．01），PRLmRNAは24時間後で56．8±

5．4％に有意に減少し（p〈0．01），GHmRNAは24時

間後で256．3±19．8％に有意に増加した（pく0．01）．ま

た，　activinの添加によってpit－1　mRNAの発現は変化

しなかった．

1）activin　Aは用量依存性にGH3細胞培養上清中の

PRL分泌を抑制し，GH分泌を促進する．2）その

PRL分泌促進ならびにGH分泌抑制は遺伝子転写レ

ベルで生じるが，pit－1　mRNAは関与していない．

6．排卵前に上昇するプロラクチン（PRL）の卵

　巣に対する直接作用について

　　　　○滝口修司，中村康彦，山縣芳明

　　　　　樫田史郎，田村博史，杉野法広

　　　　　加藤紘　　　　　　　　（山口大産婦）

　PRLは中枢のみならず，卵巣に対しても直接作用

を有することが報告されている．一方，卵胞期に排

卵に向かって上昇するPRLの生理的意義について

は，いまだ明確ではない．この度，体外受精・胚移

植（IVFET）のためhMG－hCG療法を行った患者に

つきプロモクリプチン（Br）の効果を検討したので

報告する．

　平成6年8月から平成9年4月までに，初回rVF－

ETにて妊娠に至らなかった12症例を対象とした．こ

れらに対し，前周期黄体期中期よりBr（5mg／日）

投与下にhMG－hCG療法を行い，卵胞期初期および

hCG投与前の血清estradiol（E），teststerone（T），

progesterone（P）値を測定し，また，発育卵胞数，

採卵率，hMG製剤総投与量を比較検討した．

　Br非併用周期の血清PRL値は，卵胞期初期（10．6

±2．3ng／ml）からhCG投与前（21．0±2．9ng／m1）に

上昇したが，Br併用周期ではこの上昇を認めず，

hCG投与前において非併用周期に比し有意くp＜0．01）

の低値を示した．・方，血清E値はhCG投与前にお

いてBr併用周期で非併用周期に比し高値を示した．

発育卵胞数，採卵率は両群間で有意差を認めなかっ

た．卵胞発育に要したhMG製剤の総投与量はBr併

用周期では1600±2701Uと非併用周期（1910±

3861U）に比し有意（p＜0．05）に少なかった．

　排卵期のPRLは，発育卵胞数や採卵率に直接影響

を及ぼすものではなかった．しかしBr投与例で

hMG投与量が少なく，また，血清E値が高値であっ

たことから、PRLは卵胞の発育，ステロイド産生を

抑制的に調節している可能性が示唆された．

日不妊会誌　43巻1号

7．卵胞液中に存在する可溶性c－kitの意義

　　　　○谷川正浩，原田　省，永野順恵

　　　　　伊藤雅之，光成匡博，津戸寿幸

　　　　　谷口文紀，吉岡宏記，寺川直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大産婦）

　PDGFレセプターファミリーに属するc－kitは，リ

ガンドである幹細胞因子とともに生殖細胞の増殖と

分化に重要である．本研究ではc－kitの生殖生理にお

ける役割を知るため，卵胞液中の可溶性c－kitと卵胞

液量およびステロイドホルモン濃度との関連を検討

した．

　卵胞液83検体は，体外受精を施行した9症例と不

妊原因検査の目的で腹腔鏡検査を行った10症例から

患者の同意を得て採取した．卵胞液中の可溶性c－

kit，　E2，　P濃度はEIA法で測定した．穎粒膜細胞に

おけるc－kit遺伝子と蛋白の発現はRT－PCRとウエス

タンブロット法にて検討した．卵胞液中c－kit濃度の

中央値は160AU／m1（73～395AU／m1）であった．卵

胞液中c－kit濃度と卵胞液量（R＝0．248，　p＝0．048）

ならびにE2（R　＝　O．320　，　p＝0．039）との間に有意

の相関が認められた，体外受精症例において，卵の

採取できた卵胞液のc－kit濃度は採取できなかったそ

れに比して有意に高かった．穎粒膜細胞において，

少量ながらc－kit遺伝子と145kDの膜結合型c－kit蛋

白の発現を認めた．卵胞液中には，95kDの可変性c－

kit蛋白の発現が確認された．

　卵胞液中には可溶性c－kitが存在し，卵胞液量なら

びにE2濃度と相関することが初めて明らかとなっ

た．

8．Ca　ionophoreおよび蛋白リン酸化阻害剤に

　　よるヒト卵の活性化の検討

　　　　○中川浩次，中坂尚代，檜尾健二

　　　　　瀬沼美保，山野修司，青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　く徳島大産婦）

　ヒト体外受精胚移植（以下IVF）で得られた未受

精卵をCa　ionophoreで活性化した後各種蛋白リン酸

化阻害剤で処理し，これらの蛋白リン酸化阻害剤が

単為発生胚の成長および染色体に及ぼす影響を検討

した．

　実験1：rVFを施行した卵のうち媒精16～18hrs

後に未受精と判定した卵を患者の同意を得た上で以

下の実験に供した．未受精と判定した卵を，　Ca　iono－

phore　5μMで5分間活性化した後，2mM6－dime－

thlaminopurine（D群），10μg／ml　Puromycin（P

●

●

6

o

●

■

●

○



も

■

●

■

o

6

●

o

平成10年1月1日

群），4mg／m1HSA含HTF（Human　tubal　fluid）（C

群）中でそれぞれ5時間培養し，さらに4mg／mlHSA

加HTF中で13時間培養した．培養終了後，前核形

式および第2極体放出の有無を，さらに24時間の追

加培養を加え分割の有無を観察した．実験2：単為

発生胚（IPN＞をコルセミド10μg／ml含HTF中で

24時間培養後，Giemsa染色を施し染色体数を検討
した．

　活性化率および分割率はそれぞれD群で77．3％

（34／44），71．9％（23／32），P群で63．6％（7／11），

100％（7／7）でありC群の20．0％（8／40），14．3

％（1／7）比して有意に高率であった（p＜O．05）．

前核形成はD群でIPN61。8％，2PN32．4％，　P群では

1PN100％，　C群では1PN37．5％，2PN37．5％であっ

た．単為発生胚（1PN：n＝2）の染色体はhaploidであっ

た．

　Ca　ionophoreと蛋白リン酸化阻害剤を用いること

によりヒト卵を高率に活性化させることができ，生

じた単為発生胚の多くは1PNでhaploidであること

が示唆された．

9．腹水中lnterleukin－8と子宮内膜症の進展

　　　　○岩部富夫，原田　省，永野順恵

　　　　　伊藤雅之，谷口文紀，吉岡宏記

　　　　　谷川正治，寺川直樹　　　（鳥取大産婦）

　Interleukin－8（IL8）は白血球走化および血管新生

因子として知られている．本研究では，子宮内膜症

初期病変と腹水中IL－8濃度との関連，およびIL－8が

子宮内膜症病変の進展に及ぼす影響を検討すること

により，本症におけるIL8の役割を明らかにしよう

とした．不妊原因精査の目的で，腹腔鏡検査を行っ

た際に腹水を採取した40例を研究対象とした．赤色

の表在性活動性初期病変をその存在と数によりスコ

ア化した．腹水中のIL8濃度はELISA法にて測定し

た．子宮および卵巣チョコレート嚢胞から内膜およ

び内膜症間質細胞を分離培養し，IL－8（O－400pg！m1）

が細胞増殖に及ぼす影響を3H一チミジン取り込みと

MTr法を指標に検討した．

　子宮内膜症患者腹水中のIL8濃度は非内膜症患者

に比して有意に高く，活動性初期病変スコアが高く

なるに従って高値となった．IL8の添加は，子宮内

膜および内膜症間質細胞DNA合成と細胞増殖を有

意に促進した．

　活動性初期病変を有する子宮内膜症患者の腹水中

にはIL－8が高濃度に存在し，内膜症間質細胞の増殖

を促すことにより本症を進展させる可能性を初めて

明らかにした．
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10．クラミジア抗体測定キット「ペプタイドクラ

　　ミジア」の有用性について

　　　　○滝川稚也，國見幸太郎，山本哲史

　　　　　吉川修司，平野正志，森　英俊

　　　　　前川正彦，鎌田正晴，青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大産婦）

　Chlamydia　trachomatisは，感染頻度の高いこと及

び不妊症の原因となることから臨床的に極めて重要

な性感染症の病原体である．クラミジア感染症との

診断法として患者血清中の抗体測定が広く行われて

いるが，用いる抗原により他のクラミジア種との交

差反応性が問題となっている．今回従来のEB抗原

を対応抗原とするセロイパライザクラミジア（明乳）

（以後イパライザ）に代わり同抗原の特異的な部分を

合成したペプチドを用いたペプタイドクラミジァ

（明乳）（以後ペプタイド）が開発されたので，その

有用性について検討した．

　1996年4月から1997年4月当科不妊外来におい

てイパライザにて抗体を測定した患者51名の保存血

清をペプタイドにて測定し，両者のcut　off　index

（COI）を比較検討した．

　両法によるCOIの相関係数と回帰式は，　IgAクラ

スでo．363およびy＝0．824xX，　IgGクラスで0．629

およびy・1．019×Xであった．さらに判定保留例を

除いて検討した結果lgAの陽性一一致率は95％（19／

20），陰性一一致率91．3％（19／31），全体一致率74．5％

（38／51）で，IgGの陽性一致率は70％（21／30），陰

性一致率100％（21／21），全体一致率82．4％（42／51）

であった．また，イパライザ陰性でペプタイド陽性

と判定されたのはlgAクラスで1例（5％）のみで

あったのに対し，イパライザ陽性でペプタイド陰性

と判定されたのはIgA　12例（39％）・lgG　9例（30％）

と高頻度であった．

　両法はIgAでは低い相関を示し，　IgGではかなり

の相関を示した．イパライザ陽性症例の中でペプタ

イド陰性と判定される症例がかなり含まれることか

ら，ペプタイドはイパライザに比しより特異性の高

い判定法であることが示唆された．
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11．デキストラン70を用いたSonohysterography

　　の有用性

　　　　○北川博之，武田康成，谷［文章

　　　　　福井敬介，松原圭一，伊藤昌春

　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛媛大産婦）

　Sonohysterography（SHG）は子宮腔病変の診断に

有用な検査である．しかしながら生理的食塩水（生

食）を用いたSHGではバルーン付きカテーテルを用

いないと注入液が流出し，子宮腔を描出できない症

例が多く存在する．そこで今回以ドの検討を行った．

検討1．生食とデキストラン70によるSHG描出率

の検討：対象は腹腔鏡，筋腫核出術などの手術予定症

例10例。AIH針（住友ベーク社：デイキャス）を用

い生食を注入後経膣的超音波断層法にて子宮腔内の

検索．十分な所見が得られない症例ではデキストラ

ン70を注入後再度検索．生食では3／10症例でのみ

子宮腔の検討が可能であった．デキストラン70では

子宮腔を粘膜下筋腫が大きく占拠する1症例を除い

てSHGによる子宮腔の検討が可能であった．手術時

の通色素検査においてSHG後の卵管の通過性も確認

された．検討2．子宮腔病変が疑われた症例に対する

デキストラン70によるSHGの有用性の検討：対象

は経膣的超音波断層法にて粘膜下筋腫が疑われた3

症例，内膜ポリープが疑われた2症例．デキストラ

ン70によるSHGで病変の発生部位，茎部の太さな

どの経頚管的切除術の術前検査としての有用な情報

が得ることができた．結論：デキストラン70を用い

たSHGではバルーンカテーテルを用いることもな

く，手技的にも簡易に明瞭な像が得られた．SHGは

侵襲も少なく不妊症における子宮腔病変の検索に有

用な検査と考えられる．

12．血中レプチンの特異的RIA系の開発

　　　　○山田正代，斎藤誠一郎，岡田典子

　　　　　福持光男，小倉浩二，木村光宏

　　　　　米田直人，漆川敬治，東敬次郎

　　　　　苛原　稔，青野敏博　　　（徳島大産婦）

　肥満遺伝子産物である食欲調節蛋白のレプチンは，

脂肪組織より合成分泌される分子量約16，000の蛋白

であり，視床下部に作用し摂食の抑制とエネルギー

消費増加作用を有することが報告され，さらに性機

能への関与の可能性も示唆されている．今回我々は，

血中レプチンの特異的ラジオイムノアッセイ（RIA）

系を開発し，女性において肥満度と血中レプチン濃

度の関係を検討した．

日不妊会誌　43巻1号

　ヒトob遺伝子のcDNAを大腸菌に組み込み，リコ

ンビナントレプチンを発現させ，これを抗体作製の

ための免疫源として，家兎抗ヒトリプチン抗血清を

作製した．リコンビナントレプチンをヨード化した

後，精製してトレーサーとして用い，二抗体法によ

るRIA系を確立した．この測定系を用いて，同意が

得られた対象女性より血清を採取し，血中レプチン

濃度の測定を行った．

　この測定系の最小検出値は0．5ng／tubeと高感度で

あり，測定内および測定間変動係数は，それぞれ7．8

％，5．6％と満足できる値であった．ラットレプチン，

インスリンなどとの交叉性は認められなかった．ヒ

ト血清中のレプチン濃度は平均27．2±16．lng／mlで

あり，BMIとレプチン濃度の間に正の相関が見られ

た．

　血中レプチンの高感度，特異的RIA系を開発し，そ

れを用いた検討から，血中レプチン濃度はBMIに比

例して増加することが示され，体内脂肪の関与が確

認された．

13当科における腹腔鏡下子宮外妊娠卵管温存手

　　術後の絨毛存続症の検討

　　　　○武田康成，福井敬介，谷口文章

　　　　　北川博之，伊藤昌春　　　（愛媛大産婦）

　子宮外妊娠に対して腹腔鏡手術症例が増加したが，

とくに卵管温存の場合に術後に絨毛存続症が発症す

ることがある．今回，当科での経験例を報告する．

　1995年4月から1997年4月まで当科の子宮外妊

娠症例で，挙児希望が強く腹腔鏡下手術で卵管温存

できた12例を対象とした．手術内訳は，卵管線状切

開して内容除去11例，腹腔鏡で卵管菜周囲に血腫が

あるのみで血腫除去のみした1例である．また，同

時期に腹腔鏡で卵管切除した25例についても検討し

た．

　絨毛存続症が，卵管線状切開2例（18％），血腫除

去1例の計3例に認めたが，卵管切除例ではなかっ

た．線状切開1例は摘出組織で明らかな絨毛を認め

ず，術後の血中hCGも下降しなかった．術後16日

目に再度腹腔鏡にて卵管切除し，卵管内に絨毛確認

した．1例は摘出組織で絨毛を認めたが術後の血中

hCGのF降が緩除であった．しかし経過観察のみで

術後50日目に陰性化した．血腫除去の1例は血腫内

に絨毛を認めたものの術後に血中hCGが再L昇し

た．術後20日目よりMTX20mgを4日間筋注（1クー

ル）施行し，陰性化した，

　腹腔鏡ドチ宮外妊娠手術で卵管温存例は，絨毛存
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続症の可能性があり，術後の厳重なhCGの経時的な

測定が必要と思われる．

14　Ethylcysteineによる精液中reactive　oxygen

　　speciesのin　vitroでの抑制効果について

　　　　○秋山道之進，大枝忠史，秋山博伸

　　　　　永井敦，大森弘之　　（岡山大泌尿器）

　精液中のreactive　oxygen　species（ROS）を抑制す

る新しい方法として，還元作用を有し，内服の喀疾

溶解剤として古くから用いられているEthylcysteine

（EC）に注目し，そのin　vitroでのROSの抑制効果

を検討した．

　当科外来を受診した男性不妊症患者のうち，無精

子症と膿精液症を除く不妊患者の精液中のROSを測

定した．このうちROS上昇を認めた患者の精液を

種々の濃度のEC（1．0および5．Omg／ml）とともに培

養し，0，40および80分後にROS活性を測定した

（EC群）．なお，control群として精液にHTF（human

tUbal　fluid）のみを加えたものを準備した．

　ROS上昇を認めた患者は33名であった．内訳は特

発性男性不妊症14名，左精索静脈瘤12名，閉塞性

無精子症術後3名，その他4名であった．精液中の

ROS活性は時間の経過とともに，軽度低下すること

が知られているが，contro1群に比してEC群で有意

に低下し，抑制効果は1．Omg／mlよりも5．Omg／mlで

強かった．さらにEC群では培養時間に依存して有

意に低下した．

　ECは明らかに精液中のROSを濃度および時間依

存性に抑制すると考えられた．ECは喀疾溶解剤と

して長期間使用され安全性が確立されているので，

その臨床的有用性が期待される．

1・5e子宮頚管粘液中のイムノグロブリン結合糖蛋

　　白質

　　　　○國見幸太郎，滝川稚也，山本哲史

　　　　　平野正志，森　英俊，前川正彦

　　　　　鎌田正晴，青野敏博　　　（徳島大産婦）

　　　　　儀間裕典　　　　　　（儀間クリニック）

　精子不動化抗体の不妊症発症機序として，我々は

これまで受精過程の阻害を報告してきたが，頸管粘

液中の精子不動化抗体による精子通過障害もよく知

られている．そのモデルとして，頸管粘液中Fc　re－

ceptor様物質への抗体の結合が考えられているが，

その物質は未だ同定されていない．本研究では，ヒ

ト頸管粘液中のイムノグロブリン結合物質の存在を

明らかにし，その同定を試みた．

（67）67

排卵期の不妊症患者より同意を得た上で，頸管粘

液を採取し，使用まで一40℃で保存した．0．66M

NaClを用いた塩溶および90％硫安を用いた塩析等

にて部分精製を行い，SDS－PAGE，　Westem　blotting

後，各種抗体を用いてイムノグロブリン結合能を検

討した．さらにPVDF膜を転写し，シークエンサー

のエドマン分解槽に挿入しN末端アミノ酸配列を決

定した．

　1）イムノグロブリン結合物質は，90％硫安で析

出し，0．66M　NaCl可溶性，水に不溶性の分画に豊富

に存在した．2）還元条件下のSDS－PAGEで分子量

15kDと計算された．またConAとの反応性を認め，

マンノースを含む糖蛋白であることが示唆された．

3）ヒトlgG，　IgA，　IgM，およびIgGのサブクラス

およびヤギ，兎等のlgGにたいして結合性を示した．

4）N末端10残基のアミン酸配列が明らかとなり，

ratのIgE　receptorαchainと75％の相同性を認めた．

　ヒト子宮頚管粘液中にはイムノグロブリンのクラ

ス・IgGサブクラスおよび種を越えた広い反応性を

有する分子量15kDの糖蛋白（イムノグロブリン結

合糖蛋白）の存在することが明らかになり，精子の

頚管通過障害の機序に関与している可能性が示唆さ

れた．

16．Nitric　Oxide（NO）放出剤による精子運動率

　　低下の抑制

　　　　○鎌田泰彦，中塚幹也，木村吉宏

　　　　　浅桐和男，野口聡一，工藤尚文

　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山大産婦）

　日常臨床で問題となる精子の運動能低下に対する

対処法の検討の中で，我々はNO放出剤の精子に及

ぼす影響に注目し，昨年の日本不妊学会でも、洗浄

精子に対してFe2＋／ascorbateを用いて脂質過酸化を

促進させたところ，NO放出剤（SNAP：S－nitroso

acetyl　penicillamine）の添加により，運動率の低下

および脂質過酸化が抑制されたことを報告した．今

回，我々は精液採取後，長時間の経過を余儀なくさ

れることの多い外来でのA田を想定し，NO放出剤

の利用を検討した．

　正常精液にNO放出剤であるSNAP，あるいは
sodium　nitroprusside（SNP）を添加し，経時的に顕

微鏡下に精子運動を観察し，精子運動率の変化を検

討した．最終濃度で0，0．1，1，10μMのSNAP，

あるいはSNPを使用した．

　時間経過に従って精子運動率は低下した．この運

動率の低下はSNAP，　SNPにより濃度依存的に抑制
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された．

　精液の運搬，精子の洗浄・濃縮，Swim－up法，Percoll

法，Glass　wool法などによる運動精子の回収，凍結

保存・解凍など，日常臨床でも精液処理をする機会

が増加している．これら精液処理の間にも（精液中

に多核自血球の混在した場合はとくに）精子の運動

機能は低下する．NO放出剤はこれらの精子機能低

下を最小限に抑える可能性がある．

17．正常精液所見をしめす精索静脈瘤症例の検討

　　　　○奈路田拓史，辻　雅士，田村雅人

　　　　　香川　征　　　　　　（徳島大泌尿器）

　正常精液所見の精索静脈瘤症例において手術群と

非手術群につき比較検討した．

　不妊を主訴に受診した患者のうち，触診および超

音波検査にて精索静脈瘤と診断され，かつWHOの

正常精液所見を満たす症例38例（年齢25～39歳，

平均32歳，不妊期間0．7～10年，平均4．0年）を対

象とした．手術を希望した24例については初診後2

か月以内に手術を施行（A群〉し，手術を希望しな

かった14例については経過観察（B群）とした．A

群24例，B群13例（1例は妊娠のため経過後精液

検査なし）で精液所見の推移につき検討した．

　初診時の精子濃度，運動精子濃度において，A，B

群に有意差を認めなかった．A群では手術前後の精

子濃度，運動精子濃度の変化に有意差はなかった

（精子濃度58×106±7×106／ml　vs　73×106±10×

106／ml，　p＝O．17，運動精子濃度34．6×106±4．3×

106ml　vs　40．8　×　106±7．4×106／ml，　p＝0。70）．妊

娠率は46％（11／24）であった．B群（観察期間6

・一・48か月，平均20か月）では観察前後で精子濃度，

運動精子濃度とも有意に低下した（精子濃度45×

106±7×106／ml　vs　31×106±9×106／ml，p＝0．01，

運動精子濃度27．7×106±5．8×106／ml　vs　20．5×106

±7。7×106／ml，　p＝O．04）．妊娠率は14％（2／14）

であった．

　正常精液所見であっても精索静脈瘤症例には積極

的に手術すべきと考えられた．

1・8．男性不妊症における精索静脈瘤に対する手

　　術，塞栓術前後の比較検討一精液所見，妊娠

　　率について一

　　　　〇徳永　葉，田中啓幹

　　　　　　　　　　　　　　（川崎医大泌尿器）

　精索静脈瘤は男性不妊症の原因のひとつと考えら

れ，その治療法として内精静脈高位結紮術，人工塞

日不妊会誌　43巻1号

栓術があり，最近では顕微鏡下での低位結紮術も行

われるようになっている．今回，我々の施設で行っ

てきた精索静脈瘤の手術方法別（塞栓術を含む）の

治療成績を比較検討し報告する．

　1982年4月より1996年3月までに男性不妊症を

主訴として来院し，視触診，陰嚢シンチグラフィー，

赤外線サーモグラフィー，超音波カラードプラ法の

いずれか，あるいは複数の方法で左精索静脈瘤が確

認され，左内精静脈結紮術（Palomo法10例，

Ivannissevich法23例，　modified　Ivannissevich法6

例）または塞栓術（7例）を施行し経過観察可能で

あった46例を対象とし，術前後での精液所見，妊娠

率について検討した．

　全症例において術後合併症はなく，また再発も認

めていない．2）精液所見では精子濃度，運動率と

もに，どの治療法においても改善が認められた．3）

妊娠率はPalomo法30．0％（3／10），Ivannissevich

法30．4％（7／23），modified　lvannissevich法33．3％

（2／6），塞栓術42．9％（3／7）であった．

　塞栓術の妊娠率が高いのは精子数1，000万／Mm3以

下の症例が他よりも少なかった影響と思われる．

minimum　invasive　surgeryの追求は別として，妊娠

率の点から考えると，我々の施設では術後合併症お

よび再発も認めておらず，塞栓術は重篤な合併症

（肺塞栓症等）の可能性もあり，従来通りの内精静脈

高位結紮術は男性不妊症における精索静脈瘤に対す

る手術として良好な治療法と考えられた．

19．精管結紮による造精機能障害

　　　　○石津和彦，白石晃司，中根比呂志

　　　　　内藤克輔　　　　　　　（山口大泌尿器）

　精管結紮が造精機能を本当に障害するか，障害す

るならば，局所的因子または全身的因子のいずれが

原因であるかを明らかにする目的で動物実験を施行

した．

　10週齢Lewis系雄性ラット20匹に左側精管結紮術

またはsham　operationを行った．術後3か月に精巣

重量およびpercentage　of　haploid　cells（％1C）から

両側精巣の造精機能を定量的に評価した。

　1）両群において精巣重量および％1Cの有意な

左右差は認められなかった．vasectomy群はsham

operation群に比較して，左側精巣の精巣重量および

％lCは有意な低値，右側精巣の精巣重量および％

lCは低値の傾向を示した．2）精巣重量と平均％

lCの分布から，精管を結紮したフラットは，造精

機能が障害された3匹と造精機能障害の認められな
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かった7匹に分類できた．3）片側性精管結紮によ

る両側精巣の造精機能障害は左右同程度であったた

め，精管結紮による造精機能障害は局所的因子より

全身的因子が原因であると推定された．

　精管結紮は一部の個体に限って造精機能を障害し，

その原因は局所的因子よりはむしろ全身的因子であ

ると推定された．

20．初回自然妊娠，分娩後の続発性不妊症4例の

　　検討

　　　　○宮地利枝，内田昭弘（内田クリニック）

　不妊症治療において，初回が自然妊娠，分娩後の

続発性不妊症例を経験することがある．しかし，自

然妊娠，分娩しているがゆえに不妊原因の検索およ

び治療に取り組みにくい場合がある．今回，不妊因

子としての男性因子が見落とされていたと推察され

た続発性不妊症4例を経験したので報告する．

　症例は30・・一・36歳，当院初診時の不妊期間は2　・－

10年であった，他医での通院期間は1．5　・一　4年間で

あった．他医で指摘された不妊原因は，排卵障害2

例，卵管因子十頚管因子1例，原因不明が1例で

あった．男性因子についての検査がなされていたの

は，1例のみで，この症例は乏精子症と診断されて

いた，治療は，clomipheneあるいはhMG療法が行

われていたが，人工授精などは行われていなかった，

当院での男性因子の検索において，2例が精子無力

症，1例が乏精子無力症，1例が乏精子症であった．

治療については患者夫婦との相談により，人工授精

を選択し，3例が治療1周期目で妊娠成立した．

　続発性不妊症においても男性因子の関与を原発性

不妊症の場合と同様に念頭において検索を行うこと

が必要であり，その結果に基づいて適切な治療を行

うことにより，原発性不妊症の場合以上に妊娠成立

の可能性を高めることができると考えられた．

21．高プロラクチン血症の原因検索に苦慮した男

　　性不妊症の1例

　　　　○中根比呂志，石津和彦，白石晃司

　　　　　内藤克輔　　　　　　　（山口大泌尿器）

　高プロラクチン血症は性機能障害および男性不妊

症の原因のひとつと考えられており，血中プロラク

チン濃度の測定は男性不妊患者においては必須の検

査である．今回我々は，高プロラクチン血症の原因

検索に苦慮した男性不妊症の1例を経験したので報

告する．

　35歳男性．5年来の不妊を主訴として当科受診．
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精液検査所見は正常．内分泌検査にてテストステロ

ン，LHおよびFSHは正常範囲内であったが，高プ

ロラクチン血症（894．lmlU／dl）が認められた．性機

能障害の訴えはなかった．1か月後の内分泌検査で

もプロラクチン値が高値であったため，下垂体腺腫

を疑い頭部MRI検査施行するも異常所見は認められ

なかった．MRI検査後，22歳時より精神安定剤とし

てsulpiride150mg／dayの内服を続けていることを初

めて告白された．同剤の中止後10日目にはプロラク

チン値は正常化した．以上より薬剤性高プロラクチ

ン血症と診断し，現在外来にて経過観察中である．

　高プロラクチン血症を来す薬剤として向精神剤が

挙げられるが，本症例のように同剤の服用を隠す場

合がある．そのため，高プロラクチン血症の原因検

索には第一に薬剤の服用に関して工夫を加えた十分

な問診が必要であると考えられた．

22．Y染色体異常をMultiplex　PCR法にて検討し

　　た男性無精子症の1例

　　　　〇三田耕司，中原　満，碓井　亜

　　　　　　　　　　　　　　　　（広島大泌尿器）

　　　　　山岡和子，神辺眞之（同臨床検査医学）

　患者は34歳，男性．結婚歴2年8か月で避妊歴な

し．挙児希望で近医を受診し精液検査を施行され無

精子症を指摘され，精査目的に当科を紹介．体格は

中等度，胸腹部，外陰部には著変を認めなかった．両

側精巣は12mlであり，直腸診では前立腺は正常で

あった．来院時の精液検査では精液量は3mlで

Azoospermla，ホルモン測定ではPRL　16．3ng／ml，

LH6．8mlU／ml，　FSH　15．6mlU／m1，　Testosterone2．5ng／

m1であった．染色体検査では46，　X　，　del（Y）（q11．2）

＝20cellsであり，ヘテロクロマチン領域部位の欠失

を認めた．末梢血中の有核細胞からDNAを抽出し，

KMaらのY染色体の遺伝子MapにおけるInterval

5，6に存在する遺伝子異常をMultiplex　PCR法に

て解析するとともにReijoらが行ったInterval　6に存

在するAzoosperrnia　factor（AZF）を解析した．

　これらの結果とともに特発性男性不妊症における

遺伝子異常について若干の文献的考察を加えて報告

する．
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23．不妊を主訴とした嚢胞腎に伴う精嚢拡張の1

　　例

　　　　○白石晃司，中根比呂志，石津和彦

　　　　　内藤克輔　　　　　　　（山口大泌尿器）

　症例は28歳，男性．4年間の不妊を主訴に泌尿器

科受診．身長174cm，体重72kgで体毛の発達は正常

であった．触診および深部温測定にて精索静脈瘤は

認められなかった．精巣容積は右26ml　，左22m1で

あった．精液所見は精液量2．2ml，精子濃度2．9×106／

ml，精子運動率0％，正常形態精子60％であった．

内分泌学的にはLH2．35ng！ml，　FSH5．34ng／ml，

testosterone364ng／ml，　prolactin　168．7ng／mlと正常

値を示した．経直腸的超音波断層法およびMRIにて

両側の精嚢の著明な拡張を示したが，射精管の拡張

は認められなかった．腎臓の超音波断層法にて両側

に1個ずつ嚢胞が認められ，母親は嚢胞腎による慢

性腎不全のためCAPD中であった．以上より常染色

体優性嚢胞腎に合併した精嚢拡張症と診断した．

常染色体優性嚢胞腎に合併した精嚢拡張症の1例

を報告する．本症例に対し妊孕性を期待するには

MESA等のARTの施行が必要であると考えられた．

最近，嚢胞腎では16番染色体短腕上のPKDI遺伝子

異常が明らかになっており，患者の希望があれば検

討する予定である．

24．AIHにより妊娠に至った男性不妊（hypogona－

　　dotropic　hypogonadism）の1例

　　　　○尾崎智哉，高橋健太郎，栗岡裕子

　　　　　上田敏子，宮崎康二　（島根医大産婦）

　今回我々は，AIHより妊娠に至ったhypogonado－

tropic　hypogonadism男性不妊の1例を経験したので

その治療経過について反省点も含め報告する．

　症例の夫は射精障害を認め一島根医科
大学医学部泌尿器科を受診した．夫の初診時精液検

査ではazospermiaを呈し，内分泌学的検査では血清

LH：0．5mIU／ml以下，FSH：0．6mIU／m1，Testosterone：

6．Ong／dl以下とhypogonadotropic　hypogonadismが

認められた．夫に対しては泌尿器科においてLH－RH

問歌皮下注療法を施行され，Testosterone：611．9ng／

dl精子濃度120×106ml（運動率：55％）と改善し

た．しかし改善後1年経過するも妊娠に至らず．妻

は挙児希望を主訴として　　　　　　　　　に当科

を初診した．初診時の検査にて黄体機能不全（黄体

中期血清progesterone値：6．4ng／m1）が認められた

ため，clomiphene十hCG十AIH療法を開始し，計

日不妊会誌　43巻1号

4周期施行したが妊娠には至らなかった．平成8年

7月よりhMG十hCG十AIH療法を施行したところ
2周期目にて妊娠に至った．

　本症例はLH－RH間欲皮下注療法により夫の

hypogonadotropic　hypogonadismおよびazospermia

は著明に改善していたため自然妊娠の可能性が残さ

れていたとも考えられる．AIH施行の是非について

は検討が必要であると考えられた．

25．当院における受精卵凍結保存の現況と融解胚

　　移植の成績

　　　　○岩浅ゆき穂，谷本司砂，加藤由加里

　　　　　見尾保幸

　　　　　　（ミオ・ファティリティ・クリニック）

　受精卵凍結保存／融解胚移植（FIT）は生殖補助

技術（Alu’）における患者の肉体的・経済的負担を

軽減するために有用であるが，その治療成績は必ず

しも満足できるものではない．当院ではF／Tにいく

つかの改良を加えて実施し，比較的良好な結果が得

られたのでその成績を報告する．

　平成7年1月より平成8年12月までに，F〆Tを実

施した60症例86周期を対象とした．IVFまたはICSI

により生じた余剰胚のうち，凍結保存可能（Embryo

Scoring．＞2．5）と判断された胚を20％患者血清添加

PBSと1，2PropandiolおよびSucroseを用いて緩慢

凍結した．融解胚移植は自然周期あるいはClomi－

phene／hMG周期を原則とし，卵胞発育観察の後血

中LHおよびP値，またはhCG投与を基準に移植時

期を厳密に決定した．

凍結保存した86周期中82周期（95．3％）に融解胚

移植が可能であった．12例が妊娠し，妊娠率は20％／

症例，14％／周期，14．6％／胚移植であった．12例中

3例が流産となった．

　Embryo　Scoringを用いて凍結保存可能な胚を厳選

し，さらに胚移植時期を厳重に決定することにより

F／Tの妊娠率が改善することが示された．

26．改良型体外受精用胚移植チューブ（富士）を

　　用いた胚移植の経験

　　　　○田口俊章（鳥取県立中央病院産婦人科）

　体外受精において，できる限り子宮内腔に傷をつ

けず，かつスムーズに確実に受精卵を子宮内膜に移

植することは，体外受精の成績向上の上で大切なポ

イントのひとつと考えられる，

　当院では，胚移植をする際経腹超音波ガイド下で

確実に胚移植チューブが，子宮内腔に入っているこ
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とを確認の上，受精卵を子宮内に戻している．

　今回富士システムと共同で胚移植用チューブを改

良し，先端よりlCMの所に超音波を反射しやすい

ように凹凸をつけ，さらに先端を鋭角にして，受精

卵をチューブ内に取り込みやすくしたので，その使

用経験と従来型の胚騨チューブとの成績と比較し

て報告する．

27．体外受精胚移植におけるOHSS既往のある症

　　例に対するFSH減量およびプロゲステロン

　　膣坐薬の効果

　　　　○中坂尚代，檜尾健二，瀬沼美保

　　　　　中川浩次，山野修司，青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大産婦）

　OHSS既往のある体外受精・胚移植（IVF－Er）症

例に対し，FSH減量およびプロゲステロン膣坐薬の

投与が，卵巣径，血清E2値に影響するか否かを検討

した。

　前回のIVF－ETでOHSSをおこした6症例に
FSH　150または75単位／日を9日間投与するFSH減

量法を施行し，穿刺卵胞数および胚移植時の卵巣径

を比較した．また，OHSSの既往症のある10症例に

対しFSH減量法を施行した後，プロゲステロン膣坐

薬100mgを15日間投与し，黄体補充を施行した．胚

移植時および胚移植6日目の卵巣径，血清E2値の変

化を検討した．

　穿刺卵胞数および胚移植時の卵巣径は通常刺激と

FSH減量法とで有意差を認めなかった．（穿刺卵胞

数：通常刺激22．4個vsFSH減量刺激20．3個胚移植時

の卵巣径：通常刺激92．2mmvsFSH減量刺激76．Omm）

プロゲステロン膣坐薬を投与した場合，卵巣径は有

意に縮小し，E2値は有意に減少した．（卵巣径：胚移

植時79．3mmvs胚移植後6日目62．8mm　p〈O．05　E2値：

胚移植時2709pg／m1，胚移植後6日目659pg／ml
Pく0．05）

　1）FSH2A／day程度の減量では卵巣腫大を軽減で

きない．2）プロゲステロン膣坐薬を投与した場合，

卵巣径およびE2値が著明に減少することが示唆され

た．
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28、クロミフェン（十hMG）療法で卵巣過剰刺激

　　症候群｛OHSS）を回避し得た多嚢胞性卵巣症

　　候群（PCO）の1例

　　　　○樫田史郎，中村康彦，山縣芳明

　　　　　滝口修司，田村博史，加藤　紘

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口大産婦）

　PCOに対するhMG＋hCG療法は高い排卵率と妊

娠率が期待できる反面，OHSSの発生率が高いこと

が知られている．今回CC＋hMG療法でOHSSを回避

し妊娠に至った症例を経験したので報告する．

　26歳GOPO．月経周期は30～180日と不順であっ

た．2年間の不妊を主訴に前医受診，CC150mg／日

5日間の投薬にて月経周期は33～35日となったが，

挙児に至らないため当科受診．諸検査の結果，不妊

因子としてPCO，潜在性高プロラクチン血症および

卵管閉塞を認めた．これに対しIVF－ET目的にて

hMG＋hCG療法を行ったところ，卵胞発育数（15mm

以上）24個，hCG投与時の血中E2値7876pg／ml，両

側卵巣10cm以上の腫大および中等量の腹水貯留を

認めたためOHSSと診断し，IVF－ETは中1ヒとなった．

次回も同様の過排卵刺激を試みたが，hCG投与時の

血中E2値8220pg／mlと高値を示し，OHSSの状態を

繰り返した．そこで月経周期5日目よりCC150mg／

日5日間を投与，月経周期12日目よりhMGを投与

開始するCC＋hMG療法を行ったところ，発育卵胞数

9個，採卵前の血中E2値2096pg／ml，卵巣腫大も軽

度であり，予定通りIVF－ETを施行し，同周期で妊娠

に至り，妊娠39週で女児を分娩した．

　本症例で用いたCC＋hMG療法では，hMG刺激に

より発育する卵胞数が減少し，OHSSの発症を回避

し得たものと思われた．

29．当院におけるICSI（卵細胞質内精子注入法）

　　の成績

　　　　○矢野浩史，大橋いく子，久保敏子

　　　　　　　　　　　　　　　　（矢野産婦人科）

　当院では，1996年7月からすべての顕微授精適応

例に対してICSI（卵細胞質内精子注入法）を実施し

ている．また，同年11月より無精子症に対しTESE

（精巣内精子回収法）による精子を用いてICSI

（TESE－ICSI）を開始した．これらの臨床成績につい

て報告する．

1996年7月一一　1997年4月の間に重症精子減少症23

例，受精障害19例，無精子症6例，計48例72周期

に対してICSIを施行した．重症精子減少症および受
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精障害には採卵当日の射出精子を用いた．一方，無

精子症においては精巣より切除した小組織を凍結保

存し，採卵当日に解凍し，精子を回収してICSIに供

した．

　重症精子減少症および，受精障害に対するICSIの

結果は受精率45．0％（168／373），分割率88．7％（149／

168），移植率85．9％（55／64）であった．このうち17

周期において妊娠が成立し（対胚移植妊娠率：30．9

％），4例は流産，2例（双胎）は後期流産（妊娠20

週頃）したが，3例（双胎1例）は出産し，8例（双

胎3例）は妊娠継続中である，無精子症に対する

TESE－ICSIの結果は，受精率45．2％（19！42），分割

率84．2％（16／19），移植率66．7％（4／6）であっ

た．このうち1例が妊娠し（対胚移植妊娠率：25．0

％），胎児は順調に発育している．

　今まで受精しなかった重症精子減少症および，受

精障害に対してICSIを行うことにより，ほとんどの

症例に対して，胚移植が行えた．また，従来まった

く妊娠が望めなかった無精子症に対してTESE－ICSI

は有効であると思われた．

30．卵細胞質内精子注入法（ICSI）の臨床成績と

　　配偶子における問題点

　　　　○福井敬介，谷口文章，武田康成

　　　　　北川博之，伊藤昌春　　　（愛媛大産婦）

当科におけるICSI臨床成績と配偶子性状のICSI成

績に及ぼす影響について報告する．

対象はICSIを施行した27周期ノ134卵子（Phase　1：

H7．3－12）および62周期／371卵子（Phase　2：H　8．1－

H9．4）とし以下の検討を行った．1）各Phaseの

受精率，分割率，対胚移植妊娠率．2）卵細胞質の

形態学的分類（type1：ideal，　type2：presence　of

reflactile　body，　type3：exessive　granularigy，　type4：

presence　of　vacuolar　formation）と各typeの受精率，

分割率の比較．3）注入精子運動性の受精率，分割

率に及ぼす影響．

　Phase1／Phase2の受精率，分割率，対ET妊娠率

は47％／59％，76％／96％，13％／32％であった．つ

ぎにtype　1’一　4　eggの比率は62％，13％，18％，7

％であり，受精率／分割率はそれぞれ68％／96％，70

％／96％，46％／89％，31％／60％とtype　1に上ヒしt）TI〕e

3，4は有意に低い受精率を示した．つぎに運動精

子注入群および不動精子注入群の受精率／分割率は

61％ノ92％，37％／84％と不動精子注入群の受精率は

有意に低値を示した．

　1）Phase　1／2の相違点は注入前精子不動化操
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作の有無であり，この操作を加えることで受精率，

胚発生率，生産率が改善した．2）受精分割成績に

卵子の細胞質形態が影響していることが明らかとな

り，vacuolusを持つeggの受精，胚発生率は低いこ

とから今後molecularレベルでの原因解析が必要と

考えた．3）不動精子のrandam注入での受精率は

低値であり，viable精子の選別法の導入が必要と考

えられた。

31．当院における精巣内精子回収術（TESE）の成

　　績

　　　　○高崎彰久，石松正也，長屋寿雄

　　　　　森岡　均

　　　　　　　　　（済生会下関綜合病院産婦人科）

　　　　　瀧原博史　　（小野田市立病院泌尿器）

　顕微鏡下精巣上体精子回収法（MESA）にて精子

を得られなかった閉塞性無精子症患者に対し精巣内

精子回収法（TESE）を行い，その成績を検討したの

で報告する．

対象は11症例でMESA施行後，精巣白膜に切開を

加え5mm角の精巣実質を切除し，ホモジナイズ後，

適当量に希釈し検鏡した．成熟精子もしくは尾部が

形成された未熟精子が得られるまで数か所同様の処

置を行った．得られた精子を用いて同日ICSIを施行

した．余剰精子は凍結保存した．

　11例中6例で成熟精子が得られ，そのうち4例は

運動性も認められた．また，残りの5例も尾部の形

成が認められる未熟精子が得られた．11例21周期に

ICSIを行い，成熟運動精子が得られた4例では，6

周期にICSIを施行，4周期で卵の分割が認められ，

2例の妊娠（分娩1例，妊娠6週流産1例）が認め

られた．成熟不動精子が得られた2例では4周期に

ICSIを施行，2周期で卵の分割が認められたが妊娠

には至らなかった．また，未熟精子が得られた5例

では11周期にICSIを施行し，8周期で卵の分割が

認められ，1周期（凍結精子）で妊娠（化学的流産）

が認められた．症例あたりの妊娠率は成熟精子を得

られたもので33％（2／6），未熟精子で20％（1／

5）だった．

TESEはMESA不能例に対し有効な治療法である．

また，尾部の形成が認められる未熟精子でも妊娠が

可能であることが示された．
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32．非閉塞性無精子症に対する精巣内精子を用い

　　た顕微授精

　　　　○山本泰久，ニコラオス　ソフィキティス，

　　　　　宮川征男　　　　　　　（鳥取大泌尿器）

　　　　　見尾保幸

　　　　　　　　（ミオファティリティクリニック）

　非閉塞性無精子症の症例に対し精巣内精子を用い

て卵細胞質内精子注入法（ICSI）を行い妊娠に成功

したのでその成績について報告する．

　1996年6月から1997年5月までの間に非閉塞性

無精子症と診断した10症例を対象に12回行った．採

卵を行い成熟卵の存在を確認した後，精巣組織小片

を採取した．これを細粉，濾過後，遠心分離をして

精巣内精子を回収しICSIに供した．

　その結果，10例中8例で精子が回収できた．ICSI

後の受精率は44．0％〈58／132），分割率は84．5％（49／

58）であり8例で胚移植を行った．胚移植した8例

のうち4例が妊娠し順調に経過中である．

　精巣内精子を用いたICSIは非閉塞性無精子症の治

療に有用であると思われた．

33．顕微授精のための精巣内不動精子に対するカ

　　リクレイン処理の有用性

　　　　○見尾保幸，谷本司砂，岩浅ゆき穂

　　　　　加藤由加里

　　　　　　　　　（ミオファティリティクリニック）

　　　　　Nicolaos　V　Sofikitis，山本泰久

　　　　　宮川征男　　　　　　（鳥取大泌尿器〉

近年，運動能を有する精巣内精子を用いた卵細胞

質内精子注入法（ICSI）の有効性が報告されている

が，不動精子のみでは満足な治療成績は得られてい

ない．そこで，これらの精巣内精子に対して，精子

運動能の賦活のためにカリクレイン添加（4KU／m1）

培養液中で精子処理を行い運動性の得られた精子に

よるICSIを行って，カリクレイン処理の有用性を検

討した．

精巣内不動精子のみが少数存在する5組の不妊夫

婦を対象とし，患者の同意を得てICSIを行った．採

卵により成熟卵の採取を確認した後，片側精巣より

精巣組織小片（150μg）を採取した．採取した精巣

組織はカリクレイン添加HEPESHTF内で細切後濾

過（20μm）し，遠心分離（1500rpm，1hr）後精子

浮遊液を作成しICSIに供した．

　5症例で採取した成熟卵（Metaphase　H）は41個

であった．精子浮遊液中には全例運動精子が確認で
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き，このうち2例では精子運動率＞40％であった．

ICSI後の受精（2PN）率は61．0％（25／41），分割率

は53．7％（22／41）であり，5例中4例で胚移植を

行った．胚移植した4例のうち3例が妊娠（内1例

は双胎）し，順調に経過中である．

　精巣内不動精子に対するカリクレイン処理は生存

精子の運動能を賦活し，ICSIのための健常生存精子

の選択を容易にし，治療成績の向hに有用であるこ

とが明らかとなった．

特　別　講　演

単為生殖細胞と初期胚との集合によるキメラ牛の

作出

　　　　　　　鈴木達行（山口大学農学部獣医学科）

　自然界における多くの非哺乳動物種では単為発生

卵により生物体が得られている．非哺乳動物のうち

脊椎動物と無脊椎動物では単為生殖の子供を実験的

に生ませることができる．マウスでは活性化により

作出した2倍体の単為生殖卵は着床前まで正常な形

態で発生し，たまには前肢芽の段階にまで至ること

がある．父方と母方の胚の発生における役割にはそ

れぞれ重要な分担がある，父方のゲノムは特に胚の

栄養膜細胞の発生に重要な役目を担っており，母方

のゲノムは胚結節の着床前後の発生に漕ぎつけるた

めの重要な鍵を握っている．このように哺乳動物で

は雌雄両ゲノム間における生命機能の相違が単為生

殖において致死因子となりうる．正常な受精によっ

て雌性と雄性の相互のゲノムを持つ胚細胞はキメ

リック的な細胞の集合状態で生命が維持されている．

これらの現象が哺乳動物の単為発生で胎児が誕生し

ない理由である．

　ウシの卵母細胞ではイオノホアA23187に晒すこ

とによって2倍体の単為発生が誘起される．メタ

ノールや電気的刺激によっても単為発生が起こりう

る．最初の実験ではウシ卵母細胞を成熟後7％メタ

ノールで活性化させ5mg／m1のサイトカラシンBま

たはD処置により単為発生を誘起した．これらの卵

が4－－8細胞期に達した時透明帯を除去してブラス

トメアーを集合した．その後体外で5－6日間培養

して胚盤胞に達したのち移植に供した．その結果5

頭中3頭が妊娠し移植後30日から40日にかけて胎

児とそれを取り巻く羊水とが明瞭に確認された．し

かしその後の診断で胎児は消失し早期胚芽死と診断

された．この実験から単為生殖卵の移植では胎児作

出の難しいことがわかった．
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　つぎの実験では褐毛和種牛からの単為生殖卵とホ

ルスタイン種牛の胚とを集合したキメリック胚を作

出した．ホルスタイン種牛胚は8細胞期に達したと

きにブラストメアーの一部を取り出してPCRで増幅

し，Y一特殊プライマーにより雄胚と判定されたも

のを用いた．これらの集合胚が胚盤胞まで発生した

のち受胚牛へ移植した．その結果4頭の妊娠例が得

られ2頭の双子と1頭の単子が得られた．これらの

胎児の各組織からの染色体分析では単為生殖卵由来
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のXX，胚由来のXYを持ち単為生殖卵由来の褐毛

が20％程度を占めていた．しかし妊娠期間はいずれ

も260日前後で20日間程度早産であり，前者は生後

直死，後者は2日間しか生存できなかった．このよ

うに単為生殖細胞の集合による生命体では生存性の

低さに課題が残った．

　本講演では2種類の牛胚を集合して作出したキメ

ラ牛の有効性を含めて紹介する．

●
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関連学会のお知らせ

第39回　日本哺乳動物卵子学会開催のご案内
■

下記により第39回日本哺乳動物卵子学会および総会を開催致します。多数の会員の参加をお願い致し

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第39回　日本哺乳動物卵子学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会長　香山　浩二

● 記

期　　日：1998年5月8日（金）・9日（土）

会場：神戸国際会議場
　　　　　〒650神戸市中央区港島中町6－9－1　Te1．078－302－5200

連絡先：兵庫医科大学産婦人科内　第39回日本哺乳動物卵子学会事務局

　　　　　〒663西宮市武庫川町1－1　Tel．0798－45－6481　Fax．　0798－46－4163

■

●

学術講演会

招待講演：1．Don　P．Wolf（Oregon　Health　Sciences　University，　School　of　Medicine）

　　　　　　　　「An　update　on　mammalian　cloning　procedures　and　outcomes」

　特別講演：1．豊田　裕（帯広畜産大学・原虫研）

　　　　　　　　「生殖工学の歴史と展望」

　　　　　　2．星　元紀（東京工業大学・生命理工）

　　　　　　　　「先体反応誘起シグナルとなる卵側の物質群」

　シンポジウム

　　　　　　「分子生物学的にみた精子と卵の相互作用」

　　　　　　司会　岡部　勝（大阪大学・微研）

　　　　　　　　　米澤直人（千葉大学・理）

■

●

一般演題

講演申込み要領

　1．講演の申込みは，Joumal　of　Mammalian　Ova　Research（日本哺乳動物卵子学会誌）の14巻2号に

　　折込みの所定の原稿用紙にタイプまたはワープロで印字したもの，及びそのコピー2部を，申込用

　　紙，通知用ハガキとともに書留郵便で下記宛お送り下さい。原稿をそのまま写真印刷した抄録集を

　　会誌のsupplementとして発行する予定です。

　　　　　　　　　〒663西宮市武庫川町1－1　兵庫医科大学産婦人科内

　　　　　　　　　　第39回日本哺乳動物卵子学会事務局　繁田　実　宛

　　　　　　　　　　Te1．0798－45－6481　Fax。079＄46－4163

　2。演題の申込みは会員1人1題とさせていただきます。

　3．申込み締切日：1998年2月15日（必着）

　発表時間：講演時間は1題7分，討論時間は3分の予定です。スライドプロジェクターは各会場1台

　　　　　　とし，スライドは10枚以内とします。

　参加申込み方法：学会当日会場にて受け付けます。

　　　　　　　　　学会参加費　7，000円　懇親会参加費　7，000円

●
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第2回日本医学会特別シンポジウム

　1997年9月27日一一28日，「医と教育」をテーマに，

岡山ロイヤルホテル（岡山市）において開催された，

　特別シンポジウムは，4年毎開催の日本医学会総

会の中間年に，他分野の学問とも関連，対比させな

がら医学の本質について考えるという趣旨のもとに

行われることになったものである．前回は仙台にお

いて「医と法」を開催した．

　今回は，小坂淳夫元岡山大学長にシンポジウム組

織委員会代表者をお引き受けいただき，岡山大学医

学部を申心に企画，運営がなされた．

　シンポジウムは，「医学教育史の立場から」，「医学

教育の立場から」，「医の倫理と教育」の3セッショ

ンから構成され，医学教育の過去，現在，未来につ

いて，講演ならびに討議が展開された．ハイライト

としての特別講演は，日野原重明聖路加看護大学長

による「日米の医学部教育スタッフの比較と日米の

医師の臨床研修のレベルの差について」であった，

　全国各地から，650名という多くの参加者を見た

が，このようにシンポジウムが有益，かつ盛会裡に

終了したことは誠に喜ばしい．企画，構成，準備，そ

して実行にあたられた小坂組織委員会代表者はじめ

6名の組織委員，ならびに関連の方々すべてにあら

ためて御礼申し上げる次第である．

　なお，シンポジウム記録集は，平成10年2月頃に

刊行の予定，希望者は日本医学会あて，郵便はがき

で申し込まれたい（無料）．

第109回日本医学会シンポジウム

　「内視鏡およびカテーテル治療の最前線」が，1997

年11月25日（火，10　1　OO・一一・17：00），日本医師会館

大講堂で開催される予定である．

　本シンポジウムの組織委員は，幕内雅敏，板井悠

二，鈴木博昭，の3氏で，目下諸準備が進行中．参

加希望者は，日本医学会に郵便はがきで申し込まれ

たい．参加費は無料．

　プログラムならびに演者の概要は，下記のとおり．

1．カテーテル治療

　1．腹部動脈性出血に対する救急動脈塞栓術一いつ

でも，どこでも一／岡崎正敏（福岡大・放射線医学）

　2．肝細胞癌塞栓療法一亜区域塞栓術一／松井修

（金沢大・放射線医学）

　3．腸骨動脈狭窄のステント治療一血管内超音波

による観察を含めて一／栗林幸夫（国立循環器病セ

ンター・放射線診療部）

　4．胆道ドレナージとステントの応用／澤田敏

（琉球大・放射線医学）

1．内視鏡治療

　5．食道・胃静脈瘤の内視鏡治療／幕内博康（東海

大・外科学）

　6．上部消化管癌の根治的および緩和的内視鏡治

療／鈴木博昭（慈恵医大・内視鏡科）

　7．大腸のポリペクトミーとEMR／酒井義浩（東

邦大大橋病院・消化器診断部）

皿．内視鏡下手術

　8．胆石症の内視鏡下手術（ESTを含む）／山川

達郎（帝京大溝口病院・外科学）

　9．鼠径ヘルニアの内視鏡下手術／金田悟良（国

立相模原病院・外科学）

　10．腸疾患に対する腹腔鏡下手術の現状と展望／

渡邊昌彦（慶慮大・外科学）

　11．胸腔鏡下手術／中島淳（東大・胸部外科）

医学賞・医学研究助成費の決定

　医学賞ならびに医学研究助成費についての選考は，

日本医師会から本会に委託されており，本年度は9

月8日にそのための委員会が開催された．授賞・授

与式は，日本医師会設立50周年記念式典並びに医学

大会（11月1日）の場において行われる．

　日本医師会医学賞は，候補24件の中から下記の3

氏が選ばれた（敬称略）．

・ デュシェンヌ型及びデュシェンヌ様筋ジストロ

　フィーの分子論的研究／小沢鎮二郎（国立精神・

　神経センター・生化学）

・ 心血管系の発生・分化と負荷に対する適応に関す

　る研究とその臨床応用／矢崎義雄（東大・内科学）

・ 高カロリー輸液のわが国への導入・確立，臨床栄

　養研究の展開／岡田正（阪大・小児外科学）また

　日本医師会医学研究助成費は，応募97件中，次の

　15氏を選考した．

・ 遺伝子ノックアウトマウスを用いた痛覚情報処理

　機構の解析／緒方宣邦（広島大・生理学）

・ 骨形成異常の発症機構に関する分子遺伝学的研究

■
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／村垣泰光（和歌山医大・病理学）

・ 糖尿病治療薬スルポニール尿素剤の作用機構の解

明／稲垣暢也（秋田大・生理学）

・ 低濃度フッ化物暴露作業者の健康管理に関する研

究一腎毒性と加齢に伴う腎機能低下との相互影響

について／河野公一（阪医大・衛生学）

・ 白血病発症の分子機構の解析／平井久丸（東大・

内科学）

・血管老化と平滑筋細胞増殖の分子機構／永井良三

／（群大・内科学）

・バセドウ病の発症並びに甲状腺中毒症の維持・増

悪機構に関する研究／西川光重（関西医大・内科

学）

・ 膵液中癌関連遺伝子分析による膵癌診断法の開発

／澤武紀雄（金沢大がん研・内科学）

・ IgA腎症の発症の病因解明に関する研究一　lgA腎

症患者におけるHaemophilus　para－infiuenzae抗原

に対する扁桃リンパ球の免疫応答について／鈴木

亨（福井医大・内科学）

・ Caチャンネル異常による小脳失調症の発症機序の

解明／水澤英洋（医歯大・神経内科学）

表皮シートを用いた遺伝子治療法の基礎研究／清

水宏（慶慮大・皮膚科学）

・ 癌遺伝子治療の新たな分子ターゲットー癌化シグ

ナル抑制分子開発による癌治療への応用／田中真

二（九大生体防医研・外科学）

・ 遺伝子導入法による虚血耐性獲得を応用した心筋

保護法の確立に関する研究／澤芳樹（阪大・外科

学）

・ 網膜神経細胞再生過程に於ける選択的遺伝子発現

　と神経細胞移植へ向けての基礎的研究／梶原一人

　（慶磨大・眼科学）

・ヒト精子形成遺伝子の同定および精子形成機構の

解明／並木幹夫（金沢大・泌尿器科学）

医学用語管理事業

　医学用語管理委員会では，日本医学会医学用語辞

典（英和）の改訂作業に取りかかるべく，各分科会

の用語委員に，辞典に追加・訂正・削除したい用語

の指摘，提出を依頼した．その結果を収集整理し，今

後の医学用語標準化進展のための更なる基盤として，

辞典の改訂に反映されるよう努力中である．
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編集委員会からのお知らせ

42巻1号（1月）から42巻4号（10月）に掲載された論文は，以下の先生方にご審査

をお願いしました．（敬称略）
●

雨宮　章
石塚文平
植木　実
太田博孝
小倉啓司
香川　征
加藤征史郎

神崎秀陽
久保田俊郎

斉藤眞一
佐藤孝道
末岡　浩
田中啓幹
堤　　 治

中居光生
野獄幸正
原田　省
布施正樹
丸田　浩
森　宏之
矢野樹理

荒木重雄
泉　陸一
碓井　亜
大橋輝久
長田尚夫
風間泰蔵
上口勇次郎

北井啓勝
熊坂高弘
齋藤英和
眞田俊吾
鈴森　薫
田辺清男
寺尾俊彦
中野眞佐男
野々村光生

平山寿雄
星　和彦
三橋直樹
矢沢浩之
吉川文彦

池本　庸
市川智彦
梅咲直彦
大橋正和
押尾　茂
片山　進
河上征治
北川博之
小寺重行
佐賀正彦
澤田　勉
高橋芳幸
玉舎輝彦
豊田　裕
詠田由美
花田征治
広川　信
松浦講平
宮川征男
安水洗彦
吉村泰典

石川博通
伊藤元博
遠藤俊明
大濱紘三
小田高久
片寄治男
河野友宏
久保武士
小林俊文
佐藤英明
澤田富夫
田中俊誠
辻井弘忠
堂地　勉
西川　潔
林　和彦
福島峰子
松田公志
森　純一
柳田　薫

●

●

●

ご協力ありがとうございました，

今後とも宜しくお願い申し上げます．

●

●

●
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投稿規定
（1997年12月20日改定）

1．本誌掲載の論文は，原則として会員のものに限る。

2．投稿論文は，本会の目的に関連のある原著，総説，

　論説，臨床報告，その他で，他誌に未掲載のものに

　限る。

3．臨床例（もしくは臨床材料）または動物を対象とし

　　た実験的研究においては倫理面を考慮すること。な

　　お，被験者からインフォームド・コンセントを得た

　場合は論文内にその旨を記載する。

4．投稿論文は編集委員会が依頼する複数の審査委員の

　　審査を受け，採否，掲載順位，その他の編集に関す

　　る事項は編集会議でこれを決定する。掲載は原則と

　　して受理順とする。

5．1論文は，原則として刷り上がり6ページ以内と

　　し，超過は4ページ（計10ページ）までを認める。

　　なお超過ページならびに費用を要する図，表，写

　　真，カラー印刷は実費を著者負担とする。

6．投稿原稿はB5版横書き400字詰のものを使用し清

　　書する。なお，ワープロ使用の場合もこれに準じ，

　　文書フロッピー（MS－DOS，テキストファイル出力）

　　を添付し，機種名とソフト名を明記する。原稿は原

　　本1部に査読用コピー2部を添える。写真は原稿を

　　含めて3部とする。

7．原著，総説，論説，臨床報告などには，必ず600字

　　以内の和文抄録ならびに，200words以内の各抄録

　　（題名，著者名，所属を含む）を添付する。各抄録

　　の下に和文ならびに英語5語以内のKey　wordsを付

　　記する。英文はあらかじめ専門家の校閲を受けてお

　　くこと。ただし編集委員会で校閲が必要と認めた場

　　合は，その費用を著者負担とする。

8．投稿原稿は表紙（題名，著者名，所属，住所，ラン

　　ニングタイトルを和文ならびに英文で明記），英文

　　抄録，和文抄録，本文（緒言，対象／材料および方

　　法，結果，考察，引用文献）の順に並べ，図表なら

　　びに写真は稿末に一括してまとめ，符号を記入し，

　　かつ本文中に挿入すべき位置を明示する。ランニン

　　グタイトルは和文で25字以内，英文で401etters以

　　内とする。

9．記述は和文または英文とし，和文は横書き，口語

　　体，平がなを用い，現代かなつかいによる。

10．海外の人名，地名などは原語，数字は算用数字とす

　　る。学術用語および諸単位は，それぞれの関連学会

　　用語集に従い，度量衡はメートル法により，所定の

　　記号を用いる。

11．文献は次の形式により，引用順に末尾に一括記載す

　　る。著者，編者名は3名までとし，以下は他（et　al．）

　　とする。

　a）雑誌の場合

　　　著者名（年次）題名，誌名　巻数：頁一頁　とす

　　る。和文誌名は該当誌の規定または慣用の略名に従

　い，英文誌名はlndex　Medicusに従って略したもの

　を用いる。ページは通巻のページ数で最初と最終

　ページを記入する。

　英文例）Daitoh　T．　Kamada　M．　Yamano　S．　et　a1．

　（1995）High　implantation　rate　and　consequently　high

　pregnancy　rate　by　in　Vitro　fenilization－embryo　trans－

　fer　treatment　in　infenile　women　With　anti－sperm　an－

　tibody．　Fertil　Steril　63：87－91

　和文例）宮崎豊彦，久慈直昭，末岡　浩　他（1995）

　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。日不妊会誌40：104－109

　b）単行本の場合

　　著者名（年次）題名，書名，編者名，発行所，発

　行地，pp頁一頁　とする。（英文の場合は編者名，書

　名。の順）

　英文例）Collins　JA（1995）Unexplained　infe！tility．　In

　：Keye　WR　Jr．Chang　RJ．Rebar　RW，　et　al（eds），1st

　ed，　infertility：Evaluation　and　Treatment．　WB

　Saunders　Co，　Philadelphia，　PP249－262

　和文例）三浦一一・陽（1994）男性不妊症，アンドロロ

　　ジーマニュアル，自井將文編，第1版，新興医学出

　版，東京，pp152466
12．投稿論文の著作権は，掲載が決定した時点で日本不

　妊学会に譲渡される。投稿原稿，図表，写真は返却

　　しない。

13．同一著者による論文の掲載は同一号に1編のみとす

　　る。

14．著者校正は原則として初校のみとする。なお，校正

　は字句の訂正にとどめる。校正の責任は全面的に著

　者に帰す。

15．特別掲載を希望する論文は，受付順序によらず，速

　やかに掲載される。この場合は掲載に要する実費を

　全額著者負担とし，かつ特別掲載料を納付する。

16．別刷は著者負担とし，50部を単位とする。原稿表紙

　に別刷総部数を朱記する。

17．項目5．15．16にある掲載に要した経費などは，学

　会から著者に直接請求書を送付する。諸費用は速や

　かに下記口座に送金する。

　郵便振替口座：00170・3－93207

　銀行預金口座：三和銀行麹町支店　普：3706039

　　　　　　　　　社団法人日本不妊学会宛

18．投稿原稿には，巻末に綴じ込みの投稿申込み票を添

　付し，簡易書留にて下記へ送付する。

　　（送付先）〒143－8541

　　　　　　東京都大田区大森西6－11－1

　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科学教室内

　　　　　　日本不妊学会編集委員長

　　　　　　平　川　　　舜

　　　　　　Te103－3762－4151（代）　内線3585

　　　　　　Fax　O3－3765－7671
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（この用紙をコピーしてご利用下さい）

投稿申込み票

タイトル：

和文or英文タイトル：

掲載希望：［特別掲載：普通掲載］ 種別： ［原著：総説：論説．臨床報告：●

著者名：（6名以ヒの場合は，別紙に同様の様式でご記入ドさい）

フ　リ　ガ　ナ　　　　　会　員　番　号

氏　　　　　名　　　　　［所属機関名］

ブ　リ

氏

ガ　ナ

　　名

会　　員　番　号

［所属機関名］

　　　　　　　　　　　　　No．

薯　　　　　　　［ ］

2．

No．

［ ］

　　　　　　　　　　　　　No．

3．　　　　　　　　　　［
］

4．

No．

［ ］

　　　　　　　　　　　　　No．

5．　　　　　　　　　　［
］

6．

No．

［ ］

本文ページ数： 文献件数：

和文抄録ページ数： 英文抄録ページ数：

表の数： 図の数：

写真の数： ［カラー印刷： 白黒印刷］を希望する

ランニングタイトル：

（和文25字以内、英文401etter以内）

キーワード：和文

（各5語以内）英文

別刷希望数：

フロッピーの添付［有：無］→　機種名： ソフト名：

その他ご希望事項がありましたらお申し出下さい ：

連絡先：代表者名：

　　　　連絡先住所：

　　　　電話番号：　　　　　　　　ファクシミリ番号：
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　　　　　　　　　　　　　　　編集後記

　　本誌の発行が42巻3号（平成9年7月1口発行）より大幅に遅れ出し，会

　員各位に多大のご迷惑をお掛けしたことをお詫び致します。本号（43巻1

　号：平成10年1月1日発行）は編集委員の努力により順調に会員のお手元

　に届けることができました。平成10年度から年4巻の発行日の遵守を日指

　　し，編集委員会での協議と理事会の承認を経て，投稿原稿の送付先を，当分

　の間従来の不妊学会事務局から編集委員長（東邦大学医学部第1産科婦人科

　学教室）宛に変更させていただきます（公示参照）。事務局と異なり大学内

　　ということで事務連絡等においても若干のご迷惑をお掛けしますが，暫くの

　間ご協力をお願い致します。印刷所も新たにパンメデアに変わり，編集委員

　　伺機関誌のより一層の充実に努力致します，、編集に関わる忌愕のないご意

　見，ご助言を編集委員会あるいは編集委員長宛お寄せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員長　平川　舜）
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