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　日本不妊学会総会および学術講演会を下記の要領にて開催いたしますので，奮ってご

参加頂きますようお願い申し上げます．

記

■

期　日　平成12年11月22日（水）市民公開講座，幹事会，理事会

　　　　　　　　　　　23日（木）学術講演会，評議員会，総会，総懇親会

　　　　　　　　　　　24日（金）学術講演会，各種フォーラム

の

会場：神戸国際会議場

　　　　〒65aoO46神戸市中央区港島中町6丁目9－－1

　　　　TEL：07＆302－5200

　　　　神戸ポートピアホテル

　　　　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6丁目10－1

　　　　TEL：079302－1111

●

演題募集要項，特別講演，教育講演，シンポジウム，ワークショップ，その他詳細につ

きましては次号（45巻1号，平成12年1月発行）でお知らせいたします．

一般演題の締切りは平成12年5月下旬を予定いたしております．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成11年10月

第45回日本不妊学会

会長守殿貞夫

鼻

連絡先：〒650－OO17 神戸市中央区楠町7丁目5－1

神戸大学医学部泌尿器科学教室内

第45回日本不妊学会総会事務局

（担当1岡田　弘，藤澤正人）

1［〕E］L：078－382－6155

FAX：078S826169
e－mai1：0kada＠med．kobe－u．ac．jp
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　閉塞性無精子症のうち，閉塞部位が広範な場合や，精路再建術の不可能な症例で顕微鏡下精巣上体

精子吸引術（MESA）が行われている．しかし我々は顕微鏡を用いず肉眼直視下に精巣上体精子の採取

（MaESA）を施行してきたのでその治療成績をまとめるとともに，妊娠例の予後について多少の検討を

加えた．対象は6年間に閉塞性無精子症63例に行った76回のMaESAで，閉塞理由は先天性両側精管欠

損症（CBAVD）が20例（32％），修復不能な精路閉塞が17例（27％），精路吻合術の不成功が5例（8％）等で11

例（17％）で閉塞原因が不明であった，採取精子は適宜凍結保存し，授精法は，conventional　IVF，

subzonal　insemination（SUZI），intracytoplasmic　spe㎜injection（ICSI）を用いた．全体成績は，精子採

取率803％，施行卵当たり受精率59．0％，周期当たり妊娠率27．4％，症例当たり妊娠率429％，症例当たり

出産率22．2％であった．また同一施設のICSI導入前後での比較では受精率，周期当たりの妊娠率が明ら

かな統計的有意差をもって増加した．今回の全妊娠27例のうち13例で流産となり，高い流産率（4＆1％）

であることが判明した．出産群と流産群で検討した主要な男性因子には差を認めなかった．今後，女

性因子を含めた原因の究明が成績のさらなる向上につながるであろう．

キーワード：閉塞性無精子症，MESA，肉眼的精子採取，補助生殖技術，　ICSI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日不妊会誌44：291－2971999）
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緒 言

肉眼直視下精巣上体精子採取術の治療成績

　閉塞性無精子症の治療の目標は再吻合による閉塞

部の解除であるが，閉塞部位が広範な場合や，先天

性の精管欠損症のように吻合術の不可能な症例も多

い．一方，精巣上体より直接精子を採取する方法が

はじめて報告されて以来1・2），顕微鏡下精巣上体精子

吸引術（MESA）は，最近の補助生殖技術（ART）の急

速な進歩とともに採精法として重要な術式となり，

前述のような閉塞性無精子症にも，応用されてい

る．当科でも1992年より本術式を取り入れたが，顕

微鏡の導入に関してはその必要性をとくに認めず，

現在まで肉眼直視下に施行している．今回，我々の

肉眼直視下精巣上体精子採取術（MaESA）の治療成績

を中心に報告する．

対象と方法

　1992年4月の第1例目より1998年4月までに健保

連大阪中央病院泌尿器科にてMaESAを施行した全73

例のうち，乏精子症6例，射精障害4例を除く閉塞

性無精子症63例に行った76回のMaESAを対象とし

た．本術式の閉塞性無精子症への適応については，

原則として精巣生検で精子形成を確認されたもの

で，1）精管無形成や再建術失敗例などの精路再建不

能例，2）精路再建術と同時に施行する場合，3）他に

治療法のない原因不明のものとしている．

　手技の実際：詳細はすでに報告した3）が，直視下

に行う場合に考慮すべき事項を中心に概説する，腰

椎麻酔下に正中切開にて開始し，施行側精巣を創外

に脱転し，精巣鞘膜を切開して精巣上体を露出させ

る．先端を約300　一一　500μmに加工したガラスピペット

にて穿刺するが，本術式を一回施行すれば精路は閉

塞する可能性が大きいので，穿刺部位の決定が最重

要である．まず，変色のない精液瘤があれば穿刺す

る．穿刺部の精巣上体被膜を切開して精巣上体管を

露出させる．この際の出血は先細の電気メスにて丹

念に止血しておく．次に精巣ヒ体管を穿刺，透明ガ

ラスゆえ毛細管現象を介して吸引される内容液の性

状がよく観察される．上体管に拡張を認めない場合

は，管腔に小切開を加えて流出した液を吸引する．

採取液の検鏡で形態正常な運動精子が認められない

場合は，同側他部位（通常より近位側），精巣輸出

管，対側精巣h体の順に穿刺を行い，それでも認め

られない場合は時を移さず精巣内精子採取術

（TESE）に移行する．最近では正常形態の運動精子

を認めない場合にも，TESEを併用している．運動

日不妊会誌　44巻4号

精子を認めた場合は，可及的多く採取し，凍結保存

用とする．最後に，再手術の可能性も考慮して精巣

上体被膜を丹念に縫合し，鞘膜腔内を生食で洗浄

後，閉創する．ドレーンは必要としない．

体外受精・胚移植（IVF－ET）：採取精子は，各不妊専

門クリニックへ移送し（satellite　system）て凍結保存

し，後日体外受精に用いたが，一部では採取直後に

IVFを施行した．授精法は，　conventional　IVF，

subzonal　insemination（SUZI＞，intracytoPlasmic

sperm　injection（ICSI）を用いた．

統計：結果の統計解析には，Mann－Whitney　U　test，

X2testを採用し，P＜O．05を統計的有意とした．

結 果

1MaESA施行63例の背景因子（表1）

　精巣容積や血中ホルモン値は正常，Johnsen’s

score　count（JSC）も両側ともに精子形成を認める8。0

以上であった．

表1MaESA施行63例の背景因子

年齢（歳）

不妊期間（年）

精液量（ml）

右精巣容積（ml）

右JSCホ

左精巣容積（ml）

左JSC＊

LH（mlU／ml）

FSH（m1U／m1）

テストステロン（ng／ml）

32．5±0．5

5．3±0．3

1．8±0．1

14．7±0．3

8。9±0。1

14。1±0．3

＆6±0．1

4。0±0．2

6．6±0．4

4．7±0．2

＊：Johnsen’sscore　count Mean±SE

2　初回MaESAの施行理由（表2）

　最も多かったのが先天性両側精管欠損症（CBAVD）

の20例（32％），次に修復不能な精路閉塞が17例

（27％），精路吻合術の不成功が5例（8％）で，その内

訳はヘルニア根治術後2例，精管結紮術後2例，

その他の手術1例であった．また11例（17％）の閉塞

原因は不明であった．修復不能な精路閉塞の内訳

は，一側精管欠損および他側閉塞が6例，一一側ヘル

ニア術後および他側閉塞が2例，両側ヘルニア術後

が2例，精嚢形成不全が2例，精管狭窄が2例，停

留精巣術後が1例，性器結核が1例，両側精管炎が

1例であった．

3　精子採取成績

　全76回のうち61回（80．3％）で精子が採取可能，残り

●

●

●

●

●

■

●
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15回は採取不能であった．採取部位は，頭部45回，

体部5回，頭部，体部，尾部すべてからが4回，頭

部と体部からが3回，尾部2回，不明その他が2回

であった．なお，肉眼的採取に伴う合併症はとくに

認めなかった．

表2初回MaESA施行理由

先天性両側精管欠損症（CBAVD＞

修復不能な精路閉塞

精路吻合術不成功

20f列（32％）

17例（27％）

5例（8％〉

（ヘルニア根治術後2例，精管結紮術後2例，その他の手術1例）

3f　IJ　（5％）

7例（11％）

11例（17％）

（％）

100

80

両側精巣ヒ体炎（うち1例は結核性）

その他

閉塞原因不明

4　採取部位別精液所見（表3）

　頭部と体尾部での採取成績を比較したところ，精

子濃度，総精子数，精子運動率，運動精子数ともに

有意差はなかった．当初はまず体尾部よりの採取を

心掛けていたが，最近では頭部遠位から開始し，採

取できなければTESEへ移行している．

60

40

20

0

一一申一一　採取率

一一一棚一一一・受精率

一・一〇・一・・妊娠率（症例）

一一●一・・一　出産率（症例）

（293）　3

表3　採取部位別精液所見

頭部（n＝45）体尾部（n＝7）検定

精子濃度（×IO｛i／ml）　72．2±11．4　　75．7±17．6　n．s．

総精子数（×106）　　　9．9±2．1　　12．1±4．5　n．s．

運動率（％）　　　　　　　　　15．7±　2．2　　　　9．4±　5．3　　n．s．

運動精子数（×104）　191．6±70、4　106．7±54．2　n．s．

Mean±SE（Mann－Whitney　U　test）

5　全体治療成績（表4）

　1992年4月より1998年4月までの結果を示した．

採取総精t数は10．5±1．2×106，運動率は15．0±

12％T運動精子数は178．6±35．6×104であった．採取

精子による体外受精（IVF）の成績は，卵当たりの受

精率が59％，周期当たりの妊娠率が27．4％，症例当た

りの妊娠率が42．9％，さらに周期当たりの出産率は

12．1％，症例当たりの出産率が22．2％であった．

表4　全体治療成績（1992年一一1998年，63例，計76回）

　　　　　　，げ　　　　　　！

　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　／
　　　　　　　！
　　　　　　ノ
　　　　　1
　　　1
　1　　　　闘一ロ司　暉騨・一匿一一5昌●
8ζ・・”

1992年4月　　　1994年4月　　　1996年4月
一一　1994年3月　　一1996年3月　　一一　1998年3月

　前期　　　　　中期　　　　　後期

　　　　　・：P＜O．02　（前期に対し）
　　　　　・・：P〈O．OOO1（前期に対し）

　　　　・＊・：P＜0．0001（前期、中期に対し）

　　　　・…　：P＜0．02　（前期に対し）

　　　　　　（Mann－Whitney　U　test）

図1　治療成績の推移

6　治療成績の推移（図1）

　今回の対象期間を，1992年4月から1994年3月，

1994年4月から1996年3月，1996年4月から1998年

4月までに3分して成績の推移をみた，MaESAに関

するデータでは精子採取率が各々57．1％，88．9％，

80．8％，グラフには示さないが採取運動精子数が

139．6±28．6×104，　157．2±44．1×104，　227．5±46．0×

104といずれも向上した．IVFの成績は，卵当たりの

受精率が，36．1％，51．7％，71．6％，症例当たりの妊娠

率が，16．7％，32．4％，56．0％，さらに症例当たりの出

産率が，16．7％，20．6％，20．0％であり，受精率，妊娠

率ともに統計的有意に増加したが出産率の増加は認

めなかった．

採取率

採取総精子数

運動率

運動精子数

受精率（卵）

妊娠率（周期）

妊娠率（症例）

出産率（周期）

出産率（症例）

80．3％（61／76）

10．5±1．2＞＜106

15．0±1．2％

178．6±35．6＞くIO’s

59．0％（388／658）

27．4％（34／124）

42．9％（27／63）

12．1％（15／124）

22．2％（14／63）

7　同一施設でのICSI導入前後の比較（表5，図2）

　最も多数例のIVFが施行されたクリニックでは

1995年以降に本格的にICSIが導入されたので，その

前後で成績を比較した．導入前後で採取総精子数や

運動精子数には変化がないにもかかわらず，受精

率，周期当たりの妊娠率は明らかな統計的有意差を

もって増加した．

Mean±SE
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表5　同一施設＊でのICSI導入前後の比較

日不妊会誌　44巻4号

ICSI導入前
（～1994年）

　n＝12

ICSI導入後
（1995年一）

　n＝18
検　定

■

採取総精子数（×106）

運動精子数（×104）

受精率（卵）

妊娠率（周期）

10．1：ヒ2．0

218．3±65．3

　33．9％

　17．0％

11．8±2．5

114，6±30．2

　72．8％

　36．4％

　n．S．

　n．S．

P〈0．0001

P〈α05

Mann－Whitny　U　test，　Z　2　test

・：宮崎レディースクリニック
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　　　　　　　　図2　同一施設でのICSI導人前後の比較
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表6　全妊娠27例のうち出産例と流産例の男性側因子の比較

出産例（n＝14） 流産例（n＝13） 検　定

年齢（歳）

妊娠期間（年）

精液量（m1）

右精巣容量（ml）

右JSC

左精巣容量（mD

左JSC

LH（mlU／ml）

FSH（mlU／ml）

テストステロン（ng／m1）

総運動精子数（×104）

32．9±1．2

4．6±0．6

1．9±0．4

14．9±0．7

8．5±03

14．3±0．8

8．4±0、3

4．1±0．3

5．7±0．7

6．1±0．5

72．1±19．4

35．2±L5

3．8±0．8

1．9±0．4

17．8±0．7

8．9±0．2

15．8±1．2

89±0，2

4．5±0．7

53±0．8

4．7±0．6

95．1±32．9

　n．S．

　n，S．

　n．S．

P＜0．01

　n．S．

　n．S．

　n．S．

　n．S．

　n．S．

　n．s．

　n．S．

■

8　全妊娠27例のうち出産例と流産例の男性側因子

　　の比較

　今回の集計で妊娠に至ったのは27例であった．そ

のうち流産の有無にかかわらず出産にまで至ったの

は14例であり，他の13例はいずれの周期も流産と

なった．出産群，流産群の妻の年齢は，各々30．4±

O．8および30．0±1．3であり差を認めなかった．出産し

た14例のうち判明している閉塞原因は，一側精管欠

●
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損および他側閉塞例が2例，CBAVDが2例，精嚢

低形成が1例，尿管精嚢開口が1例，精路の結核が

1例，陰嚢部の手術によるものが1例であった．ま

た3例で閉塞原因が不明であった．授精法はconven－

tional　lVFが1例，　SUZIが1例，　ICSIが12例であっ

た．出生児の内訳は，女性9例（うち3例は品胎），

男性7例くうち4例は双胎2組），性別不明2例で

あったが，とくに奇形その他の報告はない．

　今回，妊娠予後に関与する男性側因子の検討を目

的に，前述した出産群14例と流産群13例を比較した

（表6）．結果は，年齢，不妊期間，精液量，左右の

JSC，左精巣容積，血中LH，　FSH，テストステロ

ン，さらに総運動精子数のいずれにおいても統計的

に差を認めず，右精巣容積はむしろ流産群の方がや

や上回っており，今回の閉塞性無精子症では少なく

とも男性側の要因を見い出すことはできなかった．

考 察

　精巣上体精子のrVFへの応用の可能性が報告され

た1翌年に，早くも精巣上体精子による妊娠例2）が報

告されて以来，閉塞性無精子症の治療における

MESAの位置は急速に重要なものとなった．とくに

CBAVDに関しては，1988年にMESAによる初めての

の妊娠4）が，さらに1990年には初めての出産5）が報告

されて第一選択の治療法として取り上げられた6）．

　以後も再建術の不可能な閉塞性無精子症を中心に

報告があいついだが，これらはいずれも顕微鏡ない

し拡大鏡を使用している．しかるに今回の我々の術

式は当初より肉眼直視下によるものであったので，

本来のMESAと我々のMaESAとの治療成績を比較検

討した．ただし，自験例の様な長期にわたる成績の

推移まで明らかなものがなく，妊娠率の比較に関し

ても施設により配偶子あるいは接合子卵管内移植

（GIFr，　ZIFr）等の技術を組み込んでいるので，　IVF－

ETのみの今回の成績とは単純に比較し得ない面があ

る．まず米国の多施設研究の報告7）では，219回の

MESA施行機会中精子が全く採取できなかったのは

わずか7回であったが，採取精子による周期当たり

妊娠率は11％であり，今回の全体妊娠率27．4％は十分

な値と言えよう．ほぼ同時に報告されたSchlegelら8）

の血球混入を可及的に少なくする微小穿刺法を用い

たMESAでは，51周期中34回受精し（授精率67％），14

例妊娠（妊娠率27．5％）している．本邦施設の報告9・　1°）

は自験例よりも施行例数が少ないが，精子採取率は

ほぼ90％，妊娠率は17～35．7％であるが，やはりGIFT

の妊娠率が高いようである．さて今回直視下で施行

（295）　5

した自験例の結果は，以上の成績に十分匹敵するも

のである．また最近は経皮的精巣上体精子吸引術

（PESA）の好成績が報告されている11｝ように，顕微鏡

を使わない肉眼による直視下採取で十分に可能であ

り，症例によっては短時間で多量の精子を採取でき

る利点があると考える．我々は，ガラス製パスツー

ルピペットの先端を細く加工して穿刺しているが，

破損させずに穿刺することにさして習熟を必要とし

ない．ただし，症例によっては精巣上体に対して長

軸方向に穿刺したいことがあり，その場合はいわば

直視下のPESAのごとく，25G金属製ニードルを用い

ている．

　我々は1992年当初より採取し得た精子を近隣iの不

妊クリニックへ移送しているが，そのことが精子の

性状に影響した事例もなく，同一施設での採精と

IVFが不可能である場合の一つの解決法であると考

えている．初期は新鮮精子を用いたIVFを施行して

いたが，最近は原則として凍結保存とし，後日の

IVFとしてもとくに受精率や妊娠率の低下は認めて

おらず，採精の予定をたてることが可能になった．

このことは，凍結技術の進歩とともに，AI（［’におけ

るICSIの導入の効果が大きい．　ICSIは1992年に初め

て妊娠例が報告12）されて以来，重症男性不妊の治療

法に革新的な影響をもたらしたが，無精子症308例

に対する最近の成績13）でも閉塞性の場合，精巣上体

精子で50・一一60％の周期当たり妊娠率を得ている．新

鮮精子と凍結精子の比較ではやや凍結群の妊娠率が

低かったが，これは母体年齢差が反映された結果と

言える．実際，今回の我々の解析でもICSIの導入に

より統計的有意な受精率，妊娠率の改善が確認され

た．ただ今回の対象には脊髄損傷例に対して前院で

MESAを施行された症例等も含まれているために

ICSI導入後も妊娠率は約40％であった．

　次に，閉塞性無精子症の採精法の選択すなわち

MESA／PESAとTESEのいずれを用いるかに関しては

いまだ議論の余地がある．我々は1995年のTESE開

始後は，原則的にはまずMESA（MaESA）を試みて，

両側ともに採取不可能であればひきつづきTESEを

施行してきた．ちなみに両側ともに採取不能例は5

例あったが，いずれかの側から採取し得た症例との

間の背景因子に差を認めなかった。うち1例は精巣

輸出管の閉塞が疑われたが，原因不明の閉塞に分類

される場合も多く，当然ながら，現在の診断法のみ

では非閉塞性を除外できていない可能性もあり，鑑

別は今後の課題である．なお最近では精巣上体精子

の採取はMaESAよりも局所麻酔でのPESAを優先し
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ている．現在，精路再建以外の閉塞性無精子症は，

PESAでの採取不能例に対しTESEに移行する14）の

が，患者への経済的，身体的負担の面も考慮すれ

ば，最上の選択ではないかと考える．

　不妊治療の最終目標が正常出産である以上，出産

率の検討が必須である．今回の対象中，出産例はす

べて正常であったが，出産率はICSIの導入による妊

娠率の改善にもかかわらず上昇していない．ただし

最近ではMaESAと同時にTESEを施行することが多

くなり，同時施行のTESEやPESAでの妊娠例は集計

に加えていないこと，さらに妊娠継続中も含めてい

ないので実際の出産率はもう少し高くなると思われ

る．反面，今回の妊娠当たり流産率は4＆1％であり，

通常のICSIの流産率である21．0～33．8％15・16＞に比し明

らかに高いといえる．理由は不明であるが今回の

ICSIに用いた精子は，通常のICSIよりやや未熟精子が

多かった印象がある．欧米の最近の多数例の報告13）

では精巣上体精子の流産率は9．6％であり射出精子に

よるICSIとの間に差はない．いずれにせよ，今回は

やや高い流産率を認め，検索した範囲では関与して

いる男性側の要因を認めなかった．さらに妻の年齢

にも差を認めなかったが，今後女性因子を含めた原

因の究明がさらなる治療成績の改善につながると考

えている．

謝 辞

　稿を終えるに際し，最先端の技術で体外受精に御

協力いただいた宮崎レディースクリニック・宮崎和

典先生，岡本クリニック・岡本吉夫先生，脇本産婦

人科・脇本　博先生および全施設のスタッフの方々

に深謝いたします．

　なお，本論文の要旨は第43回日本不妊学会学術講

演会ワークショップにおいて発表した．

文 献

1）　Pryor　J，　Parsons　J，　Goswamy　R，　et　a1．（1984）In－

　　vitr（）fenilization　for　men　With　obstructive　azoosper－

　　mia．　Lancet　2：762

2）Teple－Smith　PD，　Southwick　GJ，　Yates　CA，　et　aL

　　（1985）Human　pregnancy　by　in　vitro　fertilization

　　（rVF）using　sperm　aspirated　from　the　epididymis．

　J　Vitro　Fert　Embryo　Transfer　4：298－303

3）松宮清美，近藤宣幸（1998）精巣上体・精巣精子

　　採取術．泌尿器外科11：685－689

4）　Silber　SJ，　Balmaceda　J，　Borrero　C，　et　a1．（1988）

　　Pregnancy　with　sperm　aspiration　from　the　proxi－

　　mal　head　of　the　epididymis：A　new　treatment　for

　　congenita1　absence　of　the　vas　deferens．　Ferti1　Steril

　　50：525528
5）　Silber　SJ，　Ord　T，　Balmaceda　J，　et　al．（1990）Con－

　　genital　absence　of　the　vas　deferens：the　fenilizing

　　capacity　of　human　epididymal　sperm．　N　Engl　J　Med

　　323：1788－1792

6）Oates　RD，　Honig　S，　Berger　MJ，　et　al．（1992）Mi－

　　croscopic　epididymal　speml　aspiration（MESA）：A

　　new　option　for　treatment　of　the　obstructive

　　azooapermia　associated　with　cystic　fibrosis．　J　As－

　　sist　Reprod　Genet　9：3640

7）The　sperm　microaspiration　retrieval　techniques

　　study　group（1994）Results　in　the　United　States

　　with　sperm　microaspiration　retrieval　techniques

　　and　assisted　reproductive　technologies．　J　Urol　151：

　　1255－1259

8）Schlegel　PN，　Berkeley　AS，　Goldstein　M，　et　al．

　　（1994）Epididymal　micropuncture　With　in　Vitro　fer－

　　tilization　and　oocyte　micromanipulation　for　the

　　treatment　of　unreconstructable　obstructive

　　azoospermia．　Fertil　Steril　61：895－901

9）風間泰蔵，高峰利充，奥村昌央他（1995）精巣上

　　体精子の不妊治療への応用．産と婦62：903－908

10）　Takihara　H（1998）The　treatment　of　obstructive

　　azoospermia　in　male　infertility－past，　and　fUtUre．

　　Urology　51（suppl　5A）：150－155

11）Shrivastav　P，　Nadkarni　P，　Wensvoort　S，　et　a1、（1994）

　　Percutaneous　epididymal　sperm　aspiration　for　ob－

　　structive　azoospermia．　Hum　Reprod　9：2058－2061

12）Palermo　G，　Joris　H，　Devroey　P，　et　al．（1992）Preg－

　　nancies　after　intracytoplasmic　injection　of　single

　　spermatozoon　into　an　oocyte，　Lancet　340：17－18

13）　Palermo　G，　Schlegel　PN，　hariprashad　JJ，　et　a1．

　　（1999）Fertiliation　and　pregnancy　outcome　with

　　intracytoplasmic　sperm　injection　for　azoospermic

　　men．　Hum　Reprod　14：741－748

14）Dohle　GR，　Ramos　L，　Pieters　MHEC，　et　al．（1998）

　　Surgical　sperm　retrieval　and　intracytoplasmic

　　sperm　injection　as　treatment　of　obstructive

　　azoospermia．　Hum　Reprod　l3：60－623

15）矢嶋聰（1996）平成7年度診療・研究に関する

　　倫理委員会報告．日産婦誌48：365－371

16）宇都宮隆史（1997）ICSI受精卵の着床・流産．　ICSI

　　の手技と臨床．鈴木秋悦他編，第1版，メジカル

　　ビュー，東京，pp150－157

　　　　　　　　　　　　（受付：1999年6月28日）

　　　　　　　　　　　　（受理：1999年8月11日）

●

o

●

●

●

●

●

●



■
平成11年10月1日 近藤　他 （297） 7
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　　Microsurgery　can　sometimes　be　successful　in　treating　obstructive　azoospermla．　In　other　cases　and　in　cases

of　failed　surgical　intervention，　the　patient　can　be　treated　by　sperm　retrieval　from　the　epididymis（microsurgical

epididymal　sperm　aspiration，　MESA）．In　this　study，　a　total　of　63　azoospermic　men　were　treated　with　a　combilla－

tion　of　sperm　retrieval　from　the　epididymis　and　IVF－ET　including　intracytoplasmic　sperm　injection（ICSI），We

did　not　require　microsurgery　to　obtain　adequate　epididymal　spermatozoa；we　performed　the　procedure　macro－

scopically（MaESA）．’lhe　etiology　of　the　obstruction　was　congenitai　bilateral　absence　of　vas　deferens（CBAVD）

in　20　patients，　irreversible　ductal　obstruction　in　27，　failed　microsurgery　in　five，　and　unknown　in　11．　Sperm　could

be　aspirated　in　61　procedures　of　a　total　of　76　procedures　of　MaESA（success　rate　of　80．3％）．　Fertilization　oc－

curred　in　59％of　the　metaphase　II　oocytes；embryo　transfer　was　performed　and　a　clinical　pregnancy　rate　of　27．4％

per　cycle　was　achieved．　Fifteen　pregnancies　in　14　wives　resulted　in　the　live　birth　of　18　children　without　any

congenita夏abnormalities．　However，　the　relatively　high　spontaneous　abortion　rate（48ユ％per　pregnancy）in　this

study　could　not　be　explained　by　major　male－re至ated　factors．　Therefore，　it　is　necessary　to　clarify　the　mechanism

detrimental　to　normal　deliveries，　including　female－related　factors．

Key　words：obstructive　azoospermia，　MESA，　macroscopic　procedure，　IVF－ET，　ICSI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn　J　Fertil　Steril　44：291－2971999）
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Abstract：Success　of　IVF。ET　treatment　depends　on　the　retrieval　of　a　su血cient　number　of　high－quality

oocytes．　High　serum　FSH　levels　of　the　early　follicular　phase　in　the　natural　menstrual　cycle　is　a　good

marker　for　prediction　of　poor　ovarian　response　to　gonadotropin　stimulation．　The　purpose　of　the　present

study　was　to　examine　the　utility　of　serum　FSH　levels　immediately　before　gonadotropin　stimulation　in　the

rVF　cycle　by　GnRH－agonist（GnRH－a）suppression（day　2　FSH　leve1）as　a　predictor　for　ovarian　response

in　patients　whose　basal　serum　FSH　levels　in　the　natural　cycle　were　less　than　12　mlU／mL　Eighty　one

cycles　in　54　patients　with　pituitary　down　regulation　by　GnRH－a　were　employed　in　the　present　study．　The

patients　received　FSH　and　hMG　injections　in　a　single　protocol．　The　relationships　between　the　numbers

of　growing　follicles　or　mature　oocytes　and　serum　day　2　FSH　levels　in　the　IVF　cycle　were　examined．　Also，

day　2　FSH　values　were　compared　between　ovarian　hyperstimulation　syndrome（OHSS）and　non－OHSS

cycles．　The　numbers　of　follicles　or　mature　oocytes　retrieved　were　inversely　well　correlated　with　serum

day　2　FSH　levels　in　the　IVF　cycle，　but　not　with　serum　FSH　levels　of　the　early　follicular　phase　in　the　natUral

cycle．　Serum　day　2　FSH　levels　in　OHSS　cycles　were　significantly　lower　than　in　non－OHSS　cycles．　Serum

day　2　FSH　levels　of　the　IVF　treatment　cycle　induced　by　GnRH－a　suppression　was　a　useful　predictor　for

estimating　ovarian　response，　including　OHSS，　to　gonadotrop㎞stirnulation．

Key　words：day　2　FSH，　ovarian　response，　oocyte　quality，　OHSS，　IVF－ET

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn　J　FertiI　Steril　44：299－3031999）

●

■

Introduction

　　Success　of　IVF－ET　treatment　depends　on　the　re－

trieval　of　a　sufficient　number　of　high－quality　oocytes．

Many　reports　examine　predictors　of　successful　ova－

rian　stimulation　1’4），　or　prognostic　assessment　of　ova－

rian　reserve　5｝．　Senlm　FSH　level　of　the　ear豆y　follicular

phase　in　the　natural　cycle（basal　serum　FSH　level）is

agood　predictor　of　both　ovarian　response　and　preg－

nancy　rates　in　IVF－ET　treatment　08）．　FSH　Ievels　be－

tween　13　and　15mIU／ml　generally　predict　poor　ova－

rian　response　to　hMG　stimulation　68），　although　basal

serum　FSH　levels　i　1　most　patients　are　usually　less　than

13mIU／m1，　Moreover，　patients　with　basal　FSH　levels

less　than　13mlU／ml　occasionally　show　poor　ovarian

response，　and　ovarian　response　even　in　a　single　pa・

tient　sometimes　fluctUates　depending　on　the　treatment

cycle，　The　factors　affecting　serum　FSH　levels　are

mainly　hypothalamic　and　ovarian　in　origin．　We　fo－

cused　on　serum　FSH　levels　on　day　2　of　the　IVF　cycle

（day　2　FSH　leve1），in　which　FSH　secretion　is　not　con－

trolled　by　the　hypothalamus　because　of　down－regula－

tion　by　GnRH－agonist（GnRH－a）suppression。　These

levels　may　reflect　ovarian　function．

　　In　the　present　study，　we　examined　the　utility　of　se－

rum　day　2　FSH　levels　in　the　IVF　cycle　for　prediction

of　ovarian　response　to　gonadotropin　stimulation　in

patients　whose　basal　FSH　levels　were　less　than

12mlU／mL

，
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Materials　and　Methods

Patients　and　study　design

Day　2　FSH　and　ovarian　response

　　Under　the　approval　by　the　Committee　for　the　Eth－

ics　on　Human　Experiments　of　the　Yamaguchi　Univer－

sity　School　of　Medicine，64　patients　whose　basal　FSH

Ievels　were　less　than　12mlU／ml，　were　informed　and

consented　to　the　use　of　their　samples　in　lO6　IVF－ET

treatment　cycles　f（）r　the　present　study．　The　mean　age

of　patients　was　33。0±4，0　years（mean±SD，　range　22－

40years），and　the　mean　length　of　infertility　was　5．3±

3．5years（range　1－16years）．　The　causes　of　infertility

were　tubal　factor（28　cases，43，8％），hormonal　factor

（17cases，26．6％），endometriosis（14　cases，21．9％），

1uteinized　unruptured　follicle（5　cases，7．8％），male　fac－

tor（11cases，17．2％）and　unexplained　infertility（10

cases，15．6％）．　A皿women　received　a　standardized　ova－

rian　stimulation　protocol，　consisting　of　intranasal　ad－

ministration　of　GnRH－a，900Jug／day　buserelin　acetate

（Suprecur；Hoechst－Japan　Co．　Ltd．，Japan）beginning

in　the　mid－luteal　phase　of　the　preceding　cycle，　followed

by　intramuscuIar　administration　of　300　IU　FSH（hMG

’nikken’；Nikkenkagaku　Co．　Ltd．，Japan）on　the　3rd

and　4th　days　of　the　treatment　cycle，2251U　hMG

（Humegon；Organon　Pharmaceuticals，　The　Nether－

lands）on　the　5th　and　6th　days，　and　thereafter　1501U／

day　hMG．　When　leading　follicles　reached　18　mm　or

more　in　diameter　as　indicated　by　transvaginal　ultra－

sonography，10，0001U　hCG（Pregnyl；Organon　Phar－

maceuticals，　The　Netherlands）was　injected，　and　oo－

cyte　retrieval　was　performed　35　hours　later　under　the

guide　of　transvaginal　ultrasonography．

　　Blood　samples　were　taken　from　each　patient　be－

tween　the　3rd　and　5th　days　of　the　natural　cycle　and　on

the　2nd　day　and　immediately　before　hCG　injection　in

the　IVF　cycle．　Serum　samples　were　stored　aト20℃

for　later　assay．　The　diameter　of　follicles　was　deter－

mined　by　ultrasound　equipment（Aloka　SSD－660，

Japan）at　the　time　of　oocyte　retrieval．　The　follicles

were　divided　into　3　groups　according　to　our　previous

report　9），　Le．，≧10mm，≧15mm　or≧18mm　in　their

diameters，　and　the　number　of　follicles　in　each　group

was　counted，　Retrieved　oocytes　in　each　patient　were

qualified　into　3　grades　as　reported　previously，　i．e．，

mature，　immature　or　degenerative　oocyte　lo）．　Twenty－

five　cycles　in　10　patients　wlth　serum　day　2　LH　levels

Jpn．J．　FertiL　Steri1．　VoL44　No．4

greater　than　5mlU／ml　or　day　2　estradiol　levels　greater

than　50pg／ml　were　excluded　from　the　study　because

of　insufficient　pituitary　suppression．　Therefore，　the

following　studies　were　carried　with　81　cycles　in　54

patients．　The　relationsh玉ps　between　the　numbers　of

growing　follicles　or　mature　oocytes　and　serum　day　2

FSH　levels，　or　basal　serum　FSH　levels　were　examined．

The　objective　cycles　were　divided　into　two　groups　by

senlm　day　2　FSH　leve1（mean＋1．5　SD），and　ovarian

responses　were　compared　between　the　two　groups．

The　normal　group（n－74）exhibited　serum　day　2　FSH

levels　less　than　7．88　mlU／ml（mean＋1．5　SD）and　the

high（n；7）group　exhibited　serum　day　2　FSH　levels

greater　than　7．88mIU／ml．　Ovarian　hyperstimulation

syndrome（OHSS）and　its　degree　were　diagnosed　by

arepo1ted　criterion　11）．　The　day　2　FSH　levels　in　OHSS

cycles　were　also　compared　with　those　in　non－OHSS

cycles．

Hormone　assay

　　Serum　LH　and　FSH　concentrations　were　deter－

mined　by　ELISA（ES700　system，　Enzymun－Test；

BOEHRINGER　MANNHEIM　Co．，　Tokyo，　Japan）12），

and　serum　estradiol　concentration　was　determined

by　EIA（AIA－PACK　E2　system；TOSOH　Co．，Tokyo，

Japan）13）．

Statistical　analyses

　　The　relationships　betWeen　the　numbers　of　follicles

or　oocytes　and　the　day　20r　basal　FSH　levels　were　ex－

pressed　as　simple　linear　regression　lines　and　the　cor－

relation　coefficients　were　calculated．　The　correlation

was　considered　to　be　significant　if　PくO．05．　Data　were

also　analyzed　by　Student’st－test．　Differences　were

considered　to　be　significant　if　PくO．05．

Results

　　The　number　of　follicles　in　their　diameter　more　than

10mm　as　well　as　more　than　15mm　or　18mm　were　sig－

nificantly（P〈0．001）correlated　with　day　2　FSH　levels

（Fig．1）but　not　with　basal　FSH　levels（r＝0．15，　r昌0．08

0r　r冨0．03；respectively）．　Serum　day　2　FSH　levels　in

the　IVF　cycles　were　not　correlated　with　basal　serum

FSH　levels　in　their　natural　cycles（r＝0．17，　n＝63）．

The　number　of　mature　oocytes　were　also　significantly

（P＜0．05）correlated　with　day　2　FSH　levels（Fig，2）．
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Figure　1．　The　relationships　between　day　2　FSH　levels　and　the　number　ef　fell董cles　in　their　diameter　more　than

　　　　　　　　10mm（A，　n零81），15mm（B，　n＝81）or　18mm（C，　n＝78）follicles．　Each　correlation　coefficient　was　r＝

　　　　　　　　－0．43in（A），r＝－0．47　in（B）or　r＝－0。38　in（C）；respectively．
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Table　1．　Comparison　betWeen　the　normal　and　high　groups　divided　by　day　2　FSH　levels　in　ovarian　responses　to　hMG　stimulation．

○

Groups
Day　2　FSH　　Age　　　LH　D　　Estradiol　i）Estradiol　2）

（mlU／ml）　（y．　o．）（mlU／ml）　（P9／m1）　　（P9／ml）

The　number　of　follicles：i｝

≧10mm ≧15mm ≧18mm

The　number　of

matured　oocytes

High　group
（n＝7）

Norrnal　group
（n＝74）

8．75±0．56　　　36±4　　2。40±1．27

5．40±1．36　　33±4　　2．23±1．20

34±15

27±15

1220±873★★

2152±1875

5．1±3．8★　　3．0±2．0★

13．9±99 7．5±5．2

2．3±1．4

3．6±2．3

2．4±1．1★

4．8±2．7

1）Those　values　were　on　day　2　in　IVF　cycles．2）Values　were　Qn　the　day　Qf　hCG　lnjection．

3）The　number　of　follicles　more　than　the　diameters　were　counted．

Data　were　means±SD．★：P〈0．01，★★：P〈0．05　compared　with　the　normal　group　by　Studenゼst－test．
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Table　2．　Day　2　FSH　levels　in　OHSS　cycles

Groups
Day　2　FSH　levels
　　　（mIU／ml）

B
日

ち

ks

D日
コ

z

5

Non－OHSS　cycle（n＝62）

OHSS　cycle（n＝19）

　　Moderate　OHSS（n＝14）

　　Severe　OHSS（n＝5）

5．62±1。66

4．51±1．50★

495±1．43

3．29±0．92★★

■

00

Figure　2．

　　　　　2　　　　4　　　　6　　　　8　　　　10

　　　　　　　Day　2　FSH　levels（mlU／ml）

The　relationships　between　day　2　FSH　levels　and

the　number　of　mature　oocytes．　The　correlation

coe伍cient　was　r＝－0．31．　N＝48

The　numbers　of　follicles　and　mature　oocytes，　and　se－

rum　estradiol　levels　just　before　hCG　injection　were

significantly　lower　in　the　high　group　than　the　normaI

group（Table　1）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tDate　were　means±SD　and　analyzed　by　Student　s　t・test．

★ 二P〈0．01compared　with　the　non－OHSS　cycle　group．

勲：P〈0．05　compared　with　the　moderate　OHSS　group．

　　In　the　present　study，190HSS　cycles（23．5％）had

significantly（PくO．Ol）lower　serum　day　2　FSH　levels

than　in　non－OHSS　cycles．　Moreover，　serum　day　2　FSH

levels　in　5　severe　OHSS　cycles　were　significantly（P＜

O．05）lower　than　in　the　remaining　14　moderate　OHSS

cycles（Table　2）．



12（302）

Discussion

Day　2　FSH　and　ovarian　response

　　Many　reports　have　focused　on　serum　FSH　levels　as

apredictor　of　ovarian　response　6’8・　14）．　Most　of　these

authors　used　the　value　of　the　early　follicular　phase　in

the　natural　cycle，　and　reported　that　serum　FSH　levels

between　13　and　15　mIU／ml　suggest　a　poor　ovarian

response　to　gonadotropin　stimulation．　Scott　et　aLη

reported　that　pregnancy　rates　are　sign田cantly　differ－

ent　betWeen　patients　with　basal　serum　FSH　levels　of

＜15mIU／ml　and≧15mIU／ml，　but　are　not　different

among　patients　with　basal　serum　FSH　levels　ofく

5mIU／ml，5to　9．9mlU／ml　and　10　to　14．9mlU／ml　in

the　natural　cycle．　In　the　present　study，　basal　serum

FSH　levels　ranged　from　4．5　to　10．8mIU／m1，　and　no

significant　correlation　was　observed　between　basal

FSH　levels　and　the　number　of　growing　follicles　or

mature　oocytes　in　the　IVF　cycle．　Basal　serum　FSH

Ievels　seemed　not　to　be　useful　for　predicting　the　ova－

rian　response　to　gonadotropin　stimulatlon，　if　their　lev－

els　were　in　the　normal　range．

　　The　present　study　revealed　that　the　serum　day　2

FSH　level　was　a　good　predictor　for　ovarian　response

under　IVF　treatment．　Day　2　FSH　levels　sometimes

fluctuated　even　in　a　same　patient　and　seemed　to　re－

flect　a　different　factor　from　basal　FSH　levels　as　shown

by　the　lack　of　correlation　between　them．　What　does

the　day　2　FSH　level　indicateP　All　subjects　received

GnRH－a　treatment　more　than　10　days，　and　some　pa－

tients，　who　were　excluded　from　the　present　study，

showed　insufficient　pituitary　downイegulation．　Al－

though　there　was　a　possibility　that　a　few　patients　were

stiU　in　the　insufficiently　down－regulated　status，　most

patients　were　down－regulated　on　day　20f　the　rVFF　cycle

in　the　present　study．　Therefore，　day　2　FSH　levels

might　reflect　a　factor　that　controls　directly　FSH　se－

cretion　but　not　through　hypothalamic　GnRH　secre－

tion．　One　of　the　possib】e　controlling　factors　is　inhibin

from　the　ovary．　Inhibin　is　known　to　be　produced　from

growing　follicles　and　to　control　FSH　but　not　LH　pro－

duction　in　the　pituitary，　and　the　inhibin　level　renects

the　number　of　growing　follicles　in　the　cow　15｝．　Buck－

ler　et　al．16）have　reported　that　elevated　FSH　levels　are

accompanied　by　normal　estradiol　but　low　illhibin　lev－

els．　Recently，　the　serum　inhibin　level　of　the　early　fol－

licular　phase　was　reported　to　be　a　good　predictor　of

Jpn．　J．　Fertil．　Steril．　VoL44　No．4

rVF　outcome　4・17｝．　We　have　no　data　of　the　relationship

between　senlm　day　2　FSH　and　inhibin　levels，　but　those

reports　may　supPort　our　theory．

　　OHSS　is　a　serious　and　perplexing　clinical　problem

in　IVF　treatments．　Gynecologists　often　have　difficul－

ties　in　predictlng　OHSS　during　hMG　treatment．　Se－

rum　day　2　FSH　levels　may　be　a　predictor　for　OHSS．

In　the　present　study，　we　chose　a且xed　hMG　stimula－

tion　protocol　and　monitored　19　cycles（23．5％）with

OHSS，　in　which　serum　day　2　FSH　levels　were　signi飛一

cantly　lower　than　the　other　cycles　without　OHSS．

Moreover，　serum　day　2　FSH】evels　in　five　cycles　with

severe　OHSS　were　significantly　lower　than　those　in

the　remaining　14　cycles　with　moderate　OHSS．　By

checking　the　day　2　FSH　levels　before　stimulation，　it

may　be　possible　to　avoid　severe　OHSS　by　reducing

the　daily　injection　dose　of　hMG18・19〕．

　　In　conclusion，　the　serum　day　2　FSH　Ievel　in　the　IVF

cycle　is　a　useful　predictor　of　ovar三an　response　to　go－

nadotropin　stimulation　during　the　treatment　cycle，　and

may　be　helpful　for　avoidance　of　severe　OHSS．

1）

2）

3）

4）

5）
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■

GnRH－agonistによるダウンレギュレーション後の血中FSH値からみた卵巣反応性の予測

　　　山口大学医学部産科婦人科学教室

田村博史，中村康彦，滝口修司，樫田史郎

山縣芳明，高山尚子，杉野法広，加藤　紘

●

■

　体外受精成功の鍵は，十分な数の良好卵を得ることから始まる．自然周期の卵胞期初期血中FSH値は，卵

巣の卵胞発育予備能を反映する指標として有用であると報告されている．本研究では，上位中枢（GnRH）から

の影響を受けず，卵巣の状態をより反映していると考えられるGnRHアゴニストによるダウンレギュレーショ

ン下の血中FSH値（day　2　FSH）に注目して，発育卵胞数さらには成熟卵数を予見する指標としてday　2　FSH

が有用か否かについて検討した．対象は，GnRHアゴニストによるダウンレギュレーション下にある54名の

81体外受精一胚移植周期とした．学内倫理委員会の承認の後，患者よりインフォームドコンセントを得て本

研究を実施した．対象の全周期に同・の卵巣刺激を行い，’F均径が18mmを超えた発育卵胞が確認された時

点で，hCG投与，卵採取を行った．　Day　2　FSH値は，発育卵胞数と有意（P＜0，001）な負の相関を認めた．ま

た，成熟卵数との間にも有意（PくO．05）な負の相関を認めた．卵巣過剰刺激症候群を認めた治療周期でのday

2FSH値はこれを認めなかった周期に比べ有意（PくO．01）な低値を示した．　Day　2　FSH値は，その治療周期に

おける卵巣の卵胞発．育予備能を反映しており，発育卵胞数や成熟卵数の予測に有益であるのみならず，卵巣

過剰刺激症候群の予見にも有用である可能性が示唆された．

キーワード：day　2　FSH，体外受精一胚移植，卵胞発育，卵子，卵巣過剰刺激症候．群

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日不妊会誌44：299－3031999）
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　近年IVF－E’rによる不妊治療は広く普及し一般化しているが，どこの施設でも実施可能なわけではな

い．現在ヨーロッパで行われているトランスポート方式が一部改良され国内でも行えるようになった．

我々は1995年7月より当院をサテライト施設とし，東邦大学医学部付属大森病院をARTセンターとして

臨床応用を開始した．その結果これまでに8例中4例が妊娠し，内1例は流産したが3例の生産に成功し

たので報告する．

　症例1は26歳の原発性不妊，AIHを5回行ったが妊娠せず，原因不明不妊の適応でIVF－Orを選択した．

症例2は25歳の原発性不妊，子宮内膜症，男性因子を認めAIHで妊娠せずIVF－ETを選択した．症例3は

28歳の原発性不妊，子宮内膜症，卵管因子のためIVF－erを選択した．症例4は27歳の原発性不妊，6回

のAIHで妊娠せず，原因不明不妊の適応でIVF－Erを選択した．

　トランスポート方式はまだ臨床例が少なく改善すべき点もあると思われるが，最小限の設備投資で，

体外受精，顕微授精，凍結胚移植等が可能であり，センター施設の充実と共に今後広く浸透していく

ものと思われる．

キーワード：transport　IVF－ET，体外受精一胚移植

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日不妊会誌44：305311　1999）

■

　　　　　　　　緒　　　言

　世界で初めて体外受精を行ったEdwardsとSteptoe

の報告以来21年が経過し，今やIVF－erは国内におい

ても広く普及しており，不妊夫婦にとって大いなる

福音となっている．しかし専門施設でない一般病院

の場合，設備投資や技術の面からも簡単には行い難

いことがある．そこで海外では一つの病院が核とな

り，いくつかのサテライト施設から卵の輸送を請け

合うトランスポートシステムが広く普及している．

このシステムは他施設に患者を紹介するのではな

く，治療の一端を担うことにより患者との信頼関係

●
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を深め，不安の緩和にも役立つなど，患者から高い

評価が得られている．わが国においてもこれまでに

行われた卵，胚輸送についての基礎的研究9）から臨

床応用が可能となり，当院でも1995年7月からこの

システムを開始した．これまでにトランスポート

IVF－ETにより妊娠した症例を経験したので今回報告

する．

症 例

症例1：KA　26歳，主婦

主　訴：原発性不妊

家族歴：特記すべきことなし

既往歴：心室中隔欠損症

現病歴：■（24歳）結婚，平成8年6月，原発性

不妊のため当科を初診した．内診所見には異常な

く，月経周期は32日型で順調，基礎体温も二相性で

あったが高温持続期間が10日未満であり，黄体期中

期の血中プロゲステロン値は9．3ng／mlと低値であっ

た．卵胞期初期のFSH値，　LH値，　PRL値，子宮内

膜日付診，子宮卵管造影検査，夫の精液検査に異常

なく，Chlamydia　trachomatis抗体は陰性であった．

3年間の排卵日性交，その後5回のAIHで妊娠成立せ

ず，原因不明不妊と診断し，患者の強い希望により

IVF－ETを選択した．なお，心疾患については，妊

娠，出産は可能と診断されている．

　卵巣刺激とIVF－ETの経過：既報のように1）前周期

の黄体期3～5日目よりGnRHa（buserelin　acetate，

Sprecure，ヘキストマリオンルセル）900μg／dayを連

日投与し，消退出血発来後来院して採卵日を決定し

た後，採卵日より淵って9日前からhMG（Humegon，

日本オルガノン）3001U／dayを7日間連日投与した（図

1）．第1回目の卵巣刺激は，平成9年2月に行った

が，胚移植時両側卵巣が共に6cm大に腫大し，軽度

腹水貯留，下腹部痛を認め，ヘマトクリット値が

44％とOHSSを呈したため全胚凍結とした．後日胚移

BBT 　22：00
hCG　10，0001U

　　　10：00
　　　採卵

12345　 －9－8－7－6－5－4－3－2－10

GnRHa　900　日

hMG　3001U日

図1　7－days　schedule
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植を行ったが妊娠には至らなかった．第2回目は平成

9年9月，hMG投与量を2251U／dayとして行った．

hMG投与開始後8日目の最大卵胞径は17mmで，

16㎜以上の卵胞は5個存在し，hCG（GONATROPIN，

持田製薬）10，0001Uを投与した．その36時間後，経

膣超音波下に16個の卵を採取した．卵は201U／mlの

ヘパリン添加HEPES　buffered　HTF（modified　HTF，

Irvine　scientific）でflushingし50m1のカルチャーフラ

スコ（CORNING430168A）に回収した．卵は37℃に加

温しておいたポータブル輸送器に収納し東邦大学

ARTセンターに輸送した．夫には回収卵の存在を確

認後採精を依頼し，精液は常温下で同時に輸送し

た．センターに到着後，卵を回収し前培養を行い，

精子はswim　up法により調製した．16個の卵をすべ

てIVFに供し，運動良好精子10×104／m1を用いて媒

精した．受精したのは2個であったが（受精率12．5

％），媒精から42時間後にはそれぞれ4細胞期胚，2細

胞期胚となり共にVeeckの分類のgrade　1に相当した

（分割率100％）．媒精2日後受精卵を凍結用プラス

チックストロー（ZA－475，　IMV）へ30％のsynthetic　se－

rum　substitute（SSS）を添加したHEPES　buffered　HTF

で吸引，封入し加温済みのポータブル輸送器を用い

て当院まで逆輸送した，到着後いったんシャーレ

（FAL，CON3037）に移し換えてから2個子宮内に移植

した．今回の胚移植時には前回の様なOHSSの所見

は認めなかった．胚移植後の黄体期補充療法は

progesterone〈Progeho㎜on，持田）25mg／dayを初め

の2日間投与し，3日目からnorgestrel　O．5mg・ethiny－

1estradiol　O．05mg（Planovar，日本ワイス）1dayを13日

間経口投与した．平成9年10月14日当科受診し，尿

中hCG定性陽性（TestPack＋Plus，ダイナボット），妊

娠4週3日と診断した．単胎であり，妊娠初期に軽度

のOHSSを認めた以外経過は順調であり平成10年6月

18日，妊娠39週5日，2830gの女児を無事出産した．

症例2：AK　25歳，主婦

主訴：原発性不妊

家族歴：特記すべきことなし

既往歴：喘息

現病歴：■（23歳）結婚，他医で約1年間不妊治

療試みるが妊娠せず，■9月原発性不妊のため

当科紹介される．B－scope上，左卵巣は46×47×

43mmとやや腫大し，一・部にチョコレートのう胞が

疑われた．CA125は37U／mlであった．月経周期は28

日型で順調，基礎体温も二相性であった．Chlamy－

dia　trachomatis抗体陰性，子宮卵管造影検査は正常

o
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平成11年10月1日 高梨　他

だが，3回行った夫の精液検査は精子濃度15～18×

106mlの範囲であり，01igozoospermiaであった．平

成7年11月よりAIHを4回施行するが妊娠せず，左卵

巣が58×48×54mmとさらに腫大しCA125も76U／m1

と上昇したため内視鏡検査を勧めるが希望せず，

GnRHa（leuprore］tin　acetate，　LEUPLIN，武田薬品工業）

3．75mg／monthを6回投与した．同卵巣は26×21×

30mmと縮小し，　CA125も12U／m1と低下したが，そ

の後も妊娠せず子宮内膜症，男性因子の適応でIVF－

ETを選択した．

　IVF－Kr経過：hMG　3001U／dayによる7days　sched－

ule法を用いた．　hMG投与開始後8日目の最大卵胞径

は17mmで，16mm以上の卵胞は6個存在した．　hCG

10，0001U投与36時間後採卵し13個回収した．卵は前

述と同様に処理し，精液と共にセンターに輸送し

た．到着後卵子は前培養を行い，精子はswim　up法

により調製した．13個すべてIVFとし運動良好精子

10×104mlを用いて媒精した．そのうち6個が受精し

（受精率46．2％），媒精42時間後では，2細胞期胚2

個，3細胞期胚2個，4細胞期胚1個，8細胞期胚1個で

（分割率100％），形態良好胚は2ならびに3細胞期胚で

Veeckの分類のgrade2に相当し，その4個を当院に逆

輸送した．そのうち3個を胚移植し，黄体期補充療法

は同様に行った．

■8月1日当科受診し，妊娠5週3日と診断し

た．単胎であり，その後同年8月11日から9月19日ま

で切迫流産で入院したが，その後の経過は順調で平

成10年4月3日，妊娠40週3日，3090gの男児を無事

出産した．

症例3：M．1．28歳，主婦

主訴：原発性不妊

家族歴：特記すべきことなし

既往歴：特記すべきことなし

現病歴：■（24歳）結婚，■3月，急性腹

症にて初診し，開腹の結果左側約8cm，右側約5cm

大の両側卵巣チョコレートのう胞で，左側は一部破

裂しており，のう胞摘出術を施行した．術後6カ月間

buserelin　acetateを投与したが再発のため再度同量投

与した．当初より挙児希望であり，子宮卵管造影検

査では右卵管のpooling所見が認められたが，男性因

子，Chlamydia　trachomatis抗体検査，ホルモン値に

は異常なく，排卵日性交を繰り返していた．平成10

年2月，B－scope上右卵巣は58×53×56mm，左卵巣

は51×30×37と腫大し，CA125は55U／m1と軽度上

昇しており，子宮内膜症，卵管因子の適応にてIVF一
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ETを選択した．なお採卵1カ月前にチョコレートの

う胞穿刺術を行った．

　IVF－ET経過：hMG　3001U／dayによる7－days　sched－

ule法を用いた．　hMG投与開始後8日目の最大卵胞径

は26mmで，16mm以上の卵胞は7個存在した．　hCG

10，0001U投与36時間後採卵し5個回収した．卵は前述

と同様に処理しセンターに輸送した．今回からは往

路輸送も夫に依頼したため採精はセンターで行っ

た．到着後卵子は前培養を行い，精子はswim　up法

により調製した．運動良好精子10×104／m1を用いて

媒精し3個受精した（受精率60％）．媒精42時間後では

2細胞期胚2個，3細胞期胚1個で（分割率100％），形態

良好胚は3細胞期胚でVeeckの分類のgrade2に相当し

た1個のみであったが3個共当院に逆輸送し，3個胚

移植した．黄体期補充療法は同様にした．

－4月28日当科受診し，妊娠4週5日と診断

した．単胎であり，妊娠経過は順調で，■1

月7日，妊娠41週0日，3200gの女児を無事出産し
た．

症例4：N．0。27歳，主婦

主訴：原発性不妊

家族歴1特記すべきことなし

既往歴：特記すべきことなし

現病歴：■（23歳）結婚，■8月，原発性不

妊のため，当科を初診した．Chlamydia　trachomatis

抗体，子宮卵管造影検査，子宮内膜日付診，ホルモ

ン値，精液検査に異常なく，1年間の排卵日性交の後

6回AIHを行ったが妊娠せず，原因不明不妊と患者の

希望のためIVFErを選択した．

　IVF一矧「経過：hMG　3001U／dayによる7－days　sched－

ule法を用いた．　hMG投与開始後8日目の最大卵胞径

は17mmで，16㎜以上の卵胞は2個存在した．　hCG

10，0001U投与36時間後採卵し6個回収した．以後前述

同様に処理し，センターで運動良好精子10×104／m1

を用いて媒精し，18時間後3PN卵1個と2PN卵5個を

確認した（受精率100％），2PN群において媒精42時間

後では，2細胞期胚3個，4細胞期胚2個で（分割率

100％），形態良好胚は2細胞期胚でVeeckの分類の

grade2に相当した1個のみであったが，　grade5以外

の4個を当院に逆輸送し，患者の強い希望にて4個胚

移植した．黄体期補充療法は同様にした．－

12月10日当科初診し，妊娠3週6日と診断したが，妊

娠5週4日で不全流産となった．
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考 察
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表1Transport　AR　rの実際

　最近の目覚ましい不妊治療の進歩により，IVF－ET

は急速に普及しAIHの様に一般的な治療となりつつ

ある．さらに顕微授精，凍結胚移植についても同様

の傾向である，しかし私たちのように一般的な中規

模病院の場合，培養室を新設し高額な設備投資を

行っても，症例数が少ないため，非常に経済効率が

悪く，またスタッフのマンパワー不足や専門的な高

度技術に対するテクニック不足は否めない，その点

ART専門施設では，最新設備のもと熟練スタッフ

が，数多くの症例をこなしており、技術の水準，安

定度，またコスト面など数多くの優位性がある．当

然ながら患者の集中化が起こりスムーズな診療が行

われないばかりか，施設が遠距離にある場合，通院

時間，交通費などにも負担を強いられている．こう

した状況から海外ではヒトのトランスポートIVFと

いう概念が生まれ，卵子を専用のコンテナに収納し

て輸送車にてセンターに運ぶシステムが開発され
た．

　1983年にオランダで試験的に行われたのを皮切り

に，イギリス，ベルギー等，ヨーロッパ諸国で広く

普及し，　部では国境を越えて輸送するケースも存

在している2－7）．一方国内においても顕微授精を初め

とする高度不妊医療のセンター化を目的に，卵子や

胚の輸送についての基礎的研究がなされており，安

部ら8）は，卵子，胚共にHEPES　buffered　HTFを培養

液として用い，37℃，大気相中で5時間以内の輸送

であれば，受精率，分割率において，コントロール

群と有意差がなく，臨床応用可能であると報告して

いる．因に当院からセンターまでの輸送時間は約1時

間であり，このシステムを導入するにあたり新たに

購入する医療機器は，ディスポーザブル器材以外に

ポータブル輸送器，ホットプレート，実体顕微鏡で

十分であり，検討の結果トランスポートシステムを

採用することにした，

　当院での方法は，採卵を手術室で行っているため

事前の予約が必要なこと，センター施設の実施日に

一致させることTまた当院でのマンパワーなども鑑

み，固定日法である7－days　schedule法による卵巣刺

激を行い，採卵前日午後に入院とした，以前は往路

輸送は医師が行っていたため，採卵後卵の回収を確

認次第採精を依頼し，得られた卵胞液と精液を同時

に輸送していたが，万一一の事故責任を考慮し平成10

年4月からは夫に依頼しており，センター到着後に採

精している．2日後当院への受精卵の輸送は夫に依頼

1）卵巣刺激法（7－days　schedule法）

2）採卵前日午後入院

3）採卵日

　　10：00　採卵

　　11：00　当院→センター（卵）　　トランスポート（夫）

　　12：00　（センター）採精

　　　　　　　潔鷺。p法〉－SI

4）胚移植日（採卵日の2日後）

　　11：00　センター→当院（胚）　　　トランスポート（夫）

　　12：00胚移植

　　14：00退院（または翌日退院）

し，胚移植から2時間後に退院または翌日退院として

いる（表1）．一例目は平成7年7月12日に採卵が行わ

れた．患者は31歳の主婦で，適応はクラミジア感染

を伴った卵管因子による原発性不妊症であった．6個

の卵が回収され，直ちにセンターに輸送した．48時

間後，形態良好胚3個を当院に輸送し，胚移植が行わ

れたが妊娠には至らなかった．当時ヨーロッパで行

われている方式はHTFでの卵子の輸送であり，

HEPES　buffered　HTFによるヒトの卵子ならびに胚の

輸送は，本症例が国の内外を間わず初めてのケース

と思われた9）．

　使用したポータブル輸送器は日本医化器械製作所

製（PI－C）（大阪）で，使用に先立ち，50mlのカル

チャーフラスコが収納可能なアルミブロックを特注

し，器内の中央に固定した．また器内の温度の均一

化のため小型ファンを新設し，さらに外部に設けら

れた温度設定つまみは，輸送中の誤動作防止のため

37℃固定用の可変抵抗に変更した．しかし外形が

434W×245L×401H（cm）と大きく，重量も約16kgあ

り，その上バッテリー駆動ができず車から直接電源

供給が必要など，実用性に乏しかった．その後同社

から30W×20LX　22H（cm），重量6kgでバッテリー

を搭載した小型軽量タイプ（PI－4）が発売され，平成7

年11月から使用している（写真1，2）．

　実際行ってみた結果，卵の輸送に関しての問題点

として，数個の卵子卵丘複合体同志が付着しあい一

塊となる傾向が認められたが，ほとんどの場合ピ

ペッティングで容易に分離することが出来た．困難

な場合はそのまま媒精を行ったが16－18時間後には

容易に裸化出来た．また凝血対策として，培養液に

あらかじめ201U／mlのヘパリンを添加してあり，と

くに問題はなかった．

　胚の輸送については．当院到着後のテクニカルエ

●

■

●

●

●

0

●

●
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写真1ポータブル輸送器（右PI－4．左PI－C）
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写真3　PI－Cに収納されたETカテーテル

●

写真2　ポータブル輸送器（右PI－4．左PI－C．） 写真4　PI－4に収納された凍結用プラスチックストロー

●

○

ラーを考え，センターでガスタイトシリンジ（1725LT，

HAMILTON）にETカテーテル（KCETS　3011，　COOK）

を装着し，受精卵をカテーテル内に30％SSSを添加し

たHEPES　buffered　HTFと共に吸入した．先端部を滅

菌したパテで5mmの長さに封印し，輸送器内に収納

した．当院での胚移植の際は先端部を1cm切断して

行った．しかし輸送器内にカテーテルが納まりきれ

ず途中で屈曲してしまうため，Erカテーテルの変形

と壁面に接触する部位の熱伝導による温度上昇が考

えられた．また胚移植時において肛カテーテルの先

端部の切断面が鋭利な場合，子宮内膜の損傷が考え

られた（写真3）．そのため2回目以降は6mlの短試験

管（FALCON2058）に1mlのメディウムと共に輸送し

て当院でカテーテルに吸入するようにした．しかし

当院に到着後胚の数が合致しない場合があり，輸送

中キャップなどへの胚の付着が考えられたため，平

成9年10月から凍結用プラスチックストローを使用

しているが，とくに問題はない（写真4）．また輸送

器が不足した場合，夫の胸壁にストローを固定して

輸送することも検討中である．

　1995年7月から1998年12月にかけてトランスポー

トIVF－ETを8症例12周期行った．平均採卵数は6．1±

3．4個，受精率は49％であり，対周期あたりの胚移植

率は75％，妊娠率は33％であった（表2）．12周期中

4周期は受精率100％であったが，全体として受精率

が低い傾向にあるのは，男性因子のため2回目以降ト

ランスポートICSIに移行した症例が含まれているこ

とと，症例1の様に受精率が12．5％と低く，平成11

年7月に行った3回目の採卵でも19．2％と，何らかの

受精障害の存在が示唆された症例も含まれており，

●
表2　トランスポートIVF－erの臨床成績（1995年7月一一・1998年12月）

症例数 周期数　　　採卵数　　　受精数　　胚移植例数

　　　　（mean±SD）　　（％）　　　　（％）

妊娠例数 ［対症例　対周期］

　（％）　　（％）

流産率
（％）

8 12 　73　　　　　36
（6．1±3．4）　　　　（49）

9

（75）

4

（50）　　　　（33） （25）

●



20（310） 往復Transport　IVF－ETにより妊娠した4症例

それらによるものと思われた．

　　トランスポートIVF－ETを実施するにあたり，夫婦

に十分なインフォームド・コンセントを行ってお

り，本システムに対するクレームや輸送中のトラブ

ルは件もなかった．

　　トランスポートARTは輸送するという繁雑さや，

サテライト施設での採卵，胚移植における技術的問

題等も存在しているが，センター施設の受入体制さ

え整えば，般病院においても体外受精に限らず顕

微授精，凍結胚移植等も可能であり，病診連携の将

来像として，また少子化時代における患者サービス

の点からも意味のあることである．我々のような施

設におけるARTはトランスポートシステムが理に

適っており，輸送器の小型軽量化や輸送法の改善に

より，さらに一般化していくものと思われる．

（本論文の要旨は第118回日本不妊学会関東地方部会

において発表した．）
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Pregnancy　Achieved　by　Round　Trip　Transport　IVF・ET　in　4　Women

Yasuhiro　Takanashi，　Saburou　Kogi，　Toyohiko　Kuwajima　and　Jirou　Hamatani
■

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　National　Yokosuka　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　　Kanagawa　238－0017，　Japan

Yuji　Abe，　Harumi　Kubo　and　Shun　Hirakawa

First　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Toho　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　143－8541，Japan

　Although　fenility　treatment　using　IVF－ET　has　become　widely　and　generally　used　in　recent　years，　it　can　not　be

performed　in　every　institution．　The　transport　system　that　is　currently　used　in　Europe　has　been　partly　modified，

and　has　become　available　in　Japan　as　well．　In　July　1995，　we　initiated　clinical　apPlication　at　our　hospital　as　a

sateUite　institution　and　Toho　University　School　of　Medicine　Omori　Hospital，　as　an　ARr　center．　Consequently，

pregnancy　was　achieved量n　40f　8　women　to　date，　of　whom　3　women　gave　birth　to　live　infants，　and　one　woman

had　a　miscarriage．　This　report　presents　the　4　women　who　become　pregnant．

　In　Patient　1，　a　2昏year－old　woman　with　primary　infertility，　and　therefore，　inferti豆ity　of　unknown　origin　was

diagnosed，　and　IVF－ET　was　indicated．　Patient　2，　a－25－year－old　woman　with　primary　infertility，　endometriosis，

and　a　male　factor　did　not　become　pregnant　after　AIH，　and　underwent　IVF－ET．　Patient　3，　a　28。year－old　woman

with　primary　infertility，　endometriosis，　and　a　tubal　factor　received　rVF－ET．　In　Patient　4，　a　27－year－01d　woman

with　primary　infertility，　AIHs　performed　6times　failed　to　achieve　pregnancy，　and　therefore，　infertility　of　un－

known　origin　was　diagnosed，　and　IVF－ET　was　indicated．

●

o

●
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　　The　transport　system　seems　to　need　improvement，　the　number　of　patients　treated　using　this　method　is　lim－

ited．　However，　this　measure　allows　in　vitro　fertilization，　intracytoplasmic　sperm　injection，　replacement　of　fro－

zen／thawed　embryes，　and　other　manipulations　with　minimal　investment　in　equipment，　and　therefore，　may　be－

come　widespread　in　the　future，　as　central　institutions　are　expanded．

Key　words：round　trip　transport　IVF－ET，　in　Vi’tro　fertilization－embryo　transfer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn　J　Fertil　Steril　44：305－3111999）
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日本不妊学会学術講演会

プログラム・講演抄録集

会　期　　平成11年11月11日（木），12日（金）

会場　赤坂プリンスホテル新宴会場「五色」

◎

　会長　　矢内原　　巧
（昭和大学医学部産科婦人科学教室）
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第44回日本不妊学会総会および学術講演会開催にあたって

■

　第44回日本不妊学会総会および学術講演会を担当させて頂くことは，わたくし並びに

昭和大学医学部産科婦人科学教室および同窓会にとりまして誠に光栄のことと存じます．

とくに本年は日本医学会総会の年でもあり，その分科会として本会も東京で開催するこ

とが決まっておりました．会場は新しく建てられた赤坂プリンスホテル内にある会議場

一五色一といたしました．

　近年の生殖医学の進歩は著しく分子生物学，遺伝子学の導入は生殖にかかわる機構の

解明に寄与するところは大きく驚く限りであります．臨床においても，とくにIVF－ETは

一
般診療においても広く定着し卵管性不妊や原因不明の不妊に悩む方々に光明をもたら

しています．しかし一方，配偶子や遺伝子の操作は，生殖医療に倫理的問題をもたらし，

社会的不安があらたな課題として浮かび上がり，その解決にすべての生殖医療に携わる

ものが真摯にうけとめ考えなければならない時でもあります．いまヒトの生殖とは何か

をもう一度考えてみる時でもありましょう．

　今回の学会はこれらの問題をテーマとして，基礎，臨床医学の進歩をそれぞれの国内

外の専門家より，招請講演，教育講演としてお話し頂くことをお願いし，シンポジウム，

ワークショップでは，参加された会員とともに討議して頂きたいと思います．一般演題

も259題の口演35題のポスターと計294題の発表が予定されています。多数の演題を応募

くださいました会員の方々に感謝いたします．

　この度の学術講演会が生殖医学，医療の進歩発展にすこしでもお役にたてれば幸いと

存じます．会員の多数の御参加を心よりお待ち申し上げます．

平成11年10月

第44回日本不妊学会

　会長矢内原　　巧
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日 程　概　要

学術講演会

　　会　期：平成11年11月11日（木），12日（金）

　　会　場：赤坂プリンスホテル　新宴会場「五色」

　　　　　　〒102－8585東京都千代田区紀尾井町1－2　TEL　O3－3234－1111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　O3－3262－5163

　　　　　　総合受付　2階　ロビー

　　　　　　第1会場　2階　榿光

　　　　　　第2会場　2階　黄雲

　　　　　　第3会場　2階　紅玉

　　　　　　第4会場　2階　紫雲

　　　　　　第5会場　2階青葉

　　　　　　第6会場　1階　紺青

　　　　　　第7会場　1階　赤瑛

　　　　　　第8会場　1階　紅梅1

　　　　　　第9会場　1階　紅梅2

総　会

　　日時：平成11年11月11日（木）13：00　一一　13：30

　　場　所：赤坂プリンスホテル　新宴会場「五色」2階　榿光

評議員会

　　日　時：平成11年11月11日（木）12：00～13：00

　　場　所：赤坂プリンスホテル　新宴会場「五色」1階　赤瑛

幹事会
　　日　時：平成11年11月10日（水）16：30　一一　17：30

　　場　所：赤坂プリンスホテル　新宴会場「五色」1階　紺青

理事会
　　日　時：平成11年11月10日（水）17：30～18：30

　　場　所：赤坂プリンスホテル　新宴会場「五色」1階　紺青

総懇親会

　　日　時：平成11年11月11日（水）18：30～20：30

　　場　所：赤坂プリンスホテル　新館2階　クリスタルパレス

●

●

●

●

●

●

●

●
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会場周辺図
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凡例

★地下鉄丸の内線・銀座線　赤坂見附駅出入ロ

◆地下鉄半蔵門線・有楽町線　永田町駅出入ロ

●地下鉄千代田線　赤坂駅出入口

■ホテル

○建物
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◇最寄り駅のご案内

地下鉄丸の内線；赤坂見附駅下草、徒歩1分

地下鉄半蔵門線：永田町駅下車、徒歩1分

地下鉄銀座線：赤坂見附駅下車、徒歩1分

◇東京駅経由で赤坂までおいでの方

東

京

駅

10分
地下鉄丸の内線

10分
徒歩

大

手
町

駅

9分

1分

赤

坂
見

附
駅

徒歩

永

田

町

駅

1分

旭下鉄半蔵門線 徒歩

赤

坂
プ
リ

ン

ス

杢

兀

◇羽田空港経由で赤坂までおいでの方

羽

田

空

港

駅

21分
東京モノレール

32分

2分
浜
松

町
駅

JR山の手線

泉
岳
寺

駅

6分

京浜急行 地下鉄浅草線

新

橋

駅

6分

地下鉄銀座線

6分

地下鋏銀座線

45分

赤

坂
1分

見
徒歩

附

駅

リムジンバス

赤

坂

プ

リ

ン

ス

ホ

テ

ル
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●

　　会場案内図

赤坂プリンスホテル【五色】

s

2F
ES

一　　EV
口

口

第1会場
（榿光）

第2会場
（黄雲）

第3会場
（紅玉）

第4会場
（紫雲〉

第5会場
（青葉）

総　　会　　　　　　　　教育講演1，3特別講演　　　　　　　　シンポジウム1会長講演　　　　　　　　ワークショップ1招請講演1～2

教育講演2，4
シンポジウム2

ワークショップ2

●

e

1F

第6会場
（紺青）

EV口

学会本部　第8会場第9会場
（紅葉）　　（紅梅1）（紅梅2）

第7会場
（赤瑛）

●

■
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学会参加者へのお知らせ

●

受付・参加費

　　参加者は学会参加費として10，000円を，赤坂プリンスホテルの会場受付にてお納め下さい．領

　　収書兼用の名札を参加費と引き換えにお渡しいたします．各自で所属・氏名などを記入のうえ，

　　よく見える位置にお付け下さい．

●

受付時間（11月11日・12日とも）8　00　一一

プログラム・予稿集

　　学会誌が講演抄録集を兼ねていますので当日ご持参下さい．

総懇親会のご案内

●

　下記のとおり総懇親会を開催しますので，多数のご参加をお待ちしています．

日　時：平成11年11月11日（木）18：30～20：30

場所：赤坂プリンスホテル新館2階クリスタルパレス

参加費：8，000円（赤坂プリンスホテルの会場受付にてお支払い下さい）

●

日本産科婦人科学会認定医シールの発行

本学会に出席した場合，認定医Aシールを交付しますので，受付で受け取って下さい．

■

●

●
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o

一般講演者へのお知らせ

ロ頭発表

講演時間

　1）講演時間は6分でお願いいたします．

　　　講演終了の1分前に青ランプで予告し，講演終了は赤ランプでお知らせします．

　　　各発表者は講演時間を厳守して下さい．

　2）スライドの送りは口頭で明確に指示して下さい．

　3）次演者は，早めに次演者席に着席して下さい．

　4）討論は座長の指示に従って下さい，討論は各セッションの講演終了後にまとめて行うことが

　　　ありますので，座長の指示があるまで会場内でお待ち下さい．

質疑応答

　1）質疑応答は1演題につき3分でお願いいたします．

　2）質問がある場合は，座長の許可を得てから所属と氏名を明らかにした上で発言して下さい．

　3）発言は討論用のマイクを使用し，演者の回答が終わるまでマイクのそばでお待ち下さい，

　スライド

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

　　　挿入し方向，順番などに誤りがないようにご確認下さい．

　2）スライド映写機は1台使用します．スライド枚数は1題につき10枚以内とし，それ以上は受

　　　け付けません．

　3）発表者は講演の1時間前までに，各会場のスライド受付にスライドを提出して下さい．

　4）セッション終了後，受領証と引換にスライドを返却します．

●

●

●

●

示説発表

　講演時間

　1）講演時間は4分でお願いいたします．

　　　講演終了の1分前，講演終了時にベルでお知らせします．

　　　各発表者は講演時間を厳守して下さい．

　質疑応答

　1）質疑応答は1演題につき3分でお願いいたします．

　2）質問がある場合は，座長の許可を得てから所属と氏名を明らかにした上で発言して下さい． o

●

o



●

■

●

ポスター

1）パネルの有効面積は横165cm×縦90cmです，

　　上部の演題番号は用意します．

　　演題・所属・演者名については，横75cm×

　　縦15cmで各自ご用意下さい，

2）内容の配置は自由ですが，末尾に必ず結論を

　　書いて下さい．

3）離れていても読める様に字の大きさを18mm

　　×18mm以上とし，図表も大きく作製し，読
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180cm
　　みやすく書いて下さい．

4）ポスターの掲示時間と撤去時間は下記の通り

　　です．撤去時間を過ぎても撤去されていない

　　ポスターは処分します．

掲示時間　8：00～9　00

撤去時間　13：00～14　00

※11月11日（木）のみ

（319）29

演題

番号
演題・所属・演題名

165cm

●

発表者が
用意して下さい

当方で用意します

教育講演演者へのお知らせ

●

講演時間

1）講演時間は25分でお願いいたします．

　　講演終了の1分前に青ランプで予告し，講演終了は赤ランプでお知らせします．

　　各発表者は講演時間を厳守して下さい，

2）スライドの送りは口頭で明確に指示して下さい，

3）スライド映写機は2台です．

●

シンポジストへのお知らせ

●

講演時間

1）シンポジウム1の講演時間は1演題につき20分でお願いいたします．

　　シンポジウム2の講演時間は1演題につき18分でお願いいたします．

　　講演終了の1分前に青ランプで予告し，講演終了は赤ランプでお知らせします．

　　各発表者は講演時間を厳守して下さい．

2）スライドの送りは口頭で明確に指示して下さい．

3）スライド映写機は2台です．
●
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●

ワークショップ演者へのお知らせ

講演時間

1）ワークショップ1の講演時間は1演題につき20分でお願いいたします．

　　ワークショップ2の講演時間は1演題につき20分でお願いいたします．

　　ワークショップ3の講演時間は1演題につき15分でお願いいたします．

　　講演終了の1分前に青ランプで予告し，講演終了は赤ランプでお知らせします．

　　各発表者は講演時間を厳守して下さい．

2）スライドの送りは口頭で明確に指示して下さい，

3＞スライド映写機は2台です．

●

●

座長へのお知らせ

1）座長の方は，担当セッションの30分前までに各会場受付にお立ち寄り下さい．

2）次座長は次座長席にご着席下さい．
●

●

●

o

o



◎

■

日　程　表

招請講演
特別講演
会長講演
教育講演
シンポジウム

ワークショツフ

ー 般演題
（口頭発表）

一 般演題
（示説発表）



o

■

■

●

●

■

o

（321）31

　　　　　　日　程表

第1日（11月11日・木）

口 頭　発 表 示　説 発　表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 第9会場 新館2階

檀光 黄雲 紅玉 紫雲 青葉 紺青 赤瑛 紅梅1 紅梅2 クリスタルパレス

8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8；OO 8：00

8：35 8：35

開会の辞
掲示 掲示

8：40 8：40 8：40 8：40 8：40 8：40 8：40 8：40

ART（1）
ART（5）

卵子・排卵・胚q）
男性不妊（1＞ 精子・排精（1）

手術（11 心理（1）

座長：伊吹令人

　　（1～4＞ 座長：田中俊誠

　（39～44）

座長：野田洋一

　（78～82）
座長：竹中生昌

（116～121）

座長：石川博通

（150～155）

座長：雨宮章

（185～188）

座長：蔵本武志

（224～228）

　　9；OO

男性不妊（1＞

　　9：00

男性不妊（2）

9：16
925

9こ16
9：25

座長1三浦一陽

　（P1～P6）

座長：渡辺政信

（P19～P24）

ART（2） 9134 9：34 9：34 手術（2）
卵子排卵・胚② 心理（2）

座長：斉藤英和 座長：桑原慶紀 9：42 9：42

（5～8） 　ARτ（6）

座長：中村幸雄

座長：麻生武志

　（83～87）

男性不妊（2）

座長：奥山明彦

精子・排精（2）

座長：田中啓幹
（189～193）

座長：中西正美

（229～233） ART その他

9：52 （45～49） （122～126） （156～160） 10：01
座長：山野修司 座長：石塚文平

ART（3）
1α10

内視鏡（1）

10：10 （P7～P12） （P25～P31）

座長：木下勝之

　（9～13＞

　　10；37

　ART（4）

　　10：19

　ART（7）

座長：田中憲一

　（50～54）

卵子排卵・胚（3）

座長：野嶽幸正

　（88～93）

　　10；19

男性不妊（3）

座長：永尾光一

（127～130）

　　10：55

　　10：19

精子・排精（3）

座長：柳田薫

（16ト165）

座長：杉並　洋

（194～198）

　　10：46

妊娠流産不育ω

座長：田中忠夫

（234～238）

　　10：55

　　10：24

卵巣・性ホルモン

座長：田辺清男

（P13～P18）

　　10：31

卵・胚・絨毛

座長：石渡勇

（P32～P35＞

11：04 内視鏡（2） 10：59座長：小林俊文

　（14～18）

　　11：22

　　11：04

　ART（8）

座長：豊田長康

　（55～59）

　　11；04

卵子・排卵・胚（4）

座長：深谷孝夫

　（94～97）

男性不妊（4）

座長：布施秀樹

（131～134）

　　11：31

　培養液
座長：井上正人

（166～169）

座長：遠藤俊明

（199～203）

　　11：31

妊娠・流産・不育②

座長：倉智博久

（239～243）

11：06

11：40 11：40 11：40

11：49

12：00 12：00 12：00 12：00 12：00

ランチョン1 ランチョン2 ランチョン3 評識員会

13：00 13；00 13：00 13：00 13：00 13：00 13；OO 13：00 13：0

不妊学会総会

13：30
撤去 撤去

特別講演

座長：大島博幸

演者：Philip　Troen

14：00 14：00 14：014：00 14：00

会長講演

座長：青野敏博

演者：矢内原巧

14；30

招請講演1

座長：森　崇英

演者：Peter　R． Brinsden

15：00 15：00

15：30 15：30 15：30

シンポジウム1 シンポジウム2

座長：吉村墨典 座長 ：岩本晃明

星　和彦 並木幹夫

シンポジスト：笠井　剛 シンポジスト ：馬場克幸

斎藤隆和 奥野　博

繁田　実 岡田　弘

田原隆三 近藤宣幸

松浦講平 柳田　薫

　　辰巳賢一

18：0018：00 1B：00

18：30 18：3

総懇親会
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8：00

8：40

12：00

13；OO

14；OO

16：30

17：00

18：00

19：00

20：00

　　　　　　日　程表

第2日（11月12日・金）

ロ　頭 発　表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 五色・1階

榿光 黄雲 紅玉 紫雲 青葉 紺青 赤瑛 紅梅

8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00 8：00

8：40 8：40 8：40 8：40 8：40 8：40 8：40

　　AIH
座長：佐藤章

　（19～23）

子宮内膜症（1）

座長：石丸忠之

　（60～65）

中枢性ホルモン

座長：森　宏之

（98～103）

男性不妊（5）

座長：穂坂正彦

（135～139）

　　PCO
座長：平川舜

（1ア0～173）

受精・着床（1）

座長：神崎秀陽

（204～208）

　　統計

座長：齋藤良治

（244～248）

9：16

9：25 9；25 9：25 9：25

9：34 9：34 OHSS
　ART（9）

座長：田中温

　（24～28＞ 子宮内膜症（2）

座長：植木實

卵巣牲ホルモンω

座長：本庄英雄

（104～108）

男性不妊（6）

座長：伊藤晴夫

（140～144）

座長：植村次雄

（174～178）

　　10：01

受精・着床（2）

座長：石川睦男

（209～213）

診断・検査

座長：佐賀正彦

（249～254＞

10：10
（66～71）

10：10 10：10

ART（10＞

座長：堂地勉

　（29～33）

　1α28

環境ホルモン

　　10；19

卵巣牲ホルモン〔2）

座長：玉舎輝彦

（109～112）

精巣牲ホルモン

座長：梅田　隆

（145～149）

　生殖免疫

座長：牧野恒久

（179～184）

卵管・子宮（1）

座長：寺lll直樹

（214～218）

　　10：19

蒲床前診断

座長：鈴森薫

（255～259）

10：55 10：55 10：55 10：55
　10：55

その他（1）

座長：堤　　治

　（72～77）
その他（2）

座長：宮川勇生
卵管・子宮（2）

11：04

座長：津端捷夫 （113～115） 座長：大濱紘三

（34～38）
（219～223）

11：22 11：22

11：40 11：40

12：00 12：00 12：00

ランチョン4 ランチョン5

　12：45

ランチョン6

12；45
13：00 13：00

招請講演2

座長：吉田英機

演者：Terry　T，　Turner

13：30 13：30

教育講演1 教育講演2

座長：永田行博 座長： 武谷雄二

濃者：佐藤和雄 演者：岡村 均

14：00 14：00

教育講演3 教育講演4

座長：守殿貞夫 座長： 毛利秀雄

演者：松田公志 演者：今井 裕

14：30 14：30 14：30

ワークショップ1 ワークショップ2 ワークショップ3

座長：荒木重雄 座長：星合 昊 座長：久保春海

森　明子 野ロ昌良 佐藤英明

演者：中澤直子 演者： 高倉賢二 演者：雀部豊

大日向雅美 野ロ靖之 竹内巧
有森直子 藤下　晃 押尾茂
福田貴美子 三橋洋治 林克彦
北村邦夫 末岡　浩 三好和睦

苛原稔

16：30 16；30 16；30 16：30

閉会の辞 16：35

泌尿器科研究会
アートフォーラム

18：00

18：30 18；30
日本学術

会議主催

公開請座

20：00

8：00

12：00

14：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

●

●

■

■

●

●

●

●
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（323）33

　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演1

　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木）14：30・・一・15：00

Current　Concepts　and　Concerns　in　Assisted　Conception

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Peter　R．　Brinsden（Medical　Director　of　Boum　Hall

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clinic，　U．　K）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：森　崇英（京都大学名誉教授）

■

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演2

　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）13：00～13：30

Testicular　Torsion：physiology　and　cell　biology　of　the　response　to　torsion　repair

in　the　rat　model

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Terry　T．　Turner（Professor　of　Urology　and　Cell

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biology，　University　of　Vlirginia　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：吉田英機（昭和大学医学部泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木）13：30～14：00

Treatment　of　Male　lnfertility－Past　Practices　and　Future　Prospects

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Philip　Troen（Professor　of　University　of　Pittsburgh

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine　U．SA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：大島博幸（東京医科歯科大学泌尿器科教授）

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　会長講演

　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木）14：00～14：30

本邦における不妊治療の実態とその在り方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者二矢内原巧（昭和大学医学部産婦人科教授）

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

●

生殖生理とエイコサノイド

　教育講演1
11月12日（金）13：30～14：00

演者　佐藤和雄（日本大学医学部産婦人科教授）

座長　永田行博（鹿児島大学医学部産婦人科教授）

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演2

　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）13：30～14：00

初期卵胞発育を考える一卵細胞からのシグナル？一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：岡村　均（熊本大学医学部産婦人科教授）

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

■
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閉塞性無精子症の診断と治療

　　教育講演3
11月12日（金）14：00～14：30

ART時代の再吻合術の意義

　　　演者：松田公志（関西医科大学泌尿器科教授）

　　　座長：守殿貞夫（神戸大学医学部泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演4

　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）14：00～14：30

体細胞クローン技術と核のリプログラミング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：今井　裕（京都大学大学院農学研究科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：毛利秀雄（岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所所長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木＞15：30　・一　18：00

機能性不妊症一病態とその対策一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：吉村泰典（慶磨義塾大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　和彦（山梨医科大学産婦人科教授）

　シンポジスト

　　1）精子機能異常と機能性不妊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　剛（山梨医科大学産婦人科助手）

　　2）卵・卵胞の発育からみた機能性不妊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤隆和（山形大学医学部産婦人科助手）

　　3）Gamete免疫と機能性不妊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁田　実（兵庫医科大学分娩新生児部助教授）

　　4）子宮内膜一ステロイドホルモンおよびその受容体と機能性不妊一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原隆三（昭和大学医学部産婦人科講師）

　　5）着床率からみた機能性不妊治療の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦講平（熊本大学医学部産婦人科助教授〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（325）35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木）15：30　一一　18：00

男性不妊の治療と医療連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岩本晃明（聖マリアンナ医科大学泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並木幹夫（金沢大学医学部泌尿器科教授）

　シンポジスト

　　1）薬物治療の効果判定の新しい試み（visual　assessment）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬場克幸（聖マリアンナ医科大学泌尿器科助手）

　　2）精索静脈瘤に対する外科的治療の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野　博（京都大学医学部泌尿器科助手）

　　3）modern　ARTの時代の閉塞性無精子症の治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　弘（神戸大学医学部泌尿器科講師）

　　4）MESA，　PESA，　TESEの実際と医療連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤宣幸（兵庫医科大学泌尿器科助手）

　　5）ARTの方法、男性不妊症の治療成績一一大学から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳田　薫（福島県立医科大学産婦人科助教授）

　　6）男性不妊一産婦人科と泌尿器科の役割分担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰巳賢一（梅ケ丘産婦人科副院長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ1

　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）14：30～16：30

不妊とコンサルテーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：荒木重雄（自治医科大学産婦人科生殖内分泌不妊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター・同看護短大教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　明子（聖路加看護大学助教授）

　演者

　　1）臨床医の立場から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤直子（東京厚生年金病院産婦人科医長）

　　2）不妊をめぐる人々の心理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日向雅美（恵泉女学園大学教授）

　　3）看護の立場から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有森直子（聖路加看護大学母性看護・助産学研究室講獅）

　　4）IVFコーディネーターの立場から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子（蔵本ウイメンズクリニック婦長）

　　5）“不妊ホットライン”からみた不妊の当事者の悩みと医療への提言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村邦夫（日本家族計画協会クリニック所長）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ2

　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）14：30～16：30

　卵管の機能とその異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：星合　昊（近畿大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口昌良く愛知医科大学産婦人科教授）

　　演者

　　　1）卵管の生理とその病態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高倉賢二（滋賀医科大学産婦人科助教授）

　　　2）感染症と卵管機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口靖之（愛知医科大学産婦人科助手）

　　　3）子宮内膜症と卵管機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤下　晃（長崎大学医学部産婦人科助手）

　　　4）腹腔鏡による卵管機能の評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三橋洋治（近畿大学医学部産婦人科講師）

　　　5）卵管鏡による卵管機能の評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡浩（慶磨義塾大学医学部産婦人科講獅）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ3

　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日（金）14：30　一・　16：30

ARTの最前線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：久保春海（東邦大学医学部第1産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤英明（東北大学大学院農学研究科動物生殖科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授）

　　演者

　　　1）生殖医療における配偶子・受精卵診断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雀部　豊（東邦大学医学部第1産婦人科研究生）

　　　2）Nuclear　transplantation技術のヒト生殖医療への応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　巧（Visiting　fellow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Center　for　Reproductive　Medicine　and　lnfertility

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　New　York　Presbyterian　Hospital－Weill　Medical　College　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cornell　University）

　　　3）環境因子と精液性状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押尾茂（帝京大学医学部泌尿器科講師）

　　　4）TMGT（Testis－mediated　gene　transfer）により導入された外来遺伝子の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　克彦（東京理科大学生命科学研究所分子生物学部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助手）

　　　5）生殖医療におけるクローン技術の利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三好和睦（東北大学大学院農学研究科動物生殖科特別研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究員）

　　　6）ARTの適応拡大とその限界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　稔（徳島大学医学部産婦人科講師）
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一　般　演　題
　（ロ頭発表）

第1会場「榿光」

第1日　11月11日（木）午前

　　　ARr（1）

　　　　〔演題1～4〕　　　8：40～9：16

　　　Alrr（2）

　　　　〔重寅題5－一　8〕　　　　　　9：16～9：52

　　　ARr（3）

　　　　〔演題9～13〕　　　　9：52～10：37

　　　ARr（4）

　　　　〔演題14～18〕　10：37～11：22

第2日　11月12日（金）午前

　　　AIH

　　　　〔演題19～23〕　　　　8：40～9：25

　　　ARr（9）

　　　　〔演題24～28〕　　9：25～10：10

　　　ARr（10）

　　　　〔演題29～33〕　10：10～10：55

　　　その他（1）

　　　　〔演題34～38〕　10：55～11：40

座長　伊吹

座長　斉藤

座長　木下

座長　小林

座長　佐藤

座長　田中

座長　堂地

座長　津端

（327＞37

令人（群馬大・婦）

英和（山形大・婦）

勝之（埼玉医大総合医療センター・婦）

俊文（聖母病院・婦）

　章（福島県立医大・婦）

　温（セントマザー・婦）

　勉（鹿児島大・婦）

捷夫（日本大・婦）

第2会場「黄雲」

第1日　11月11日（木）午前

　　　ARr（5）

　　　　〔演題39～44〕　　8：40－9：34

　　　ART（6）

　　　　〔演題45～49〕　　9：34　一　10：19

　　　ART（7）

　　　　〔演題50～54〕　　　10：19～11：04

　　　ARr（8）

　　　　〔演題55～59〕　　　　11：04～11：49

座長　田中　俊誠（秋田大・婦）

座長　中村　幸雄（杏林大・婦）

座長　田中　憲一（新潟大・婦）

座長　豊田　長康（三重大・婦）
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　第2日　11月12日（金）午前

　　　　子宮内膜症（1）

　　　　　〔演題60　一一　65〕　　8：40～9：34　　座長　石丸　忠之（長崎大・婦）

　　　　子宮内膜症く2）

　　　　　〔演題66・一一　71〕　　9：34　一・　10：28　　座長　植木　　實（大阪医大・婦）

　　　　環境ホルモン

　　　　　〔演題72　・一　77〕　10：28～11：22　座長堤　 治（東京大・婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3会場「紅玉」

　第1日　11月11日（木）午前

　　　　卵子・排卵・胚（1）

　　　　　〔演題78～82〕　　8：40～9：25　　座長　野田　洋一（滋賀医大・婦）

　　　　卵子・排卵・胚（2）

　　　　　〔演題83　・一　87〕　　9：25～10：10　　座長　麻生　武志（東京医歯大・婦）

　　　　卵子排卵・胚（3）

　　　　　〔演題88～93〕　　10：10～11：04　　座長　野嶽　幸正（昭和大・婦）

　　　　卵子・排卵・胚（4）

　　　　　〔演題94・・一・97〕　11：04～11：40　　座長　深谷　孝夫（高知医大・婦）

　第2日　11月12日（金）午前

　　　　中枢性ホルモン

　　　　　〔演題98～103〕　8：40　一一・9：34　　座長　森　　宏之（帝京大・婦）

　　　　卵巣牲ホルモン（1）

　　　　　〔演題104～108〕　9：34　一一　10：19　　座長　本庄　英雄（京都府立医大・婦）

　　　　卵巣・性ホルモン（2）

　　　　　〔演題109～112〕10：19　一一　10：55　　座長　玉舎　輝彦（岐阜大・婦）

　　　　その他（2）

　　　　　〔演題113～115〕10：55・一・11：22　座長　宮川　勇生（大分医大・婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4会場「紫雲」

　第1日　11月11日（木）午前

　　　　男性不妊（1）

　　　　　〔演題116　・一　121〕　8：40～9：34　　座長　竹中　生昌（香川医大・泌）

　　　　男性不妊（2）

　　　　　〔演題122～126〕　9：34　一一　10：19　　座長　奥tll明彦（大阪大・泌）

　　　　男性不妊（3）

　　　　　〔演題127　一一　130〕10：19　一一　10：55　座長　永尾　光一（東邦大・泌）

　　　　男性不妊（4）

　　　　　〔演題131～134〕10：55～11：31　座長　布施　秀樹（富山医薬大・泌）
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第2日　11月12日（金）午前

　　　男性不妊（5）

　　　　〔演題135　・一　139〕　8：40～9：25　　座長　穂坂　正彦（横浜市立大・泌）

　　　男性不妊（6）

　　　　〔演題140～144〕　9：25～10：10　　座長　伊藤　晴夫（千葉大・泌）

　　　精巣・性ホルモン

　　　　〔演題145　一一　149〕10：10～10：55　　座長　梅田　　隆（帝京大・泌）

　　　　　　　　　　　　　　　　第5会場「青葉」

第1日　11月11日（木）午前

　　　精子・排精（1）

　　　　〔演題150　一一　155〕　8：40～9：34

　　　精子・排精（2）

　　　　〔演題156　・一　160〕　9：34～10：19

　　　精子・排精（3）

　　　　〔演題161～165〕10：19－11：04

　　　培養液

　　　　〔演題166　一一　169〕11：04～11：40

第2日　11月12日（金〉午前

　　　PCO

　　　　〔演題170～173〕　8：40～9：16

　　　0HSS

　　　　〔演題174～178〕　9：16～10：01

　　　生殖免疫

　　　　〔演題179～184〕10：01　・一　10：55

座長　石川

座長　田中

座長　柳田

座長　井上

座長　平川

座長　植村

座長　牧野

博通（東京歯大・泌）

啓幹（川崎医大・泌）

　薫（福島県立医大・婦）

正人（山王病院・婦）

　舜（東邦大・婦）

次雄（藤沢市民病院・婦）

恒久（東海大・婦）

第6会場「紺青」

第1日　11月11日（木）午前

　　　手術（1）

　　　　〔演題185　一一　188〕　8：40～9：16

　　　手術（2）

　　　　〔演題189～193〕　9：16～・10：01

　　　内視鏡（1）

　　　　〔演題194～198〕10：01～10：46

　　　内視鏡（2）

　　　　〔演題199～203〕10：46～11：31

座長雨宮　章（聖マリアンナ医大・婦）

座長　桑原　慶紀（順天堂大・婦）

座長　杉並　　洋（国立京都病院・婦）

座長　遠藤　俊明（札幌医大・婦）

（329＞39
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　第2日　11月12日（金）午前

　　　　受精・着床（1）

　　　　　〔演題204　一一　208〕　8：40～9：25　　座長　神崎　秀陽（関西医大・婦）

　　　　受精・着床（2）

　　　　　〔演題209～213〕　9：25　一一　10：10　　座長　石川　睦男（旭川医大・婦）

　　　　卵管子宮（1）

　　　　　〔演題214　一一　218〕10：10～10：55　　座長　寺川　直樹（鳥取大・婦）

　　　　卵管・子宮（2）

　　　　　〔演題219　・一　223〕　10：55～11：40　　座長　大濱　紘三（広島大・婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　第7会場「赤瑛」

　第1日　11月11日（木）午前

　　　　心理（1）

　　　　　〔演題224　一一　228〕　8：40～9：25　　座長　蔵本　武志（蔵本ウイメンズクリニック）

　　　　心理（2）

　　　　　〔演題229～233〕　9：25・一・10：・10　　座長　中西　正美（愛知医大・婦）

　　　　妊娠・流産・不育（1）

　　　　　〔演題234～238〕　10：10　一一　10：55　　座長　田中　忠夫（慈恵医大・婦）

　　　　妊娠硫産・不育（2）

　　　　　〔演題239　・一　243〕　10：55～11：40　　座長　倉智　博久（大阪大・婦）

　第2日　11月12日（金）午前

　　　　統計

　　　　　〔演題244～248〕　8：40　一一　9：25　　座長　齋藤　良治（弘前大・婦）

　　　　診断・検査

　　　　　〔演題249～254〕　9：25　一一　10：19　　座長　佐賀　正彦（聖マリアンナ医大・婦）

　　　　着床前診断

　　　　　〔演題255～259〕　10：19・・一・11：04　　座長　鈴森　　薫（名古屋市立大・婦）
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　　　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（示説発表）

　　　　　　　　　　　　　　　　第8会場「紅梅1」

第1日　11月11日（木）午前

　　　男性不妊（1）

　　　　〔演題Pl　・一　P6〕　　9：00～9：42　　座長　三浦　一陽（東邦大・泌）

　　　艦
　　　　〔演題P7～P12〕　9：42　一一　10：24　　座長　山野　修司（徳島大・婦）

　　　卵巣・性ホルモン

　　　　〔演題P13～P18〕10：24・一・　11：06　　座長　田辺　清男（東京歯大・婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　第9会場「紅梅2」

第1日　11月11日（木）午前

　　　男性不妊（2）

　　　　〔演題P19　一一　P24〕　9：00～9：42　　座長　渡辺　政信（昭和大・泌）

　　　その他

　　　　〔演題P25　・一　P31〕9：42～10：31　　座長　石塚　文平（聖マリアンナ医大・婦）

　　　卵・胚・絨毛

　　　　〔演題P32　一一　P35〕10：31～10：59　　座長　石渡　　勇（石渡産婦人科）
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e

般　演
（ロ頭発表）

第1会場「橿光」

題

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　ART（1）

〔演題1～4〕8：40～9：16　座長　伊吹 令人（群馬大・婦）

●

ゆ

1．

2．

3．

4．

Gn－RH　analogue併用hMG＋hCG周期におけるPremature　luteneizationと子宮内膜エコーパターンおよ

びIVF－Eコ「の成績について

　　　　　　　　　　　　　　　国立大蔵病院産婦人科　　○杉本　公平，秋山　芳晃

　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　　江崎　　敬，廣島　牧子，大浦　訓章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許山　浩司，松本　和紀，田中　忠夫

体外受精・胚移植の治療成績向上における年齢別検討

　　　　　　　　　　　　　　琉球大学医学部産婦人科　　○神山　　茂，宮城　博子，當間　　敬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野原　　理，金澤　浩二

ARTにおけるhCG切り替え日のestradiol値と妊娠の予後

　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター不妊治療部　　○本山　洋明，藤井　好孝

Long　Protocolにおける卵胞刺激開始時期はIVFの成績に影響を及ぼすか？　一固定日採卵法におけ

る検討一

　　　　　　　　　　　　　　濁協医科大学産科婦人科　　○田中壮一郎，正岡　　薫，根本　　央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河津　　剛，稲葉　憲之

o

o

　　　　　ART（2）

〔演題5～8〕9：16～9：52　座長　斉藤 英和（山形大・婦）

5．

6．

7．

8．

余剰胚の体外発育と妊娠成立との関連性

　　　　　　　　　　　　　愛媛大学医学部産科婦人科　　○堀　　玲子，福井　敬介，吉本　　勲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

子宮内膜症性不妊におけるIVF－Er成績

　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　○鈴木　隆弘，和泉俊一郎，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善方　菊夫，奥脇　伸二，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，牧野　恒久

採卵前卵胞血流評価と妊娠予後

　　　　　　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター　○本田　育子，小林　善宗，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院中央検査室　　　中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

IVF－ET後の予後調査　一月経周期変化，乳腺腫瘍，卵巣腫瘍および子宮腫瘍の発生について一

　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産科婦人科　　○小松　1正代，福田　　淳，村田　昌功

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　　仁，熊谷　暁子，河村　和弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児iく　英也，田中　俊誠

o

●

●



暫

●

■

●

◎

の

■

●

（333）43

　　　　　　ART（3）

〔演題9～13〕9：52～10：37　座長　木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大総合医療センター・婦）

9．凍結・融解胚移植の妊娠率に及ぼす諸要因の検討

　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○蔵本　武志，元石　睦郎，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅林　ツナ，江頭　昭義，福田貴美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東島　利紀

10．少数の精巣精子の凍結保存法に関する検討

　　　　　　　　　　　　名占屋市立大学医学部産科婦人科　　○鈴木　規敬，青lll和史，鈴木　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　剛，松原　寛和，生田　克夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴森　　薫

11．凍結融解胚移植法と新鮮胚移植法による妊娠例における移植胚グレードの比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○西原　卓志，道L　　敬，山崎　雅友

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　當仲　11三丈，熊谷明希子，朴木　和美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　英煕，河本　明子，河田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作，森本　義晴

12．亟症OHSS　j”防を］的とした全胚凍結保存の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二宅医院　　○國方　建児，浅野　敦之，安部　和美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原由美，粟井啓子，沖津摂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　智｛介，三宅　　馨

13．OHSS重症化予防のための受精卵全凍結の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○ヒ畑みな子，越知　正憲，横井　寿江

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　　　山口　陽子，金倉　洋一，米谷　国男

　　　　　　　　ART（4）

〔演題14～18〕10：37～11：22　座長　小林 俊文（聖母病院・婦）

14．体外受精／顕微授精の卵巣刺激直前の小卵胞計測によるpoor　responder予測の試み

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○山下　瑞穂，中川　浩次，中坂　尚代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　淳子，山野　修司，青野　敏博

15．ARI「における新鮮移植胚数の制限による臨床的有効性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学分娩新生児部

　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門

16．子宮筋腫合併不妊患者に対する新しいARTの試み

　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科

○田路　秀明，濱田ゆかり，香山　浩二

　繁田　　実

　長谷川昭子

○遠藤　由紀，平川　隆史，小林　淳郎

　上条　隆典，伊藤　理廣，関　　守利

　伊吹　令人



44（334）

　17、精子先体反応からみたAIH，　HITの限界

　　　　　　　　　　　　　　　　広島大学医学部産科婦人科　○香月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絹谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大濱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己斐産婦人科　　　己斐

　18．当帰荷薬散を併用したクロミフェン単独刺激体外受精の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳川レディスクリニック　○稲垣

19．

20，

21．

22，

23．

第2日　11月12日（金）午前

9：史，h田

正之，金子

絃三

秀豊

資郎

　　　　　　　　AIH

〔演題19～23〕8：40～9：25　座長　佐藤

克典，岡野真・郎

朋子，原　鐵晃

章（福島県立医大・婦）

改良型人1二受精における妊娠率のヒ昇

　　　　　　　　　　　　　加藤レディースクリニック　○貝嶋　弘恒，皐元

当院における配偶者聞人L授精の治療成績の解析

　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック　○柳谷　千絵．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸

施行回数からみたAIHの有効性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院産婦人科　○和田　　篤，岡本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　寛和

AIHの限界とARTへの移行時期

　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○東島　利紀，坂田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉岡美智代，元石

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

当院でAIHを施ffした症例の転帰と］VFへ切り換えた症例の妊娠1ワ後

　　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院産婦人科　　○片ll1恵利r－．北村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f可川　宇啓，杉山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢澤　聡美t岩川

　　　　　　　ART（9）

〔演題24～28〕9：25～10：10　座長　田中

章占t加藤　　修

加藤由加1翌，岩淺ゆき穂

河野　　11f

愛，梅林　ツナ

睦郎，福田貴美r一

誠司．竹原　祐志

　武，飯田　悦郎

真r－，伊藤久美子

温（セントマザー・婦）

24．TESE－ICSI目的の非閉塞性無精臼ltl症例からのより侵襲の少ない精巣内精r回収法

　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科　○福ft義将．福井　淳史，坂本　知巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　俊策，齋藤　良治

25．1day　old　ICSI胚の発生能について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越田クリニック　○片山　弥佳，今野　　彰t望〔真佐f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ田裕美r－，越田　光伸

26．凍結融解精巣精子を用いて施行したICSIの治療成績

　　　　　　　　　　　　　　生長会府中病院不妊センター　○浜片　晴喜，加藤　浩志，半田　雅文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野尻恵孔島田知代，原田真木f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林真郎，礒島　晋三
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27．ICSIにおける胚移植時期（2日目，3日目）の検討

　　　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○末永　昭彦，太田　綾子，大須賀　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，堤　　　治，岡垣　竜吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百枝　幹雄，矢野　　哲，武谷　雄二

28．ICSI法によりマウス卵に授精させたヒト形態正常精子の染色体異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学生物学　○渡邉　誠二，上口勇次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（10）

　　　　　　　　　　　　〔演題29～33〕10：10～10：55　座長　堂地　　勉（鹿児島大・婦）

29。クラインフェルター症候群に対する顕微授精の臨床成績

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック　○加藤由加里，柳谷千絵，岩淺ゆき穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸

　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部泌尿器科　　　山本　泰久，Nicolaos　Sofikitis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　征男

30．Y染色体長腕上AZF領域の微小欠失がICSIにより男児へ移行する可能性についての検討（分娩時膀

　　帯血を用いて）

　　　　　　　　　　　　　　生長会府中病院不妊センター　　○加藤　浩志，浜井　晴喜，半田　雅文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野尻　恵子，島田　知代，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林真一郎，礒島　晋三

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所　　　中田　祐子

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　小森　慎二，香山　浩二

31．後期精子細胞注入（ELSDの臨床成績向上のための新しい試み　一後期精子細胞の凍結保存および注

　　入前の卵子の電気刺激一

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本　智子

32．非モザイク型Klinefelter症候群無精子症のICSIによる妊娠の1症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院産婦人科　○本田　徹郎，玉井　彦明，中堀　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院検査部　　高橋　　司，磯崎八重子

33．脊椎損傷患者における顕微授精法の応用

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　　○中江　光博，沖　　利通，丸田　邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑波田理樹，山崎英樹，堂地勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題34～38〕10：55～11：40　座長　津端　捷夫（日本大・婦）

34．不妊症におけるクラミジア感染と抗精子抗体との関連について

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　○霞　　弘之，脇本　栄子，田路　秀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学分娩新生児部　　　繁田　　実
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　35．Chlamydia属による免疫学的卵管障害および，抗HSP60kDa抗体と卵管性不妊症の発症との相関につ

　　　いての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科　○中部　　健，野口　靖之，佐藤　英子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　　将，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　正美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒲郡市民病院産婦人科　　　保條　説彦，岡本　俊充

　36．HIV感染患者精液におけるウイルスの存在についての検討

　　　　　　　　　　　国立国際医療センター病院産科婦人科　〇五味淵秀人，井上　　潤，箕浦　茂樹

　　　　　国立国際医療センターエイズ治療研究開発センター　　立川　夏夫，岡　　慎一

　　　　　　　　　　　国立感染症研究所エイズ研究センター　　　吉原みな子

　37．クロミフェン服用中に卵巣境界悪性腫瘍と診断された不妊症の2例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　○山下　能毅，奥田　弘賢，岡本由記子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺井　義人，鈴木　佳彦，後山　尚久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植木　　實

　38．不妊治療後の妊娠中に判明した筋緊張性ジストロフィーの3症例

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　　○戸田　　繁，水谷　栄彦

　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部周産母子センター　　板倉　敦夫，安藤　寿夫

　　　育成会成田病院産婦人科

名古屋第二赤t・字病院産婦人科

第2会場「黄雲」

上條　浩子，成田　　収

山室　　理

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　　　ART（5）

〔演題39～44〕8：40～9：34　座長　田中 俊誠（秋田大・婦）

■

o

■

e

●

39．新鮮胚盤胞移植と比較した，ホルモン補充周期を利用した凍結融解胚盤胞移植の有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○越知　正憲，上畑みな子，横井　寿江

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　　　山口　陽子，金倉　洋一，米谷　国男

40．当院における胚盤胞移植の試み

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○江頭　昭義，元石　睦郎，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅林　ツナ，福田貴美子，東島　利紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

41．自然周期採卵における胚盤胞培養の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディースクリニック　○寺元　章吉，内山　　男，桑山　正成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニテイクリニック　　高塚　亮三，道倉　康仁

42．当科におけるday・5　ET（胞胚期胚移植）の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　済生会高岡病院産婦人科　○副田　善勝，高木紀代美

43．ヒト胚における2細胞から胚盤胞にいたる各発育段階での染色体異常発生頻度

　　　　　　　　　　高度医療技術研究所・中央クリニック　○大野　道子，鈴木　香織，林　　明美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　和政，荒木　康久，本山　光博

o
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44．Day4／5ETにおける臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科　　○塩川　素子，安部　裕司，中野由起子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，伊藤嘉奈子，池永　秀幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間崎　和夫，久保　春海，平川　　舜

　　　　　　　　　　　　　　　　　都立荏原病院産婦人科　　　雀部　　豊，前田　光士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（6）

　　　　　　　　　　　　〔演題45～49〕9：34～10：19　座長　中村　幸雄（杏林大・婦）

45．胚盤胞移植：反復不成功例を対象として

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　　○京野　廣一，千葉せつよ，佐藤　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾　優子，福永　憲隆，針生　光夫

46．Conventional　IVFにおける受精率に影響を及ぼす媒精因子の検討

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　　○中西　　豊，近藤　育代，山原　　昇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　誠哉t正橋　鉄夫，水谷　栄彦

　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部周産母子センター　　　安藤　寿夫

47．凍結胚移植の成績

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○佐藤　智子，千葉せつよ，松尾　優子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福永　憲隆，針生　光夫，京野　ee　－

48。移植胚の選択基準に関する研究

　　　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター不妊治療部　○藤井　好孝，本山　洋明

49．胚の緩速凍結法における融解法の影響

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　○田中　宏明，久慈　直昭，堀井　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨宮　　香，高垣　栄美，松［1］紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福地　智恵，浜谷　敏生，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒田優佳子，末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（7）

　　　　　　　　　　　　〔演題50～54〕10：19～11：04　座長　田中　憲一（新潟大・婦）

50．繰り返しIVF－ET不成功例に対するAssisted　hatchingの試み

　　　　　　　　　　　　　　　立川綜合病院不妊センター　○水澤　直人，小玉真由美，服部　和裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　立川綜合病院産婦人科　　　平澤　浩文，小林　弘子，荒川　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　明生

51．反復着床不成功例に対するAssisted　hatchingとステロイド投与の有効性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　生長会府中病院不妊センター　○半田　雅文，加藤　浩志，浜井　晴喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野尻　恵子，島田　知代，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林真一郎，礒島　晋三

52．ICSIで授精した凍結胚へのAssisted　Hatchingについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗南病院産婦人科　　○本間　寛之，東口　篤司，金沢　朋扇

53．体外受精由来マウスにおける誘発SCE（姉妹染色分体交換）の発生頻度

　　　　　　　　　　　　　　　東京農業大学生物産業学部　○伊藤　雅夫，下井　　岳，橋詰　良一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　淳志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユースキン製薬　　　高嶋　俊継
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54．マウス胚におけるSCE検出による過排卵由来胚および体外受精由来胚の評価

東京農業大学生物産業学部

　　　　　ユースキン製薬

○下井　　岳，橋詰

　伊藤　雅夫

　高嶋　俊継

良一，鈴木　淳志

o

　　　　　　　　ART（8）

〔演題55～59〕11：04～11：49　座長　豊田 長康（三重大・婦）

55．正常精液所見にもかかわらずIVFで受精卵の得られない症例に行ったICSIの臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦人科　○小嶋康夫，舟本　　寛，橋本　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎田　佳子，新井　　昇，飴谷　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐竹紳一郎，中野　　隆，舘野　政也

56．体外受精一胚移植において受精卵が得難い難治性原因不明不妊夫婦に対する細胞質内精子注入法

　　（ICSDの有用性

　　　　　　　　　　　　　　　三重大学医学部産科婦人科　○与那覇　斉，野田　直美，竹内　茂人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箕浦　博之，豊田　長康

　　　　　　　　　　　　　鈴鹿回生総合病院不妊センター

　　　　　　　　　　　　　　　尚徳会星見ヶ丘クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　尚徳会ヨナハ総合病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会松阪総合病院

57，凍結解凍精巣・精巣上体精子を用いたICSI法の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　小田原ウイメンズクリニック

　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学泌尿器科

築城友加子，田窪伸一郎

浜口　元昭

西山　真人，田中　慶介，与那覇　尚

菅谷　　健

○武田　信好，中山

　田中　忠夫

　池本　　庸

朋子，小田原靖

58．精巣上体精子，精巣精子における顕微授精の成績および内分泌学的，病理組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　三重大学医学部産婦人科　　○竹内　茂人，箕浦　博之，与那覇　斎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　直美，二村　典孝，豊田　長康

　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿回生病院不妊センター　　　築城友加子，田窪伸一郎

59．精巣内精子を用いた卵細胞質内精子注入法のretrospectiveな検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○當仲　正丈，山崎　雅友，熊谷明希子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朴木　和美，道上　　敬，西原　卓志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　英煕，河本　明子，河田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作，森本　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産科婦人科　　　神崎　秀陽
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第2日　11月12日（金）午前

　　　　　子宮内膜症（1）

〔演題60～65〕8：40～9：34　座長　石丸 忠之（長崎大・婦）
の

●

●

●

60．子宮内膜症腹水中のSLPI（secretory　leukocyte　protease　inhibitor）の局在と産生機序の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　○森山　明宏，信永　敏克，緒方　　功

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河本　明子，古山　将康，東　　千尋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪警察病院　　　下屋浩一郎

61．子宮内膜症におけるグルタチオンペルオキシダーゼの発現

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産科婦人科　　○太田　博孝，田中　俊誠

62．子宮腺筋症の異所性内膜細胞におけるMMPsの発現様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学産婦人科　　○藤井　美穂，逸見　博文，木谷　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　俊明，工藤　隆一

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学第2解剖学　　　津金　端代，村上　　弦

63．子宮内膜症表在性病変と妊孕能

　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　○原田　　省，福田　靖子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江夏亜希子，伊藤　雅之，永野　順恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光成　匡博，津戸　寿幸，吉田　壮一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩部　富夫，寺川　直樹

64．卵巣チョコレート嚢腫による不妊症例に対する腹腔鏡下摘出手術治療の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科　○中山　邦章，加藤　　清，小西　郁生

65．子宮内膜症合併不妊症患者における卵管内病変の検討

　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター　○小林　善宗，本田　育子，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院中央検査室　　　中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

　　　　　子宮内膜症（2）

〔演題66～71〕9：34～10：28　座長　植木 實（大阪医大・婦）

●

■

66．子宮内膜症患者の腹腔内貯留液におけるStem　Cell　Factor（SCF）濃度の比較・検討

　　　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○甲賀かをり，大須賀　穣，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐敏雄，岡垣　竜吾，高井　　泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松見　泰宇，廣井　久彦，藤原　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百枝幹雄，矢野　　哲，武谷雄二

67．腹腔鏡下手術が子宮内膜症合併不妊に及ぼす治療効果

　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　○江崎　　敬，廣島　牧子，大浦　訓章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許山　浩司，松本　和紀，田中　忠夫

　　　　　　　　　　　　　　小田原ウイメンズクリニック　　小田原　靖

　　　　　　　　　　　　　　　楠原レディースクリニック　　楠原　浩二

68．子宮内膜症に対する低用量ダナゾール治療の臨床効果と骨密度への影響

　　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科　○安達　知子，斉藤　理恵，清水　聖子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　潤子，中林　正雄

●
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　69．子宮内膜症患者における腹水中精子回収試験の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○奥脇　伸二，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，善方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，牧野

　70，子宮内膜症腹膜病変におけるERα，　ERβmRNAの発現と局在の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部産婦人科　　○松崎　幸子，村上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上原　茂樹，矢嶋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学産婦人科　　　深谷　孝夫

　71．卵巣子宮内膜症におけるER一βおよびERαmRNAの発現の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科　　○坂口　英樹，藤本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉舎　輝彦

72．

73．

74，

75．

76．

77．

　　　　　　　環境ホルモン

〔演題72～77〕10：28～11：22　座長　堤

隆弘，和泉俊一一郎

菊夫，村野　孝代

恒久

節，横溝　　玲

聰

次良，青木　生美

治（東京大・婦）

ラット穎粒膜細胞における2，3，7β一tetrachlorodibenz（）－p－dioxin（TCDD）のLH受容体発現に対する影響

　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○平川　隆史，峯岸　　敬，安部　和子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　京子，伊吹　令人

　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学第二生化学　　　宮本　　薫

子宮内膜癌細胞株Hec　IにおけるビスフェノールAのエストロゲン受容体α，βを介した内分泌撹乱

作用について

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○廣井　久彦，堤　　　治，百枝　幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒澤　貴子，高井　　泰，武谷　雄二

子宮内膜症の有無とヒト子宮内膜におけるAh　receptorおよびdioxin関連遺伝子の発現

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　　〇五十嵐敏雄，大須賀　穣，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百枝　幹雄，安藤　佳代，松見　泰宇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣井　久彦，高井　　泰，岡垣　竜吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，矢野　　哲，武谷雄二

不妊女性における腹水中，血清中のダイオキシン類濃度

　　　　　　　　　　　　　愛媛大学医学部産科婦人科　　○福井　敬介，吉本　　勲，堀　　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

男性不妊患者における血中ダイオキシン濃度および各種パラメーターの検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○生月　弓子，高井　　泰，末永　昭彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐敏雄，岡垣　竜吾，藤原　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀　穣，百枝　幹雄，武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立環境研究所　　米元　純三，遠山　千春，森田　昌敏

　　　　　　　　　　　　　　東京大学分院産科婦人科堤治
ヒト脂肪組織中ダイオキシン類の検出と子宮内膜症の重症度による差異の検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○高井　　泰，生月　弓子，末永　明彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐敏雄，岡垣　竜吾，大須賀　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，百枝　幹雄，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　東京大学分院産科婦人科　　堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立環境研究所　　　橋本　俊次，米元　純三，遠山　千春
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第3会場「紅玉」

第1日　11月11日（木）午前

　　　　卵子・排卵・胚（1）

〔演題78～82〕8：40～9：25　座長　野田

（341）51

洋一（滋賀医大・婦〉

78．マウス卵のphosphodiesteraseのクローニング

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○漆川　敬治，苛原　　稔，青野　敏博

　　　　　　　　　　スタンフォード大学医学部婦人科産科　　Marco　Conti

79．排卵前期におけるGranulocyte　colony－stimulating　factor（（｝一・CSF）の卵胞内局所産生について

　　　　　　　　　　　　　　　　金沢医科大学産科婦人科　　○藤井　亮太，渡邉　之夫，吉田　勝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　利朗，井浦　俊彦，牧野田　知

80．卵および初期胚発育過程とテロメラーゼ活性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　　○金子　智子，戸屋真由美，齊藤　隆和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　英和，廣井　正彦

81．マウス胚のIn　vitroにおける卵黄嚢内血島出現についての研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡産婦人科病院　　○石渡　　勇，時枝由布子，井口めぐみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡千恵子，岡根　夏美

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科　　　木ロ　ー成

　　　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学解剖　　　立花　利公，橋本　尚詞，石川　　博

　　　　　　　　　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞　　佐藤　嘉兵

82．マウス2細胞期胚の発育におよぼすEGF，　TGF，　TNFの影響について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡産婦人科病院　　○石渡千恵子，石渡　　勇，時枝由布子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井口めぐみ，岡根　夏美

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科　　　木ロ　ー成

　　　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学解剖　　立花　利公，橋本　尚詞，石川　　博

　　　　　　　　　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞　　佐藤　嘉兵

　　　　卵子・排卵・胚（2）

〔演題83～87〕9：25・－10：10　座長　麻生 武志（東京医歯大・婦）

83．卵胞成熟および排卵過程におけるCSF－1の検討

　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科　　○西村佳与子，田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

　　　　　　　　　　　　Albert　Einstein　College　of　Medicine　　J．　W．　Pollard

84。各種hMG製剤におけるゴナドトロピン組成とその臨床的意義

　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学市原病院産婦人科　○合阪　幸三，民秋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梁　　善光，貝原

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　　森　　宏之

信幸，松浦　講平

史子，渡邉　剛也

　学
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　85．媒精後の精子除去が分割胚の状態におよぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院不妊センター

86．ヒト卵の受精，発育によるグルコース取り込み能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　JR東京総合病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学付属病院分院

　　　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科

87．受精卵の発育過程における脂質の関与について

　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科

川口市立医療センター

○隈本　　巧，河野由佳子，渡邉　英明

　石橋和加子，田内　悦子，野見山真理

　松本　ゆみ，小島加代子

○島内　昌仁

　堤　　　治

　森田　　豊，塩津　英美，藤原　敏博

　大須賀　穣，百枝　幹雄，矢野　　哲

　武谷　雄二

○田中　有紀，栃木　明人，膝　　嘉敏

　水谷　美貴，吉永　陽樹，宮川　康司

　津端　捷夫，佐藤　和雄

　栃木　武一

　　　　　卵子・排卵・胚（3）

〔演題88～93〕10：10　・一　11：04　座長　野嶽 幸正（昭和大・婦〉

88．Golden　Hamster未熟卵の体外成熟におけるLysophosphatidic　acid（LPA｝の効果

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○檜尾　健二，中坂　尚代，小松　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，山野　修司，青野　敏博

89．未成熟卵子の体外成熟培養（HCG投与が卵子の成熟，受精および発生に及ぼす影響）

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○遠藤あかね，桑山　正成，飯沼　紀江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田大，寺元章吉，加藤修

90．ヒト未成熟卵子の体外成熟・体外培養の試み

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　　○元石　睦郎，杉岡美智代，梅林　ツナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江頭　昭義，福田貴美子，東島　利紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

91．未成熟卵子の占める割合の高い症例における体外成熟培養の成績

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，井手　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　　楠　比呂志

92．ICSI治療周期における未成熟卵子の体外培養の有用性についての第2報　一卵丘細胞を付着したま

　　までの培養一

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○岩本　智子，田中　　温，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基，馬渡　善文，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，高崎　博幸，井手　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　　楠　比呂志

93．腹腔鏡検査時採取ヒト未成熟卵子の体外成熟に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院中央検査室　　○白井安砂子，中川さおり，迫田　祐子

　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター　　本田　育子，小林　善宗，井上　正人
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　　　　　卵子・排卵・胚（4）

〔演題94～97〕11：04～11：40　座長　深谷

（343）53

孝夫（高知医大・婦）

ヒト未受精卵子のガラス化保存

　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック○桑山正成，加藤修

胎児卵巣におけるアポトーシス

　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部産科婦人科　　○門脇　正裕，村上　　節，佐藤　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　聡一，鬼怒川知香，矢嶋　　聰

　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学産婦人科　　　深谷　孝夫

卵巣組織器官培養中の卵胞形態分類

　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○森本　義晴，當仲　正丈，山崎　雅友

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西原　卓志，道上　　敬，岩本　英煕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河本　明子，河田　　淳，福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産科婦人科　　堀越　順彦，神崎　秀陽

割球生検後の胚凍結保存　一Vitrifrlcation法とslow　cooling法の比較一

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　　○丸田　邦徳，沖　　利通，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑波田理樹，中江　光博，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

　　　　　　　　　　　　第2日　11月12日（金）午前

　　　　　　　　　　　　　　　　中枢性ホルモン

　　　　　　　　　　〔演題98～103〕8：40～9：34　座長　森　　宏之（帝京大・婦）

98．GnRH産生細胞株GT1細胞におけるgalaninおよびgalanin　receptorの遺伝子発現

　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部産婦人科　　○榊原　秀也，吉田　　浩，大河内千鶴子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒木　恵子，多賀　理吉，平原　史樹

99．摂食促進物質オレキシンのLHパルス状分泌に及ぼす影響の検討

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○田村　貴央，守屋麻知子，岡田　典子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也，漆川　敬治，安井　敏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野敏博

100．ラット視床下部ニューロンにおけるoxytocin（OT）とestrogen　receptor一β（ER一β）の共存：免疫組織化

　　学的方法

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　○深澤みゆき，味香　勝也，森　　宏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖永　荘一

101．GnRhaによる内因性LH誘発を利用した排卵誘発法

　　　　　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院産婦人科　　○清水　　篤，楢林　充子，藤原　紹生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依田　　暁，杉藤　裕美，大久保和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　俊男，高橋　　諄，野嶽　幸正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡市医師会　　藤原　義倶

102．GnRH　analog＋hMG＋hCG療法で妊娠に至った変異LHを有する高度卵巣機能不全の1症例

　　　　　　　　　　　　　　　　島根医科大学産科婦人科　　○高橋健太郎，江田　芳美，岡田　正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉，宮崎　康二
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　103．ドパミン作動薬の長期使用中に月経期だけに一致した周期的高プロラクチン血症を示したマクロプ

　　　ロラクチネミァの症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　聖粒会慈恵病院産婦人科　　○小山　伸夫，蓮田　太二

　　　　　卵巣・性ホルモン（1）

〔演題104～108〕9：34～10：19　座長　本庄 英雄（京都府立医大・婦）

104．ラット黄体のGrowth　homlone誘発apoptosisとmitotic　catastropheについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学産婦人科　○木谷　　保，遠藤　俊明，逸見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤妙恵子，北島　義盛，西川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真名瀬賢吾，工藤　隆一

105．RU486によるヒト黄体化穎粒膜細胞のプロゲステロン産生とアポトーシス発生率への影響

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○松原　寛和，尾崎　康彦，青山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　由佳，鈴木　規敬，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生田　克夫，鈴森　　薫

106．ラット排卵機構におけるGRO／CINC－1の動態とその調節

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○牛越賢治郎，福持　光男，田村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也，漆川　敬治，安井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野　敏博

107．ヒト黄体におけるsuperoxide　dismutase（SOD）発現の月経周期と妊娠に伴う変化

　　　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部産科婦人科　　○滝口　修司，杉野　法広，樫田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苅部綾r－，高山尚子，山縣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　康彦，加藤　　紘

108．卵胞液中TGFβ1（Transforming　groWth　factor一β1）とステロイドホルモンの相関

　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部産科婦人科　　○伊藤　　桂，嘉藤　貴子，駒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関谷　宗英

　　　　　卵巣・性ホルモン（2）

〔演題109～112〕10：19～10：55　座長　玉舎 輝彦（岐阜大・婦）

博文

　鑑

和史

　剛

貴央

敏之

史郎

芳明

大
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109．XOマウスにおける加齢にともなう卵巣機能の変化

　　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　　○石田　恵理，石塚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　要，阿部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨宮　　章

　　　　　　　　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞学　　佐藤　嘉兵

110．ヒト黄体化穎粒膜細胞における酸素ストレス調節機構の検討

　　　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科　　○笠井　健児，宮崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰岸　一宏，吉村

111．PGF2、惹起黄体退縮モデルにおける酸化ストレスと白血球の関与

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○峰岸　一宏，宮崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　健児，吉村

112．サイクロホスファミド（CPM）による卵巣機能障害症例の排卵誘発に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　九州大学医学部婦人科産科　　○安藤　文隆，緒方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎　雅裕，中野

文平，谷内　麻子

有子，栗林　　靖

豊彦，谷垣　伸治

泰典

豊彦，谷垣　伸治

泰典

りか，古恵良桂子

仁雄

o

o
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　　　　　　　　その他（2）

〔演題113～115〕10：55～11：22　座長　宮川

（345）55

勇生（大分医大・婦）

113．ターナー症候群患者の骨形成に対する成長ホルモンおよび卵巣性ステロイドホルモンの効果

　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部周産母子センター　○菅沼　信彦

　　　　　　　　　　　総合上飯田第一病院不妊センター　　安藤　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　刈谷総合病院産婦人科　　　廣岡　　孝

　　　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　　若原　靖典

　　　　　　　　　　　　　　　　市立半田病院産婦人科　　古橋　　円

114．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）における血中レプチンと卵胞液レプチンに関する検討

　　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部産科婦人科　　○結城　広光，野田　隆弘，村上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢嶋　　聰

　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学産科婦人科　　　深谷　孝夫

115．レプチンの卵胞発育に関する研究（IGF－1－GH系を利用した細胞増殖能に対する影響）

　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科　　○菊池　信正，安藤　一道，山田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹　令人

第4会場「紫雲」

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　　男性不妊（1）

〔演題116～121〕8：40～9：34　座長　竹中

節

清彦

生昌（香川医大・泌）

116．乏精子症に対するメチルコバラミンを主とした薬物療法の長期投与例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　横浜赤十字病院泌尿器科　　○岩崎　　晧

　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　　木下　裕三，斎藤　和男，小川　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯村　　寧，菅野ひとみ，佐藤　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂坂　正彦

117．　Triple　Stain法を用いた異なる精液処理法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学検査室　　○野口　千恵，枳山　智子

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科　　三室　卓久，中川　潤子，安達　知子

　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　　岩下　光利

118．Clonidine経口投与治療

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学泌尿器科　　○寺田　央巳，鈴木　和雄，藤田　公生

119．精索静脈瘤に対する顕微鏡下内精索静脈結紮術の検討：2術式（外鼠径輪下切開到達法と鼠径管下

　　半切開到達法）の比較

　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院泌尿器科　　〇七里　泰正

　　　　　　　　　　　　　　　京都大学医学部泌尿器科　　　奥野　　博，小川　　修
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　120．無精子症を伴うvaricocele症例に対する手術成績の検討

　　　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科

大船中央病院

○馬場

　松下

　岩本

　中野

克幸，西田

知彦，星野

晃明

　勝

智保，山川　克典

孝夫，矢島　通孝

121．高度乏精子症を呈する精索静脈瘤に対する手術療法の有効性：手術成績とその予測因子

　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院泌尿器科　　○小倉　啓司，大久保和俊，荒井　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院泌尿器科　　　武縄　　淳

N

■

　　　　　　　男性不妊（2）

〔演題122～126〕9：34～10：19　座長　奥山 明彦（大阪大・泌）

122．精巣外傷後の造精機能

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　○鈴木　啓悦，小宮　　顕，清水　亮行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　孝一，川名　庸子，市川　智彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　晴夫

123．男子不妊症に対する漢方製剤を中心とした非内分泌療法の臨床効果の検討

　　　　　　　　　　　　日本大学練馬光が丘病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　国立甲府病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　日本大学板橋病院泌尿器科

124．精液所見不良症例に対する弁証論治による漢方療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和薬科大学病態科学

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科

○佐藤

　林

　吉田

○田村

　石川

　兼子

安男

志隆

利夫，石田 肇，岡田　清己

哲彦，田代　真一

博通，宮地　系典

　智

125．GnRHアナログ経鼻投与が有効であった低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部泌尿器科

126．精路再建術後，約47％に自然妊娠の可能性

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第一泌尿器科

〇三浦　秀信，北村　雅哉，高尾　徹也

　中村　吉宏，坪庭　直樹，山中　幹基

　東田　　章，西村　憲二，松宮　清美

　奥山　明彦

○永尾　光一，鈴木　久里，上田　　建

　吉田　　淳，黒田加奈美，三浦一陽

　石井　延久

　　　　　　　　男性不妊（3）

〔演題127～130〕10：19～10：55　座長　永尾 光一（東邦大・泌）
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127．精子不動化試験（SIT）のデジタル化表示について

　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門

兵庫医科大学産科婦人科

○長谷川昭子，小森

　香山　浩二

　濱田ゆかり

慎二，繁田　　実
゜1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（347）57

128．日本人正常男性の生殖機能の現状　一精子濃度測定法の統…化と自動解析装置を用いた解析法の検

　　討一

　　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科　○吉池　美紀，西田　智保，馬場　克幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野沢資亜利，岩本　晃明

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部衛生学

129．CASAを用いた精子機能検査の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科

130．精子自動分析装置による精子運動能と妊孕性

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科

川鉄千葉病院泌尿器科

　旭中央病院泌尿器科

　　　　　　　　男性不妊（4）

〔演題1　31～134〕10：55～11：31

兼子　　智，田辺清男

伊津野　孝

○小川

　内田

　笠井

○清水

　鈴木

　伊藤

　川名

　鈴木

恵吾，山中　智哉，大田　昌治

雄三，永井聖一郎，水野　薫子

　剛，星　　和彦

亮行，桝井　　眞，小宮　　顕

啓悦，鈴木　孝一，市川　智彦

晴夫

庸子，始関　吉生

規之，村上　信乃

座長　布施　秀樹（富山医薬大・泌〉

131．ヒト精子の細胞内カルシウムイオン濃度（［Ca2＋］i）に対する精漿の影響

　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学産科婦人科　　○水口　玲子，清水　康史，麻生　武志

132．精漿中のsecretory　leukocyte　protease　inhibitorおよび穎粒球エラスターゼと精子運動率との関連性

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○前川　正彦，笠井　由佳，吉川　修司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　哲史，鎌田　正晴，青野　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀間クリニック　　　儀間　裕典

133．閉塞性無精子症の診断における精漿α一グルコシダーゼの有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　〇六車　光英，日浦　義仁，檀野　祥三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　一郎，松田　公志

134．精漿中のUbiquitin化蛋白の同定について

　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　○廣嶋　牧子，許山　浩司，江崎　　敬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大浦　訓章，松本　和紀，田中　忠夫

第2日　11月12日（金）午前

　　　　　　男性不妊（5）

〔演題135～139〕8：40～9：25　座長　穂坂

135．ブタ体外成熟卵子を用いたヒト円形精子細胞の判定法の開発

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○内山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京農業大学　　　中澤

正彦（横浜市立大・泌）

一男，桑山　正成，加藤　　修

庸子，百目鬼郁男
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　136．Sertoli　cell　only　syndromeにおけるセルトリ細胞数の経時的変化について

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部泌尿器科　　○山崎　隆文，藤澤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堅田　明浩，神崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　　弘，荒川

　137．精子抗原ペプチドYAL198発現サルモネラ菌を用いた遺伝子経粘膜ワクチン

　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　○山本　哲史，笠井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝川　稚也，前川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

　138．精巣内精子診断目的としてTestiocular　touch　preparetion　cytologyの検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科　　○渡辺　政信，北村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生　太行，坂本

　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部病理科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅ヶ丘産婦人科

139．男性不妊症患者の精巣生検組織におけるTIP　49　aの発現

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎原爆病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部第三解剖

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学理学部

　　　　　　　男性不妊（6）

〔演題140～144〕9：25～10：10

140．Y染色体のAZFc領域におけるゲノム遺伝子の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　府中病院不妊センター

141．・47XXYにおけるY染色体微小欠失の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部泌尿器科

142．男性不妊症患者におけるDAZ／DAZLA遺伝子の発現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名城病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部泌尿器科

愛北病院泌尿器科

九島　巳樹

辰巳　賢一

正人，土橋　正樹

正徳，山中　邦人

創一，守殿　貞夫

由佳，吉川　修司

正彦，鎌田　正晴

朋之，五十嵐　敦

英雄，吉田　英機

○江口　二朗

　小路　武彦

　野俣浩一郎，金武　　洋

　田村　隆明

座長　伊藤　晴夫（千葉大・泌）

○小森

　中田

　加藤

慎二，山田　昌代，香山　浩二

祐子

浩志，磯島　晋三

○舘野　　正，笹川五十次，安達　裕一

　都丸　政彦，中田　瑛浩

○田貫　浩之，岡村　武彦

　佐々木昌一，小島　祥敬，神谷　浩行

　池内隆人，郡健二郎

　山本　洋人

143．ヒト精子細胞膜におけるエストロゲン結合部位についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科　　○大田　昌治，平田　修司，山中　智哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　豪紀，内田　雄三，正田　朋子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井聖一郎，水野　薫子，小川　恵吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　　剛，星　　和彦

144．ヒト射出精子におけるエストロゲン受容体（ER）βmRNAの検出ならびに5’一非翻訳領域の構i造解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科　○正田　朋子，平田　修司，岩本　豪紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大田　昌治，星　　和彦
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　　　　　　　精巣・性ホルモン

〔演題145～149〕10：10～10：55　座長　梅田

（349）59

隆（帝京大・泌）

145．実験的精索捻転症における患側精巣の細胞傷害の機序

　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部泌尿器科　　○白石　晃司，内藤

146．精巣腫瘍に対する大量化学療法後の妊孕能に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科　　○伊藤　直樹，高木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立木　　仁，塚本

147．停留精巣の造精障害に対する抗酸化剤アロプリノールの抑制効果について

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産婦人科　　○熊谷　暁子，児玉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　昌功，熊谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠

148．ヒト精細管内におけるEndothelial　nitric　oxide　synthase（eNOS）の局在について

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部泌尿器科　　○山中　邦人，藤澤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堅田　明浩，岡田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

149．ノックアウトマウスを用いたBc16の精巣・卵巣における機能解析

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　○小島　聡子，市川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　　顕，伊藤

　　　　　　　　　　千葉大学大学院医学研究科分化制御学　　徳久　剛史

第5会場「青葉」

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　　精子・排精（1）

〔演題150～155〕8：40～9：34　座長　石川

克輔

誠次，木村　　慎

泰司

英也，福田　　淳

　仁，河村　和弘

正人，山崎　隆文

　弘，荒川　創一

智彦，鈴木　啓悦

晴夫

博通（東京歯大・泌）

150．ヒト精子μ一カルパイン活性化の受精能獲得における意義

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○尾崎　康彦，生田

　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立城西病院産婦人科　　　青木　耕治

151．運動精子と精液中活性酸素との関連性に対する検討

　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　○湯村　　寧，岩崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科　　　友田　岳志，広川

152．媒精に用いた洗浄・濃縮精子における精子形態評価

　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科　　○木村　秀崇，福井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福士　義将，藤井

153．精子形態異常と精子核膨化能の検討　一ハムスター卵細胞質注入法を用いて

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○大澤　淑子，末岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀井　雅子，高垣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院産婦人科　　　岩田　壮吉

克夫，鈴森　　薫

　晧，齋藤　和男

和彦，穂坂　正彦

　信

淳史，山口　英二

俊策，齋藤　良治

　浩，久慈　直昭

栄美，雨宮　　香
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　154．DiamideAcridine　orange染色を用いた受精能とヒト精子核蛋白との関連性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科　　○橋本志奈子，片寄　治男，山田　宏子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田秀和，柳田薫，佐藤章
　155．還元型glutathione（GSH）を用いたマウス精子の酸化還元反応および透明帯接着能・受精能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科　　○水野　薫子，平田　修司，大田　昌治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　雄三，永井聖一郎，小川　恵吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　　剛，星　　和彦

　　　　　　　精子・排精（2）

〔演題156～160〕9：34～10：19　座長　田中 啓幹（川崎医大・泌）

156．精液所見による精子膨化能の相違の検証　一精子膨化能の受精能検査としての有用性一

　　　　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院産婦人科　　○岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　慶1悪義塾大学医学部産婦人科　　　末岡　　浩，大沢　淑子，吉村　泰典

157．男性不妊における抗酸化物質と精液所見について

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部産婦人科　　○鈴木　美奈，山本　泰明，松下　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田　雅俊，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉林　　工，田中　憲一

158．男性不妊における精巣内血流，および傍精巣血流の評価と精液所見について

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部産婦人科　　○山本　泰明，鈴木　美奈，松下　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田　雅俊，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉林　　工，田中　憲一

159．精巣腫瘍における妊孕能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　原三信病院泌尿器科　　○小野　誠之，小松　　潔，山口　秋人

160．エンドトキシンの精子運動能および活性酸素産生に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　大分医科大学産科婦人科　　○浦田憲一郎，楢原　久司，田中雄一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈須　家栄，河野　康志，宮川　勇生

　　　　　　　精子・排精（3）

〔演題161～165〕10：19～11：04　座長　柳田

161．精子凍結法における簡便性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院不妊センター

薫（福島県立医大・婦）

○田内　悦子，隈本　　巧，河野由佳子

　渡邉　英明，石橋和加子，野見山真理

　松本　ゆみ，小島加代子

162．ICSIにおけるPVP，各種酵素の精子に与える影響の検討

　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　　○福井　淳史，藤井　俊策，木村　秀崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　英二，福士　義将，齋藤　良治

163．ヒト精子先体反応へのアデノシンA1，　A2受容体作働薬および拮抗薬の影響

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　　　　　　　明治薬科大学薬理科

　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科

○兼子　　智，郡山

　黒島　正子，宮越

　斉藤　敏樹，竹内

　黒田優佳子

　智，赤星　晃一

　敬，田辺　清男
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164．ガリン・プロタミンを持つトランスジェニックマウス精子を用いた検討

　　　　　　　　　　　　　　　総合会津中央病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　ハワイ大学解剖学・生殖生物学

165．頚管粘液中の金属と不妊との関連

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科

○呉竹　昭治

　木村　康之，片寄

　柳田　　薫，佐藤

　柳町　隆造

○鳴瀬　夕子，柳田

　片寄　治男，山田

　林　章太郎，佐藤

　　　　　　　　　　培養液

〔演題166～169〕11：04～11：40　座長　井上

166．培養液中Endotoxinの影響

聖隷浜松病院不妊センター

　　　日本ミリポア株式会社ラボラトリーウォーター事業部

167．ヒト体外受精aCSD胚の体外発生用メディウムの検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場

168．電解質除去培養液によるヒト精子の冷蔵保存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院中央検査室

　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター

169．亜鉛，銅がヒト精子運動性に与える影響

　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科

○佐藤

　西村

　石井

（351）61

治男，矢沢　浩之

　章

　薫，矢沢　浩之

宏子，橋本志奈子

　章

正人（山王病院・婦）

和文，藤田　智久，西垣　　新

　満

直恵

○田中威づみ，田中

　粟田松一郎，馬渡

　岩本　智子

　楠　比呂志

　温，永吉　　基

善文，井手　紀子

○中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

　本田　育子，小林　善宗，井上　正人

○山田

　矢沢

　佐藤

第2日　11月12日（金）午前

宏子，片寄　治男，橋本志奈子

浩之，林　章太郎，柳田　　薫

　章

　　　　　　　　　PCO

〔演題170～173〕8：40～9：16　座長　平川 舜（東邦大・婦）

170．多嚢胞性卵巣（PCO）症候群における卵巣超音波所見と視床下部一下垂体一副腎系機能との関係

　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部産婦人科　　○村瀬真理子，近藤　芳仁，石川　雅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島　邦僚，松本　加代，横井　夏子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田万里郎，多賀　理吉，植村　次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平原　史樹

171．凍結胚移植におけるクロミフェン無効PCOS症例に対する腹腔鏡下電気焼灼術の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○永吉　　基，田中　　温，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本　智子
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　172．肥満を伴う多嚢胞性卵巣症候群にみる高脂血症について

　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学佐倉病院産婦人科　　○木ド　俊彦，矢野ともね，大高　　究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　元博

　173．　PCOs患者から採取した未成熟卵子の体外成熟培養

　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○森田　　大，桑山　正成，橋本恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OHSS

　　　　　　　　　　　　〔演題174～178〕9：16～10：01　座長　植村　次雄（藤沢市民病院・婦）

　174．血清中pregnancy　associated　plasma　protein　AのIVF－ET周期におけるOHSS発症予測マーカーとして

　　　の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科　　○鈴木　良知，福嶺　紀隆，臼田　三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　カー一一，伊東　宏絵，井坂　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山　雅臣

　175，卵巣過剰刺激症候群モデルラットにおけるプロゲステロン，vascular　endothelial　growth　factor（VEGF）

　　　の関与について

　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科　　○石川　勝康，大場　　隆，田中　信幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　講平，岡村　　均

　176．ラット卵巣過剰刺激症候群モデルにおいてhCGの代わりにLHを用いたときの血管透過性の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科　　○鄭　　俊明，松浦　講平，石川　勝康

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　信幸，岡村　　均

　177．重症OHSSに対する腹水濾過濃縮再輸注療法の検討

　　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　○長井　智則，伊東　宗毅，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　直樹，石原　　理，関　　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省，木下　勝之

　178．脳梗塞を併発した卵巣過剰刺激症候群に対し持続硬膜外麻酔が著効を示した一例

　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院産婦人科○藤原紹生，清水篤，依田暁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢林　充子，杉藤　祐美，大久保和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　俊男，高橋　　諄，野嶽　幸正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生殖免疫

　　　　　　　　　　　〔演題179～184〕10：01～10：55　座長　牧野　恒久（東海大・婦）

179．卵巣内Prostaglandin　endoperoxide　synthase（PGS）発現調節機序

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　○矢崎　智子，安藤　　索，尾崎　恒男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝又木綿子，小菅　浩章，高橋　康一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

　180．正常月経周期における子宮内膜および妊娠初期脱落膜のTh　1・Th2系細胞の変化

　　　　　　　　　　　　　　　愛媛大学医学部産科婦人科　　○吉本　　勲，福井　敬介，堀　　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

　181．Tリンパ球の妊娠維持機構のおける役割について（トランスジェニックマウスを用いた実験的検討）

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○善方　菊夫，和泉俊…郎，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，見常多喜子，牧野　恒久
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182．子宮内膜NK細胞サブポピュレーションに関わるTh細胞優位性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　○山口　英二，藤井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　秀崇，福士

183．キニノーゲンを認識する抗PE抗体の結合部位

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○勝沼　潤子，杉

184．ラットにおけるEarly　pregnancy　factorとchaperonin　10の相同性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産婦人科　○河村　和弘，福田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　昌功，熊谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠

第6会場「紺青」

第1日　11月11日（木）午前

俊策，福井　淳史

義将，齋藤　良治

俊隆，牧野　恒久

淳，児玉　英也

仁，熊谷　暁子

　　　　　　　　手術（1）

〔演題185～188〕8：40～9：16　座長　雨宮　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・婦）

●

●

185．先天性副腎過形成女性の手術療法について

　　　　　　　　　中国協和医科大学北京協和病院産婦人科　　○郁　　　碕

　　　　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部産婦人科　　高瀬規久也，星合　　昊

186．ビアルロン酸架橋ゲル（SI－4403）の癒着防止効果の検討

　　　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部産科婦人科　　○辻　　　勲，高瀬規久也，平野富裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅本　雅彦，李　　　捧，郁　　　碕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向林　　学，三橋　洋治，星合　　昊

187．術後早期腹腔鏡による保存的子宮手術後の骨盤内臓器の癒着に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜の町病院産婦人科　　○佐野　正敏，小野山一郎，大隈　明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福原　正生，渡邊　良嗣，中村　元一

188．当院における子宮外妊娠手術とその予後の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　太田西ノ内病院産婦人科　　○田村みどり

　　　　　　　　　手術（2）

〔演題189～193〕9：16～10：01　座長　桑原 慶紀（順天堂大・婦）

o

●

189．卵巣嚢腫摘出術後の排卵に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　島根医科大学産科婦人科　　○尾崎　智哉，高橋健太郎，江田　芳美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　正子，宮崎　康二

190．各種癒着防止剤の癒着防止効果ならびに腹膜再生への影響

　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科　　○長田　尚夫，角田　郁夫，藤井トム清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，佐藤　和雄

191．超音波凝固切開を用いた腹腔鏡下子宮筋腫核出術の経験

　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科　　○山田　清彦，上条　隆典，安藤　一道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹　令人

o
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　192．卵管鏡下卵管形成治療による妊娠成立例からみた新たな卵管不妊の治療指針

　　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○谷垣　礼子，末岡　　浩，松田　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋　慎一・，大澤　淑子，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭T吉村　泰典

　193．子宮移植の基礎的検討

　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系産婦人科　　○西田　正人，林　　陽子，高橋　秀元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　　篤，田中　奈美，久保　武士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院産婦人科　　　岡本　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　波崎済生会病院産婦人科　　　染谷　勝巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県西病院産婦人科　　　山内　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内視鏡（1）

　　　　　　　　　　　〔演題194～198〕10：01・・－10：46　座長　杉並　　洋（国立京都病院・婦）

194。マイクロラバロスコピー（細径腹腔鏡）の有用性　一術後癒痛の軽減と早期回復の観点から一

　　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○上条　隆典，山田　清彦，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　一道，伊吹　令人

195．チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術の問題点　一再発症例における検討一

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学佐倉病院産科婦人科　　○大高　　究，青木　　隆，川島　秀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桝谷　法生，難波安哉美，斎藤　智博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅　　潔，矢野ともね，木下　俊彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　元博

196．不妊症への細径腹腔鏡における5㎜オプティビュー⑪の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科　　○川瀬里衣子，明楽　重夫，山中　温子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　俊行，荒木　　勤

197．子宮外妊娠に対する各腹腔鏡下手術と待期療法の予後について

　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部産婦人科　　○高島　邦僚，石川　雅彦，近藤　芳仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村瀬真理子，松本　加代，横井　夏子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田万里郎，多賀　理吉，植村　次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平原　史樹

198．当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科　　○和田真一郎，佐藤　　修，首藤　聡子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日下　　剛，工藤　正尊，藤本征一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内視鏡（2）

　　　　　　　　　　〔演題199～203〕10：46～11：31　座長　遠藤　俊明（札幌医大・婦）

199．原因不明不妊症例に対する腹腔鏡検査後の不妊治療方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　○古屋　　智，塩田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道

恭子，山田　義治

200．腹腔鏡併用による卵管鏡下卵管形成術の有用性

　　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科　　○大橋　由政，澤田　富夫，多田　　伸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚田　和彦，大原　　聡
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201．当科における卵管鏡の使用経験

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　○沖　　利通，桑波田理樹，丸田　邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎英樹，中江光博，堂地勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

202．卵管性不妊に対する腹腔鏡下手術の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科　　○松下　　聡，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　正美

203．子宮鏡で見出された子宮内隆起病変と不妊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗南病院産婦人科　○東口　篤司，金沢　朋扇，本間　寛之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　雅也，高階　俊光

　　　　　　　　　　　　　　第2日　11月12日（金）午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題204～208〕8：40～9：25　座長　神崎　秀陽（関西医大・婦）

204．子宮内膜間質細胞の脱落膜化におけるエストロゲンTプロゲステロン，hCGの相互作用

　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学産科婦人科　　○笠原　恭子，高倉　賢二，竹林　浩一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　文則，野田　洋一

205．マウス子宮において胚着床により発現が正負の調節を受ける遺伝子のdifferentia1　display法を用いた

　　cDNAクローニング

　　　　　　　　　　　　　　　三重大学医学部産科婦人科　○箕浦　博之，竹内　茂人，野田　直美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与那覇　章，豊田　長康

　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿回生病院産婦人科　　　田窪伸一郎，築城友加子

206．受精着床期マウス子宮内膜におけるテネイシンの発現機序に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　三重大学医学部産科婦人科　　○野田　直美，竹内　茂人，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　築城友加子，与那覇　斉，豊田　長康

207．ヒト子宮内膜および妊娠初期脱落膜におけるRhoの発現と機能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○葉梨　秀樹，塩川　滋達，酒井　　謙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　康一，岩下　光利，中村　幸雄

208、ヒト子宮内膜における着床周辺期に発現する遺伝子解析一　cDNA　expression　array法による検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産科婦人科　　○岡田　英孝，岡田　園子，中嶋　達也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　勝彦，神崎　秀陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（2）

　　　　　　　　　　　〔演題209～213〕9：25～10：10　座長　石川　睦男（旭川医大・婦〉

209．妊娠成立に対する子宮内膜の変化に関する検討

　　　　　　　　　　　　　広島赤十字・原爆病院産婦人科　　○新谷　恵司，高取　明正

210．正常および器質的異常子宮の着床能力：子宮内膜組織血流量（ETBF）とvascular　endothelial　growth

　　factor（VEGF）の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○菅原　新博，神野　正雄，尾崎　恒男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星合　敏久，酒井　　謙，高橋　康一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄
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　211．着床における子宮内膜PRLの意義：bromocriptine－rebound法による子宮着床能の増加

　　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○神野　正雄，菅原　新博，星合　敏久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　　謙，尾崎　恒男，高橋　康一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

　212．ヒトおよび実験動物の精子細胞の卵活性化能，Ca2’oscillation発現能に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科　　○矢澤　浩之，柳田　　薫，林　章太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片寄治男，佐藤章

　213．微小重力環境Fにおける受精および初期発生の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　常滑市民病院泌尿器科　　○窪田　泰江，多和田俊保

　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部泌尿器科　　　佐々木昌・，小島　祥敬，窪田　裕樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池内隆人，林祐太郎，郡健二郎

　　　　　　　卵管・子宮（1）

〔演題214～218〕10：10～10：55　座長　寺川 直樹（鳥取大・婦〉

214．ヒト子宮内膜のカルパインの存在及び低酸素状態における動態の検討

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○青山　和史，尾崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生田　克夫，鈴森

　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立城西病院産婦人科　　　青木　耕治

215．（｝－CSFとPRLの産生からみたヒト子宮内膜間質細胞の機能的細胞亜群の存在

　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学医学部産科婦人科　　○田中　哲二，阪本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深山　雅人，梅咲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻田　幸雄

216．卵管上皮細胞株NT／T－Sの分泌するサイトカイン

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　　○安藤　寿夫，近藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　　豊，山原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正橋　鉄夫，水谷

217．Oncostatin　Mによる子宮内膜間質細胞の増殖制御

　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　　○永野　順恵，福田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江夏亜希子，伊藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光成　匡博，吉田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省，寺川

218．ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化によるsuperoxide　dismutase発現の元進

　　　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部産科婦人科　　○杉野　法広，樫田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苅部　綾子，高山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　康彦，加藤

　　　　　　　卵管・子宮（2）

〔演題21・9～223〕10：55～11：40　座長　大濱

康彦，飯沼　由朗

　薫

知子，増田　真希

直彦，水野久仁子

育代，戸田　　繁

　昇，吉田　誠哉

栄彦

靖子，山内　延広

雅之，津戸　寿幸

壮一，岩部　富夫

直樹

史郎，滝口　修司

尚子，山縣　芳明

　紘

紘三（広島大・婦）

219．ヒト子宮内膜におけるレプチン受容体（OB－R）アイソフォーム遺伝子の発現

　　　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学産婦人科　　○小柴　寿人，北脇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本　克美，本庄

　城，楠木　　泉

英雄

●

●

●

■

●

o

●
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●
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220．マウス子宮動脈虚血再潅流モデルを用いた月経機序に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○岡崎　光男，小濱　正彦，藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　日赤長崎原爆病院産婦人科　　　吉田　正雄，鮫島　哲郎

221．子宮内膜間質細胞におけるepidermal　growth　factorのvascular　endothelial　growth　factor産生におよ

　　ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　大分医科大学産科婦人科　　○中村砂登美，河野　康志，松井　尚彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上東　彰子，楢原　久司，宮川　勇生

222．脱落膜化子宮内膜細胞におけるProlactin－Releasing　Peptideの発現

　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学医学部産婦人科　　○生水真紀夫，瀬川　智也，炭谷　宏志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揚悪媚，井上正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学医学部保健学科　　　島田　啓子

223．培養妊娠初期ヒト脱落膜細胞における誘導型一酸化窒素合成酵素（iNOS）の誘導に関する研究

　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学医学部産科婦人科　　○吉木　尚之，久保田俊郎，麻生　武志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7会場「赤瑛」

　　　　　　　　　　　　　　第1日　11月11日（木）午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心理（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題224～228〕8：40～9：25　座長　蔵本　武志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蔵本ウイメンズクリニック）

224．胚移植後のリラクゼーションに対するヒーリングルーム使用の有効性　一生理学的側面からの解析一

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○井上　尚美，松本　典子，北川ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加島季世子，福田貴美子，蔵本　武志

225．横断調査による不妊症婦人の精神状態について

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　○松林　秀彦，和泉俊一郎，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善方　菊夫，牧野　恒久

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部精神科　　　保坂　　隆

226．卵巣機能不全患者の精神的ストレスに関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　○村野　孝代，和泉俊一郎，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　隆弘，善方　菊夫，牧野　恒久

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部精神科　　　保坂　　隆

227．体外受精・胚移植の意思決定（decision－making）に関する分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○山口　美穂，河田　　淳，福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内総合病院　　舟木　順子

228．神経性食欲不振症患者の内分泌学的および心理学的傾向の検討

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○山本百合恵，堀口　　文，酒井のぞみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜谷　敏生，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　田辺　清男
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心理（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題229～233〕9：25～10：10　座長　中西　正美（愛知医大・婦）

　229．当院における不妊患者のための病院外サポートシステムについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　聖隷三方原病院産婦人科　　○高林香代子，中西　洋乃，平出理絵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩沢　直美，鈴木　晴彦，杉本　利幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　　強，岡田　喜親，望月　　修

　230．不妊治療におけるオープングループの有効性と限界　一継続的サポートグループの事例分析を通し

　　　て一

　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○伊藤　弥生，福田貴美子，蔵本　武志

　231．非配偶者間人L授精により挙児に至った男性不妊患者の意識調査

　　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　○久慈　直昭，堀井　雅子，雨宮　　香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高垣　栄美，田中　宏明，谷垣　礼子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋　慎一，浜谷　敏生，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒田優佳子，末岡　　浩，吉村　泰典

232．男性不妊患者に対するメンタルヘルスケアの重要性　一聞き取り調査を実施して一

　　　　　　　　　　　　　医療法人三秀会　中央クリニック　○菅原真理子，浜崎　京子，松田　光枝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊澤　由美，輪島　順子，本山　光博

233．不妊症における夫婦間の問題

　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院精神科　　○北村　　勉

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産・不育（1）

　　　　　　　　　　　〔演題234～238〕10：10～10：55　座長　田中　忠夫（慈恵医大・婦）

234．予定月経発来前のhCGβ値による妊娠診断ならびにその予後判定に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人假野クリニック　○假野　隆司，占殿　正子，加納万里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井みさ子

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科

235．習慣流産患者におけるFactor　V　Leiden突然変異の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪警察病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　関西労災病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水産婦人科

236．黄体機能不全は反復流産の独立危険因子か？

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科

237，体外受精胚移植後の子宮内，腹膜同時妊娠の1例

　　　　　　　　　　　　　　　岩手県立宮古病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野

後山尚久，植木實

○沈沢　欣恵，古山　将康，東

　村田　雄二

　下屋浩一郎，大槻　芳朗

　大橋　一友

　清水　　卓

千尋

○小笠原真弓，尾崎　康彦，梶浦　詳二

　鈴森　　薫

○渡辺　　正，國井周太郎

　京野　廣一

●

o

●

●

●

■

●

o



（359）69
■

238．不育症患者における抗XII因子抗体の発見

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○杉　　俊隆，内田　能安，岩崎　克彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧野　恒久

●
　　　　　　妊娠・流産・不育（2）

〔演題239～243〕10：55～11：40　座長　倉智 博久（大阪大・婦）

●

o

239．排卵誘発双胎と自然双胎の周産期予後の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院産婦人科　○内藤　正文，赤間　晴雄，布山　隆史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　詩織

240．不育症患者に対するTRH負荷試験の意義とプロモクリプチン療法の効果に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○福地　智恵，小澤　伸晃，黒田優佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松赤十字病院産婦人科高橋純

241．習慣流産患者に対する免疫療法の施行回数と有効性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　○小澤　伸晃，福地　智恵，久慈　直昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松赤十字病院産婦人科　　　高橋　　純

242．卵管妊娠に対する保存的治療の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学医学部産婦人科　○本橋恵美子，川内　博人，右島富士男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安座間　誠，望月　純子，西島　正博

243．抗核抗体陽性例における着床障害に対するプレドニゾロンの有用性の検討

　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　○斉藤　正博，田谷　順子，林　　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宗毅，堀篭　邦子，石原　　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省，木下　勝之
●

第2日　11月12日（金）午前

　　　　　　　　　統計

〔演題244～248〕8：40～9：25　座長　齋藤 良治（弘前大・婦）

●

■

244．若年女性の月経異常に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科

245．ゴナドトロピン療法後の品胎妊娠の検討

　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部周産母子センター

　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科

○石松　正也，高崎　彰久，森岡　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○安藤　一道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王　　　華，上条　隆典，山田　清彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹　令人

246．排卵障害を伴わない不妊症患者に対する排卵誘発の有効性　一当科妊孕外来の臨床成績より一

　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学産科婦人科　○後藤　　栄，横井崇子，高倉賢二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　雅哉，木村　俊雄，竹林　浩一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　　稔，中西　桂子，布留川浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　洋一

●
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　247．日本人正常男性の生殖機能の現状　一妊婦のパートナーの国際共同研究に参加して一

　　　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科　　○岩本　晃明，星野　孝夫，馬場　克幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，山川　克典，西田　智保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉池　美紀，野沢資亜利

　　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　兼子　　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部衛生学　　　伊津野　孝

　248．男性不妊症の臨床統計

　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　○市川　智彦，小宮　　顕，鈴木　啓悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　亮行，鈴木　孝一，伊藤　晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院泌尿器科　　　川名　庸子，始関　吉生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院産婦人科　　赤間　晴雄，内藤　正文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭中央病院泌尿器科　　　鈴木　規之，村L　信乃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査

　　　　　　　　　　　　〔演題249～254〕9：25～10：19　座長佐賀　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・婦）

　249．子宮筋腫の薬物療法の治療効果予測におけるMRIの有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　　　島根医科大学産科婦人科　　○岡田　正子，高橋健太郎，江田　芳美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉，宮崎　康二

　250．当科における子宮鏡下選択的卵管造影の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科　　○保條　佳子，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　正美

251．卵管洗浄液中の細胞の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科　○松島　　隆，可世木久幸，塚田　克也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原楷輔，荒木勤

252．卵管采及び卵管周囲の微細病変の新しい診断法；Transvaginal　hydrolaparoscopy　（THL）の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学産婦人科　○藤原　寛行，柴原　浩章，佐山　雅昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原ひろみ，種市　明代，小川　修一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　俊光，荒木　重雄，佐藤　郁夫

253．妊孕性評価に関する体impedance（IMP）の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○星合　敏久，神野　正雄，菅原　新博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　　謙，高橋　康一，岩下　光利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　幸雄

254．不妊症例におけるsonohysterographyの有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手医科大学産婦人科　　○東梅　久子，盛合　佳代，吉崎　　陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利部　輝雄

●

●

●

●

●

●

●

●
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　　　　　　　　着床前診断

〔演題255・一・259〕10：19～11：04　座長　鈴森

（361）71

薫（名古屋市立大・婦〉

●

●

■

●

255．モザイク胚における割球を用いた着床前診断法の可能性と限界

　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科　○西村　崇代，雀部　　豊，渋井　幸裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤嘉奈子，中野由起子，菅　　睦雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池永　秀幸，間崎　和夫，安部　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海，平川　　舜

256．着床前遺伝子診断の診断病型拡大に関する技術的検討　一Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）を

　　対象として

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　○松田　紀子，末岡　　浩，土屋　慎一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　礼子，大澤　淑子，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

257．慶大式着床前遺伝子診断プロトコールと説明・同意に関する検討報告

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　○上屋慎一，末岡　　浩，松田　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　礼子，田中　宏明，大澤　淑子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小澤　伸晃，久慈　直昭，吉村　泰典

258．分裂期の染色体を用いた染色体異常に起因する習慣性流産患者の着床前診断の開発

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○高崎　博幸，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，馬渡　善文，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，井手　紀子，岩本　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　　楠　比呂志

259．割球の分裂中期染色体による均衡型相互転座を有する習慣流産患者の着床前診断について

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○馬渡善文，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本　智子

の

■

9
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般　演　題
（示説発表）

第8会場「紅梅1」

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　男性不妊（1）

〔演題Pl～P6〕9：00～9：42　座長　三浦
一陽（東邦大・泌）

P1．フタル酸エステルによるラット精巣障害とビタミン剤の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　香川医科大学泌尿器科　　○石原　　勝，黒田　　功，竹中　生昌

　　　　　　　　　　　　　　　香川医科大学第一解剖学　　　伊藤　正裕

　　　　　香川医科大学人間環境医学講座衛生・公衆衛生学　　　實成　文彦

P2．シナプス局在タンパク質Amphiphysin　Iのラット精巣における発現動態

　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部泌尿器科　　○渡部　昌実，永井　　敦，真鍋　和史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公文　裕巳

P3．新規精巣特異遺伝子（spermaturin遺伝子）欠損マウス：精子細胞分化後期の異常を伴ったヒト不妊モ

　　デル

　　　　　　　　　　　　　　　田辺製薬・安全性研究所　　○小林　欣滋，新比恵啓志

　　　　　　　　　　　　　　　　田辺製薬・創薬研究所　　　矢中　規之

P4．精漿中tissue　factorの検討

　　　　　　　　　　　富山医科薬科大学医学部泌尿器科　　○太田昌一郎，村上　康一，岩崎　雅志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

P5．ヒト精子におけるプロゲステロンレセプターの発現

　　　　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科　　○岩垣　重紀，操　　　良，中西　義人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本　次良，玉舎　輝彦

P6、宇宙（微小重力）環境における生殖　一ヒト精子運動能とハムスター試験の変化一

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部泌尿器科　　○池内　隆人，佐々木昌一，田貫　浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　浩行，郡　健二郎

　　　　　　　　　　　　　　　厚生連愛北病院泌尿器科　　　山本　洋人

　　　　　　　　　　　　　名古屋市立城西病院泌尿器科　　　矢内　良昌

　　　　　　　　　　　　　　　　安城更生病院泌尿器科　　　梅本　幸裕

　　　　　　　　　ART
〔演題P7～Pl　2〕9：42～10：24　座長　山野

P7．　AIH症例における子宮内膜波状運動と妊孕性の検討

　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科 ○山崎

　丸田

　永田

修司（徳島大・婦）

英樹，沖

邦徳，中江

行博

利通，桑波田理樹

光博，堂地　　勉

●

●

o

●

o

e

●

●



●

●

●

o

●

o

●

P8．当院における精巣内精子を用いた顕微授精の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院泌尿器科　　○川名　庸子，始関　吉生

　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院産婦人科　　　赤間　晴雄，布山　隆史，内藤

　　　　　　　　　　　　　　　　国保旭中央病院泌尿器科　　　鈴木　規之，村上　信乃

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　　清水　亮行，鈴木　孝一，小宮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　啓悦，市川　智彦，伊藤

P9．体外受精における酢酸ナファレリンと酢酸ブセレリンによる排卵誘発成績の相違点

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科　　○桑波田理樹，沖　　利通，丸田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，中江　光博，堂地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

P10．不妊症治療におけるGIFr法の有用性について

　　　　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院産婦人科　　○中村　公彦，塩谷　雅英，星野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　逸人，伊原　由幸

Pll．胚超低温保存法の検討　一VitrMcation法と緩慢冷却凍結の比較一

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　○酒井　　謙，菅原　新博，神野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星合　敏久，小菅　浩章，尾崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　康一，岩下　光利，中村

P12．機能性不妊患者における子宮内膜日付診と血中Steroid値，　P／E比の関係

　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部産科婦人科　　○小田　　力，岩崎　信爾，田原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤間　芳郎，矢内原　巧

　　　　　　　卵巣・性ホルモン

〔演題P13～Pl・8〕10：24～11：06　座長　田辺
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正文

　顕

晴夫

邦徳

　勉

清男（慶癒大・婦）

達二

正雄

恒男

幸雄

隆三

P13．卵胞液中chemo㎞eの存在とその意義

　　　　　　　　　　　　　　　　大分医科大学産科婦人科　　○河野　康志，川嵜　史子，中村砂登美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈須　家栄，宮川　勇生

P14．未熟マウスの卵胞発育に対するアンドロゲンの作用

　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科　　○王　　　華，安藤　一道，菊地　信正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安部由美子，山田　清彦，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊吹　令人

P15．ヒト卵巣におけるエンドセリン（1－31）とその活性酵素キマーゼ，およびエンドセリン（1－21）の存

　　在の検討

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○福持　光男，牛越賢治郎，松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，苛原　　稔，鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

P16．超音波断層検査で多嚢胞性卵巣を呈する症例における血中ゴナドトロピン値および血中ステロイド

　　値との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科　○橋本　緑，操　　良，伊藤美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩垣　重紀，玉舎　輝彦

P17，唾液中エストラジオール17一β酵素免疫法による測定の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学産婦人科　　○小森　春美，堀川　道晴，田熊　直之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岡　康男，玉手　健一，千石　一雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　睦男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社科薬　　　深井　義久
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　P18．　sulfataseのヒト卵管における月経周期内の局在

　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部産科婦人科 ○矢内原敦，星　　真一，藤間　芳郎

　下平　和久，岩崎　信爾，田原　隆三

　斎藤　　裕，矢内原　巧

第9会場「紅梅2」

第1日　11月11日（木）午前

　　　　　　　男性不妊（2）

〔演題Pl　9～P24〕9：00～9：42　座長　渡辺

P19．精液検査におけるEosin　一　Nigrosin染色法の有用性の再検討

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部泌尿器科第1　0中居

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井

P20．顕微鏡下精巣内精子採取法（Microdissection　TESE）の経験

　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院産婦人科

P21．外来男子不妊症患者における染色体検査の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科

政信（昭和大・泌）

敏明，三浦

九里，吉田

延久

○大久保和俊，寺田

　前川　信也，小倉

　高橋　　司

一陽，石井　祝江

　淳，永尾　光一

直樹，松田　陽介

啓司，荒井　陽一

○小橋川　啓，北村　朋之，坂本　英雄

　渡辺　政信，吉田　英機

P22．愛知医科大学泌尿器科男性不妊外来開設1年間の臨床統計

　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学泌尿器科　　○日比　初紀，山田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深津　英捷

P23．日本人正常男性の生殖機能の現状　一生活様式との関me　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部衛生学　　○伊津野　孝

　　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科　　星野　孝夫，馬場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山川　克典，西田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野沢資亜利，岩本

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　兼子　　智

P24．特発性男子不妊症に対する補中益気湯による治療効果　一証による比較検討一

　　　　　　　　　　　　冨山医科薬科大学医学部泌尿器科　　○岩崎　雅志，村上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

芳彰，本多　靖明

克幸，松下　知彦

智保，吉池　美紀

晃明

康…，太田昌一郎

　　　　　　　　　　その他

〔演題P25～P31〕9：42～10：31　座長　石塚　文平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・婦）

P25．子宮頸管粘液中イムノグロブリン結合蛋白のbiospecific　lgG結合反応

徳島大学医学部産科婦人科

　　　　　儀間クリニック

○平野　正志，国見幸太郎1吉川　修司

　前川　正彦，鎌田　正晴，青野　敏博

　儀間　裕典

●

●

●

●

■

■

●

■
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P26．非交通性の内腔を有する子宮奇形の一亜性

　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科　○新田　　愼，小野田　親，永田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　律生，田中　信幸，松浦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

P27．不妊・不育症例における黄体期中期の子宮動脈血流抵抗の検討

　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　　○野口　聡一，中塚　幹也，羽原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，高田　雅代，浅桐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　吉宏，工藤　尚文

P28．術後癒着防止シートのマクロファージNO（Nitric　oxide）産生能に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　　○羽原　俊宏，中塚　幹也，野口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅桐　和男，高田　雅代，鎌田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文

P29．一酸化窒素がラット胎仔発育におよぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○井上　統夫，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中クリニック　　河野　雅洋

P30．不妊治療中の夫婦の心理

　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部産科婦人科　　○岩崎　信爾，田原　隆三，小田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤間　芳郎，矢内原　巧

　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部附属看護専門学校　　　阿部　福子，渡邊知佳子

P31．生殖補助医療技術に対する国民および医師の意識調査

　　　　　　　　　　　　　　厚生省児童家庭局母子保健課　　○武田　康久，北島　智子，小田

　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学保健学II　　山縣然太朗

　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部産科婦人科　　　岩崎　信爾，藤間　芳郎，田原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢内原　巧

　　　　　　　　卵・胚・絨毛

〔演題P32～P35〕10：31～10：59　座長　石渡

康志

講平

俊宏

和男

聡一

泰彦

力

清一

隆三

勇（石渡産婦人科）

●

●

P32．　In　Vitro　Cultureによるマウス未受精卵カルシウムストアの変化

　　　　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　　○高橋　俊文，斉藤

　　　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部第一生理学　　　高橋　英嗣，土居

P33．新鮮マウス成熟卵の活性化

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○中坂　尚代，山下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，山野

P34．3胚葉胚に発育する胚盤胞の特徴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡産婦人科病院　　○時枝由布子，石渡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡千恵子，岡根

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科　　木ロ　ー成

　　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学解剖学　　　立花　利公，橋本

　　　　　　　　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞学　　　佐藤　嘉兵

P35．妊娠初期絨毛組織におけるケモカイン受容体（CCR－4，　CCR－5）発現の検討

　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　　○浅桐　和男，中塚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽原　俊宏，高田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文

英和，廣井　正彦

勝彦

瑞穂，小松　淳子

修司，青野　敏博

　勇，井口めぐみ

夏美

尚詞，石川博

幹也，鎌田　泰彦

雅代，野口　聡一・

■
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招請講演1

Current　Concepts　and　Concerns　in　Assisted　Conception

9
Peter　R　Brinsden，　MB　FRCOG

Medical　Director

Boum　Hall　Clinic，　Cambridge，　United　Kingdom

●

●

●

　　Since　before　the　birth　of　the　World’s五rst　baby　conceived　by　invitro　fertilisation（IVF），concems

have　been　expressed　about　many　of　the　ethical　issues　such　treatment　produces．

　　In　the　United　Kingdom，　a　committee　was　appointed　in　1982　to　address　these　concems　and　in　1984

the“Warnock　Report”was　published．　This　recommended　that　control　should　be　placed　on　the　cre－

ation　of　human　embryos　in　vitro，　all　treatment　using　donated　sperm　and　oocytes，　the　freezing　of

gametes　and　embryos　and　a皿research　on　human　embryos．　After　6　years　of　intedm　regulation，　Parlia．

ment　debated　and　voted　by　a　malority　of　3　to　l　in　favour　of　licensed　embryo　research　and　IVF　related

techniques，　along　the　lines　recommended　by　Warnock　The　Human　Fertilisation　and　Embryology　Act

1990was　passed　by　Parliament　and，　the　following　year，　the　Human　Fertilisation　and　Embryology

Authority（HFEA）was　set　up　and　given　statutory　powers　to　regulate　and　licence　all　clinics　in　the　UK

providing　treatment　by　IVF　and　related　techniques，　storing　gametes　and　embryos　and　conducting

embryo　research，　Since　then，　the　HFEA　has　produced　a　Code　of　Practice　and　has　vigorously　ensured

compliance　with　the　rules　and　guidelines　therein。

　　The　HFEA　has　also，　through　a　process　of　discussion　documents，　analysis　of　responses　and　final

decision　making，　addressed　many　of　the　most　ethically　contentious　concepts　and　concerns　produced

in　assisted　reproduction．　Issues　that　will　be　reviewed　in　this　presentation　include；sex　selection，　stor－

age　of　embryos，　the　use　of　donor　gametes，　payment　of　donors，　the　use　of　foetal　ovarian　tissue，　treaち

ment　of　older　women，　surrogacy　and，　most　recently，　cloning。

　　The　HFEA　also　pul）1ishes　a　yearly　analysis　of　the　results　of　treatment　at　all　licensed　clinics　and　an

annual　report．　The　general　opinion　of　public，　patients　and　providers　of　treatment　is　that　the　HFEA　fU1一

且lls　a　useful　fUnction　in　this　contentious員eld，　and　generally　addresses　issues　of　concern　successfully．

■

●

o
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招請講演2

Testicular　Torsion：Physiology　and　cell　biology　of

the　response　to　torsion　repair　in　the　rat　model
Q

Terry　T．　Turner，　Ph．　D．

Professor　of　Departments　of　Urology　and　Cell

Biology，　University　of　Virginia　School　of

Medicine，　Charlottesville，　U．SA．

●

　　In　order　to　understand　the　pathobiology　of　testicular　torsion　and　to　arrive　at　potential　medical　treat－

ments　to　increase　the　rescue　of　testes　a丘er　torsion　repair　we　have　studied　this　lesion　in　the　rat　and

mouse　models．　There　are　several　key　results．1）So　long　as　infarction　has　not　occurred，　testicular

blood血ow　retums　to　control　values誼er　repair　of　torsion．　The　more　prolonged　the　torsion，　the　slower

the　return　of　blood　flow。3）Leydig　cell　dysfunction　is　not　the　cause　of　aspermatogenesis．4）Direct

damage　of　Sertoli　cells　by　the　torsion　event　is　not　the　cause　of　aspermatogenesis．5）Ge㎜ce1110ss　is

by　germ　cell－speci血c　apoptosis．6）Apoptosis　occurs　simultaneously　after　torsion　repair　With　increases

in　testicular　venule　neutrophil　margination　and　diapedesis　and　intratesticular　lipid　peroxidation．7）

Oxygen　radical　scavangers　provide　sign茄cant　protection　to　the　post－torsion　testis．8）mRNA’s　for　the

apoptotic　molecules　Bcl。X　L，　Bc1－X　s，　Caspase　2，　and　Bax　are　upregulated　after　torsion　repair，　while　Fas，

Fas－L　mRNA’s　are　unaffected．　’lhese　results　indicate　the　importance　of　the　mitochondrial　pathway　to

apoptosis．9）Selectins　are　cell　adhesion　molecules　of　the　vascular　endothelium　important　to　the

recruitment　of　neutrophils　to　sites　of　ir巾ry．　E－selectin㎞ock・out　mice　do　not　recruit　neutrophils　after

torsion　repair　and　germ　cell　apoptosis　is　significantly　reduced．　Thus，　expression　of　E－selectin　in　the

vascular　endothelium　after　torsion　repair　is　an　important　part　of　the　extratubular　mechanism　leading

to　apoptosis．　Oxygen　radical　scavengers，　blockade　of　the　mitochondrial　apoptotic　pathway，　or　inhibi－

tion　of　the　recruitment　of　neutrophils　are　all　possible　approaches　to　adjunct　medical　therapy　providing

functional　rescue　of　the　testis　after　torsion　repair．　This　research　supported　by　NIH　grants　DK－53072

and　HD－28934．

●

●

●

●

●
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特別講演
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　　　　Treatment　of　Male　lnfertility

Past　Practices　and　Future　Prospects

Philip　Troen，　M．　D．

Professor　of　Medicine

University　of　Pittsburgh　School　of　Medicine

Pittsburgh，　U．S．A．

●

　　During　the　past　five　decades　progress　in　male　infenility　has　proceeded　along　three　pathways＿

pathways　which　often　were　not　synchronous　but　which　at　times　intersected．

●

■

　　1）Measurement　and　Evaluation　of　Infertility

Criteria　for　nomal　semen　analysis，　although　of　importance，　have　not　been　accurate　predictors　of

fertility．　Further　refinement　has　included　the　importance　of　sequential　semen　examinations　and　the

concept　of　regression　to　the　mean．　On　a　larger　scale　the　possibility　of　a　global　decrease　in　sperm

counts　has　been　debated　raising　the　question　of　environmental　factors．　There　appear　to　be　some　ge（＞

graphical　di丘6rences　but　analysis　does　not　yet　warrant　accepting　a　global　trend．　The　impact　of　exter－

nal　factors　and　l血style　must　be　considered．　Certain　toxins　and　occupations　are　associated　with　male

infbrtility

Other　tests　of　fertilizing　capacity　of　sperm　have　been　introduced　such　as　sperm　penetration　assays

and　acrosome　reaction．　It　is　difficult　to　assess　their　usefUlness　beyond　that　of　standard　measures．

In　infertility　of　known　endocrine　cause，　hormone　measurements　have　been　important　in　diagnosis

and　therapy．　In　idiopathic　infenility　such　measurements　have　not　lead　to　successful　therapies．

　　Cytogenetic　analysis　has　become　more　refined　over　the　years　and　proVides　information　about　specif－

ic　conditions　as　well　as　giving　a　broader　insight　into　the　debate　over　newer　artificial　reproduction　tech－

niques　such　as　intracytoplasmic　sperm　injection（ICSI）．Although　ICSI　represents　a　remarkable

advance，　it　does　not　obviate　the　importance　of　a　proper　patient　evaluation．

■

■

●

　　2）Regulation　of　Testicular　Function

　　In　addition　to　the　long　recognized　importance　of　the　gonadotropins，　particularly　their　pulsatile

nature，　the　central　role　of　the　Sertoli　cell　was　uncovered．　Sertoli　cell　production　of　inhibin，　androgen

binding　protein，　transferrin　and　groWth　factors　emphasizes　the　importance　of　autocrine　and　paracrine

factors　in　the　complex　interrelationships　of　germina1，　Sertoli，　Leydig．　and　peritubular　cells　in　the

unique　bi－compartmental　model　of　the　testis．　The　spermatogenesis　cycle　in　humans　has　been　cla！ified

but　the　relative　roles　of　FSH　and　testosterone　f（）r　sperrnatogenesis　are　not　yet　clarified．　The　role　of　the

epididy㎜is　in　sperm　matUration　has　been　stUdied．

　　The　role　of　genetics　in　infertile　men　has　long　been　recognized　as　indicated　by　Klinefdter’s　syn－

drome　and　the　immotile　cilia　syndrome．　However，　no　further　specific　etiologic　basis　could　be　demon－

strated　in　as　many　as　40％of　men　With　defective　spermatogenesis．　Two　gene廿c丘ndings　have　now　mu－

minated　further　possil）le　causes．　As　many　as　10－20％of　men　with　idiopathic　severe　oligospermia　or
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azoospermia　may　have　deletions　in　the　distal　section　of　the　long　aml　of　the　Y　chromosome．　Two　gene

families　have　been　cloned　by　deletion　mapping　of　infertile　men　and　proposed　for　the　putative　AZF

（azoospemlia　factor）locus：the　deleted－in－azoospem匝iaΦAZ）gene　family　and　the　RNA－binding　motif

（RBM）－containing　family．　The　second　finding　involves　patients　With　congenita1　absence　of　the　vas　def－

erens（CBAVD）．About　1～2％of　infenile　men　have　CBAVD　and　some　of　these　patients　may　have　one　of

the　many　mutations　in　the　cystic五brosis　transmembrane　conductance　regulation　gene（CFrR）．

　　Although　the　above　two　findings　have　received　much　attention　l）ecause　of　ICSI（see　below）other

genetic　disorders　may　be　related　to　male　infertility．　These　include　disorders　associated　with　altered

gonadotropin　secretion　or　function　such　as　Kallmann’s　syndrome，　mutations　of　FSH　and　LH　beta　and

FSH　and　LH　receptor　genes，

　　Current　studies　into　programmed　cell　death＿apoptosis－indicate　that　it　is　a　genetically　deter－

mined　process　which　also　involves　spermatogenesis．　This　area　may　also　have　long　term　significance．

■

Q

●

　　3）Treatment

　　When　specific　etiologies　are　f6und，　e．g．　hypogonadotropism　or　vas　obstruction，　appropriate　thera－

pies　can　be　initiated．　Some　of　the　more　controversial　areas　are　fbr　patients　with　idiopathic　oligosper－

mia，　varicocele，　or　sperm　antibodies．　Although　a　number　of　empin’c　therapies　for　idiopathic　oligosper－

mia　have　been　reported，　carefU1　protocols　have　shown　no　therapeutic　effectiveness．　This　include　anti－

estrogens　like　tamoxifen　and　clomiphene，　androgens　like　mesterolone，　gonadotropins　in　various

forms　and　doses，　and　bromocriptine．　Currently　carnitine　is　being　touted　as　therapy　but　proper　con・

trolled　stUdies　have　not　been　reported．　The　possible　implication　of　genetic　abnormalities　or　alterations

in　the　apoptotic　system　may　contribute　to　these　failures．

　　The　possible　effect　of　smoking　on　fecundity　warrants　discouraging　paternal　smoking，　especially　in

males　who　may　have　marginal　fertility　or　in　couples　With　a　similar　concern．

　　The　role　of　varicocele　in　male　infertility　has　received　great　attention．　A　recent　controlled　study　indi－

cates　surgery　for　varicocele　is　no　better　than　counseling．　However，　it　has　been　suggested　that　earlier

treatment　may　be　more　effective。　While　corticosteroid　may　be　effective　in　the　presence　of　sperm

autoimmunity，　the　potential　side　effects　are　great　and　some　controlled　studies　suggest　no　improve－

ment．

　　ICSI　is　currently　a　major　therapeutic　modality　for　severe　oligospermia　and　azoospermia・Sperm

extracted　from　the　testis　and　the　epididymis　have　been　successfUlly　used．　ICSI　has　also　been　extended

to　round　spermatids．　There　is　ongoing　debate　as　to　the　potential　risks　from　ICSI　for　future　genera・

tions．　It　is　clear　that　carefu1　counseling　is　strongly　indicated　concerning　possible　transmission　of

genetic　defects

　　Review　of　the　progress　and　practices　of　the　last　five　decades　suggests　that　not　only　will　continued

progress　be　made　along　the　three　pathways　noted　above　but　also　by　new　applications　and　innovations

particularly　in　demographics　and　genetics．　The　fundamental　nature　of　human　reproduction　gives

assurance　that　progress　wi11　continue．

●

●

■

●

●
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会長講演

本邦における不妊治療の実態とその在り方

爵

昭和大学医学部産科婦人科教授

矢内原　　　巧

■

●

●

●

　生殖医学医療の近年の進歩はめざましく多くの挙児を希望する人々に福音をもたらしている．と

くに体外受精一胚移植（IVF－ET）に代表される生殖補助医療技術（ART）の普及は著しく，日本産科

婦人科学会の報告によれば1997年度には317施設（登録施設数394）で54，028周期施行され，本法

により9，211児が出生している．このうち35．1％は顕微授精による．これらの数値は1997年度の全

出生児の0．77％にあたり，出生129名に1名はrVF－ETによることとなる．本年の登録施設が500を

こえていることからこの数値はさらに増加するものと予測できる．一方，多胎妊娠の増加による周

産期医療の圧迫や高額な医療費のみならず，これらの技術の応用は，配偶子提供，代理母など未だ

社会的，倫理的にコンセンサスを得ていない問題をも含んでいる．

　現在，挙児を希望する夫婦は本邦では25～30万組と推察される（1998年度厚生科学研究）．これ

らの方の不妊原因に対し生殖医療がどのように対応治療しているか，また，治療を受ける側がどの

ような悩みを持ち何を期待しているかにつき，演者らは1996年より厚生省研究班として調査を行

ってきた．（不妊治療の在り方に関する研究，わが国における生殖補助医療の実態とその在り方に

関する研究）．生殖医療が他の医療と異なることは，単に医療対象者のみでなくその結果児を得る

ことにある．すなわち，出児の人権がどのように保護されるかにある．そこでさらに本年は‘生殖

補助医療技術についての意識調査’を一般国民（4，000人），患者（804人），産科婦人科医師（802

人），小児科医師（400人）の合計6，006人を対象にアンケート調査を行った．

　これらの調査結果より，

1．不妊原因とその治療，治療法による副作用の実態と対応．とくに，多胎の予防と周産期医療．

2．多胎妊娠の動向と減数手術の実態．

3．世界の動向と日本の実情，とくに生殖補助医療技術の適応，施行施設のクオリティコントロー

　　ル．

4．一般国民および医師の生殖補助医療に対する意識調査結果とその解釈．

について報告するとともに，これらのなかから我々が今なにをとらえ，どう対処すべきかをもとに

日進月歩の医療技術のなかにあって‘ヒトの生殖とは何か’を，‘生殖医療はどうあるべきか’を

いまあらためて会員と共に考えてみたい，

●

②
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教育講演1

生殖生理とエイコサノイド

■

日本大学医学部産婦人科教授

佐　藤　和　雄

　プロスタグランジンやロイコトリエンなどのエイコサノイドは，主に生体の膜組織中のリン脂質

成分であるアラキドン酸を基質として産生され多彩な生理作用を発揮する．とりわけプロスタグラ

ンジン（PG）はゴナドトロピンの分泌，排卵現象，黄体機能の調節，月経，妊娠，分娩など，ほと

んどすべての生殖生理現象に関与することが知られている．

　卵胞では，ゴナドトロピンの刺激により穎粒膜細胞でのサイクロオキシゲナーゼ（COX）2の誘導

が起こり，排卵にむけての生化学的反応が進行する．この時期ではインドメタシンに代表される非

ステロイド性抗炎症剤によるCOX活性阻害やNS－398などによる選択的COX2阻害によっても排卵

は抑制され，これにPGE2やPGF2。などを投与すると排卵の回復をみている．また，　LH刺激後のマ

ウスなどではリポキシゲナーゼ系酵素阻害によっても排卵が抑制され，これもPGによって回復を

みている．さらに，インドメタシンの前処理によってCOX活性を抑制すると受精後の胚発生が抑

制されるなど，排卵周辺では卵の成熟にも重要である．

　排卵後の卵巣で形成された黄体については，その退縮にPGが強く働いており，最近のアポトー

シスなどを指標とした研究からも明らかとなっており，ヒトではPGF2。対する受容体の発現が認め

られ，マウスでもPGF2aによるアポトーシスの誘導やホルモン産生低下を起こす．

　分娩に関して，PGは子宮頸管熟化や陣痛との関連で今日広く臨床に応用され，その作用は周知

の事実であり，事実PGF2。受容体のノックアウトマウスでは分娩が発来しないことも確認されてい

る．

　また精液中から発見されたPGは，新たな働きとしてPGD2の精巣での意義が報告され新たな局

面も見えてきている．

　近年の遺伝子操作実験によった産生酵素や受容体のノックアウト動物からの新事実から，生殖生

理におけるエイコサノイドの重要性がますます明らかとなりつつあり，その研究進歩を述べたい．

●

■

●

■

●
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教育講演2

初期卵胞発育を考える　一卵細胞からのシグナル？一

■

熊本大学医学部産科婦人科教授

岡　村　　　均

o

●

■

●

　卵胞は生殖細胞である卵細胞と，それを取り囲む体細胞である穎粒膜細胞・英膜細胞から構成さ

れる特異な構築を示す．ある程度以上に発育した卵胞はゴナドトロピンや成長因子に依存して発育

することはよく知られているが，原始卵胞から一次卵胞・二次卵胞と呼ばれる状態へ至る初期卵胞

発育については不明の点が多い．今回の教育講演においては，この初期卵胞発育に関する最近の知

見について述べる．

　少なくとも初期の卵胞発育にはゴナドトロピンは不要であり，あたかも卵胞自体が自律性の増殖

を示しているように見える．この際，卵細胞とそれを取り囲む体細胞あるいは細胞外マトリックス

との相互作用が重要な役割を果たしていることは十分に考えられる．従来，卵胞発育は穎粒膜細胞

の増殖・分化という点から解析されてきたが，近年，卵細胞からのシグナルがこの穎粒膜細胞の増

殖・分化に大きく影響を与え，卵細胞自身が積極的に卵胞発育を制御しているとの知見が集積され

つつある．

　c－kitおよびそのリガンドであるSCFに異常のみられるミュータントマウスあるいはc・kitの阻害

抗体であるACK2を用いた実験等から，c－kit・SCFが卵細胞の成熟，引いては初期卵胞発育を制御

していることが示されている．

　GDF・9ノックアウトマウスでは一次卵胞以降の卵胞発育が認められず，その局在は卵細胞に特

異的に発現しており，初期卵胞発育に関与している因子として最近注目されている．

　その他，卵細胞に特異的あるいは優位に発現している遺伝子群およびその遺伝子産物としては，

チロシンキナーゼ活性を持ったものが注目される．FAK・FLT3やc－fmsなどは卵細胞に特異的に

認められ，PDGFRαやIGF－IRなどは卵細胞ならびに穎粒膜細胞に強く発現がみられる．これら

の機能・役割はまだ十分には解明されていないが，卵細胞とそれを取り囲む体細胞あるいは細胞外

マトリックスとの情報伝達に関与していると考えられる．

　細胞膜上に発現している種々の接着分子と，これらと結合する細胞外マトリックスも卵胞発育に

重要な役割を果たしている．ビアルロン酸はantral　follicle以降，卵細胞周囲に多量に産生され，

卵・卵丘塊を形成する．このピアルロン酸の結合分子のひとつであるCD44は卵細胞ならびに卵丘

細胞の膜上に発現しており，この発現は卵細胞自身に依存していることが報告されている．

　このように卵胞発育，とくに初期卵胞発育における卵細胞自身の能動的な役割が次第に解明され

つつあり，今後さらなる研究の進展が期待される．

●

e
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教育講演3

閉塞性無精子症の診断と治療　ART時代の再吻合術の意義

●

関西医科大学泌尿器科教授

松　田　公　志

　閉塞性無精子症は無精子症患者の約1／4と頻度が高く，手術で妊孕性を回復できることから，不

妊症臨床において重要である．ARrの進歩普及が著しい今日，治療として精路再吻合術と精巣精子

でのICSIのいずれを選択すべきか，不妊症専門医の間でも意見の隔たりが大きい．演者の経験を

ふまえ，ARr時代の閉塞性無精子症の臨床について述べる．

　閉塞性無精子症の診断：閉塞性無精子症であることと閉塞部位は，精巣容積，血清FSH値，既

往歴，精管精巣上体の触診，精液量，超音波断層法で推定可能であり，精管造影の意義はほとんど

ない．原因不明，閉塞部位不明症例の大半は精巣上体での閉塞である．

　再吻合術式：精路再吻合術は，顕微鏡手術が不可欠で，両端針の使用で容易となった．

再吻合術の成績：1985年から演都ミ精管精管吻合術くW）または精巣上体精管吻合術〈EV）を行っ

た閉塞性無精子症患者82名の成績を検討した．閉塞部位は，パイプカットによる精管閉塞35名，

鼠径ヘルニア手術による精管閉塞18名，精巣上体閉塞24名，その他5名で，精管閉塞患者のうち

10名は精巣上体閉塞を合併した．Wの成績（①初回手術での精子出現率〈一時的精子出現は非出

現と判定〉，②初回手術での妊娠率，③EVなど再手術施行率，④再手術を含めた最終精子出現率，

⑤最終妊娠率）は，パイプカット後症例で①86％，②41％，③9°／・，④88％，⑤45％，ヘルニァ

術後症例で①39％，②」堕，③33％，④78％，⑤雌．EVの成績は①81％，②4些，③9％，

④88％，⑤塾．全症例では，①73％，②艶，③17％，④86％，⑤4逝であった．射出精子

によるAIH，　SUZI，　ICSIで妊娠したのが各1例，流産1例，2人子供を得たのは2例，出生児に明ら

かな奇形はないが酵素欠損を1例認めた．妊娠は成立していないものの，3例で射出精子を用いて

ICSIを行っている．全国多施設での精路再吻合術の治療成績も集計報告する予定である．

　考察：精路再吻合術ではARrに比べて，複数回の妊娠が可能，射出精子で繰り返しARTが可能，

などの利点があるが，ヘルニア手術後症例で再手術率（EV）が高い難点がある．再吻合術とARTの

成績，さらに女性因子を考慮に入れて，十分なインフォームドコンセントのもとに治療法を選択す

べきと考える．また，再吻合術の成績の向上が求められるが，男性不妊症手術手技フォーラムなど

泌尿器科での手技の普及と向上に努めている．

●

●

●

●

■
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教育講演4

体細胞クローン技術と核のリプログラミング

o
京都大学大学院農学研究科教授

今　井　　　裕

●

o

　脊椎動物においては，個体を構築する能力く全能性：totipotency）は細胞の分化にともなって順

次消失することが核移植技術を使って証明されてきた．とくに哺乳動物では，未分化細胞といえど

もその全能性を再獲得させうる能力を持つ細胞は受精後間もない未分化細胞に限られる，という概

念は多くの実験データによって支持された事実であると考えられていた．

　しかし，1997年の成体の乳腺細胞から作出されたクローンヒツジ“ドリー”，日本でも1998年に

は卵管上皮細胞や耳の繊維芽細胞から作出されたクローン牛の誕生した．従来の常識をうち破り，

分化細胞は未受精卵内で可逆的に脱分化・リプログラムされ，全能性を再獲得することを示してい

るように思われる．体細胞クローン技術は，産業的にも家畜の改良や遺伝子組換え家畜の効率的生

産などへの応用に期待がかけられているが，なぜ体細胞からのクローン動物の作出が可能になった

のか，リプログラミングとは具体的にどのような現象を指しているのか，これまでに謎であったも

のが解かれたわけではなく，いっそう謎は深まって来たと考えた方がよい．

　本稿では，核移植の技術的内容を紹介するとともに，なぜ体細胞クローン技術が可能となり，現

在どのような問題点があるのかを整理して紹介したい．

●

●

■

●
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シンポジウム1「機能性不妊症一病態とその対策一」

1）精子機能異常と機能性不妊

■

山梨医科大学産科婦人科助手

笠　井　　　剛

●

●

●

　通常，男性不妊症の診断は，精液所見をもって行われている．精液検査は精子の性状を反映して

いるが，個々の精子の機能を評価するものではない。精子の機能とは，卵と受精し，遺伝情報を卵

に伝えることである．精子は受精を完遂させるために極めて多彩な経過を辿るが，この一連の過程

のどこか一部分が障害されても受精は完遂されない．このような精子の機能に着目してみると，ル

ー チンの精液検査だけでは見えてこない精子の機能を評価することが必要となる．精子機能検査は，

in　vitroで精子が卵子に受精し，初期発生が引き続いて起こるかどうか検討することが，最も確実

な方法であり，ヒト体外受精が究極的な精子機能検査法ということができる．しかし，ヒト卵子を

検査に用いることは問題があるため，新鮮ヒト卵に代わるもの，例えばハムスター卵，ヒト保存透

明帯等を用いて，in　vitroで検討するのが一般的である．近年，これらの精子機能検査で，受精

能・発生能が欠如すると診断された精子の原因分析が徐々にではあるが可能になってきており，こ

れらの解析が原因不明不妊症を少しでも減少させる手がかりになると期待している．①精巣上体内

で精子の核蛋白プロタミンは一S－S一結合を形成しながら還元型から酸化型へと置換され成熟して

いく．精子の一S－S一結合の有無を，アクリジン・オレンジ染色法で調べることにより，精子核の

成熟性判定が可能である．形態的成熟度とマッチしない成熟不全精子を同定することができる．②

プロゲステロンやエストラジオールは精子細胞膜に接着し，capacitation，　acrosome　reaction，

hyperactivationなどの精子機能発現機序に関与しているが，プロゲステロンやエストラジオールに

不応の精子に注目し，機能異常精子を同定したい．③卵に進入しても，卵を活性化できない精子が

存在する．マウス卵にヒト精子を顕微注入して，その活性を検討し，さらにその卵活性化因子の本

態についても検討した．④精子ミトコンドリアは，精子の運動性と関連しているが，その形成にセ

レン（Selenium）が関与することが考えられている．精子の運動性とセレンの関連を検討した，

　これらの手法を用いて，精子機能のどの段階でどのような障害が存在するか，解析を試みた．

o

●

●
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2）卵・卵胞の発育からみた機能性不妊

●

山形大学医学部産婦人科助手

斎　藤　隆　和

　機能性不妊とは，現在施行されている不妊原因検索のための検査にて原因のつかめなかった不妊

である，近年AI（［一（Assisted　Reproductive　Technology）が臨床応用されるようになり，卵巣および卵

についてこれまで不明であった多くの知見が得られている．ARTが汎用される以前は卵巣機能の評

価はおもに血中ステロイドホルモンの測定や基礎体温測定による排卵の有無等が推測されているに

すぎなかった．体内では卵細胞の評価や受精の確認，胚の発育については確認できず，ARrが臨床

の場に汎用されるようになり卵を体外で取り扱う機会を得ることによって卵巣内の卵を取り巻く卵

胞の機能や，卵の受精・発育の機構や状態が明らかになってきた．今回，卵・卵胞の機能を評価す

るために穎粒膜細胞のアポトーシス，排卵後の卵の評価として卵のカルシウム制御機構，受精後の

胚の発育評価として微少培養環境においてエネルギー基質であるグルコースの取り込みを評価方法

として卵・卵胞の発育を機能的に評価した．

　男性不妊を原因とし女性側に不妊因子を認めない症例について，ヒト体外受精時の卵胞穿刺の際

に得られた穎粒膜細胞をHoechst　33258にて核染色を施行し，アポトーシス小体の出現数を計測す

るとともに，採卵数，成熟卵数，そして卵胞液中ホルモンレベルとしてE2，　Progesteroneを測定

し，各年齢毎に分け検討した．その結果，年齢が増しても卵胞液中ホルモンレベルは変化しないが，

採卵数・成熟卵数は減少し穎粒膜細胞に見られるアポトーシス小体の出現が有意に増加していた．

　排卵後の卵細胞評価のための卵細胞カルシウム制御機構については，我々はこれまで，マウス卵

を用いて卵の加齢（post－ovulatory　aging；in　vivoおよびin　vitro　aging＞と細胞質内カルシウム制御

機構の検討を行ってきた．その結果，マウス卵は加齢すると小胞体膜カルシウムポンプの機能低下

により細胞内カルシウムストアの減少をきたし，受精時のカルシウムオシレーションが変化するこ

とを明らかにした。今回，加齢マウスを用い，maternal　aging（pre・ovulatory　aging）が，卵細胞質内

カルシウム制御機構に影響を与えるか検討を行った．過排卵刺激し採取したMII期卵の細胞内カル

シウム濃度は，4－－6週齢マウスと比較し加齢マウス〈30　一・　40週齢）において有意な上昇を認めた．

これは，加齢による卵細胞質内カルシウム制御機構の変化を示唆した．

　受精後の胚発育を形態学的だけでなく機能的に評価するために，微少培養環境を設定し，個々の

培養液から個々の胚に摂取利用されるグルコース量を測定した．これによると4細胞期を越えるス

テージよりグルコースの利用増加が認められ，さらに均等分割している胚のqualityが良いものほ

どグルコースの利用が高いことが認められた．

　以上，卵・卵胞におけるいくつかの機能評価の結果を示したが，これらを踏まえてさらなるいく

つかの知見を交えて報告する予定である．

●

●

●
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3）Gamete免疫と機能性不妊

●

兵庫医科大学分娩新生児部助教授

繁　田　　　実

o

●

●

■

●

e

　Gameteに対する免疫学的維持機構の異常により発症すると考えられる不妊症について病態とそ

の対策について述べる．

1）抗透明帯抗体と機能性不妊

　マウスでは卵透明帯成分ZP3のなかの8個のアミノ酸からなるペプチドが自己免疫性卵巣炎を誘

導する自己抗原として同定されている．一方，ヒトでもpremature　ovarian　failure（POF）の一部は自

己免疫的機序により発症する可能性が示唆されている．しかしながら，発症に関係する自己抗体の

産生や自己免疫応答に関しては未だ明らかでない．ヒトに於いても卵透明帯に対する自己抗体の産

生と不妊症とについての報告はあるが，抗体の測定にブタ卵透明帯を用いた為にその関連性につい

ては不明である，現在，我々は遺伝子工学的手法により精製したヒト卵透明帯を用いて抗体の測定

を行い自己抗体の産生につき分析を試みている．

2）精子免疫と機能性不妊

　精子免疫に関してはすでに多くの研究成果が報告され詳細なレビューも発表されているので，こ

こでは主に治療について述べる．

　抗精子抗体保有男性にたいする治療法にはコルチコステロイドによる免疫抑制治療，精子に付着

する抗体を除去または減弱し人工授精（IUI）する方法，　GIFT，　IVF－ET，　ICSIが報告されている．

我々の成績でも，男性の血中に精子不動化抗体を認める不妊症夫婦について，定量的精子不動化値

が低い場合は，薬剤の投与やIUIで27％から33％の症例当たりの妊娠率が，定量的精子不動化値が

高い場合（SI50：10以上）は，薬剤の投与やIUIでの妊娠は認めず，　IVF－ETで初めて57％の症例

当たりの妊娠率が得られた．さらに，IVF－orも無効の場合はICSIも有用であるとの結果が得られ

た．一方，抗精子抗体をもった不妊女性の治療法としては，まず頸管での通過障害を克服するため

に，定期的に血中抗体価を測定して自然変動による抗体価の低下時期をねらってIUIを行う．一部

の抗精子抗体保有不妊女性では頸管での精子通過障害だけでなく子宮から受精の場である卵管膨大

部への精子移行も障害され，また受精の場に精子が到達しても，結合する抗体によっては精子の受

精現象における重要な機能であるCapacitationやAcrosome　reactionが障害されることや，透明帯へ

の精子結合が阻害されることなどにより受精障害に陥ることが報告されており，IUIで妊娠しない

場合は体外受精胚移植術αVF－FT）が必要である．我々は，抗精子抗体保有不妊女性に対して，3周

期以上の経過観察の後にまずIUIを7周期以上実施し，妊娠しない場合はその後にIVF－ETを試みる

方針で治療し，妊娠が成立した不妊婦人の妊娠成立時の抗体価を定量的精子不動化試験で測定した．

100例中3例に自然妊娠が成立し（妊娠率3％）その平均の抗体価は2．9±0．7であった．IUIでの妊

娠は86例中12例（妊娠率14％）でその平均の抗体価は10．8±4．8，IVF－ETでの妊娠は69例中30例

（妊娠率43％〉でその平均の抗体価は66．0±14，3であった．この結果より，抗体価（SI50）とその変

動から患者を3群に分類し，その治療結果を分析した．A群とはSI50が常に10以上を示す高抗体価

群，B群とはSI50が10前後で変動する中抗体価群，　C群とは常にSI50が10未満である低抗体価群

である．A群ではIUIでの妊娠は29例中妊娠はなく，rVF－En「にて27例中10例（妊娠率37％），B群

では，IUIでの妊娠は39例中5例（妊娠率13％），IVF－ETにて31例中17例（妊娠率55％），C群で

はIUIでの妊娠は25例中7例（妊娠率28％），IVF－ETにて27％であった．この結果より，抗体価の

低い場合はIUIなどの治療も有効であり時に自然妊娠も期待できるが，高い場合はIVF・ETが必要

である事が明らかとなった．
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●

4）子宮内膜一ステロイドホルモンおよび
　　その受容体と機能性不妊一

●

昭和大学医学部産科婦人科講師

田　原　隆　三

　【目的】器質的および内分泌学的に異常を認めない機能性不妊の一因として，子宮内膜の異常が

考えられ，この中に子宮内膜日付診（ED）の異常を示す症例が含まれることがある．これらの不妊

の原因として子宮内膜の性ステロイドに対する感受性の異常，とくにsteroid　receptor（st－R）発現の

異常が考えられる，今回，機能性不妊患者を対象に，自然周期群におけるステロイドホルモンの子

宮内膜への影響を検討する目的で黄体期7日目にEDを施行し，EDの異常と血中ホルモン値，さら

にER，　PR発現率との関係について検討した．また上記症例のうち4例については，黄体期2日目

と7日目の2回にEDを施行しER，　PR発現率の経日的変化を検討した．さらに排卵誘発剤投与の影

響についても検討した．【方法】1．子宮内膜日付診（ED）：機能性不妊患者65例を対象として，1）

黄体期7日目に本人の同意を得てEDを行い，±2日未満の範囲で一致する群（正常群），2日以上

遅延する群（遅延群），2日以上促進する群（促進群）の3群に分けた．2．血中ホルモン値：同日

の血中estradiol（E）とprogesterone（P）をEIA法にて測定し，さらにP／Eを求めた．3．　st－R：子宮

内膜のER，　PRを免疫組織化学染色し，腺細胞（G）および間質細胞（S）のst－R発現量を検討した．4．

経日的変化：黄体期2日目と7日目に2回EDを行い，経日変化を検討した．5．排卵誘発剤の影

響：clomiphane投与周期（6例），ゴナドトロピン投与周期（10例）についてEDの変化を検討した．

【成績】1．ED：正常群30例（46．2％），遅延群30例（46．2％），促進群5例（7．6％）であった．2．

黄体期7日目の血中E値，P値：遅延群，正常群，促進群の3群間に差はみられなかった．3．　st－

R：ER－G（正常群24．2±0．1％，遅延群41．4±8．8％）で遅延群が有意に高値を示した（p〈0．05）．

またER－Sでは遅延群が高値傾向，　PR－G，　PR－Sでは遅延群が低値傾向を示した．さらに遅延群のう

ち正常群に比してP／E比に差のない遅延A群（14例，P／E〈100）と十1SDを超える遅延B群（16

例，P／E＞150）とにつきst－R発現率をみるとER－G（遅延B群46．5±8．8％，正常群24．2±13．1％）

で遅延B群が有意に高値であり，PR－G（遅延B群34．0±16．1％，遅延A群62．6±15．5％），PR－S

（遅延B群40．7±9．6％，遅延A群64．1±13．1e／，）で遅延B群は遅延A群よりPR－G，　PR－Sとも有意に

低かった．4．経日的変化：同一症例の検討においては，ER，　PRとも排卵後発現率が低下したが，

EDが黄体期7日目に遅延している症例は黄体期2日目にすでに遅延しており，高ER傾向を示した．

5．排卵誘発剤の影響：clomiphane投与群では正常群2例（33．3％），遅延群4例（66．7％），ゴナド

トロピン投与群では正常群8例（80．0％），遅延群2例（20．0％）であった．【結論】機能性不妊は

内分泌学的に異常が認められないにもかかわらず，EDの遅延する症例が存在し，子宮内膜におけ

るステロイドホルモンの感受性の違いが考えられ，これにはst－Rの発現の異常によるものが考えら

れる．

●
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5）着床率からみた機能性不妊治療の解析

■
熊本大学医学部産科婦人科助教授

松　浦　講　平

●

●

　精液所見，卵管疎通性，性交後試験，卵巣機能，腹腔鏡所見に異常を認めない例を機能性不妊と

定義とした場合，当教室における最近9年間の頻度は849例中29例（3，4％）であり，妊娠率は

20．7％（6例）であった．他の不妊因子別頻度とその妊娠率をみると，子宮内膜症（322例，37．9％、

23．3％）t卵管障害（272例，32．0％，24．3％）t子宮筋腫（102例，12．0％，24．5％），子宮内異常

（69例，8．1％，11．5％），子宮腺筋症（17例，2．0％，35．3％），その他（38例，4．5％，10．5％）で

あった．上記の骨盤腔内の観察を行った849例中190例に妊娠が成立しているが，これは同期間の

不妊治療全体の妊娠例（855例）の22．2％に相当する．190例の妊娠周期の内訳と多胎妊娠をみる

と，自然周期が89周期（多胎0）で，以下クロミッド46周期（多胎0）thMG14周期（双胎1），

IVF－ET47周期（双胎1，三胎1例），凍結卵移植4周期（双胎1）であった．

　hMGによる過排卵刺激周期のhCG投与日の15mm径以上の卵胞数とGS／胎児数から着床率を算

出すると，機能性不妊は23．4％で，これは排卵因子（26．9％）丁男性因子（33．3％），子宮内膜症

（35．2％）と比べて差はみられなかった．また，IVF－ET周期の移植胚数からみた着床率は，機能性

不妊は44．4％で，これも卵管因子（389％），男性因子（44．7％），子宮内膜症（34．7％）と差はな

かった．以上の結果のみから，機能性不妊における着床障害を否定できるとは考えられず，むしろ

複数卵の存在が着床効率を高めている可能性を考慮すべきであり，長期不妊患者や高齢婦人では積

極的な過排卵刺激あるいはIVF－ETへの治療移行が有用と考える．
●

●

●

●
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1）薬物治療の効果判定の新しい試み（visual　assessment）

聖マリアンナ医科大学泌尿器科助手

馬　場　克　幸

■

　乏精子症に対する薬物等の治療効果判定に用いるため，精液検査で得られた数値を棒グラフによ

って経時的に表示し，視覚的に改善度判定を行う「visual　assessment（視察）法」を考案し，その判

定者内信頼性および判定者間信頼性について検討した．判定者は6名で，乏精子症患者149症例の

精子濃度および運動精子数を棒グラフ化して判定に供した，グラフはスライドプロジェクターによ

ってスクリーンに投影し，判定者はスクリーンから10秒間のうちに著明改善，改善，不変，悪化，

判定不能の5段階で改善度判定を行った．なお，判定者内信頼性を検討するため，一部の症例につ

いては2回改善度判定を行った．

　判定者間信頼性および判定者内信頼性の指標には，偶然による…致を考慮した一致性の尺度であ

るκ係数を用いた．K係数は偶然による一致の場合O，完全な・致が見られる場合に1の値となる．

判定者内信頼性についてはK係数は0．644～0．895であり，同…判定者における再現性は良好であっ

た．一方，判定者間信頼性についてはκ係数は0．308～0．491と中等度の一致度であった．グラフの

作成方法は，運動精子数と精子濃度を2段にひとつの縦の棒グラフで示す方法が，運動精子数と精

子濃度を別の棒グラフにして示す方法よりも再現性が良好であった．

　検討会実施後のアンケートにより，判定者によってグラフの見方，判定の基準に差があったこと

がわかったので，統一した判定基準を作成すれば判定者間信頼性が高まるものと思われた．変動の

大きいデータをどう評価するかという問題が残されているものの，今回考案した視察法は，経時的

な数値の推移によって改善度を判定する点で，これまでになかった評価ができるものと考える．

●

●

●

■

●

■
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2）精索静脈瘤に対する外科的治療の意義

●

京都大学医学部泌尿器科助手

奥　野　　　博

■

●

●

■

　【目的】近年，体外受精・胚移植や顕微授精などのニューテクノロジー，いわゆるAssisted

Reproductive　Technology（AR　r）の進歩により，従来治療困難であった高度乏精子症や無精子症患者

でも挙児を得ることが可能となってきた．そこでこのような変化のなかで男子不妊症患者における

精索静脈瘤手術の意義・位置付けを再検討する目的で，ARTが導入された以降の患者の精索静脈瘤

手術後の自然妊娠・出産率ならびに自然妊娠に至らない患者に対するARTの関与・治療成績を追

跡調査したので報告する．

　【対象】当院ならびに関連病院でICS1が導入された1993年以降の精索静脈瘤手術症例，148例を

対象とした．手術は片側が110例，両側が39例であった．術式は内精索静脈低位結紮術を（1995．

12　一一は顕微鏡下に）施行した．術後1年間は自然妊娠を期待し，その後も自然妊娠に至らない患者

および家族に対してはARTの医療連携を勧めた．

　【結果】術後の自然妊娠は38例（25．7％）で，うち出産は32例（21．6％）であった（うち5例：

第2子以上出産）．手術から妊娠に至る期間は平均14．6ヶ月（1年以内の妊娠：59％，2年以内の妊

娠：82％）であった．自然妊娠に影響する因子としては①右側subclinical　varicoceleに対する治療

の有無，②左側clinical　varicoceleのclinical　gradeであり，術前の精液所見（運動率0％の高度無力

精子症を除く），前治療（ART：主にAIH）の有無，パートナーの年齢等は影響しなかった．術前運

動精子数1×106／m1以下の高度乏精子症患者でも5例（33．3％）で自然妊娠が可能であった．また

術前AIHの施行既往があるカップルでは術後自然妊娠が9例（20．1％）に得られた．

自然妊娠に至らなかった110例中57例（51．8％）がAI（［’の医療連携を受けた．　ARrにより，妊娠は

29例（29／57：50．9％，内訳はAIH　11例，　ICSI　17例，　TESE－ICSI　1例），出産は23例（23／57：40．3％，

うち2例：双子）であった．

全体としては，66例（44．6％）が妊娠し，55例（37．1％）が挙児を得られた．なお妊娠継続中は7

例，流産は5例（うち2例：ICSI）であった．

　【考察】ARTの進歩によりたしかに妊娠・出産率は飛躍的に増加したが，なかでもICSIの場合，

母体に対する影響や費用，多胎・低体重児の問題，さらに静脈瘤手術により第2子以上の挙児が不

妊症の心配なく得られる可能性が高いこと等を考慮すると，術後自然妊娠までの期間が比較的長い

こともあるが，患者および家族に十分な説明と納得が得られるようであれば，精索静脈瘤手術は現

時点でもまず始めに行うべき治療と考えられた．また視診・触診では診断困難なsubclinicalの症例

も正確に診断・治療することが妊娠率の向上につながることが示唆された．

●

●
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3）modern　ARTの時代の閉塞性無精子症の治療

神戸大学医学部泌尿器科講師

岡　田　　　弘

■

　modern　ARTが導入されるまでは，閉塞性無精子症の治療は顕微鏡ドの精路再建を中心とした形

成外科的再吻合術以外に方法がなかった．すなわち，精管のみの閉塞に対しては精管一精管吻合を，

精巣上体管のみの閉塞の場合には，精管一精巣上体管吻合を，射精管のみの閉塞の場合には，経尿

道的精阜切除術が行われた．2箇所以上での閉塞の場合にも成功率が低いがこれらの再吻合を組み

合わせて行ってきた．しかし，ICSIを含めたmodern　ART導入以降は，精路のいずれかの部位から

精子が採取できれば，受精一着症一妊娠に至ることが可能となった．このため，ややもするとすべ

ての閉塞性無精子症はmodern　ARTで妊娠成立させればよいではないか，との意見もあるが，自然

妊娠が最も望ましいという大原則に立ち返って，閉塞性無精子症におけるmodern　ARrの適応につ

いてまとめてみると，以下のようになる．

0　絶対適応　先天性両側精管欠損症（CBAVD）

　先天性に精管が形成されていない疾患で，閉塞性無精子症患者の5％程度を占めている．診断は

精管の丁寧な触診と精巣上体の超音波検査により容易である．このため術前から診断は可能であり，

経皮吸引により精巣上体ないしは精巣から採取した精子をmodern　ARTに用いる．この疾患に関し

て注意が必要なのは，欧米の患者で指摘されている，致死的な遺伝疾患であるcystic　fibrosis（CF）

との関連である．精子採取前にカップルのCFの責任遺伝子であるCFTRの異常の有無の検索の必

要がある．

②相対適応精路再建を試みるも，術中所見で利用できない精管の距離が長いまたは精巣輸出管

　　部での閉塞のため，手術不可能であると判断された症例．

　これらの症例に対しては精管または精巣上体管または精巣から精子を採取し，これを凍結保存し

てmodern　ARTに用いる．特殊な例としては，患者カップルの妻の年齢が35歳に近い場合は，精

管一精巣上体管再吻合が成功しても射精液中に精子が出現するまで1年程度かかる事もあるため，

精路再建時に採取した精子をmodern　ARrに用いてまず第一子を得てから，第二子は自然妊娠を目

指すことも行われている．

　以上のように，患者カップルの状況に応じて精路再建とmodem　ARTを組み合わせた治療戦略を

用いることが最も合理的であると考えられる．

●

o

●

e
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4）MESA，　PESA，　TESEの実際と医療連携

●

兵庫医科大学泌尿器科助手

近　藤　宣　幸

磯

9

●

　補助生殖医療（以下ART）の進歩は，劇的に少ない精子での妊娠を可能にし，自然妊娠が期待

できない重症男性不妊症の治療に変化をもたらした．すなわち閉塞性無精子症はもちろんのこと，

非閉塞性無精子症にても精子が得られる時代になっている．ARr導入後における泌尿器科側の治療

目標は，正常な授精能を有した精子を可能な限り多く供給することであり，実際には種々の採精法

の選択および実践である．さて演者らは，1992年よりMESAを開始し，1995年よりTESE，さらに

最近ではPESAも積極的にとり入れた採精を行ってきた．　MESAは開始まもなくより，顕微鏡の必

要性を認めない症例があると判断し，以後特に問題がなければ肉眼的に施行している．PESAのよ

うな肉眼的かつブラインドでの精子採取ですら良好な成績が報告される現在から見ても，演者らの

手技はMESAからPESAへの移行期としての意義があったと考えている．　MESAの適応の原則は閉

塞性無精子症であるが，他の治療が有効でない射精障害などの乏精子症も施行してきた．成績は，

閉塞性無精子症63例では，卵当たり授精率59．0％，症例当たり妊娠率および出産率が42．9％，

22．2％であった．TESEは，　ART特にICSIの恩恵を最も受けた手技である．泌尿器科は以前より精

巣生検を行ってきており，技術的に特に新しいものはない分，安易に施行され過ぎる傾向もある．

最近では精巣組織障害の軽減と可及的多部位からの採取という観点から経皮的穿刺ないし吸引法を

採用する施設もある．演者らは開放的に施行しているが過去の成績では，卵当たり授精率44％，

症例当たり妊娠率33．3％であった．PESAは外来局麻手術で実施できるなど患者への肉体的，経済

的負担が少ない優れた手技である，演者らの成績でも，MESAに比して採取運動精子数は有意に少

ないにもかかわらず，授精率，妊娠率ともに差がなく，MESA以上に効率的な方法であった．治療

状況に関してはこれまで健保連大阪中央病院では院内にARr実施体制がなく，近隣の産婦人科不

妊専門クリニックとの医療連携のもとに治療してきた．反面，演者の現所属の兵庫医大では，同産

婦人科によるICSIを含めたART体制が確立している．このような，いわば不妊治療体制の代表的

な2局面を経験したわけであるが，今回はそれぞれの治療経験を中心に医療連携の実際を紹介し，

各採精法の最新の治療成績も報告する予定である．

o

●

6
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●

5）男性不妊症における医療連携　一大学から一

福島県立医科大学産科婦人科助教授

柳　田　　　薫

■

一般的な不妊症の概要

　不妊とは，正常な性生活を一定期間以上営んでいるにもかかわらず，妊娠に至らない状態で，不

妊を主訴として医療機関を訪れた場合には不妊症として精査，加療の対象となるわけである．不妊

症の夫婦が産婦人科外来を訪れたとしても，不妊症は夫婦が持つ病態であるので，産婦人科医が女

性だけを検査・治療の対象として扱うわけにはいかない．また，不妊症の原因因子を分析すると，

不妊症の原因に男性因子が関与している割合は40－50％と考えられており，男性因子の検査・治

療は不妊症治療の大きなひとつの柱となっている．従って，不妊症は初診時から泌尿器科と産婦人

科との医療連携の上に検査・治療が進められなければならないと考えられる．

　当院では不妊症の診療にあたり，不妊センターのようなひとつの部署での管理を行っておらず，

ありふれた一病院であり，日常の診療の中で不妊症を診療している．そのような当院での診療の現

況を報告する．

b

●

当科での不妊症例の現況

　最近の6カ月間の症例数は442例で，不妊の原因に男性因子が関与している例が49％あった．

AIHを含むARrは302例（症例数）で実施されていた．　AIHは102例，　IvFが149例，　Icsl（MEsA，

TESEを含む）が123例で，男性因子例（182例）ではその25％でAIHを，30％でIVFを，56％で

ICSIをそれぞれ実施していた（重複有り）．無精子症例は男性因子を持つ例の12％に認められた． ●

当院での医療連携

　検査について：不妊症夫婦が当科を初診した場合には原則的に全例男性を泌尿器科外来へ紹介

し，スクリーニング検査を依頼する．必要に応じて内分泌学的検査，輸精路の検査，染色体検査，

無精子症関連遺伝子検査などが行われている．また，男性が泌尿器科を初診した場合には，妻が当

科に紹介され，女性因子の検査が行われる．

　治療について：男性因子例においてARTを選択するか否かはどちらの科が主導権をとるという

事はなく，それぞれの科が所有している個人情報をもとに紹介状のやりとりの中で合議され選択さ

れる．ただし，AIHの適応で泌尿器科から紹介された場合には，その後のAIHの結果をみて婦人科

側で治療法のstep　upがなされる，また無精子症例の治療法の選択は泌尿器科側で行われる．この

場合，精巣生検が必要と判断されたときにはTESEも併せて行えるように婦人科のプロトコールと

連携して実施されている．

o

当院での問題点と今後の対策

　不妊症だからこそ集学的な診療が行われるべきである．まず，このためには定期的な合同カンフ

ァランスを実施すべきと考えているが，大学病院は機構上小回りが利かず，担当する産婦人科医は

生殖を研究テーマとするスタッフであるが，臨床では他と掛け持ちのスタッフで，泌尿器科側でも

同様であり，時間の制約などの理由で定期的な会合を持てていない．不妊センターが設置されれば

よいが，かなわぬ現在ではよりよい不妊医療に向けて泌尿器科との連携を密にすべく努力している．

●

■
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6）男性不妊一産婦人科と泌尿器科の役割分担

6 梅ヶ丘産婦人科副院長

辰　巳　賢　一

G

■

●

●

●

　卵細胞質内精子注入法（ICSI＞が臨床レベルの治療として定着して以来，それまで妊娠不可能で

あった重症男性不妊の多くが妊娠可能となった，ほんの少数の精子があれば妊娠可能となった現在，

男性不妊に対する泌尿器科的治療の必要はないのではないかという議論すらある．

　男性不妊に対する治療方法は婦人科と泌尿器科では全く異なったものとなる．婦人科における男

性不妊の治療手段は，タイミング指導，配偶者間人工授精（AIH），体外受精・胚移植法（IVF），

ICSIである，治療が高度になるに従い，精子と卵子を人為的に近づける事になり，リスクは大きく

なり，コストは高くなる。ICSIやIVFの安全性には，次世代への影響をはじめまだ不明の部分も多

い，それゆえできるだけ自然に近い妊娠を目指すべきである．このためには，泌尿器科的治療によ

る精液所見の改善が必須である．

　当院では平成3年に不妊外来を開設して以来，男性因子のある患者は原則として昭和大学泌尿器

科に加療を依頼してきた．また，当院でICSIを開始してからは，同科での泌尿器科的治療後の男

性不妊のカップルに対し当院でICSIなどの治療を行っている．また，同科で精巣上体や精管より

採取した精子，精巣生検によって得られた精巣内精子を当院で凍結保存し，必要に応じICSIを行

っている．

　当院より昭和大学泌尿器科に紹介した116例中，妊娠例は33例，妊娠方法の内訳は，自然妊娠3

例，タイミング指導5例，AIH　11例，　rVF　2例，　ICSI　12例であった．紹介時無精子症が22例あり，

この中には妊娠例はなかった．紹介時にICSIが必要といわれる精子濃度500万／m1未満の重症乏精

子症が33例あり，うち15例が妊娠．内訳は，自然妊娠1例，タイミング指導1例，AIH　5例，　IVF　1

例，ICSI　7例であった．すなわち，紹介時にはICSIを要するとされた33例中8例（24％）は，泌尿

器科的治療によりICSI以外の方法で妊娠が成立した．

　一方昭和大学泌尿器科より当院に紹介された泌尿器科的治療後の71例中，妊娠例は35例，妊娠

方法の内訳は，自然妊娠2例，タイミング指導4例，AIH　11例，　IVF　2例，　ICSI　16例（TESE　1例，

MESA　2例を含む）であった．紹介時の精子濃度500万／m1未満の妊娠例11例はすべてはICSIによ

る妊娠であった．紹介時の妻の年齢が30歳未満の14例中8例（57％），30　一一　35歳の27例中17例

く63％），35－－40歳の24例中10例（42％）が妊娠したが，40歳以上の6例に妊娠例はなかった．

　ICSIの確立により重症男性不妊も高い確率で妊娠が可能となり，妊娠率を左右するのは精液所見

ではなく妻の年齢となっている．しかし，治療前にはICSIを要すると考えられた患者の24％は，

泌尿器科治療によりICSI以外の方法で妊娠可能であった．

　男性不妊の治療における泌尿器科の役割は，精液所見をできるだけ改善する事であり，婦人科の

役割は，現在ある精子をいかに有効に，そして，できるだけ自然に近い妊娠に結びつけるかという

事である．産婦人科，泌尿器科の両者が連携し，それぞれの役割を認識し，完遂することによって

男性不妊の適切な治療が可能となる．

●
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ワークショップ1「不妊とコンサルテーション」

1）臨床医の立場から

t 東京厚生年金病院産婦人科医長

中　澤　直　子

●

噸

●

Q
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　不妊治療は，この20年余りの間に，急速な技術的進歩を遂げてきているが，それに付随する

個々の患者の心理社会的問題については，未だ充分な援助が行われているとは言えない．殊に我が

国は，欧米諸国との比較でも，治療者側の意識や体制の面でかなり立ち遅れているのが現状と思わ

れる．

　不妊であることから生じるストレスには，家族や社会との関わり合いがもたらすもの，自己の意

識（欲求・価値観）の中における葛藤，検査・治療を受けていく過程で派生してくるものなどがあ

り，それらが複雑に絡み合っている．前二者は，文化的価値観などが背景にあるため，本人側の意

識を解放していくようなカウンセリングが中心とならざるを得ないが，検査・治療の高度化，多様

化，長期化がもたらした精神的・肉体的ストレスの増大や複雑化は，まさに「医原性」のものとい

っても過言ではなく，我々治療者側（特に医師）が，もっと認識を深め，取り組んでいくべき側面

であると考える，

　近年，より高度な治療法が一人歩きしているような状況において，「技術的に何が可能か」とい

うことと「その患者個人が本当に望んでいること」との間のギャップが確認・調整されないまま，

多くの患者が，治療のレールに乗らざるを得ない心境に追い込まれ，「不妊へのとらわれ」から抜

け出せなくなっている傾向にあると思う．結果的に，約半数のカップルは子供に恵まれないまま治

療を終了するわけだが，この「子供のいない人生」への選択を迫られる段階のカウンセリングは特

に重要であるにもかかわらず不十分であると思われ，心理面や生活面に問題を残している例につい

ても，そのアフターケアは為されていない．また，幸いにして妊娠に至った場合でも，不妊治療後

の妊娠・分娩・育児は不安感が強いことが多く，実際，多胎妊娠などにより母児に障害や負担がも

たらされることもある．我々の施設における若干のアンケート調査および聞き取り調査においても，

不妊治療にともなう複雑な心理状態が浮き彫りにされ，7割近くの患者が従来の診療以外にカウン

セリングの場を必要と感じていた．

　欧米諸国においては，不妊カウンセリングが法制化されているところも多く，いくつかのカウン

セリングモデルも提唱されている．現在の日本の医療制度のなかで，そうした心理的援助の体制づ

くりを行っていくことは，容易なことではないと思われるが，主治医によるプライマリーなカウン

セリング（コンサルテーション）に加えて，看護婦，臨床心理士，ケースワーカーなどがチームを

組んで取り組んでいくことや，情報提供の場，患者交流の場を作っていくこと，医療環境を整備し，

治療機関についても患者側が選択できるような体制をつくっていくことなどが求められていると思

う．

　今回，不妊学会という重要な場に，このようなワークショップを設けていただき，私のような若

輩に発表の場を与えていただいたことについては大変感謝しており，他の専門家の方々のご意見を

拝聴するなかで，まず我々医師自身の認識を高めるべく，その方向性を勉強させていただきたいと

思っている．
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ワークショップ1「不妊とコンサルテーション」

2）不妊をめぐる人々の心理

恵泉女学園大学教授

大日向　雅　美

■

1）母性研究からみた不妊の問題

　私が子どもを持たない女性を対象とした研究に着手したのは，9年余り前になる．25年前から母

親を対象として育児ストレスや育児不安について研究を続けてみると，日本社会には母性愛神話が

根強く存在し，母性愛の崇高さが強調されている事態が赤裸々になった．こうした社会では，逆に

母にならない女性に対しては，母としての役割を全うし得ない者として，差別や圧力が加えられて

いるのではないかという危惧を持ったのが主たる研究動機である．子どものいない女性，主として

不妊問題に直面している女性およそ200余名を対象として実施した聞き取り調査の詳細は，拙著

『母性は女の勲章ですか？』（1992年：扶桑社〉にまとめている．以来，今日に至るまで，母性に

関する諸問題を究明するための課題のひとつとして，不妊問題に直面している女性や夫婦に対する

聞き取りを中心に研究を継続している．

●

2）聞き取り調査を実施して

　女性は仕事も結婚も子育ても自由に選択できるようになったといわれ，ライフスタイルの多様化

が指摘されて久しい．「母となることが女性の幸せとは限らない．産む産まないは個人の自由」と

する意見に対する賛意は世論調査レベルでは高い．しかし，当事者やその周辺の人々の生活にかか

わる切実な問題となると，世論調査の回答とは異なるせめぎ合いが展開されていることが珍しくな

い．子どもを産む産まないというだけで，これ程の圧力や干渉，偏見があってよいのかとの思いを

強めざるを得ないのが現状であり，母性愛神話が厳然と残存していることを痛感させられる．

ワ

■

3）何が問題か

　聞き取り調査から明らかにされた問題は，不妊に対する周囲の無理解や干渉等の問題と，当事者

自身の内面的な問題の2つに大別される．

　周囲の対応には，意識するしないにかかわらず，またその干渉や偏見の程度もさまざまであるが，

結婚した夫婦は子どもがいてこそ当たり前とする価値観を強要する傾向がある．とりわけ母となっ

た女性から向けられる眼差しには，子どものいない生活への共感のなさ，育児の負担を担っていな

いとする冷たい視線が込められる傾向が強い．

　一方，こうした外圧の影響を受けて，あるいはそれとは別次元の問題として，当事者自身は「子

宮がある以上，産んでみたい」「夫に子どもを抱かせてあげたい」「妻を妊娠させてやれない」等の

切実な悩みを抱えている．こうした悩みを単に母性観への呪縛とみることだけでは解決がつかない

ことを考えさせられる．また不妊治療はその成果がすぐ得られるものではなく，先の見えない治療

に対する不安も強い．不妊問題の解決は出産だけでは無論なく，子どものいない生活を肯定して受

け入れていくことが必要である．不妊の悩みがそのまま受け止められ，精一杯悩む過程が認められ

てこそ，不妊の問題から立ち上がっていけるのであり，適切なカウンセリングが行われる必要性が

大きい．

9

o

参考文献　大日向雅美「連載　母性愛神話を問い直す第11回“母性愛が加害性をもつとき”」『こ

　ころの科学87号』1999年　日本評論社
o
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ワークショップ1「不妊とコンサルテーション」

3）看護の立場から

●

聖路加看護大学母性看護・助産学研究室講師

有　森　直　子

●

●

●

■

●

1　はじめに

　今日，先端生殖補助技術はますます進歩し適用が拡大されている．このような治療は患者とその

家族に福音をもたらした一方で，その治療の過程で生じてくる身体的心理的社会的ストレスが問題

となっている，

　しかし，このような問題を抱えている対象に対して，不妊治療の場で働く看護者は十分に対応し

ているとはいい難い．看護者として有効な手だてをもつに至らないでいる理由のひとつとして，不

妊の患者やその家族に対して提供されている看護の実態や不妊の患者とその家族への看護を行う上

での問題が明らかにされていないことがあげられよう．そこで不妊治療を行っている全国150施設

（病院47．3％，大学病院32．0％，診療所20．7％　看護スタッフの平均年齢35，2歳　助産婦56．8％，

看護婦30．9％，准看護婦11．7％　病棟勤務60．5％，外来勤務27．1％，兼務11．6％）の看護婦・助産

婦を対象に行った調査にもとに，①不妊の患者とその家族に提供されている看護の役割機能，②看

護を行う上でのストレスやジレンマ，③看護提供のシステムについて報告し，今回テーマとなって

いる「不妊とコンサルテーション」について考察を加えたい．

2　不妊治療をうける患者・家族への看護の役割機能

　看護の役割機能（11項目からなる質問紙）は4因子にあり，得点の高い順に「不妊患者に診療時

の配慮をする因子」「不妊治療および医師と患者の間をつなぐ因子」「不妊患者の相談にのる因子」

「不妊（治療）と関連する職種機関と共同する因子」であった．看護の役割機能は，施設の種類，

入院設備の有無，相談活動の実施の有無と関連が認められた．看護者個人の特性では，「不妊に関

する卒後教育の機会」のみが看護の役割機能と関連がみとめられた．また看護者がもつ認識として

「患者の迷信のような行動に気づく」と「自己の価値観が問われる」の2つは看護役割機能と相関

が認められた．

3　看護者のストレス・ジレンマ

　看護者が不妊患者の看護をする上で自覚するストレス・ジレンマについて，自由記述されたもの

を分析した結果「不妊治療の提供システムから派生すること」「チーム関係やメンバー役割から派

生すること」「不妊看護に関すること」「看護者個人に関すること」「患者・家族との対人関係に関

すること」の5つのカテゴリーに分類された，

4　看護提供のシステム

　不妊治療の看護やその環境について聞き取り調査を行った．その結果不妊治療を行っている診療

形態は，施設によってさまざまであった．また不妊患者がARTを受ける場合出会う看護者は一連

の経過をおう「線」のかかわりより，複数の部署の人がその診療の「点」でかかわることが多く認

められた．

5　おわりに

　以上のような現状をふまえ，①看護役割機能としてのコンサルテーション，②不妊看護に携わる

看護者へのコンサルテーションについて考察を述べたい．
●
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ワークショップ1「不妊とコンサルテーション」

4）IVFコーディネーターの立場から

蔵本ウイメンズクリニック婦長

福　田　貴美子

■

　近年，高度生殖医療（ARr］「）は著しい進歩を遂げているが，一方，患者への説明と同意（インフォ

ー ムドコンセント）については十分と言えず，不安な気持ちを抱えながら不妊治療を受ける患者は

少なくない．少子化の現在，マスコミの生殖医療に対する関心は高く，日進月歩の分野であるだけ

に様々な情報が飛び交い，患者サイドからは納得のいく説明を求める声が高まっている．情報が氾

濫している中で，一般不妊治療ではもとよりARTにおいては，より十分なインフォームドコンセ

ントを行わなければ，誤った理解や多くの不安を抱えたまま治療が行われることが危惧される．長

期不妊ともなれば，不安や悩みは益々増大して行く．どの様な治療をいつまで受けるのか，治療の

継続や中止の時期についても十分に話し合う事が大切であり，心のケアを含めた不妊患者をサポー

トするための体制づくりが必要であると考える，

　当院では欧米施設を参考にしたチーム医療を行っており，rVFコーディネーターが不妊患者の説

明とコンサルテーションにあたっている，具体的には，初診時に夫婦面談を行い，夫婦の治療歴や

今後の治療に対する考えを確認し，体外受精や顕微授精のプロセス，成功率，流産率，奇形率，排

卵誘発剤の副作用，多胎妊娠のリスク，医療保険適応外である治療費のことなど詳細に説明する．

さらに，治療計画日，排卵誘発剤投与開始日，採卵決定日，妊娠反応検査日など患者が不安を抱き，

様々な問題に直面すると考えられる日には説明とコンサルテーションを行える体制を整え，患者の

相談に応じると共に，医師と患者間の調整を行っている．また，患者同士が助け合いながら治療を

進めて行くための自助グループ「ひまわり」や教育的グループ活動である「不妊教室」など集団的

アプローチによる患者サポートも行い，効果を得ている．

　当院でARrを受ける患者の88％が，IVFコーディネーターの存在により不安や悩みの相談ができ，

安心して不妊治療を受けることができたと評価している（1997年日本不妊学会発表）．この高い評

価の要因は，インフォームドコンセントを得ることにより患者の治療に対する不安を回避し，患者

自身が十分に納得した上で治療を進めて行くことができた結果であると思われる．IVFコーディネ

ー ターは多忙で時間的制約のある医師の代わりに，治療に関する説明や相談を行う重要な役割を果

たし，精神的にも患者をサポートする上で，今後ARTを行う各施設においては必要であると考え

る．

●

v

○
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●
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ワークショップ1「不妊とコンサルテーション」
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●

5）「不妊ホットライン」から見た不妊の当事者の悩みと
　　医療への提言

㈹日本家族計画協会クリニック所長

北　村　邦　夫

■

●

●

　1997年1月からスタートした「不妊ホットライン」では，①安心して話せる場の提供，②問題整

理の援助，③自己決定の援助，④主体的に医療を受けるための援助，などを心掛けながら取り組ん

できた．大半は女性からの相談であるが，相談員が不妊の当事者（ピア）であるという特殊性から

か，医療相談に留まらない多様な相談が寄せられている，不妊をテーマにしたピア・カウンセリン

グは，わが国においても極めて異例である．しかし，ピアであるからこそ，不妊であることの悩み

を共有したり，相互理解を図ることができるわけで，おのずと相談の内容は，医療に直接かかわる

問題よりも，「医療を受けること，医療を続けることへの迷い」「医療機関への不満」「自分自身の

こと」など，当事者にしかわからない心の葛藤が映し出されている．

　毎週火曜日の午前10時から午後4時まで受け付けているこの不妊ホットラインには2人の相談員

が当たっている．しかし，残念なことに，彼らが対応できる相談件数は1日に30件程度．それに対

して，全国各地から1日に向けられるアクセス数が4，400件を超えた時があった．

　このような中，1998年末までの2年間で相談カルテは2，006枚に達した，

　相談内容をみると，第1位「治療への迷い」（31．0％），第2位「自分自身のこと」（22．8％），第3

位「病院情報」（14．4％），第4位「病院への不満」（13．0％），第5位「検査について」（11．0％）の

1頂となっている．

　また，一般には，不妊の悩みは，子どもが生まれることで解消すると思われがちであるが，相談

者のうち「子どもあり」が14．9％に達している．

　本学会では，これら「不妊ホットライン」に寄せられた相談事例などを紹介しながら，不妊の悩

みが癒されるとはどういうことなのか，などを含めてとくに不妊医療のあり方に対して種々提言し

たい．

■

●

■
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ワークショップ2「卵管の機能とその異常」

1）卵管の生理とその病態

●

滋賀医科大学産婦人科助教授

高　倉　賢　二

　卵管は配偶子や胚が通過する管状臓器であるが，①卵の捕獲，②受精および初期胚発育の場の提

供，③精子の輸送およびcapacitationの促進，④受精卵の子宮への輸送などの重要な機能を果たし

ており，そのいずれが障害されても妊孕能の障害に直結する．これらの卵管の生理機能については

広く知られているが，臨床の場で現在我々が卵管を評価する手段は，管腔臓器としての物理的な疎

通性の評価と卵管の運動性を障害すると思われる卵管および周囲癒着の評価の2点に限られている

といえよう．卵管性不妊症の治療もこの2点に向けられている．卵管性不妊に対する決定的な治療

法として登場した体外受精胚移植法の普及は卵管性不妊症例に光明をもたらした反面，婦人科医の

卵管性不妊に対する評価法と治療法の開発に対する意欲を削いだともいえよう．

　本講演ではこれらの現状を総括するとともに，以下の新知見を報告する．

1．卵管の生理（卵管内の胚による子宮の胚受容能の変化）

　卵管の機能として上記①一一④は広く知られているが，卵管内の胚が子宮内膜を調整して自身の受

容を促進する働きを有することを以下の実験で明らかにした．

　①交配翌日に子宮卵管移行部で両側卵管結紮を行い卵管内に胚の存在するマウス（卵管結紮妊娠

群），②偽妊娠マウス，③両側卵管結紮後交配を行ったマウス（卵管結紮非妊娠群），④両側卵管結

紮後交配を行った偽妊娠マウス（卵管結紮偽妊娠群）の4群のrecipientに対して，　Day　4胚を子宮

内膜内あるいは腔内に移植し，各群における胚着床率と個体妊娠率を比較したところ，卵管内に胚

が存在する場合（卵管結紮妊娠群）にimplantation　windowが前後に拡大した．子宮内膜組織の

PCNA免疫染色により，卵管結紮妊娠群で間質細胞のPCNA陽性率が著明に高く，卵管内の胚が子

宮内膜に作用して胚受容能を促進することが明らかとなった．さらに，マウス子宮内膜と胚との共

培養により子宮内膜に脱落膜化の指標であるPRL　mRNAが発現することも明らかとなった．

　本知見に基づいて我々は体外受精胚移植法において2日目（子宮内膜の調整も期待する胚2個を

移植）と5日目（着床だけを期待する胚1個を移植）に胚を移植するtwo－step　embryo　transfer法を

臨床に応用している．

ll．卵管の病態（実験的卵管妊娠作成の試み）

　交配翌日に片側の卵管結紮を行った（物理的に胚を卵管内に留める）マウスについて各子宮角で

の着床の有無を検討したところ，対側の子宮角には着床が認められたが，結紮側の卵管では全く着

床しなかった．さらに，マウスにおいて卵管内膜と子宮内膜の培養系にエストロゲン（E）とプロゲ

ステロン（P）を添加したところ，子宮内膜ではPRL　mRNAの発現がみられるのに対して卵管内膜で

は発現しなかった．また，ヒトにおいてもE／Pに反応して子宮内膜ではPRLおよびIGF－1が産生さ

れたが，卵管内膜では産生されなかった．子宮外妊娠症例における卵管内膜の培養系においても同

様であった，これらのことから発生学的に両者は同じ起源であっても卵管内膜では脱落膜化が起こ

らず，通常は子宮外妊娠の発生から守られており，その発生のためには炎症などの卵管内膜の病的

状態が素因として必要であると推測される．

●

■

●

，

●

●
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ワークショップ2「卵管の機能とその異常」

2）感染症と卵管機能

●

愛知医科大学産婦人科学教室助手

野　口　靖　之

●

o

●

■

●

　卵管性不妊症の原因にはいくつかの要因があるが，その中でも最も頻度が高いものに炎症の結果

生じる卵管炎が挙げられる．しかしながら，その病態については，なお明らかにはされていない．

性交渉の低年齢化や性風俗の多様化により，卵管炎の既往者，および罹患者は，増加傾向にある．

そして，これに起因した卵管性不妊症患者は，今後増加することが予想される．卵管炎の起炎菌は，

Escherichia・coli（E．coli），Neisseria　gonorrhoeae（N．　gonorrhoeae），Chlamydia　trachoma亡is（C．・tra－

chomatis）が代表的なものである．　E．　coliは，急性卵管炎を発症し初期より激烈な臨床症状を示し，

早期に診断，治療されることが多い．これに対し，N．　gonorrhoeae，（」．　trachomatisによる卵管炎は，

自覚症状に乏しく診断が遅れ，不顕性に慢性卵管炎に移行することが多い．また，パートナーの感

染により互いに反復感染を起こすことも珍しくない，近年，（］　trachomatisによる女性性器感染症

は，罹患者数が，著しく増加傾向を示し，卵管炎の最も頻度の高い起炎菌に成りつつある．また，

C．‘trachomatisによる卵管炎は，急性期には，卵管上皮組織を中心とした可逆性の組織障害を発症

する．しかし，慢性卵管炎に移行すると，炎症は，卵管上皮下の組織に波及する．本研究では，動

物実験により，C．　trachomatisによる慢性卵管炎モデルを作製し，慢性卵管炎による組織変化につ

いて検討を加えた．

　（対象と方法）

　成熟雌ラットを用いC．亡rach　omatfs感染モデルを作成した．開腹下にてC　trachomatisを卵管内

腔およびその周囲へ初回接種し，引き続き腹腔内へ（；．　trachomatisの反復接種がなされた群（慢性

感染群）と，C．　tracho、matisの初回接種を同様に行った後，腹腔内へChlamydia増殖用培地（CMGA

液）のみを反復接種した群（一回感染群）の2群を作成し，それぞれ同一時期に開腹し卵管周囲癒

着の有無を比較した．そして摘出した卵管組織をHematoxylin　Eosin法，　Masson　Trichrome法（膠

原線維染色）にて染色し光学顕微鏡下で観察し，卵管上皮下間質における炎症所見や線維化の有無

を観察した．

　〈結果）

　ラットによるC施c加ma亡fs感染実験では慢性感染群の開腹所見で卵管周囲に癒着を認め，それ

らの卵管組織は，卵管の光学顕微鏡下の観察により卵管上皮下間質組織に単核細胞の浸潤と膠原線

維の増殖を認めた．また，一回感染群の卵管には，この様な変化は認められなかった．

　（考案）

　C．　trachoma　tis慢性卵管炎は，卵管上皮下間質の強い線維化や，卵管周囲癒着を引き起こすこと

が明らかとなった．このことから（）．　trachomatis性慢性卵管炎は，不可逆性卵管障害を招き，治療

困難な卵管性不妊症の原因となることが確認された，

　さらに，将来，挙児希望が予想される女性において，卵管炎の早期診断，早期治療は，卵管性不

妊患者を減らす上でも，重要な課題になると思われる．

o
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3）子宮内膜症と卵管機能

●

長崎大学医学部産婦人科助手

藤　下　　　晃

　子宮内膜症が不妊を引き起こす機序として，内膜症が進行すれば，卵管および卵巣を巻き込み，

解剖学的な位置異常や癒着をきたし，卵のpick　up障害や排卵障害をきたすことが予想される．し

かし，軽症の内膜症例では卵管疎通性が保たれていることが多く，これらの場合の不妊因子として

は，腹腔内マクロファージ（Mφ）や種々のサイトカインが注目されているが，いまだ十分解明され

ている訳ではない．

　そこでまず，当科で取り扱った不妊を伴う内膜症患者を解析した．対象は1989年1月から1998

年12月までに，腹腔鏡検査時に卵管通色素検査を施行しえた146例である．r－AFS分類による内訳

は1期64例，U期30例，皿期22例およびIV期30例である．卵管通色素検査では，両側とも開通し

ていたのは78％（114／146例），少なくとも一側が開通していたのが13％（19例），両側閉塞は

6％（8例），残り5例（3％）は癒着などのために確認できなかった．これを進行期別に検討したが，

疎通率と進行期には推計学的有意差は認めなかった．次に腹腔鏡施行時，卵管采の形態を検討した

ところ，1およびll期例では両側卵管采ともに正常が96％（90／94例）であったのに対し，皿お

よびIV期では両側正常が69％（36／52例）であり，14例（27％）に少なくとも一側の卵管采異常

がみられた．さらに卵管の所見では，1およびll期例では両側卵管とも正常が80％（75／94例）

であったのに対し，皿1およびIV期では両側卵管とも正常であったのは33％（17／52例）しかなく，

65％（34例）には癒着や屈曲，蛇行，延長などの走行異常を伴っていた．

　本ワークショップでは，①疎通性を保持した卵管に，形態学的，機能的変化が出現しているかど

うか，また②内膜症では卵管采周囲癒着のために，phimosis状となり，卵管留腫の形成もみられる

という仮説のもと，動物実験モデルを用いても検討する予定である．

●

●

●

o

●

o
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4）腹腔鏡による卵管機能の評価

●

近畿大学医学部産婦人科講師

三　橋　洋　治

●

9

●

9

　卵管の働きは，胚偶子が最初に接触する場として胚発生過程において重要な役割を担っている．

個々の卵管の機能には，卵の捕獲，受精，卵分割の場の提供，精子の移送，capacitationの促進，

受精卵の子宮への移送などが挙げられ相互に微妙に調整されながらその恒常性が保たれている．し

かし，これらの繊細な卵管諸機能は上向性感染による炎症を受けやすく，更に子宮内膜症，子宮腔

内や骨盤内などの手術侵襲などによっても障害を受けやすい条件にある．実際我々の施設において

スクリーニング検査として行った子宮卵管造影検査法（hysterosalpingography以下HSG）にて卵管

異常を認めた症例164例中，手術既往を有するものが58％（95／163），クラミジアIgA抗体陽性

39％（33／84），更に腹腔鏡下に子宮内膜症を認めたものが29．8％（49／164）であった．このよ

うな事から卵管性不妊症は診断法と治療法の共有性から従来の卵管因子と腹膜因子を併せて論じら

れる事が多く，卵管閉塞or／and腹膜癒着が不妊因子として評価されている，これら卵管の器質的

異常の有無を検討するために，従来より種々の検査法が考案されており，今もなお工夫が続けられ

ている．その中でも，卵管の疎通性の有無と閉塞部位と状態を明確にできるHSGと，卵管を周囲

の状況と併せて直視下に観察可能な腹腔鏡検査とは，卵管を内外から評価し得るいわば車の両輪の

ようなものであり多くの施設が双方を卵管機能の推定法の主軸として採用している．当院でもスク

リーニングとしてHSGを行った後，卵管機能の最終確認を腹腔鏡での卵管全体の直視下観察と腹

腔鏡下色素通水法により行う事としている．その際，卵管閉塞を認めた場合には更に治療を兼ねた

腹腔鏡観察下での卵管鏡（Frカテーテル〉検査を併せて行う事としている，しかし，スクリーニ

ング法として用いているHSGは，卵管疎通性においてある程度の有益な情報が得られるが，卵管

周囲癒着像や子宮周囲癒着などの卵管・腹膜因子については診断価値の再評価がなされなければな

らない．一方，腹腔鏡を臨床に導入した事で従来HSGなどのスクリーニング法で診断しきれなか

った卵管に関する病態の診断が可能となっている．卵管は，妊娠成立に果たす役割は極めて大きく

その障害が妊孕性に与える影響は計り知れない．これら卵管通過障害の診療では治療方針の確立も

重要であるが，むしろ診断における適切な機能検査法・直視下での形態検査法が確立されていない

事が問題である．講演では，我々の施設において1992年4月から1999年3月までに行われた全腹腔

鏡症例860例の中から挙児希望を有する例でHSGと腹腔鏡下観察を施行している400例を対象にし

て卵管の器質的異常としての癒着病変の頻度とその背景因子，卵管の状態と妊孕性との関係，術前

のHSG撮影結果との照合を検討し，また卵管周囲環境としての子宮内膜症病変との関連について

も調査を行い，妊娠例と非妊娠例に分けて卵管機能についての考察を行ったので報告する．



108　（398）
●

ワークショップ2「卵管の機能とその異常」

5）卵管鏡による卵管機能の評価

慶磨義塾大学医学部産婦人科講師

末　岡　　　浩

o

　卵管不妊は女性側の不妊原因のなかでも最も頻度が高く，その病態も多様であることが知られて

いる．卵管機能は排卵した卵子を回収し，精子と卵子の通過路となるのみならず，受精や胚成長の

場を提供するという妊娠成立にかかわる重要な役割を担っている．しかし，卵管病態の把握，とく

に卵管内腔側の検索はその構造から困難と考えられ，充分な技術開発が行われていたといえない．

近年，微細な卵管内視鏡とそれを卵管内に安全に導くカテーテルを組み合わせた卵管鏡下卵管形成

（falloposcopic　tuboplasty：Fr）カテーテルシステムが開発され，子宮側からのアプローチで卵管内腔

の全域を観察し，同時に内腔の癒着も剥離することが可能となった．現在では卵管通過障害の治療

法としての意義がほぼ確立された．その町システムを用いて，卵管性不妊に対する治療の適応と

成績を検討し，卵管不妊に対する新たな治療指針を提案することを目的とした．

　1）卵管閉塞例における多発性閉塞の有無と閉塞部位の頻度：カテーテルの伸長距離により，子

宮から卵管遠位方向へ距離を測定し，卵管内の閉塞部位を①2．5cm未満，②2，5cm以上5cm未満，

③5cm以上の3つの部分に分類（①は主に卵管間質部，②は峡部，③は膨大部を示す）して評価し，

2つ以上の部分に閉塞が存在するものを多発性閉塞として判定すると約半数例が多発性部分の閉塞

であった．また，各部位のうちでもさらに，限局する癒着が多発性に存在する例が多く，実質的な

卵管内癒着の発生は単一で限局するものは極めて少ないことが示された．妊娠例の術前のHSGに

よる閉塞部位からみると，間質部の閉塞症例が75．9％を示し，峡部を加え，近位閉塞例が多くを占

める結果となった．HSGでは最も近位部の閉塞箇所の確認しか行えないが，　FT治療による近位部

閉塞箇所の通過性回復を終えた後に，それより末梢側に膨大部の癒着による卵管留水症が認められ

た例が少なからず存在した．患者ベースの閉塞部位の検討では両側同じ位置に閉塞を有する例が多

いことを示した．

　2）クラミジア感染既往の関連性：対象となった両側卵管閉塞のクラミジア抗体陽性者割合は，

検査を施行した190例中68例35．8％を占めた．卵管通過性回復成績はクラミジア陽性者に低い傾向

を示したが，有意差は認められなかった．しかし，とくにクラミジア抗体価が高値である例では卵

管内腔のみならず卵管采癒着や卵管周囲癒着など外方の癒着を生じていることが多く，開腹による

癒着剥離や体外受精に移行することが望ましいと判断された例も少なくない．

　3）卵管内腔病態の観察：卵管機能の評価には卵管内腔と外面の両面からの評価が必要である．

卵管鏡によって診断できる情報には各卵管部位による内腔面の色調，構造，癒着の有無と癒着組織

の状態，卵管留水症などがあり，これらの病態を把握することによって，その先の治療方針を決定

することの一助となる，卵管鏡による内腔病態の観察を行い，①癒着による癩痕，②線維性癒着，

③血液循環の低下，④卵管上皮の菲薄化，とくに卵管ひだの消失などが主な病態と判断された．再

閉塞による重複症例施行時の1回目町で通過性改善がみられた多発性閉塞症例の検討では，①，

②，③はFrr治療後の再上皮化により改善を示した，

　卵管鏡を含めた卵管機能の評価から，妊孕性の観点での機能回復が困難とみなされる場合に体外

受精の厳格な適応とすれば，a）経頸管・経卵管采卵管鏡下卵管形成（TCFr・TFFT）によっても解

除しえない卵管通過障害，b）腹腔鏡および開腹手術によっても改善しえない卵管周囲および卵管周

囲癒着，c）強い男性不妊，卵管切除，免疫性不妊など他に因子の存在する例，　d）町治療後2年を越

えて妊娠に至らない例などに限定することが可能である．

●

■

●

■

■

■
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1）生殖医療における配偶子・受精卵診断

，

東邦大学医学部第1産婦人科研究生

雀　部　　　豊

●

9

●

●

　着床前の卵子や胚に生検を行い，極体や割球を解析する技術により，様々な遺伝情報を得ること

が可能となってきた．しかし，この技術の施行にあたっては，十分な遺伝カウンセリングが必要不

可欠であり，症例ごとにストラテジーを練る必要がある．本ワークショップでは，当科で検討を行

っているストラテジーについて報告する．

A．de　novoの染色体異常

　ART施行前の検索にて明らかな遺伝的変異を認めない症例でも，女性が高齢の症例，　ARr反復不

成功例，ART後の反復流産例などは，　de　novoの染色体異常の検索が有効と考えられる．我々は，

同一検体に対してFISHを2回行うCell　recycling法により，7つの染色体（13／16／18／21／22／X／Y）

の数的異常を診断する方法を確立した．しかし，他の染色体の異常や構造異常も同時に検索できる

方法の開発が望まれる．また，第1・第2極体の解析による卵子の異数性の検索も有効と考える．

B，単一遺伝子疾患

　単一遺伝子の変異を認める症例は，遺伝子の変異の検索を行うこととなるが，それに加えて染色

体異常を検索することにより，その生産率を向上させることが可能と考える．とくにX連鎖性劣性

遺伝病の症例では，性別も重要な遺伝情報である．我々は，PCRとFISHを組み合わせたCell　recy・

cling法を利用して，PCRにてジストロフィン遺伝子のエクソンの欠失診断を行い，　FISHにて性

別・染色体異常を診断する方法を確立した．

C．染色体構造異常

　ARr施行前の夫婦の染色体検査にて，どちらかにロバートソン転座や相互転座を認める症例では，

不均衡型の胚を診断することにより，着床不全や流産を回避することができる．診断にあたっては，

症例ごとにFISHプローブを検討して準備する必要がある．不均衡型の胚の診断のみであれば，ほ

とんどの症例が市販のプローブで対応可能である，また，de　novoの染色体異常の検索を加えるこ

とにより，生産率向上が期待できると考える．配偶子・受精卵診断は，診断のために用いることの

できる細胞が限られている．そこで我々は，細胞を再利用して用いることにより多くの遺伝情報を

引き出すことのできるCell　recycling法を中心としてストラテジーを検討してきた．将来的には，

すべての染色体についてde　novoの異常を診断できる方法の開発が，生殖医療における配偶子・受

精卵診断の課題と考える．
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2）Nuclear　Transplantationの生殖医学への応用

Visiting　fellow

The　Center　for　Reproductive　Medicine　and　lnfertility

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

New　York　Presbyterian　Hospita1－Weill　Medical　College

of　Cornell　University

竹　内　　　巧

　体外受精胚移植の臨床応用がなされてから20年が経過したが，この間に，種々の改良や顕微授

精を含めた新しい技術の開発が大きく成績改善に貢献してきた．しかしながら依然としてその成否

は女性配偶者の生殖年齢に大きく依存しているということは周知の事実である．いまだに高齢婦人

（40歳以上）に対する治療は若齢婦人からの提供卵子を用いた治療以外には好成績を望むことはで

きない．種々の要素が高齢婦人における体外受精胚移植後の低妊娠率，低着床率や高流産率に関連

しているが，最も重要な原因として高齢婦人における高率な成熟卵の染色体の数的異常があげられ

る．卵の染色体異常は主に成熟過程の第1減数分裂中に発生すると考えられている．染色体の分裂

は各減数分裂中に構成されるmeiotic　spindleにより制御されており，またその構成成分は多くを卵

の細胞質から提供されている．meiotic　spindleの異常が高齢婦人の卵に高率に確認されており，卵

細胞質の染色体分裂における重要性が注目されている，

　近年，第1減数分裂前の未熟卵の段階で，高齢者のgerminal　vesicle（GV）を，除核された若齢婦

人の卵細胞質に電気融合により核移植し，再構築卵を体外成熟させる方法が正常な減数分裂を経た

成熟卵を得る手段として提案された．全卵子の提供に対し，この技術は第3者の卵細胞質の提供を

受けながらも，患者自身の遺伝情報を．核移植という方法でその児に伝えることが可能という点で

非常に魅力的である．この技術による染色体異常の発生予防効果については少ないながらも実験結

果が報告されており，若齢婦人の卵細胞質が移植された高齢婦人の卵核を正常な減数分裂へ誘導す

るという卵成熟過程での細胞質の重要性を強く示唆するものであった．

　当センターではヒト卵を用いた研究の前に準備段階として，マウスを用いた動物実験を行い，高

率に未熟卵が再構築されることを報告した．また核移植後に成熟した卵の染色体数を分析すること

により，この非常に侵襲的な技術そのものが卵の成熟率に影響を与えないばかりか染色体異常を誘

発することがないことも確認した．動物実験の結果を踏まえ，さらに当大学の倫理委員会の許可を

得て，ヒト未熟卵に対する核移植の有効性を探る研究を開始し，その各過程での顕微操作による細

胞損傷率，電気融合による卵再構築率，その後の卵成熟率，Fluorescent　in　situ　hybridization法によ

る成熟卵の染色体検査結果，卵の受精能およびその後の初期胚発生率等を検討した．卵はすべて顕

微授精施行の際に得られた余剰の未熟卵で，患者の同意のもとに研究に用いられた．その結果，マ

ウスと比較するとやや劣るものの，核移植の各過程で80％を越える効率で卵を再構築することが

可能であった．卵成熟率は約60％で対照の体外成熟した無操作の未熟卵のそれと有意差を認めな

かった．またsibling卵の間での核移植による再構築卵の染色体異常率も同様に対照の体外成熟卵

と有意に異ならなかった．未だ十分な数ではないが，異なる年齢の婦人間でGV卵の核移植を行っ

た結果，高齢婦人の卵細胞質は染色体異常を誘起しやすく，若齢婦人のそれは正常な減数分裂を誘

導するという仮説を支持する所見が得られた．これらの結果は今後の核移植技術の臨床応用を考え

る上で必要な更なる研究の十分な動機づけとなるとともに，再構築卵の発生能を含め，体外成熟が

大きな課題である点，高齢婦人からいかに十分な数の未熟卵を採取するかといった新たな問題点を

明らかにした．

●，

●

o

●

」

■

o
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3）環境因子と精液性状

ノ 帝京大学医学部泌尿器科講師

押　尾　　　茂

●

〉

●

■

　【はじめに】1992年のCarlsenらによる精液性状が過去50年間で半減したという報告以来，雄性

（男性）生殖機構と内分泌撹乱化学物質などの化学物質の関連について多くの研究と議論が続いて

いる．我々は，日本人男性の生殖能力の現状を知るためには，一般人を対象とした精液検査を行う

必要があると考え，生殖年齢にある健康なボランティアを対象にしてその精液性状の検討を行って

いる．今回はその調査結果を紹介する．

　【対象および方法】対象は1996年4月から1999年6月までの3年15ヶ月間に調査した生殖年齢

（20歳以上50歳未満）にあり健康な日本生まれの日本人ボランティア229例で，地域別では東京地

区148名，九州地区81名である．3日間以上10日未満の禁欲後，用手法で採取した精液を常温で充

分に液化させ，採取後1時間以内に，一般精液検査（精液量，精子濃度，精子運動率，正常精子率，

生存精子率）を世界保健機関（WHO）〈1992）のマニュアルに準拠して行った．なお，本研究におい

て精子濃度および運動率の算定にはcomputer－aided　semen　analyzer（CASA）を原則として用いた．

　【結果および考察】ボランティアの平均年齢は32．1歳で（以下数値はすべて平均値），年代別では

20歳代87名，30歳代84名，40歳代58名であった．禁欲期間は4．9日であった．精液検査の結果は，

精液量2．8ml，精子濃度89．0×106／ml，運動率25．4％，正常形態率58．0％，生存率77．5％であった．

この数値からは精液性状は運動率が低いことを除いては従来の我が国における報告と比較して明ら

かな低下は認められない．しかし，この結果を調査地域に分けて再検討すると，とくに精子濃度に

関して，九州地区127．0×106／ml（分布：O．2　一一　317．8×106／ml，中央値：119．8×106／m1）に対し

て，東京地区67．9×106／ml（分布：0．2～273．0×106／ml，中央値：54．0×106／ml）と明らかに東

京地区が低い値を示した．また，年齢別に比較すると，20歳代78．1×106／m1（分布：O．2　・－

317．8×106／m1，中央値：69．4×106／ml），30歳代×106／ml（分布：O．2　一・　273．0×106／ml，中央

値：81．5×106／m1），40歳代92．5×106／ml（分布：7．5・一一・298．2×106／ml，中央値：80．0×106／m1）

と，20歳代が低値を示した．今回検討した精液性状の中では，とくに運動率の低下が著しいこと

が認められたが，この原因は明らかではない．しかし，実験動物を用いた毒性実験において，精子

性状の悪化はまず精子運動率の低下から始まることから，今回観察された精子運動率の低下傾向は

他のパラメータが悪化する前兆である可能性があり，注目すべき点であると考えられる．我々の研

究はまだ，端緒についたばかりであり，対象例数が少ないことなどから，精液性状の現状について

断定的なことはいえない．今後対象例数の増加とともに調査地域の拡大をはかるべく，疫学・統計

学の専門家をまじえて調査継続中である．

　本研究は科学技術庁生活基盤研究費および文部省科学研究費の援助のもとに行われている．

■
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4）TMGT（Testis－mediated　gene　transfer）により導入された外来

　　遺伝子の解析　～初期発生における外来遺伝子の発現～
、

東京理科大学生命科学研究所分子生物学部門助手

林　　　克　彦

［目的］

　以前より，我々は個体への遺伝子導入方法として精巣に直接遺伝子を導入するTMGT（Testis－

mediated　gene　transfer）法を試みてきた．この方法を用いた遺伝子導入動物の作製は，実験動物や

家畜において成功例が報告されている．今回我々はこのTMGT法を応用し，初期胚および胎仔期

に一過性に外来遺伝子を発現させる方法の確立を目的に実験を行った．さらにこの方法により精巣

に導入された遺伝子がどのように受精卵に導入されるかについて解析を行った．

［方法］

　TMGT法は既報に準じて行った．導入遺伝子は全身で発現するβ一actin　promoterの下流にloxP配

列に対してrecombinase活性をもつCre　recombinaseをコードしたcDNAを挿入したものを用いた．

遺伝子導入には，CAG－loxP－Stop－loxP－EGFPトランスジェニックマウスを用いた．このトランス

ジェニックマウスは2つのloxP配列に挟まれたStop　sequenceのrecombinationを調べることにより

導入遺伝子（Cre）の発現を調べることができる．　Cre遺伝子の導入はマウス精巣にリボソームと混

合した環状遺伝子を3日おきに3回注入した．遺伝子を導入した雄は雌と交配させ，得られた新生

仔および10～12週の個体よりgenomic　DNAを採取し，導入遺伝子の存在の有無をPCRおよび

Southern　blotにより，loxPのrecombinationをPCRにより解析した．また遺伝子導入を行った雄の

精子からもgenomic　DNAを採取し，導入遺伝子の存在と10xPのrecombinationを解析した．

［結果］

　TMGTを行った雄の交配により得られた新生仔における導入遺伝子の有無を調べた結果，　PCRに

より41／66（62．1％），Southern　blotにより8／66（12．1％）の新生仔に導入遺伝子が認められた．

導入遺伝子の1細胞あたりのコピー数は，Southern　blotにより導入遺伝子が確認された新生仔にお

いて5コピー前後であった．しかしながら10・一・12週齢の個体からは導入遺伝子は検出されなかっ

た．これらの個体におけるloxPのrecombinationを調べた結果，解析したすべての個体において

10xPのrecombinationが認められた．また精巣上体尾部精子のgenomic　DNAの解析の結果，遺伝子

導入後30日目において導入遺伝子の存在は認められたがloxPのrecombinationは認められなかっ
た，

［考察］

　以上の結果から精巣に注入された遺伝子は精子を介して受精卵に導入され，それらの導入遺伝子

は，新生仔まで保存されることが明らかとなった，loxPのrecombinationの解析の結果から，導入

遺伝子の発現は精巣および精子では発現しておらず，受精後から新生仔までの過程において一過性

に発現することが示唆された．また導入遺伝子はすべての個体において生後12週には検出が不可

能であったことから，我々の行った実験系では，導入された遺伝子は宿主染色体細胞に挿入されず

細胞中に存在すると考えられる．今後，ノックアウトマウスなどの解析から受精や発生の初期に必

須な遺伝子が明らかとれば，欠損蛋白質をこの方法により補うことにより単一遺伝子の欠損に起因

するような初期胚の発生停止・受精停止などを克服できる可能性も考えられる．現在発生が胎仔期

に停止するノックアウトマウスを用いて，欠損遺伝子をそれらの個体にTMGT法により遺伝子導

入を行い発生の停止がどの程度克服されるかを解析中である．

o

」

■

の
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〈



（403）　113

●

ワークショップ3「ARTの最前線」

5）核移植を用いたヒト疾患モデル動物としての
　　トランスジェニックブタの開発戦略

‘

東北大学大学院農学研究科動物生殖科特別研究員

三　好　和　睦

o

■
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　胚性幹（ES）細胞は，未分化性を維持したまま増殖が可能な初期胚由来の培養細胞であり，宿主

胚に注入することによりES細胞と宿主胚の両者に由来する細胞を持つキメラを形成し得る．　ES細

胞が生殖細胞の形成に寄与した場合には生殖系列キメラが作出され，このキメラを交配することに

よってES細胞由来の個体を得ることができる．このような特徴を持つことから，ES細胞に対して

遺伝子導入を行った後にそれらに由来する個体を作ることによりトランスジェニック動物の作出が

可能である．この方法は，外来遺伝子の導入だけでなく，ジーンターゲティングによって特定遺伝

子が破壊されたトランスジェニック動物の作出にも利用できる．これまでにマウスでは，ES細胞

を用いたジーンターゲティングによりヒトの疾患モデルとなり得る種々のトランスジェニック動物

が作出され，病気の原因解明に貢献してきた．解剖学的・生理学的にヒトとの類似点が多いブタに

おいて同様な系が確立されれば，ヒト遺伝子の高次機能解析が可能となり，生殖障害の原因遺伝子

解明にも有効である．しかし，マウス以外の動物種では，生殖系列キメラへ分化し得るES細胞は

得られていない．最近，ヒツジにおいて，胚盤胞に由来する上皮様細胞が全能性を維持しているこ

とが報告された．これらの細胞は形態的にマウスのES細胞と異なる分化細胞であるが，除核未受

精卵に移植することにより産仔が生産された，さらに，胎仔の線維芽細胞や成体の乳腺細胞を移植

後にも産仔が得られたことから，この方法を用いることにより，広い範囲の分化細胞からそれに由

来する個体を生産し得る可能性が示された．このような分化細胞は体外において継代培養し得るの

で，ES細胞の樹立が困難である動物種において，トランスジェニック動物を作出するために利用

できると考えられる．これまでにウシ，マウスおよびヤギにおいても，核移植技術を用いて分化細

胞に由来する個体が作出されているが，ブタにおける成功例は報告されていない．そこで我々は，

ブタへの応用を目的として，体外作出した脱出胚盤胞から継代培養可能な細胞株を樹立し，それら

の細胞を除核未受精卵に移植することにより作製した再構築胚の発生能について検討している．本

ワークショップでは，我々の最近の研究結果について紹介するとともに，生殖医療においてそのよ

うな核移植技術を利用し得る可能性について考えたい．
●

●

㌧
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■

ワークショップ3「ARTの最前線」

6）ARTの適応拡大とその限界

徳島大学医学部産婦人科講師

苛　原　　　稔

b

　過去10年間の本邦での生殖補助医療技術（ART）の進歩と普及は目覚ましいものがある．日本産

科婦人科学会に登録された体外受精胚移植（rVF－ET）の実施施設は，平成10年度末で約500施設に

のぼり，昭和58年に臨床応用が開始されてから20，000例以上の妊娠例を得，凍結受精卵の使用，

顕微授精の応用を通じて，本邦の不妊治療の中心的技術として定着してきた．しかし，臨床応用開

始から16年が経過し，適応疾患の拡大とともに，副作用の増加，応用範囲の拡大による倫理的問

題が表面化している．

　（1）適応疾患の拡大

　顕微授精の一般化により，従来のIVF－E’「では困難であった重症精子障害患者の不妊治療成績が

著しく向上している．さらに最近，IVF－ETが有効な症例として，抗精子抗体陽性不妊例，高年不

妊例，子宮内膜症例，長期原因不明不妊例などが適応疾患とされている．しかし一方で，施設問の

適応疾患の違い，技術レベルの格差による混乱が生じており，将来本技術をさらに普遍化するため

には，一定のコンセンサスを必要とする時期に来ている．

　（2）副作用の増加とその対策

　実施症例が増加するにつれて，卵巣過剰刺激症候群と多胎妊娠などの副作用の発生が増加してい

る．それらの防止策として，プロゲステロン膣坐薬による黄体補充療法，移植胚の少数化が効果を

上げているが，より安全で効果的な技術の改良が期待される．最近GnRHアンタゴニストが臨床的

に使用できるようになり，欧米では症例が蓄積されつつある．本邦でも臨床研究が開始されており，

コンプライアンスや副作用防止の面からその有用性が期待される．

　（3）技術応用の範囲の拡大

　IVF－ETは様々な分野に応用が可能であるが，このことは逆に，従来の本邦における生殖倫理を

ゆるがし始めている．昨年度，日本産科婦人科学会では不妊治療以外で初めて，本技術を臨床研究

として着床前遺伝子診断に応用することを認めた．この審議過程では幅広い意見を聴取し極めて慎

重に行われた．本技術の適応拡大にあたっては，慎重な審議を経て，コンセンサスを得らナちもの

に限定すべきであり，独断的な解釈による無秩序な適応拡大は慎まねばならない．

●

●

●

■

●
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l　Gn－RH　analogue併用hMG＋hCG周期におけるPremature　luteneizationと

　　　　　　　子宮内膜エコーパターンおよびIVF－erの成績について

■

●

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大蔵病院産婦人科　　○杉本　公平，秋山　芳晃

　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　江崎　　敬，廣島　牧子，大浦訓章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許山　浩司，松本　和紀，田中　忠夫

【目的】Gn・Rha∠hMG！hCGによる卵巣刺激周期においてpremature　luteneizationはIVF－ETの成績

を悪化させるとの報告と成績には関係ないとする報告がある。以前、我々は本学会でGn－RhalhMGlhCG

周期における黄体期中期の子宮内膜エコーパターンが妊娠の成否を最も反映することを報告した。今回、

hCG投与時のP4値と子宮内膜厚、内膜エコ・一一パタ・・一一一ン、　IVF・ETの成績の関係にっいて検討した。【対

象および方法】当院不妊外来にて平成10年1月から平成11年3AまでにGn－Rha価’IG／hCG周期にて

IVF・ETを施行し、形態良好胚を移植した44症例48周期を対象とした。またluteal　supportとしてテ

ドロゲステロン30mgを経口投与し、かっOHSSを起こさない例ではhCG3000iu　×　2回筋注した。　hCG

投与時、黄体期中期の子宮内膜厚とエコーパターン、血中E2、　P4値を測定し、　hCG投与時のP4値が

O，8ng／ml以下の群（L群）とO．9　ng／m1以上の群（H群）にわけて各々について比較検討した。【結果】

48症例中L群17例く35、4％：1、H群31例（64，6％）であった。　HCG投与時の血中E2値はH群が有

意に高値であった。（L群；851±537pg／ml、　H群：1577．4±1245　pg／mLp＜O．Ol）子宮内膜パターンは、

hCG投与時に増殖不全例がL群では認められず、　H群で5例認められたが、黄体期中期には差が無力

った。また、内膜厚、黄体期P41E2　ratio、採卵数、受精率、妊娠率には両群で差は認められなかった。

1結論】今回の検討では、Gn－Rha／hMGlhCG周期におけるpremature　luteneizaitionは子宮内膜パタ

ー ンにはあまり影響はなく、IVF・ETの成績を悪化させる傾向は認められなかった。

2 体外受精・胚移植の治療成績向上における年齢別検討

●

■

●

琉球大学医学部産婦人科○神山茂，宮城博子，當間敬
　　　　　　　　　　　　　野原　　理，金澤　浩二

【目的】様々な改良により体外受精・胚移植（IVF－ET）の治療成績は向上してきているが，年齢別で同

様な成績向上があるか否かについて検討した．　【方法】1988．1－1999．3に当科にてIVF－ETを施行した

1427周期を対象とし，前期群：1988．1－1995．8の期間の1088周期と，後期群：1995．9－1999．3の期間

の339周期の2群に分けた．さらに各々の群を年齢別に1群：30歳以下，il群：31－35歳，　m群：36
－ 40歳，IV群：41歳以上の4群に分けた．後期群には卵細胞質内精子注入法24周期が含まれている，

妊娠の判定は超音波検査による胎嚢の確認にて行った，平均年齢は前期群で36．8±4．6歳，後期群で
37．2±4．6歳であり差はなぐ，1群問，皿群間，皿群間，IV群間でも差はなかった．　【結果】①平均移

植胚数は前期群2．6±1．2個，後期群2．4±1．0個であり後期群が有意に少なかった（p＜0．01）が，妊娠
率は前期群16．3％（177／1088），後期群24．2％（82／339）であり，後期群の方が有意に高率であった（p

く0．001）．②年齢別に平均移植胚数を検討すると，1群間では前期群3．2±1．1個，後期2．9±05個，

H群間では前期群2．9±1．1個，後期群2．6±0．8個，III群間では前期群2．5土1．2個，後期群2．3±

0．9個，IV群間では前期群2．2±1．1個，後期2．1±1．1個であり，1群間，　H群間，皿群間において
後期群の方が有意に少なかった（p〈0．05）．年齢別に妊娠率をみると，1群間では前期群26．0％（32／

123），後期群32．1％（9／　28　），ll群間では前期群24．7％（65／263），後期群33．0％（33／100），皿

群間では前期群16．2％（73／452），後期群25．4％（30／118），IV群間では前期群2．8％（7／　250　），後

期群10．8％（10／93）であり，1群問とn群間で有意差は無かったが，皿群間とIV群間で有意差があっ
た（pく0．05，p＜0．01）．　【結論】当科のIVF・・ETの治療成績は有意に向上してきているが，年齢別にみ

ると特に比較的高齢症例において向上していた．

●
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3 ARTにおけるhCG切り替え日のestradiol値と妊娠の予後

■

倉敷成人病センター不妊治療部　　○本山　洋明，藤井　好孝

【目的】hCG切り替え日のe8tradiol値（E2）の高低が、卵の質や着床環境に及ぼす影響を、妊娠率を見る

ことにより、年齢別に検討した。　【方法】対象ぱ96年から’98年末までの新鮮胚ET　575周期（ICSI　410

周期、IVF－ET　l65周期）と、これらの凍結解凍ET　143周期で、　E2を500pg1血1毎に9階級に分けた。
500pg未満；31周期、　・一　100Qpgt　95周期、～1500pg；113周期、　一・2000pg；142周期、～2500pg；59周期、～3000pg；

52周期、～3500pg；41周期、～4000pg；11周期、4000pg以上；31周期である。さらに年令別に30才未満

115周期、30～34才209周期、35－39才196周期、40才以上55周期、と分類した。妊娠の定義は胎嚢の
確認または要治療の子宮外妊娠とした。【結果】11】年齢別の累積ET周期数は、30才未満（平均値2359pg）

では4000pgでようやく90％に達したが、30－34才（同2047pg）では3500pg、35～39才（同1616pg）では
2500pzと年令毎に低下し、40才以上（同1228p砂では2000pgまでに90％の周期が含まれた。12】妊娠率
（生産率）は30才未満全体で54％（90％）、30－34才で47％（83％）、35～39才で36％（85％）、40才以上で

22％（33％）であり、各年令群において、E2階級間の妊娠率には、差を認めなかった。全年令の妊娠率（生
産率）の平均値は、＜500pg；29％（89％）、・・1000pg；42％（68％）、～1500pgr　45％（90％）、－200Qpg；42％（82％）、

～ 250Qpg；42％（88％）、　e－3（X）Opg；42％（82％）、～3500pg；44％（100％）、～4000pg；36％（100％）、4000pg以

上；45％（64％）であった。131凍結解凍ETにより34人が妊娠した。このうち11人は新鮮胚ET周期のE2

が4000pg以上で8人が妊娠不成立、1人が流産、2人が外妊に終わっていたが、解凍ETにより、11人
全員が正常児を得た。　【結論】hCG切り替え日のE2の高低による妊娠率や生産率に差を認めなかった。

しかし4000pg以上で高率に解凍ET児を得たことにより、高E2は卵の質は低下させないが、着床を妨
害している可能性を否定できない。

o

●

●

4Long　Protocolにおける卵胞刺激開始時期はrvFの成績に影響を及ぼすか？
　　　　　　　　　　　　　　一固定日採卵法における検討一

●

猫協医科大学産科婦人科　　○田中壮一一郎，正岡　　薫，根本　　央

　　　　　　　　　　　　　河津　　剛，稲葉　憲之

【目的】IVFではGnRHagonist（GnRHa）を用いたlong　protOcolによる卵胞刺激法が繁用されている。

しかし，FSH／hMGの適切な開始時期については未だ明確ではなく，GnRHaの長期使用が卵巣の反応
性やIVFの成績に及ぼす影響についても明らかではない。今回，この点を我々の行っている固定日採

卵法において検討した。【方法】‘94年1月～‘98年12月にlong　protocol下に実施したIVF（患者328

名，492刺激周期）を対象とした。我々の固定日採卵法のスケジュールに従い，卵胞成熟に要する

FS且1hMG投与日数が7日の群と14日の群は水曜日，10日の群は土曜日の固定日にそれぞれ採卵した。
【成績】①FSHIhMG開始日がDay3～7（1群）であったのは105（刺激）周期，　Day8～14（ll群）159周期，

Day15～21（皿群）110周期，　Day22～（IV群）118周期であった。各群の年齢，不妊因子の比率に有意差は

なかった。②1群～IV群の固定日採卵率はいずれも96％以上と良好で，固定日採卵の内訳（7日群と10
日群の比率）も各群間で有意差はなかった。③採卵数は1群12．3±6．4，H群12．3±5．9，皿群14，1±7，9，

IV群13．6±7．3で有意差はなく，受精率，移植胚数にも差がなかった。④臨床妊娠率は刺激周期あた

り1群39．0％，ll群43．4％，皿群51．8％，　IV群44．9％で4群間に有意差はなく，着床率，流産率も差がなか

った。⑤FSHlhMG総投与量σU）は1群2546±831，　H群2410±704，皿群2387±663，　IV群2442±
615で4群間に有意差はなく，hCG切替え日の血中E2（pglml）も1群1547±1104，　ll群1518±1137，

m群1629±1064，rV群1707±1111で有意差はなかった。⑥GI移植周期とGn移植周期の占める割
合は各群間で差はなかった。【結論】long　prot㏄olでは卵胞刺激の開始日を遅らせても（GnRHaを長

期間投与しても）卵巣の反応性やIVFの成績に何ら悪影響のないことが明らかとなった。

●

●

●
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5 余剰胚の体外発育と妊娠成立との関連性

愛媛大学医学部産科婦人科　○堀　　玲子，福井　敬介，吉本　　勲

　　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

●

●

［緒言］最近、体外受精（IVF）および顕微授精（ICSI＞においてblastcystの移植が行われている．今回、初期胚

の形態が体外培養におけるblastcyst形成に及ぼす影響について検討すると共に、　blastcyst形成とそれに引き

続くHached　blastcystの観察が移植後の着床予測に有用であるかを検討した．　［対象と方法］平成10年4月

～平成11年4月までに当科にてr▽FまたはICSIを施行した20周期（20症例）より得られた71個の余剰胚（媒精2日

目）を対象とした．患者の同意を得て余剰胚を引き続きαMEM培地を用い、5％CO2　in　air、37℃の条件下で7

日間培養し、胚発育を実体顕微鏡にて観察した．移植時の4分割余剰胚の形態はVeeck分類を用いてG1～G5の

5段階に評価した．また20症例のうちG2以上の余剰胚の得られた16症例を対象として移植後の妊娠の有無と

blastcyst形成率およびHached　blastcystの有無との関連について後視的に解析した．統計学的有意差検定は

x2検定を用いた．［結果］Gl～G5におけるblastcyst形成率はそれぞれ0％（0／2）、8％（2／25）、9％（1／11）、

50％（13／28）、60％（3／5）でありG1、　G2胚で有意に高かった，Hached　blastcystの形成率はそれぞれ0％（0／2）、

4％（1／25）、9％（1／11）、25％（7／28）、20％（1／5）とG1、　G2胚で高い傾向を認めた．次にblastcyst形成を認め

た12例中5例（妊娠率42％）、認めなかった4例中1例（妊娠率25％）に妊娠が成立したが、統計学的有意差は無か

った（p・0．55）．次にhatci㎎を認めた8例中6例に妊娠が成立し（妊娠率75％）、認めなかった8例には妊娠例がな

かった（p－O．002）．［結論］形態良好な胚（Gl、　G2）ほど体外培養におけるblastcystおよびHached　blastcyst

形成率は高いことを確認した．しかし、G1、　G2胚のblastcyst形成の有無は各症例における妊娠と必ずしも関

連せず、Hached　blastcyst形成の確認が妊娠予測に重要であることが明らかとなった．以上から卵側からみた

着床因子としてHaching現象は非常に重要であり、　blastcystでの発育停止やHachi㎎不全をきたし妊娠に至ら

ない症例の存在も示唆された．

■

6 子宮内膜症性不妊におけるIVFET成績

●

■

■

東海大学医学部産婦人科　　○鈴木　隆弘，和泉俊一郎，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　善方　菊夫，奥脇　伸二，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，牧野　恒久

［目的］子宮内膜症が不妊の原因となる機序について，さまざまな議論がされているが，IVF－ETを中心とした

ARTの導入が可能であった場合，その成績は他因子を適応とした場合と比べて遜色なく良好であるとの報告が

多いe今回，当科における子宮内膜症性不妊患者のIVF一訂成績を，受精率，胚のgrade，妊娠率の点から再評

した。

［方法］1996年3月から1999年3月の間に当科にて施行したIVF・－ETのうち，顕微授精周期を除外した
conventional　IVF周期において，子宮内膜症適応で施行した158周期を，採卵時にチョコレート嚢胞を有し，

その穿刺吸引もおこなった39周期（A群）とチョコレート嚢胞は有さなかったが，腹腔鏡等で子宮内膜症の存在

が確認されていた119周期（B群）に分け，子宮内膜症以外の卵管因子などでIVF適応となった202周期（C群）と採

卵卵子数，受精率，良好胚獲得率，妊娠率を比較した。平均年齢はA群：34．6才，B群：34．6才，　C群：34．0才

であった。

［成績］平均採卵卵子数はA群：4。85個，B群：4．56個，　C群：6．04個でA，　B群で少ない傾向にあったe受精

率はA群：68．3％（129／189），B群：75．3％（409／543），　C群：77．7％（949／1221）であった。媒精翌日に3PNで

あった卵を除外した分割卵のうち，G1，　G2（Veeck分類）であった良好胚の占める割合は，　A群：55．6％

（65！117），B群：55．6％（202／363），　C群49．ユ％（423／862＞であった。受精率はA群で低かったが，良好胚獲得

率はA，B群がC群に比べ高かった。対ETの妊娠率はA群：　26．3％（10／38），　B群：24．8％（28／113），　C群：

28。7％（56／195）であった。

［結論］あくまで採卵が可能であった場合の検討であるが，子宮内膜症例では，チョコレート嚢胞の有無にか

かわらず，採卵卵子数が少なくとも良好胚が得られる点で，IVF－ETの成績は良好であった。

●
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●

7 採卵前卵胞血流評価と妊娠予後

国際医療福祉大学臨床医学センター　○本田　育子，小林　善宗，井上　正人

　　　　　　　山王病院中央検査室　　　中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

　配偶子操作治療では質の高い卵子を得ることが、その後の妊娠成立、妊娠の継続に対し、極めて重要
な問題である。我々は、　powe　r　Doppter法を用いて観察した採卵前卵胞周囲の血流状態が不良の患者で

は．妊娠成立は困難であることを報告した。今回、採卵前卵胞の血流状態と妊娠成立、その予後にっい
て検討し、配偶子治療における卵胞血流評価の有用性を考察した。対象は、IVF－ET，　GIFT，　IVF－ETR

（ZIFT）を受けた不妊症患者の計541周期で、年令は25から52才、平均36．6才であった。　CC－HMG周期な

どでの採卵直前に経膣超音波検査を行い、個々の卵胞についてpovve　r　DOPP　ier法を用いて卵胞周囲血流を観

察した。評価方法は、2個以上の卵胞において、卵胞断面像での卵胞周囲76－100％に血流の描出をみる
ものをGrade（G）4、51－75％をG3．　26－50％をG2、25％以下をG1とした。この血流評価と妊娠率、予後と

の関係を検討した。超音波装置は横河メデイカルシ「ステムLOGIQsoo，6．5MHzのマイクロコンベツクス
プローブを使用した。541採卵周期中、　G1は41（7．6％），G2は188（34．89S），G3は231（42．7％），G4は81（1S．OeS）で

あった。妊娠はll3周期に成立し、対採卵周期妊娠率は20．9％であった。血流評価別の妊娠率をみると、
G1で0（0％）・G2で29（1　5・　4N）・G3で56（24．2％），G4で28（34．6％）で、　G2とG3の間で有意差を認めカ（　P〈0　，OS）．

113妊娠周期中74妊娠が継続した。血流評価別の妊娠継続率をみると、G2で17（58．6％），G3で37（66．1％）．

G4で20（71・4％）で・G4で高い結果となった。多胎妊娠の成立はG4で6例と最も高かった（30．0％）。以上より、

Pσwer　Doppier法による採卵前卵胞の血流状態が良好な周期では，高い妊娠率及び妊娠継続率が示され．
本検査法は採卵周期の選択に有用であることが明らかであった。

o

●

●

8　　　　　　　　　　　　　1VF－ET後の予後調査

　　一月経周期変化，乳腺腫瘍，卵巣腫瘍および子宮腫瘍の発生について一
●

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部産科婦人科　　○小松　IE代，福田　　淳，村田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　　仁，熊谷　暁子，河村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉　英也，田中　俊誠

【目的】当科では1988年より体外受精・胚移植（IVF－El「）を開始している。IVF・ET後の乳腺腫瘍、卵巣

腫瘍において予後調査による報告がみられているが、月経周期についての予後調査の報告はみられていな

い。今回、当科のプロトコール（GllRHa＋HMG＋HCG）によるrVF－ETをうけた患者における月経周期変化、

乳腺腫瘍、卵巣腫瘍および子宮腫瘍の罹患についてアンケートによる予後調査を行った。　【方法】1988年

より1994年まで当科においてIVF－Erをうけた患者456名に対し、記述式アンケート調査を行った。初

回の治療より5年以上経過した症例を対象とした。アンケート調査の項目は、rVF－ET後の自然妊娠の有

無、月経周期変化、乳腺腫瘍、卵巣腫痴および子宮腫瘍罹患の有無である。　【結果】アンケートの回収率

は46．9鰍214／456）であった。年齢は平成11年5月現在で39±2．8歳。rVF後自然妊娠がみられた症例は42例

（lvF．Erの適応は、卵管因子11例、内膜症因子13鰍男性因子5例、　Pco　l例、原因不明12例）であった。

月経周期についてはIvF－Er後一時的不規則になった症例は24．1％（51／211トその後持続的に不規則となっ

た症例は95％〈20／211）であった。36歳の1例に月経が1年間みられていなかった。乳腺腫瘍は8．690

（17／211｝乳腺腫瘍のなかで1例が乳癌と診断され手術をうけていた。卵巣腫瘍は5．7依12／20外子宮腫瘍

については子宮筋腫がワ．19・（28／208）子宮癌は1例であった。

昌功

和弘

■

●

●
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9 凍結・融解胚移植の妊娠率に及ぼす諸要因の検討

（409）　119

○

●

蔵本ウイメンズクリニック　○蔵本　武志，元石　睦郎1杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　梅林　ツナ，江頭　昭義，福田貴美子

　　　　　　　　　　　　　　東島　利紀

【目的】卵巣刺激を行った採卵周期下での卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の重症化防止や内膜の性状不良

例に対し、ホルモン補充周期下での融解胚移植が有効であると報告されている。そこで、前核期胚で全

胚凍結を行った症例を対象に、融解胚移植を行った際の妊娠率に及ぼす諸要因の検討を行った。

【方法】ICSIおよびIVF症例で受績確認後に前核期胚で全胚凍結を行い、ホルモン補充周期下での融解

胚移植を行った周期について、移殖時の胚質、移植胚数、患者の年齢および凍結適応理由（エストロゲ
ン（E2）の高値、プロゲステロン（P4）の高値、　E2＋P4の高値、内膜の性状）ごとに妊娠率を比較した。

【結果】115周期中112周期で融解胚移植が可能であった。総移殖周期に対する妊娠率は30％であった

が、良好胚を1個以上含む場合の妊娠率は41％と高くなった。次に移殖胚数で1、2および3個の妊娠
率は、それぞれ0、23、37％（良好胚あり：0、30、45％）となり、移植胚数の増加に伴い有意に上昇し

た。また患者の年齢別（30歳未満、30・34歳、35・39歳、40歳以上）で比較すると、年齢の上昇に伴い

妊娠率は46、40、18、13％（良好胚あり：63、52、21、0％）と有意に低下した。さらに凍結適応別で
は、E，の高値（E2：50％、　E2＋P4：43％）が高く、　P，単独高値（26％）、子宮内膜の性状（8mm未
満：17％、形状：14％）、反復不成功（14％）が低かった。

【結論】凍結・融解胚移植において、胚質、移植胚数、患者の年齢および凍結適応理由が胚移殖後の妊

娠率に影響を及ぼす要因であると示唆された。

●

10 少数の精巣精子の凍結保存法に関する検討
●

6

●

名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○鈴木　規敬，青山　和史，鈴木　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　剛，松原　寛和，生田　克夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴森　　薫

　近年、無精子症患者に対してTESE。ICSI治療が行われ、一・般のIVF－ETに遜色のない治療成績が上

げられるようになってきた。男性に対する侵襲や医療費を考慮すると、妊娠にいたらなかった場合に

備えて凍結保存が必要となるが、TESEでは得られる運動精子はごくわずかであることが多く、その

凍結保存法としては高い回収率と受精能の維持を有する事が重要である。種々の保存法の中でハムス

ターの透明帯のなかに少数の精子を封入した形で凍結保存する方法で良好な成績が報告されている。

今回我々はこの方法での最適な凍結の条件を探るべく実験を行った。

　凍結ハムスター卵を急速融解後にmicro　manipulatOrを用いて透明帯より細胞質を吸引除去し、この

中に運動精子を数匹ずつ封入したeこれを凍結保護剤の中に移し、液体窒素蒸気内で凍結後に液体窒

素内に浸潰した。凍結保護剤としてTEST　yolk　buffer（Y）とglycero1（G）について検討した。手掌中で

急速融解後に、精子封入透明帯回収数、鯖子回収数を調べ、micro　manipulatOrを用いて透明帯から

HTF中へ精子を取り出し、運動精子数およびeosin－Y染色による生存数を調べた。

　50個の細胞質除去透明帯を作製し、Y，Gを用いて凍結融解を行ったところ、透明帯回収率・精子
回収率・運動率・生存率はそれぞれ22／25（88％）vs　21／25（84％），52／83（62．7％）vs　49〃8（62．8％），35／52

（67．3％）vs　23149（469％），41152（7＆8％）vs　2／49（65．3％）であり、　Yの使用時においてより良好な精子

運動率（p＜0．05）、生存率が得られた。

　TEsr　yolk　bufferを用いたハムスター透明帯内精子凍結保存法は、運動精子回収率が高く、　TESE－

ICSI治療において極少数の余剰運動精子を保存する方法として、優れていると考えられる。

●
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ll 凍結融解胚移植法と新鮮胚移植法による妊娠例における
　　　　　　　　　移植胚グレードの比較

●

rVF大阪クリニック　○西原　卓志，道上　　敬，山崎　雅友

　　　　　　　　　　　當仲　正丈，熊谷明希子，朴木　和美

　　　　　　　　　　　岩本　英煕，河本　明子，河田　　淳

　　　　　　　　　　　福田　愛作，森本　義晴

【目的】凍結融解胚移植法はARTを実施する上で、余剰胚の有効利用、卵巣過剰刺激症候群の重症化予防、着

床障害に対する治療に不可欠なものとなっている。我々はホルモン補充周期を用いた凍結融解胚移植法を余剰

胚の移植のみならず、着床障害の疑われる症例の治療にも用いている。そこで、いかなる要因が凍結融解胚移

植妊娠に影響しているか移植胚のグレードを中心に検討した。【方法】1998年2月から1999年4月までにおけ

る、当院の新鮮胚移植法による妊娠例（Fresh群：267周期）の移植胚グレードを凍結融解胚移植による妊娠例

（Cry。群：111周期）のものと比較した。また新鮮胚移植により妊娠を得られず、その後の凍結融解胚移植法に

より妊娠を得た同一患者（49症例）の移植胚のグレードを新鮮周期と凍結周期で比較した。移植胚のグレード

は良好胚から順番に1点から5点（4点以上は胚移植には供しない）のスコアをつけ、患者毎に平均値を出し比
較した。双方の比較において子宮内膜の胚移植時の厚さも同時に比較した。【結果】新鮮胚移植法と凍結融解胚

移植法の妊娠率はそれぞれ40．696と30，6％と新鮮胚移植群で有意に高かった（Pく0．05）。胚のグレードはFresh群

（2．25）で有意にCryo群（2．55）より良かった（P《0．05）。子宮内膜の厚さは両者（11．97mm　v．s．10．84mm）で差

はなかった。新鮮胚移植非妊娠例でその後凍結融解胚移植により妊娠に至った49症例では、この傾向は更に

顕著となり、胚のスコアは新鮮胚移植時に妊娠を得られなかった時く2．14）の方が凍結融解胚移植で妊娠した時

（2．57）より有意に良好であった（P＜0．05）。子宮内膜の厚さは（11．56mm・v．s．　10．92mm）で、差は認められなかっ

た。【考察】凍結融解胚移植では移植胚のグレードが低いにもかかわらず、妊娠を得られることが明らかとなっ

た。同一症例の比較ではこの差が更に顕著となった。本検討より、IVFETによる反復妊娠不成功例には近年行

われている胚盤胞移植ばかりではなく、凍結融解胚移植法も有効な治療法だと考えられる。特に得られる胚の

数が少なく胚盤胞への発育が困難な例には先ず試みられるべき方法であろう。

■

●

●

12 重症OHSS予防を目的とした全胚凍結保存の成績 ●

三宅医院　　○國方　建児，浅野　敦之，安部

　　　　　　杉原　由美t粟井　啓子，沖津

　　　　　　高田　智粉，三宅　　馨

和美

【目的】凍結・融解胚移植は余剰胚の有効利用を目的としていたが、最近ではOHSSの重

症化予防にも用いられている。今回、我々はOHSSの重症化予防を目的として全胚を凍結

保存し後日融解胚移植を行い、その成績について検討した。

【方法】1997年5月から1999年5月までの間、OHSSの既往歴あり、PCOSまたは回収卵数

20個以上の37症例38周期（IVF18周期、　ICSI20周期）を対象として、前核期胚または分

割期胚で凍結保存を行った。耐凍剤にはプロピレングリコー・・一ルとシュークロースを用い、

アルコールバス式プログラムフリーザーによる緩1曼凍結を行った。このうち27症例45周

期に自然排卵周期、クロミフェン周期またはホルモン補充周期下に融解胚移植を行った。

【結果】全胚凍結保存を行った38周期の平均回収卵数は21，5±6，3個であり、入院を要す

る重症OHSSは認めなかった。融解胚移植を行った45周期のうち12周期（26．7％）に妊娠

例を得た。凍結時期別の妊娠率は、前核期胚33，3％（ll／33）、分割期胚8．3％（1／12）

であった。

【結論】全胚凍結保存はOHSSの重症化予防には有用であり、また凍結時期は前核期が適

しているものと考えられた。

摂

●

●
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13 OHSS重症化予防のための受精卵全凍結の臨床成績

（411）　121

9

■

　　　　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○－L畑みな子，越知　正憲，横井　寿江

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　　　山口　陽子，金倉　洋一，米谷　国男

［目的］OHSSの予防としては排卵誘発剤の使用量を減らすなどの排卵誘発法が考案されているが、

完全にOHSSの発症を予防することは不可能である。今回、OHSS重症化の予防として受精卵を全
凍結し、後日、ホルモン補充周期下で凍結融解胚移植を行い良好な成績を得たので、それ以前のOHS
S重症化予備群の新鮮胚移植の成績、その後の余剰胚の凍結融解胚移植の転帰と比較検討した。　［方法］

受精卵全凍結群は、1998年1月～1999年3月までに、GnRHa併用過排卵周期で排卵誘発し、採卵数
20個以上のものとした。受精の確認後、前核期胚を全凍結した。その後の、凍結融解胚移植周期は、神

谷らのホルモン補充療法（子宮内膜調整法）に従い、融解後24時間の追加培養後移植した。新鮮胚移植

を行ったOHSS重症化予備群は、1997年6月～1997年12月までで、4から8細胞期胚を移植し、黄体
期補充療法はプロゲステロンのみで行った。余剰胚は、上記と同様の方法で胚移植した。　［成績］受精

卵全凍結群の凍結融解胚移植の臨床成績は、34症例49周期にホルモン補充療法下に胚移植を行い、22例

（対症例あたり64．7％，対周期あたり45．0％）の妊娠例を得た。OHSS重症化予備群26症例26周期の

新鮮胚移植の臨床成績では、7例（26．9％）の妊娠例を得た。余剰胚を得た16症例の凍結融解胚移植の

臨床成績では、14例（対症例あたり87．5％，対周期あたり66．7％）の妊娠例を得た。入院の必要なOH

SSは、受精卵全凍結群で4例（11．8％）、OHSS重症化予備群で11例（42．　3％）であった。　［結論］

受精卵を全凍結し、ホルモン補充周期を併用する凍結融解胚移植を利用することにより、OHSSの重
症化を予防し、新鮮胚移植を上回る妊娠率を得た。そして、新鮮胚移植を行った後の、凍結融解胚移植

でも同様の妊娠率を得たことより、OHSS重症化が予測できるときは、新鮮胚移植を中止し、積極的

に受精卵の全凍結を行うべきであると考える。

■

●

14 体外受精／顕微授精の卵巣刺激直前の小卵胞計測による
　　　　　　　　poor　responder予測の試み

■

●

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○山下　瑞穂，中川　浩次，中坂　尚代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　淳子，山野　修司，青野　敏博

【目的】補助生殖医療（ART）では過排卵刺激法としてはGnRHaを用いたlong法が一般的に用
いられている。以前我々は，発育卵胞数が4個以下の症例をpoor　responderとした場合、そ
の症例はARTの妊娠成績が有意に不良であることを報告した。今回，卵巣刺激前の卵巣内の
小卵胞数を計測することにより，ART治療周期におけるpoor　responderの予測が可能か否かを

検討した。　【方法】平成10年6月から平成11年1月までに徳島大学産婦人科にてIVF－ETACSI
を施行するために卵巣刺激を行った61症例61周期（平均年齢：34．6歳）を対象とした。過排卵
刺激法はすべてGnRHa併用のlong法（採卵日固定法）を用いた。ゴナドトロピン投与を開始す

る前の左右卵巣における直径3㎜以上7㎜以下の卵胞数（小卵胞数），卵巣刺激開始後8又は
9日目の平均径14㎜以上の卵胞数（発育卵胞数）を櫨超音波にて計測した。また胚移ネ直時の
穿刺卵胞数を記録した。　【結果】1）小卵胞数と発育卵胞数との問にR＝O．65　1（P＜0．001）の有意

な正の相関関係が認められた。また，小卵胞数と穿刺卵胞数との間にR＝0．651（P＜0．001）の有

意な正の相関関係が認められた。2）発育卵胞数が4個以下のpoor　responder症例を予測する
ため，卵巣刺激前の小卵胞数を縦軸とするR㏄曲線を描いた。この曲線から求めたcut　off値

は小卵胞数6個以下であった。このcut　off値でpoor　responderを予測した場合，感度
＝80．8％，特異度＝77．1％，陽性適中率二72．4％，陰性的中率＝84．4％であった。　【結語】ART治

療周期の卵巣刺激直前に卵巣の7㎜以下の小卵胞数を計測することにより，poor　responderを

予測できることが示唆された。
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■

15 ARTにおける新鮮移植胚数の制限による臨床的有効性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　○田路　秀明，濱田ゆかり，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学分娩新生児部　　　繁田　　実

　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門　　　長谷川昭子

1目的1体外受精胚移植術（IVF－ET）において妊娠率を高めるために、複数個の胚を移植してきたが、この
結果多胎妊娠が高率に発生し種々の臨床上の問題が発生している。今回は我々は新鮮移植胚数を2個に制限
する治療プログラムを実施し、その臨床的有効性を分析したので報告する。
【対象および方法】1996年1月より1998年12月までに兵庫医科大学においてIVF－ET治療（顕微授

精を含む）を行った219症例（418採卵、384胚移植周期）について、移植胚数別の臨床妊娠率、継
続妊娠率、多胎妊娠率を統計学的に分析した。
【結果】移植胚数当たりの妊娠率および多胎妊娠率は移植胚数1個に対して2個以上の場合は統計的に有意

な増加（P＜0．05）が認められたが、2個と3個では統計学的な差は認められなかった（妊娠率：移植胚数1個
で15％（8152）、2個で27％（27／100）、3個で30％（70／231））。継続妊娠当たりの多胎妊娠率：移植胚数1
個で0％（0／5）、2個で26％（6／23）、3個で36％（21！58））。3個以上の胚が得られた264周期について、

選択的に2個の胚を移植した35周期（A群）と3個の胚を移植した229周期（B群）について比較した所、
A群は新鮮胚の移植による妊娠率（43％vs　30％）、継続妊娠率（37％vs　25％）は高く、継続妊娠当た
りの多胎妊娠率（31％vs　36％）は低い傾向であった。さらに、凍結胚実施率（77％vs　30％）および
凍結胚による妊娠を含めた妊娠率（60％vs　31°／・）はA群が有意に高値で（P＜0．01）、4例に成立した3胎妊

娠はすべてB群であった。
【結論】現在の我々のIVF－orプログラムでは、3個以上の胚が得られた場合は積極的に移植胚数を2個にし

た方が良好な妊娠率が得られ、且つ3胎妊娠も回避できた。よって、新鮮移植胚数は2個に制限し、余剰胚
は凍結保存することの臨床的有効性が明らかとなった。

◎

●

●

16 子宮筋腫合併不妊患者に対する新しいARTの試み

　　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○遠藤　由紀，平川　隆史，小林　淳郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上条　隆典，伊藤　理廣，関　　守利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊吹　令人

【目的】筋腫核の大きさが7c皿以上の子宮筋腫を有する患者はARTによる着床率が悪いとされている。筋

腫核出術は患者に身体的負荷をかける上、分娩時の子宮破裂の危険性があり、必ずしも最善の選択とは言

えない。また、高齢不妊患者においては治療期間が長引くほど卵子の老化による着床率の低下が問題とな

る。そこで、今回採卵および受精卵の凍結保存、GnRHa使用による子宮筋腫の治療、　HRTによる凍結胚の解

凍胚移植を組み合わせて妊娠成立を試みたのでここに報告する。【方法】子宮筋腫合併の不妊患者に対し

複数回の採卵を行い受精卵の凍結保存しておく。その後GnRHaを使用して6ヶ月子宮筋腫の収縮を計った

後、HRTによる凍結胚の解凍胚移植にて妊娠成立を計った。【結果】症例38歳女性、子宮筋腫合併不妊症。

Laparoscopy＋Resectoscopyにて粘膜下筋腫手術の既往あり。両側付属器強度癒着および子宮内膜症の診断

でIVF－ET目的で当科紹介となり、　IVF－ETで4回の胚移植および2回の自然周期による解凍胚移植を行う

も妊娠に至らず。筋層内に7cm以上の筋腫を2個有していたため酢酸ブセレリン900μg／Dayにて筋腫縮小

を目的とした治療を行い、その後IVF－ETにて女児3660gを正常分娩した。1年4ヶ月後に第2子を希望
して来院するも、また2個の7c皿を越える筋腫核を有していた。今度は酢酸リュープロレリンを6カ月使

用し、HRTによる解凍胚移植を行い妊娠成立した。現在16週で経過は順調である。【結論】体外受精の
適応となる子宮筋腫合併不妊患者に現在のところ定型的な治療法はない。我々は子宮が麟部の高さをこえ

る巨大子宮の症例に対して、GnRHaの6ヶ月投与後にHRTによる胚移植を行い妊娠例を得た。この方法に

よれば外科的侵襲による子宮破裂や癒着を防止することが可能となる。また早期に採卵し、受精卵を凍結

保存することにより加齢に伴う卵子の老化が防がれる。子宮筋腫合併不妊に対するARTの成功率を向上さ

せるための新しい治療のprotocolとして有用であると思われた。

●

●

●

o
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17 精子先体反応からみたA【H，HITの限界
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■

●

■

広島大学医学部産科婦人科

己斐産婦人科

○香月　孝史，上田　克典，岡野真一郎

　絹谷　正之．金子　朋子，原　　鐵晃

　大濱　絃三

　己斐　秀豊

　［緒言］受精障害が原因する不妊例にはまずAIH（配偶者間人工授精法）やHIT（子宮鏡下卵管内
授精法）が行われ、それによる妊娠が期待できない場合には体外受精を行うこととなるが、体外受精

に移行する明確な判断基準は示されていない。そこで今回われわれは、精子受精能の指標とされる

％ARがAIHやHITによる妊娠率と如何なる相関を有するか、さらに％ARがどの値であれば早期に体外
受精を選択すべきかについて検討した。　［方法］当科不妊外来受診した男性のうちAIHを施行した61

名、HITを施行した245名の計306名について，患者の同意の下に以下の検査を行った。精液パラメ
ー ターをMakler計算盤により測定した後、残る検体からswim－up法（1時間）で運動性良好な精子を

回収し、5時間培養した後にCa　ionophore（10μM）で1時間処理して精子を固定し
Hoechst33258とFITC－PSAの二重蛍光染色を行って生存かつ先体反応完了直後の精子の比率を求め

これを％ARとした。AIHあるいはHITを施行した例の％AR値別の妊娠率は以下の如くであった。
［結果］AIH施行群では％ARが20％以上を示した28例のうち7例（25．0％）が妊娠し、20％以下の

例に比較してに有意に高い妊娠率であった。％ARが20％未満10％以上17例に平均18回のAIHが施行

され2例が妊娠した。％AR10％未満の16人では妊娠例はなかった。　HIT施行群では％ARが20％以上
　の180例中43例（23．9％）が妊娠し、20％以下に比較し有意に高い妊娠率であった。20箔未満10
％以上の40例では3例が妊娠し、10％￥未満の25例には妊娠例はなかった。　［結論］％ARが20％以
上であればAIHやHITでの妊娠が期待できるが、10％未満では妊娠の可能性はきわめて難しく、早期
に体外受精に移行することが望ましい。

18 当帰葛薬散を併用したクロミフェン単独刺激体外受精の検討

●

o

徳川レディスクリニック　○稲垣　資郎

　　　当院では結合型エストロゲン併用クロミフェン単独刺激体外受精を積極的に行っているが、妊娠率の

向上を目的として不妊治療薬として従来より広く用いられてきた当帰荷薬散を更に併用し検討を行ったので報

告する。対象となった症例は平成10年10月から平成11年4月までに当院で結合型エストロゲン併用クロミフェ

ン単独刺激体外受精を行った44例で月経開始3日目より採卵までの卵胞期に当帰荷薬散7．5g／日、結合型エスト

ロゲン1．875mg／日を経口投与した。同時期に行われた結合型エストロゲン併用クロミフェン単独刺激体外受

精症例52例と妊娠率等を比較検討した。尚クロミフェンは月経開始5日目より25～150mgを5日間投与し低反

応症例には適時2段投与を行った。結果は、当帰荷薬散併用例：非併用例　平均エストラゾオール　877±351：795±

367　平均LH　6，6±2．5：6．7±2．9　平均胚移植数　1．3±0．6：1．4±0．6　平均子宮内膜厚　9．7±2．5：10．6

±2．9　平均年齢　37，1±4．3：35．3±3．4（p＝O．026）既往体外受精回数　2．7±2．4：1．29±1．5（p＜0．Ol）妊娠

率15．9％（7／44）：30，7％（16／52）（pく0．Ol）であった。平均年齢に若干の有意差と既往体外受精回数に有意

差を認めた為非投与群のみ年齢或いは既往体外受精回数が多いものを検索し再検討したがはやり妊娠率の低下

傾向を認めた。今回の検討は厳密な統計とは言えないが、妊娠率は有意な低下を認め卵胞期のみに当帰荷薬散

を併用するこの方法は有用とは言えなかった。

●

■
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19 改良型人工受精における妊娠率の上昇

●

加藤レディースクリニック　○貝嶋　弘恒，寺元　章吉，加藤　　修

【緒言】当院における人工受精（以下AIH）の妊娠率は従来の方法（卵胞計測後、AIH前日もしくは当
日HCG投与）では3．1％（対周期）と低かった。そこで排卵の時間にAIHを一致させる改良型AIHを
施行することにより16．3％（対周期）という飛躍的な妊娠率の上昇を得たのでここに報告する。

【対象と方法】平成10年2月より12月まで　性交後試験陰性、抗精子抗体陰性の症例320周期に対し、卵胞

計測時E2、LHを測定。　L　H　surge　（＋）の場合翌日AIH、　L　Hsurge（一）の場合、18時にGn－RH製

剤（スブレキュア）を1回使用、二日後の11時から13時にかけてAIHを施行した。これはGn－RH製剤の
flare－up現象を利用したもので、使用後約38時間から43時間で排卵することが確認された。　Clomipheneは、

排卵日が20日以降と遅い症例にのみ用いた。　AIH施行時、排卵済であることを確認、未排卵の場合3時
間後に再確認（もしくは翌日確認）した。精子はPerco11法で回収し、回収後の運動精子濃度が1000万／
m1以上を対象とした。

【成績】平均32。8才、平均不妊期間4．2年の320周期に施行し52例（平均31』才、平均不妊期間3．8年）

16．3％の妊娠を得た。妊娠例を分析すると以下のとおりである。AIH時排卵済35例，未排卵17例、

Gn－RH製剤使用群40例、未使用群12例、　Clomiphene使用群25例，妊娠率15．3％、未使用群27例，

17．2％，同一患者の妊娠までのAIH施行回数：初回34例、2回14例、3回4例、4回以上0例，であ
った。従来の方法での妊娠は、そのほとんどがAIH施行時排卵済もしくはL　H　surge　（＋）であった．

【結論】　Clorniphene使用による頸管粘液減少例では、子宮内の精子寿命は短いと予想され、排卵の時間に

一致させたAIHを考案したが有効であることが確認された。AIH施行時排卵している方が妊娠率が高く
Clomipheneの有無は関係ないと思われた。また4回以上の施行は必要ないことが示唆された。

■

●

●

20 当院における配偶者間人工授精の治療成績の解析

ミオ・ファティリティ・クリニック　○柳谷千絵，加藤由加里，岩淺ゆき穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸

【目的】配偶者間人工授精（AIH）は男性不妊に対する第一選択の治療法として広く行われている。今回当院での

AIHの治療成績を解析し、男性不妊に対するAIHの有用性と限界について検討した。

【方法】平成5年11月より平成10年12月までに当院においてAIHを施行した541症例2919周期を対象とした。

当院におけるAIHの適応は、少なくとも一方の卵管の疎通性を有し、精子濃度50×IO6／m1以下、精子運動率

50％以下の夫婦である。卵胞発育観察の後に推定排卵日に合わせたTimed　AIHとした。射出精液をMini－percolI

法にて洗浄調整し、濃厚精子浮遊液（O．5ml）をAIHに供した。

【成績】541症例2919周期にAIHを施行し、229症例が妊娠（42．3％／症例、7．8％／周期）に至った。全妊娠例の

71．2％（163／229）はAIH　3回までに妊娠し、6回施行までで89．5％（205／229）が妊娠した。精子濃度別の妊娠率

は、精子処理後5×IO6／ml以上に比して5×10Eソml未満で有意に低下した（p＜0．01）eまた、精子濃度と無関係

に精子運動率50％未満で妊娠率は低下した。多胎妊娠は6．6°／。（15／229）に認められ、流産率は9．6％（22／229）

であった。また、子宮外妊娠の発生率は3．1％（7／229）であった。

【結論】回収効率の高い精子洗浄法を用いることにより、AIHは男性不妊に対する極めて有用な治療法であり、

failed　AIHに対する第二選択の治療法であるIVFの実施を再考する必要性も示唆された。

●

e

●
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21 施行回数からみたAIHの有効性についての検討
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筑波学園病院産婦人科　　○和H］　篤，岡本

　　　　　　　　　　　岩崎　寛和

河野　圭子

【目的】　AIHは、体外受精、顕微受精に比べて、操作が簡便で患者に対する経済的負担、侵襲も少な

い点で優れているe一方で近年、体外受精、顕微受精の進歩は目覚ましいものがあり、それに伴い適応
も甘くなり、安易にそれらの方法に移行する傾向があることも否定できない。そこで今回我々は

AIHから体外受精、顕微受精にstep　upするタイミングの指標を得るため、　AIHの施行回数と妊娠率

について検討したので報告する。
【対象・方法】　つ5年5月～幽98年12月に当院不妊外来にてAIHを施行した439症例｛重複症例5例

を含む）、1468周期を対象とした。症例により、自然周期またはクロミフェン、hMG等による排卵
誘発剤を併用した。排卵日の推定は、基礎体温、頚管粘液、経膣超音波↓H測定等で総合評価し、

AIHを施行した。

【結果】　症例当たり、施行回数は1～20回で平均施行回数は3．31回であった。妊娠数は79例で
対症例妊娠率は18．O％、対周期妊娠率は5．4％であった。1周期目での妊娠率が24．7％と1番高く、

次に　4周期目の24．5％．2周期目の24．2％の順となった。また、妊娠症例の82．2％が　6周期まで

に妊娠した。

【結論】　AIHの有効回数は5～10周期という報告が多いが、我々の439症例の検討では6周期が
1つの目安と考えられた。

●

22 AIHの限界とARrへの移行時期
■

■

●

蔵本ウイメンズクリニック　○東島　利紀，坂田　　愛，梅林　ツナ

　　　　　　　　　　　　　杉岡美智代，元石　睦郎，福田貴美子

　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

【目的】AI且は原因不明不妊、男性因子やPCT不良による不妊症例に対する治療法として広
く行われているが、結果は必ずしも満足すべきものではない。現在では、ARTの前治療として
行なわれている感もある。そこで今回我々は、当院でのAIH症例を検討することによりAIH
の限界およびARTへの移行時期について若干の知見を得たので報告する。
【対象】平成10年1月から平成U年4月までに当院でAIHを施行した281症例、713周期
を対象とした。AIH症例の平均年齢は32．7歳（23～45歳）であった。
【結果】妊娠に至った症例は63例であり、AIHによる対症例妊娠率は22．4％、対周期妊娠率
は8．8％で、AIH施行回数では44．4％が1回目で妊娠し、平均は2．2回であった。精液所見で
は精子濃度が20x106／ml以下で5例（1回で2例、2回で2例、4回で1例）が妊娠し、妊
娠に至った最低精子濃度は3．5×106／mlであった。併用排卵誘発法別の対周期妊娠率は自然
周期6．8％、クロミフェン療法5．3％、クロミフェン十hMG療法9．4％、hMG療法14．8％でhMG
併用例で高い傾向にあった。AIHを5～6回施行しても妊娠に至らなかった症例は61例で、そ
の内31例がARTへ移行し20例が妊娠した。非妊娠例の2例（32歳、27歳）に卵の質の不
良を認め、4例（31歳1例、30歳1例、29歳2例）に受精障害を認めた。
【結論】精液所見では10×106／m1以下での妊娠例もあり、乏精子症でもまずAIHを施行す
る価値はあると思われた。44．4％が1回のAIHで妊娠している事、またARTへ移行した症例
に35歳以下でも極端に卵の質の不良例や受精障害例を認めた事などより、比較的若い症例で
もいたずらに回数を重ねずARTへのステップアップも考慮すべきであると考えられた。

●
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23　当院でAIHを施行した症例の転帰とrVFへ切り換えた症例の妊娠予後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院産婦人科　○片山恵利子，北村　誠司，竹原　祐志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何川　宇啓，杉山　　武，飯田　悦郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢澤　聡美，岩川　真子，伊藤久美子

不妊治療においてAIHを選択し，一定期間施行しても妊娠不成立の場合にはIVF・ETへの切換を含めて治
療方針を再検討することが必要となってくる。この際に必要な情報を得ることを目的として，当院のAm
症例の（妊娠予後を含む）転帰と，IVFに切換えた場合の妊娠予後を検討した。［対象］1997年～1998年に
当院においてAIHを施行した227例のうち，40歳以下で，妊娠が成立するかあるいはAIH　5回以上まで
治療を継続した121例を対象とした。（精子数：500万1m1以下，運動率10％以下の症例は原則AIHの適応
から除外しているため含まれていない）。さらに同期間に当院で施行したIVF・ET236周期（40歳以下）に
っいて，既往AIHの有無と妊娠率を比較検討した。［結果］①AIHによる妊娠率（患者あたり）は35．5％
（43／121），継続妊娠率は26．4％（32／121）であった。妊娠成立までのAm回数は1～11周期（M±SE＝4．0±
O．6）であった。②AIHで生児を得なかった89例のうち，IVFを施行した症例が28例，予定中の症例が9
例あった。IVFによる妊娠率（患者あたり）は，60．7％（17／28），継続妊娠率は46．4％（13／28）であった。③AIH

で挙児に至らずIVFに切り換えていない症例の転帰は，AIH継続中：11例，治療中断：32例，自然妊娠；4例，転
居：5例であった。治療中断例の中断までのAIH回数は，5～15周期（M±SE・8．6±0．6）であった。うち11
例は，rlVFは希望しない」との意向が診療過程で確認されているが，それ以外の症例については不明で
ある。④IVF・ETの妊娠率（採卵あたり）は，AIHの既往のない群で41．αr／。（43／105），AIH　5回以上の群で

34．7％（41／118）であり有意差は認められなかった。［考察］AIHの患者あたりの継続妊娠率は30％弱であ
り，妊娠例では妊娠の成立は比較的早い（平均4回で妊娠成立）。AIH不成功でIVFを施行した症例では
，50％弱が挙児に至っている。IVF周期あたりの妊娠率はAIH　の既往のある症例と無い症例で差は認め
られない。一方，AIH症例の全員が妊娠不成立の場合にIVFを希望するわけではない。以上の知見をふ
まえながら，AIH　5周期前後不成功の場合には，その後の方針について各症例と十分話し合う必要がある
と考えられた。

■

●

●

24 TESE－ICSI目的の非閉塞性無精子症症例からのより侵襲の少ない
　　　　　　　　　　　　　　精巣内精子回収法

●

　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科　○福十　義将，福井　淳史，坂本　知巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　俊策，齋藤　良治

【目的】無精子症症例の造精能の診断目的としてopen　testicular　biopsyを行い、その残余組織を凍結保存し、そ

の精巣内精子を用いた卵細胞質内精子注入法（TESE－ICSI）の成績をもとにopen　tes廿cul　ar　biqpWの有用性につい

て検討したので報告する。

【対象および方法】精巣萎縮を伴う無精子症患者50例に対し局麻下open　testicUlar　biopsyを行い、湿重量5～

10㎎の切片を採取、その一部を組織検索へ提出し、残余組織を凍結保存し、必要時解凍した。TESE－ICSI

は23症例、49周期行った．
【成績】組織検索にて精子または精子細胞の認められた症例は27症例（54．0％）、この内23症例、49
周期にTESE－ICSIを施行、22症例、40周期に対して胚移植を行った成績は、受精率53，2％（108／
231）、移植あたりの妊娠率は35．0％（14／40）、移植胚あたりの着床率は21．0％（17／81）
であった。妊娠した症例のうち9症例は2～4回目の胚移植施行例であり、22症例のうち再度biqpsyを必要
としたのは1症例のみ（4．6％）であった。
【結論】診断を目的としてcpen　biopsyにより採取された精巣組織の一部を凍結保存することにより、複数回の

TESE－ICSIを行うことができ、良好な成績が得られた。本法は、採卵の度にneedle　biqpsyを施行する方法より

も侵襲が少なく、組織学的診断がなされた組織を用いるためTESE不成功例が極めて少ないという利点があり、

臨床的に非常に有用であると思われた。

●

●

■
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25 1day　old　ICSI胚の発生能について

越田クリニック　○片山　弥佳，今野　　彰，望月真佐子

　　　　　　　　　　上田裕美子，越田　光伸

■

●

　体外受精では，多くの体内成熟卵を得ようと過排卵処理を行うが，未成熟卵もいくつか採取される。

当院では，過排卵処理後の採卵の際に，体内成熟卵数が少なかったり，またICSI施行後の受精卵数が少
ない症例においてのみ，採卵時未成熟卵を採卵翌日まで体外培養しICSIを行う，1　day　old　ICSIを行って

いるので，その結果について報告する。

【方法】99年1月から4月に当院で行ったIVF・ICSI　lll周期のうち，上記のような条件で32周期が対

象となった。採卵時に卵子一卵丘細胞複合体を実体顕微鏡下で観察し，成熟卵子（MIIとMI）と未成熟

卵子（GV）とに分類した。　GV卵子・卵丘細胞複合体は，採卵後直ちに101U　lml　FSH添加α・MEMのド

ロップにて体外培養した。成熟卵子（MIIとMI）は採卵6－8h後に裸化し，第1極体を有するものは

ICSIを行ったが，この時点でMIであったものは，体外培養中のGV卵子一卵丘細胞複合体のドロップ

内に共培養した。GV，　MI卵子は，採卵から24・28h体外培養後に裸化し，第1極体が確認できたもの
にはICSI（1　day　old）を施行した。移植対象となったものを除き1　day　old　ICSI由来胚の継続培養を行い，

その後の発生について検討した。

【結果】対象32周期にはGV，　MIそれぞれ，59，44個，計103個存在し，体外培養後，52（50％）個の

MII卵子を得，　ICSI後36個（69％）が受精した。継続培養を行った30個の胚のうち2個（7％）が胚盤胞ま

で発生したが，形態的に不良であった。

【考察11day　old胚のICSI後の受精率は問題なかったが，胚盤胞への発生率は低かった。また、4年

間で6例において1　day　old　ICSI由来胚のみの移植を行い，1例の妊娠を認めたが8週で流産しているこ

とと併せ，過排卵誘発後に採取される未成熟卵の発生能は低いことが示唆される。

●

26 凍結融解精巣精子を用いて施行したICSIの治療成績

●

●

生長会府中病院不妊センター　○浜井　晴喜，加藤　浩志，半田　雅文

　　　　　　　　　　　　　　　　野尻　恵子，島田　知代，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　小林真一一郎，礒島　晋三

【目的】近年閉塞性無精子症等に対する治療として、精巣生検の際に同時に採取（TESE）した精子を用いて

顕微授精（エCSI）を施行し、良好な治療成績が報告されている。しかしながら、妻の治療周期毎に、しかも採

卵日にあわせてTESEを施行するのは、男性患者の社会的、肉体的負担を増大させることになる。そこでTESE

により得られた精子を凍結保存し、これをICSIに供することができれば、この問題は解決される。今回、我々

はTESE凍結保存精子を用いたエCSIの治療成績を検討したので報告する。

【対象と方法］　1997年1月から1999年3月までの期間に、23症例に対しTESE凍結保存精子を用いてICSIを施

行した。19症例が閉塞性無精子症で、2症例は造精機能障害、2症例は糖尿病性射精障害であった。妻の平均
年齢は32．6歳であった。

【結果および考察】23症例、33周期において凍結融解精巣精子を用いてICSIを施行した結果を示す。平均採

卵個数は7，6個、うちMn卵は平均6，4個であり、ICSIにより平均4．1個が受精に至った（平均受精率63．8％）。

36周期において平均2．7個の胚移植を行った（4周期の凍結融解胚移植を含む）ところ、13症例13周期におい
て妊娠が成立した。妊娠率は胚移植あたり、採卵あたり、患者あたり各々36．1％、39．4％、56．5％であった。

またこの結果は同一期間に施行したTESE新鮮精子を用いて施行したICSIの結果とほぼ同じであった。した

がって、今後凍結融解精巣精子を用いてICSエを施行することにより、男性患者の負担を軽減することが可能と

なった。
●

●
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27 ICSIにおける胚移植時期（2日目，3日目）の検討

東京大学医学部産科婦人科　　○末永

　　　　　　　　　　　　　　　藤原

　　　　　　　　　　　　　　　百枝

昭彦，太田

敏博，堤

幹雄，矢野

綾子，大須賀　穣

　治，岡垣　竜吾

　哲，武谷　雄二

【目的】ヒト体外受精において胚移植は、従来採卵後2日目が主流であったが、近年、胚盤胞移植を含め、3日目以降で

の検討がなされている。今回我々は、着床率・妊娠率にっいて従来の2日目胚移植と3日目胚移植を比較検討した。

【方法】対象は’98年1月から’99年3月までの期間のICSI対象症例82名、96ET周期である。’98年12月までは、原

則として2日目胚移植を行い（A群），2日目に4cel以上の分割卵が得られない場合3日目の胚移植を試みた（B群）。’99

年1月以降はICSI全症例に対し3日目胚移植を行った（C群）。A、　B、　C群それぞれについて妊娠率・着床率・2日目

における4cell以上の分割率・3日目における4cell以上の分割率を比較した。

【結果】A群53ET周期では、妊娠数5、妊娠率9．4％、町胚あたりの着床率4．4％、2日目における4cell以上の分割率

54．5％に対し、B群16ET周期で同じく妊娠数3、妊娠率18．8％、　ET胚あたりの着床率11．8％、2日目における4cel1

以上の分割率0％で、C群27ET周期では、妊娠数9、妊娠率33．3％、　ET胚あたりの着床率16．4％、2日目における4cell

以上の分割率34．8％であった。また、3日目における4cell以上の分割卵の割合は、　B群では72．7％、　C群では75．5％で
あった。

【結論】顕微授精における胚移植は、採卵後2日目において4cell以上の分割良好胚を原則とすると基準に足る胚の割合

は3～5割程度であり、潜在的に着床能力が持つ胚が存在するとしても胚移植をキャンセルしてしまう可能性がある。胚

移植を採卵後3日目に行うことにより従来のキャンセル対象症例を減少させ着床・妊娠率を向上させることが示唆された。

●

●

●

28　1CSI法によりマウス卵に授精させたヒト形態正常精子の染色体異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学生物学　　○渡邉　誠二，上口勇次郎

　最近、ICSI法を用いた男性不妊症の治療が盛んに行われるようになってきた。しかし、　ICSI卵に精子由来

染色体異常がどの程度生じるかを調査した報告は非常に少ない。そこで、マウス卵へのヒト精子（形態正常精

子）ICSI法を用いて以下の研究を行った。すなわち、　（1）新鮮精子および（2）凍結・解凍精子をICSIし
た場合の精子染色体異常出現率、　（3）卵子のin　vitro加齢に伴って精子染色体異常は増加するか、の3点で
ある。

【方法】正常精液性状を示す男性より得られた新鮮および凍結精液から、運動能を有する形態正常精子（短径

3μm以下、長径4～5μm）を選び、ピエゾマイクロマニュピレーターでマウス卵に授精させた。第一卵
割中期に受精卵の染色体標本を作製し、精子由来核板の染色体異常出現率を調査した。さらに、得られたデー

タを卵子の加齢時間（30分間隔）をもとに5群に分類し、精子染色体異常出現率を比較した。

【結果および考察】　（1）新鮮精子を授精させたマウス卵（715個）の付活率、雄性前核形成率、第一卵割中

期到達率はそれぞれ、98．9％（707卵）、75．4％（539卵）、68．0％（486卵）であった。分析精子458個のう

ち構造的染色体異常、異数性の頻度はそれぞれ9．0％（41例）、1．3％（6例）であった。　ICSI法による構造

的染色体異常および異数性頻度は、ハムスターとのIVF法による値、9．9％（42／426）および1．4％（6／426）と

比べて差がなかったことから、ICSI操作自体が精子染色体異常を増加させる危険性は少ないと考えられた。
また、今回、倍数性精子が1例も認められなかったことから、精子の形態を指標として2倍性精子を除去でき

ることが分かった。　（2）凍結・解凍精子（141例）をICSIした受精卵の発生率および精子染色体異常出現率

は新鮮精子の場合とほとんど等しく、凍結の影響は認められなかった。　（3）各加齢卵子群における精子染
色体異常出現率にはばらつきがあり、加齢時間に伴って異常率が上昇するか否かは確認できなかった。

●

■

●

●
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29 クラインフェルター症候群に対する顕微授精の臨床成績

の

●

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック　○加藤由加里，柳谷　T一絵，岩淺ゆき穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸

　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部泌尿器科　　　山本　泰久，Nicolaos　Sofikitis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　征男

【目的】近年、クラインフェルター症候群（47，XXY）の精巣内精子を用いた顕微授精（TESE－ICSI）による妊娠分娩

例が少数報告されており、我々も昨年本学会にてわが国最初の妊娠分娩例を報告した。今回はさらに症例を追加

し、本症候群に対する精巣生検及びrESE－ICSIの成績を解析したので報告する。

【方法】平成9年9月より平成11年4月までに、当院にて精巣生検及びTESE－ICSIを行った19症例23周期を対象と

した。各夫婦からinformed　consentを得た上で治療を開始した。　GnRHa併用卵巣刺激法のもとで採卵後、精巣

生検にて精巣組織（約5mm角）を採取し、　HEPES－HTFM内で細切、濾過（20μmφ）、遠心分離（1500rpm，1hr）

して濃厚細胞浮遊液（0．5ml）を作成した。その全量から精子の有無を検索しICSIに供した。

【成績】19症例中1例がmosaic（47，XXY／46，XY）であり、他はNon－mosaic（47，XXY）であった。7症例（36．8％）

で精子が存在し、残り12例は精子細胞のみであった。受精（2PN）率は46．3％（44／95）、分割率は93．2％（41／44）で、

全胚凍結となった1例を除く全ての症例で胚移植が可能であった。4例が妊娠（57．1％／case，50．0％／cycle）し、

1例は健児（女児、46，XX）を得、2例は妊娠継続中で、1例は流産となった。また、妊娠症例のうち1例は凍結保存

精子を用いたICSIによる受精卵凍結保存／融解胚移植周期の妊娠であった。

【結論】クラインフェルター症候群でも36．8％の症例で精巣内精子が存在し、これらの症例においては

TESE－ICSIにより妊娠の可能性が十分得られることが明らかとなった。

●

30 Y染色体長腕上AZF領域の微小欠失がICSIにより男児へ移行する
　　　　　可能性についての検討（分娩時膀帯血を用いて）

●

の

●

　　　　　　　　　　　　　　生長会府中病院不妊センター　○加藤　浩志1浜井　晴喜，半田　雅文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野尻　恵f，島山　知代，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林真一郎，礒島　晋三

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学先端医学研究所　　　中田　祐’

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　小森　慎二，香山　浩一：

【目的】近年、Y染色体長腕上AZFc（azoospermia　factor）領域の微小欠失と造精機能障害との関連が
報告されている。重症乏精子症、無精子症150例を対象としてY染色体長腕上の微小欠失の有無を調べ
た我々の報告では、12例に欠失を認め、精子数がLOxlO6／ml以下であり・AZFc領域の微小欠失と・
自然妊娠困難な重症乏精子症との関連が示唆された。この様な症例に対してICSIを施行し挙児が得ら
れた場合に、AZF領域の微小欠失が次世代に受け継がれる可能性があるが・報告例は少ない。そこで
今回我々は、Y染色体長腕上AZFc領域に微小欠失を持ち、インフォームドコンセントにて同意が得ら
れた症例に対してICSIを施行し、男児が得られた2症例の膀帯血中DNAを調べ、父親の末梢血DNAと
同様な微小欠失が認められるかどうか検討したので報告する。　【対象】1997年12月と1998年5月に
ICSIを施行し、単胎経膣分娩にて男児を得た2症例。症例1は精子数0．5x106／皿1で、末梢血有核細胞

より分離したDNA上、　Y染色体長腕上のAZF遺伝子領域近傍に対する16のprimerのうち・sY240が欠
失していた。症例2は精子数LOxlO3／m正で、　primer　sY233，240，245，277，254，283，255，236，267
が欠失していた。　【方法】胎児娩出後に膀帯静脈血有核細胞よりDNAを分離し、父親と同じY染色体
長腕上の16のprimerを用いて、　PCR法にてDNAを増幅した後・サザンプロット法にて欠失の有無を確
認した。【成績】症例1、2ともに父親の末梢血と男児膀帯血中のDNAを調べ比較したところ・全く
同じprimerに対応する部位に微小欠失が認められた・　【結論】男児に移行した欠失により父親と同様
に造精機能が障害されるか否かは未だ明らかではないが、Y染色体長腕上に微小欠失をもつ男性の精
子を用いてICSIを施行する場合には、男児が生まれた場合に父親からの微小欠失が受け継がれ・造精
機能が障害される可能性につきあらかじめ考慮しておく必要があることが示唆された。
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●

31 後期精子細胞注入（ELSI）の臨床成績向上のための新しい試み

一 後期精子細胞の凍結保存および注入前の卵子の電気刺激一

　　　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本　智子

【目的】後期精子細胞は睾丸内精子と同様に第二減数分裂を終了し、haploidの染色体を持つ造精細胞であり、卵子と正常

な受精を行う能力を有することは世界的に確認されている。我が国においても同精子細胞を用いた妊娠出産例は報告され

ているが、その臨床成績は精子を用いた場合には及ばない。その理由としては後期精子細胞注入後の卵子の活性化率の低値

及び、採卵の度に睾丸生検を反復しなければならない点が考えられる。今回我々は、この2点を解決する目的で、後期精子細

胞の凍結保存、および注入前の卵子の電気刺激を施行し、臨床上有用な結果を得たので報告する。なお、本治療法は全て患者

の同意の元に行われた。【方法】①両側睾丸4カ所より睾丸組織を採取し、まず27G針で組織をほぐし、運勤性を有する畢丸

楕子の有無を確認した。運動精子が認められない場合にはただちにRBCLysing　bufferで洗浄後、酵素処理（col　lagenase＋DNA

ase）を行った。〈遊離した造精細胞浮遊液を検鏡し後期精子細胞の発育段階、濃度、及び生存率を観察後凍結した。）②造精細

胞浮遊液を凍結保護剤（Ethylene　glycol1．　OM＋O．　2Msucrose＞に注入後力グリム7・iJ一ザーにて凍結した。（7℃で自動植氷後一30℃ま

で0．3℃／分の速度で凍結。その後液体窒素内に投漬）③融解は液体窒素内より取り出した後30℃温水に浸漬後、段階希釈法

にて行った。④卵子は0．且mM　Cac　12と0．05皿”Ngc　12を含んだ295皿M7ンニトール内で交流8V／miOOOkllz8秒間、その後直流1200V／m99

μsを印加した。電気刺激後30－60分の間で注入を行った。⑤融解した後期精子細胞を直径5・7畑のinjection　pipetteで吸引

し、pipette内で核と細胞質とが分離した状態で電気刺激後の卵子内に注入した。【結果】①Elongating　spermatid（Sb，）お

よびElongated　spermatid（Sc＞の蘇生率は61．　4％（54％・・83％），　55．　3％（42X－72X）であうた。②電気刺激後の卵子および電気刺激

後を行わなかった卵子への凍結融解Sb，およびScの注入後の受精率、分割率、妊娠率、流産率は［62．　9X（275／437）63．6躬（138／

2t7）、23．1％（3／13）、33．3％（i／3）］　、［60．7X（145／279）、61．1％（66／108）、25．　O駕（4／16）25．　O当（1／4）1「48．9％（22／45）、35．0慧く7／20）、

0、0］「23、5％（4／17）66、7X（2／3）、0、0］であった。③5人の正常児が出産した。【結論】後期精子細胞を臨床に用いる際には、卵

子の活性化率を上昇させる為の電気刺激後および生検時の凍結保存が有用である事が判明した。

6

●

o

32　非モザイク型Iqinefelter症候群無精子症のIcsIによる妊娠の1症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院産婦人科　　○本田　徹郎，玉井　彦明，中堀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院検査部　　　高橋　　司，磯崎八重子

【緒言】Klinefelter症候群（KS）は無精子症ないしは高度乏精子症を星する。近年精巣内精子あるい

は精液内精子を用いた　ICSIによって、妊娠・出産に至った症例が数例報告されている。今回、47，

XXY非モザイク型KS男性の射出精液から運動精子を回収し、　ICSIにて妊娠が成立し順調に経過中で

ある1症例を経験したので報告する。

【症例】症例は29歳男性で、結婚後3年間の不妊にて他院を受診し、無精子症を指摘され、当科に紹

介された。当科での末梢血リンパ球および皮膚線維芽細胞の染色体分析の結果、検討されたすべての

細胞で47，）0（Yであり、非モザイク型KSと診断された。精液検査では無精子であったが、80％パー

コール法にて濃縮したところごく少数の運動精子が認められた。妻は29歳で、特に不妊原因を示唆

する所見は認められなかった。KS　精子には異常精子の頻度が通常より高いことを説明したうえで

ICSIの同意を得た。■10月、　Long　protocolによる排卵誘発にて5個の成熟卵を回収した。採

卵当日の射出精液からパーコール濃縮法にて運動精子を回収し、　ICSIを施行した。5卵中3個受精、

2個が正常に分割したのでこの2個を移植したところ、単胎妊娠が成立した。妊娠18週の羊水染色体

検査では46，XYであった。現在妊娠32週で順調に経過している。

【結論】十分な説明にもとついた同意のもとで、KSに対するICSIは有効な治療であると考えられたe

隆
●

■

●

●
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33 脊椎損傷患者における顕微授精法の応用
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鹿児島大学医学部産婦人科　　○中江　光博，沖　　利通，丸田　邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　桑波田理樹，山崎　英樹，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

　夫が頸椎損傷患者で射精障害をもった夫妻に顕微授精を試み若干の知見を得たので報告する。症例は夫35才、

妻33才である。93年妻29才で結婚したが、夫は18才の時にプールの飛び込みで頸椎を損傷して以来、首か

ら下が全く麻痩した状態で射精障害もあった。挙児希望があり、当院泌尿器科で保存療法を行ったが、全く効果

無くART（assistOd　reproductive　technology）の適応で■5月、当科へ紹介になった。夫は半身不随で

遠隔地に入院中のため、外科的侵襲はなるべく回数を少なくする配慮が必要でもあり、人工精液瘤造設術術後精
子回収し、顕微授精を施行することとした。■7月16日、当院泌尿器科で人工精液瘤造設術を施行。媒精精

子は、TESEおよびMESAからえられた凍結精子と精液瘤の経皮的穿刺で回収した凍結精子と採卵当日に穿刺

にて回収した精液瘤精子の、合計4種類の精子を準備した。結局所見の良かった当日回収した精液瘤精子を用い

て、合計25個にICSIを行った。使用した精液瘤貯留液は⑪．5ml中1／60　mlだけで、　ICSI　4回分の精子を凍結

保存することができました。ICSI施行18時間後には、20個に正常な受精を確認できたため、4個はそのまま

胚移植用に追加培養し、その他の胚は凍結保存した。翌日、4細胞期胚3個を子宮内に移植した。1回の精子回

収で複数回の受精チャンスが得られる凍結保存と数匹の精子で受精が可能なICSIの組み合わせは、今回のよう

な外科的侵襲を極力避ける必要がある脊椎損傷患者の射精障害不妊治療に有用である。

●

34 不妊症におけるクラミジア感染と抗精子抗体との関連について

●

e

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　○霞　　弘之，脇本　栄子，田路　秀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学分娩新生児部　　　繁田　　実

【目的と方法】　クラミジアトラコマチス（cr）感染は卵管因子や腹膜因子による不妊症の重要な原因になる

と考えられている。一方、不妊症の原因として重要な抗精子抗体については、男性のor感染と抗精子抗体を
関連づける報告があるが、女性における関連性は明らかではない。現在、我々は一般不妊症の原因検索の為
に血中の精子不動化抗体（SI－Ab）やcr抗体の測定を行っているので、不妊外来に受診した患者の臨床統計の結
果を後方視的に見て、cr抗体の測定の有用性ならびに精子免疫との関連性を分析したので報告する。
【結果】cr抗体の測定を行った297例の中でlgGのみ陽性は13例（4．4％）IgAのみ陽性は12例（4．o％）IgG＆A

陽性は45例（15．2％）の全部で8〔洌（27％）であった。一般不妊検査で不妊原因が評価できた222例について、
卵管周囲癒着を含めた卵管障害が主な不妊原因と診断されたのはσr抗体陰性群で17例（10．0％）、陽性群で12
例（20．7％）であり、Cr抗体陽性群が有意（p＜0．05）に高率であった。陽性群12例の内、　HSGで両側卵管の完全閉

塞を認めたのは8例のみであった。SI－AbはCr抗体陰性群で3例（1．4％）陽性群で1例（1．3％）認めたが両群に差は

なかった。不妊検査中の脱落例を除く234例での妊娠成立（IVF－ETを含む）はer抗体陰性群で80例（44．2％）陽

性群で26例（49．1％）認め、継続妊娠もそれぞれ63例（799e）と22例（85％）であり両群に差はなかった。
【結論】cr抗体の測定は卵管性不妊症のスクリーニングとして有用である事が確認されたが、精子不動化抗

体との関連は認めなかった。IVF－ETを含む不妊治療においてcr抗体の有無は治療結果には影響しないと考え
られた。cr抗体陽性の場合はたとえ卵管の完全閉塞を認めなくても積極的に腹腔鏡を実施し卵管性不妊症の
診断治療を進めるのが重要と考えられる。

●
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35　chlamydia属による免疫学的卵管障害および，抗HsP60kDa抗体と
　　　　　　　　　　卵管性不妊症の発症との相関についての検討

愛知医科大学産婦人科

蒲郡市民病院産婦人科

○中部　　健，野口　靖之，佐藤　英子

　藤田　　将，浅井　光興，野口　昌良

　中西　正美

　保條　説彦，岡本　俊充

　Chlamydia　traChomatis（CT）の特徴として、無症候性生殖器感染症例が、多い事が挙げられる。その

ため自覚症状の乏しいまま、CT性骨盤内腹膜炎による骨盤内癒着や、　CT性卵管炎に起因する卵管障害

による卵管性不妊症が、注目されている。

近年、その卵管障害は感染に伴う直接的な組織障害だけでなく、感染により獲得された宿主の免疫能

による卵管炎の持続によっても起きると考えられている。

一 方、同属の（rhZamydiia　pnevmoiae（CP）は、　CTと異なり飛沫感染をおこし、日本人成人の約60％が抗

体を保有する。また、同属のCPは、　CTと強い共通抗原性を示すHeat　Shock　lrotein　60kDa（HSP　60kDa）

蛋白を保有することは、既に明らかとなっている。
このような、種の異なるChlamydin属の遠隔臓器における炎症反応により、卵管組織に存在する同属異

種の抗原蛋白と反応し、局所における免疫学的炎症を惹起している可能性があると考え、動物実験を
用いた研究により卵管性不妊症の発症の原因解明の目的で検討した。

また、抗HSP　60kDa抗体と卵管性不妊症の発症との相関についても検討を加えた。

抗HSP・60kDa抗体を測定した結果、抗HSP　60kDa抗体陽性症例に、卵管性不妊症の発症率は有意に高い
ことが明らかになった。さらに、動物実験においても免疫反応による卵管炎が持続し、卵管狭窄、卵

管閉塞の原因になり得る所見が得られた。

以上のことから、免疫学的炎症に関与する蛋白は、CTとCPの両種間に相同性の高い免疫原性物質で

あるHSP　60kDaであることが強く示唆され、この免疫反応の更なる解明が、卵管性不妊症の新たな病
態を明らかとし、その治療法を確立する上で重要であると考える。

φ

●

●

36 HIV感染患者精液におけるウイルスの存在についての検討

o
　　　　　国立国際医療センター病院産科婦人科　〇五味淵秀人，井上　　潤，箕浦　茂樹

国立国際医療センターエイズ治療研究開発センター　　立川　夏夫，岡　　慎一

　　　　　国立感染症研究所エイズ研究センター　　吉原みな子

HIV感染は治療法の進歩によりAIDS等の発症を遅らせることが可能になっており、これと共にHIV感染

患者夫婦のなかには挙児を希望する例もでてきている。HIVは性行為が重要な感染経路でありHIV感染
患者夫婦にとっては子供を諦めるか或いは感染の危険をおかし性行為を持つかという選択にせまられる

ことになる。われわれはHIV感染患者の精液からウイルスを除去できるかという点に着目し検討を行っ

ているが、今回、精液処理と残存ウイルスからその存在部位にっいて検討した。

［対象および方法］当院にて治療中のHIV感染患者より同意のもとに採取された精液をSil－Select・

Swim－upの併用により処理しウイルスを測定した。同様に採取された血清1。Omlに、健常者（非HIV感

染の不妊外来受診者）より同意のもとに採取された精液1．5mlを混和し直ちに同様に処理を行った。さ

らに、精液を混和しない血清のみ2．5mlを同様に処理した。ウイルス測定はRT－PCRにより5copy／tube

の検出感度の定性法にて行った。

［結果］HIV感染患者精液では9検体中4検体（44．4％）が陽性であった。患者血清・健常精液混和後処理

した6検体では3検体（50．0％）が陽性、患者血清のみで処理した7検体は全て陰性であった。

［考察］Sil－Select・Swim－upO．併用によりフリーのウイルスは感度以下にまで減少させることが可能

と考えられた。しかし、患者、健常者にかかわらず精子が存在する検体においては約半数にウイルスの

残存が示されたことは、HIVは精子に侵入または付着していることが考えられ、さらに、精子への侵入

または付着は極めて短時間で赴こる可能性が推察された。

●

●

●
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37　　クロミフェン服用中に卵巣境界悪性腫瘍と診断された不妊症の2例

■

●

大阪医科大学産婦人科　　○山ト　能毅，奥田

　　　　　　　　　　　　　寺井　義人，鈴木

　　　　　　　　　　　　　植木　　實

弘賢，岡本由記子

佳彦，後山　尚久

近年、排卵誘発を伴う不妊治療の卵巣癌発生への影響が報告され、重大な問題となっている。我々は、排卵

誘発をうけた不妊症患者から発生した上皮性卵巣境界悪性腫瘍の2例を経験したので報告する。症例1（30歳）

は、前医で不妊症の治療として■から3年間如ミフェンを内服したが、妊娠に至らず、1990年11月、不妊検

査および治療目的で当院を受診した。妊娠に至らないため、1991年9月12日腹腔鏡検査を施行したところ、

右卵巣の表在性乳頭状腫瘤を認め、生検組織診で漿液性乳頭状境界悪性腫瘍と診断された。9月19日、腹式右

付属器摘出および左卵巣生検を施行し、左卵巣も同様の診断となった。インフォームドコンセントを十分行なった結果、

ll月5日根治術が選択され、術後7年間経過した現在、再発はみられていない。症例2（26歳）は、前医で不妊
症の治療として、一から約1年間ク・ミ・。ンの投与を受。ナていたが、1994年6月に卵巣腫大を認め、

OHSSの疑いで加療を受けた。経過観察の後も、腫瘍は縮小せず、1994年7月に当院に紹介された。多嚢胞性

腫瘤ではあったが腫瘍マーかは上昇を示さず、良性卵巣腫瘍の診断で、腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術を施行した。

摘出標本から粘液性境界悪性腫瘍と診断されたため、追加的に対側卵巣生検術および化学療法を施行した。

その後5年を経過し、2回の妊娠及び分娩を経て、現在のところ再発せず良好な臨床経過をたどっている。以

上2例とも如ミフェン投与中に発生したこと、いずれも境界悪性腫瘍であったことから、クロミフェンの長期投与が上

皮性卵巣境界悪性腫瘍の発生に関与している可能性が示唆された。

●

38 不妊治療後の妊娠中に判明した筋緊張性ジストロフィーの3症例

●

9

●

　　　　名占屋大学医学部産婦人科

名古屋大学医学部周産母子センター

　　　　　育成会成田病院産婦人科

　　名古屋第二赤十字病院産婦人科

○戸田　　繁，水谷　栄彦

　板倉　敦夫，安藤　寿夫

　上條浩子，成田収
　山室　　理

筋緊張性ジストロフィー（MD）は常染色体優性遺伝疾患で、ミオトニア現象・脱力・筋萎縮の他に、心・

眼・糖代謝・内分泌系などに多彩な合併症を生ずる全身疾患である。母親由来の発症は先天性MDの形をと

ることが多く、しばしば重篤となる。このたび不妊治療後の妊娠中にMDが診断された症例を3例経験したの

で報告する。3例はいずれも挙児希望を主訴として来院し、神経学的な自覚症状には乏しかった。3例に共

通する不妊因子は軽度の排卵障害であったが、通常の不妊治療に抵抗性で、それぞれ、27回目のAIH、　IVF－

ET、15回のAIHののち自然性交にて妊娠に至った。妊娠23－30週にて羊水過多・切迫早産を呈し、入院管理

ののち、高次医療施設に搬送。そこでの神経学的診察によりMDと診断された。うち2例ではさらにDNA分析

によりMDが証明された。切迫早産に対し子宮収縮抑制剤を投与したが、3例とも投与開始後にCPK値の上昇

を認め、うち1例では横紋筋融解症の診断にて投与を中止せざるを得なかった。2例が帝王切開にて正期

産、1例が経膣にて早産となったが、児はいずれもfloppy　infantであり、挿管、　NICU収容となり、先天性MD

と診断された。MDは不妊をその症状の一つとし、不妊外来を訪れる患者のなかにも存在する可能性がある。

自覚症状に乏しい患者に対しても、特異な顔貌や筋萎縮所見などから本疾患を疑えば、簡便な神経学的検査

によって所見を得られることが多い。先天性MDの予後が一般に不良であることを考慮すると、不妊専門医が

妊娠成立前にいちはやくこの疾患を発見することの意義は大きいと思われる。

●
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39 新鮮胚盤胞移植と比較した，ホルモン補充周期を利用した
　　　　　　凍結融解胚盤胞移植の有用性の検討

●

　　　　　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○越知　正憲，上畑みな子，横井　寿江

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　　　山口　陽子，金倉　洋一，米谷　国男

［目的］頻回の胚移植にも関わらず着床に至らなかった症例に、胚盤胞まで培養することにより胚を分

割段階より選別し、より胚と子宮内膜を同期化させるためにホルモン補充周期を併用した凍結融解胚盤

胞移植を行ったので、新鮮胚盤胞移植と比較し臨床成績を報告する。　［方法］1998年9月～199
9年3月までに過去に5回以上の良好胚移植を行っているにもかかわらず妊娠に至らなかった症例で患
者の同意が得られた症例に対して行った。凍結融解胚移植周期は、神谷らのホルモン補充療法に従い、

前核期胚を融解後、96～110時間の追加培養後、黄体化4日目に胚移植を行った。子宮内膜三層構
造6mm以上を満たさない場合は胚の融解を、追加培養後桑実胚に達していない場合は胚移植をキャン
セルした。新鮮胚盤胞移植はGnRHa併用過排卵誘発を行い、採卵後、前培養を行い、媒精、　ICS
Iの後120時間の培養を行い、桑実胚以上の胚を移植した。　［成績］凍結融解胚盤胞移植は、23症

例38周期にホルモン補充療法を施行し、30周期で子宮内膜が6mm以上に達した。30周期の凍結
前核期胚2～6個を融解、追加培養で1個以上胚盤胞，桑実胚に達した周期は21周期（70．0％）

であった。胚盤胞発達率は30。4％（35／115）、桑実胚発達率は12．1％（14／115）
であった。21（胚盤胞16，桑実胚5）周期に胚移植を行い11（胚盤胞10，桑実胚1）周期に妊
娠例（52．3％）を得た。新鮮胚盤胞移植は、18症例18（胚盤胞16，桑実胚2）周期に行い、
5周期（胚盤胞5）に妊娠例（27．7％）を得た。　［結論］この両者の妊娠率の差は、ホルモン補充

療法を用い、内膜を調整し、胚を通常より早く融解し培養することにより、体外培養により胚の発育が

遅延するという欠点が克服され、胚と内膜との同調性が高められ、かっ、長時間の培養により、良好胚

を選別し移植することが可能となり、より妊娠率が高められた結果と考えられる。

●

●

o

40 当院における胚盤胞移植の試み

蔵本ウイメンズクリニック　○江頭　昭義，元石　睦郎，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　梅林　ツナ，福田貴美子，東島　利紀

　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

【目的】近年、ヒト初期胚の培養系の改良が進み、体外で5日間培養後の胚盤胞移殖の有効性が報

告されている。そこで当院でも2日目あるいは3日目に良好胚を移植しても妊娠しない症例（反復
不成功例）と品胎防止を目的に患者より依頼のあった症例（品胎防止例）について、患者の同意の

もと4日目あるいは5日目移殖を試み、その有効性を検討した。

【方法】IVFおよびICSI症例で反復不成功9例と品胎防止3例の計12例について、採卵日より4
日目あるいは5日目に移殖を試みた。反復不成功例では、IVFあるいはICSIの治療歴が3回以上
の患者を対象に行った。また、品胎防止例については移植胚数を2個までに限定した。4日目移殖
では桑実胚以降の胚、5日目移殖では初期胚盤胞以降の胚を移殖に供した。

【結果】21例中の18例で4日目あるいは5日目移殖が可能であり、妊娠例は7例（39％）であっ
た。反復不成功例では15例中の5例（33％）、品胎防止例では3例中の2例（67％）で妊娠が認め
られた。

【結論】現在まで妊娠にいたらなかった反復不成功例でも33％の妊娠率が得られたことにより、胚盤

胞移殖の有効性が示唆されたが、現時点では例数が少ないため、さらに症例を増やし検討中である。

●

e

●

■
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　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディースクリニック　　○寺元　章吉，内山　一男，桑山　正成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニテイクリニック　　　高塚　亮三，道倉　康仁

　（緒言）1個の良好胚移植による単胎妊娠が体外受精胚移植の理想であり、その実現のため当院では’93年

の開院以来自然周期卵子育成法を追求してきた。昨年同法により多胎を抑制するという初期の目的が達成され

たことを報告したが、現在は胚盤胞培養の併用による選択良好胚移植を行いさらに進んだ多胎の防止を試みて

いるe今回は胚選択上の鍵となる胚評価法の考案と胚盤胞培養の限界を自然周期採卵の見地から検討した。

　　（対象と方法）’98年5月より’99年4月の期間に行ったクロミフェンHMG併用自然周期胚移植
1891周期を対象とした。このうち、複数胚よりの良好胚選択を目的とした胚盤胞培養周期は85周期であ
り移植胚数は2個以下であった。胚盤胞の評価は培養日数、発育段階（Hatched　blastocyst～Early　blasto－

cystの5段階G1～5）、ICM量（発育段階毎に3段階A～C）の3パラメーターにより決定した。
　（結果）妊娠は85周期中24周期（1胚移植は14周期）であり全て単胎妊娠であった。妊娠例の胚状態
は全てDay　2の評価でVeeck分類grade　2以上、　Day　5の評価でExpanding　blast㏄yst（G3）以上、　ICM＝

Aであった。85周期中Expariding　blastocyst以上の移植40周期に対する妊娠率は60％であった。対象
とした従来のDay　2移植周期でのVeeck　grade　1～3に対する妊娠率は34％、32％、20％であった。

　（考察）Expanding　blastocyst以上、　ICM＝Aの胚移植により高い妊娠率が得られた。従って発育段階・

ICMによる胚評価はかなりの正確性を有し1胚移植単胎妊娠に有効であることが示された。問題はDay　2評価

の不良胚からは胚盤胞移植での妊娠がないにも関わらず従来の移植では20％の妊娠がある点で、長期間の体

外培養に耐えられない胚の存在が示唆された。即ち胚の損失という胚盤胞培養の限界がある以上、女性の卵子

保存のためにまず自然周期による少数良好卵育成を行い無用な胚盤胞培養を回避することを試み、次に必要な

ら多胎防止のために胚盤胞培養と胚評価法による最良胚1個の選択移植を行うことが重要と考えられるe

42 当科におけるday－5　ET（胞胚期胚移植）の検討

●

◎

●

済生会高岡病院産婦人科　　○副田　善勝，高木紀代美

【目的】体外受精・胚移植（rVF・Er）においては一般的にday2／3　Erが行われているが、依然として着床

率・妊娠率は低く、そのため様々な試みがなされてきた。近年、妊娠率の向上や多胎の防止に胞胚期胚移植

（Blastocyrst　stage　tmuter）の有用性が報告されている．今回、当科において¢y5酊を拭み、その臨床成績

について検討した．

【方法】1998年6月から1999年4月まで採卵、媒精（ICS！を含む）後、5日聞堵饗（seCluential　cuttUte　media

）し胚移植を施行した31症例42周期を対象とした。1＞ay）～3（12～72時間）はHrF培養械（lrvine）または

P－1培養液（lrvine）を、day3～5｛65～120時問）はBiaStecyst　rg養液（ltVine）またはD3堵饗減（（tUeen

）を用いて堵饗した．すべての堵養液には10％sss（lrvi　｝i　．｝を加えた。その5｝割率、杯鍵胞率、着潔率、

妊娠準について検討した．なお、妊鞭は胎嚢の確露にて判定1．た．

【結果】患者の平均年齢は32．4±3．9歳、平均採卵数5．7±3．？掴であった。受精OP　212個が得られ、　d解

における4細胞胚までの分割率は71．6％（t52r212）、d　t）5における桑実胚率は35．5％（54／152》、胞胚

率は27，6％（42’152）であった．全症例における胚移植は平均2．1±1．06個であり、着床率ノErは15．9％（

14／8S）、妊娠率1Erは21．4％〔9t42）であづた．胞胚を2酒以上nt可艇であった症例では、着床率tErは

44．o％（11／25）、妊娠率tErは55．5％〔5／9）であったc桑実胚までの胚のみのEr症例では、着床率ノErは

4．6％（2／43）、妊娠率厨は8．3％（2i24｝であった．

【結M】D風ヌ5Erにおいて、胞胚までに発育した胚を2個以上移植した場合、良好な着床率・妊娠率を認めた

．胞胚まで発宵させ胚移植することがrVE・Erの妓娠率の改巷につながることが示峻された．

●
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43 ヒト胚における2細胞から胚盤胞にいたる各発育段階での
　　　　　　　　　　　染色体異常発生頻度

●

高度医療枝術研究所・中央クリニック　○大野　道子，鈴木　香織，林　　明美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　和政t荒木　康久，本山　光博

［目的］ヒトの初期胚において染色体異常が予想以上に高頻度に発生しているのではないかとの報告がある。そ

こで私どもは体外受精後胚移植や胚凍結されなかった余剰胚を用い染色体分析を行い、各発生段階における染色

体異常の発生率について検討を行った。　［方法］インフォームドコンセントの下に、患者から提供された余剰胚

を用い、2細胞から胚盤胞の各発育段階における染色体分析を試みた。胚は1％クエン酸ナトリウムで低張処理
後、酢酸メタノール蒸留水の混合液で固定し、染色体分析にはQバンドあるいはGバンド染色法を用いた。

［結果］2PNが確認され、48時間で観察した胚は55個であった。染色体異常発生率は2細胞期胚75％、3細
胞期胚70％、4細胞期胚64．3％、5細胞期胚50％、6細胞期胚100％であった。6細胞期まで進んだ胚はわず
か1個であったが正常と四倍体のモザイクが観察された。48時間で2細胞期とやや分割が遅延した胚には常染
色体モノソミーの出現頻度が高かった。72時間で観察した28個中、3細胞以下であった胚が5個認められ、全

てが染色体異常であった。また4細胞では80％、5細胞62．5％、6細胞40％、7細胞80％であった。胚盤胞ま
で発育し染色体分析が可能であった19個の胚のうち、2PN由来の17個中、染色体異常は53，3％に認められ、
何れも倍数性の異常であった。二倍体と四倍体のモザイク4例、四倍体3例、四倍体と八倍体のモザイクが1例

認められた。また3PN由来の胚盤胞2個からは三倍体が観察された。　［考察〕形態不良胚の如何に関わらず染
色体異常発生頻度は分割遅延胚で頻度が高く、分割の早い胚ほど低くなる傾向が見られたことから、胚移植には

分割速度の速い胚を選択するのが望ましい。。48時間で2細胞期の胚には常染色体モノソミーの出現頻度が高
く、このような胚を移植したとしても、妊娠成立の極初期に淘汰されるものと思われる。2PN由来の胚盤胞に

おいても53．3％という高い倍数性の異常が認められたことから、染色体から見て胚盤胞に達したとしても、か
なりの胚が必ずしも良好胚とは言えない可能性がある。

●

●

■

44 Day4／5ETにおける臨床的検討
●

東邦大学医学部第1産科婦人科

都立荏原病院産婦人科

○塩川

　渋井

　間崎

　雀部

素子，安部　裕司，中野由起子

幸裕，伊藤嘉奈子，池永　秀幸

和夫，久保　春海，平川　　舜

　豊，前田　光士

［目的・背景］ヒトIVF－ETにおいて一般的に受精後2～3日後の2～8細胞期に胚移植が行われてきた．しかし，マ
ウスにおいて分裂初期胚の子宮内移植という非生理的環境が着床率の低下に起因していることを既に報告しており，

また近年ヒト受精卵でも桑実期胚1胞胚移植でより高い妊娠率が報告されてきている．そこで我々は反復IVF－ET不

成功症例を中心に桑実期胚1胞胚Day4／5ETを従来のDay2／3ETと臨床成績を比較しその有用性を検討した．　［方

法］1997年11月より1999年4月までに桑実期胚／胞胚移植をしたDay4／5ET29症例29周期とDay2／3ET140症例164周

期の臨床成績を対象とした．採卵した卵は，HTF　medium＋10％SSSにて4～6時間の前培養後に媒精を行った．ま

た重症男性不妊および受精障害症例ではICSIを行った．媒精あるいはICSI施行後18時間目に雌雄前核を確認し，正

常受精胚のみ培養液交換を行い胚移植まで5％CO2　in　airに培養した．なおDay4／5ET群では媒精後3日目で

D3＋HTF　medium＋10％SSSへ培養液交換を行った．胚移植時Day2で2～4細胞期胚，　Day3で8細胞期胚，　Day4

で桑実期胚，Day5で胞胚期に到達したものを正常発育胚とし，着床率，妊娠率，流産率を比較検討した．胚移植

用培養液はHEPES　buffered　HTF＋30％SSSを用いER　catheter（wallace）を用い経腹超音波ガイド下に行った．

［結果］IVF－ET既往回数はDay2／3ET群がo．8回，　Day4／5ET群が2．8回で有意差を認めた．　Day4／5ET群では胚あ

たりの着床率はDay2！3　ET群19．5％に対しDay4／5ET群25．s°／・であり，妊娠率は周期あたり28，0％，36．3％，流産率

は23．9％，16．7％であった．　［考察］今回反復症例が多いにもかかわらずDay2／3群と比較してDay4／5ET群でも

同等の結果が得られたことは，移植時の胚ステージがより生理的であったことが一因と考えられる．また培養期間
の延長により胚発育の自然淘汰がかかり，より生存性の高い胚が移植できた可能性も示唆された．　［結論］

Day4／5ETは着床率，妊娠率向上の一要因となることが示唆された．

φ

o

o
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45 胚盤胞移植　反復不成功例を対象として

（427）　137

レディースクリニック京野　　○京野　廣一，千葉せつよ，佐藤　智子

　　　　　　　　　　　　　　　松尾　優子，福永　憲隆，針生　光夫

●

●

【目的】培養液を2～3種類使用し、5～6日間培養後胚盤胞移植することにより、高い妊娠率が報告されてい

る。我々もIVF、　ICSIの反復不成功例に5日間培養した胚盤胞を子宮内に移植し、良好な結果が得られたの

で報告する。

【方法】1998年9月より1999年3月までに70症例74周期に胚盤胞移植を試みた。対象は1）ICSI　29症例

31周期、2）IVF　15症例16周期、　凍結胚二2PN～4cellで凍結した群（以下FEと略す）3）ICSI－FE　14

症例14周期、4）IW－FE　7症例8周期、　Blastocystで凍結した群（以下FBと略す）5）ICSI－FB　3症例

3周期、6）IVF－FB　2症例2周期である。

【成績】1）～6）の胚移植あたりの妊娠率は各々、1）44．8％（8118）、2）42．9％（6／14）、3＞33．3％（3／9）、

4）25．9％（1／4）、5）33．3％（1／3）、6）0％（0／2）であった。キャンセル率、流産率は各々、平均30．4％、21．0％

であった。多胎妊娠は品胎1例、双胎1例でこれらはいずれも3個移植した症例であった。

【結論】1）反復不成功例に対して胚移植あたりの妊娠率は38．0％であり、胚盤胞移植は有効である。

　　　　2）胚盤胞まで到達せず、胚移植できなかった症例が30．4％であった。

　　　　3）多胎妊娠はいずれも3個胚移植した症例であり、胚盤胞移植は2個が良いと思われる。

o

46 Conventional　IVFにおける受精率に影響を及ぼす媒精因子の検討

●

○

●

名古屋大学医学部産婦人科

名古屋大学医学部周産母子センター

○中西　　豊，近藤　育代，山原　　昇

　吉田　誠哉，正橋　鉄夫，水谷　栄彦

　安藤　寿夫

【目的】卵畑齢精子注入法aCSI）の普及技術向上により、受騨こ関してはConventional　IVFとICSIとの間1コまとん

ど差はみられなくなってきた。ただしICSIの適応は重症男性不妊と受精障害とに限られている。しかし時に重度の男性不妊とは

言えない症例庭もCk）nventiOnal　IVFにおいて受關昇購こ悪くその隈こ苦慮する事がある。どんtSafiiiSigeこ対しICSI力泌要

なのか、媒精刎寺点て翻則し判断する必要があると思われる。今回我々は、COilventiOnal　IVFの受精率に影響を及ぼす媒

精因子を検討しICSIの遥応を再考した。

【対象及び方法】当院において1996年1月より1998年12月までに体外受精を行った440例のうち、ConventiOnal・IVFを行

った156例を対象とした。156｛列騰を、sw血一up　WW精子所見（全精子濃斐、運動晴子濃隻、運幼率）、処曙1宣後

の運動晴子数の取減少率ト媒精に用いた精子数．の各因子で検討した。媒精後16時爬齪）前繍こ極体を有するものを成熟

卵とした。

1結果】症例156例の平均採堺数10．7個L平均或纈駆数9．5個1平均受精率は53．6％、成熱卵あたりの受精率は65．2％であっ

た。各媒精因子における受精率を核討したところ、処理前晴子運動率209老未満矧よ37．9％，　20％以上では61．6％、処哩陵運型精

子濃度7．5x1061　ml繍ま“．3％、75xl（F／　ml以上では75．1％、処哩1麹情子運動率80％未満では52．6％、80％以上では69．690

であり、有意差がみられた。

1縞翻以上の結果より、初回IVF　Er　lこおいても媒精の時点において、処rgmaPtms　ma度を検討し、積
極的にICSIを考慮してもよいとづ思われたb

●
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47 凍結胚移植の成績

●

レディースクリニック京野　○佐藤　智子，千葉せつよ，松尾　優子

　　　　　　　　　　　　　　福永　憲隆，針生　光夫，京野　廣一

【目的】ARTにおいて多胎妊娠防止、　OHSSの重篤化予防、患者の経済的・肉体的軽減など凍結融解の技術は

必要不可欠である。最近、ホルモン補充周期の方がimplantation　windowが広いとの報告があるため、自然周

期とホルモン補充周期（エストラダーム、プレマリン）をIVFとICSIに分けて妊娠率を比較検討したので報
告する。

【方法】平成10年1月より平成11年4月までの79症例89周期を対象とした。
1）エストラダーム周期（①IVF　24症例27周期、②ICSI　20症例21周期）

2）プレマリン周期（③IVF　16症例18周期、④ICSI　14症例16周期）

3）自然周期（⑤IVF　2症例2周期、⑥ICSI　3症例3周期）

の6群に分けてIVF，ICSI各々について娠娠率を検討した。
【結果】妊娠率は①から⑥まで各々22．2％（6／27）、23．8％（5121）、222％（4118）、18．8％（3116）、50．0％（1／2）、

33．3％（1！3）であり、有意差はみられなかった。

【結論】各群に有意差はなかったが、症例を増やしてさらに検討していきたい。

●

の

■

48 移植胚の選択基準に関する研究

●

倉敷成人病センター不妊治療部　○藤井　好孝，本山　洋明

【目的】多胎防止と妊娠率向上のためには移植胚の発育能を予測する必要がある。光学顕微鏡による

胚の形態観察は胚を傷つけることなしに短時間で発育能を予測でき、embryo　biopsyに比べ精度は低

いと思われるが実用的である。本研究では胚の形態を中心とした移植胚の選択基準について検討した。

【方法】1997年4月1日から98年11月30日までにICSIを行い、3日目移植ができた205周期を対象一とした。

胚の形態観察は精子注入後約42時間で行い、その翌日移植した。胚の観察はホフマンを付けた倒立顕

微鏡で倍率200倍で行った。移植胚数は3個以内とし、基本的に多核胚は移植しないようにした。

【結果】全体での妊娠率は39．O％だった。多核割球が無く、frag皿entが少なく、割球が均等な胚（Type

1）を少なくとも1個移植できた場合の妊娠率は45．O％（72／160）で、それ以外の胚（Type　2）の場合の17．

8％（8／45）より有意に高かった（x2検定、　p＝0．001）。女性年齢別では、20代ではType　1で53．1％、　Type　2

で12．5％（p＝O．04）、30代ではType　lで51．0％、　Type　2で23．1％（p＝0．Ol）と有意差があったが、40代ではT

ype　1で14．3％、　Type　2で9．1％で有意差なしだった。例数が少ないためか、胚の分割速度の妊娠率への

影響はみられなかった。　【結論】複数の胚を移植したため確実な結論は出せないが、2－4細胞期の段

階で多核割球が無く、fragmentが少なく、割球が均等な胚を移植胚に選ぷべきであると思われた。　ART

における胚の観察の重要性が改めて認識された。今後は前核期での核小体配列パターンや5日目胚への発

育性を選択基準に加えれば更に有効と思われる。

φ
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49 胚の緩速凍結法における融解法の影響

（429）　139

■

■

●

慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○田中　宏明，久慈　直昭，堀井　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　雨宮　　香，高垣　栄美，松田　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　福地　智恵，浜谷　敏生，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　黒田優佳子，末岡　　浩，吉村　泰典

　【目的】緩速凍結法において胚融解過程で胚を入れたストローは空中で一定時間保持することが推奨さ

れているが、その意義については解明されていない点が多い。実地臨床では、液体窒素に保存したストロー

などのコンテナを4℃または37℃の水浴に投入するとコンテナの破損、胚の紛失・変性などを経験する一

方、現在の緩速凍結法では融解温度が早いほうが理論的には細胞内氷晶形成による障害は少なくなるとい

われている。今回我々は緩速凍結マウス胚の融解法について検討したので報告する。【方法】1）ストロー

コンテナに封入した凍結マウス8細胞期胚を、－160℃液体窒素蒸気にpre－coo1したprogram・freezerに移

し、毎分2℃のゆっくりした速度で一80℃および一30℃まで加温後温浴に投入した。

　2）同様に凍結したマウス胚を液体窒素より一130℃、－80℃、－30℃の各温度にpre－coolした

program・　f　reez　er内へ移動」0分平衡したのち37℃の温浴にて急速融解した。凍結はDMSOとsucroseを

用いた緩速凍結法を用いた。【結果】1）緩速融解を・80℃と一30℃まで行った場合・胞胚への発生率は

各々77％、50％であり、有意な差は見られなかった。しかし同様の実験をsucroseなしで行った場合、発

生率は93％、0％と、有意にに前者が高い発生率を示した。2）－13e℃、－80℃、－30℃に平衡した後の

発生率は各々76％、93％、93％と有意差を認めなかった。【結論】DMSOのみでは2℃での緩速融解を

行うと一80℃以上一30℃以下の温度帯で障害が発生する可能性がある。DMSOとsucrose双方を用いる方法

でもこの障害は発生していることが推察されるが、sucrose添加によりこの障害は緩和される傾向があっ

た。現在用いられている凍結法では緩速融解による細胞障害は少ないことが示唆され、これは非透過性凍

結保護剤であるsucroseによると考えられた。

■

6

●

50 繰り返しIVF－ET不成功例に対するAssisted　hatchingの試み

立川綜合病院不妊センター　○水澤　直人，小玉真由美，服部　和裕

　　立川綜合病院産婦人科　　　平澤　浩文，小林　弘子，荒川　正人

　　　　　　　　　　　　　　星野　明生

【目的】

受精卵の体外培養では、卵透明帯が硬くなる可能性が言われている。一方、年齢があがるにっれて透
明帯が硬くなると言うことが指摘されている。この透明帯の硬化が、Hatchingを阻害して受
精卵の着床不全を起こして、IVF－ETの不成功の遠因になることも想像される。そこで繰り返し
IVF－ET不成功例に対してAssisted　hatching（以下AHA）を試み検討を加えた。
【方法】

AHAは採卵後2日目の胚移植2～3時間前に、透明帯切開法で行った。　holding　pipetteで胚を固定
し、PZD用のmicro　pipetteを胚の2時方向より10時方向まで突き刺した後、胚をholding　pipette
から外し、holding　pipetteとPZD用のmicro　pipetteを擦り合わせて透明帯を切開した。
【対象】

原則として、35歳以上で3回以上繰り返しIVF－ETを行ったにもかかわらず、妊娠に至らなか
った症例を対象とした。（症例数12）平均年齢37．3±4．1歳、平均IVF回数4．2±1．6回、
平均採卵数9．5±6．2個で、AHAを施行していないコントロールに比して、平均年齢、平均IV
F回数は有意に多く、平均採卵数は有意に少なかった。
【結果・考察】

12回AHAを行い2例に妊娠が認められた。1例は7回目、1例は6回目のIVFでAHAを行っ
たものであった。着床不全には、子宮内膜や免疫学的な問題等もみられるが、これらはいずれもまだ
その機序が十分解明されているとは言えず、現在臨床的に応用はむずかしいと思われる。そこで着床
不全と思われる症例（反復IVF不成功例）に対して、その一部にHatching障害があると考
えて、AHAを行うことは現段階で十分意義があると思われた。

e
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51 反復着床不成功例に対するAssisted　hatchingとステロイド投与の
　　　　　　　　　　　　　有効性に関する検討

●

生長会府中病院不妊センター　○半田　雅文，加藤　浩志，浜井　晴喜

　　　　　　　　　　　　　　　　野尻　恵子，島田　知代，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　小林真一郎，礒島　晋三

1目的1近年、ARTの技術が向上することにより、妊娠率も向上してきた。しかし、その反面、良好胚を反復

して胚移植しても妊娠に至らない反復着床不成功例も増加している。今回我々は反復着床不成功例に対する
Assisted　hatching（AH）とステロイド投与の有効性について検討したので報告する。

【対象と方法】当センターにおいて【VF　ETもしくはICSIを施行し、3回以上反復して胚移植している患者を対象

とした。卵のagingを考慮して年齢が40歳以上の患者は除外した。1997年1月から1998年12月の2年間に3回目

以降の胚移植を行った423周期のうち、Veeck分類grade2以上の胚を2個以上胚移植できた253周期を対象とし

た・それらの周期に関し、AH、ステロイド投与を共に行わなかった群（N群）121周期、胚移植時AIIを施行し

た群（A群）77周期、ステロイド（ブレドニゾロン30mg／day、5日間、経口投与）投与群（S群）21周期、　AH

とステロイド投与を併用した群（A＋S群）34周期に分類し、各々、妊娠反応が陽性となった率を比較した。

A＋S群はAH単独・あるいはステロイド投与単独で無効であった症例に対し、その後AHとステロイド投与を併
用した群である。

【結果および考察】妊娠率はN群38．8％（47／121）、A群45．5％（35／77）、　S群33．3％（7／21）、　A＋S群38．2％（13／34）で

あり・これらの間に有意差は認められなかった。統計学的有意差は認められないがA群においてはN群よりやや

妊娠率が高く、これは反復着床不成功例のうち一部の患者では透明帯が厚く、AHが有効であるかもしれないこ

とを示唆している。しかしながら、AHもステロイドも反復着床不成功例に対して飛躍的に妊娠率を向上させて

はおらず、逆に良好胚移植周期に限ってみれば妊娠率は33～45％と比較的良好であることから、今後は
Blastocyst　culture等の胚の選択がより重要となるのではないかと考える。

●

の

■

52 ICSIで授精した凍結胚へのAssisted　Hatchingについて

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗南病院産婦人科　○本間　寛之，東口　篤司，金沢　朋扇

【目的】凍結が透明帯の性質を変えHatchingを阻害する可能性があるといわれる。またICSIによる6～7

μmの透明帯のsmall　holeは胚のtrappingを引き起こし同様にHatchingを阻害するのではないかとの報

告もみられる。そこで1α∋1によって授精し凍結した胚に解凍後にあらためて大きなslitを入れAssisted

Hatching（AH）することによって妊娠率を向上させることができるかどうかを検討した。

【方法】96年5月より98年4月におけるICSI一凍結胚移植でAHをしなかった164例をcontrol群とし98

年5月より99年2月におけるICSト凍結胚移植でAHをした42例をAH群として両群の成績を比較した。

凍結はすべて前核期で行い溶解後1～2日間培養、胚移植直前にAHした。　AHはPZDにより透明帯に20

～30μmのslitを入れた。胚移植は両群ともGnRHa併用のestradiol　1　7　BによるHRC下で行った。

【結果】control群164例の胚移植あたりの妊娠率は16．O％、　AH群42例の胚移植あたりの妊娠率は

28．6％であった。AH時の胚の細胞数、凍結溶解後胚移植までの日数と妊娠率との間には有意の差が

なかった。

【結論】96年5月より98年4月までの当科におけるconventienal　IVFの凍結胚の胚移植あたりの妊娠率は

390例中93例で23．8％、conventional　IVF一新鮮胚では195例中44例で22．6％、　ICSI一新鮮胚では

146例中30例で20．5％である。それらに比較して同期間のICSI一凍結胚の妊娠率は有意に低下して

おり、原因として凍結による透明帯の変化とICSIによるsmall　hollの要因が示唆されたが、　AHはこれら

の阻害要因を克服し妊娠率を向上させることができると考えられた。

の

●

，
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53体外受精由来マウスにおける誘発SCE（姉妹染色分体交換）の発生頻度

■

G

●

　　　　　　　　　　　　　　東京農業大学生物産業学部　○伊藤　雅夫，下井　　岳，橋詰　良一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　淳、志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユースキン製薬　　　高嶋　俊継

［はじめに］　演者らはマウスにおける体外受精由来胚のSCEが交尾による通常の受精由来胚に比べて

高頻度に発生する結果を得た。そこで本研究では体外受精由来産仔のSCEの発生頻度を検出すると共
に、マ朴マイ〃C（MMC）による誘発SCEに対する感受性についてして交尾受精由来胚と比較して検討した。

［方法］PMSとhCGによる過排卵由来卵子を用いた体外受精胚を擬妊娠雌に移植して得られた、形態的
に正常で健康な産仔23匹を用いてSCEの検出およびマ朴マイシンによる誘発SCEの検出を行った。　SCE検出は

腹腔内反復注射法でBrdU80㎎／㎏／hを投与後、コルヒチン10㎎／kgを投与したマウスの骨髄細胞を採取し、

染色体検出後にFPG法で姉妹染色分体を分染して行った。誘発SCEの場合はマ朴マイシンC　3㎎／㎏をコルヒチン

と同時に投与した。
［結果］核板当たりのSCE発生染色体数は体外受精由来産子で2，77／cel1、対照産子で2．17／ce11であ

り、両者の間に有意差は認められなかった。しかし、観察総染色体当たりのSEC発生頻度は体外受精
由来産子で6．95％、対照産子で5．13％であり、両者の間に有意な差が認められた（0．02〈PくO．05）。

一
方、MMC投与による誘発SCEにおける核板当たりのSCE発生染色体数は体外受精由来産子で5。17／ce11、

対照産子で4．26／cellであった。また、総染色体当たりのSCE発生頻度は体外受精由来産子で12．64％、

対照産子でll．81％であり、いずれの場合も体外受精由来産子と対照産子との間に有意差は認められ
なかった。　MMC投与によって無投与の場合の約2倍のSCEが誘発されているが、その感受性には体外
受精由来産子と対照産子の間で差が認められなかった。すなわち、初期発生過程ではSCEの発現が高
頻度に認められる体外受精胚においても、出生に至った個体においては、その正常性が高いことが示

唆された。

●

54 マウス胚におけるSCE検出による過排卵由来胚および
　　　　　　　　　体外受精由来胚の評価

◎

●

東京農業大学生物産業学部

ユースキン製薬

○下井　　岳，橋詰　良一，鈴木　淳志

　伊藤　雅夫

　高嶋　俊継

［はじめに］過排卵由来卵子および体外受精由来卵子の細胞遺伝学的影響について、初期発生過程に

おける姉妹染色分体交換（SCE）の発生頻度から検討した。
［方法］供試マウスは8～12週齢のBDF，未経産雌である。過排卵処理は発情後期にPMS　5［Uを、その24

時間後にhCG51Uを投与して行った。体外受精はTYHを用いた定法で行った。　SCEの検出は・後期8
細胞期胚をL　4×　10　5MのBrdU添加培地で2細胞周期培養した後、最終濃度0．1μg／mlに調製したデメ

コルシン添加培地で4時間培養し、染色体検出後にFPG法で姉妹染色分体を分染して行った。
［結果］交尾による通常の授精卵子の場合、観察した総染色体数当たりのSCE発生頻度は・過排卵由来
胚で12．6±1．7％、自然排卵由来胚で9．5±2．5％であり過排卵由来胚において有意に高値を示している

（0．02〈P〈0．05）。しかし、染色体数に異常が認められない正常な核板当たりのSCE発生染色体数は過

排卵由来胚で5．94／cell、自然排卵由来胚で4．　07／ce11であり両者の間に有意な差は認められなかっ
た（0．05〈P＜0．1）。一方、過排卵由来卵子の体外受精胚の場合、観察した総染色体数当たりのSCE発生

頻度は2LO±2．1％であり、前述の交尾受精の場合に比べて有意に高い値を示している（Pく0．001）。ま

た、体外受精胚における正常な核板当たりのSCE発生染色体数は8，74／ce11であり、これもまた、交尾
受精に比べて有意に高いことが認められた（Pく0，001）。正常な核板におけるSCE発生頻度には・過排卵

由来卵子と自然排卵由来卵子との間で明確な差は認められず、SCE発生に及ぼす過排卵処置の影響は
さほど大きなものではないと思われる。しかし体外受精処置を施した卵子においては交尾受精由来卵
子と比較してSCE頻度に明らかな差が認められ、体外受精処置の卵子や胚に与える影響は大きくDNA
損傷という観点から見た潜在的異常が示唆される結果であった。

の
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55　正常精液所見にもかかわらずIVFで受精卵の得られない症例に行った
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICSIの臨床成績

富山県立中央病院産婦人科　　○小嶋　康夫，舟本　　寛，橋本

　　　　　　　　　　　　　　　毎田　佳子，新井　　昇，飴谷

　　　　　　　　　　　　　　　佐竹紳一郎，中野　　隆，舘野

［目的］正常精液所見にもかかわらず、co・nv・ent・ion・al　rVFで受精卵の得られない症例に行ったICSIで

は受精率、分割率などに差を認めないものの、妊娠率、着床率は有意に低下するとの報告（Tomas　C

α飢，1998，Miller　KF　et　al．，1998）がなされている。今回我々の行ったICSI症例について同様の検討を

行ったところ、諸家の報告とは異なる結果が得られたので報告する。［対象と方法］平成7年2月より

　学

由佳

政也

平成11年4月までに行ったICSI　i74症例323周期のうち、正常精液所見（WHO　criteria，1992）にもかかわ
らず、co・nv・ent・ion・al　IVFで受精卵が得られないためにICSIの適応となった25症例46周期（A群35．9±4．・1

歳）と精液所見不良のためにICSIを行った135症例245周期（B群33．3±4．　1歳）とを比較検討した。
［結果］（1）A群、B群の平均採卵数8．7個（402146）、8．9個（2　17　O／2　45）、MH卵の割合73．1％（2941402）、

78．9％（171112170）、無傷率92．29e（2711294）、93．1％（159311711）、受精率89、3％（2421271）、79．990

（127211593）、新鮮胚分割率98．7％（2201223）、97．9％（11301n54）であり、受精率に統計学的有意差を認

めた。（2）A群、B群の平均胚移植数は3．1±L4個、3．0±1．1個、移植卵のうちVeeck分類のG1が占める

割合は44．1％（631143）、43。0％（312〃26）であり、いずれも有意差を認めていない。（3）A群、B群の胚あた

り着床率15．4％（221143）、18．2％（132〃26）、採卵周期あたりの臨床妊娠率43．5％（20／46）、43．7％（107／245）、

妊娠継続率28．3％（13146）、3L2％（761245）、症例あたりの臨床妊娠率68．0％（17！25）、63．7％（861135）、妊

娠継続率48．0％（12125）、54」％（73！135）でいずれも有意差を認めていない。

［結論］今回の検討では、正常精液所見にもかかわらず、◎onv・ent・ion・al　IVFで受精卵が得られない症

例も男性不妊症例と同等の着床率、妊娠率が得られた。また受精率に差を認めたのは、正常精液症例
ではより良好な状態でICSIを行えたためと考えられる。

●

○

■

56　体外受精一胚移植において受精卵が得難い難治性原因不明不妊夫婦
　　　　　　　　　　　に対する細胞質内精子注入法（ICSI）の有用性

●

三重大学医学部産科婦人科

鈴鹿回生総合病院不妊センター

　　尚徳会星見ヶ丘クリニック

　　　　尚徳会ヨナハ総合病院

　　　　　済生会松阪総合病院

○与那覇　斉，野田　直美，竹内　茂人

　箕浦　博之，豊田　長康

　築城友加子，田窪伸一郎

　浜口　元昭

　西山　真人，田中　慶介，与那覇　尚

　菅谷　　健

（目的）不妊症夫婦の中には原因を特定できない原因不明不妊症が少なからず存在する．一般的には予

後良好であるが，卵巣過剰刺激および人工授精を反復しても妊娠に至らず，その治療に苦慮する難治性

の症例も多い．この様な難治性原因不明不妊夫婦に対する体外受精一胚移植において受精障害が頻発す

ることを昨年度の当学会において発表した．今回我々は，この様な受精障害夫婦に対し細胞質内精子注

入法（ICSI）を施行し，その有用性を検討した．

（方法）1997年1月から1998年12月までの期間に体外受精一胚移植で受精卵が得られないか，あるい

は低受精率のためICSIの適応となった群と同期間内に重症乏精子症あるいは重症糖子無力症によりICSI

の適応となった群のICSI後の受精率，分割率，良好胚獲得率，着床率，妊娠率，流産率を比較検討した。

（結果）両群間に，不妊期間，妻側年齢，hCG投与時の血清E2値，子宮内膜厚に有意差を認めず両群

は比較しうるものと考えられた．受精率，分割率，良好胚獲得率，着床率，妊娠率，流産率に両群間に

有為差を認めなかった．

（結論）原因不明不妊症における受精障害に対し，ICSIは重症男性不妊に対するのと同様有効な手段

である．卵巣過剰刺激と人工授精法の併用療法を反復施行しても妊娠に至らなかった難治性原因不明夫

婦に対しては，受精能を確認する意味でも体外受精一胚移植を行い，受精障害を認めた症例に対しては

積極的にICSIを施行することが必要であると考えられる．

●

■

噂



●

57 凍結解凍精巣・精巣上体精子を用いたICSI法の臨床成績
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■

■

小田原ウイメンズクリニック　○武田　信好，中山　朋子，小田原　靖

東京慈恵会医科大学産婦人科　　　田中　忠夫

東京慈恵会医科大学泌尿器科　　　池本　　庸

（目的）無精子症に対して精巣内精子（TESE法）あるいは精巣上体精子（MESA法）を用いたICSIが臨床
応用されているが、採卵当日に精子を採取する事は患者側、治療施設側の双方にとって負担が多い。

今回我々はTESEあるいはMESAにより得られた精子を凍結、解凍後にICSIに供し、その臨床成績に
っいて検討した。　　（対象および方法）平成9年6月より平成11年3月までに無精子症患者7症例11
周期に対して凍結解凍TESE，MESA精子を用いてICSIを施行した。精子の採取は泌尿器科にて局麻下に

精巣を切開し5×5㎜大の精巣組織を採取、可能ならば同時に精巣上体精子を吸引した。採取された
組織は保温した状態で運ばれ、細切、圧座後運動精子の存在を確認した。細切された組織はHepes　Bufferd

Ferticult・IVF・Mediumで希釈後凍結保存液を加え、組織ごと凍結用ストロー5～10本に分け凍結保存した。

採卵後ストローを解凍しPerco皿法または洗浄にて精子を回収し培養液に浮遊させた。精子浮遊液から
マイクロマニピュレーターを用いて運動精子を個々に選別し、正常形態と思われる精子を10％PVP中
で尾部を圧座し、不動化処理後ICSIを行った。

（成績）全ての症例において運動精子が得られた。11周期より47個の成熟卵を採取（平均4．3個）、受
精率は76．6％（36147）、分割率91．7％（33136）であった。全ての周期に受精卵が得られ、受精卵数は平均3．3

個であった。平均22個の胚を移植し、4周期（36．4％）に妊娠が成立した。妊娠症例中1例は流産、1
例は子宮外妊娠であった。残り2例は健常児を娩出、うち1例は双胎分娩であった。
（結論）凍結MESA，TESE精子を用いてICSIを行った結果、良好な妊娠成績を得ることが明らかとなっ
た。本法により採取精子の複数回の使用を可能にするとともに採卵、精子採取を同時に行う負担を軽減

することが可能であると考えられた。

●

58 精巣上体精子，精巣精子における顕微授精の成績

　　　および内分泌学的，病理組織学的検討

e

●

三重大学医学部産婦人科

鈴鹿回生病院不妊センター

○竹内　茂人，箕浦　博之，与那覇　斎

　野田　直美，二村　典孝，豊田　長康

　築城友加子，田窪伸一郎

［目的］我々は無精子症の症例に対して精巣上体より精子を採取（MESA）もしくは精巣よ
り精子を採取（TESE）し，卵細胞内精子注入法（ICSI）を施行してきたので，その臨床成績を内
分泌学的，病理組織学的検討を加えて報告する．［方法］対象症例は，22症例，そのうち精巣

上体精子によるICSIは5症例，7周期（MESA群），精巣精子によるICSIは9症例，12周期（TESE
群）である．比較対照群として新鮮射出精子によるICSIの，89症例，179周期（Control群）を用
いた．［成績］①受精率：MESA群；新鮮：91．4％（32！35），凍結保存；95．0％（38／40），TESE
群；新鮮：74．4％（29／39），凍結保存：63．2％（24128），C・ntr・1群；90．8％（1061／1169）．②対

胚移植妊娠率：MESA群；新鮮：75．0％（314），凍結保存：100％（4／4），TESE群；新鮮：42・．9％
（3／7），凍結保存：40．0％（2／5），C・nt・01群；34．0％（55／162）．③TESEにおける精子獲得の有

無による検討：FSH値（mlU／m1）：精子獲得群；17．25±4．54，精子非獲得群；28．06±4．02
（NS）．」・hnse・fi　score：精子獲得群；6．3±O．7，精子非獲得群；2．4±O・．2（p＜O．01）．④TESEに

おける病理組織学的検討：FSH値（mlU／m1）：hypospermatogenesis群（HS群）；20．03±
4．69，maturation　arrest群（HA群）；19．43±5．43，Sertoli　cell　only群（SCO群）；28．82±

6．74（NS）．Johnsen　score：HS群；7．8±O．4，HA群；3．3±0．3，SCO群；2　．0±0．0（p＜0．Ol）．精子

獲得率：HS群；100（6／6），HA群；42．8（3／　7），SCO群；0（014）（P＜0．05）．［結論］無精子症の症

例のうち精巣からも精子の得られない症例が47．1％みられたが，精子の得られれた症例は新
鮮射出精子とほぼ同様の受精率，妊娠率が得らた．TESEにおける精子獲得はFSH値と相関
せず，Johnsen　score，病理組織型が反映していた．

■
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59 精巣内精子を用いた卵細胞質内精子注入法のretrospectiveな検討
o

IVF大阪クリニック

関西医科大学産科婦人科

○當仲　正丈，山崎

　朴木　和美，道上

　岩本　英煕，河本

　福田　愛作，森本

　神崎　秀陽

雅友，熊谷明希子

　敬，西原　卓志

明子，河田　　淳

義晴

【目的】無精子症などの重度男性因子不妊症に対する治療法として、精巣内より精子を回収し卵細胞質内精子注入

法（以下ICSI）を行う治療が施行されている（以下TESE－ICSD。今回、　TESE－ICSIの治療成績について、回収

された精子の運動性の有無および凍結・融解精巣内精子での受精率ならびに妊娠率に与える影響等をretrospecttve

に検討した。【対象】1998年2月から1999年4月までに当クリニックにおいて高度乏精子症もしくは無精子症の

為にTESE－ICSIの治療を施行した症例を対象とした。【方法】①TESE－ICSIの治療成績と射出精子によるICSIの

治療成績の比較、②新鮮TESE－ICSIと凍結融解TESE－ICSIの治療成績の比較、③運動精子と不動精子（凍結融解

後の不動精子も含む）での治療成績の比較検討を行った。【結果】①TESE・ICSIの治療成績は、採卵周期数48周期、

受精率592％〔1701287｝、分割率70．6％（120／170）、胚移植あたりの妊娠率は、242％〔8／33⊃であった。ま

た、同時期に施行した射出精子を用いたICSIでは、採卵357周期、受精率81．8％〔196212400）、分割率89．4％

｛1755！1962）、妊娠率41．0％〔141！344）と、射出精子を用いたICSIで良好な結果が得られた。②新鮮TESE－ICSI

では26周期、各々62．0％｛103！166〕、75，7％｛78／103〕、31．6％｛6／19）、一方凍結融解TESE－ICSIでは、22

周期、55．4％〔67！121〕、62．7％〔42167）、14．3％　（2／14〕と凍結融解TESE－ICSIの妊娠率が低率であった。③運

動精子を使用したTESE。ICSIでは、26周期、各々71．7％〔114／159〕、71．9％（82／114〕、31．6％｛6／19）、不

動精子を使用したTESE－ICSIでは、22周期、43．8％〔56！128）、67．9％〔38156）、13．3％　｛2／15）と受精率およ

び妊娠率が不動精子TESE－1CSIで低率であった。【結論】TESE－ICSIは、射出精子のICSIに比べ、受精率、分割

率、妊娠率の全てにおいて低率であったが、　TESE－ICSIによってのみ妊娠が得られているのが現状である。TESE－

ICSIでは新鮮精巣精子を用いかつ運動精子を用いたほうがより良い成績が得られたことより、今後TESE－ICSIに

おいて、生存精子の選別や不動精子の賦括等の対策が重要であると考えられた。

り

，

60　子宮内膜症腹水中のsLPI（secretory　leukocyte　pr・tease・inhibitor）の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　局在と産生機序の解析
●

大阪大学医学部産婦人科

大阪警察病院

○森山　明宏，信永　敏克，緒方

　河本　明子，古山　将康，東

　村田　雄二

　下屋浩一郎

【目的】secretory　leukocyte　protease　i　nhibitor（SLPI）はヒト耳下腺分泌液より単離された分子量11．7

kdの蛋白でelastaseなどのプロテアーゼの強力なインヒビターであり、炎症に関係する蛋白である。

昨年の本学会において子宮頚管粘液中のSLPIの局在及び産生機序を解析、頚管内のSLPIが精子運動能に

対して防御因子として作用していることを報告した。今回我々は子宮内膜症患者の腹水中のSLPI濃度を

測定し、その局在及び内膜症におけるSLPIの存在意義について検討を加えた。　【方法】インフォームド

コンセントを得た上で、腹腔鏡下にチョコレート嚢腫摘出術、また不妊原因精査を施行した際に腹水を

採取した44例を対象とした。子宮内膜症を　R－AFS分類によって評価し、腹水中のSLPI、　Elastase、

IL－6濃度をELISA法にて測定した。　SLPIの局在と発現は免疫組織染色及びWestern　Blot法により解析し

た．　【成績】　（1）腹水中のSLPI濃度は正常コントロール群の34±13ng／mlに対して軽症の内膜症群で

56±35ng／ml、重症の内膜症で79±34ng／mlと高値を示したが、　elastase濃度は群間差を認めなかっ

た。　（2）子宮内膜症群において腹水中のSLPI濃度とIL－6濃度との間に相関は認められなかった。　（3）

免疫組織染色の結果、SLPI蛋白はマクロファージより分泌されることが確認された。【結論】腹水中の

SLPIはマクロファージより分泌されることが確認され、腹水中のSLPI濃度は子宮内膜症群で高値を示し

たことから、SLPIが腹腔内の免疫学的な環境を防御する因子として子宮内膜症の病態に深く関与するこ

とが示唆された。

　功

千尋

●

●
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61 子宮内膜症におけるグルタチオンペルオキシダーゼの発現

噂

●

秋田大学医学部産科婦人科　　○太田　博孝，田中　俊誠

【目的】近年、フリーラジカル物質が妊孕現象に深い関わりをもっていることが明らかにされつつある。

我々はヒト子宮内膜に一酸化窒素合成酵素（NOS）やスーパーオキシド）消去酵素であるCu，　Zn／Mn－SODが存

在し、月経周期によりダイナミックに変動すること、さらに子宮内膜症では周期を通じ過剰に発現してい

ること、を報告してきた。グルタチオンペルオキシダーゼ（GSH－Px）はヒドロキシラジカルや過酸化脂質を

還元する酵素で、生体内で幅広い臓器に分布している。今回、GSH－Pxの子宮内膜における発現を免疫組

織学的に検討したので報告する。

【方法】対象は規則的な月経周期を有する正常婦人47例（対照群）、子宮内膜症33例である。子宮内膜は外

来受診時や開腹手術時患者の同意を得て採取し、10％フォルマリン液で固定した。各切片は4μmの厚さに

薄切後GSH・Pxの局在を羊抗ウシGSHPx抗体を用いPAP法で染色した。　GSH－Pxの評価部位は内膜腺上皮細
胞、被蓋上皮、間質細胞の3部位とした。評価法は、その陽性頻度（1＋～3＋）と染色程度（1＋～3＋）から評価

ノモグラム（EN）を用い15の5段階に分類し半定量化して行った。

【成績】対照群の腺上皮、被蓋上皮細胞におけるGSH－Pxの発現は月経周期により変動した。すなわち、

GPXは増殖前期で低く徐々に増加し、分泌前期で最高値（2．8±0．4）を示し、その後再び低下し、分泌後期で

最低値（1．3±O．5）を示した。子宮内膜症群ではGSH・Pxの月経周期による変動が消失していた。卵巣チョコ

レート嚢胞壁の異所性子宮内膜組織でも月経時期に関わらず全例にGPXの強い発現（3．6±O．5，2．4±0．5）を認

めた。

【結論】子宮内膜症でGSH－Px酵素は月経周期を通じ過剰に発現し、本症における不妊などの病態生理に深

く関与している可能性が示唆された。

9

62 子宮腺筋症の異所性内膜細胞におけるMMPsの発現様式

●

or

●

札幌医科大学産婦人科

札幌医科大学第2解剖学

○藤井　美穂，逸見　博文，木谷

　遠藤　俊明，工藤　隆一

　津金　端代，村上　　弦

［目的］一般に癌細胞の浸潤には基底膜や結合組織などの細胞外基質の融解と再構築にmatrix
metalloproteinases（MMPs）が関与していることから、超微形態学的に高分化型子宮内膜腺癌細胞
に類似するという報告もある子宮腺筋症では、異所性子宮内膜細胞の子宮筋層内への浸潤にも癌細胞の

浸潤に類似した機序が考えられる。われわれは子宮腺筋症絶織の異所性内膜の浸濁におけるMMP－7の関

与をmRNA、タンパクの発現について報告してきたが、今回はMMP－7以外のMMPsについて異所性内膜
細胞の浸潤との相互関係を検討する目的で、MMP－2，9のmRNAおよびタンパクの発現をMMP－7の発現
と比較検討した。　〔方法］（1）免疫組織染色：正常子宮内膜、子宮腺筋症組織、子宮内膜癌組織のホルマ

リン固定・パラフィン包埋切片を用い免疫組織染色を行なった。一次抗体として抗ヒトMMP・7，2，9抗

体（富士薬品）を用いた。（2）in　situ　hybridization：免疫組織染色と同一組織を4％
paraformaldehyde！PBSで固定後、6μm厚パラフィン包埋切片を作製した。　MMP－7，2，9のRNA
プローブを作製、Shimamuraらの方法に順じて行った。　［成績］MMP－7は子宮内膜癌、子宮腺筋症、

正常子宮内膿組織いずれにおいても腺細胞の細胞質のみに発現していた。MMP－2、　MMP　一一9は子宮内膜

癌組織の腺癌細胞、腺筋症の異所性内膜腺細胞に発現を認め、またMMP－7と異なり癌組織周囲の間質組

織にも強い発現が認められた。MMP－7mRNAの発現はMMP－7と同様、いずれの組織においても内膜腺
細胞においてのみ発現したが、MMP－2、9mRNAは腺癌細胞および間質細胞および子宮腺筋症の異所性
内膜組織の間質に発現しており、特に内膜腺細胞の基底側の問質に強い発現を認めた。　［結果］子宮腺

筋症の異所性内膜細胞はMMPsの発現において内膿癌に類似し、浸潤に際し腺・間質両細胞に発現する

異なるMMPの相互作用が存在する可能性が示唆された。

保

噸
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●

63 子宮内膜症表在性病変と妊孕能

鳥取大学医学部産科婦人科　　○原田　　省，福田　靖子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　江夏亜希子，伊藤　雅之，永野　順恵

　　　　　　　　　　　　　　光成　匡博，津戸　寿幸，吉田　壮一

　　　　　　　　　　　　　　岩部　富夫，寺川　直樹

【目的1　子宮内膜症には表在性，深在性および癒着病変が存在するが，これら病変と不妊との関連につ

いては明らかでない。最近になって，内膜症病変がサイトカインを産生し妊孕能を低下させる可能性が
示されている．本研究では，子宮内膜症表在性病変と不妊との関連を知ることを目的とした．

【方法】　1989年から1997年の間に当科で不妊原因精査を目的として腹腔鏡検査を行い，子宮内
膜症と診断された症例のうち，卵管因子や男性因子を有する症例を除いた162例を検討対象とした．

腹腔鏡下に腹水吸引，表在性病変の焼灼および附属器の癒着剥離を行い，妊孕能があると判断された場
合は待機療法を行った．待機療法期間内に妊娠に至らない場合は内膜症治療薬剤による薬物療法を行っ
た。

【成績】腹腔鏡下操作後の待機療法あるいはその後に行われた薬物療法によって69例（43％）に自

然妊娠が成立した、R－AFSによる内膜症進行期と妊娠率の間に関連はみられなかった．表在性病変ある
いは癒着病変の存在と妊娠成立について検討すると，表在性病変が除去された症例の妊娠率は49％で

あり，表在性病変の存在しなかった症例の28％に比して有意に高かった．
【結論】子宮内膜症合併不妊症患者の表在性病変を消失させることにより高い妊娠率が得られたことか

ら，表在性病変の存在が妊孕能低下に関与している可能性が示唆された．

り

●

■

64　　卵巣チョコレート嚢腫による不妊症例に対する腹腔鏡下摘出手術
　　　　　　　　　　　　　　　　治療の有用性に関する検討

●

　　　　　　　　　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科　　○中山　邦章，加藤　　清，小西　郁生

　卵巣チョコレート嚢腫を有する子宮内膜症を主たる不妊原因とする不妊症例について、薬物療法後の

待機療法と腹腔鏡下内膜症病変除去手術療法後の妊娠成立の予後について比較検討した。

　検討対象は当科不妊外来にて管理した卵巣チョコレート嚢腫を有する子宮内膜症19例、平均年齢32．2

歳。内診および経膣式超音波断層法にて卵巣チョコレート嚢腫と診断した。いずれも卵管の疎通性は保

たれており、他の不妊因子を有するものは除外した。15例の症例について、無治療または酢酸ブセレリ

ン4Sヶ月投与後のタイミング法にて2－24ヶ月待機したところ1例の妊娠成立を見た。一方、薬物療法に

よる妊娠不成立例2例を含め11例に対し、腹腔鏡下に卵巣チョコレート嚢腫除去および骨盤内洗浄を施行

したところ5例に自然またはタイミング法にて妊娠成立をみた。妊娠成立が術後4－12ヶ月目の範囲内で

あったことから、妊孕能の回復までに術後一定期間のタイムラグがあるものと考えられた。そこで、卵

巣に関して妊孕性の機能回復を評価する手段として、2例に対し超音波カラードップラー法により卵巣動

脈血流速度および卵巣実質における血流変化を観察した。結果、術前の卵巣チョコレート嚢胞は壁が伸

展菲薄しており卵巣実質にはほとんど血流がみられなかったが、術後卵巣実質の形態が回復するにつれ、

卵巣実質に血流を観察することができた。

　薬物療法後または無治療の待機療法に比べ、腹腔鏡下手術治療後の方が妊娠成立をみた例が多く、不

妊治療にとって手術加療の方が優れているものと考えられた。また、その要因の一つとして、チョコレー

ト嚢腫を除去することによって卵巣動脈および卵巣実質の血流が改善され卵巣機能に良好な影響を与え

ていることが関与しているのではないかと推察された。

●

●
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65 子宮内膜症合併不妊症患者における卵管内病変の検討
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■

国際医療福祉大学臨床医学センター　○小林　善宗，本田　育子，井上　正人

　　　　　　　山王病院中央検査室　　　中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

【目的】腹腔鏡検査における不妊症患者の約70％に子宮内膜症が存在し．診断と同時ec行った腹腔鏡下治

療、チョコレート嚢腫摘出、子宮内膜症焼灼などとともに卵管周囲癒着剥離術は不妊予後に有効といえ

るが、もし卵管内腔に病変が波及していれば治療効果は期待できないa不妊症腹腔鏡診断治療時に腹腔

鏡下卵管鏡検査を行い、子宮内膜症と卵管内病変の関連を、子宮内膜症性卵管周囲癒着を中心に検討し
た。【方針】H8．4〔HIO．5に腹腔鏡（径3．Ou，01ympus），卵管鏡（径2．9m，　Storz）検査で、子宮内膜症性卵管

卵巣周囲癒着の不妊症125名（174卵管）（対象D、および癒着なしの子宮内膜症性不妊症156名（284卵管）
（対象皿）において．卵管粘膜癒着（mucosal　adhesion）または全周の1／3以上の卵管粘膜被壁欠損（loss

of　mucosal　folds）を卵管内異常所見として発生頻度をみた。対照は，非子宮内膜症性卵管卵巣周囲癒着
146名（279卵管）（対照1）、癒着なし65名（114卵管）（対照皿）とした。【成績】対象Il74卵管では卵管

内異常所見が4卵管（2．3％）に認められたにすぎず、対象皿284卵管では1卵管（0．4％）にみられた。　一方

対照亘234卵管には47卵管（20．1％）に卵管内異常所見が認められ、対照皿114卵管には認められなかった。

主な卵管周囲癒着別に卵管内異常所見の発生頻度をみると、対照1では卵管周囲癒着が卵管采に波及す

るほどまた卵管采癒着が高度になるほど卵管内異常発生頻度が高かったが、対象1では①癒着なし2．4％
（1／42卵管）、②卵管采癒着なし：卵巣周囲癒着1．4％（1／71）、卵管周囲癒着0％（0／19）、卵管卵巣周囲癒着

3．4％（1／29）、③卵管采癒着：軽度癒着7．7％（1／13）、高度癒着なし、卵管留症なし、であった。【結論】子宮内

膜症性卵管周囲癒着では、癒着が卵管采に波及することが少く、あっても軽度で、非子宮内膜症のそれ
（炎症性）に比べて卵管内腔異常発生頻度はかなり低く、腹腔鏡下癒着剥離が不妊予後に有効である背景が

ここにあると思われた。

■

●

66 子宮内膜症患者の腹腔内貯留液における
Stem　Cell　Factor（SCF）濃度の比較・検討

e

●

東京大学医学部産科婦人科　○甲賀かをり，大須賀穣，堤　　治

　　　　　　　　　　　　　　丘t・嵐敏雄，岡垣　竜吾，高井　　泰

　　　　　　　　　　　　　　松見　泰宇，廣井　久彦，藤原　敏博

　　　　　　　　　　　　　　百枝　幹雄，矢野　　哲，武谷　雄二

腹水中の細胞成分や生化学因子と子宮内膜症の発生・進行の関係はこれまでにもしばしば議論されてき

た．StemCell　Factor（SCF）は様々な細胞に対する作用を有するサイトカインであるが，肥満細胞に対

しては，遊走・成熟化・増姑・をおこさせ，更に免疫活性を高めることも報告されている．肥満細胞は

最近では正常子宮内膜組織に比して子宮内膜症組織に高濃度で認められることが報告され，本疾患への

重要な関与が注目されている．今回我々は，当科において腹腔鏡下手術を施行した症例より，子宮内膜

症患者群（n＝45）及び対象群（n・・32）の腹水および血清におけるSCF濃度を測定し，比較・検討をしたので

ここに報告する．子宮内膜症の診断は術中所見及び病理学的所見に基づいて行った．全症例の腹水中の

SCF濃度（中央値2913pg／ml）は，血清中（1156pg／ml）に比して，有意に高く（p＜0．OOO1），　SCFは腹腔

内で局所的に産生されていると考えられた．また月経周期による変動は，腹水中・血清中ともに，また

患者群・対照群ともに認められなかった．腹水中のSCF濃度は患者群（3095　pg／m1）が，対照群（2839

pg／m1）に比し，有意に高かった（p＜0．05）．更に患者群の腹水中SCF濃度につきこれを子宮内膜症の病

期別に分類し比較したところ，1期2期では各々3373pg／ml，　3406　pg／mlであり，3期4期の各々3060

pg／ml，2928　pg／mlに比し高い傾向を示した．血清中のSCF濃度においては，内膜症の有無，期別によ

るこのような傾向は認められなかった．この結果よりSCFは子宮内膜症の特に初期病変の形成に大きく

関与していると考えられた．
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67 腹腔鏡下手術が子宮内膜症合併不妊に及ぼす治療効果

■

東京慈恵会医科大学産婦人科

小田原ウイメンズクリニック

　楠原レディースクリニック

○江崎　　敬，廣島　牧子，大浦　訓章

　許山　浩司，松本　和紀，田中　忠夫

　小田原　靖

　楠原　浩二

（目的）子宮内膜症は不妊症の原因として重要視されているが、その取扱いについて確立されたものはな

いのが現状である。子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術の妊孕性におよぼす効果について検討した。

（方法）当科にて腹腔鏡下手術を行った不妊患者で、子宮内膜症を認め術後6ヶ月以上追跡可能であった

40例を対象とした。R－AFS進行期の内訳は、1期7例、　ll　ra　2例、1皿期10例dV期21例であった。

手術は腹腔鏡下に骨盤内を観察した後、可及的に癒着を剥離、腹膜病変をアルゴンレーザーにて焼灼、

チョコレート嚢胞に対しては嚢胞核出術、嚢胞内アルゴンレーザー焼灼、ないしは嚢胞内薬物注入を行っ

た。また、腹水貯留の有無にかかわらず腹腔内洗浄を施行したe両側卵管閉塞を認めた1例を除き、原則

的に術後6ヶ月は子宮内膜症に対する薬物療法、ARTは行なわず、待機療法（タイミング性交あるいは

AIH）のみとした。骨盤内の所見と術後の妊娠成立について検討した。

（結果）待機療法にて35％（14140）が妊娠した。妊娠までの平均期間は4．9ヶ月であり、13例中11例が6ヶ

月以内に妊娠した。R・－AFS　scoreは妊娠群（A群）31．1±30．0、非妊娠群（B群）50．8±30．4であった。　A

群とB群にっいて骨盤内観察時には卵巣周囲癒着の差を認めなかった。A群ではB群と比して卵管周囲癒着

が少なく、両側卵管の通過性に異常の無い傾向がみとめられた。B群26例中8例にARTを施行し6例に妊娠

を認めたe

（結論）子宮内膜症合併不妊に対する腹腔鏡下手術後は、両側卵管に異常が無く卵管周囲癒着の少ない症

例は待機療法のみである程度の妊娠率を期待することができる。待機療法で妊娠しない症例、特に卵管に

異常のある症例はARTを考慮する必要があると考えられた。

■

●

●

68子宮内膜症に対する低用量ダナゾール治療の臨床効果と骨密度への影響

東京女f医科大学産婦人科　　○安達　知子，斉藤　理恵，清水　聖子

　　　　　　　　　　　　　　中川　潤子，中林　正雄

（目的）我々は、種々の理由で子宮内膜症（以下、内膜症）の薬物治療を長期間行いたい症例に対し、

低用量ダナゾール（100mg／日）を継続投与している。今回、1年以上本治療を行っている症例に対し、

その治療効果や骨塩量への影響などを分析したので報告する。（対象および方法）平成7年1月～ll年

5月までに、本治療を1年以上行った患者は15例で、治療開始時年齢は28～46歳であった。15例の
内訳は、3例は子宮全摘出後の内膜症で、残りの12例は子宮腺筋症7例、卵巣チョコレート嚢胞7例（両

者の合併3例）、月経随伴性気胸1例であった。低用量ダナゾール治療は原則として、400mg／日4週

間、200mg／日4週間後、100mg／日を継続した。15例中4例はGnRH治療に引き続き、？例は
GnRH治療終了6カ月で、残りの9例ははじめから本治療を導入した。8例に対し、治療1年以上たっ
た任意の時期に、血中LH、　FSH、　E2、テストステロン（T）、　free－T、　SHBGおよびDEXA法による

腰椎2－4の骨塩量を測定した。（成績）全ての症例に月経困難症の消失または軽減を認め、子宮腺筋
症2例を除き内膜症病変の縮小も認められた。月経は、ダナゾール導入時の3カ月間にしばしば不正
出血が認められたが、その後、不正出血は1例のみとなり、残りの11例は25～40日型の過少月経と
なり、3例はさらに稀発月経となった。なお、肝機能障害はなく、最終的に1kg以内の体重増加を
13例、3kg以上の増加を2例に認めた。　FSHは卵胞期初期の値に、　LHはやや低値を示し、　E2は
i49．4±90．3pg／ml（M±SD）と高値、　Tは正常範囲、　free－Tは高く、SHBGは低値を示した。骨密

度は同年代の正常平均値を100％とすると、1年間のGnRH療法に引き続いた症例のみが極めて低値
を示したが、残りの7例はio2．3±lL2％と高い値を維持した。（結語）長期低用量ダナゾール治療は
有効で安全性が高く、GnRH治療と異なり血中E2、　t’ree　一一　Tが高値であり、高い骨密度が維持された。

●

●

●

u
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69 子宮内膜症患者における腹水中精子回収試験の成績

（439）　149
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●

東海大学医学部産婦人科　　○奥脇　伸二，鈴木　隆弘，和泉俊一郎

　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，善方　菊夫，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，牧野　恒久

〔目的］不妊精査における腹腔鏡検査上子宮内膜症の所見は50％以上に認められ，妻側因子として重要であり，

不妊に至る機序についてはさまざまな議論がなされている。今回，当科におけるAIH一腹腔鏡検査（子宮内精

子注入後の腹腔鏡検査）時に子宮内膜症（rrAFS分類で1～IV期）と診断された症例の腹水中精子回収試験の

成績から，内膜症が精子の輸送と運動性に及ぼす影響を検討した。

防法］1994年1月から1999年3月までに施行したAIH－一腹腔鏡検査（782名）において正常腹腔であった100名，

子宮内膜症1期194名，n期98名，皿期88名，　IV期53名の腹水中精子回収試験における運動精子回収率，精子

運動率を比較した。腹腔鏡検査は推定排卵日に設定し，夫の洗浄濃縮精子（0．5mDを子宮内に注入後2～6時間

で腹腔鏡下に腹水を回収した。回収後直ちにまず，そのまま鏡検し，精子の有無と運動性を観察した。血球成

分で観察しにくい場合，遠心したり，さらにサポニン処理後に同様の観察をした。

［成績］正常，1期，ll期，皿期，　IV期において腹水量はそれぞれ13．2±12．Oml，17．2±14．4ml，18．9±

13．8ml，15．6±12．8ml，13．1±10．7mlであった。腹水中運動精子回収率はそれぞれ79．0％（79／100），

73．2％（142／194），73．5％（72／98），72．7％（64／88），73．6％（39／53）で内膜症全体で低い傾向にあったが有意

差はなく，また各進行期間では差がなかった。遠心などの処理をせずに観察可能であった場合の腹水中の精子

運動率（運動精子数／腹水中精子数）はそれぞれ87．3％（1410／1616），91．1％（2966／3254），
91．3％（2810／3079），95．6％（3140／3285），90．7％（499！550）で差がなかった。

［結論〕今回の検討では，子宮内膜症が精子の輸送および運動性に対する影響を見い出すことはできなかった。

■

70　子宮内膜症腹膜病変におけるERα，　ERβmRNAの発現と局在の検討

●

e

●

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部産婦人科　○松崎幸子，村上　　節，横溝　　玲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h原　茂樹，矢嶋　　聰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学産婦人科　　　深谷　孝夫

（目的）我々は子宮内膜症におけるERβの発現の検討を行い、卵巣チョコレート嚢腫においては、　ER

βmRNAに比較しERαmRNAの発現の方が優位であり卵巣チョコレート嚢腫の進展にはERαが強く関

わっていることを報告した。また、GnRHaの治療後のERα、ERβmRNAの発現の比較により、2つの
サブタイプは機能が異なっている可能性を報告した。今回我々は、子宮内膜症腹膜病変において活動

性が異なると考えられている腹膜赤色病変と腹膜黒色病変におけるER・a、ERβmRNAの発現と局在を

比較、検討した。　（方法）子宮内膜症患者の同意を得て正常腹膜（6例）および子宮内膜症腹膜病変

（赤色病変：15例、黒色病変：11例、白色病変：2例）を採取した。ERα、ERβmRNAの発現を
RT－PcRにて、局在をビオチン標識オリゴヌクレオチドプローブを用いin　situ　hybridization法により検

討した。　（結果）1）RT－PCR；正常腹膜においてはERα、ERβmRNAの発現を認めなかった。一方、

子宮内膜症腹膜病変においてER　a　mRNAは赤色病変では6／6、黒色病変では7／7、白色病変では

O／1で認められた。ERβmRNAの発現は赤色病変では6／6、黒色病変では7／7、白色病変では
0／1で認められた。2）in　situ　hybridiZation；正常腹膜においてはERα、ERβlnRNAの発現を認めな

かった。子宮内膜症組織ではERα、ERβmRNAは腺上皮、間質細胞の細胞質に局在していた。　ER　a

mRNAの発現は赤色病変では15／15、黒色病変では11／11、白色病変では0／2で認められ
た。ERβmRNAの発現は赤色病変では4／i5、黒色病変では8／11、白色病変では0／2で認め
られた。　（結論）ERα、ERβの発現の動態が子宮内膜症腹膜病変の発生、進展に関与していることが

示唆された。

ひ

レ
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71 卵巣子宮内膜症におけるER一βおよびER－Ct　mRNAの発現の意義

●

岐阜大学医学部産婦人科　○坂口　英樹，藤本　次良，青木　生美

　　　　　　　　　　　　　　玉舎　輝彦

旧的】最近新たにクローニングされたエストロゲンレセプター（ER）であるER一βは、エストロゲンに対する

親和性は従来のERすなわちER一αとほぼ同じであるが、発現臓器の分布が異なり、従来のER一αの生理作

用を完全に代用できない。子宮内膜症の増殖にエストロゲンが関与していることは明らかであるが、その

依存性は一定していない。そこで、この分子機構を明らかにするためにER一βとER一α蛋白およびその遺

伝子発現の様式を検討した。防法】対象は20症例の卵巣チョコレート嚢胞と正常子宮内膜で、組織の採

取にあたっては、研究内容およびこの研究にこれらの組織を供与することに対するインフォームドコンセ
ントをすべての患者から得た。免疫組織染色法でER一αおよびER一βの発現の局在を検討し、。ompetitive

RT－PCR－Southern・blot法で、　ER一αおよびER・βmRNAの発現量を測定した。【結果1ER一αおよびER一βは卵

巣チョコレート嚢胞の腺上皮細胞、正常子宮内膜の腺細胞の核におもに発現していた。卵巣チョコレート

嚢胞および正常子宮内膜におけるER一βの遺伝子発現は、　ER一αの数％程度であった。正常子宮内膜にお

けるER一αおよびER一βの遺伝子発現は性周期に応じて変化するが、その比率はほぼ一定であった。一方、

卵巣チョコレート嚢胞におけるER一αの遺伝子発現は性周期に応じた変化もなく比較的低発現で、　ER一β

の遺伝子発現も性周期に応じた変化がなく、広く分布していた。さらにその比率も、一定ではなく1％か

ら10数％と広く分布していた。【結諭】正常子宮内膜においてはおよびER一βおよびER・αの協同的発現

があり、エストロゲン依存性に対して協同的に機能していると考えられるが、卵巣チョコレート嚢胞にお

いては、ERの発現量も低く、またER一βとER一αの発現比率は不定であることから、協同的な機能の発現

が不定であると考えられ、正常のエストロゲン依存性から逸脱していることを反映していると考えられた。

，

●

●

72　ラット穎粒膜細胞における2，3，7，8tetrachlorodibenz（）－pdioxdn（TcDD）

　　　　　　　　　　　　　　　のLH受容体発現に対する影響
●

群馬大学医学部産婦人科

福井医科大学第二生化学

○平川　隆史，峯岸　　敬，安部　和子

　井ヒ　京子，伊吹　令人

　宮本　　薫

1目的】幼弱ラットにTCDDを投与することにより、排卵率が低Fすることが報告されている。また、

ヒト卵胞液中にダイオキシン類が検出されており、卵巣局所におけるダイオキシンの内分泌撹乱の可能

性が示唆されている。本研究では培養細胞を用い、TCDDの卵巣に対する直接作用として、　FSHによる

LH受容体（LHR》の発現誘導に対する阻害およびその機序について検討した。【方法1　diethylstilbestrolで

前処理を施した幼若ラットより卵巣を摘出し、無血清培地にて穎粒膜細胞の初代培養を行った。FSH、

TCDDを添加し、　cRNA　probeを用いたノーザンプロットにてLHR　mRNAの発現を検討した。
Radio－lmmu　no　assayでFS　H添加群およびTCDD同時添加群における細胞内cAMP産生を検討した。

mRNAの安定性に関して、　actinomycin　D添加後のLHR　mRNAの半減期をFSH添加群、　FSH，TCDD添

加群間で比較した。　同細胞の核抽出物を用いてRun－on　assayを行い、　TCDDが転写活性に与える影響

を検討した。【成績］　FSH　30nglmlにより誘導されたLHR　mRNAの発現はTCDD　l　OpMの同時添加によ

って、24時間で34％、48時間で33％、72時間で44％の抑制が認められた。またLHR　mRNAの発現

はTCDDの用量依存的に抑制を受け、　TCDD　l　OOpMの添加で30％まで低下した。　TCDDはcAMP産生

に影響を与えなかった。LHRmRNAの半減期はTCDDの同時添加によって有意に短縮した。　LHRの転写

活性はFSH　30nglmlの添加により4．3倍に元進し、　TCDDの同時添加で有意に抑制された。［結論1ラッ

ト穎粒膜細胞においてTCDDはFSHによって誘導されるLHR　mRNAの発現を抑制した。その機序とし

てcAMP以降のシグナル伝達に影響を与え、　LHRの転写を阻害するのと同時にmRNAの安定性を低下
させていることが考えられた。

■

●
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73 　　子宮内膜癌細胞株Hec　IにおけるビスフェノールAの

エストロゲン受容体α，βを介した内分泌撹乱作用について

（441）　151

，

●

東京大学医学部産科婦人科　○廣井久彦，堤　　治，百枝幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　黒澤　貴子，高井　　泰，武谷　雄二

【目的】ピスフェノールA（BPA）は環境中に放出され、エストロゲンレセプター（ER）に結合しエストロゲ

ン作用に影響する内分泌撹乱物質と考えられる。今回、子宮内膜癌由来の細胞株におけるBPAのERサブタイ

ブのそれぞれを介しだエストロゲン作用の発現様式を解析した。　【方法】　子宮内膜癌由来の細胞株H㏄1細

胞にERα、βのそれぞれの発現ベクターおよびERE（estrogen　respOnsive　element）をもったルシフェラ

ーゼレポータープラスミドを遺伝子導入し、実験に用いた。遺伝子導入後は細胞培養にはフェノールレッド不

含のDMEM培地およびチャコール処理をしたウシ血清を用い、17一βestradiol（E2：10－7M）とBPA（10”i2M、

10－10M、10’8M，10’｛；M）をそれぞれ単独に、またE2　10”－7MとBPA　10→Mを同時添加し、24時間培養した。

培養細胞から抽出液をえて、ルシフェラーゼアッセイを行い、転写活性を測定した。　【成績】転写活性はER

α、βともにBPA　10sMで活性を認めたが、　BPA　10づM以下の濃度では転写活性を認めなかった。　E210－

7MとBPAの10－6Mの同時添加では、　ERαの場合、　E2単独の時と比べて約20％の転写活性の抑制が認め

られたが、ERβではこの抑制効果は認められなかった。【結論】BPAは子宮内膜癌細胞株Hec　IにおいてER

α、βを介して単独ではエストロゲン作用を示すが、E2共存下ではERのサブタイプにより選択的に

antagonist作用を認めた。これらのことからBPAは子宮内膜に対し内分泌撹乱作用を示し、その結果、正常

の子宮内膜の発育・分化や着床期における変化などに悪影響を及ぼす可能性が示唆された。

●

●

74 子宮内膜症の有無とヒト子宮内膜における
Ah　receptorおよびdioxin関連遺伝子の発現

o

●

東京大学医学部産科婦人科 〇五卜嵐敏雄，大須賀　穣，堤

　百枝　幹雄t安藤　佳代，松見

　廣井　久彦，高井　　泰，岡垣

　藤原　敏博，矢野　　哲，武谷

　治

泰宇

竜吾

雄二

2，3，7，8－TetraChlorOdibenzo－p－dioXtnぐTCDD）は子宮内膜症の発生に関与するという報告がなされているが，

正所性子宮内膜が卵管から腹腔への月経血逆流によって子宮内膜症が発症するという移植説の立場から

子宮内膜症の患者と子宮内膜症でない息者とでdioxinの子宮内膜に対する作用が異なったという仮説
を立て，検証した．今回我々は当科において良性疾患で腹腔鏡下手術を施行した症例より子宮内膜症患
者群（n＝21）及び対象群（n筥12）の子宮内膜を採取し，半定量的RT－PCR法によりdioxin受容体であるalyl

hydr（marbOn　receptor（AhR）やdioxin関連遺伝子であるAhR　nuClear　translocator（Amt），（ytochrome　P－450

1B1（CYP　IB1），　p62（dok）のmRNA発現量を比較検討した．これらの遺伝子はすべて月経周期を通して発

現が認められ，p62（dok）の発現は分泌期よりも増殖期において著明であった。一方，　AhR，　Arnt，　CYPIB1は月経

周期を通してほぼ一定であった．子宮内膜症の患者と子宮内膜症dない患者とで比較しても，これらの

遺伝子の発現量は本質的に同じで，差は認められなかった。興味深いことに非喫煙者よりも喫煙者にお
いてAhRの発現は有為に少なかった．　AhRとAmt，　Arntとp62（dok）の発現量の問にはそれぞれ正の相関が

認められた．以上の結果からはAhRやdioxin関連遭伝子の子宮内膜における発現量に関して，子宮内膜

症の有無による違いを認めず，子宮内膜症の人と子宮内膜症でない人とでdioxinの子宮内膜に対する作

用が異tr．ったという知見は得られなかった．

6
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75 不妊女性における腹水中，血清中のダイオキシン類濃度

●

愛媛大学医学部産科婦人科○福井敬介，吉本　勲堀　玲子
　　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

［緒言］Enviromental　pollutantの一つであるダイオキシン類はary1－hydrocarb。nreccptorを介して内分泌撹乱物

質として作用する他，carcinogcn，　tcratogen，免疫撹乱作用を有することが知られている．近年，子宮内膜症と

の関連性が示唆されているが，ヒトにおける報告は少ない．内膜症の発生，進展には腹水が重要な役割を持っ

ことから，我々は腹水中のダイオキシン類の存在とその動態，子宮内膜症との関連を明らかとすることを目的

とした．　［対象と方法］不妊女性8名（28～35歳）から腹腔鏡検査時に得られた腹水，血清を対象とし，同意

の上で実験に供じた．対象を腹腔鏡所見から内膜症群lh＝5）と正常群（n＝3）に分けた．

gas　chromatgraphy／mass　sp㏄tromtry法を用いて7種類のダイオキシン異性体（PCDDs）および9種類のダイオキ

シン同族体（フラン：PCDFs）を測定し，　tota且PCDDsおよびtota1　PCDFsの濃度（pg／glip童d）と毒性（毒性換

算指数：1・TEQ値）を算定した．［結果］1）腹水中のtota1　PCDDsは血清中に比して有意に高い濃度を示した

（824±155vs　595±109　pg　／g　lipid，　n＝8，　p〈O．02），　total・PCDFs濃度には差がなかった．2）腹水中のtotal　PCDDs

およびtota1　PCDFsの1－TEQ値と年齢との間には有意な正の相関fr＝O．83，　r＝O．88）を認めたが，血清中の1－TEQ

値と年齢との間には相関を認めなかった．3）内膜症群と正常群のtotal　PCDDs　15よびtota1　PCDFsの濃度，1－

TEQ値に有意差を認めなかった．［考察］腹水中には血清中より高濃度のPCDDsが存在することが明らかと

なった．また年齢とともに腹水中の毒性が増すことから脂肪，肝臓と同様にbioa㏄umula廿onが起こることが示

唆され，生殖システムへの直接的影響が推察された．今後，腹水中のダイオキシンと内膜症との関連性を明ら

かとするためにはbioaccumulationを考慮した年齢補正を行う必要があると考えられた．

■

●

●

76　男性不妊患者における血中ダイオキシン濃度および各種パラメーター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の検討

東京大学医学部産科婦人科

　　　　国立環境研究所

東京大学分院産科婦人科

○生月　弓子，高井　　泰，末永　昭彦

　五f嵐敏雄，岡垣　竜吾，藤原　敏博

　大須賀　穣，百枝　幹雄，武谷　雄二

　米元　純三，遠山　千春，森田　昌敏

　堤　　　治

【目的】人体への内分泌撹乱物質（環境ホルモン）の汚染とその健康影響が危惧されている，ダイオ

キシン類はヒト卵胞液や精液からも検出され，不妊症との関連性も示唆されている．今回我々は男性

不妊患者における血中のダイオキシン類濃度を測定し，各種パラメーターとともに男性不妊症との関

連性を検討した．　【方法】当科での体外受精施行男性患者38名（乏精子症18名（精子濃度40×106！mE未

満），対照20名）を対象とした．インフォームドコンセント下に採血し，その血清を試料とした．年

齢あるいは精子濃度にて乏精子症患者を4群に分け，A群（9名：年齢36－45歳），　B群（9名：同26～35

歳），C群（9名1精子濃度1～13×1　06／ml），D群（9名：同14～39×1　06／ml）とした．同じく対照を4群

に分け，E群（10名：年齢36～45歳），F群（10名：同26～35歳），G群（9名：精子濃度100～280×106／mD，

H群（11名：同40～99×1　061ml）の計8群とした．各々の群の血清を等量ずつ混合し，ダイオキシン

（PCDDs：11種類），フラン（PCDFs：14種類）を高分解能GS－MSにより定量分析を行った．また血中FSH，　LH，

DHEA－S，　E2，　testosterone，総脂質についても併せて測定を行った．　【成績】血中のダイオキシン類濃

度は血清19当たりのTEQ（2，3，7，8一ダイオキシン換算）（PgTEQ！9一以下略）とした．①精子濃度の高

低では明らかな差異は認められなかった（CO．083，　D　O．078，G・O．080，H・O．082）．②精子濃度に関わらず，

高年齢群で高い傾向を示した（A・O．1・04・vs・B・O．087，EO．101vs　F・O．057）．③35歳以下の低年齢群では

乏精子症群で高い傾向を示した（B　O．087　vs　F　O．057）が，高年齢群では明らかな差異は認められなか

った（AO．104　vs　E　O．101）．血中FSH，　LHは乏精子症群で高い傾向を示した．【結論】ヒト男性にお

いてダイオキシン類が生殖器，精子機能に及ぼす影響や不妊症への関与は不明である，加齢によるダ

イオキシン類の蓄積と乏精子症への関連の可能性が示されたが，今後ライフスタイル等の背景の解析

を含めた多数例の検討が必要である．

●

■

●

o
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77 ヒト脂肪組織中ダイオキシン類の検出と子宮内膜症の重症度
　　　　　　　　　　　　　による差異の検討

（443）　153
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■

●

東京大学医学部産科婦人科

東京大学分院産科婦人科

　　　　国立環境研究所

○高井　　泰，生月

　五十嵐敏雄，岡垣

　藤原　敏博，百枝

　武谷　雄二

　堤　　　治

　橋本　俊次，米元

弓子，末永　明彦

竜吾，大須賀　穣

幹雄，矢野　　哲

純三，遠山　千春

【目的】内分泌撹乱物質、いわゆる環境ホルモンによる人体の汚染とその健康影響が危倶されている。ダイオキ

シン類はヒトの体液、組織からも検出され、サルを用いた実験では子宮内膜症との関連性も示唆されている。ま

た、ダイオキシン類は脂溶性であるため、血液よりも脂肪組織や乳汁中から高濃度に検出されることが知られて

いる。今回我々はヒト脂肪組織中のダイオキシン類の検出を試み、子宮内膜症の重症度の観点から検討した。

【対象】当科で手術を受けた子宮内膜症患者12例を対象とした。軽症例（Re－AFS分類1－2期）は3例（28．8±

5．9歳）、重症例（同34期）は9例（32．6±4、9歳）だった。

【方法】インフォー一ムドコンセント下に手術時に腹壁より1㎝角以下の脂肪組織を採取し試料とした。ダイオキ

シン類についてはダイオキシン（PCDDs）11種類、フラン（PCDFs）14種類を対象として高分解能ガスクロマ

トグラフィー一マススペクトロメトリー法により定量分析を行った。

【結果】全ての脂肪組織中よりダイオキシン類が検出された。同一患者の騰部と下腹部より採取された脂肪組織

中のダイオキシン類濃度は同程度だった。脂肪組織中のダイオキシン類濃度はlgあたりのTEQ（2，3，7，8－
tetrachlorOdibenzo－P－dioxin（TCDD）換算）で、軽症子宮内膜症群では11・20±2・8g　PgTEQ！9だった・一方・重症

子宮内膜症群では19．88±6．18　PgTEQIgで、重症例で有意に（P＜O．05）高い値を示した。

【結論】ヒト脂肪組織から血液より高濃度のダイオキシン類が検出され、ダイオキシン類による人体汚染の程度

をより鋭敏に反映している可能性が示唆された。ダイオキシン類が子宮内膜症発症に関与するかは不明だが、重

症例で汚染の程度が高い可能性があり、今後ライフスタイルなどの背景の解析を含めた多数例の検討が必要であ

ると考えられたe

●

78 マウス卵のphosphodiesteraseのクローニング

ψ

●

　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○漆川　敬治，苛原　　稔，青野　敏博

スタンフォード大学医学部婦人科産科　　Marco・Conti

【目的】我々は卵の成熟過程のgerminal　vesicle　bTeakdownでは、　cAMPおよびその分解酵素である

phosphOdiesterase（PDE）が重要な働きをしていることを報告してきた。そこで今回、卵の　PDEの構造を明

らかにする目的でマウス卵のPDEのクローニングを行った。

【方法】すでに報告されているラットおよびヒトの心臓血管組織由来の　PDE3AのcDNAの塩基配列の相

同性を利用して、マウス卵のcDNAライブラリーをスクリーニングし、　mRNAの塩基配列を決定した。

さらに、cDNAを発現ベクターに組込み、培養細胞（MA一些0細胞）に導入し、タンパクとして発現させ

そのPDE活性を検討した。

【結果】今回クローニングされたマウス卵PDE3AのcDNA（GenBank：AFO99187）は膜結合部分を有する

1，141個のアミノ酸をコードしていた。ラットおよびヒトの　PDE3A（心臓型〉とのアミノ配列の相同性

はそれぞれ96％、82％であり、酵素活性に関係する部分はよく保存されていた。卵の　PDE3Aの翻訳領域

の塩基配列は心臓と同一であり、ともに膜結合部分がコードされていた。　MA－10細胞で発現させたPDE

活性は膜結合分画に存在し（71．3±9．7pmollminlmg　protein）、PDE3の特異的阻害剤cilostamideにより

強力に阻害された（IC50：0．04　g　M）。マウス卵のPDE活性は可溶性分画に分画された。

【結論】マウスのPDE3Aをクローニングした。卵では心臓と同じ　PDEの膜結合部分もコードした

mRNAが産生されているが、翻訳以降の過程で修飾を受け、可溶性の　PDEが合成されていると考えられ
た。

o
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79　　排卵前期におけるGranulocyte　colony－stimulating　fact・r（G－csF）の

　　　　　　　　　　　　　　　　卵胞内局所産生について

金沢医科大学産科婦人科　　○藤井　亮太，渡邉　之夫，吉田　勝彦

　　　　　　　　　　　　　金子　利朗，井浦　俊彦，牧野田　知

［目的］排卵現象は炎症反応と類似性を有しており、白血球やサイトカインがメディエーターとして深

く関与していることが報告されている。我々は白血球の中でも炎症の際に最も増加する好中球に対し、

特異的かっ強力な正の作用を有することが知られている造血系サイトカインG－CSFに着目し、ヒト
排卵現象との関連性を調査するため排卵前におけるG－CSF卵胞内局所産生の可能性を検討した。
［方法］金沢医科大学病院産婦人科において体外受精一胚移植を施行した患者を対象に、①採卵時に得

られた卵胞液および血清中のG－CSFをwestern　blottingにより確認した。②卵胞液および血清中
G－CSF濃度を①と同様の一次抗体を用いてCLEIA法で測定した。③卵胞液中に浮遊する穎粒膜細
胞を材料にnested　RT－PCR法でG－CSF　mRNA発現の有無を検討した。
［成績］①卵胞液・血清中ともにG－CSF蛋白が検出された。②卵胞液中のG－CSF濃度は73．75±
5．51pg／ml（Mean±S．E．〉であり、同時期の血清中濃度（30．71±3．55　pg／ml）と比較して有意

に高濃度（P＜0．00001）であった。③対象とした全検体からG－CSF　mRNA由来のバンドが確認
された。

［結論］排卵直前の卵胞液中にG－CSFが血清中よりも高濃度に存在し、同時期の穎粒膜細胞検体全例

からG－CSF　mRNAの発現が確認されたことより、G－CSFが排卵前卵胞内で局所産生され、排卵現
象と何らかの関連性を有している可能性が推察された。

「

■

●

80 卵および初期胚発育過程とテロメラーゼ活性の検討

●

山形大学医学部産婦人科　○金r　智子，戸屋真由美，齊藤　隆和

　　　　　　　　　　　　　齊藤　英和，廣井　正彦

【目的】染色体末端のテロメアは細胞分裂の度に短縮する。しかし、癌や不死化細胞では酵素テロメ

ラーゼの働きによりテロメアを伸長し、無限の分裂能を獲得する。今回我々は、テロメラーゼの活性

と卵・卵胞発育および初期胚発育との関連について検討した。

【方法】5～7週齢のB6C3F1雌マウスをPMS－hCGにて過排卵処理し、　PMS投与24（P24）、48（P48）、

hCG投与4（h4）、8（h8）、14（h14）時間後に未受精卵を、　hCG投与14（1cell）、43（2ce11）、72（morula）、

96（blastocysto）時間後に受精卵を採取した。同一細胞数におけるテロメラーゼの抽出、　PCR法による

増幅は、東洋紡社のTeloChaser（Telomerase　assay　kit　by　Stretch　PCR　methOd）を用いた。　PCR産

物を12％ポリアクリルアミドゲルにて電気泳動後、SYBER　GREEN　Iにて染色し、　ladder形成を認め

たものを活性陽性とし、totaUadder　intensityを求め比較した。

【結果】マウス卵細胞の全てのstageにおいて、テロメラーゼの活性を認めた。未受精卵ではP24の活

性が高く、P48、　h4、　h8で活性の低下をみとめたが、　h14で再度活性の上昇を認めた。受精卵では、

lcellからmorulaまでは活性が低下したが、　blastocystoでは活性の上昇を認めた。

【結論】未受精卵および受精卵におけるテロメラーゼ活性の発現が明らかとなった。卵および胚発育

の過程においてテロメラーゼ活性は大きく変動しており、テロメラーゼ活性が卵および胚発育の過程

に関与していることが示唆された。

o

●

■
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81 マウス胚のIn　vitroにおける卵黄嚢内血島出現についての研究
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石渡産婦人科病院

聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科

　　　　　　東京慈恵会医科大学解剖

　　　日本大学生物資源科学部動物細胞

○石渡　　勇，時枝由布子，井口めぐみ

　石渡千恵子，岡根　夏美

　木口　成
　立花　利公，橋本　尚詞，石川　　博

　佐藤嘉兵

（目的）マウス2細胞期胚の培養液に胎児成長因子ETFsを添加することにより、3胚葉胚
（器官形成）までの発育分化が可能である。3胚葉胚の初期には血島が出現する。血島出現
とその後の脈管系の発達について検討した。（方法）①2細胞期胚の採取：ddY系雌マウスに
過排卵させ、同系雄マウスと交配させ、約2日後に卵管を灌流し採取。②培養液：10％FCS
含有αMEM。③ETFs：ヒト子宮頚部扁平上皮癌無血清株SKG・II・SF培養上清を凍結乾燥し、
0．9％NaClで透析し作成。④培養条件：2細胞期胚をETFs含有培養液内で5％CO2、37℃の
条件下で静置培養。培養液の交換は連日実施。約30日間観察。
（成績）マウス2細胞期胚1060個を培養すると、150個（14％）が2胚葉胚に、75個（7％）が3

胚葉胚に、32個（3％）が心拍動を確認できるまでに発育した。また、位相差顕微鏡下に、54例
に血島が確認できた。3胚葉胚は交尾後8・9日目に、臓側卵黄嚢内に血島が出現するのは交尾
後9・10口目、血管様構造の不規則な収縮はll・12日目、心臓の明瞭な拍動は14日目に観察
された。尚、血管内および心臓内には有核赤血球が認められた。心拍動がみられる胎子には
発育の過程で全ての症例に血島が確認できたが、血島が出現した54例の内32例（62％）に心拍
動が確認できた。
（考察）血島は心臓血管血球（脈管系臓器）の最も初期の発育段階に出現する。血管様構造の

不規則な収縮は数個所に確認できる胎子も多く、個体発生の初期には心臓に分化しうる血管様
構造が複数あることが示唆された。

●

φ

●

9

82　マウス2細胞期胚の発育におよぼすEGF，　TGF，　TNFの影響について

石渡産婦人科病院

聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科

　　　　　　東京慈恵会医科大学解剖

　　　日本大学生物資源科学部動物細胞

○石渡千恵子，石渡

　井口めぐみ，岡根

　木ロ　ー成

　立花　利公，橋本

　佐藤嘉兵

　勇，時枝由布子

夏美

尚詞，石川　　博

（目的）妊娠率を向上させるには良質の胚を得ることが必須である。そのためには①培養液の
改善、②サイトカインあるいは成長因子の培養液への添加、③種々feeder　cellと胚との共培
養、などが試みられている。我々は種々のfeeder　cellとマウス胚との共培養を試み、最も適
したSKG・II・SFを選定した。さらに無血清培養上清から種々のサイズのスペクトロボアおよ
び透析チューブを用いて胎児成長因子ETFsを分離してきた。10％FCS含有αMEM培養液に
SKG．II．SF培養上清を添加することにより、in　vitroでマウス2細胞期胚を10％以上の確率
で3胚葉胚に、5％の確率で心拍動を確認できるまでに発育・分化させることに成功した。培
養上清中には、IL・1β、IL・6、　IL・8などのinterleukinsやEGF、　basic　FGF、　PDGF、　GH、

VEGFなどの成長因子が含有されていた。そこで、この上清中に含まれるEGF，TGF，TNFの2
細胞期胚への影響について検討した。（方法）①2細胞期胚の採取：ddY系雌マウスに過排卵
させ、同系雄マウスと交配させ、約2日後に卵管を灌流し採取した。②培養液：10％FCS含
有Ham’s　F12にEGETGF，TNFを2，10nglmlになるように調製し単独に添加した。③培養条
件二胚は5％CO2、37℃の条件下に静置培養した。成長因子含有培養液は連日交換した。④胚
の観察：連日位相差顕微鏡で観察した。（結果）それぞれ、約200個の2細胞期胚を培養した
が、無添加群では4細胞期胚へは50％、8細胞期胚へは27％、桑実胚へは5％で、胚盤胞への
発育は2％であった。EGF，TGF，TNF添加群に有意な発育助長あるいは障害などの影響は見ら
れなかった。（考察）SKG・II・SF培養上清の胚の発育助長作用は少なくともEGF，TGF，TNFの

単独作用ではないことが判明した。
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83 卵胞成熟および排卵過程におけるCSF－1の検討

■

　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科　○西村佳与子，田中　信幸，松浦　講平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

　　　　　　　　　　　Albert　Einstein　College　of　Medicine　　J．　W．　Pollard

（目的）近年・サイトカイン等による卵巣機能調節が注目されており、colony・sti皿ulati皿g　factor・1（（SF．1）

遺伝子に変異を持つosteop　etrotic（。p／op）m。useの排卵率は低いことが報告されている。今回我々は、

卵胞培養を用いて卵胞成熟および排卵過程でのCSF・1の果たす役割を検討したので報告する。

（対象および方法）17日齢op／op　mouseおよびそのwild　type（W⑪から径130μmのpreantral　fbMcle

を機械的に採取した。培養液はhFSHα51U！ml），　hLH（0．0015皿1／mD，　transfb血（10μ帥のと5％未

成熟mouse血清を加えたa・MEM培養液で、培養卵胞は24時間毎に新鮮な培養液に移し、培養5，5日後
に排卵を惹起させるためにLH（1rUlmDを培養液中に添加した。この培養系においてCSF・1（3000皿T／ml）

の有無により卵胞の生育と排卵率に影響を及ぼすかどうかを検討した。また、培養上清は・20℃に保存し、

Radio　lmmuno　Assay（叫舷を用b、て卵胞の産生するestradio1　（E2）濃度捌定した。また、　wnの卵
巣におけるCSF・1の働きを検討するために、　CSF・1　receptOr　messenger　RNA（CSF・llit　mR　NA）の発現を

in　situ　hybridiZatiαn法を用いて検討した。。

（成績）op／op　mouseおよびそのWTから採取した卵胞の発育は（矧F・1の添加の有無による有意差を認

めなかった。しかし、op／qp　mouseの排卵率はWTに比して有意に低下を示し、　CSF・1添加により排卵

率の低下は阻止された。これらの卵胞の分泌するE2濃度には有意な差は認められなかった。発育卵胞の

穎粒膜細胞にCSF・　1　R　mRNAの発現を露めた。

（結論）op　lop　m。useの排卵率の低下は、中枢性のgonadotrop沁分泌障害による卵胞発育の減少と局所

での排卵過程障害の両者に依存していることが示唆された。

軸

●

●

84 各種hMG製剤におけるゴナドトロピン組成とその臨床的意義

●

　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学市原病院産婦人科　　○合阪　幸三，民秋　史子，渡邉　剛也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梁　　善光，貝原　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　森　　宏之

【目的】hMG製剤中にはFSH，　LHおよびhCGが含有されており、製剤によってその組成はまちまち

である事はよく知られている。そこで今回、各種hMG製剤を重症の視床下部障害に基づく排卵障害

に使用し、その臨床成績および含有するゴナドトロピン組成を比較検討した。　【方法】hMG－hCG

療法の必要な重症の視床下部障害性排卵障害患者（PCO：14例、非PCO：17例）に対して、ヒュ
メゴンIOO、パーゴナル、フェルティノームPのいずれかによる排卵誘発を行い、その臨床成績
（hMG総投与量、成熟卵胞発育個数、　OHSS発生頻度）および各製剤中のFSH、　LH、　hCG含有量

（1RMAおよびEIAにより測定）について検討した。妊娠が成立しなかった場合は次周期に異なっ
た薬剤による排卵誘発を行ったが、その際は1ヶ月以上間隔を開け、前周期の薬剤の影響を排除す

るよう心掛けた。　【成績】PCOではフェルティノームP投与群で、非PCOではパーゴナル投与群で

hMG総投与量が増加する傾向を示した。卵胞発育個数はPCO，非PCOともパーゴナルで増加する傾
向を示した。OHSS発生頻度はPCO，非PCOでそれぞれヒュメゴン100：35．7vs．33．3％、パーゴ
ナル：53．3vs．60．0％、フェルティノームP：50．Ovs．35．7％で、いずれもヒュメゴンで低下する

傾向を示した。各薬剤中のゴナドトロピン組成をみると、FSHはフェルティノームPでやや少なく、

LH、　hCGはパーゴナルで有意に多く含まれていた（p＜0．01）。　【結論】ヒュメゴン100はPCO，非

PCOのいずれに対しても同等の効果を有し、使いやすい製剤であると考えられた。またゴナドトロ

ピン製剤中のhCGは排卵誘発に好ましくない影響を及ぼす可能性が示唆された。

⇔

●

■
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85 媒精後の精子除去が分割胚の状態におよぼす影響
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　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院不妊センター　○隈本　　巧，河野由佳子，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石橋和加子，田内　悦子，野見山真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　ゆみ，小島加代子

［目的］体外受精施行時に精子由来のエンドトキシンなどが，卵子の受精および胚の分割状態に影響を及ぼす

可能性が報告されている．そこで，媒精時間を短くし精子除去（spem　remova1）を行なうことにより受精

率および分割胚の状態がどのような影響を受けるか検討を行なった・　［方法］対象は1999年2月から5月に

IVFを行った症例のうち卵が6個以上採取された16症例を選んだ．同一一症例の卵をconventional群（C群）お

よびsperm　remova1群（R群）の2群に等分して媒精を行い受精率および分割胚の状態を観察した．媒精は，

当日採精しPercoll法によって調製した精子を用いた（媒精時の精子濃度：50×104／ml，平均運動率80％以

上）．媒精時間はそれぞれC群では17時間，R群では3時間とした．体外受精の翌日（Day　1）に正常受精を確認

後，10％SSS添加HTF液中で3あるいは4日間培養した．良好胚の定義は，　Day2において4細胞期胚以上のG1

～2，Day3において8細胞期胚以上のG1～2，　Day4において桑実胚以上のG1（フラグメント無し）～G2（ややフ

ラグメント有り）とした．培養期間中，各症例における両群の受精率および良好胚を観察しその平均を算出す

ることにより比較検討を行った．　［結果］媒精に供した卵の数は，症例当たりC群6・3±2・7個，R群6・3±2・5

個であった．症例当たりの平均受精率はC群61．9±23．9％，R群74．1±26．6％と有意差は無かった．良好胚の

占める割合は，Day2においてC群52．9土35．9％，　R群55．1±29．4％，　Day3においてC群15・5±24・4％，　R群

14．7±26．5％，Day4においてC群3．3士8．2％，　R群0％でいずれも両群間に有意差は無かった．［考察］精子

除去を行うことにより受精率および胚の分割状態の改善効果はみられなかった．今後症例数をさらに増やして

検討を行う予定である．

■

86 ヒト卵の受精，発育によるグルコース取り込み能の検討

●

ρ

●

　　　　　　　　　　　　　　　　JR東京総合病院産婦人科　　○島内　昌仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学付属病院分院堤治
　　　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　　　森田　　豊，塩津　英美，藤原　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀　穣i，百枝　幹雄，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

【目的】マウスでは卵の受精とその後の胚発育に伴いグルコースの取り込み能が発達する
ことが知られ、胚の発育能の指標と考えられているが、ヒトにおいては不明であり今回検

討した。
【方法】医学部倫理委員会の承認と患者の同意を得た上で、体外受精・胚移植の治療の際
に余剰となった卵と胚を検体とした。卵と胚は1つずつ［判一deoxy－gluc。se25μM（以下DG）
を添加したmBWW液（15μ1）中で37℃，5％⊂02，95％airの条件下で1時間培養後、　mBWW液1②②

μt中で5回洗浄した。その後検体を1つずつ1mlのAquas。1と1②②Pt・1の水の中に入れて

scintillation　counterでDGの取り込み量をを測定した。
【成績】未受精卵のDG取り込み量は9．e±8．②（meon±SD，fmol以下単位同じ，n＝1②）に対し、

受精未分割卵は15．3±5，8（n＝4）、2細胞期胚は41．3±7．7（n＝6）、4細胞期胚は、34．7±

2．2（n＝4）、8細胞期胚は311±41．4（n＝4）であった。2細胞期以降の胚のDG取り込み量は

未受精卵、受精未分割胚と比較して有意に多く（p＜e．el）、8細胞期胚になると著しく

増加した。
【結論】ヒトにおいても初期胚は胚発育に伴ってグルコース取り込み能を獲得し、8細胞

期以降は著明に発達することが確認された。グルコース取り込み能はヒトにおいても胚発

育能の指標として用いられると考えられる。
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87 受精卵の発育過程における脂質の関与について

■

　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科　　○田中　有紀，栃木　明人，縢　　嘉敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水谷　美貴，吉永　陽樹，宮川　康司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，佐藤　和雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　川口市立医療センター　　栃木　武一

【目的】良好な胚発育の評価にはVeek分類等が広く用いられている。このフラグメンテーション（FG）

変化は主に胚の細胞膜で生じていると考えられ、その構成因子である脂肪酸の代謝が関連すると考え

られる。そこで、今回我々は、胚のFGが脂肪酸の代謝障害などに関連して生じることを検討するた
めに細胞に必須である長鎖脂肪酸acyl－CoA　synthetaseの合成阻害剤（Triacsin・C：TC）による胚発育への影

響および卵管内のリン脂質の存在について検討した。　【方法18週齢のICR系雌マウスを過排卵処置、

交配後、卵管内より4細胞期胚を採取した。TC（3（ト500nM；中川靖一教授より恵与）を添加、さらに、

1℃添加例に人工サーファクタント（SF，30μg加1）を加えて胚の発育を観察した。ヒト卵管については承

諾が得られた手術例より採取し、電子顕微鏡的観察、フォスヒンA染色等によりリン脂質の存在を検
討した。　【結果】48時間培養後の胚盤胞の形成は61！75（81．3％）、SF（30　＃　ghi1）添加でも同等であった。

T℃添加では濃度の増加とともに胚盤胞の形成が低下、FG形成が増加し250nM添加では胚盤胞の形成

は認められず・FGが25129（86・2％）の胚で認められた。　TC（250nM）添加例にSF（30μ9！ml）を同時添加培

養では胚盤胞形成は19147（40．4％）と回復した。電子顕微鏡下では黄体期卵管で卵管上皮より分泌する

層状構造を有するリン脂質様物質が観察され、フォスフィンA染色でも染色を認めた。　【結論】胚の

FGの形成がnc添加で認められ、この変化が脂質を含有するSFの同時添加で回避された。さらに、卵
管ではリン脂質などの脂質が活発に分泌されることが認められたことより、胚の発育および質的変化

には脂肪酸などの脂質の代謝が深く関わっていることが示唆された。

e

●

o

88 Golden　Hamster未熟卵の体外成熟における
　　Lysophosphatidic　acid（LPA）の効果

●

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○檜尾　健二，中坂　尚代，小松　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，山野　修司，青野　敏博

【目的】Lysophosphatidic　acid（LPA）の卵成熟における役割を検討する。　【方法】8週令の雌

golden　hamsterにPMSG　301Uを投与し、投与48時間後に卵巣より未熟卵（irnrnature　cumulus

o㏄）te　complex：C㏄）を採取した。採取したC㏄を以下の実験に供した。①対照、IGF－130ng！m1，

TGF一αlng／ml・　bFGF　l　ng1ml，　EGF　10ng！m1，　LPA10’5Mを含むTALP培養液内でC㏄を温度37℃

ガス相5％CO2　in　airで18時間体外成熟培養を行い第二減数分裂中期に達した率（核成熟率）

を比較した。②卵丘細胞を除去した又はしない卵をEGF，LPAを含む培養液中で培養し、卵丘

細胞の有無が核成熟率に与える影響を比較した。③EGF　10ng／ml，　LPAlO”5Mを含む培養液内

で体外成熟した卵を用いてzona　free　hamstar　sperm　penetration　testを行い、精子侵入率を比較し

た。【結果】①核成熟率はIGF－1群で60．2％，　TGF一α群で63．89。，　bFGF群で61．49。，　EGF群で

82．4％＊，LPA群で74．3％＊＊であり，EGF群，LPA群が有意に高い成熟率を示した（vs　control；

＊：p＜0．001，＊＊pく0。05）。②卵丘細胞を除去した卵ではLPAやEGFを添加しても核成熟率は上昇

しなかった。（controleV：46．2％，　LPA群：42．9％，　EGF群：51・．7％）③対照（13．2％）に比べ

LPA，　EGF群では有意に精子侵入率が高く（それぞれ26．7％＊，285％＊＊），排卵卵子のそれ
（26．0％＊）と同等であった（vs・control；＊：p＜0．05，＊＊：p＜0．Ol）。【結論】LPAはhamster未熟卵の核と

細胞質の成熟を促進する効果を持つことが明らかとなり，その作用は卵丘細胞を介すると考
えられた。

o

■
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●

89 　　　　　　　　　未成熟卵子の体外成熟培養

（HCG投与が卵子の成熟，受精および発生に及ぼす影響）

■

●

加藤レディスクリニック　○遠藤あかね，桑山　正成，飯沼　紀江

　　　　　　　　　　　　　森田　　大，寺元　章吉，加藤　　修

【目的】小卵胞内未成熟卵子の利用の可能性に関する知見を得るため、HOG投与および未投与患者から採取され

た未成熟卵子の体外成熟後の受精能および発生能に関して検討を行った。

【材料と方法】インフォームドコンセントの得られた患者（28～48才）から、9～20日目（HCコ［）一｝あるいは

9日目にHCG投与後35時間後に卵巣内小卵胞（直径5～15mm）より超音波誘導にて未成熟卵子を吸引採取し

た。得られた卵子を10％HS添加T㎝一199で3回洗浄後、同培地の微小滴中で、37．5℃、　Cq5％in・at　r、湿

度飽和の条件下で24～48時間成熟培養を行った。培養後、成熟の判定は放出された第1極体の観察により行っ

た。成熟と判定された卵子は裸化処理後、顕微受精を行い、注入16～19時間後に受精状況を観察、判定した。

これらの卵子はさらにPl1Blasto　Medium中で4日間体外培養を行い発生能を検討した。

【結果】1－or・XS投与および未投与の患者計11名からそれぞれ17個および1t個のOV期卵子が得られた。　OV期卵

子の体外培養後の成熟率は24時閤後（29．4％および36．4％）、48時間後（76．5％および81．8％）であった。

またこれらの卵子のICSI後の受精率は合計92．3％および77．8％で、うち2PNを示した正常受精の割合は

100％および85．7％であった。卜℃G投与区の正常受精卵子を体外培養後の分割率および桑実胚以上への発生率

はそれぞれ100％および8．3％であった。

【結論】以上の結果より、小卵胞から得られた未成熟卵子は、HOG投与の有無に関わらず体外培養により高率に

成熟することが明らかとなった。またさらに、これらの卵子はICSi後高い受精率が得られ、本研究で用いられた

体外成熟方法の有効性が示唆された。
の

●

り

●

90 ヒト未成熟卵子の体外成熟・体外培養の試み

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　　○元石　睦郎，杉岡美智代，梅林　ツナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江頭　昭義，福田貴美子，東島　利紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

【目的】近年、ヒト未成熟卵子の体外培養により得られた成熟卵子を使用し、受精、体外培養さらに胚

移殖を行うことで、出生児が得られたとの報告が散見されるようになった。未成熟卵子利用の適応とし

ては、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の重症化防止および多嚢胞生卵巣症候群（PCOS）などの症例に有

効と考えられる。今回、十分なインフォームドコンセントのもとに未成熟卵子を基礎研究として体外培

養に供する機会を得たので、その結果を報告する。

【方法】男性因子により当院で人工授精を施行中の症例で、妻に排卵障害があったため排卵誘発剤を投

与したが、卵巣が過剰に反応したため患者の同意のもとOHSS重症化予防および多胎防止の意味からh
CG投与前に主席卵胞から2個を残し、残り数個の未成熟卵子を吸引採取した。その結果、5個の未成
熟卵子が採取された。患者の要望もあり、未成熟卵子をFSH（0．0751U／ml）、　hCG（101U／m　1）および

plasmanate　cutter（10％）を含むTCM－199中で18時間の体外培養を行い、　ICSIによる受精能および6

日間の体外培養を行い、その発生能を調ぺた。なお、体外培養は5％02、5％CO，、90％N2の条件下で、

ICSI後3日目まではHTFを使用し、3日目以降の継続培養にはHam’s　FIOを使用した。
【結果】18時間の体外培養後、4個の成熟卵子にICSIを行った結果、3個で正常受精が確認された。そ

の後体外培養を6日間継続した結果、その内2個が胚盤胞および脱出胚盤胞まで発生した。

【結諭】hCG投与前に採取した未成熟卵子は体外培養で成熟卵子となり、ICSIにより正常受精し、そ

の後の発生培養により脱出胚盤胞まで発生することが確認された。

の
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o

91 未成熟卵子の占める割合の高い症例における体外成熟培養の成績

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，井手　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　　楠　比呂志

【目的】ICSIの治療周期において、採卵により得られる卵子の中での未成熟卵子の占める割合が高い症例において、体外

成熟培養およびその後のICSIの成績について検討した。【方法】未成熟卵子の割合が、変性卵を除く採卵総数の50％以

上を占める症例について、採卵総数く平均7．6個）7個以下の群〔A群〕と8個以上の群〔B群〕に分け、未成熟卵子が体外

成熟培養によって第1極体を放出する率（1－PB放出率）、さらにICSIを施行した後の受精率・分割率について比較した。

【結果】①未成熟卵子の占める割合が50％以上の症例は、A群14．8％（77／519）、B群6．4％（28／439）であった。成熟

培養によって第1極体を放出する率（1－PB放出率）、さらにICSIを施行した後の受精率・分割率について比較した②A

群77症例の採卵総個数は212個（平均2．8個）、そのうち未成熟卵子は150個（GV期82個、　M－1期68個）J－PB放

出率は50．7％（76／150）であった。B群では、同様に、28症例、358個（平均12．8個）、未成熟卵子219個（GV期IM個、

M－1期85個）、1－PB放出率38．4％（84／219）であった。コントロール群として、同条件で体外成熟培養を行ったすべて

の症例を用いたが、それぞれ958症例、7280個（平均7．6個）、未成熟卵子1201個（GV　781個）、M－1420個）、1－PB

放出率50．3％（605／1201）であった。③1－PBを放出しM－　llに至った卵子に対するICSIの成績は、受精率〔A群：

65．3％（47／72）、B群：67．1％（55／82）、コントロール群：61．4％（360／587）〕、分割率〔A群；58．3％（42／72）、B群：

41．5％（34／82）、コントロール群：26．9％（158／587）〕であった。「1－PB率」x「分割率」を「成熟・分割率」とすると、　A群

28．7％、B群15．9％とコントロール群の13．6％に比して有意に高かった。【結論】未成熟卵子の占める比率が50％を越え

る症例、とりわけ採卵総個数7個以下の群で未成熟卵子の体外成熟培養およびその後のICS互成績が有意に高かった。

未成熟卵子の割合が少ない症例の場合の未成熟卵子との間に質的な違いのあることが示唆された。

■

●

o

921CSI治療周期における未成熟卵子の体外培養の有用性についての第2報
　　　　　　　　　　　　　一卵丘細胞を付着したままでの培養一

●

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○岩本　智子，田中　　温，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基，馬渡　善文，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，高崎　博幸。井手　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　楠比呂志

【目的】第43回不妊学会において我々は未成熟卵子を体外培養し、第1極体（IPB）を放出したM－ll期卵

子にICSIを行うという臨床応用の開始を報告した。今回は、体外成熟率のさらなる向上を図る目的で、卵丘
細胞が付着した状態で体外培養を行い、その後の胚発生について検討を加え、有用と思われる結果を得たの
で報告する。今回の発表の内容は全て患者のインフォーLトコンセン1のもとに行った。【方法】①ICSI治療で採取した

卵子を、ノマルスキー式微分干渉倒立顕微鏡のもとで卵子の発育ステージ（GV期、M－1期、M－ll期）を観察した。

卵丘細胞が多く、GV、極体の有無の観察が困難な場合には、培養2～3時間後27G針で卵丘細胞を把持伸長さ
せて観察を行った。②未成熟卵子（GV、M－1期）の培養液は修正WaymouthMB752／1に10％ヒト血清、751U／nfのFSH

（あるいは150mIU／醍のHMG），500mlU／齪のHCG，および1μg／齪のE，を添加したものを用い、37．　0℃02：CO2：N，

＝　5％：5％：90％の条件下で観察した。③培養開始後の未成熟卵子は、12～24時間後に観察し、IPB放出確認

後、ピアルロニダーゼを用いて裸化卵子とし、lCSIを行った。【結果】①24時間以内PB放出率は、卵丘細
胞付着卵子、GV期では29／93（31．2％）M－1期では40／77（5L　9％）、裸化卵子、　GV期（コントロール）では101／219（46．1％）

Ml期（コントロール）では59／131（45．0％）となった。②卵丘細胞付着卵子・GV期、旧期又裸化卵子GV期（コントn一ル）

MI期（コントロール）のPB放出率、受精率、分割率、成熟分割率（PB放出率×分割率）はそれぞれ｛35／65（53．　8％），

16／32（50．0％），9／32（28．1％），15．1％｝　　｛27／46（58．7％），18／25（72。0％），13／25（52．0％），30．5％｝　　｛962／2049（46．

9％），443／721（61．1％），195／721（27．0％），12．7％｝　　｛624／IlO1（56．7％），296／499（59．3％），135／499（27．1％），15．4％｝

【結論】未成熟卵子の体外成熟培養においては、卵丘細胞が付着した状態の方が、裸化とした場合よりそ

の後の胚発生率は高値となる傾向を認めた。この結果より付着卵丘細胞が未成熟卵子の成熟に重要な役割

を担っていることが示唆された。

壁

●

●
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●

93 腹腔鏡検査時採取ヒト未成熟卵子の体外成熟に関する検討

噸

●

　　　　　　　山王病院中央検査室　　○白井安砂子，中川さおり，迫田　祐子

国際医療福祉大学臨床医学センター　　本田　育子，小林　善宗，井上　正人

　【目的】未成熟卵子を用いた配偶子操作は現実的なものになってきた。　IVMは過排卵周期の成熟
卵子を用いる従来の体外受精fC比べ卵巣過剰刺激などの副作用がなく、コストの削減、卵胞モニタリング

の省略、卵子のクオリティを知る上で大きな利点となる。IVMによる受精卵の移植が可能tcなれば、

その臨床的意義は大きい。我々はIVMの臨床応用の第一歩として、腹腔鏡下の未成熟卵子の採取及び

IVMを試みた。
【方法】．月経終了後の卵胞期に全身麻酔下に針状腹腔鏡（直径3me，オリンパス）で骨盤内を検査した後．

卵胞穿刺を行なった。20ゲージのsingle　needle（20・cm，八光商事）に20　mlの注射器を付け、直視下に5M

以上の卵胞を穿刺し．生理的食塩水で2～3回洗浄吸引した。穎粒膜細胞に包まれた卵子を、培養液（HTF

＋10％SSS）に移し、48時間培養した（37℃、5％CQ、in　air）。培養終了後、穎粒膜細胞を除去L倒立顕微
鏡下（C　germinal　vesicie　breakdo㎜（GVBD）および第一極体の有無を検査した。

【結果】対象89例の平均年令は34．0才（26～46）、採卵時の月経周期は平均13．4日（7～60）であった。未成熟

卵子が回収されたものは67例（75．3％）であった。採卵数は平均1．7個（0～9）であった。48時間培養後の検査

では、総採取卵148個中26個（17．6％）は変性卵であった。生存した122個中smetaphase　ll（M皿）に成熟した

ものは40個（32．8％）であった。

【考察】困難とされる未成熟採卵には、採卵針の改良、工夫が必要である。また、我々はヒト卵子のIVM
にHTFを使用したが、成績は不良であった。よって臨床応用のためにはIVM後のヒト卵子に適した培養

液の開発が今後の大きな課題である。

◎

94 ヒト未受精卵子のガラス化保存

●

軸

加藤レディスクリニック　○桑山　正成，加藤　　修

【目的】アニマルモデル（ウシ）及びヒト成熟卵子を用いて未受精卵子の有効なガラス化保存法の開発を行った。

【材料と方法】ガラス化保存：哺乳動物胚において高い生存率が得られている既報のガラス化保存法、ln　Straw

UIUt　i　on：ls［ジ、　cpS2）およびMvc法3｝を比較した。それぞれの方法でガラス化保存した卵子を融解後、3～4時

間回復培養を行ったのち、体外受精および体外培養を行い、卵子の受精能と発生能を検討した。また同法を用い

て、ヒト未受精卵子への応用を検討した。すなわちインフォームドコンセントの得られた患者から提供された卵

子をそのまま、あるいは卵丘細胞除去後、平衡液（10％田）に10分間曝露した後、ガラス化液（40％風
0．5M　Sucr◎se）へ投入した。細胞外溶液を置換後直ちにストロー内壁へ卵子を貼り付け、滅菌した液体窒素中へ

投入して急速冷却した。保存後、37℃の希釈液中へ卵子を導入することにより急速加温し、3回の洗浄後、トrF

へ移した。回復培養、iCSI後16－tg時間に受精状況を観察して生存性の判定を行った。

【結果】ISD、（PSおよびMVC法でガラス化保存した卵子の融解後の形態的生存率、受精率、分割率ならびに胚

盤胞への発生率はそれぞれ94．7、96および96．7％、57．2、56，4および69．9％、39．5、47．7および
59．5％ならびに5．3、7・．4および22．9％であった。裸化および非裸化ヒト成熟卵子の生存率（受精率）、発生

率（胚盤胞への発生率）はそれぞれ10、0および100、50％であった。
【結論】以上の結果より、ウシ体外成熟卵子では40％93＋O．5MSucr◎seを用いたMVC法によって極めて高い

生存率が得られ、同法の有効性が示された。また同法は卵丘細胞除去前のヒト未受精卵子においても有効である

ことが示唆された。文献：t）K…ayana　et　e　1．　T憎i騨l　ogy　41：231，2）　Vajta　Kuwayama，　Md　Repr　Od　De，v

51：33－58，3）Hamawaki，　Kuwayama，　Theriogenology　51：165

●
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95 胎児卵巣におけるアポトーシス

●

東北大学医学部産科婦人科

高知医科大学産婦人科

○門脇　正裕，村h　　節，佐藤

　中村　聡…，鬼怒川知香，矢嶋

　深谷　孝夫

［目的」ヒト胎生期に卵巣の胚（生殖）細胞数は妊娠20週で約700万となる。しかし、妊娠末期には約200

万の卵子が残存するにどどまる。出生後より閉経までの卵胞数の減少にはアポトーシスが一部関与して

いることは明かとなっているが、胎生期に関しては不明である。本研究では、胎生期卵巣でのアポトー

シスの出現の有無とそのアポトーシスのシグナル伝達系にFas！Fas　ligandが関与するかどうかを検討する

ことを目的とした。

［方法］倫理委員会で承認され患者の同意が得られた中期中絶の20・　21週の胎児より採取した卵巣の10％

ホルマリン固定パラフィン包埋標本を用い、TUNEL（TdT　mediateddUTP－biotin－nick－end－labeling）法にて、胎

児卵巣でのアポトーシス出現の有無を検討し、また、免疫組織化学的手法を用いFasの出現の有無を検討
した。

【成績」20・21週の胎生期卵巣において原始卵胞の形成が見られ、その原始卵胞中の卵祖細胞にTUNEL染

色が陽性であった。全原始卵胞中染色陽性であった割合は、20週で1L7％、21週で13．0％であった。ま

た、20・21週の胎児卵巣でFas染色陽性が確認された。

［結論】以上の結果より、胎生期卵巣においてアポトーシスとFasの出現が確認された。胎生期で最も多く

の卵子数がある妊娠6ケ月目の胎児卵巣において、すでにアポトーシスは出現しており、胎生期の卵巣

において卵の選択が行われている可能性が示唆され、また、胎児卵巣のアポトーシスのシグナル伝達系

にFaslFas　ligandSが関与することが示唆された。

由美

聰

ゆ

●

o

96 卵巣組織器官培養中の卵胞形態分類

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○森本　義晴，當仲　正丈，山崎　雅友

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西原　卓志，道上　　　敬，岩本　英煕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河本　明子，河田　　淳，福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産科婦人科　　　堀越　順彦，神崎　秀陽

【目的】近年、卵巣組織、卵胞、未熟卵子など様々な段階におけるIn　Vitro　Maturation（IVM）が研究さ

れ、生殖医学への応用が期待されている。今回我々はヒト成人卵巣組織の器官培養を行い、培養中に出現
する卵胞形態について分析した。また同時に高濃度酸素下における器官培養法についても検討した。
【方法】卵巣組織器官培養用培養液（IVM－1）をα一MEM，10％Fetal　Calf　Serum，　O．29M　Pyruvate，　re－

combinant　FSH（500mIU），　HCG（300mlU），　antibiotic　antimycotic　solutionを用いて作製した。卵巣

組織をIVM－1を入れた12well　plate（Falcon　3043）上のinserts（Falcon　3180，φ10．5mm，0．4μm

pore　size）上で5％CO2　in　airまたは高濃度酸素の気相下で15日間培養し、培養中に出現する卵胞形態

を観察しその出現率を経時的に算出した。

【結果】器官培養中に光顕上観察された8種類の卵胞とその出現率は、clusterを形成する小原始卵胞群
（cluster群）：34．5％、扁平な一層の穎粒膜細胞が形成する卵胞（flat群）：27．7％、立方体状の穎粒膜細

胞が形成する卵胞（cuboidal群）；6．9％、　cuboida1群の穎粒膜細胞の細胞質がexpandした卵胞
（cuboidal／eXpand群）：8％、数層の穎粒膜細胞から成る卵胞（multilayer群）：8％、　multilayer群の

穎粒膜細胞の細胞質がexpandした卵胞（multilayer／expand群）：6．9°／。，大きな卵胞（1arge群）：3．4

％、閉鎖卵胞（atretic群）：4．6％であった。そしてcluster群やflat群は培養前または初期にmultilayer

群やmultilayer／expand群は培養中期または後期に出現する傾向が見られた。
【結論】以上の観察より卵巣組織器官培養中に主として穎粒膜細胞の成熟による卵胞発育が進行したと考
えられた。

■

●
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97割球生検後の胚凍結保存　一・vitrificati・n法とslow　co・ling法の比較一

噸

■

鹿児島大学医学部産婦人科　　○丸田　邦徳，沖　　利通，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　桑波山理樹，中江　光博，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

〔目的］われわれは着床前遺伝子診断において割球および極体生検の有用性にっいて報告してきた。複

数回診断が可能であれば診断精度が上がる。しかし，分割の程度が進めば胚の保存法が問題となる。そ

こで，診断の有用性がより高いと考えられる8細胞期胚の生検を行いvitrification（VT）法と緩速凍結

法（SC）で凍結・融解を行い，両者でその後の胚の生存性にどのような違いがあるかを検討した。　［方法

］6～12週齢のB6D2F1マウスより2細胞期胚（体外受精卵胚）を採取し追加培養を行った。得られた8細
胞期胚を実験に供した。凍結法はVT法（耐糖剤：40％EGを含むEFS　40）とSC法（1．5M，　PROH）を使用し

た。8細胞期胚は非生検群（A群），1割球生検群（B群），2割球群（C群），3割球群（D群），4割球群
（E群）に分類した。凍結法によりVT法で凍結したものをV－A，　V－B，　V－C，　V－D，　V－E群SCで凍結した

ものをS－A，S－B，　S－C，　S－D，　S－E群8細胞期胚で生検も凍結融解も行っていないものをF群とした。

凍結・融解24時間後の胚盤胞以上への胚発育率および生仔獲得率を観察した。　［成績］割球生検し凍結

融解を行った場合，SC法とVT法間で胚盤胞までの胚発育率に有意の差を認めなかった。無凍結融解，　VT

群SC群で1～2割球を生検した群の胚盤胞以上への胚発育率はそれぞれ64．　0％以上，　VT群で50．0％以

上，SC群で40．0％以上であった。しかし，3割球の生検での胚発育率はいずれの群も1～2割球生検に
比較して有意に低下した（p〈0．05）。　［結論］8細胞期胚の1～2割球までの胚生検後の胚凍結はVT，　SC

法いずれにおいても凍結・融解後の胚発育に大きな影響を及ぼさないことが判明した。このことは着床

前遺伝子診断精度の向上に寄与するものと思われる。

●

●

98 GnRH産生細胞株GT1細胞におけるgalaninおよびgalanin　receptor
　　　　　　　　　　　　　　　　の遺伝子発現

■

●

横浜市立大学医学部産婦人科　　○榊原　秀也，吉田　　浩，大河内千鶴子

　　　　　　　　　　　　　　　黒木　恵子，多賀　理占，平原　史樹

（目的）視床下部GnRHニューロンからのGnRH分泌は思春期の発来と共にパルス状となり、それによって

下垂体からのゴナドトロピン分泌が促進され、排卵をはじめとする女性生殖機能が成熟する。しかし、

GnRHパルスの発生成因や調節機構に関しては不明の点が多い。　galaninは視床下部に存在するペプチドホ

ルモンで、GnRHニューロンにおいてその発現が認められ、思春期にその発現が増加することからGnRHパ

ルスの発生に関与している可能性が考えられているe最近、galanin　receptorもtype　1およびtype2の2つ

がクローニングされたが、GnRHニューロンでの発現は未だ不明である，そこで、今回我々は、　galaninお

よびそのreceptorがGnRHニューロンで発現しているか否かを、　GnRH産生細胞であるGT1細胞を用いて検

討した。

（方法）GT1細胞より抽出したRNAより得られたRT産物を鋳型にし、　galanin、　galani　n　receptor　type　1

（GalR1）、　galanin　receptor　type　2（GalR2）にそれぞれ特異的なprimerを用いてPCRを行った。得られた

PCR産物はsequenci㎎により同定した。

（結果）RT－PCRにより、　galaninおよびGalR2にそれぞれ規定された392bpおよび357bpのPCR産物が認

められたが、GalR1では目的とするPCR産物は得られなかった。

（結論）GT1細胞においてgalaninおよびgalanin　receptor　type　2の発現が認められた。　GT1細胞におけ

るGnRH分泌は細胞内cAMP濃度に伴って変化し、さらに、　galaninはそのreceptorを介して細胞内cAMP

濃度を低下させることが報告されていることから、GT1細胞からのGnRH分泌においてgalaninは

autocrine機序で抑制的に働いていることが示唆された。
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99 摂食促進物質オレキシンのLHパルス状分泌に及ぼす影響の検討

●

徳島大学医学部産科婦人科　○田村　貴央，守屋麻知子，岡田　典子

　　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也，漆川　敬治，安井　敏之

　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野　敏博

【目的】摂食や肥満に関係する物質が性機能に深く関与することが示唆されている。そこで、最近発見され

た視床下部で産生される摂食促進物質オレキシンが性機能に及ぼす影響を明らかにする目的で、LHのパル

ス状分泌に対する影響を検討した。　【方法】両側卵巣を摘出した11週齢のWistar系雌ラットを用い、第3脳

室内にオレキシンA（A群）、オレキシンB（B群）をそれぞれ3nmol、また対照として等量の生理食塩水（

C群）を投与し、外頸静脈に留置したカニュレから投与前および投与後6分毎に2時間にわたり採血を行い、

オレキシン投与による下垂体からのLHのパルス状分泌の変化を検討した。　【結果】脳室内投与前の3群の

LH基礎値と体重には有意差は認めなかった。投与後2時間における平均LH値（A群；5．04±0，19μg／1、　B

群；5．96±O．24　pg／1、　C群；8．15±0．26　pg／1）では、　A群およびB群はC群に比べて有意（p〈0．01）に低下

し、その程度はA群がB群に比し有意（p＜0．01）に大きかった。パルス頻度（A群；2．75±0．37回／2h、　B

群；3．29±0．75回／2h、　C群；5．38±O．32回／2h）はオレキシン投与群で有意（p＜0．01）に減少し、その程度

はA群がB群に比し大きい傾向にあった。一方、パルス振幅（A群；4．08±0．43μg／LB群；4．54±0．46

ドg／LC群；4．77±O．42　pg／1）は3群問に有意差は認めなかった。　【結論】摂食促進物質オレキシンは下垂

体からのLHのパルス状分泌を抑制する作用があることが判明し、生殖機能を抑制する可能性が示唆され

た。また、その作用はオレキシンBに比べてオレキシンAが強いことが考えられた。

e

●

o

100ラット視床下部ニューロンにおけるoxytocin（oT）とestrogen　receptor一β

　　　　　　　　　　　　　　（ER一β）の共存：免疫組織化学的方法
●

帝京大学医学部産婦人科　○深澤みゆき，味香　勝也，森　　宏之

　　　　　　　　　　　　　　沖永　荘一

〈目的〉ラットの脳にはes　trogen　receptor（ER）－a，一βが部位特異的に発現しており，特に視床下部室傍

核（PVN），視索上核（SON）にはER・αに比べてER一βが高濃度に局在していることが報告されている，

また，oxytocin（OT）ニューロンはestrogenによってgemmicに調節されていることが知られている．今回

の実験では視床下部PVN，SONにおけるoxytocin（OT）とER一βの共存について免疫2重染色法を用いて

検討した．〈方法＞Wistar　rat（28日令）の卵巣を摘除し，摘除12日後にE2（30μg10」ml）を皮下投与

した．投与2日後に4％パラフォルムアルデヒド固定液によって灌流固定を行った．視床下部組織を取り出

し24時間，後固定した．組織を凍結後，16μmの浮遊切片を作製した．次にABC酵素抗体法を用いてER一
β（DAB！茶色）OT（F【TCノ緑色）に染色し，OT－ER一β共存細胞とOT，ER一β単独細胞をそれぞれ顕微鏡下

に観察した．＜成績＞PVN，SONにおけるER一βは細胞質に局在し，ER・βとOTの単独細胞と共存細胞が認

められた．側方中隔野（LS）ではER一βのみ単独で局在しており細胞質と多数の樹状突起にER・βの局在

が認められた．全ての免疫染色されたOT細胞に対するOT・ER・β共存細胞の割合はPVNでは30．〔｝O％とな

りOT細胞の約3割がOT。ER一β共存細胞であった．SONでは，9．37％となり，OT細胞の約1割がOT－ER一β

共存細胞であった，＜結論＞1）PVN，SONにはOT－ER一β共存細胞が局在する2）ラット視床下部PVN，SON

において，ER一βはOTニューロンに対して直接に調節を行っている可能性がある．

●

●

‘
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101 GnRhaによる内因性LH誘発を利用した排卵誘発法
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■

昭和大学藤が丘病院産婦人科

静岡市医師会

○清水　　篤，楢林　充子，藤原　紹生

　依田　　暁，杉藤裕美，大久保和俊

　遠藤　俊男，高橋　　諄，野嶽　幸正

　藤原　義倶

【目的】通常排卵障害など不妊症治療における排卵誘発法としてはhMG製剤などによって卵胞を
発育させたあと、hCG製剤の注射が使用されることが多い。しかしhCG製剤は半減期が長く、多
卵胞や多のう胞性卵巣などではとくに卵巣過剰刺激症候群（OHSS）を引き起こすことがあり、hCG
製剤の投与を中止しなくてはならないことが多い。最近リコンビナントLHが開発されたが高価で
ありいまだ汎用されていない。今回我々は鼻腔内噴霧用GnRhaを使用して内因性LHを誘発するこ
とにより排卵誘発を試みたので報告する。
1方法】不妊症治療目的で通院中の症例を対象として、超音波断層法、尿中LH値、頸管粘液など
から卵胞の発育を確認し各排卵誘発法に応じて従来hCG製剤を使用する時期に、　GnRhaを300μ
g投与した。投与後2－5日後に超音波断層法で排卵の有無を確認した。
【結果】40例に上記排卵法を試みたところ、排卵率は85％と良好であり、従来hCG製剤で軽度

のOHSSをおこした症例においても排卵が認められた。腹水貯留・下腹部痛などの症状は出現せず、
また血液の濃縮・電解質の変動なども認められなかった。しかし1例に甲状腺腫腫大の副作用が見
られた。GnRhaによる排卵成功例のうち3例に妊娠が認められた。
【考察】排卵するためにhCGは不可欠なホルモンであるが、　hCG製剤は半減期は約63時間といわ
れている。そのため卵胞が多数ある場合は長い作用時間によって、主席卵胞のみならずその他の卵
胞も腫大してOHSSをおこしやすくなる。一方内因性LHの半減期は約3時間といわれ、短時間の
作用で終わるため主席卵胞など準備のできている卵胞が反応して排卵すると考えられる。本排卵法
は、高い排卵率を認めるとともに、簡便、安価で比較的安全であり、頻回のhCG製剤注射に通院
する必要もなく極めて有用な方法と思われた。

●

102GnRH　analog＋hMG＋hcG療法で妊娠に至った変異LHを有する高度
　　　　　　　　　　　　　　　　　卵巣機能不全の1症例

■

●

島根医科大学産科婦人科　　○高橋健太郎，江田　芳美，岡田　正子

　　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉，宮崎　康二

　我々はLHβ鎖遺伝子の塩基配列の点突然変異を伴う変異LHを有する症例が排卵障害患者で高率に認められ

ることを報告した。今回、高度な卵巣機能低下を来たし、GnRH　analog＋HMG＋HCG療法で妊娠に至った変異

LHの1症例を経験したので報告する。【症例】35歳、主婦　【既往歴】32歳、　thy．　roid　adenoma　（euthyroid｝、33

歳、子宮筋腫と子宮内膜症のため筋腫核出術と内膜症焼灼術および術後4カ月間GnRH　analog療法施行【現病歴

および治療経過】6年間の不妊を主訴に当科不妊外来を受診した。初期不妊症検査においてLH　2．7　mエU／ml，　FSH

6．2mIU／m1，　E232　pg／m1，　PRL　7D　ng／ml，　T　8．3ng／dlと内分泌検査に異常はなく、基礎体温表も2相性であった。

HSGにて右卵管閉塞が認められた。自然に経過を観察していたが右側のみの排卵のため、　hMG＋hCG療法を開始

した。有効な排卵は認められたが、妊娠には至らなかった。また、性周期4日目のFSHが58．8　mlU／m1と上昇した

ため、EP剤を2～4コース投与後にFSHの低値を確認後、　hMG＋hCG療法を行った。排卵は認められるも黄体中期

のPが5～8　ng／mlと低値で黄体機能不全が認められ、次週期のFSHおよびLHの基礎値は直ちに40　mlU／m1以上、

10mlU／ml以上に上昇した。本症例のLHβ鎖遺伝子のDNA解析を行ったところ、2カ所の塩基の点変異を伴うア

ミノ酸配列の変化（Trp8→Arg8、111e15→Thr「5）が認められるheteroz：　goteの変異LHを有することが判明した。そ

こで、EP剤内服中よりGnRH　analogを使用しhMG＋hCG療法を行ったところ、黄体中期のPは38．6ng／m1と上昇し、

本周期に妊娠が成立した。【考察】EP剤で内因性のgonadotropinを低下させ、さらにGnRH　analogで持続的に抑

制させた後に外因性のgonadotropinで排卵誘発をさせた事が妊娠成立に寄与していると考えられた。黄体機能不

全およびPOFの症例に変異LHの存在の有無を確認する事は有効な治療法を選択する上で重要であると思われる。

b
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103 ドパミン作動薬の長期使用中に月経期だけに一致した周期的
高プロラクチン血症を示したマクロプロラクチネミアの症例

●

聖粒会慈恵病院産婦人科　　○小山　伸夫，蓮田　太二

　ドパミン作動薬を長期投薬している間、月経期のみ周期的高プロラクチン血症を示した不妊症の一例

を経験した。［症例］29歳、一回経妊未産。月経不順、挙児希望にて来院。不妊症の一般検査、ホルモン
検査を施行し、高プロラクチン血症、乏精子症を認める。来院時まで乳汁漏は認められなかった。■9

月よりH10年11月まで　bromocriptine／tergurideの連続投与を行う。その期間プロラクチン値は長期的正常

化はなく、排卵期、黄体期に正常化するも月経時期のみ30．9　・一　1　1　On91mlの高プロラクチン血症となる周期

的変動を示した。不妊治療以外の薬物の内服はなく、甲状腺機能はTSH　1，8　”　U！mlS－T3　2．66pg！mlJ－T4

1．aSngldlと正常で、下垂体のdynamic　MRIを経時的に3回施行したが、いずれもmicroadenomaは認められな

かった。月経困難症はなく、鎮痛剤等内服していない。不妊治療はclomiphene＋AIH・8周期行うも妊娠成立

せず。月経期のみの周期的高プロラクチン血症の原因検索のため、1｛10年11月よりtergurideの投与を一時

中止したところ血中プロラクチン値は月経周期とは無関係に58～180ng！m　1の高値が持続した。そこでド

パミン作動薬中止中の月経期の高プロラクチン血症を示した時に採血し、検体のゲルろ過を施行した。

その解析でわずかな23kDaの正常なプロラクチン以外に大部分は分子量160kDaのマクロプロラクチンを

認めた。［まとめ】本症例は特発性高プロラクチン血症と考えられ、周期的高プロラクチン血症にマクロプ

ロラクチンの関与が示唆された。若干の文献的考察を加えて報告する。

も

●

■

104 ラット黄体のGrowth　hormone誘発apoptosisと
　　　　　　mitotic　catastropheについて

■

札幌医科大学産婦人科 ○木谷　　保，遠藤　俊明，逸見　博文

　後藤妙恵子，北島　義盛，西川　　鑑

　真名瀬賢吾，工藤　隆・

【目的】我々はラット黄体においてfunctional　luteolysis（FL）という特殊な状況下でGrowth

hormone（GH）がapoptosisを誘導し得ることを以前報告したが、今回、そのapoptostsに関与する因子

について検討したので報告する。

【方法】25日齢SD系幼若雌ラットにPMSG－hCGにて過排卵させ、4日目よりBromocryptine　（Brom）

200μgを1日2回皮下注し、7日目よりGH　021Uを1日2回追加した（Brom＋GH投与群）。コントロール
（Ct1）はPMSG－hCGのみの投与、4日目よりBromのみの投与、　GHのみの投与の4群について検討した。

いずれの群も10日目に黄体を採取した。apoptos！sに関してはTUNEL法で、　PCNA，　c－myc　protein関

してはWesterun　blottingにより検討した。

【成績】Brom＋GH投与群では黄体重量及びDNA量はCtlの約70％に有意に減少したが、他の群では変

化はなかった。Brom＋GH投与群では正常な黄体細胞集団の中にpycnoticな核を持つapoptosis陽性細胞

が約1．0％認められたが、他の群では認められなかった。Brom＋GH投与群ではCtl群と比較してc－myc

proteinの発現が有意に減少していたが、逆にPCNAの発現は過剰に増加しているというパラドックス的

な結果となった。他の群ではほとんど変化はなかった
【結論】GH誘発apoptos正sはstructural　luteolystsの際にc－myc　proteinの発現が減少しているにもかか

わらずPCNAの発現が過剰に増加し、　DNA合成にかかわるシグナルに乱れが生じ、いわゆるmitotic

catastropheの状態となりapoptosisに陥っていく細胞周期依存型のapoptosisである可能性を示唆した。

6
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105 RU486によるヒト黄体化穎粒膜細胞のプロゲステロン産生と
　　　　　　　　　アポトーシス発生率への影響

（457）　167

■

o

o

名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○松原

　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　生田

寛和，尾崎　康彦，青山　和史

由佳，鈴木　規敬，佐藤　　剛

克夫，鈴森　　薫

【目的】RU486はprogesteron　e　receptorと高い親和性を持ち、抗progesterone活性を示す合成ステロイ

ドである。今回、RU486のヒト黄体化穎粒膜細胞におけるpl℃g　esteron　e産生とアポトーシス発生率への

影響を調べることにより、RU486の初期黄体での作用機序を検討した。
【方法】体外受精の採卵時に採取したヒト黄体化穎粒膜細胞を患者の同意のもとに実験に供した。採

取組織をhyaluronidaseで酵素処理後、　Fico11　Paque法によって遠心分離し、　lxlO‘　viable　cellslmlの細胞

浮遊液を作成した。hCG　100　n91ml、　RU48610、20、100μglm1（＋hCG　100　ng！mi）を添加し、5％
002大気中、37℃の条件で48時間培養実験を行った。添加培養後、培養上清でestra　dio1、　progestcron　e

を測定、Hoechst　33258を用いた蛍光染色法で穎粒膜細胞のアポトーシス小体出現率を検索した。

【成績】progesterone産生量は経時的に増加しhCG添加にて有意な増加を認めた。　RU486の20、100
μ9！ml添加にてprog　este　rone産生量は1／10以下に抑制されh　OGによりrescueされなかったが、10μ　9／ml

添加ではprogesterone産生量は軽度抑制されるのみでhCGによるres・cu・eを認めた。無添加培養でのアポ
トーシス小体出現率の有意な増加は、hCG添加にて有意な抑制を認めた。　RU486添加では無添加群と
比較して濃度依存性にアポトーシス小体出現率の著明な増加を認め、100μg／m1添加ではhCGによるア
ポトーシス小体出現率の抑制作用がみられなかったが、10、20μglml添加ではhCGによる抑制作用が
みられた。

【結論】RU486はヒト黄体化穎粒膜細胞のprogester㎝e産生抑制、アポトーシス促進作用を示し、低濃
度ではhCG添加によるprog　es　te　rone産生抑制のrescueを認めなかったが、アポトーシス抑制作用は残存

していることが確認された。

106 ラット排卵機構におけるGRO／CINC－1の動態とその調節

●

●

●

徳島大学医学部産科婦人科　　○牛越賢治郎，福持

　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也，漆川

　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野

光男，田村　貴央

敬治，安井　敏之

敏博

【目的】排卵期には卵胞周囲に好中球をはじめとする白血球の増加が観察されている．そこで我々は，好中

球に対する走化性を有し，ラットにおいて構造的及び機能的にヒトIL－8に相当するchemokineである

GRO／CINC－1が排卵期の卵胞周囲に好中球を遊走させていると仮定し，ラット排卵機構における

GRO／CINC－1の産生とその調節につき検討した．　【方法】生後3週齢のWlstar系雌ラットを用いて以下の

実験を行った．　（1）PMSG－hCG投与後の卵巣を用い免疫組織化学的手法によりGRO／CINC－1の局在につ

いて検討した．　（2）PMSG－hCG刺激を行い，排卵過程でのラット卵巣におけるGRO／CINC－1，　IL－1β，

TNFαの産生量の変化をELISA法にて検討した．　（3）ラット卵巣細胞培養系に排卵に関与する各種ホルモ

ンやサイトカインを添加し，48時間後の培養上清中のGRO／CINC－1濃度を測定した．　【結果】　（1）成熟

卵胞の英膜間質細胞領域にGRO／CINC－1の免疫染色を認めた．　（2）PMSG－hCG投与したラットでは，

hCG投与後にGRO／CINC－1，IL－1β，TNFctの産生量が急激に増加し，排卵以前にピークに達した．また

GRO／CINC－1のピークはIL－1βおよびTNFαのそれよりも後であった．　（3）ラット卵巣細胞培養系におい

てFSH，　hCG，　IL－1β，TNFαはGRO／CINC－1の産生量を用量依存性に増加させた．特にIL－1βは著しく促

進させた．　【結論】ラット卵巣では主に葵膜間質細胞領域でGRO／CINC－1が産生されており，ゴナドトロ

ピン，IL－1β，　TNFαにより促進され，排卵の数時間前に最も産生が増加することが判明し，　GRO／CINC－1

が排卵時の好中球の走化に関与している可能性が示唆された．

蔭
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107　ヒト黄体におけるsuperoxdde　dismutase（soD）発現の月経周期と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠に伴う変化

　　　　　　　　　　　　　　　山口大学医学部産科婦人科　　○滝口　修司，杉野　法広，樫田　史郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苅部　綾子，高山　尚子，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　康彦，加藤　　紘

【目的】ヒト黄体機能調節における活性酸素一消去系の役割を検討するため、黄体内のCu，Zn－SODと

Mn・SOD発現及び過酸化脂質濃度の月経周期と妊娠に伴う変化を検討した。　【方法】｛1）手術時摘出

標本から採取した黄体を黄体期初期、中期、後期、退縮期及び妊娠黄体に分類し、黄体組織中の

Cu，Zn・SODとMn・SODの活性及びmRNAレベルと過酸化脂質濃度を測定した。（2）黄体内のSOD活性

及びmRNA　1〆ベルに及ほすhCGの作用と、黄体の時期よりこのhCGの作用に違いがあるかを検討す

るため、黄体期中期または後期の黄体をhCG（1，　l　O　ru／ml）で6時間培養した。尚、組織採取に際し

ては患者のインフォームドコンセントを得た。　【成績】（1）Cu，Zn－SODの活性及びmRNAレベルは、

黄体期初期から中期にかけて増加し、妊娠黄体ではさらに増加したが、退縮期では他の時期に比し有

意の低値を示した。Mn・SODの活性及びmRNAレベルは、黄体期中期から退縮期に向かい増加した。

過酸化脂質濃度は退縮期に有意の高値を示し、妊娠黄体では著しい低値を示した。（2）黄体期中期の黄

体では、h㏄によりprogersterone（P）分泌、　Cu，Zn－SOD活性及びmRNAレベルは、有意に増加したが、

後期の黄体では、P分泌は増加したもののCu，Zn－SOD活性及びmRNAレベルには有意の変化はなか

った。尚、Mn　SODの活性及びmRNAレベルに及ぼすhCGの作用はみられなかった。　【結論】黄体

内のCu，Zn－SODは、黄体機能調節に密接に関係していることが示唆された。妊娠に伴う黄体維持には

hCGによるCu，Zn－SOD発現の増加が重要な役割を果たしていることが考えられた。

b
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108 卵胞液中TGFβ1（Transforming　growth　factor一β1）と

　　　　　　　ステロイドホルモンの相関 ●

千葉大学医学部産科婦人科　　○伊藤　　桂，嘉藤　貴子，駒

　　　　　　　　　　　　　　　関谷　宗英

（目的）TGFβは、卵巣英膜および穎粒膜細胞の増殖と分化に関与することが知られている。本

研究は、TGFβの機能を知るため、卵胞液中に含まれるTGFβ1濃度とステロイドホルモン濃度と

の関連を検討した。

（方法）卵胞液は体外受精を施行した10症例から患者の同意を得て採取し、tota1　33個の卵胞

液をmaterialとした。　GnRH　agonist下にhMGにより過排卵刺激し、卵胞の最大値が16－18mm

に達した時点でhCG90001U投与した。採卵時の卵胞液中TGFβ1をELISA法にて、　estradiol、

progesterone、　testosteroneをE【A法にてそれぞれ測定した。

（結果）卵胞液中TGFβ1の値は、605±210　ngA（mean±SD），estradi。】（E2）2050±813　ng／1，

progesteTone（P）4050±1010　ng／m1，　testosterone（T）4．23±1．06ng／m1であった。　TGFβ1濃度とE2

濃度との間には相関は認めず（R　・O．157　p＝O．382），TGFβ1濃度とT濃度との間も相関は認

めない（R＝0．229　p＝0．06）。それに対し、TGFβ1濃度とP濃度の間には正の相関が認めら

れた。（R＝0．34p＜0．01）

（結論）TGFβ1が卵胞液中のprogesteroneと相関することより、卵胞発育や黄体化に関与する可

能性が示唆された。

大
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109 XOマウスにおける加齢にともなう卵巣機能の変化

（459）　169

の

●

り

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　○石田　恵理，石塚　文平，谷内　麻子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　要，阿部　有子，栗林　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨宮　　章

　　　　　　　　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞学　　佐藤　嘉兵

【目的】XOマウスは生殖機能を有するが、正常核型マウスに比べ、産仔数が早期に減少することが知

られている。その卵巣機能に関しては、胎生期から出生直後にかけて生殖細胞が有意に減少し、卵巣自

体の重量も少ないことがN告されている。しかし、加齢にともなう性周期の変動や卵巣の形態学的変化

にっいては報告されていない。したがって本研究では、これらの点について1CR系XOマウスと同系

正常核型マウスについて比較検討を行った。【方法】ICR系雌マウスに放射線照射して得られたXOマ
ウス（山形大学・故遠藤教授より供与）と同系正常雄マウスを交配させFiSHによりXO核型を確認し

た雌マウス、さらにそのXO雌マウスより同様にして得たXOマウス、および対照群として同系正常核
型雌マウスを用いた。これらマウスの性周期の有無は、膣スメア採取によって確認した。さらに性周期

に関係なく卵巣を摘出し、パラフィン切片標本にHE染色を施し、一切片あたりの両群における卵胞数

および黄体数の変動を検討した。本実験は4週齢から51週齢までを、週齢により3群に分け集計した。
【結果】性周期の発現率は、同系正常核型マウスにおいては加齢に伴い有意に減少するが（p＜0。01）、XO

マウスでは明らかな減少傾向は認められず、36週齢以降ではXOマウスに比し同系正常核型マウスの
発現率が有意に少なかった（p＜O．05）。卵胞数は両群において加齢に伴い有意に減少しており、36週齢

以降ではXOマウスでその数が有意に少なかった（pく0．Ol）。黄体数は、両群において加齢に伴い有意に

増加しており、それぞれの週齢においてXOマウスの方が有意に少ないことが示された（pくO．01）。【考

察】XOマウスでは正常核型マウスに比べ、性周期が高齢まで保たれる反面、加齢に伴う卵胞数の減少

は明らかであった。今後、こうした現象の生物学的背景について検討を加えていきたい。

llO ヒト黄体化穎粒膜細胞における酸素ストレス調節機構の検討

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科　○笠井　健児，宮崎　豊彦，谷垣　伸治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰岸　一宏，吉村　泰典

【目的】フリーラジカル（FR）は黄体退縮において重要な役割を担っていると考えられているが，FRの

一
種である一酸化窒素（NO）が黄体におけるステロイド産生に関与するという，機能維持としてのFRの

作用も報告されている．本研究では穎粒膜細胞における細胞レベルでの酸素ストレス（OS）産生とその

制御機構，特にOS消去因子としてのNOの役割を検討することを目的とした．
【方法】患者の同意のもとに体外受精採卵時に採取した卵胞吸引液からヒト黄体化穎粒膜細胞

（hGLc）を単離・培養し対象とした．hGLCにおけるos産生をhydroperoxide感受性蛍光色素を用
いて以下の条件下において検討した．①NO合成酵素阻害剤L－　NAME添加，②mitocbondria呼吸鎖阻

害Rotenone（RO），Antimycin　A（AA）添加，③cytochr。me　P450阻害剤chlotrimazo・1e（CTZ）添加，

④hCGおよびL－NAME添加．
【成績】OS産生量は以下のように変化した．①L－NAME添加群では非添加群に比べ3．55倍で有意に

高値であった．②RO，AA添加群では非添加群に比ぺそれぞれO．86倍，O．87倍で有意差は認められなか

った．③CTZ投与群では非添加群に比ぺ0．31倍で有意に低値であった．④hCGおよびL－NAME添加群

ではhCG非添加群に比べ1．18倍で有意に高値であった．（p＜0．05）

【結論】CTZ添加にてOS産生が抑制されたことから，hGLCにおいてOSはcytochrome　P450を介し
恒常的に産生されている可能性が高いと考えられた．一方，L－　NAMEを添加することによりOS産生が

増加したことから，細胞内OS制御機構として，内因性NOがOS消去因子の一つとして作用している可能

性が示唆された．

v
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111　PGF、。惹起黄体退縮モデルにおける酸化ストレスと白血球の関与

　　　　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科　　○峰岸　一一宏，宮崎　豊彦，谷垣　伸治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　健児1吉村　泰典

【目的】黄体退縮過程は，プロスタグランディン（PG），サイトカイン，フリーラジカル（FR）などの多く

の因子によって複雑に制御される。PGF2αは強力な黄体退縮作用を有するとされ，偽妊娠ラットにおいて

PGF2α投与によりFR産生が増加し，プロゲスデロン産生を抑制するとされ，また，偽妊娠ラヅトの黄体退

縮期において，黄体組織に白血球の浸潤が認められるとの報告もある。今回我々は、PGF2α投与による急性

の黄体退縮モデルを用いて，黄体退縮過程でのFRや白血球の関与を検討することを日的とした。

【方法】幼若SI　DラヅトをPMSGにて過排卵処理後，56時間後にhCGを投与し偽妊娠状態とした。　hCG投

与日を偽妊娠0日とし，偽妊娠8日目に，①デジタル生体顕微鏡を用いた画像解析システムによる黄体での

FR産生および白血球動態の検討，②白血球の浸潤の指標であるミエロペルオキシダーゼ（MPO）活性の測定，

③血清プロゲステロン濃度の測定を行い，それぞれ，PGF2α投与群・コントロール群・FR消去酵素（SOD，

カタラーゼ）前投与群とで比較し，PGF2αにより誘導されるFR産生や白血球の接着・浸潤と黄体機能との

関連性を検討する。

【結果】PGFzαに誘導される黄体退縮モデルにおいて，①黄体実質でのFR産生がPGF2α投与後30分より

観察され，コントロール群と比較して有意に上昇した（pく0．05）。また同時期に，白血球の接着・浸潤も増

加した（p〈O．05）。②FR消去酵素前投与により，FR産生，白血球の接着・浸潤，およびプロゲステロン産

生の低下が有意に抑制された（p＜0．05）。

【結論】PGF2αに誘導される黄体退縮の初期において，　FRや白血球が重要な役割を担っていることが示唆

された。

b

●

■

112　サイクロホスファミド（CPM）による卵巣機能障害症例の排卵誘発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する検討

●

　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学医学部婦人科産科　　○安藤　文隆，緒方　りか，古恵良桂子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎　雅裕，中野　仁雄

［緒言］近年、サイクロボスファミド（CPM）は悪性疾患や自己免疫疾患の治療に使用されているが、投与後に卵巣

機能不全となった若年女性の症例を経験することが多く、挙児希望のある患者の治療に苦慮する場合がある。

CPM投与後に卵巣機能不全となった若年女性の症例の排卵誘発に対する反応性を早発閉経症例の排卵誘発に対す

る反応性と比較検討した。［方法］過去3年間に当科外来を受診した40歳以下の女性で、CPM投与後に第2度無

月経となった10例と早発閉経4例を対象とした。高ゴナドトロピン性低エストロゲン状態にあるA群（7名）

と正常ゴナドトロヒン値で低エストロゲン状態にあるB群（2名）、早発閉経で低エストロゲン状態にあるC群（4

名）の3群間で排卵誘発成功率を比較した。A群とB群間でCPM投与開始年齢、投与期間、投与量、無月経発症時

期を比較した。［成績］対象の内科疾患はA群、B群の順に全身性エリテマトーデス3例、1例、大動脈炎症候群1

名、0例、骨髄異形成症候群1例、0例、慢性関節リウマチ0例、1例であり、CPMの投与法は点滴静注もしく

は経口投与であった。平均投与開始年齢はA群26．4歳、B群21．0歳で、平均投与期間はA群19．2カ月、B群6．0カ月

であった。平均総投与量はA群24．9g、　B群1．88gであった。無月経発症時期は両群間に有意差を認めなかった。

排卵誘発方法は3群ともhMG－hCG療法を基本とし、　A群とC群ではGnRHアナログを併用した。　A群のうち1例

で卵胞発育が認められたが、排卵誘発率はA群0％、B群100％、　C群25％であった。［結論］CPMは用量依存性に卵

巣毒性を有し、投与開始年齢が高いほど、また総投与量が多いほど卵巣障害が不可逆的であり、高ゴナドトロヒ

ン状態に至った症例では排卵誘発が困難であることが示唆された。CPMを投与する際には、不可逆的な卵巣障害

に関する十分なインフォームド・コンセントが必要であると考えられた。

●

●

，
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ll3　ターナー症候群患者の骨形成に対する成長ホルモンおよび卵巣性
　　　　　　　　　　　　　　　　ステロイドホルモンの効果

■

●

り

名古屋大学医学部周産母rセンター

　総合上飯田第一病院不妊センター

　　　　　　刈谷総合病院産婦人科

　　　　　　豊橋市民病院産婦人科

　　　　　　市ウ：半山病院産婦人科

○菅沼　信彦

　安藤　智子

　廣岡　　孝

　若原　靖典

　古橋　　円

エ目的】ターナー症候群は、低身長、卵巣異形成による二次性徴発現不全などが主たる症状であるが、さ

らに骨形成の異常が指摘され、骨粗霧症の早期発症が認められている。近年、低身長に対して成長ホル

モン（GH）製剤が、また性成熟遅延に対してはエストロゲン（E）／プロゲステロン（P）の周期的投与

が行われ、その改善がはかられてきた。そこで、ターナー症候群患者における㎝治療ならびにEVP補充

療法の骨形成に対する意義につき解析した。

1対象・方法】現在治療管理中のターナー症候群成人例17例の内、骨密度を計測し得た12例を対象とし
た。全身骨ならびに腰椎骨（E～L4）の骨密度は、　DEXA法により観察期間（～5年6ヶ月）に1～4回測

定された。GH治療が施行された患者は7例（㎝群）で、他5例は非施行例（非㎝群）であった。　E！P投

与は全例に行われ、その開始年齢は19．4±L9才（17～23才）で、すぺてGH治療終了後であった。
1結果］骨密度は、全身骨で0。90±O．109／cm2（正常値；0．92～1．28）、腰椎骨で0．80±0．10gtcm2（正常

値；080～1．21）と同一年齢の女性に比して低値であり、E！P投与により明らかな上昇は認められなかった。

また、E／P投与開始年齢による差異も認められなかった。最終身長はGH群、非GH群それぞれ142．4±

5．1㎝、144．2±8．1㎝と差はなく、低身長の程度によりGH治療の適応が決められたためと推察された。

EIP治療開始年齢も両群間に有意差はなかったが、　GH群の全身骨密度はO．・84±O．06g！tmzと、非GH群の

O．97±O．10glcmZに較べ有意に低値であった。

1結論］一般的には、on治療を小児期より開始し、身長発育を見極めた時点でEVP治療が始められている。

しかしながら、特にGH治療を必要とするようなターナー症候群症例においては、　GH投与により低身長

は改善されるが骨形成には問題が残り、成人期以降のEIP投与では治療困難であると推察された。

● 114 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）における血中レプチンと
　　　　　　　卵胞液レプチンに関する検討

■

●

東北大学医学部産科婦人科

高知医科大学産科婦人科

○結城　広光，野田

　矢嶋　　聰

　深谷　孝夫

隆弘，村E節

1994年Fliedmanらが発見して以来、各分野でのレプチンに関する検討が進められている。抗肥満

作用をもつペプチドホルモンで性腺刺激作用も有するレプチンはヒト卵巣穎粒膜細胞での分泌やラッ

ト卵巣穎粒膜細胞でE2産生を抑制することが判明してきた。　PCOSの卵胞発育停止におけるレプチン

の関与を検討するため、卵巣穎粒膜細胞を取り巻く環境として血中と卵胞液に着目し、各々のレプチ

ン濃度を測定した。〈目的〉正常婦人とPCOS婦人の血中及び卵胞液中レプチン濃度を測定しPCOSと

レプチンの関係を探る〈対象〉正常月経周期をもつ内分泌学的疾患を有さない正常婦人（n＝5）と日

本産婦人科学会多嚢胞性卵巣症候群の診断基準を満たすPCOS婦人（n＝7）〈方法〉患者の同意を得

て検体採取し、検体採取時期は正常婦人で主席卵胞径10－12㎜の醐とした。採取した血液と卵胞

液は遠心分離後上清のみを凍結保存し、測定時融解した。EHSA法で吸光度を測定しレプチン濃度を

測定した。　（ヒトLeptin測定キット＜JIMRO＞）〈結果〉①非肥満の2群間で血清レプチンはPCOS

で有意に高値を示したが、卵胞液には有意差を認めなかった②卵胞液レプチンと血清レプチン間で

PCOSで強い正の相関を認め、コントロールでも正の相関を認めた。③卵胞液／血清レプチンratioは

PCOSで低い傾向にあったくまとめ＞PCOSでは、コントロールに比べ血清レプチン濃度が高値である

が、卵胞液レプチン濃度は血清中ほどの高値を示していない。また、血清及び卵胞液レプチンが正の

相関を示すことと卵胞液／血清レプチン濃度ratioが低いことから、　PCOS卵巣穎粒膜細胞のレプチン

分泌能の低下が示唆されたe

9
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115 　　　　レフ゜チンの卵胞発育に関する研究

（IGF－1・・GH系を利用した細胞増殖能に対する影響）

●

　　　　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科　○菊池　信正，安藤　一道，山田　清彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹　令人

【目的】肥瀧遺伝子（⑪産物であるレプチンは、生殖器官に対する報告、特に思春期発来に関係していると近年報

告され注目をあびている。本研究は思春期発来に深く関与しているmsl－G係を利用し、卵胞発育促進作用に対す

るレプチンの闘与を検討した．【方法】11日令田FI系幼若マウスの卵巣を摘出し直径95～1　1　5　”　rrQ）reatrd

fdtlde（併）を分離した培養に用いたP臼ま、鼻が円形で中心にあり1～2層の願粒鵬細飽層を有し基底■が明瞭で一部

ttrm　etを有するものとした1ディッシュあたり10個のPFを37℃－596（M下にて4日間暗養した．培引陶旧に無添旗群

（q祥），1耳力n単独添加（嚇），FSi－一独添加（麟），rq十［耳加（R群）またFSM　OO　rrtu／rd＋ma　11　OOrEVπt（田￥）

rs¶oontunt＋G・n　Nynt（随群）に分けその各々の群にレプチン1　一・1　OOOrgtrdの細で添i加し連日卵胞径、　E2、

インヒビン及び病理組織的検討を加え実施した。　【成団（1）購嚥R群はC群に比較して，卵胞径及び【2i市br値に

有意差は認めなかった．（2）q隊の培養0日目の卵胞径（㎞±Sqμ㊥は1　02．6±5．14日目は104，7±5．0でありFG

群では（以下同）1　02．6±4．7，1252±2．6，R群101　．1±22，1　35．9±4．8，で卵砲径が増加したが1£ptin　1　Orgtnt添加時

に“面隊R蘇各群の卵胞径は1083±4．6，1　243±4．5，で成長押額順向が露められ容量依存的に強い抑頴獺向を示し

たまたE2及びirhbr1でも同様に随群172±52円〆r判，43±O．9rgtrd，，　R群252±5．1　Fgtnt，49±O．9rg〆rd，カ㎏加

10rgtnt添加にて6・3士2．9四etnt，3．1±O．6rgtnt及び7．1±1．6PPtnt　，22±1　．Orgtrdが認められ瞬鞄径と同様に審量依

存的に強いホルモン崖生抑制傾向を示した．また、組織学的にもレプチ7添加により■粒■麟圃されている認

めら批【結醐R群及びR騨では、盲慰に卵胞経ホルモン産生が促進したがレプチンを添加することでその抑制的

働虐を露め組織学的にも馴粒口の増殖力堺さえら礼レプチンが何らかの形で幼若マウス未熟卵胞に抑制的な影響を

与えていることが示唆された。

●

●

e

116 乏精子症に対するメチルコバラミンを主とした薬物療法の
　　　　　　　　　　　　長期投与例の検討

●

　　横浜赤十字病院泌尿器科

横浜市立大学医学部泌尿器科

○岩崎　　晧

　木下　裕三，斎藤　和男，小川　毅彦

　湯村　　寧，菅野ひとみ，佐藤　和彦

　穂坂　正彦

【はじめに】男性不妊症に対する内服薬は未だ保健の適応となっておらず、現在まで種々の実験的結果

や経験的要素から、いくつかの薬剤が使用されているにすぎない。その中で、メチルコバラミンは、造

精機能の改善に効果があるとされ、比較的多くの施設で利用されている。私達は、投薬が長期に渡った

症例で飛躍的に精子濃度の上昇を見た2症例の経験から、長期に連用しての効果を期待し、患者にその

旨を説明したあと投薬を続けてきた。しかし、最近になって、ART（Assisted　Reproductive
Technolpgy）の発達から、薬剤を長期連用する機会が少なくなってきていることは事実である。そこで、

これまでの症例をRetrospectiveに、精液所見の改善、妊娠率、薬剤服用期間などより検討を行ったの
で報告する。

【対象】平成2年7月より、平成10年12月までに、横浜市大学・泌尿器科不妊外来を受診した乏精子症
患者で、メチルコバラミン1500γ／dayを投与した症例、あるいはそれをベースにして、諸事情により

他の製剤に切り換えたり、併用したりして、薬物投与がなされた症例で、3か月毎の精液検査により結
果を判定できた症例121例のうち、1年以上投薬を続けられた38例を対象とした。
【検討方法】精液検査はCen－soft　Semen　Analyzerを用い、治療前に3回行われた。精液所見改善の
判定は、簡単に言えば、精子濃度10x106／m1以下を強度の乏精子症、10～20x106／mlの間を乏精子症、

20～40x106／皿1の間を軽度乏精子症とし、より高い段階に到達した時、これを『改善』とし、運動率に

関しては、単純に40％以下の症例が60％以上を呈するようになった時を『改善』例とした。
【結果】全体の改善率は22％、長期症例に関しては32％を示した。

●

●
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■

●

　　　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学検査室　　○野口　千恵，枚山　智子

　　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科　　三室　卓久，中川　潤子，安達　知子

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　　岩下　光利

目的：体外受精において先体反応を有した良好精子を回収することは、妊娠率の向上にとって重要であ

る。今回、我々はTriple　StainaST）法を用いて、　Swim　up法、　Isolate法での良好精子の回収率の比較

検討を行った。

対象：当科不妊外来での精液検査で余剰した検体を患者の同意を得て使用した。

方法：採取精液をWHOの分類に従い、正常運動率群、低運動率群に分け、　Swim　up法又は1801ate法

にて精液を調整後、TST法にてアクロゾーム反応の差異を比較した。なお、対象の精子濃度は全検体と

も正常であった。
結果：正常群での正常運動精子の回収率は、1801ate法では57．6±12、3％、　Swim　up法では29．8±32％

で、Isolate法の方が回収率が高い傾向があった。一方、低運動率群での調整後運動率はIsolate法では

33．1±12．1％、Swi皿up法では59．5±12．6％で、　Swim　up法の方が高い運動率を得られる傾向があった。

また低運動率群での正常運動精子回収率は、Isolate法では38，　4±18．6％、　Swim　up法では33，4±14．7％

で差を認めなかった。TST法でのアクロゾーム反応の検討では、正常群での生存精子のアクロゾーム反

応陽性率は差を認めなかったが、死滅精子のアクロゾーム反応陽性率は1801ate法の方が有意に高かっ

た。しかし、低運動率群では差を認めなかった。
結論：Sw血up法に比ぺ簡便なIsolate法においても、正常及び低運動率の精液から十分な運動性をも

ちアクロゾーム陽性生存精子を得られる事が示唆された。

D

118 Clonidine経口投与治療

●

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学泌尿器科　　○寺田　央巳，鈴木　和雄，藤田　公生

【目的】男性不妊症例に対しatpha－adrenergic　cloinidine（以下clonidine）を用いたGH分泌刺激試験を行い，反応良

好症例おいて経口投与を行い治療成績について検討した．【対象】精巣生検病理学的診断がMaturation　arrestを示
した無精子症及び中，高度乏精子症（10×106≧spermatozoa／ml）症例のうち承諾が得られた36例に対しGH分泌刺
激試験を行い，その反応が良好（clonidine，L－arginine負荷試験において前値の10倍以上の反応例）であった24例を

対象とした．【方法】負荷試験は午前8時に来院し安静臥床15分後，血圧を測定し，LH，FSH，TSH，T，　PRLfreeT，TSH
，DHEA，　IGF－1，IGFBP－3，GH測定用の採血を行い，さらに15分安静後，　clonidinel　50μg経口投与後，O（負荷時），30，60

，90，120分後にGH測定用採血と血圧測定を行った、経口投与治療はclonidine75μgをGH睡眠前に投与した．併用薬と

してATP，VE，VB2，などを用いた．【結果】負荷試験反応良好例のGH値は60－120分後にピークを示した．乏精子症の24

例中19例に良好な反応が見られ，乏精子症3例と無精子症症例には反応しなかった．治療投与期間は平均17．4月，投与
後の精子濃度は27．4±7．36　×　1　06！mlであった．精液検査，内分泌検査は3カ月毎に行った．治療後の内分泌所見の特徴

としてGH濃度は軽度上昇したがIGF－1，IGFBP－3の変動はなかった．投与後3－6カ月目に4．8±2．19×106／mlの精子

濃度減少を認めたが，その後は平均化した．【結語】donidine負荷試験は副作用も少なく安全なG　H分泌分泌刺激試験

であった．clonidine経口投与により精子濃度の増加が証明され，現在自然妊娠例6例，人工授精成功例4例を数えている

●
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ll9　　　精索静脈瘤に対する顕微鏡下内精索静脈結紮術の検討：
　　　　　2術式（外鼠径輪下切開到達法と鼠径管下半切開到達法）の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院泌尿器科　　〇七里　泰正

　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学医学部泌尿器科　　　奥野　　博，小川　　修

目的：われわれは精索静脈瘤に対する内精索静脈結紮術に1995年11月より顕微鏡下手術を取り入れ、1996

年4月以降は局所麻酔下、1996年11月以降は腸骨鼠径神経温存や鼠径管下半切開といった改良を加えてきた、

今回、同一術者による顕微鏡下内精索静脈結紮術の成績を検討した。対象：1996年4月以降京都大学医学部

泌尿器科および洛和会音羽病院泌尿器科において、男子不妊症治療目的で同一術者（筆者）による手術を施

行した精素静脈瘤症例で、術前術後のcompletc　dataが得られた82例，（subclinical症例は27例、両側症例は

28例で右側単独症例はなかった、）術式は、局所麻酔下に外鼠径輪下切開到達法が43例、鼠径管下半切開

到達法が39例であった、この2術式の手術成績を術後合併症、静脈瘤の持続・再発、および精液所見の変化

で検討した。結果：D外鼠径輪下切開到達法に比し鼠径管下半切開到達法は、顕微鏡下手術時間と結紮を
要した静脈数が有意に少なかった（それぞれp＝0．（MO、　O．022）が、術後使用鎮痛剤数と歩行可能になるまで

の期間には有意差は認められなかった、が、局所麻酔かつ腸骨鼠径神経温存の点で鼠径管下半切開到達法の

方がより習熟を要すると思われた，2）外鼠径輪下切開到達法と鼠径管下半切開到達法とで、術後精巣水瘤は
それぞれ2例（↓65％）、0例（Oc7c）で、術後陰嚢部痛はそれぞれ4例（9．30c・）、1例（2．5　co）であった，

術後静脈瘤の持続・再発は外鼠径輪下切開到達法で2例｛4．65％）に認めたが、鼠径管下半切開到達法では認

めていない，3）精液所見の変化を、一回射出精液中の総運動精子数で検討した，2法とも術後有意に増加し

（p＜0．02）、2法間に増加率の有意差はなかった，考察：鼠径管下半切開到達法による顕微鏡下内精索静脈

結紮術は外鼠径輪下切開到達法に比べ、精索へのアブローチはやや難しいが、顕微鏡下手技は容易で術後合

併症が少なく、手術成績は遜色ないことから、精索静脈瘤手術の第一選択と考えられた．

り

●

e

120 無精子症を伴うvaricocele症例に対する手術成績の検討

●

聖マリアンナ医科大学泌尿器科

大船中央病院

○馬場　克幸，西田

　松下　知彦，星野

　岩本　晃明

　中野　　勝

智保，山川　克典

孝夫，矢島　通孝

【目的】無精子症を伴うvanc。cde症例の術後の精液所見について検討したので報告する．　【対象および方法】

男性不妊外来においてvaric。celeと診断した381例のうち無精子症は36例みられた．その中で手術を施行した12症

例（年齢：26～37歳平均3藍5歳）を対象とし，精液所見．内分泌検査および手術時に行われた精巣生検所見に
ついて検討した．手術はhig血ligationと1。w　ligati。nが施行された、　【結果】12症例のうち，術後精液中に精子を認

めた症例（改善例）は4例（33．3％）であった．精子が出現した時期は，術後3～9々月で，各々の最高精子濃度は

2．0，　2．0，　6．O、　38．Ox　1（yS・／inlであった．改善例と非改善例の2群に分けて，各々の年齢（平均33．3，30．6歳），FSH

（平均125，28，3m助ノm1L　LH（平均48，6．3mEqlm1），T（平均4．4，4．4mEqlml），　Free－T（193，16．6mEqlml）の

5項目において比較検討したが有意差は認めなかった．精巣組織所見において，改善例の2例は正常に近い組織

像を有していたにもかかわらず最高2．0、6．Oxto6／miの精子出現であったことから，部分的な精路通過障害を思わ

せた．他の改善例2例の組織所見はhypoSpermat。genesisとmaしur飢ion餅e就であった．非改善例ではsert。li　cell　on　lyが

多く認められた．　【結語】L無精子症を伴うvaricocele症例で，手術により改善を期待できる予測因子として

は，病理所見が参考になることが示唆された．また．有意差はなかったが，非改善群のFSHが改善群のそれに比

較して2倍以上の高値を示しており，予測因子と成りうる可能性が示唆された．2．12例の無精子症のうち4例

に精子が出現し，1例は自然妊娠が期待され，3例は顕微受精の治療が可能になった．有効な薬物のない現在，無

精子症を伴うvaricoceleに対する手術療法は，夫婦間妊娠の可能性を期待できる治療法であると考える．

●

●
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121　高度乏精子症を呈する精索静脈瘤に対する手術療法の有効性
　　　　　　　　　　　　　　　　手術成績とその予測因子

■

■

■

　倉敷中央病院泌尿器科　　○小倉　啓司，大久保和俊，荒井　陽…

洛和会音羽病院泌尿器科　　　武縄　　淳

【目的】Assited　ReprOductivc　Tcchnology（ARr）の発達に伴い、男性不妊症の40％以上に存在するとさ

れる精索静脈瘤の手術療法の意義が問われている。そこで精索静脈瘤を有する高度乏精子症例に対す

る手術療法の妥当性を検討する目的で、その手術成績とその予測因子を解析した。　【対象】不妊を主

訴に局所麻酔下低位結紮術（subinguinal　approach）を行った精索静脈瘤65症例のうち、高度乏精子

症（精子濃度ぐ5．0・×1・05！m1）を呈するll症例（17％）を対象とした。平均年齢32．5歳、左側10例、

両側1例、G1：1例、　G2：4例、　G3：6例、経過観察期間は平均143か月であった。　【方法】手術前

に2回、術後3か月ごとに行った精液検査（精液量、精子濃度、運動率、奇形率、Fructose、　Zn、

Acid　phosphatase、　M　g）、内分泌学的検査（LH、　FSH、　Prolacti　n、　Testosteron）および妊娠率、に関

し解析し、手術効果とその予測因子につき検討した。　【結果】手術前後の精子濃度および総運動精子

数は、平均2．3×1　061m1から16．8×10s　1m1（p＝O．　0087）、3．3×10‘から22．3x10f（pニ0．0225）とそれぞれ有意

に改善していた。ll症例中9例（82％）に精液所見の改善を認め、11症例中6例（55％）に自然妊

娠を認めた。術後妊娠までの期間は平均9．2（±・6．7）か月（4－23か月）であった。精液所見の改善およ

び妊娠を有意に予測する因子は見出せなかった。　【結論】高度乏精子症を呈する精索静脈瘤症例に対

する低位結紮術は、術後2年以内に約半数の自然妊娠が、約8割に精液所見の改善が得られ、手術療

法は意義ある治療選択肢の一つと思われる。しかし、自然妊娠が得られない約半数においてはARr

が必要であり、手術成績を予測する因子の解明が今後望まれる。

122 精巣外傷後の造精機能

●

■

●

千葉大学医学部泌尿器科　○鈴木啓悦，小宮　　顕，清水亮行

　　　　　　　　　　　　鈴木　孝一，川名　庸子，市川　智彦

　　　　　　　　　　　　伊藤　晴夫

【目的】精巣外傷患者の受傷後の造精機能について臨床統計を行い検討した．

【対象および方法】1978－1998年の間に千葉大学医学部附属病院を受診した精巣外傷患

者15名を対象として，受傷時年令・治療・造精機能などについて検討した．

【結果】患者の平均年齢は22．7歳（4－－40歳）で，受傷部位は右7例・左8例であった．

受傷機序としては二輪車（オートバイ・自転車）乗車中の交通事故6名，スポーツ中の受傷が5

名と多かった．治療は，保存的治療が9名，手術が6名に施行された．手術の内訳は，精巣摘除

術4名，白膜縫合術2名であった．受傷後の精液検査は8名（保存的治療例4名・手術例4名）

で施行され，白膜縫合術を受けた1名に運動率の低下を，また保存的治療例の1名に精子数の減

少をみた．手術施行例と非施行例で特に差を見なかった．受傷後のホルモン検査（LH・FSH・テ

ストステロン）は7名に施行され，全例とも正常範囲内であった．

【結語】精巣外傷患者の受傷後の造精機能は手術施行例と非施行例ともに比較的よいものと考え

られた．
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123 男子不妊症に対する漢方製剤を中心とした非内分泌療法の

　　　　　　　　　臨床効果の検討

●

日本大学練馬光が丘病院泌尿器科　　○佐藤　安男

　　　国立甲府病院泌尿器科　　　林　　志隆

　　日本大学板橋病院泌尿器科　　　吉田　利夫，石田 肇，岡田清巳

男子不妊症の治療には内分泌療法と非内分泌療法があるが、当科では副作用の面より考え主に非内分
泌療法を施行している。非内分泌療法では効果と共に副作用の少ない薬剤の投与が重要であり、漢方製
剤はこの目的に適った薬剤と考えられる。八味地黄丸または補中益気湯（メコバラミンを一部の症例で
併用）を受診症例に投与し、その効果と副作用を検討した。対象は精子濃度が20XlO6！ml未満の乏精子
症、精子濃度が20×106／m1以上であっても運動率が50％未満の精子無力症で、無精子症、精子死滅症は
除外した。評価は精子濃度改善度として、著明改善は精子数が治療前値より20×106／ml以上増加、改善
は精子数が治療前値よりIOXlos1ml以上増加、不変は精子数が治療前値と比較して±10×1061ml未満の
変動、悪化は精子数が治療前値より10×1061ml以上減少とした。運動率改善度として、著明改善は運動
率が治療前値に比べ2鵬以上改善、改善は運動率が治療前値に比べ10％以上改善、不変は運動率が治療
前値と比較して10X未満の変動、悪化は運動率が治療前値に比べ10累以上悪化したものとした。投与症
例の内訳は乏精子症3例、精子無力症25例、乏精子・精子無力症18例であっtaが、評価可能症例は乏精
子症2例、精子無力症15例、乏糖子・精子無力症9例となった。八味地黄丸では精子濃度改善度は、改
善が1例、不変4例で、著明改善と改善を合計した改善率は20％、運動率改善度は、著明改善1例、不
変3例、悪化1例で、改善率は20％、妊娠は1例に成立した。補中益気潟では精子濃度改善度は、著明
改菩2例、改善が3例、不変10例、悪化6例で、改善率は24％、運動率改善度は、著明改善5例、改善
4例、不変11例、悪化1例で、改善率は43％、妊娠は2例に認められた。血中LH、FSH、テストステロン
の投与前後の変動はなく、副作用は認められなかった。以上より補中益気湯は運動率の改善にある程度
寄与すると考えられた。

い
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124 精液所見不良症例に対する弁証論治による漢方療法

●

　　　　昭和薬科大学病態科学　　○田村　哲彦，田代　真一

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科　　　石川　博通，宮地　系典

東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　兼子　　智

【緒言】精液所見不良を主訴とする男性不妊の漢方療法は脾虚、腎虚を指標
とし、エキス剤を画一的に使用した例が多い。漢方本来の四診（望診、聞診、
問診、切診）による弁証を試みた結果、精液所見不良を主訴とする症例では脾
虚、腎虚よりもむしろ肝繕例が多かった。今回、精液所見不良症例（64例）
のうち肝欝と弁証された27例に漢方湯液療法を試み、8例の妊娠例を得たの
で報告する。　【方法】精神抑欝、胸脇苦満、腰膝酸軟を目標症候として漠方
四診により肝繕とされた27例を対象とした。方剤の形態は煎剤とし、6ヶ月
間投与した。この間、証の変化に伴い、方剤の変更または加減を行った。自
覚症状を中心とする一般症候および精液所見の改善度は著効（4）、有効（3）、
不変（2）、悪化（1）と4段階評価した。　【結果】漢方処方は柴胡疏肝湯、柴
苅六君子湯、迫遙散、杞菊地黄丸、竜胆鴻肝湯を基本とした。精液所見は投
与の前後で有意な改善を認めなかったが、一般症候（精神抑欝、胸脇苦満、
腰膝酸軟の）改善度は各々3、8±0．63、3．8±0．73、3．5±0．50（平均
±SD）であった。対象症例のうち8例がARTを用いることなく、自然妊娠（妊
娠率300／o）した。　【考察】弁証により肝欝とされた症例に漢方湯液療法を試
みた結果、精液所見が不良であったにもかかわらず、30％の妊娠率が得られ
たことは注目に値する。

o
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125 GnRHアナログ経鼻投与が有効であった低ゴナドトロピン性
　　　　　　　　　　　性腺機能低下症の一例

（467）　177
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大阪大学医学部泌尿器科 〇三浦　秀信，北村　雅哉，高尾

　中村　吉宏，坪庭　直樹，山中

　東田　　章，西村　憲二，松宮

　奥山　明彦

我々は男性不妊症に対する刺激療法としてGnRHアナログ少量投与法を報告してきたが、今回低ゴナ

ドトロピン性性腺機能低下症患者に投与し有効であった症例を経験したので報告する。患者は30歳男

性。不妊と3年前よりの射精困難iを主訴に当科受診。両側精巣容積は右7m1、左5ml。外性器、陰毛に

異常を認めなかった（G5，　PH5）。初診時の血液検査ではLH　O．6　mIUlml，　FSH　1．O　mIU！ml，　Testosterone

＜0．2ng／m且と低ゴナドトロピン性性腺機能低下症であった。他の下垂体ホルモン、頭部MRIには異常

を認めなかった。hCGテスト、LHRHテストには良好な反応が得られ、視床下部レベルに病因がある

と考えられたが原因は不明であった。自宅にて施行できる利便性からGnRHアナログ（スプレキュア

⑪）10μ9ノ日の経鼻投与を開始した。約2ケ月後から性欲などの改善が見られた。低ゴナドトロピン

性性腺機能低下症はホルモン補充により、妊孕性を含め良好な治療効果が期待できる。しかし、治療は

hCG、　hMGの注射を週2ないし3回、先天性の場合は1年以上続ける必要があり患者に対する負担が大

きい。これに対し本療法は自宅で非侵襲的に簡便に患者本人によって施行でき、良好なコンプライアン

スが得られるものと期待できる視床下部性の性腺機能低下症に対しては有効な治療法の一つになる可能

性があるものと考えられた。

徹也

幹基

清美

126 精路再建術後，約47％に自然妊娠の可能性

●

●

●

東邦大学医学部第一泌尿器科　　○永尾

　　　　　　　　　　　　　　　吉田

　　　　　　　　　　　　　　　石井

光一，鈴木　久里，上田　　建

　淳，黒田加奈美，三浦　一陽

延久

【はじめに】閉塞性無精子症の治療の第一選択は精路再建術であり、成功すれば自然妊娠が可能

になり、2人目以降も自然に挙児を得ることができる。【対象と方法】平成4年5月から平成11

年5月の約7年間に東邦大学大森病院で顕微鏡下精路再建術を施行したのは98例で、術後6ヶ

月以上経過観察できた51例について検討した。原因はソケイヘルニア術後20例、パイプカット

27例、その他4例であった。精管精管吻合術は、9－Oナイロンで一層縫合または10－0と9－0ナイ

ロンで二層縫合を行った。精管吻合部の緊張を取り除くため2－0ナイロンで精巣の釣り上げと2

ヶ月間のサボv－一・ターパンツの使用をした。精液検査は術後3ヶ月ごとに行った。自然妊娠の限界

は当院リプロダクションセンターを通院し自然妊娠した277例279回の妊娠時の精液所見の20

パーセンタイル値で精子数540万ノm1・運動率30％（運動精子数162万1mi）と考えた。【結果】

自然妊娠可能例はヘルニア術後8例（40％）、パイプカット16例（59．3％）、その他0例、合計24例

（47．1％）、精液正常化又は妊娠例はヘルニア術後7例（35．0％）、パイプカット10例（37．0％）、その

他0例、合計17例（33．3％）、運動精子出現はヘルニア術後15例（75％）、パイプカット25例（g2．6％）、

その他0例、合計40例（78．4％）であった。【考察】運動精子出現例は78．4％でARTを併用すれば

妊娠の可能性があり、精液正常化又は妊娠例は33．3％、自然妊娠の可能性例は47．1％であり閉塞

性無精子症の治療は第一に精路再建術を行うべきである。

●
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127 精子不動化試験（SIT）のデジタル化表示について

●

兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門

兵庫医科大学産科婦人科

O長谷川昭子，小森　慎二，繁田

　香山　浩一二

　濱田ゆかり

【目的】不妊原因の一つである抗精子抗体検査法の中で、Isojimaらにより開発された精子不動化試験は、

不妊症との相関が高く有用な検査法である。しかし、この方法は、精子の運動率を顕微鏡下で目視的にカウ

ントするため、精子の凝集が強い場合や前進性でない運動精子をどう扱うかなどの問題があり、また測定者

および施設によって数値にバラツキがでるという欠点もあった。今回この精子不動化試験の客観的評価を目
的として、デジタル化表示を試みた。

【方法】従来法では、被検血清10μ1、精子浮遊液2μ1、モルモット補体1μ1をテラサキプレートの1wellに

入れて混合し、34℃に保温した。1時間後、倒立顕微鏡下に運動精子をカウントし、対照として非働化補体

における運動率で除してその逆数を精子不動化値（srv）とした。デジタル化法では、被検血清20μ1、精子

浮遊液4μ1、モルモット補体2μ1を、0．2m1のPCR用チューブで混合し、1時間後、その10μ且をSQA（Spcrm
Quality　Analyzer，　Medical　Electronic　systems　lnc．）にかけ、測定したsMI（Sperm　Motility　lr　dlex）を対照の非働

化補体における値で除してその逆数をsrvとした。
1結果】6種類の血清について調べた結果、従来法でSIVが、　O．8，　LO，　L　1，2．2，3．0，。。と算定された検体が、

デジタル化法ではそれぞれL3，2．4，0．9，2．1，2．6，。。と高い相関を示した。また・。を示した検体について定量

的精子不動化値SI50をもとめたところ、両方の測定法において、243の値を得た。

【考察】SQAを用いた精子不動化抗体の検出は、従来法との相関性が高く、またデジタル化表示が可能な

点、測定におけるバラツキが少ない点で従来法より客観的評価の面で優れている。

実
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128　　　　　　　　日本人正常男性の生殖機能の現状
　　　　　精子濃度測定法の統一化と自動解析装置を用いた解析法の検討

●

聖マリアンナ医科大学泌尿器科

東京歯科人学市川総合病院産婦人科

　　　　　　東邦大学医学部衛生学

○吉池　美紀，西田

　野沢資噸利，岩本

　兼子　　智，田辺

　伊津野　孝

智保，馬場　克幸

晃明

清男

【目的】男性の生殖機能の変動を知る上で、正確に精子濃度測定を行うことは非常に重要である。そこで今回、

正常男性の生殖機能調査を全国規模で行うにあたり、各施設間での精子濃度測定法の統一化をはかった。また、

大規模な疫学調査に有利である画像解析装置を用いる方法において、ヒト精子濃度測定用チャンバーの標準化を

試みたので報告する。【方法】精度管理の目的で使用した検体は、射出精液を十分に液化、混合後、中性ホルマ

リン液で2～5倍に希釈・不動化したもので、濃度未知の検体として供した。検体は適当な濃度に希釈後、ビュ

ルケルチュルク血球計算板（間隙：100pm）を用いて精子濃度の測定を行った。精子濃度測定法の統一化：測定は

各5検体ずつ4回、全国5施設の専任技師を集めてのトレーニングを2回、検体を郵送して測定結果を報告して

もらう方法を2回、計20検体について行った。画像解析装置による測定：同様に希釈した不動化精子懸濁液を

検鏡プレート（セキスイ、間隙70pm）に浸透させ、コンピューター画像解析装置（］・MENを用いて測定した。

【結果】初回のトレーニング時には標準値に対してのCV値が1．7～4．0と各施設ともかなりばらついた測定値が

出ていたが、糖液の希釈法や計算板の使用法等を改善し、それを徹底していったところ、4回目の測定時には

CV値0．4～1．3と安定した値が出るようになった。画像解析装置による測定は、希釈後の情子濃度4XlO61ml以

下では、精液希釈系列に対するC・MEN測定値は直線性が得られ、血球算定盤による値と相関係数⑦は0．8以
上であった。【考察】血球計算板による精子濃度の測定は、統一化された方法を用いれば、施設・検者による誤

差が少なく、非常に信頼できる値を出し得る。従来、臨床の場では精子濃度、運動を同時に観察するため、マク

ラー計算盤（間隙：10pm）等を用いて精液を無希釈で測定していたが、測定精度向上のためには、精液を希釈・

不動化して測定することが不可欠である。また画像解析装置に最適化された精子濃度測定用チャンバーを標準化

するすれば、同様の検体にて信頼性のある値が得られる。なお、本研究は厚生省厚生科学研究にて行った。

●
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129 CASAを用いた精子機能検査の有用性
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山梨医科大学産婦人科　○小川　恵吾，山中　智哉，大田　昌治

　　　　　　　　　　　　内田　雄三，永井聖一郎，水野　薫子

　　　　　　　　　　　　笠井　　剛，星　　和彦

研究目的：生殖補助医療（以下ART）の際に行われる精液処理において、処理前後の精液所見の改善
度をより詳細かっ客観的に評価し、その改善度がARTの成績に反映するか否かを検討した。

研究対象：1999年3月以降、当科において配偶者間人工授精（以下AIH）および体外受精一胚移植（以
下IVF）を施行した症例で精子自動分析装置（以下CASA）を用いて精子機能検査を施行し得たAIH　35
周期、IVF　22周期を対象とした。

研究方法：CASAを用いて精液処理前後の運動率、直進運動率、精子速度、　Burkmanの定義に基づく

hyperactivation精子の割合についてそれぞれ計測した。　IVF症例にっいて精子速度および
hyperactivationと受精率の関連を調べた。精液の処理はswim　up法を採用した。精子速度のパラメー

タは軌跡速度（以下VCL）によった。
結果：精液処理により平均運動率は53．0±22．8％→70．5±232％、平均直進運動率は27．6±16．9％→42．1

±19．3％、VCLは69．0±16．2μm！s→118．8±24．0μm！s、　hyperactivationは4．8±4，5％→23．4±16。5％

とそれぞれ改善した。処理後のVCLおよびhyperactivation精子の割合とIVFの受精率との関連を見
ると、受精率80％未満群の平均VCL＝98．3±14、8μm／sに対し、受精率80％以上群の平均VCL　・＝　132．0

±15．5μmlsと有意差（p＜0．001）を認め、　hyperactivation精子の割合は受精率80％未満群で平均4．0

±5．7％、受精率80％以上群で平均18．4±13。1％であった。

結論：精液処理により精子機能を示す各パラメータはおのおの改善し、それが客観的に評価できた。媒

精精子のVCLとhyperactivation精子の割合がIVFの受精率に関連することが認められた。

130 精子自動分析装置による精子運動能と妊孕性

●

■

●

千葉大学医学部泌尿器科

川鉄千葉病院泌尿器科

　旭中央病院泌尿器科

○清水亮行，桝井眞，小宮顕
　鈴木　啓悦，鈴木　孝一，市川　智彦

　伊藤　晴夫

　川名　庸子，始関　吉生

　鈴木　規之，村上　信乃

【目的】精子自動分析装置による精子運動能の解析を行い、妊孕牲との関係について検討した。

【対象および方法】1992年から1998年までの間に，不妊を主訴として千葉大学医学部泌尿器科を受診し、

特発性男性不妊症と診断され、精子濃度が2000万1ml以上の症例を対象とした。これらの経過観察中、

あるいはその後のアンケート調査により、妊娠が確認された53例、あるいは不妊期間が3年以上の非妊

娠症例50例の合計103例を患者群として、精子自動分析装置Cell　Soft　Series　3000（CRYO　Resour8e

社）による精子運動能を検討した。また挙児の確認されている健常成人男性について、正常群として比

較検討した。精子運動能パラメーターとして運動率の他、精子速度（μmlsec）、直進性、頭部振幅（μm）

について解析し、妊孕性との関係について検討した。

【結果】患者群の妊娠例は、正常群と比較して運動率は有意に低かったが、速度、直進性、頭部振幅は

ほぼ同じであった。患者群の妊娠例と非妊娠例の精子運動能を比較すると、妊娠例の方が運動率、速度、
直進性、頭部振幅のいずれもが非妊娠例より有意に高値を示した。患者群において、正常群の平均精子

速度である37以上の群と、37未満の群に分けると、37以上の群の方が妊娠率が有意に高かった。また、
正常群の平均頭部振幅である2．1以上の群と2．1未満の群に分けると、2．1以上の群の方が妊娠率が有意に

高かった。

【結論】精子運動率の他に、速度、直進性、頭部振幅などの精子運動能が妊娠の有無と関係しており、

これらの中で速度や頭部振幅が有用であった。以上より、精子自動分析装置による精子運動能の解析は

特発性男性不妊症の妊孕性を検討する上で有用であると考えた。

■
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131ヒト精子の細胞内カルシウムイオン濃度（［Ca2＋】i）に対する精漿の影響

東京医科歯科大学産科婦人科　　○水口　玲子，清水　康史，麻生　武志

【目的】ヒト精子では、卵胞液、プロゲステロンおよびプロスタグランジンE1（PGEI）により、［Ca2＋】iの上昇がお

こり、先体反応を惹起することが報告されている。我々は、PGE1を2回続けて添加するとd（）wn　regulationがおこ

り、プロゲステロン添加に続いてPGEIを添加したときにはおこらないことを報告した。これは、ヒト精子にお

いてPGE1とプロゲステロンには【Ca2＋】iを介する異なる機構が存在することを示している（Shimizu・et・al．　Mo1．Hum．

Reprodr．1998；4：555－561）。精漿には高濃度のPGE1が含まれており、今回我々は、プロゲステロン、　PGEI、卵胞

液、精漿による［Ca2“　］iの変化を測定し、その相互作用を検討した。　【方法】精子および精漿は、当院不妊外来に

おいて精液検査の目的で採取された脩液、および妊杢能の証明された男性より採取された精液を承諾を得て使用

した。60分間swim　upし、8～10時間培養した精子に5μMのfUra・2を45分間添加した。プロゲステロン、　PGEI、

卵胞液、精漿添加における【Ca2＋】iの変化は、日立蛍光分光光度計F・2000を用いて測定した（励起波長3401380nm、

蛍光波長510nm）。卵胞液は、当院における体外受精胚移植法施行時に採取されたものを使用した。【成績】【（m2＋】i

は、1μg！mlプロゲステロン、60μglm1PGE1、1％卵胞液、1％精漿を添加すると速やかに上昇し、10～20秒で

ピークとなり、ブラトーへ移行した。PGE1と精漿、プロゲステロンと卵胞液、精漿の間に（IOwn　regUlationが存在

した。ところが、精漿を添加した100秒後に卵胞液を添加してもdoun　regulationはおこらず、そのピークは卵胞液

単独を添加した時より高値であった。【結論】精漿には、プロゲステロンによるICa2＋】iの上昇を抑制する物質が

含まれており、さらに卵胞液による【Ca2りiの上昇を増強させる物質が含まれていると考えられた。

つ

●

■

132 精漿中のsecretory　leukocyte　protease　inhibitorおよび

　　穎粒球エラスターゼと精子運動率との関連性

●

徳島大学医学部産科婦人科

儀間クリニック

○前川　正彦，笠井　由佳，吉川　修司

　山本　哲史，鎌田　正晴，青野　敏博

　儀間　裕典

【目的】精液中の白血球由来である穎粒球エラスターゼ（elastase）は、膿精液症の指標の一つであるが、

精子運動率の低下作用が報告されている。secretory　leukocyte　protease　inhibitor（SLPI）がelastaseと

1：1の複合体を形成してelastase活性を阻害することはよく知られており（0．45gのSLPIが1．06gの

elastaseを抑制）、精漿中ではelastaseによる精子機能障害を抑制していると考えられている。本研究で

は精漿中のSLPI濃度およびelastase濃度と精子運動率との関係について検討を加えた。　【方法】3施設

（当科、沖縄、ドイッ：Dr．　Thaler提供）の不妊外来を受診した患者356名から精液を採取し、精液検査

の後、精漿を遠心分離し、精漿中のSLPI濃度およびelastase濃度をELISA法で測定した。また

Joch㎜（1986）らの方法に従い、精漿をelastase濃度によって陰性群（＜250　ng／ml）、中等度炎症群

（250－999ng／ml）、高度炎症群（≧1000　ng／ml）の3群に分類した。　【結果】精子運動率は、陰性群

（n＝65）：63．5±28．4％、中等度炎症群（n＝37）：54．6±31．1％、高度炎症群（n；13）：64。7±30．0％であり、

各群間で有意差を認めなかった。SLPI濃度は、陰性群：12．8±10．9μq／mL中等度炎症群：18．5±16．4

pg〆m1、高度炎症群：20．1±14．2　Fg／m1と増加傾向を認めたが（p＝O，07）、精子運動率やelastase濃度と

の問に相関を認めなかった。SLPI／elastaseは115症例中111例（96．5％）で0．42（0．45／1．06）以上を示し、

SLPI／elastaseが0．42以下であった4症例のうち3例は運動率正常、1例は無精子症であった。　【結論】精

漿中SLPI／elastaseがelastase値に関係なくほとんどの症例で0．42以上を示したことは、精漿中には十分

量のSLPIが存在し炎症によって増加したelastaseを抑制でき、精子や粘膜上皮を防御していることを示

唆している。

■

■

■
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133　閉塞性無精子症の診断における精漿α一グルコシダーゼの有用性

（471）　181

噂

関西医科大学泌尿器科　　〇六車　光英，日浦　義仁，檀野　祥三

　　　　　　　　　　　　藤田　一郎，松田　公志

【目的】精漿中のα一グルコシダーゼは主に精巣上体に由来し、精巣上体マーカーとしての臨床的意義

が報告されている。そこで今回我々は、閉塞性無精子症の診断における精漿α一グルコシダーゼの有用
性を検討した。

【対象および方法】当科で精路吻合術を行った閉塞性無精子症29例32手術を対象とし、術前の精漿α　一一

グルコシダーゼ活性を測定した。閉塞の原因は精管切断術後18例、鼠径ヘルニア術後6例、精管形成不

全1例、精巣上体炎後1例、原因不明の精巣上体閉塞3例である。また対照として精巣生検でSertoli
ce11っnly　syndromeと診断された10例の精嬢α一グルコシダーゼ活性も測定した。精漿α一グルコシダ

ー ゼ活性の測定は、1％SDSを含むリン酸バッファー（pH　6．8）中で精漿をp－nitrophenol　glucopyranoside

と37℃で4時間反応させ、遊離したP－nitrophenolの吸光度（435　nm）を測定した。
【結果】両側精管閉塞例の精漿α　一一グルコシダーゼ活性は3．7±2．2nmol／min／ml（mean±S．D．．　n＝24）

で、Sertoli　cellDnly　syndrome（21．6±12．2　nmol／min／ml）に比べ有意に低値であった（pく0．0001）。

…方、両側精巣上体閉塞例および片側精巣上体閉塞・対側精管閉塞例の精漿α一グルコシダーゼ活性は

14．4±10．l　nmol／min／ml（n＝8）で、精管閉塞例と同様に低値の症例とSertoli　celk）nly　syndromeと同

様に高値の症例が存在した。

【結論】無精子症で精漿α一グルコシダーゼ活性が低値の場合は精路の閉塞が示唆される。また精巣生

検で閉塞性無精子症と診断された症例で、精漿α一グルコシダーゼ活性が高値の場合は精巣上体閉塞が

示唆される。以上より精漿α一グルコシダーゼは閉塞性無精子症の補助診断に有用と考えられる。

■

134 精漿中のUbiquitin化蛋白の同定について

●

夢

東京慈恵会医科大学産婦人科○廣嶋牧子，許山浩司，江崎敬

　　　　　　　　　　　　　　　大浦　訓章，松本　和紀，田中　忠夫

《目的》生体内では絶えず蛋白合成、蛋白分解が行われ、その均衡により内部環境を維持している。

Ubiquitin（Ub）の役割は蛋白分解のシグナルとして特異的に標的蛋白に結合する事であり、　Ub－

proteasome系の特異性が細胞内の環境制御に重要な役割を果たしている。以前我々は精漿中に含まれ

ているUb（遊離型：free　Ub、結合型：multi－Ub　chain＝MUC）の定量を行い、　Ubレベルと精液所見

のパラメーターとの関与について検討したところ、両Ub共に精子運動率に正の相関を示し、運動率＞50％群

の両UbレA’ルはく50％群に比し、有意に高い値を示した。今回、精漿中のUb化蛋白を精製し、部分アミノ酸

配列を決定、Ub化蛋白の同定を試みた。　《方法》IVF－－ET時に患者承諾の得られた余剰精液を検体とし

た。精液は遠沈操作により細胞成分を除去した上清（精漿）を一80℃に保存した。multi－Ubに高い親和

性を示すmonoclonal　antibOdy　FK2を固相化したcolumnを用い、　Ub化蛋白を精製、　SDS－PAGEによ

り分離した。得られた標品を限定分解、逆層HPLCにより分離し、エドマン分解法によりアミノ酸配列を決定

した。《結果》FK2　columnを用いたaffinity　chromatography、　SDS－PAGEにより高分子領域のスメア

状のガント’と数本の主要なガンドを得た。いくつかの精漿中Ub化蛋白を同定し、内1つはLactofferinで

あることが明らかになった。《結論》FK2　affinity　chromatography及びSDS－PAGEはUb化蛋白の精

製に有効的であった。精漿中のLactofferin濃度は正常所見を有する精液中よりも膿精子症や精子無力

症において有意に高い値を示すとの報告があり、精子運動能に関るLactofferinへのUb－proteasome系

の関与が強く示唆された。現在、同定された蛋白について追加検討を行っている。

ゆ
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135 ブタ体外成熟卵子を用いたヒト円形精子細胞の判定法の開発

●

1

加藤レディスクリニック　○内山　　男，桑山　正成，加藤　　修

　　　　　東京農業大学　　　中澤　庸子，百目鬼郁男

【目的】ヒト円形精子細胞の実用的な鑑別技術の確立のため、入手が容易な食肉市場卵巣由来ブタ卵子を用い、

円形精子細胞の1CSI後の前核形成についての検討を行った。【材料と方法】常法にしたがって食肉市場由来のブ

タ卵巣から採取した卵子を培養し、体外成熟卵子を作出した。卵丘細胞除去後、第1極体の放出が見られた形態

的に正常な第2成熟分裂中期卵子のみを実験に用いた。エタノール法により卵子活性化処理後、インフォー一ムド

コンセントの得られた患者から採取されたヒト円形精子細胞、核伸長化精子細胞、精子あるいはブタ精子をブタ

体外成熟卵子にICS1した。一部の卵子にはヒト円形精子細胞、核伸長化精子細胞を5個（／卵子）注入した。全

ての卵子はt5－19時間後、卵子をカルノア液で固定、アセトオルセイン染色を行い、雌雄両前核の形成を判定

した。【結果】ヒト円形精子細胞、核伸長化精子細胞、精子あるいはブタ精子のiCSI後の前核形成率はそれぞれ、

85．7、82・．4、55．6および78．6％であった。ICSI処理のみを行った対照区は58．8％であった。うち、2PN像

を示した割合はそれぞれ、93．3、44．4、75および77、8％であった、ICSI対照区では2PNは認められなかった。

円形精子細胞および核伸長化精子細胞を5個注入後の卵子では、注入細胞数当たりの前核形成率はそれぞれ

52．5および64．4％だった。

【結論】以上の結果より、ヒト精子、核伸長化精子細胞および円形精子細胞はブタ体外成熟卵子内で高率に前核

形成することが明らかとなった。すなわち、本手法を精子細胞の鑑別法として利用することにより、実験小動物

を犠牲にせず、簡易にかつ正確に精子細胞の確認を行えることが示された。この手法は活力の高く、不妊治療に

有効な精子細胞の存在を知る手段として実用的に利用できると考えられる。

『
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136　sertoli　cell　only　syndromeにおけるセルトリ細胞数の経時的変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について
●

神戸大学医学部泌尿器科　　○山崎　隆文，藤澤　正人，土橋

　　　　　　　　　　　　　　堅田　明浩，神崎　正徳，山中

　　　　　　　　　　　　　　岡田　　弘，荒川　創一，守殿

（目的）近年、環境ホルモンと造精機能障害とのかかわりが注目されてきている。とりわけ、環境

ホルモンのセルトリ細胞への影響が示唆されている。そこで今回、我々はSertoli　cell　only
syndrome（SCO）の精細管内セルトリ細胞数の経時的変化について検討した。

（対象と方法）対象は、1988年から1998年までに当科男性不妊外来にて無精子症と診断され精巣

生検を行った患者のうち病理組織学的にSCOであった160例である。これらの症例の精巣容量、

血清FSH，田，　PRL，　testosterone値、精細管の長径・短径・周径・面積・セルトリ細胞数の経時的

変化について検討した。プアン固定、H－E染色された精巣組織を光学顕微鏡（400倍）を用いて、1

症例につき少なくとも10個以上の管腔構造が明瞭で円形に近い精細管を選択し、これらを楕円形と

してとらえ、精細管の長径、短径、周径、面積、精細管の周径および面積あたりのセルトリ細胞数

を測定した。

（結果）内分泌学的検査では、血清LH，　testosterone，　PRL値では明らかな経時的変化を認めなか

ったが、血清FSH値は経時的に低下傾向を認めた。精細管の長径、短径、周径、面積、精細管の周

径および面積あたりのセルトリ細胞数に明らかな経時的変化は認められなかった。

（考察）最近ll年間のSertoli　cell　only　syndrome患者の精細管の周径および面積あたりのセルト

リ細胞数に経時的な変化は認められなかった。

正樹

邦人

貞夫

噂
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137 精子抗原ペフ゜チドYAL198発現サルモネラ菌を用いた
　　　　　　　　　　遺伝子経粘膜ワクチン

（473）　183
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徳島大学医学部産科婦人科　　○山本

　　　　　　　　　　　　　　　滝川

　　　　　　　　　　　　　　　青野

哲史，笠井　由佳，吉川　修司

稚也，前川　正彦，鎌田　正晴

敏博

【目的】Yan、　Koideらによって同定された精子膜表面タンパク（YWK－II抗原）に対するモノクローナル

抗体はヒト精子のハムスターテストを阻害することが知られている。我々は、同抗原の親水性部分を合

成したペプチド（YAL－198）が能動免疫によりラットに不妊を引き起こすことを示し、　YAL－198の避妊ワ

クチンとしての可能性を明らかにした。本研究では、YAL－198を発現する無毒化サルモネラ菌を用いた

経粘膜ワクチンの有効性を検討した。【方法】①プラスミドpLS408－HIにYAL－198のcDNA断片を組

み込み無毒化サルモネラ菌に導入した（SL5928）。対照としてpLS408－HIを導入したサルモネラ菌

（SL5930）を用いた。②体重200gのウイスター系雌ラットに、　O、7ml（109CFU／ml）および0．2mlのサル

モネラ菌溶液をそれぞれ経口および経膣的に投与した。さらに4週および10週後に同様の方法にて追加

免疫を行った．③血清および腔分泌液を採取し、YAL－198をコートしたmicrotiter　plateを用いてlgG

およびlgAクラスの抗体価をELISAにて測定した。④初回免疫14週、23週および40週後に雄ラットを交

配させ、避妊効果を検討した。【結果】①SL5928の経口および経膣投与により、血清および膣分泌液

中のYAL－198に対するIgGおよびIgA抗体価は共に上昇し、14週で最高値を示したのち緩やかに減少し

た。SL5930の投与では全く抗体産生は認められなかった。②SL5928の初回免疫後14週の時点では、経

口免疫で60％（3／5）、経膣免疫で80％（4／5）の避妊効果を示したが、23週では経口、経膣ともに40％

（2／5）に低下した。40週後では避妊効果は認められなかった。SL5930の投与では、いずれの時期におい

ても全ての雌ラット（各5匹）に妊娠を認めた。　【結論】精子抗原ペプチドYAL－198　cDNAを導入した

無毒化サルモネラ菌を用いた経粘膜避妊ワクチンの有効性が示唆された。

●

138　精巣内精子診断目的としてTestiocular　touch　preparetion　cytology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の検討
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昭和大学医学部泌尿器科

昭和大学医学部病理科

　　　梅ヶ丘産婦人科

○渡辺　政信，北村

　麻生　太行，坂本

　九島　巳樹

　辰巳　賢一・

朋之，五十嵐　敦

英雄，吉田　英機

　無精子症患者にTESEによるICSIがおこなわれ妊娠が得られており、現硝無精子症患者において精巣生検の目的は閉

塞性と原発性の区別、精巣内精子の同定あるいは精子の採集であろう。精巣内精子の有無の判定として聴cu㎞b鵬h

p呵㎜d㎝cyblogyが報告されており、我々も、この細胞診と生検組織診との比較を検討した。

（対象と方法）閉塞性無精子症3例、原発性無精子症20例、高度乏精子症3例の計26例、28精巣に精巣生検とtOuch

μmpareti㎝　cytologyを行った。細胞診法は組織片をスライドガラスの6カ所に接触後直ちに①サイトキープで固定、パ

パニコロ染色あるいは②アセトン20％メタノール80％混合液で固定、HE染色し、精粗細胞精母細胞、精子細胞、

精子、Sertoli細胞、　heydig細胞を検索した。②は検鏡まで15～20分である。病理組織はプアン液固定、　HE染色し、

Johnsen㎜oo血法で評価した。

（結果）精巣内精子（＋）は14精巣で14精巣中容量12cc≧は4例（28．6％）、12cc＜は10例（71、4％）

であり、Johnsen　score・8≧は12例、7は1例、6は1例。精子（一）は14精巣で12cc≧は10例（71．4％）、1

2cc＞は4例（2　8．5％）であり、　Johnsen　soore　5は2例、4は1例、3は1例、2は10例であった。組織診で認め

た細胞は細胞診でほぼ確認されたが、精子（＋）14精巣の診断で細胞診（一）および組織診（＋）は2例（15，4％）、

細胞診（＋）および組織診（一）は1例（7．6％）であった。

（結論）tOuch　plep㎜tkm　cyblogyは無精子症患者の造精機能の状態つまり精子の同定あるいは閉劉生の区別に判断が可

能であり、時間もかからない簡易な検査法であるため、有効な診断法と考える。
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139 男性不妊症患者の精巣生検組織におけるTIP　49　aの発現

●
側

　長崎原爆病院泌尿器科

長崎大学医学部第三解剖

長崎大学医学部泌尿器科

　　　　千葉大学理学部

○江口　二朗

　小路　武彦

　野俣浩一郎，金武　　洋

　田村　隆明

【目的】TIP49a（49－kDa　TATA－binding　Protein（TBP）－interacting　Protein）は新し
いDNAヘリカーゼであり、核内における組換えや転写の過程でなんらかの役割を演じているといわれ
ている。またラットにおいては、精巣中に多量に発現することが判明している。今回、われわれは男性

不妊症患者の精巣生検組織においてTIP49aの発現を検討した。
【対象と方法】対象は、無精子症と高度乏精子症に対する精巣生検において、病理組織学的に診断され

たmaturation　arrestの6例とgem　cell　aplasiaの3例であり、normal　spermatogenesisの6例
をコントロールとした。4％パラホルムアルデヒド固定パラフィン包埋切片において、ポリクローナル

抗TIP49a抗体を用いて免疫染色を行った。
【結果および考察】いずれの症例においてもSertoli細胞、　Leydig細胞はTIP49a陰性であった。
normal　spermatogenesisにおいては、精母細胞の細胞質が高頻度にTIP49a陽性であり、皿aturation

arrestにおいてはTIP49a陽性細胞が少なかった。われわれは、第40回の本学会でmaturation
arrestの病因として、　F　as－Fas　l　igand　systemを介するアポトーシスの関与を指摘したが、

TIP49aの発現の低下は造精機能障害をもたらす可能性が示唆された。

曳

●

●

140 Y染色体のAZFc領域におけるゲノム遺伝子の解析
●

　　　兵庫医科大学産婦人科

兵庫医科大学先端医学研究所

　　　府中病院不妊センター

○小森　慎二，山田　昌代，香山　浩二

　中田　祐子

　加藤　浩志，磯島　晋三

【目的】我々はすでに150例の重症乏精子症および無精子症患者についてY染色体長腕上のAZFc領域での

微小欠失の有無を検討し、12症例に同領域での微小欠失が存在することを本学会にて報告してきた。その

中でDAZ遺伝子領域以外にsY　240領域にも微小欠失が多くみられることが明らかになった。今回はこのsY

240領域を中心にゲノム遺伝子を解析することを目的として本研究を行った。【方法】1）PCRで増幅し
たsY　240遺伝子をプローブにヒトゲノムライブラリーを検索した。2）sY　240を含むゲノム遺伝子の制

限酵素地図を作成し、それを元に同遺伝子を細断片化してそれぞれの断片をプローブにしてヒト精巣由来

mRNAとノーザンプロット解析を行った。3）ヒト精巣での発現する遺伝子領域を更に細断片化して同様に
解析した。4）ヒト精巣での発現遺伝子の塩基配列を決定した。1成績】1）ヒトゲノムライブラリーをス

クリーニングしてsY　240を含む20kbの遺伝子を単離した。2）20kb遺伝子の簡単な制限酵素地図を作
成し、それをもとに同遺伝子をHindmにて消化後4つの断片にして各断片をプローブにヒト精巣由来mRNA

とノーザンプロット解析を行った。その結果、9kbと4kbのHind【n断片がヒト精巣由来mRNAと反応した。

さらに、これら断片を細かく制限酵素地図を作成してのち、細断片化し同様にノーザンプロット解析をした

ところ、4kbのHindm断片由来の1．2kbの断片が精巣由来mRNAと反応することが判明した。現在、この断
片の塩基配列を決定している。　【結論と考察】Y染色体長腕のAZFc領域は造精機能と関連していることがい

われているが、現在までDAZ遺伝子などごく限られた遺伝子しかその造精機能との関与が報告されていない。

今回、我々が同定した微小欠失の領域の中で頻度が一番高Vigy　240を含む20kbのゲノム遺伝子を単離し、

精巣での発現遺伝子の有無で検討したところ、精巣で発現している一つの遺伝子の存在を確認した。今後さ

らにこの領域を詳細に検討して、造精機能に関与する遺伝子の同定を進めたいと考えている。

■
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141 4㎜におけるY染色体微小欠失の検討
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●

山形大学医学部泌尿器科 ○舘野　　正，笹川五十次，安達　裕一

　都丸　政彦，中田　瑛浩

（目的）

現在、精子形成能に関係していると報告されているAZF（Azoospermia　factor）部位
のDAZ（Deleted　in　Azoospermia）とYRRM（Y　chromsome　ribonucreic　acid
recognition皿otif）を含むY染色体微小欠失の存在が知られている。
今回我々は、高度の精子形成不全を持つ47XXY（Klinefelter症候群）の場合の
Y染色体微小欠失について検討した。
（方法）

DAZとYR脳を含む32箇所のY染色体微小欠失部位を47XXY（Klinefelter症候群）
患者で精子形成能を持つ者1名、精子形成能を持たない者20名についてPCR（poly皿erase
chain　reaction）法を用いて比較検討した。
（結果）

47XXY（Klinefelter症候群）患者21名において、　AZF部位のDAZとYR脳を含む32箇所の
Y染色体微小欠失について調べた。47XXY（Klinefelter症候群）では精子形成能の有無に
関わらずY染色体微小欠失は認められなかった。
（結語）

Klinefelter症候群における高度の精子形成不全はY染色体微小欠失によるものではない
ことが推測された。

○

142 男性不妊症患者におけるDAZ／DAZLA遺伝子の発現

●

■

●

　　　　　　名城病院泌尿器科

名古屋市立大学医学部泌尿器科

愛北病院泌尿器科

○田貫　浩之，岡村　武彦

　佐々木昌一，小島　祥敬，神谷　浩行

　池内隆人，郡健二郎

　山本　洋人

【目的】これまで男性不妊症患者における遺伝子欠損の報告がいくつかなされている。近年無精子症

患者のY染色体長腕に存在するAZFの有力候補としてのDAZ（Deleted　in　Azoosperrnia）に続き、常染色

体短腕3p24に存在しDAZと類似した構造を備え、精巣特異的に発現のみられるDAZLへ（DAZ－like

auto20mal＞遺伝子が報告された。今回我々はRT－PCR法にてDAZ／DAZLへ遺伝子の発現について検討

した。

【方法】男性不妊症患者15名（a200spe1mia3名、　oligozoospermia8名、　normozoospermia4名）および

妊よう能をもつボランティア3名の血液の白血球層からQIAarnp　blood　kitを用いgenornic　DNAを抽出

した。次にRT－PCR法にてDAZ／DAZLA遺伝子を特異的pr㎞erを用いて増幅した。

【結果】DAZ遺伝子はazoospermia　1名、　oligozoospermia　2名におし｝て、　DAZLA遺伝子は

azoospemia　2名、　oligozoospermia　3名におし・tlて増幅がみられなかった。このうちazoospermia　1名、

oligozoospermia　1名でDAZ、　DAZLへともに増幅がみられなかった。

【考察】常染色体遺伝子DAZLAの欠損が男性不妊症に関与しているとすれば、母方由来で男性不妊症

を来している可能性も考えられ興味深い。今後さらに症例を重ねるとともに、これらの患者両親の血

液より同遺伝子の欠損を検討したいe
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143 ヒト精子細胞膜におけるエストロゲン結合部位についての検討

●

lLI梨医科大学産婦人科　　○大田　昌治，平田　修司，山中

　　　　　　　　　　　　岩本　豪紀，内田　雄三，正田

　　　　　　　　　　　　永井聖一郎，水野　薫子，小川

　　　　　　　　　　　　笠井　　剛，星　　和彦

（目的）エストロゲンはin　vitroで精子に作用して、その運動能に影響を及ぼすことが報告されている。

この作用の潜時が極めて短時間であること、また、精子には遺伝子の転写活性がないこと、などから、精

子に対するエストロゲンの作用はいわゆる”non－genomic　effect”であると考えられている。しかしなが

ら、エストロゲンの精子に対する作用機構は現在のところ全く解明されていない。そこで今回われわれは、

細胞膜非透過性のエストロゲンを用いて、精子細胞膜におけるエストロゲンの結合部位についての検討を
おこなった。

（方法）健康男子より用手的に得られた射出精子を液化したのち、PBSで洗浄し、10　mg／mlの
E2－BsA－Frrcを含むPBsにて、5％co2－95％大気下、37℃で15分間インキュベートした。検体を
PBSで2回洗浄し、作成した塗沫標本を蒸留水に浸し、蛍光顕微鏡にて観察した。

（結果）E2－BSA－FITCの射出精子への結合が観察された。精子頭部へのE2－BSA－FITCの結合パターン

は、頭部全体に結合するタイプ（1型）、赤道部およびその尾方に結合するタイプ（II型）、の2パターンに

分類された。1型の結合を示す精子の割合が、II型のそれよりも有意に多かった。

（結論）　ヒト射出精子にE2－BSA－FITCが結合することがはじめて明らかになった。　E2－BSA－FITCは細

胞膜非透過性であることから、この精子における結合部位は、細胞膜上に存在するものと考えられた。ま

た、II型の結合パターンを示す精子は、　acrQsome　reactionを終了したものであると思われた。本研究の

成績から、エストロゲンの精子に対する作用（の少なくとも一部）は、精子細胞膜上に存在するエストロ

ゲン受容機構を介したものである可能性が示唆された。

智哉

朋子

恵吾 ■
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144　ヒト射出精子におけるエストロゲン受容体（ER）βmRNAの検出
　　　　　　　　　　　　　ならびに5’一非翻訳領域の構造解析

●

山梨医科大学産婦人科　　○正田　朋子，平田　修司，岩本　豪紀

　　　　　　　　　　　　大田　昌治，星　　和彦

（目的）エストロゲンは精子に直接作用して、その運動能やエネルギー代謝などに影響を与え得ること

がin　vitroで示されており、精子におけるエストロゲン受容体（ER）の存在が想定されてきたが、その

作用機構は未解明である。これまで、精子におけるERαmRNAならびにその蛋白の存在の報告は見ら

れるものの、ERβに関する報告はない。そこで今回われわれは、ヒト精子におけるERβmRNAの存在
ならびに5’一非翻訳領域の構造の検討をおこなった。

（方法）　ヒト射出精子よりtotal　RNAを調製し、ヒトERβcDNAを規定するPCRプライマーを用い
て逆転写一遺伝子増幅（RT－PCR）法を行った。増幅遺伝子の存在ならびにレベルをサザンプロット法に

より解析した。さらに、精子ERβmRNAの5’一非翻訳領域の構造を非翻訳第一エキソンに特異的なプ

ライマーを用いたRT－PCR法により解析した。
（結果）精子のtotal　RNAを鋳型としてRT・PCR法を行った結果、　ERβmRNAを起源とする特異的遺
伝子増幅が確認された。さらに、5’一非翻訳領域の構造の解析の結果、精子ERβmRNAには異なる二種

類の非翻訳第一エキソン、exon　ONならびにexon　OK、より転写された二種類のERβmRNAが存在し
ていることが明らかになった。

（結論）ヒト精子におけるERβmRNAの存在がはじめて明らかになった。また、精子におけるERβ遺
伝子の転写は、少なくとも異なる二種類のプロモーター、promoter　ONならびにpromoter　OK、により

調節されていることが示された。本研究の成績は、エストロゲンが精子に存在するERβを介して直接

作用する可能性を示唆するものであり、エストロゲンの精子への作用機構を解明する上で極めて有用な
成績であると考えられる。

■

●

o
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145 実験的精索捻転症における患側精巣の細胞傷害の機序
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　　　　　　　　　　　　　　　　lll口大学医学部泌尿器科　　○白石　晃司，内藤　克輔

【目的】精索捻転症における精巣細胞の傷害機序を、虚血一再灌流により活性化されるプロテアーゼの関与と、2っの

細胞死（apoptosis、　necrosis）の観点から検討し、プロテアーゼ阻害剤を用いた本症の治療の可能性について検討した。

【方法】8週齢のWister系ラットを用い、左側精索に1080°反時計回りの捻転を1時間加えた後、再灌流0、0．5、1、6

、24時間後に精巣を摘出した。一方、cnipain　inhibitor（ALLnaL）、　pan－caspasc　lnhibito頑Z－VAD一㎞k）、またはcaspase－3

inhibitor（DEVD－fmk）それぞれ1mMを虚血前に投与し虚血1時間後24時間再灌流した。　Westam　blot血gにてα一fodrin，

m－，　pt　£alpain，　PARP，　caspase－3，7及びICADの分解を調べた。apopt。sisはTUNEL染色及びDNA囲d飯にて検出し、α　－fOdrin

及びα一fOdrinのcalpainによる分解産物である150kDa　fragmentを特異的に認識する抗体を用いて免疫染色を行った。ま

た長期的な造精機能への影響を調べるため虚血1時間、再灌流60日及び虚血前にALLnaL、　Z－VAD－fmk、　DEVD－1㎞k、

DMSOを投与したモデルおよびsham　operation群を作成し、精巣重量の測定、且ow　Cytometryにてhaploid　cel！の割合を

測定した。また、calpain　inhibitor（ALLnaL，　SJA）の再灌流前投与における効果も検討した。

【結果】捻転（虚血）、捻転解除（再灌流）により、時間依存性にgenn　ce11のapoptosisを認めた。　AH』aLの虚血前投

与により、α一fOdrin，　m－calpdnの分解が抑制されapoptosisも抑制された。一方、ZVAD－fmkの投与によりPARP，　caspase－3，

ICADの分解が抑制され、　apoptosisはより強く抑制された。再灌流60日の造精機能（haploid　cellの割合）はALLnaL投与

によってのみ有意に高かった。ALLnaL，SJAの再灌流前投与においてもα一fodr㎞，　m－，μ一calpainの分解は抑制さた。

【考察】精索稔転症という虚血一再灌流という病態においてcalpainとcaspaseが活性化され細胞傷害が進行した。（；alpain

阻害剤もapoptosisを抑制することからcalpainもapoptosisに関与することが示された。一方、造精機能の温存効果は

calpain阻害剤の方がcaspas。阻害剤より強く、その阻害効果はgerm　ce11のみならず間質細胞のnecrosiSの抑制を介してい

るものと考えられた。calpai1阻害剤は精索捻転症のgoldcn　timeを延長させうると考えられた。

o

146　　精巣腫瘍に対する大量化学療法後の妊孕能に関する臨床的検討

●

φ

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科　　○伊藤　直樹，高木　誠次，木村　　慎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立木　　仁，塚本　泰司

【目的】CDDP導入後、精巣腫瘍に対する治療成績は飛躍的に向上したが、　conventional　chemotherapy

に抵抗を示す難治性症例も存在する。近年これら難治性症例に対して自己造血幹細胞移植を併用した大

量化学療法が行われ、治療成績改善が認められている。しかし、大量化学療法後の妊孕能の回復に関す

る十分な知見は得られていない。今回その点に関する臨床的検討を行った。

【対象と方法】7例の難知性精巣腫瘍にcalboplatin、　Etoposide、　Ifosfamideによる大量化学療法を1か

ら4コース施行した。年令は1840歳、初診時臨床病期はIIB　l例、　IIIB　3例、　IIIC　3例であった。7例

中6例はIndiana分類でadvanced　cxtent、1例がmoderate　extentであった。自己造血幹細胞移植は7例中

4例に自家骨髄移植（ABMT）、3例に末梢血幹細胞移植（PBSCT）を施行した。4例でCRが得られ・この

4例中精液検査を施行し得た3例に関して、化学療法終了後定期的に精子濃度の推移を検討した。

【結果】3例とも大量化学療法終了直後はazooseprmiaであった。各症例の精子濃度推移は次の通りで

あった。単位は10×106／m1、0は治療後期間である。症例1：0（7M）、32（1Y4M）・250（3Y10M）・

症例2：0（1Y）、15（2Y）、36（2Y7M）、108（3Y6M）。症例3：0（1Y）、25（1YgM）。症例3は2
年目に妊娠が成立した。【考案】検討症例数は少ないが、今回の結果から大量化学療法後であっても妊

孕能の回復は十分期待できることが示された。以前conventional　chemotherapy後の精子濃度回復を検討

したが、精子濃度は抗癌剤の量依存性に障害され、全く回復しない症例も認められた。今回3例とも治

療終了1年後はazeospermiaであったが、2年目には回復し始めており、長期的に観察する必要性が示

された。
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147　停留精巣の造精障害に対する抗酸化剤アロプリノールの抑制効果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について

秋田大学医学部産婦人科　　○熊谷

　　　　　　　　　　　　　　村田

　　　　　　　　　　　　　　田中

暁子，児玉　英也，福田　　淳

昌功，熊谷　　仁，河村　和弘

俊誠

［目的〕停留精巣による造精障害過程に、精細胞のアポトーシスが関与していることが明らかとなって

いる。一般にアポトーシスの誘導に活性酸素が関与していることが知られていることから、今回、停留

精巣における造精障害を、活性酸素のスカベンジャー一一一により抑制できるか否かについて検討した。［方

法］①ラット停留精巣モデルにアロプリノールを投与し、投与群と非投与群のアポトーシス細胞の発現

を精巣重量とTUNEL法を用いて比較検討した。②培養精細胞に熱ストレスを加え、各種スカベンジャー

を添加し、その時のアポトーシス細胞の頻度をフロS－・一サイトメトリーにて検討した。また特にアポトー

シス抑制効果の強かったアロプリノールは各群のアポトーシスの発現をラダーの検出により比較検討し

た。［結果］①ラット停留精巣モデルではアロプリノール非投与群で時間依存性に精巣重量が減少し、5

日目には対コントロール0．67±0，12（n＝5）であった。しかし、投与群は5日目で対コントロール0．79±

0．08〈P＜0．05）となり有意に重量減少が抑制された。また、アロプリノールは投与量依存性に精巣重量

減少を抑制した。アロプリノール投与群におけるアポトーシス細胞の発現頻度も同様に時間、量依存性

を持って抑制された。②in　vitroでは、特にアロプリノールがアポトーシスの抑制作用が強く対コント

ロール0．01土0（n＝4、P＜O．Ol＞、その投与量依存性にラダーの発現を抑制した。［結論］熱ストレスに

よる精細胞のアポトーシス誘導機構はrn　vttro，　in　vivoともにアロプリノール投与により明らかに抑制さ

れた。これは、精細胞のアポトーシス誘導機構への活性酸素の関与を強く示唆するとともに、男性不妊

症に対するアロプリノールの臨床応用の可能性を示すものと考えられた。

●

●

●

148 ヒト精細管内におけるEndothelial　nitric　oxide　synthase（eNOS）

　　　　　　　　　　　　　　の局在について
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部泌尿器科　　○山中　邦人，藤澤　正人，山崎　隆文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堅田　明浩，岡田　　弘，荒川　創一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

【目的】近年、精子運動率や精細胞のアポトーシスとNitric（〕Odde（NO）の関係が注目されている。今

回われわれは、NO合成酵素（NOS）のうちEndethelia1　NOS（eNOS）の精細管内での局在を免役組織

染色法で検討した。

【対象と方法】男性不妊症症例（精索静脈瘤10例、閉塞性無精子症5例、特発性無精子症5例）の生検

組織、および正常症例として精管結紮術時に採取した生検組織を用いた。ホルマリン固定、パラフィン包

埋した標本を薄切し、抗eNOS抗体を用いてABC法にて免疫組織染色を行った。

【結果】各男性不妊症症例、および正常症例において、精細管内のSertoli細胞に強い染色性を示した。

また、精細管内腔に剥脱した精細胞の一部が染色されたe

【結語】今後これらの症例に関して、NO合成酵素とSpermatogeneslsとの関連性についても検討する予

定である。

●

●

●



●

o

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（479）　189

149　ノックアウトマウスを用いたBc16の精巣・卵巣における機能解析

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　○小島　聡子，市川　智彦，鈴木　啓悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　　顕，伊藤晴夫

　　　　　　　　　　千葉大学大学院医学研究科分化制御学　　　徳久　剛史

鑑盟騰叢鍮響製講議暴詫蕪響鰐霧鷲漏鎌癌
らBc16が胚中心の形成に必須であることや、　Th2細胞の分化や好酸球の機能にも関与していることが示唆

されている。さらに、Bcl6－KOマウスは不妊傾向を示したためBcl6－KOの受精能について解析した。

羅を舗醗ま賭離撫B撮農講鑛盈煮゜農欝茄叢
子宮をHE染色にて検討した。また、排卵誘発剤による排卵機能を正常マウスとKOで比較した。
［結果1B・16－K・の精子は正常な受ra能鮪するが・その数が正常マウスの約2・％に減少していた・組織

学的にBc16－KOの精巣では精細管内の精細胞数が著明に減少していた。　TUNEL法にてBcl6－KOマウスの
精細管内に多数アポトーシス細胞を認めた。その約90％は減数分裂の中期であるmetaphase　1の精母細胞

　　　　同時にBax蛋白を強発現していた。卵巣、子宮は形態学的には正常で、排卵誘発剤により正常マであり、
ウスと同数の排卵を認めた。また、人工授精により2分割まで分化することを確認した。しかし、膣の開

口部に狭窄、閉塞を認め、これが雌KOマウスの不妊の原因であると考えた。
［考察】精母細胞で発現する遺伝子は多数報告されているが、最近、様々なノックアウトマウスの解析か

ら減数分裂の制御機構が解明されつつある。今回、Bcl6が減数分裂のmetaphase　Iにおいて精細胞の生存

において重要な役割を果たしていることが明らかになった。さらに、膣開口部の形成にも関与している可

能性があり、Bc16の転写因子としての機能の検討を今後すすめる予定である。

●

150 ヒト精子μ一カルパイン活性化の受精能獲得における意義

●

■

●

　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○尾崎　康彦，生田　克夫，鈴森　　薫

　　　　　　　　　　　　　　名占屋市立城西病院産婦人科　　　青木　耕治

【目的】ヒト精子におけるカルシウム依存性システインプロテアーゼであるμ功ルバインの存在と受精能獲

得における意義を検討した。
【方法】カルパインの存在及び動態を、当教室で作成したPt　一カルパインのN末端（不活性前駆体）ペプチド

に対する抗体と、活性型μ一カルパイン76kDa及びμ一カルパインドメインmに対する抗体を用いて検索した。

妊孕性のある健常男性精子用いヒト卵管液中でカルシウムイオノブオア（A23197）・プロゲステロン（P）を添加し

免疫染色法、SDS－PAGE、　Western　Blotting法に供した。カルバインの精子先体反応と精子運動性に対する影響

をカルバイン阻害剤添加実験で検討した。尚、精子内カルシウムイオン濃度の増加はFura　2－AMを蛍光標識試薬

に用いた蛍光顕微鏡（ARGUS－50CAシステム）によって確認した。
【成績】健常男性精子において、抗μ・カルパインN末端抗体による特異的な染色が認められた。その染色性は

主に先体主部に観察されたが、A23187及びPの添加によって頭部全体に染色性が観察されるようになった。

Westem　Bl。tting法において、　A23187及びPの添加による抗pt　－N末端抗体による染色性の低下、活性型μ・カル

パイン76kDa抗体による染色性の増加及びドメイン皿抗体によるカルパインの低分子化が観察された。精

子先体反応率と精子運動率がカルパイン阻害剤の添加によって濃度依存的に抑制された。

【結論】ヒト精子に存在するμ一カルパインが細胞内カルシウムイオン濃度の増加によって活性化され・先

体反応や精子運動能などの受精能獲得に重要な役割を演じている可能性が示唆された。
　　1　　　　　　1
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151 運動精子と精液中活性酸素との関連性に対する検討

■

　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　○湯村　　寧，岩崎　　晧，齋藤　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦，佐藤　和彦，穂坂　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科　　　友田　岳志，広川　　信

　【はじめに】乏精子症を呈する男子不妊症の精液中には20～40％に活性酸素（Reactive　orygen　sp　ecies以

下ROSと略）が検出され，それらと妊孕性、特に精子運動性との関連が報告されている。その中で精漿の除去、

あるいは遠沈の刺激によりROS値が上昇を来す事も注目されている。一方精液中に検出されるROSの産生源
の1つとして精子、特に形態的あるいは運動性に異常を持つ精子が有力視されている。そしてROS陽性例にお
いては、射出直後よりROSが検出され、室温ではその値の変化は少ないとされる。そこで、精子運動の変化が

ROS値に影響を与えるか否かを探るために、現在精液検査の際に使用しているインキュベーターを利用して経
時的な精子運動の変化を調べ、併せて、加熱、及び震塗によるROS産生への影響を検討した。

　【対象】横浜市立大学泌尿器科、藤沢市民病院、社会保険相模野病院，大和市立病院泌尿器科不妊外来
の患者より得られた精液195検体を用いた。

　【方法】用手法で得られた未処理精液500μ1に、1uminol　4．2μ　molを40μ1添加後の吸光度をルミノメ

ーター1251で測定しその30分間の積分値を求めた。また、精液検査は射出後1、6時間後でC611soft　3000
により測定した。

【結果】1）37℃加温、震甕により精子運動の極端に低下する症例が認められ、そのような例ではBOS
の検出が得られなかった。2）冷蔵保存により観察した未処理精液ではROS陽性例と陰性例の間で、精子運動率

の経時的な変化に差は認められなかった。

●

●

■

152 媒精に用いた洗浄・濃縮精子における精子形態評価

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科　○木村　秀崇，福井　淳史，山口　英二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福士　義将，藤井　俊策，齋藤　良治

【目的】IVF－ETの媒精に用いた精子の形態が、受精率の予測に寄与するか否かにっいて後方視的に検討した。

【対象と方法】当科不妊外来において（］inR　H　agonistを用いた過排卵刺激周期でconvcntional　IVF・ETを施行した

症例のうち・6個以上のmetaphase　II〔P邸eが得られ、十分な数の運動良好精子を用いて媒精を行えた108周期

を対象とした・精液は80％Peroo11法およびswim－uP法で濃縮し、卵の個数にかかわらず10x106／mlの運動精子
で媒精した。同時に、媒精に用いた精子浮遊液の一部を塗抹・乾燥してPapanicolaou変法で染色し、　Strict　atl　as

criteria（Kruger　et　ai．　1986）に基づき精子形態を評価した。これらの治療周期を媒精後の受精率により、不良群

（受精率く309。，　n＝　16）、中間群（30－70％，n＝35）、および良好群（≧70％，　n＝57）に分け、各群間における精子形態

の差異をANOVAにより比較した。
【結果】各群間で年齢と不妊期間に差は認められなかった。媒精に用いた正常形態精子の比率は、不良群では

24。1±9．0％（95％CI＝13－38）、中間群では36、5±15．7％（1760）、良好群では41．5±17．9％であり（16－65）であり、

統計学的有意差（P＜0，01）を認めた。さらに、形態学的分類のうち頭部奇形精子の比率は、不良群では47，3±

4・6％・中間群では34．2±2．3％、良好群では35．0±2．4％であり、統計学的有意差（Pく0．05）を認めた。一方、頚

部ならびに尾部の奇形率については有意差を認めず、受精率が良好であるにもかかわらず正常形態精子の比率

が低かった症例の大部分では、尾部奇形率が高かった。

【結論】十分な数の運動良好精子を用いて媒精したにもかかわらず受精率が低かった症例では、媒精に用いた精

子浮遊液中における正常形態精子の比率が低く、特に頭部奇形精子の比率が受精率に影響すると考えられた。

o

■

○
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153 精子形態異常と精子核膨化能の検討
ハムスター卵細胞質注入法を用いて

（481）　191

●

●

の

慶磨義塾大学医学部産婦人科

川崎市立川崎病院産婦人科

○大澤　淑子，末岡　　浩，久慈　直昭

　堀井　雅子，高垣　栄美，雨宮　　香

　吉村　泰典

　岩田　壮吉

［目的］我々は、高度のtapering精子優位症例では、顕微授精を行っても受精率（前核形成率）が低いこ

と、高度tapering型異常精子が、　dithiothreitol－triton－XIOOを用いたin　一一　vitro精子核膨化実験系で核膨

化遅延と不完全化を示すことを報告してきた。これに対し、ヒトの異常形態精子、正常形態精子をハムス

ター卵に注入（ICSI）することで、精子の形態異常と卵子内での膨化能を観察することを目的とした。

［方法］慶慮義塾大学病院における顕微授精症例から高度のtapering精子優位症例、球状精子優位症例、

細胞質小滴精子優位症例から、それぞれの形態異常精子を選別し、ハムスター卵の細胞質内へ顕微注入し

た。対照としてAID　donorの精子から正常形態精子を選別し、　ICSIを施行した。　ICSI後、4時間培養し

た上で卵子内の膨化能を比較検討した。高度のtapering精子では膨化率が低かったことから、さらに正常

形態精子を有する高度のtapering精子優位症例から、形態正常と思われる精子を選別し、ハムスター卵に

顕微注入して膨化率を検討した。
［成績］変性率は8％（20／250）で、精子形態によって差は無かった。高度tapering精子、球状精子、

細胞質小滴精子、donorの正常形態精子、高度のtapering精子優位症例の正常形態精子の膨化率はそれぞ
れ、13．3％（6／45）、82．6％（38／46）、89．4％（42／47）、93．5％（42／46）、76・2％（35／46）であ

った。

［結論］高度のtapering精子は球状精子、細胞質小滴精子と比較して膨化能が低かった。高度のtapering

精子優位症例では、鏡検上形態的に正常に見える精子でもハムスター卵内での膨化能がdonor正常形態精

子に比し、低い傾向を示した。高度のtapering精子優位症例では、　tapering精子のみならず、正常形態

精子も、膨化能に障害を有する可能性が示唆された。

o
154　Diamide，Acridine・range染色を用いた受精能とヒト精子核蛋白
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　との関連性の検討

福島県立医科大学産科婦人科　　○橋本志奈子，片寄　治男，山田　宏子

　　　　　　　　　　　　　　　　山田秀和，柳田薫，佐藤章

の

●

【目的】Acridlne　orange（AO）染色法はヒト射出精子の成熟度解析及び［VF－ETにおける受精能判定に有用で

あることが既に報告されている。AO染色で未熟型と判定された症例の射出精子にSH基の特異的酸化剤である

Diam　ideをAOに併用したD－AO染色を施すと、精子成熟障害は精子核内のS－S結合形成障害（精巣上体機能異

常）及びSH基すらない未熟型（精巣における核蛋白置換障害）にさらに分類することが可能となる。後者は特

にIV　F－ETにおける受精率が低く臨床上注目されるところである。今回はD－AO染色により核蛋白置換障害に分

類された射出精子から核蛋白を抽出、SDS－PAGEによる核蛋白分析を行いD－AO染色の有用性を確認すること

を目的とした。　【対象及び方法】対象はD－AO染色で核蛋白置換障害と判定された2例および妊孕性の確認され

ている2例の射出精液とした。精液からパ　・一コーJレ法で回収された精子浮遊液を20mMTris／HC1（pH7．5）150mM

KC　O．34M　sucroseを含むbufferで遠心洗浄後sonicationし、1．4Msucroseを用いた密度勾配遠心法により精子

頭部を回収した。4％Tween80で細胞膜を溶解して核を抽出、0．25MHCIにより塩基性核蛋白を抽出して、20

μg／ml　Sodium　deoxycolate・20％Tricloroacetic　acldにより核蛋白を沈殿させて滅菌水に溶解し泳動用サン

プルとした。核蛋白分析は2．5M尿素入りの20％precast　polyacr’ylamid　ge1を用いたSDS－PAGEを行い銀染色

を施行した。　【結果及び結論】妊孕性の確認されている2例では約26・20・14KDにバンドが認められたが未

熟核蛋白症例の2例では約14KDのバンドは認められなかった。分子量から約14KDの核蛋白は成熟精子核蛋白

（プロタミン）と思われD－AO染色は精子核蛋白置換障害の検出に有用な方法であることが示唆された。

■
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155 還元型glutathione（GSH）を用いたマウス精子の酸化還元反応
　　　　　　　　および透明帯接着能・受精能の検討

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科　　○水野　薫子，平田　修司，大田　昌治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　雄三，永井聖一郎，小川　恵吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　　剛，星　　和彦

（目的）精子核クロマチンの核蛋白はピストンからプロタミンへと置換され、－S－S一結合を形成しながら

還元型から酸化型へと置換され成熟していく。また、卵内に侵入した精子核では一S－S一結合が解離し、

核は膨化するが、そのメカニズムに卵内の還元型glutathione（GSH）が関与している可能性が示唆され

ている。そこでGSHによるin　vitroでの精子の還元反応の有無とその反応の可逆性をacridine　orange
染色を用いて検討した。また、その反応が精子の透明帯への接着能や受精能に影響を及ぼすかを検討した。

（方法）8週令マウスの精巣上体尾部をCZB（コントロール群）および10mM　GSH（GSH群）中で切開し

swim　up精子を回収、さらにGSH群の一部をCZB中で30分間追加培養した。それぞれの群の精子を
acridine　orange染色し精子の酸化還元状態を判定した。また、ピアルロニダーゼ処理したマウス卵と媒

精し、精子の透明帯接着能を検討した。さらに、過排卵処理したマウス卵と体外受精し、37℃、5％

CO2下で培養、受精能の検討を行った。なお、2PN出現をもって受精と判定した。
（成績）コントロール群は100％9Teenに染色され、－S－S一結合を有する酸化型精子であった。一方、

GSH群はredに染まり精子核のプロタミンが還元されたことが示され、　CZBで追加培養した群の精子は

100％greenに復元し、自動酸化が行われたことがわかった。また、　GSH群の精子の透明帯接着能はコ
ントロール群に比し低下したが、自動酸化した精子の透明帯接着能はコントロール群と同程度であった。

さらに、コントロール群と自動酸化した精子の受精率はそれぞれ96．7％と90．3％で有意差はなかった。

（結論）マウス精巣上体尾部精子をGSHで処理することによりin　v童troで核プロタミンを還元し、
acridine　orange染色にてgreenからredに変化させ得ることを明らかにした。また、　in　vitro還元精子

はCZB中で速やかに酸化され、精子には自動酸化能があることがわかった。さらに、　GSHによる酸化
還元反応は可逆性であり、透明帯接着能や受精能には影響を与えないことが示された。

●

●

■

156 　精液所見による精子膨化能の相違の検証

一 精子膨化能の受精能検査としての有用性一
●

　　　　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院産婦人科　　○岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学医学部産婦人科　　　末岡　　浩，大沢　淑子，吉村　泰典

【目的】受精により卵細胞質に侵入した精子核は速やかに膨化し雄性前核に至る。精子核膨化は核蛋白
との関連性が類推されており、強く凝縮している成熟精子核もin　vitroでは塩の存在下でS－S結合を
還元することにより膨化を誘導することができる。in　vitro精子核膨化系を作製し、精子膨化能を評価
して精液所見と比較することにより、精子膨化能の受精能検査としての有用性を検討する。　【方法】精

液検体（n＝22）は患者の同意を得て使用した。洗浄精子に対し0．05％1ysolecithin処理及び1．5　M
NaCl　一　5　mM　dithiothreitol（DTr）－Tris　buffer処理を施し、膜成分の除去とS－S結合の還元を生じ
させて精子核を膨化させた。膨化精子核は①intact；形態的に変化がない②partial　decondensation
（PD）；膨化による径の変化が2倍以下③complete　decondensation（CD）；径が2倍以上に膨化④
break　down；辺縁が不明瞭に拡散　以上のように分類し、膨化開始15分後での状態で精子膨化能を
評価した。精液所見はWHO，（1987）の基準に沿い分類した。　【結果】精子核は、1．5　M　NaCl－5　mM

DTr溶液の添加により直ちに膨化を開始した。精液所見が優良なものでは、添加後3分後にほとんど
の精子核がCDに至り、15分後では大部分がbreak　downまで進んだ。精液所見不良例では膨化は遅
延し、15分後でもintactあるいはPDである精子核が多数存在した。さらに60分後でもCDに至ら
ない精子核が散見された。また精液所見の中でも運動率との関連性が最も強く認められ、運動率　50％
以上の検体では膨化能に相違を認めないものの、運動率50％以下のAsthenozoospermiaの症例にお
いて著明な膨化の遅延を認めた。　【結論】in　vitro精子核膨化系を用いた精子膨化能の評価は、精子濃
度・運動率等の精液所見と相関し、特に運動率との強い関連を示した。精子の受精能評価をする上で、
従来から関連性が指摘されてきた運動率が明確な指標となり得ないのに対し、径の増大という客観的な
指標で判断する精子膨化能の評価は、受精能検査として有用である可能性が示唆された。

●

●
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157 男性不妊における抗酸化物質と精液所見について
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o

新潟大学医学部産婦人科　　○鈴木　美奈，山本　泰明，松下　　宏

　　　　　　　　　　　　　　富田　雅俊，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　倉林　　工，田中　憲一

【目的】精子細胞膜は高濃度の多価不飽和脂肪酸を含有することから過剰の活性酸素種の産生は脂肪

過酸化による精子機能低下の重要な要因と考えられる。superoxide　dismutase（SOD）は活性酸素の一種

であるqを不均化する酵素で生体内に広くかつ多量に存在する。今回、男性不妊症患者の血清及び

精漿を用いてSODを測定し、精液所見との関連について臨床的に検討した。

【対象と方法】当科男性不妊外来を受診した乏精子症、精子無力症患者as例を対象に血清および精漿

のSOD活性値をNBT還元法にて測定、同時に血清ホルモン値の測定、精液検査を施行した。その後、

抗酸化作用を有する漢方薬（柴苓湯）の内服による各検査値の変化について検討を行った。

【結果】1．精漿中SOD活性と総精子数（r＝053、　P＜O．05）運動精子数（r＝O．58、　P＜O．05）に有為な相関が認

められた。2．血清及び精漿中SOD活性と血清ホルモン値には相関は認められなかった。3抗酸化作用

剤投与12週間により血清SOD活性は有意に上昇した（前8。03±2．8、後9．00±3　．2、　P＜O．05）。4．血清SOD

上昇群において、総精子数（前35±23×1〔f／ml、後15・2±215、　P＝O．08）、運動精子数（前L4±42、後

8．7±71、P＝0．ll）。、直進精子数（前05±0．24、後4・0±16．3、　P＝O．11）の改善傾向が認められた。

【結論】精漿中のSOD活性測定が精液状態を知る一つの指標となる可能性と、抗酸化剤が精液状態の

改善をもたらす可能性が示唆された。

■

●

158 男性不妊における精巣内血流，および傍精巣血流の評価と
　　　　　　　　　　　　精液所見について

の

●

新潟大学医学部産婦人科　　○山本　泰明，鈴木　美奈，松下　　宏

　　　　　　　　　　　　　　富田　雅俊，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　倉林　　工，田中　憲一

【目的】従来より、精巣静脈瘤の診断に簡便でかつ低侵襲的なカラードプラ超音波断層法が用いられている。

今回これを応用して、男性不妊症患者の精巣内、および傍精巣の精巣動脈の血流評価と精液所見の関連にっ

いて臨床的に検討した。

【対象と方法】1999年1月から当科男性不妊外来を受診した乏精子症、精子無力症患者2〔｝例を対象に精巣内、

および傍精巣の精巣動脈血流のResistance　index（RI），　Pulsatility　i皿dex（PI）を持田ソノビスターcolorにて測定し、

同時に施行した精液検査と比較した。また、抗酸化作用を有する漢方薬（柴苓湯）の内服前後の血流変化、

精液所見について検討を行った。

【結果】L精巣内RIと運動精子数に負の相関が認められた（r＝O．61，P＜0．01）Z精巣内PIと全精子数（PくO．05）、

運動精子数（p＝0．01）に有意な相関が認められた。3．精巣内RIと傍精巣RI（P〈0．Ol），．精巣内PIと傍精巣PI（p＝O，05）

にそれぞれ相関が認められた。4．柴苓湯内服後、有意に精巣内R【は低下した（前0．76±O．04、後0。66±0．003、

P＜0．05）

【結論】カラードプラ超音波断層法は男性不妊症の評価手段になりうる可能性が示唆された。また、抗酸化作

用剤の精液所見改善の機序として、精巣動脈の血流改善が関与していると思われた。
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159 精巣腫瘍における妊孕能の検討

●

原三信病院泌尿器科　　○小野　誠之，小松　　潔，山口　秋人

　目的：精巣腫瘍患者は精巣摘除術前よりすでに妊孕能が低下しているとの報告がある。そこで我々は精巣摘除

術後で抗腫瘍療法前患者の妊孕能を非精巣腫瘍患者と比較検討したのでここに報告する。

　対象と方法：1993年7月から1999年5月までで、抗腫瘍療法前の精子凍結保存を希望した精巣腫瘍患者30例

（前者）である。比較に用いた症例は悪性リンパ腫6例、白血病3例、骨盤内腫瘍3例の計12例（後者）である。

平均年齢は前者29歳、後者28歳であった。

　結果：精液所見では前者vs後者で、精子濃度64×106／m1（O．9－218）vs　89×106／m1（4－418）、総精子数256

×106（1．8－1230）vs　396×106（8－1672）であった。統計学的に有意差はなかったが前者において低い傾向にあっ

た。精子濃度60×106／m1以下の症例は前者10／30例、後者3／12例で前者に多かった。

　内分泌学的検査では、前者vs後者でFSH　3。6　vs　2．6　mIU／m1、LH・6．5・vs・3．8　mlU／m1、テストス和ン3．9　vs　5．2　ng／ml

であった。なお各値は中央値を用いた。

　まとめ：1．精巣腫瘍30例の妊孕能を非精巣腫瘍12例と比較検討した。2．精巣腫瘍の精液所見は不良であった。

3精巣腫瘍の1／3が精子濃度60×10‘／ml以下であった。4精巣腫瘍ではFSH、LHは高く、テストステロンは低い傾向であ

った。

　考察；精巣腫瘍患者の造精能は抗腫瘍療法前に既に障害されている症例がある。ゆえに抗腫瘍療法による造精

機能障害の程度にも個人差があると考えられる。さらに症例を重ね検討が必要である。

6
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160　エンドトキシンの精子運動能および活性酸素産生に及ぼす影響

●

大分医科大学産科婦人科　　○浦田憲一郎，楢原　久司，田中雄一郎

　　　　　　　　　　　　　奈須　家栄，河野　康志，宮川　勇生

［目的］男性不妊における精子運動能の低下をもたらす因子およびその病態はいまだ不明な点が多い。

膿精子症における精子機能障害の機序を明らかにするため，1ipopolysaccharide（LPS）の精子運動能お

よび活性酸素産生に及ぼす影響にっいて検討した。

［方法］正常精液（n＝15，WHO基準をみたすもの）にLPSを直接添加し，精子運動能の指標（SMI）の変

化をSQA　ll・Bにより測定した。また，　LPS刺激後の精液中の活性酸素の変化を。ルミノール添加による
化学発光（CL）としてフォトカウンターで測定した。さらに，　LPSの作用に及ぼすvitamin　C（Vit．C）お

よびalloprino1の影響を検討した。精液は，患者のインフォームドコンセントを得て実験に用いた。
［結果］LPS（100ng／ml，1μg／ml）は濃度依存性にSMIを低下させた（p〈O，　01）。また，　LPS（1μg／m1）

は時間依存性にSMIを低下させ，添加30分後にcontrol群と比べ53％のSMIの低下〔p〈0，01）を認めた。

LPSは精液の活性酸素産生を濃度依存性に増加させた（pく0．01）。っぎにLPSとともにスカベンジャーと

してのVit．Cおよびalloprinolを添加したところ，　LPSによる精子運動能抑制作用が有意に改善された
（p〈0．Ol）。また．　LPSによる精液の活性酸素産生抑制作用もVit．　Cおよびalloprinolにより有意に改善
された（p〈0．Ol）。

［結論］LPSによりSMIは有意に低下し，精液中の活性酸素が有意に上昇したこと，また，スカベンジ

ャーによりLPSのSMIへの抑制作用とともに活性酸素産生作用も抑制されたことより，感染により精子
運動能への障害がおこるが，その作用には活性酸素が関与していることが示唆された。

●

●

■
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161 精子凍結法における簡便性についての検討
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　　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院不妊センター　○田内　悦子，隈本　　巧，河野由佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　英明，石橋和加子，野見山真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　ゆみ，小島加代子

【目的】当院では従来よりPercoll調整後に精子凍結を行ってきたが、業務上繁雑となるうえ、融解後に十分な運

動精子を回収できない例を経験した。そこで今回PercoU法に比べ、より簡便なWashi㎎法での凍結を試み、そ

の有用性について検討したので報告する。　【対象および方法】対象は、正常精液30例である。F検定のうえ両群

間に有意差がないように二分し検討を行ったeWashing群（W群）は、精液に10％SSS添加HTFを加え遠心洗浄
（1000rpm，10分間）し、ペレットをO．5neに懸濁した。　PercoU調整群（P群）は精液を希釈後、単層Percollに重層し

遠心分離（1500rpm，20分間）を行った。その後、2回の遠心洗浄（1000rpm，5分間）を行い、ペレットを0．Smeに懸

濁した。各群の精子懸濁液にTest　Yolk　Bufferを等量混合し、セラムチューブに1．Omeずつ充填、25℃で水浴

後、液体窒素蒸気法により凍結を行った。融解は37℃微温湯中で10分間行った。融解後は各群とも2層Percoll法

により調整を行い、最終調整量をO．2m¢とした。原精液、凍結前調整時、融解後調整時それぞれの精子濃度、運

動率を測定し、総運動精子数および運動精子回収率（融解後調整時総運動精子数／原精液総運動精子数）を算出し

た。　【結果】原精液中での運動率はW群59．8±13，7％、P群61．9±10．1％、総運動精子数はW群109．3±78．0

（×106）、P群114．0±77．5（×106）であった。凍結前調整時での運動率はW群48．4±11．4％、　P群83．6±8．7％と有

意にP群が高値となったが、総運動精子数はW群26．2±14．6（×106）、P群25．1±12．3（×106）と有意差はなかっ

た。融解後調整時での運動率はW群64．1±13．9％、P群54．8±18，0％、総運動精子数はW群3．0±1．8（×106）、　P群

3．1±3．3（×106）であり有意差はなかった。また、運動精子回収率においても2群間に有意差は認められなかっ

た。【結謝Washi㎎法の凍結はPercoll法の凍結と比較して、融解後の精子所見に有意な差はなく、簡便性と

いう点において有用であると考えられた。

162 ICSIにおけるPVP，各種酵素の精子に与える影響の検討

●

■

●

　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　　○福井　淳史，藤井　俊策，木村　秀崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　英一1，福士　義将，齋藤　良治

【目的】Polyvinylpyrrolidone（PV　P）は、その粘稠度や精子原形質膜の安定化作用ゆえICSIにおける

マイクロインジェクションに広く利用されているが、精子細胞膜への傷害性や、卵への注入による卵の

傷害性を示唆する報告もある。またTESE－ICSIの際の精巣組織の分散に用いられる種々の酵素の、精

子への影響も明らかではない。そこでこれらの物質に対する精子DNA傷害性につき検討した。

【方法】患者の同意の元に得られた正常精液につき、Percollを用い、密度勾配法により運動良好精子

を回収した。運動良好精子100μ1に10％PVP、　O．1％ピアルロニダーゼ、　O．1％コラゲナーゼをそれぞ

れ100μL10μ1、0μ1添加し、1時間あるいは3時間暴露させ、　Si㎎le－Cell　Gel　Electrophoresisを

用いて精子のDNA傷害性を検討した。各精子はそれぞれ10，000個測定し、彗星状に電気泳動（DNA
損傷）された精子数を計測した。

【成績］1）ピアルロニダーゼ暴露では、いずれもDNA傷害性に有意差は認められなかった。2）コラ

ゲナーゼ暴露でも、いずれもDNA傷害性に有意差は認められなかった。3）PV　P暴露では、1時間暴

露により100μ1添加で4個、10μ1添加で15個、また3時間暴露により100μ1添加で10個、10μ1
添加で35個の精子にDNA損傷が認められた。無添加では、いずれの暴露時間でもDNA損傷は認めら
れなかった。

【結論］PV　Pへの長時間の暴露により精子DNAが損傷されている可能性があったことより、　PV　Pは

配偶子に対しを何らかの影響を持つ可能性が示唆された。

し
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163 ヒト精子先体反応へのアデノシンA1，　A2受容体作働薬

　　　　　　　　および拮抗薬の影響

●

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　　　明治薬科大学薬理科

慶磨義塾大学医学部産婦人科

○兼子　　智，郡山　　智，赤星　晃一

　黒島　正子，宮越　　敬，田辺　清男

　斉藤　敏樹，竹内　幸一

　黒田優佳子

【目的】精子先体反応（AR）は精液中では誘起しないが、洗浄により精漿を除
去すると自発的に誘起する。われわれは精漿中に高濃度（26．1土25．7μM、
n＝12）のアデノシン（Ade）が存在し、AR誘起がAdeにより濃度依存的に阻
止されることを報告した。Ade受容体subtypeであるAl、A2受容体のAR誘
起機構への関与を検肘するため、両受容体への選択的作働薬、拮抗薬の影響
を比較した。　【方法】精液はキャピラール撹拝密度勾配法により洗浄後、精
子濃度5×10アノmlとなるようにハンクス液に懸濁した。各種薬物を添加して、
37℃、3時間培養後、FITC一コンカナバリンA法によりAR誘起率を観察した。
【結果】A1、　A2受容体の選択的作働薬であるPIAまたはNECA存在下に精子
を洗浄、培養すると、AR誘起はPIAにより濃度依存的に抑制され、10－5M以
上でほぼ完全に阻止された。一方、NECAはARに影響しなかった。　A1、A2受
容体の選択的拮抗薬であるFK838、ZM241385の影響を比較した。10－
7MFK838存在下に培養すると、培養3時間後のAR誘起率は52±7．4％（平
均土SD、n＝4）と、対照（32土6．2％）に比して有意に促進された。
ZM241385はARに影響しなかった。　【考察】以上の結果から、精漿中では
adeが精子adeA1受容体を介してAR誘起を抑制している可能性が示された。
一 方、AR誘起にadeA2受容体が積極的に関与することに否定的な結果が得ら
れた。

●

●

o

164ガリン・プロタミンを持つトランスジェニックマウス精子を用いた検討

●

総合会津中央病院産婦人科

福島県立医科大学産婦人科

ハワイ大学解剖学・生殖生物学

○呉竹昭治

　木村　康之，片寄　治男，矢沢　浩之

　柳田　　薫，佐藤　　章

　柳町隆造

【目的】鳥類に特有なプロタミン（P）であるガリン（G）を精子核に組み込んだトランスジェニ
ックマウスITgN（Prml　Gal）223Brilは、妊孕性を有し正常な産仔に発生することが知られ
ている。今回はWildマウス、T75マウス（P・G＝1：1．9　4）、　T77マウス（PiG＝1・5．62）、ニ

ワトリの4種類の精子をマウス卵にICSIしてそれぞれの精子（核）に起こる変化を観察し受精
へ及ぼす核蛋白の影響を検討した。　【方法】まずwild、　T75、T77マウスの精巣上体尾部精
子と、BDF1雌マウスの未受精卵（穎粒膜細胞除去通常卵、透明帯除去卵）を用いてIVFを行い
それぞれの受精率を検討した。次にニワトリの射出精子を加えて4種類の精子をマウス通常
卵にICSIした後、40分CZB培養液内で培養しギムザ染色して精子核の状態を観察した。
【結果】通常卵のlvF受精率はwild：89％，T75：56％であったが、　T77精子は運動性が悪く、

全く受精しなかった。透明帯除去卵の受精率はWildl100％，T75：100％、T77：75％であった。
ICSIの40分後にWild精子で脱凝縮を開始した卵は一つもなかった。　T75精子は33％が脱凝
縮を開始していたが、完全に脱凝縮した卵はなかった。T77精子は50％が脱凝縮を開始して
おり、27％が完全に脱凝縮していた。ニワトリ精子は全ての精子が完全に脱凝縮していた。
【結論】マウス核蛋白に組み込まれたガリンはCap　acitationや先体反応には影響を与えず、
精子の運動性に影響しそれを低下させている可能性がある。ガリンはシステイン残基を持た
ないため、プロタミン分子内にS－S結合を形成しないことが特徴である。顕微授精後の精子核
の脱凝縮速度はニワトリ，T77，T75、Wildマウスの順に早く、これはプロタミン分子内のS－S
結合の割合に反比例しており、精子核の脱凝縮速度は核蛋白に依存していることが示された。

■

■

∂
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165 頚管粘液中の金属と不妊との関連
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　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科　　○鳴瀬　夕子，柳田　　薫，矢沢　浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片寄　治男，山田　宏子，橋本志奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林章太郎，佐藤章

［目的］環境因子としての金属の生殖への影響が懸念され、血液・尿・精液中の金属と不妊との関連が
検討されている。頚管粘液（CM）中の金属に着目し、　CM中の金属と不妊の関連を検討した。【方法】外来

を受診した38名（20～40歳）の女性を対象とし、不妊（S）群（卵管因子と男性因子を除外）21名と妊娠群（P：

妊婦）17名に分け、S群では排卵前期のCMと10時尿を、　P群では随時のCMと10時尿を採取した。　CM、

尿中の金属（Pb，CuAl，他13種）定量を荷電粒子励起X線発光分析法（PIXE）で行い両群で比較した。1成績】1）

CM中金属濃度：濃度を（平均±SDμglg）で示す。濃度が高い金属はA1（23．86±35．43）Zn（5．80±10．85＞，　Fe

（5．19±6．49），Cu（0．51±0．36）で、他は0．5μg／g以下だった。2）尿中金属濃度：濃度が高い金属はAl（2．75±

1．52），Zn（0．71±3．00），Fe（O．31±059），Pb（021±O．40）で、他はO．2　U　gtg以下だった。3）CMでのS群とP群の比較

：両群問で有意差を認めた金属はPb，CuAlの3種であった。　PbはS群で有意に低く0．18±0．11（P群：0．35±

O．25，pく0．05）であった。　CuもS群で有意に低値で0．28±Gl9（P群：0．72±035，pくO．OO　1）であった。　AlはS群で

38．66±45．78（P群：9．05±6．66，Pく0．05）と有意に高値であった。4）尿でのS群とP群の比較：各金属濃度は

両群間で有意の差がなかった。　［結論］PbとCuは精子運動性を抑制すると報告されているが、不妊群

で低値を示した。しかしその値は既報告の血中濃度と同レベルであることから不妊因子とは考えにくい

と思われた。CM中に検出される金属ではA1が高濃度で、既報告による血清中濃度の2000倍以上であっ

た。Alの生体への作用は明らかでないが、不妊群で高値を示すことから受精機構への関与の可能性があ
り、今後検討が必要と思われた。

●

166 培養液中Endotoxinの影響
■

■

■

　　　　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院不妊センター　　○佐藤　和文，藤田　智久，西垣　　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村　　満

　　　日本ミリポア株式会社ラボラトリーウォーター事業部　　石井　直恵

はじめに

　IVF・Ecr‘用培養液中のEndotox　i　n濃度が受精率・胚Grade・妊娠率に及ぼす影響について検討した。

方法

　①1995年9月から1998年7月までの468例について自家製培養液中Endotox　i　n濃度2pgん1以上をH群（231例）、未

　　満をL群（237例）に分けこれらにっいて受精率・胚Grade・妊娠率を比較した。

　②超純水装置はミリOSPとミリQSPUF（一一部EQS－10S）を使用した。

　③Endotox　in濃度測定は皿にて測定した。

　④Convent　ional　IVFのみを対象とした。

　⑤受精率は媒精16時間後の受精確認による。

　⑥胚Grade分類はVeeck　1991に従った。

　⑦妊娠反応陽性例を妊娠とした。

結果

　①H群及びL群間において受精率P＜0，3211・胚Grade（G1＋G2）Pく0．7516と有意差は見られなかったが妊娠率は8，2

　　％に対して24．5％と有意Pく0．0001にL群に高率であった。

　②超純水装置は適切な保守管理によりEndotoxin　freeの水を得られる。
結論

　培養液作成にあたりEndotoxin濃度を2pg／ml未満に抑える事により高率かつ安定した妊娠率が得られる。

駄
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167 ヒト体外受精（ICSI）胚の体外発生用メディウムの検討

●

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○田中威づみ，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一郎，馬渡　善文，井手　紀子

　岩本　智子

　楠　比呂志

【目的】哺乳動物胚の体外発生用のメディウムは、T6の様な単純な組成からなるタイブとHa皿’sF　teの様な複雑な成分を含ん

だタイプとに二分されるが、いずれのタイプのものが優れているかについてはまだ一致した見解は得られていない。近年Ga

rdnerは、複雑な組成の2種類のメディウムを8細胞期の前後で使い分けると、ヒト胚の着床率が著しく向上することを報告し

た。そこで今回我々は、従来より使用しているHTFとGardnerが開発したメディウムを用いて、各々における胚発生の差を初

期と後期とで比較検討したので、その結果にっいて報告する。【方法】過排卵処理にはすべてShort法を用いた。メディウム

にはHTF（自作）、Basal　HTF（購入）、Gl（自作）、G1－2（購入）、G2（自作）及びG2－2（購入）を用い、胚をインキ・べ一S一内で一晩飽

和化させたミネラルtbレ（SQUIB）で覆ったSO～IOO”eの各種メディウムのdrop内に置いて、37．0℃，5XO，5SCO2－95XN2の条件下で

培養した。なお、HTFとdasal　HTFにはIO％非働化血清を添加して使用した。実験1：ICSI後の胚をHTF、Basal　HTF、Gl，Gl

－ 2のdrop内で3日間培養して8細胞期までの発生状態を観察した。実験2；実験1の条件下で8細胞期まで培養した胚を、

HTFからHTF（継続培養）、GtからG2，　G1－2からG2－－2，　HTFからG2、HTFからG22のdropに移してさらに2日間培養し桑実期

胚、および胚盤胞への発生率を比較検討した。【結果】実験童；HTF、Basal　HTF、Gl，G1－2における受精率、正常な8細胞期

胚への発生率、退行（フラV／ンテーションが全割球のSeXL（上を占める胚）率はそれぞれ「79．5X（205／258），55．8X（144／258），12．

4％（32／258）］　　［49，3X（33／67），20．9X（14／67），22．4％（15／67＞］　　［60．0駕（21／35），34．2％（12／35），28．6X（10／35）］　［77．　OX

（t17／152＞，48．　O罵（73／152），17．8％（27／152）］であった。実験2；HTF→HTF、HTF→G2，　HTF→G22，　Gl－・G2，　Gl－2→G2－2に

おける桑実期胚および胚盤胞への発生率は、それぞれ「46．9N（67／143），25．　2％（36／143）1．「57．　8％（26／45），31．　IX（14〆45）

］，［60．O％（30／50），32．　O躬（16／50）］，［42．9X（3／7），28．6％（2／7）］，「53、3賭（8／15），40．　O％（6／15）］であった。【結論】4～8

細胞期胚までの初期発生には、Glucoseおよびリン酸の存在が必要であり、アミノ酸はそれほど重要ではなく、一方、後期

胚発生には、アミノ酸と高目の濃度のGlucoseが重要な働きをすることが示唆された。

●

●

●

168 電解質除去培養液によるヒト精子の冷蔵保存

●

　　　　　　　山王病院中央検査室　○中川さおり，迫田　祐子，白井安砂子

国際医療福祉大学臨床医学センター　　　本田　育子，小林　善宗，井上　IE人

　【目的】近年、assisted　reproductive　technology（ART）の普及に伴い、精子の保存を必要とするケー

スが増加している。精子の長期保存には、従来の凍結法が不可欠であるが、特殊な装置を必要とする上、

融解後の運動率の低下は避け難い。今回我々は、精子の短期間保存用に開発された・電解質除去培養
液（electrolyte－free　solution，以下EF液）による冷蔵法が、　ARTに利用可能であるかを検討した。

【対象および方法】通常の精液検査後残った正常精液（29例）を患者の同意を得て実験に用いた。50
mlのビーカーに15mlの培養液（HTF＋O．3％HSA）を入鉱　底に液化した精液を注入し、　direct　swim　up

法にて運動精子を回収した。精子はEF液（0。33M　glucose＋3％BSA）で一回洗浄してから三等分し、冷蔵庫

内で4℃に保存した。冷蔵3日、7日及び14日後に取り出し，培養液で一回洗浄後，精子自動分析装置（

Hamilton）で運動率及び運動性を分析した。
【結果】精子の運動率（％）は精液中8L8±15．2（mean士S・D）、　swim　up直後992±L2であった・冷蔵後3

日、7日v14日の運動率はそれぞれ、68．7±16．6、45．0±25．　3、10．7士9．8でかなりのバラツキがみられ、

7日目以降急速に低下する傾向が認められた。Path　Ve1ocity（μm／sec）は精液中45．・2士6．2・swim

up後81．　3士13．1であった。冷蔵3日、7日、14日後ではそれぞれ、61．5士14．　3．51．3±21．O、30．1士21．1

で運動率と同様の低下傾向を示した。
【考察及び結論】EF液を用いた冷蔵法は、　簡便で、精子の短期間の保存には良好な方法である。我々は

IVFのPath　Veloci　tyは55．・5以上を適応としている。したがって、冷蔵3日以内であれば、　IVFも十分

可能と思われる。7日以上の冷蔵保存にっいてはvその有効性を含め再検討の余地がある。今回対象とした

のはすべて正常精液であり、乏精子症や精子無力症に関しては更に検討する必要があると思われる。

■

●

ρ



●

169 亜鉛，銅がヒト精子運動性に与える影響
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福島県立医科大学産科婦人科　○山m　宏子，片寄　治男，橋本志奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　矢沢　浩之，林　章太郎，柳田　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　章

【目的】精漿中高濃度亜鉛（Zn）および銅（Cu）がヒト精子運動性の低下と関連があり，不妊症の一因となり

うることを以前報告した．今回は精子の培養液への金属およびキレート剤の添加処理が精子運動性に与

える影響を検討した．【方法】卵管性不妊症でIVF－Erを行っている患者の余剰運動精子を患者の同意を
得て対象とした．運動精子をswim－・up法で回収し、最終精子濃度を20×105／miに調整した．　ZnはZnSO4

・ 7H20，　CuはCuSO4・5H20を用い蒸留水を加えて500mg／m1，50mg／mlの濃度でそれぞれのst㏄k　solutionを

作り，室温で保存した．精子の培養液には10％SSS添加HTFを用い，ZnSO4・7H20を100μg／ml，300μg／m1，

CuSO4・5H20を25μglm1，50μglmlの濃度で調整して使用した．対象には2μ1の蒸留水を加えた．精子運

動性をCASAを用いて培養開始0，1，3，5および24時間後に計測した．また，培養開始3時間で6mM　EDTA
処理（300g，5min遠心洗浄）を300μg／ml　ZnSO4　・　7H20群と50μg／ml　CuSO4・5H20群に施し，その後の運

動性の変化についても検討した．【結果】（1）Zn：300μg／m1では運動率が1時間後から対照と比較し有意
に低下し（85．9±13．1％　vs　98．5±1．58％（m銘n±SD，　n＝10），　p＝O．oo75），24時間ではO％となった．100μglm

lでは24時間後で有意に低下した（6．1±13．0％vs　78．7±16．2％，　p＜O．OOO　1）．（2）Cu：50μg／n皿のみ5時間後

から対照と比較し有意な運動率の低下が観察され（38．0±34．1％vs・95．3±3．3％，　p＝O．COX）2），24時間では0

％となった．（3｝EDTA処理の効果：EDTA処理のみの精子運動性への影響はなかった．　Zn添加群のみ精子

運動性の回復が観察された．なお，Z皿，　Cu添加培養液のpHおよび浸透圧は対照と有意な変化を認めなか

った．【結論】ヒト精子運動性に対するZn，　Cuの濃度および曝露時間に依存した抑制効果が示された．30

0μg／ml　ZnSO4・7H20の3時間曝露まではキレート剤で精子運動性を回復でき，射出直後のEDTA処理は

精漿中に亜鉛が高濃度に存在する男性不妊患者に有効である可能性が示唆された．

●

170 多嚢胞性卵巣（PCO）症候群における卵巣超音波所見と
　　　　視床下部一下垂体一副腎系機能との関係

横浜市立大学医学部産婦人科　　○村瀬真理子，近藤　芳仁，石川　雅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　高島　邦僚，松本　加代，横井　夏子

　　　　　　　　　　　　　　　　池田万里郎，多賀　理吉，植村　次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　平原　史樹

●

●

血

（目的）PCO症候群の始まりが思春期におけるAdrenarcheaと時期を同じくすること、副腎疾患におい

て卵巣における多嚢胞性パターンが見られることより卵巣における多嚢胞性パターンの形成と副腎機能

との関係が推察される。そこでCRHテストにおける反応パターンと卵巣所見との関係を検討した。

（方法）予め同意の得られたPCO症候群51例に対して経膣超音波断層法により卵巣を観察し、　CRH負

荷テストを施行した。同時にテストステロン（T）、アンドロステンジオン（A4）、　D　HEAS、17α

OH－progesterone（P）を測定したeさらに、　clornidによる排卵率、腹腔鏡下多孔術における排卵誘発率

を検討した。（結果）①PCO症候群におけるCRHに対するACTHとcortisolの反応パターンは3つの群

に分類が可能であった。すなわちACTH，cortisolともに基礎値、反応とも正常なもの（1群）が全体の

61．7％、ACTH30分後の反応値が正常婦人の平均値＋2SDを超える過剰反応を示すもの（2群）が21．7％、

ACTH，cortisolの基礎値が正常婦人の平均値＋2SDを超え、反応が低下するもの（3群）が16．7％に認

められた。②卵巣の超音波所見はgeneral　cystic　apttern（GCP）とperipheral　cystic　pattern（PCP）の2

つのパターンが認められた。③GCP，PCPはそれぞれ1群で38A％，61．6％、2群で75％，25％、3群で

87，5％，12．5％とCRHテストで異常反応が見られた群（2群、3群）でGCPが有意に多かった（p＜0．05）。

④高アンドロゲン（A）血症合併症例に限るとPCP群では卵巣型A血症が75％，GCP群では副腎型A血症が

83．3％にみられた。⑤T，A4，DHEAS，17αOH－P値に有意差は見られなかった。⑥clomid，多孔術にお

ける排卵誘発率はPCP群、　GCP群各々60．9％vs59．3％、87．5％vs60％と有意差は見られなかった。　（結

論）PCO症候群における多嚢胞性パターンには視床下部下垂体副腎系の機能異常が関与している可能

性が示唆されたが、治療成績には影響を及ぼさなかった。
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171 凍結胚移植におけるクロミフェン無効PCOS症例に体する
　　　　　　　　腹腔鏡下電気焼灼術の臨床成績

●

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○永吉　　基，田中　　温，粟田松…郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本　智子

【目的】当院では」℃OSの体外受精において、OHSSが予想される症例には、全胚凍結を行い、クロミフ・ン周期およ

び知ミフェン無効PCOS症例に対しては、ホルモン補充周期に凍結胚移植を行っているが、胚移植時に充分な子宮内膜

厚が得られない症例がある。今回我々はこのような症例に対して、自然排卵の誘起を目的として腹腔鏡下電

気焼灼術を行い有用な結果を得たので報告する。【対象と方法】日本産婦人科学会内分泌委員会が定めるP

COS診断基準に合致した14症例に対して、腹腔鏡下に電気メスを使用し、卵巣表面を多発性に焼灼を行った。電

気焼灼術後、凍結胚移植を①自然周期②クロミフェン周期③ホルモン補充周期（知ミフ・ンで排卵誘発されたが子宮内膜厚

が8mm未満と薄かったため）④少量㎜（殺与周期（知ミフ・ン無効でホルモン補充周期にて子宮内膜厚が8闘未満と薄

かったため）に行った。胚移植は排卵確認2日目に行い、移植数は、経産婦は2個、未産婦は3個までとした。

【結果】①術後の自然周期の排卵率は、42．9X（6／M）であり、クロミフ・ン周期の排卵率は、87．5％（7／8）となり、全

体では92．9％（13／14）であった。②胚移植時子宮内膜厚は、自然周期の妊娠例：9．35t2．09働，非妊娠例：12鵬で

あり、7uミフ・ン周期の妊娠例：6．　70i1．　63m，非妊娠例：8．45＋1．06Nとなり、ホルモン補充周期の妊娠例：8．9m，非妊

娠例：8．7圓であり、少量HNG投与周期の妊娠例：10臓であった。③自然周期、知ミフ・ン周期、ホルモン補充周期、少量H

層鍛与周期の妊娠率、流産率、多胎率は、［80．　0％（4／5），0駅0／4），25．e％（1／4）］，［33．3X（4／12），　Se．　O％（2／4），　O％（O

／4）］、「50．O％（1／2）、O％（0／1）、O％（0／D］、「100％（1／1）、OX（O／1）、O％（O／1）1であった。全体としては、妊娠率は症

例あたり：57．1％（8／14）、周期あたり：50．O％（10／20）であった。【結論】知ミフ・ン無効n℃OS症例でなおかつホルモン

補充周期に子宮内膜厚が8回以上にならないPCOS症例に対しては、排卵誘発周期に全胚凍結を行い腹腔鏡下

電気焼灼術後凍結胚移植を行うことは有用な治療法と考えられた。

■

●

■

172 肥満を伴う多嚢胞性卵巣症候群にみる高脂血症について

●

東邦大学佐倉病院産婦人科　　○木下　俊彦，矢野ともね，大高　　究

　　　　　　　　　　　　　　伊藤　元博

（目的）肥満を伴う多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）では非肥満例に比べ、血中脂質値が高いことを報告した。今回

はPCOS以外の肥満例と肥満PCOS例の脂質を調べPCOSに特徴的所見があるかを検討した。また脂質と

体脂肪分布の関係についても検討した。　（対象および方法）Body　Mass　Index（BMDが26以上を呈した34

例（A群：排卵障害を認めない10例、B群：PCOSI1例、　C群：PCOS以外の原因を有する排卵障害例7例）に

おいて、血中総コレステロールaC）、トリグセライド（rG）、　HDL一コレステロール（｝IDL－C）を測定した。　LD　L一

コレステロール（LDL－C）はTC－HDL－C－TG／5として求めた。さらに超音波検査により腹部皮下脂肪厚と

内臓脂肪厚を測定し体脂肪分布を求めた。PCOSは日産婦P℃0診断基準案に基づいて診断した。（結果）BM工、

年齢は各群間に差を認めなかった。脂質値ではTGがA群97．9±32．5、　B群223．0±180、　C群239．8±

ユ50．6㎎／dlであり、A群に対しB、　C群ともに高値であったGP〈O．05）。しかし他の脂質はTCがA群190．4

±30．3、B群211．9±46．2、　C群229．0±59．6㎎／d。　HDL－C　1まA群必．7±9．8、　B群42．4±7．6、　C群41．0

±8．6r㎎／dl。　LDレCはA群126．1±30．5、　B群133．5±56．6、　C群140．0±71．2㎎／dであり、各群間に

有意差を認めたものはなかった。P℃OS群においてより内臓脂肪蓄積型の体脂肪分布を呈する例が多いが、

他の群との間に有意差は認めなかった。　（結論）肥満PCOSではTG、　TCが上昇し、　HDL－Cが低く高脂血

症を呈するが、これはPCOS以外の肥満例にもみられるものでありP℃OSに特徴的とはいえない。　P℃OSに

おける脂質異常には肥満が関与しているものと考えられた。

■

●

幽
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173 PCOs患者から採取した未成熟卵子の体外成熟培養

（491）　201

加藤レディスクリニック　○森田　　大，桑山　正成，橋本恵美子

　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

●

s

【目的】

卵巣内小卵胞から採取された未成熟卵子を体外で成熟し、1VFあるいはICSIに利用できれば、卵胞刺激処置によ

りCHSSの危険性を有するPO飴患者にとって有効な不妊治療技術となる。本研究ではこの技術の実用レベルで

の可能性について検討を行った。

【材料と方法】

インフォームドコンセントの得られたPCX）s患者2名（32および40才）から、9～12日目に卵巣内小卵胞
（直径15mm未満》より超音波誘導にて未成熟卵子を吸引採取した。得られた卵子を10％HS添加TCM－199で
3回洗浄後、同培地の微小滴中で、37．5℃、α：25％、α⊇5％、N290％、湿度飽和の条件下で24～48時間
成熟培養を行った。培養後、成熟の判定は第1極体放出の観察により行った。成熟と判定された卵子は裸化処理

後、顕微受精を行い、注入16～19時間後に受精状況を観察した。
【結果】

2人の患者から21個の小卵胞を吸引し、OV期9個（平均45個）の卵子が得られた（回収率42．8％、4．5個
1患者）。OV期卵子の培養後の成熟率は24時間後（33．3％）、48時間後（33．3）で合計66．6％であった。
またこれらの卵子のICSI後の受精率は合計83，3％で、これらは全て正常受精であった。
【結論】

以上の結果よりP㏄｝患者からは平均4．5個ノ患者と、比較的多い卵子が回収でき、本研究の方法により高率に成

熟することが明らかとなった。さらにこの体外成熟卵子はICSI後高い受精能ならびに高い発生能を有することが

示され、本手法がPOQs患者の治療に有効である可能性が示唆された。

●

●

174 血清中pregnancy　associated　plasma　protein　AのIVFET周期

　　　　におけるOHSS発症予測マーカーとしての意義

東京医科大学産科婦人科　　○鈴木　良知，福嶺　紀隆，臼田　三郎

　　　　　　　　　　　　　杉山　カー，伊東　宏絵，井坂　恵一

　　　　　　　　　　　　　高山　雅臣

9

P

●

【目的】Pregnancy　Associated　plasma　pro　te　in　A（PAPP－A）は非妊婦において卵巣の穎粒膜細胞よ

り産生分泌され，卵胞液中に多量に存在することが知られている。最近開発された市販のIRMA－PAPP－A

．測定キット（Ortho－Cl　inical　Diagnostic社）においては正常月経周期婦人の血清中PAPP－A濃度

は測定感度以下であるが，今回我々はこのキットを用いてIVF－ETのために過剰卵巣刺激された婦人の

血清中PAPP－A濃度を測定し，　PAPP－AがOHSS発症を予測するマーカーとなりうるかについて
検討を行った。【方法】対象は卵管因子のためにIVF－ETを施行した36名の婦人で，卵巣刺激方法は
1。㎎一protoco1で，　pure　F　SH製剤300単位を連日投与し最大卵胞径が18㎜に達した時点でhCG10000

単位を投与した。OHSS発症の9例とOHSS非発症の27例について，採卵後48時間の時点で採血され
ていた血清を用いて，血清中PAPP－A，　VEGFおよびEz濃度の測定を行った。【結果】PAPP－A
の血清中濃度はOHSS発症9例中7例で検出感度以上の値を示し，その平均濃度はO．081±O，051ng／L

であったのに対し，OHSS非発症27例においては25例が検出感度以下であり2例のみ検出感度以上
（O．　036　”v　／L及びO．　04　3inv　／L）であった。　VEGFの血清中濃度はOHSS発症群では269士178P9／nd

であるのに対し，OHSS非発症群では211±153　pg　／meであり，OHSS発症群で高値を示したが有意差

は認められなかった。また血清中E2濃度はOHSS発症群では2654±1008pg！neであるのに対し，
OHSS非発症群では470」：231pg／neであり，OHSS群で有意に高値を示した。　また血清中PAPP－

A濃度と血清中E2濃度との間には正の相関が観察された。
【結論】IVF－ET周期において採卵後48時間での血清中PAPP－A濃度が測定感度以上の値を示した

とき，その症例が今後OHSSを発症する可能性が非常に高いことが明らかとなった。
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175 卵巣過剰刺激症候群モデルラットにおけるプロゲステロン，

vascular　endothelial　growth　factor（VEGF）の関与について

●

熊本大学医学部産科婦人科　　○石川　勝康，大場

　　　　　　　　　　　　　　　松浦　講平，岡村

隆t田中　信幸

均

［目的］卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発症にvascular　endothelial　gr。Wth・factor（VEGF）が関与していること

が指摘されている。我々はラットのOHSSモデルにおいてプロゲステロン（P）の拮抗剤（RU486）を用いた実

験から、OHSS発症へのPの関与を指摘してきた。今回、ラットOHSSモデルにおいてPの作用とVBGF
の発現との関連について検討した。［方法］未熟な’WiStarラット（22日齢）に、　eCG　lo単位を皮下注後に

hCG・10単位を皮下注し排卵刺激モデルを作成した。　OHSSモデルはeCG　10単位を4日間連続皮下注後、

5日目にhCG30単位を皮下注し作成した。この両モデルにおいてRU486が卵巣でのVEGF発現に与える
影響を検討した。RU486（5mg〆kg，20mg／kg）は、hCG投与24時間後に皮下注にて投与した。日齢28日目（hCG

投与後48時間）に卵巣を摘出し、卵巣の重量を測定後RNAと蛋白を抽出し、　RT－PcR、　Northern・bl。血i皿g

及びWestern　blottillgにてVEGFの発現を検討した。卵巣と血清中のVEGF濃度はEIA法にて測定した。

［成績］卵巣でのVEGF発現はhCG投与後に強くなり、さらにOHSSモデルにおいては非刺激、通常の

排卵刺激モデルのいずれと比べても強い発現を認めた。RU486投与によりOHSSの発生は抑制され、蛋

白レベルではRU486によりVEGFの発現は抑制された。しかし、　VBGFmRNAの発現には変化を認めな
かった。［結果］ラヅトOHSSモデルにおいてもOHSSの発症にVEGFが関与していることが示された。

PもまたOHS　Sの発症に関与する因子であり、その作用のひとつはVEGFの転写後調節である可能性が
示唆された。

o

■

●

176 ラット卵巣過剰刺激症候群モデルにおいてhCGの代わりに
　　　　　　　LHを用いたときの血管透過性の変化

●

熊本大学医学部産科婦人科　　○鄭　　俊明，松浦　講平，石川　勝康

　　　　　　　　　　　　　　　田中　信幸，岡村　　均

［目的］卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発症を抑えることは臨床的急務の課題である。我々はこれまで

幼若ラットを用いたOHSSモデルでその血管透過性元進にプロゲステロン、キニンーカリクレイン系等の

卵巣由来因子が関与していることを報告してきた。LHの半減期（約21分）はhCG（約11時間）よりも

短く、LHを代用した排卵刺激はOHSS発症の予防が期待できる。今回、新たにOHSSモデルを作成し、
このモデルにおいてhCGの代わりにLHを投与した時の血管透過性の変化を検討した。　［方法］ウィス

ター系雌ラットを用い22日齢よりeCGを連日2日間投与し、3日目にLH（ヒト尿由来精製LH；デンカ
製薬）　（201U、401U）あるいはhCG（51U、101U）を投与し、さらに5日目にhCG　301Uを投与した。7

日目に血管透過性の評価として、5mMエバンスブルー（EB）O．2mlを静脈内投与し、30分後腹腔内を

生食5mlで洗浄・回収し、その吸光度より腹腔内EB量を測定したe卵巣を摘出し重量を測定したのち

N，N一ジメチルスルボアミド4ml中で24時間インキュベートし抽出液の吸光度より卵巣内EB濃度を測
定した。また同系雌ラットを用い22日齢よりeCGを連日2日間投与し、3日目にLH（201U、401U）あ
るいはhCG（51U、101U）を投与し、12時間後に卵管内の卵子を計測し排卵数とした。［結果］LH（20夏U、

401U＞を投与した群ではhCG（51U、101U）を投与した群に比べ腹腔内EB量が低い傾向がみられた
（3．52±L30、8．85±LO4　vs　7．15±179、11．18±4．01　pg、　Mean士SE）。卵巣重量および卵巣内EB濃度は各群

間に有意差を認めなかった。排卵数はhCG　slU投与群で他の3群に比べ有意に低かった（27．2±5．9、

29．O±3．8　vs　5．8土2．2、26．2±6．8個）。　［結論］LHを投与した群では排卵数を抑制せずにhCGを投与した

群に比べ血管透過性の充進が抑制される傾向がみられた。臨床においてもhCG製剤の代わりにLH製剤

を用いることにより、卵巣過剰刺激症候群の発症を抑える可能性が示唆された。

噂
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177 重症OHSSに対する腹水濾過濃縮再輸注療法の検討

（493）　203

o

G

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　○長井　智則，伊東　宗毅，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　直樹、石原　　理，関　　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省，木ド　勝之

　OHSSの治療は、安静、低蛋白血症・電解質の補正、血栓症の予防が中心となるが、　fi症例では大量

の腹水・胸水による呼吸障害等も加わり、全身管理が必要となる。最近、このような（HSS■症例に対
し、腹水穿刺液を濾過、濃縮して静脈内に還元する方法（腹水濾過濃縮再輸注療法）が綴告され、新た

な治療法として注目されている。今回我々は本法を試みたαnSSI症例3例を経験し、良好な結果を得
たので報告する。

［症例1］27歳、PCOS．　hM　G－hCG痕法を施行、　hCG切替日より3日目に（MSS症状出現。その後症

状増悪し、入院管理。胸水の持続吸引、腹水穿刺3回、本法2回を施行し症状改蓄，品胎妊娠を確認し
退院。　［症例2】25歳、GnRHa－hM　Gにて卵胞刺激、顕微受精。　hCG切替日より6日目にOHSS症状出
現，入院管理。入院中腹水穿刺2回、本法1回を施行、症状改書，双胎妊娠を確認し退院。　【症例3］

39歳，GnRHa－hM　Gにて排卵刺激、　IVF－Er施行．　hCG切替日より7日目にCHSS症状出現，症状増悪の

ため重症CHSSと診断，入院管理．入院中腹水穿刺1回、本法2回を施行、症状改善し，単胎妊娠を確認，
退院。

　本法施行による血漿総蛋白（9／d）の増加は症例1で0．9，症例2で1．6，症例3で0．3，Ht（％）の
減少は症例1でO．9，症例2で4．9，症例3で6．8であった．一過性の発熱を症例1にみた．量症OHSSに

対する本法の意義として，大量腹水除去による血液循環動態の改蕃，患者自身の血液蛋白の濃縮還元，

腹水中のマクロファージ等の細胞成分の除去が挙げられるが，サイトカインなどのChemical
med　atα’s，血中リンパ球の動態への影響についても合わせて考察する．

Q
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178　脳梗塞を併発した卵巣過剰刺激症候群に対し持続硬膜外麻酔が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著効を示した一例

昭和大学藤が丘病院産婦人科　　○藤原　紹生，清水　　篤，依田　　暁

　　　　　　　　　　　　　　　　楢林　充子，杉藤　祐美t大久保和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　俊男，高橋　　諄，野嶽　幸正

t

9

e

【目的】卵巣過剰刺激症候群（OHSS）は近年増加傾向にあり、重症例は生命を脅かす疾患であるが、現在確立

された治療法はない。今回脳梗塞を併発したOHSSを経験し、持続硬膜外麻酔（硬麻）が著効を示し、その後

脳梗塞も寛解したので報告する。

【症例】34歳主婦、既往歴に糖尿病、高血圧、高脂血症、喫煙歴、PCOはない。前回28歳で不妊治療（hMG－hCG）

後双胎分娩。今回続発性不妊症で来院。潜在性高プロラクチン血症、無排卵周期症の診断のもと、本人の希

望もあり、FSH－hMG－hCG療法を開始。　hCG投与後下腹部膨満感を訴えて来院し、OHSSの診断で入院し補
液とDopa皿ine3γを開始、入院2日目に脳梗塞を発症した。腹水の増量あり（腹水深度73．7mm）、　Dopamine

点滴を終了、患者・家族の了解を得て硬麻（L1－2）を開始した。硬麻カテーテルよりカルボカイン注入30分後

より腹満、腹痛は軽減し、カルボカイン約20ml注入後から腹水の減量が始まり尿量は約5－6倍に増量、約11％

のHt値低下と2、5g／dlの血清蛋白値上昇がみられた。4日後には症状軽快し、副作用・合併症や電解質変動

などなく、硬麻を終了（腹水深度27．6mm）。以後腹痛、腹満はみられず脳梗塞も保存的療法で寛解し、2か月

後退院した。

1考察】OHSSではVEGF等により腹・胸水等の増量と血管内脱水のため、まれに脳梗塞等を併発する。硬麻

は末梢血管抵抗を下げて血管床を増やし、腹水等を血管内へ流入させる。この結果、悪循環が断たれ、症状

が改善したと考えられた。

【結論】現在確立された治療法の無いOHSSに対する硬麻法は腹・胸水の管理と腹痛・腹満に対して即効性が

あり極めて有効な方法と思われた。本法は副作用も無く、簡便であるので是非試してみるべき方法と思われ
た。

●
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179　卵巣内Pr・staglandin　endoperoxide　synthase（PGs）発現調節機序

杏林大学医学部産婦人科　○矢崎　智i－，安藤　　索，尾崎　恒男

　　　　　　　　　　　　　勝又木綿子，小菅　浩章，高橋　康一

　　　　　　　　　　　　　岩L下　光利，中村　幸雄

［目的］Pr。staglandin（PG）産生の律速酵素であるProstaglandin　endop。roxide　synthase（PGS）は、卵巣内において

lnterleukin－1β（IL－1β）により調節を受け、排卵過程に影響を及ぼしていることを報告してきた。今回PGS発

現調節作用と、卵巣内PG合成系との関係について検討を加えた。
［方法］25日齢、幼若雌性Spragu。－Dawley　ratsにより得られた全卵巣細胞培養系を用い、1）IL－1β10　ng／ml，

Ind。methacin（lndo）O．Ol・・1μg／m1，　PGE210μg／mlを添加し、48hrの培養を行い、　PGS・1，　PGS－2　mRNA，　PGE2

産生、PGs－2　protein合成の変化を観察した。2）24hの前培養後Nachidonic・acid（AA）o．ol・・1000　pt　M投与1h

後のPGS・2　mRNAの変化を検討した。　PGS　mRNAは、　RNase　prot。Ction　assayを用い、　PGE2はRIAにて、また

PGS－2　prot。inは、　Immune　Western　Blotにより検討した。

［結果］1）IL・1βはPGS－1，　PGS－2　mRNAの発現をそれぞれ約3，60倍促進したが、その作用はInd。により用量

反応性に抑制された。同様にPGE2産生もIL－1βにより約10倍促進されたが、　lndeにより完全にブロックさ

れた。2）PGE2はIL－1βのPGS・2　mRNAに対する作用を更に増強し、　Indoによる抑制効果をもreverseした。ま

た、PGS－2　pr。tein合成もPGE2によりIL－1β作用を促進され、　Indoによる抑制を回復させた。3）PGの前駆体

であるAAは用量反応性にPGS－2　mRNA発現を促進した。
［結論］卵巣内PGS－2はIL・1βにより調節を受けるが、その作用はIndoにより抑制されることが明らかとなっ

た。またAA及びPGE2もrL・1β同様に卵巣内PGS－2発現を調節していることが示唆された。

o

●

9

180 正常月経周期における子宮内膜および妊娠初期脱落膜の
　　　　　　　　　Th1・Th2系細胞の変化 9

愛媛大学医学部産科婦人科○吉本　勲福井敬介，堀　玲子
　　　　　　　　　　　　　　越智　　博，伊藤　昌春

［目的］サイトカイン（CK）に関連した免疫学的妊娠維持機構としてマウスではTh2系CK
（IL－4、　ILIO等）の産生優位が報告されているが、ヒト子宮内膜についての報告は少ない。

正常月経周期の子宮内膜で、Th1・Th2系細胞の変化を測定し、妊娠初期脱落膜と比較検討し
た。

［方法］子宮内膜は、正常月経を有する子宮摘出手術症例（4例）及び内膜日付診施行症例
（11例）より、妊娠初期脱落膜（妊娠6～9週）は、人工流産症例（13例）の手術時にそれぞ

れ患者の同意を得て採取した。組織よりリンパ球を分離後、CD45と1レ4、　IL・2、　TNF一αに対
する抗体を用いて細胞内CKを染色し、　flow　cytometryにて解析した。

［成績］増殖期（n＝4）／分泌期（n＝11）／正常妊娠初期（n＝13）におけるIL－2陽性リン
パ球の比率は、4．83±3・0％／724±4・8％／10．9±6．8％、IL－4陽性リンパ球の比率は、9．19±

3．9％／17．3±6．4％／26．6±11．7％、TNF一α陽性リンパ球の比率は、4．15±4．2％／4．46±2．1

％／15．7±6．4％であった。子宮内膜分泌期のII14陽性リンパ球比率は、増殖期に比べ有意に
高値を示した。また、正常妊娠初期の脱落膜1レ4、TNF一α陽性リンパ球比率は、非妊時に比
べ有意に高値を示した。

［結論］子宮内膜では増殖期から分泌期にかけてTh2系細胞優位の変化を示した。妊娠初期
でもこの傾向は継続し、ヒトでもTh2系細胞優位の変化が妊娠維持に重要な役割を果たして
いる可能性がある。

噂
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181 Tリンパ球の妊娠維持機構のおける役割について
（トランスジェニックマウスを用いた実験的検討）

（495）　205

，

○

東海大学医学部産婦人科　　○善方　菊夫，和泉俊一一’郎、鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，見常多喜子，牧野　恒久

［目的］妊娠成立に伴い、マウスの脱落膜にはTCR一γδ’細胞が増殖し、妊娠の成立・維持に関与

する重要な免疫担当細胞であると考えられている。今回H－2b拘束性Ld特異的T細胞クローンから

得られたTCR遺伝子導入トランスジェニックマウス（2C－Tg）とH－2dハプロタイプBALB
／CにMHC　classI　Ld発現遺伝子を導入したトランスジェニックマウス（Ld－Tg）の
交配実験を行った。この2C－Tgは、　TCR一γδ＋細胞の分化が抑制されており、末梢リンパ球は

導入したCD8陽性T細胞に置き換えられている。その通常妊娠とIFN一γを用い組織適合抗原を強
制的に発現させた場合の妊娠とを比較し、妊娠の成立・維持におけるTリンパ球の関与にっいて検討し

た。　［方法］2C－Tg（♀）とBALB／C（♂）とを交配させ11日目よりIFN一γを1日10
一

単位5日間投与し妊娠18日目の子宮内」波リンパ球の局在及び性状を免疫組織学的（抗CD　4、抗CD

8、抗NK）に、また子宮内リンパ球を常法に従い分離し抗CD　4、抗CD8、抗TCR一αβ、抗NK1．

1および抗TCR一γδ抗体で染色し、　FACSにて解析した。　［結果］lFN一γ投与群においては
非投与群と異なり生児を得ることができなかった。解剖所見にて子宮内胎児は、ほとんど壌死又は吸収

された状態であり、検鏡においては子宮内上皮に白血球増多が見られた。免疫組織学的検索においては

非投与群と比較しCD8陽性細胞が著明な増加を示していたが、同部位のCD4陽性細胞およびNK細
胞の増加は認められなかった。　［結論］通常妊娠においては妊娠継続が可能であったが、lFN一γ投

与にてすべて胎児死亡に終わった。IFN－7投与によりCD8陽性細胞の割合の増加と妊娠の排除が
認められたことから、この細胞が抗Ld抗原認識細胞であることが示唆された。

q

182子宮内膜NK細胞サブポピュレーションに関わるTh細胞優位性の検討

●

弘前大学医学部産科婦人科　　○山口　英二，藤井　俊策，福井　淳史

　　　　　　　　　　　　　　　木村　秀崇，福士　義将t齋藤　良治

e

【目的】着床の成否を左右すると考えられている子宮内膜NK細胞サプポピュレーションとTh細胞優

位性との関連について検討した。

【方法】子宮内膜組織は、正常性周期を有する婦人8名よりインフォームド・コンセントを得た上で、

分泌期中期に採取した。これを直ちに機械的に分散し溶血させた後、子宮内膜上皮細胞と間質細胞、な

らびに血球細胞を含む細胞浮遊液（約1x106／ml）に調整した。その1／3をanti－CD16とanti－CD56
にてlabeli㎎した後、　anti－CD45でgatingを行い、　dual　color　flow（；ytometry（Becton－Dickinson，

Bedford，　MA）にてNK細胞サプポピュレーションを測定した。残りの2／3については、　IC　Screen　Kit

（BioSource　Internationa1，　Cat’narillo，　CA）を用いてTh細胞優位性を調べた。すなわち、　anti－CD3で

gati㎎を行った後、　CD4陽性Th細胞中のIL－4とIFN一γをdual　color　flowcytometry（Becton－
Dickinson，　Bedford，　MA）にて分析し、　IFN一γ＋CD4＋／IL－4＋CD4＋をTh1／Th2とした。

【結果】CD56陽性NK細胞中のCD16陽性細胞の比率は、　Th　1／Th2比と逆相関（R2冨0．60、　p＜0．05）

した。

【結論】子宮膜において、Th細胞の状態はNK細胞サブポピュレーション調節の一翼を担っており、Thl

優位の状態がCDI6陽性NK細胞を増加させ、着床を障害している可能性が示唆された。

●
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183 キニノーゲンを認識する抗PE抗体の結合部位

●

東海大学医学部産婦人科　　○勝沼　潤子，杉　　俊隆，牧野　恒久

［目的］近年抗リン脂質抗体と反復流産，反復血栓症との関係が注目を浴びているe我々は，電気的中性のリ

ン脂質であるphosphatidylethanolamine（PE）に対する抗体のtarget　an　tigenとしてkininogenを発見した

（Bl◎od，86，3083－89，1995）。さらに原因不明反復初期流産患者群で抗PE抗体が多く見い出される事を報告

し，キニノーゲン依存性抗PE抗体の血小板に対する病原性を報告した（Thromb　Res，84，97－109，1996）。今

回我々は一ninogenを認識する抗PE抗体の結合部位をの合成ペプチドkininogen，Domein　3合成ペプチドを用

いて同定した。

［方法］合成ペプチドはs⊃mthesセerで合成し，　HPLCで精製後sequencerで確認した。また，抗PE抗体陽性患

者血清は，インフォームドコンセントのもとで採取し，EI」SA法により測定し，さらに精製したkintnagenを用

いてその特異性を確認した。合成ペプチドはアミノプレートに共有結合により固相化しEL】SAにて抗PE抗体の

認識部位を同定した。
［結果］k！ninogen，Domein　3上のCys333－Cys3saが抗PE抗体の結合部位と思われた。この部位は，　kininogen

の血管内皮細胞結合部位と考えられる部位も含まれるa

［結論〕kininogenは血管内皮細胞に結合し，抗凝固活性をもっている。今回の我々のデータより，抗PE抗体

一kininogen一血管内皮細胞膜の結合部位が隣接していることが示唆された。またkininogen，Domein　3上の抗血

小板活性をもつ部位を認識する抗PE抗体の存在も示唆されており現在検討中である。これにより，結合部位に

より各臨床症状に直結した治療法が選択できると考えられる。

●
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184ラットにおけるEarly　pregnancy　factorとchaperonin　loの相同性の検討

●

秋田大学医学部産婦人科　○河村　和弘，福田　　淳，児玉　英也

　　　　　　　　　　　　　　村田　昌功，熊谷　　仁，熊谷　暁子

　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠

［目的］Early　pregnancy　factor（EPF）は、リンパ球のロゼッタ形成を抑制する物質で、受精成立後早期に

母体血中にその活性が認められることから、受精卵から分泌される免疫関連物質の一一piつであると考えら

れている。近年、このEPFがヒト血小板から精製され、　heat　shock　protetn　fami1yの一つである

chaperonin　10（cpn　10）と同一物質であると報告された。今回我々はラットにおけるEPFとcpn　10の相同

性について検討した。［方法］①ラット未受精卵、受精卵（前核期、2cell、8cell、桑実胚）各15個より

mRNAを抽出し、　RT－PCR、　nested　PCRを行いcpn10の発現を検討した。②EPFのbioassayである

rosette　inhibition　testで、雄ラット肝より精製されたnative　cpn10の活性を測定した。③抗cpn10抗体

を用い、非妊娠ラット血清および妊娠ラット血清で免疫沈降を行い、その上清のEPF活性を測定した。

［結果］①cpn10の発現は盟一PCRのみでは確認できなかったが、さらにnested　PCRを行ったところ、

未受精卵および全てのstageの受精卵で目的の位置に単一バンドとして認められた。②native　cpnlOは

10倍希釈系列の各濃度でいずれもEPF活性を示さなかった。③抗cpn10抗体の免疫沈降による中和試験

を行ってもEPF活性は妊娠ラット血清で失活されなかった。［結論］cpn　10は未受精卵でもmRNAの発現

が認められた。また我々の測定ではnative　cpn10にEPF活性が認められなかった。今回のこの否定的な

結果の理由として、種の違いや、subfamilyの存在などの可能性も考えられるが、少なくともラットに

おいてはcpn10単独でEPF活性は有しないものと考えられた。

■

●
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185 先天性副腎過形成女性の手術療法について

（497）　207

9

●

中国協和医科大学北京協和病院産婦人科　　○郁　　　碕

　　　　　　　近畿大学医学部産婦人科　　　高瀬規久也，星合　　昊

【目的】先天性副腎過形成の女性（21－hydroxylaseの欠乏）では必ず外陰部の男性化奇形を伴う。これに

対し行う手術療法の違いによる婚姻率、　妊娠率の連いを比較する。

【対象、方法】対象は北京協和病院（中国、北京）にて過去30年間に経験した先天性副腎過形成女性48

例中、手術療法を行つた32名とした。手術療法により、単純に陰核切除レた群（A群）17例と陰核の血
行や神経を温存し陰核海綿体を切除した群（B群）15例に分類した。各群につさ術後の婚姻率、妊娠率、

流産率、性生活の満足率を比較した。

【結果】Prader分類では・1、II、　III、　IV型がそれぞれ16例、25例、6例、1例であつた。　Prader　I

度外陰男性奇形の16例は手術療法を必要とせず。Prader　II、エII、　IV型の32名が外陰形成術を受けた。

術後経過観察が可能であつた症例はA群tは16例、B群では8例であつた。これらの内、術後結婚した
のはA群では12例（75％）B群では7例（87，5％）であつた。また、結婚後に妊娠したのはA群では5例
（41．7％）B群では5例（71．4％）tあつた。これら妊娠症例の内A群1例（20％）B群もう1例（2　O％）

が流産した。さちに、性生活に満足レていると答えた症例はA群tは1例もなかつたが、B群では4例57．1％）

に及んだ。本症例では全例排卵障害を伴うが、ステロイドやクロミフエンの投与で術後全例に排卵が認め
られた。

【詰諭】陰核海錦体切除術は、陰核単純切除に比較して性機能の改善に有用であり妊娠率も高かつた。本

症例に対する手術療法としては陰核海錦体切除術を選択すぺ匙てあると考える。

o

186 ピアルロン酸架橋ゲル（SI－4403）の癒着防止効果の検討

●

近畿大学医学部産科婦人科　　○辻　　　勲，高瀬規久也，平野富裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　梅本　雅彦，李　　　藩，郁　　　碕

　　　　　　　　　　　　　　　　向林　　学，三橋　洋治，星合　　昊

り

■

【目的】婦人科手術、特に妊孕能の温存が重要とされるような手術では、術後の癒着予防は長年の課題である。そのために、

癒着防止剤が開発されてきたがいずれも充分な癒着防止効果があるとは言いがたい。今回新たな癒着防止剤として開発され

たヒァルロン酸架橋ゲル（Sl－4403、生化学工業株式会社）の基礎実験を行い、臨床応用の可能性につき検討したので報告

する。　【対象・方法】対象には雄家兎を用いて、ネンブタール静脈麻酔下に開腹にて実験した。癒着は．家兎の虫垂の折り

返し部分に左右対称となるように作成した。癒着作成部分にSl－4403を叶5ml塗布した群をSl－4403群（n　・8）、インター

シードを貼付した群をインターシード群（n＝4）、セプラフィルムを貼付した群をセプラフィルム群（n＝4）、無処置のまま閉

腹した群をコントロール群（n＝13）とした。癒着防止効果の判定は2週間後に開腹にて行い、癒着面積率と癒着程度で評価

した。癒着程度は．Jamesらの報告より、0－4の5段階にてスコアーリングした。　【結果】癒着面積率を比較すると、　Sl－

4403群は53±6．39（0－15．2％）、インターシード群は47．4±24．4％（1　6．7－70．8％）、セプラフィルム群は39．0±

46，0％（0－100％）、コントロール群は76．9±32．6％（8，3－100％）であった。各種癒着防止剤を使用した群はコント

ロール群と比較して癒着面積率は低値であった。特にSi－4403群では、癒着面積率は他の癒着防止剤より低値であった。

さらに、完全に癒着を防止できた症例はSト4403群で4例、セプラフィルム群で1例のみであった。また、癒着程度スコァ

ーで比較すると、Sl－4403群はO．88±1。36（0－4）．インターシード群は3．25±1．50（1－4）、セプラフィルム群は

3．00±2．00（O－4）、コントロール群は3．61±0．96（2－4）であった。コントロール群に比べて癒着程度スコアーが低

値であったのはSl－4403群のみであった。　【結論】今回の結果より、各癒着防止剤の癒着防止効果が碓認された。特に、

Sl－4403群では他の癒着防止剤と比較しても高い癒着防止効果が認められた。また、　Sl－4403群の50％の症例で完全に癒

着を予防することが可能であったことは意味深い事と考える。さらに、癒着程度スコァーはSl－4403群で他群に比較し有

意に低値であり、Sl－4403の高い癒着防止効果が確認された。

●



208　（498） ●

187　　術後早期腹腔鏡による保存的子宮手術後の骨盤内臓器の癒着に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する検討

浜の町病院産婦人科　　○佐野　正敏，小野山一郎，大隈　明子

　　　　　　　　　　　福原　正生，渡邊　良嗣，中村　元一

［目的】子宮筋腫核出術後等の骨盤内臓器の癒着は付属器癒着による不妊症や術後痔痛の原因ともなるた
め、当科では積極的に術後早期腹腔鏡（ESLL）による観察と癒着剥離を行ってる。今回は患者への手術侵
襲の軽減と医療費の削減のため症例の術中所見（子宮手術創の位置／術中癒着）からESLLを省略出来る症
例があるかどうかを検討した。［対象］1994年3月から1998年12月までにESLLを施行した保存的子宮
手術の内、卵巣嚢腫合併を除く45例（摘出組織重量　201士217g・術中出血量＝147±160g・子宮形成術5
例を含む）を対象にした。術中の癒着防止法は無し9例・フィプリン糊製剤28例・酸化セ加一ス膜5例・げ加ン酸膜6

例であった（重複あり）。術中癒着（・）は前壁創（A）群21例・子宮底創（F）群11例・後壁創（P）群23例、術中癒

着（＋）はA群8例・F群5例・P群8例であった（それぞれ重複有り）。ESLLは術後7」±1．6日目に施行し
た。【結果］癒着（一）各群の、創部癒着はA群3例（14％）・F群3例（27％）・P群14例（61％）、付属器癒着はA群

3例（14e／e）・F群1例（9％）・P群7例（30％）、その他の臓器の癒着はA群6例（29％）・F群2例（22％）・P群12

例（52％）であった。癒着（＋）各群の、創部癒着はA群2例（25％）・F群1例（20％）・P群4例（50％）、付属器癒

着はA群7例（88％）・F群5例（100％）・P群8例（100％）、その他の臓器の癒着はA群2例（25％）・F群3例
（60％）・P群5例（63％）であった。また癒着（・）群の中で術創が前壁のみ・子宮底のみ・後壁のみの症例はそれ

ぞれ4例・5例・7例であったが、前壁のみと子宮底のみの9例には創部癒着・付属器癒着・その他の臓器の
癒着は1例もなく、後壁のみの7例では創部癒着5例（71％）・付属器癒着とその他の臓器の癒着はそれぞ
れ3例（43％）であった。【考察】卵巣嚢腫を合併しない保存的子宮手術後の骨盤内臓器の癒着は、子宮術創

が子宮後壁にある場合や術中に付属器等の癒着剥離術を施行した時に高くなった。今回の検討から術中
に癒着がなく子宮術創が前壁のみか子宮底のみの時はESLLを省略できるのではないかと思われた。

Q

●

o

188 当院における子宮外妊娠手術とその予後の検討

●

太田西ノ内病院産婦人科　　○田村みどり

　当院における1994年1月から1998年12月まで5年間の子宮外妊娠手術症例を検討した。症例数は106

例（94年33例、95年19例、96年10例、97年14例、98年30例〉で、着床部位は卵管が97例（93％）あり、

記載があるものでは膨大部が23例、峡部が10例、角部が2例、間質部6例であった。卵管以外では卵巣

が5例、腹腔が3例であった。また、他の産婦人科施設よりの紹介は48未破裂で手術になった例は94年

73％、95年58％だったが96年は症例数も少く40％まで落ち込んだが97年は57％、98年は72％と再び上

昇した。腹腔鏡下手術を行った例は38例（36％）あり、94年は36％、95年は32％あった腹腔鏡下手術

96年はスタッフ減少等の影響もあり20％に例数が減少したが、97年は29％に再度上昇、98年は48％に

腹腔鏡下手術が行われ、時間外手術でも腹腔鏡下手術が行われた例もあり、現在では間質部妊娠など

を除き腹腔鏡下手術が標準術式となりつつある。手術時に卵管が少なくとも片側正常と思われた例は

75例で、うち4例は卵管結紮が行われた。卵管妊娠例での対側卵管が切除後6例、閉塞8例、癒着14例

あり、12例に対側卵管形成術も併せて行われていた。

　　　外来病歴で妊娠の有無を調べたところ、26例は術後来院しておらず、卵管結紮例を含む16例は

挙児希望がなかったと考えられる症例で、解析可能で妊娠希望があったと思われる64例では、自然妊

娠25例（39％）、当院での体外受精による妊娠1例、反復外妊が5例（7、8％）あった。自然妊娠群は19

例で対側卵管が正常だった。2例は卵管切除と対側卵管形成、1例は患側卵管切開と対側卵管形成術を

施行されていた。1例は対側卵管に高度の癒着があり患側卵管をMTX局注で保存し妊娠に至った。自

然妊娠までの期間は、4か月から31か月で平均11か月であった。

●

●
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189 卵巣嚢腫摘出術後の排卵に関する検討

（499）209

島根医科大学産科婦人科　　○尾崎　智哉，高橋健太郎，江田　芳美

　　　　　　　　　　　　　　岡田　正子，宮崎　康二

9

●

　【目的】妊孕性温存が必要な良性卵巣嚢腫患者に対しては、卵巣嚢腫摘出術で卵巣を温存する治療法が選択

される。しかし、残存卵巣の機能については、卵胞発育が低下するという報告もある。今回、我々は卵巣嚢腫摘

出術後の排卵について検討を行った。〈対象および方法〉当科にて卵巣嚢腫摘出術を施行した不妊症患者22例

（evarian　chocolate　cyst：19例、　mature　cystic　teratorna：2例、　serous　cystadenoma：1例）を対象とした。内分泌基礎

値測定および術後月経周期6周期以上、基礎体温および経腔超音波断層法にて卵胞発育のモニタリングを行い、

術後の卵巣機能の変化について検討を行った。〈結果〉対象22例中10例（45．5％）に、術後、患側卵巣より自

然排卵が認められ1患側排卵（＋）群｝、12例（54．5％）は認められなかった偲側排卵O群｝。内分泌基

礎値は両群とも術前と術後で差は認められなかった。患側排卵O群のうち6例は健側卵巣からの排卵も認めら

れず、排卵誘発（clomiphene療法：2例、　hMG療法：4例）を必要とし、うち5例は排卵誘発にて両側の卵巣に卵

胞発育が認められた。患側卵巣における最大卵胞径15mm以上の卵胞数は、健側卵巣に比し少ない傾向にあった

（健側卵巣：1．8±0．8個、患側卵巣：1．1±0．9個）。22例中8例に妊娠が認められたが、うち4例は患側卵巣から

の排卵で妊娠に至っていた。〈結論〉卵巣嚢腫摘出術後の卵巣は健常卵巣に比し、卵胞発育能が低下することが

示唆された。しかし、患側卵巣からの妊娠が半数に認められた事から、卵巣嚢腫摘出術の際には、術後癒着防止

等の妊孕性温存のための配慮が健側卵巣のみならず患側卵巣においても必要であると考えられた。

o

190 各種癒着防止剤の癒着防止効果ならびに腹膜再生への影響

●

日本大学医学部産婦人科　　○長田　尚夫，角田　郁夫，藤井トム清

　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫t佐藤　和雄

D

●

卵管形成術後の妊娠率を下げている主な原因は、癒着剥離術後の再癒着や新たに発生する癒着である。わ

れわれは、家兎腸管癒着モデルを用いて各種癒着防止薬の効果を検討してきた。新しく開発されたHA－gel，

CMCfilmにっいて腹膜再生への影響を検討する目的で以下検討した。【方法】家兎腸管モデルを用いて癒
着剥離面にIIA－ge1，　CMCfilmを塗付または貼付し、3日後、7日後に組織を採取、　HE染色、　Masson’s

trichrome染色を行い1、局所の炎症性変化　2、局所のfibrinの析出の有無　3、局所の漿膜再生像の有無、

HAの局所からの消退（残留）についてHAの特異的染色であるHA結合タンパク質（HABP）によって検討
した。【成績】3日後の病理組織像では、腸管漿膜の浮腫、肥厚、出血巣の有無の比較では、HA－ge1〈CMCfilm

＜コントロールに認められた。7日後の病理組織像では、コントロールトでは、紡垂形の核を持った線維芽

細胞や炎症性細胞が著しく出現、また著しい線維性組織の増生を認めた。増性線維性組織は、隣接する腸

管漿膜面の間に連続的に認められ、典型的な腸管癒着像であった。CMC　filmではコントロールと同様な腸

管癒着像が一部に認められたが増性した線維性組織は、コントロールより少なかった。HA－gelでは、増
性した線維性組織は、CMC　filmより、さらに少なく著しく軽微で膠原線維も一定の厚さで整然と配列し、

偏平の一ヒ皮細胞の再生像が認められた．なお3日後のHABPによるHA特異染色では、　HA－ge1、CMC　mm

ともに組織間に陽性像が観察され組織を完全にセパレー一一トしていたが7日後には陰性であった。しかし

HA－gelの一部で陽性であったが、これは、使用したHA－gel量とによるものと考えられれた。なおHABP

によるHA．特異染色は、ストレプトミセス由来のピアルロニダーゼによるHAの消化で無染色となった。

【結論】家兎癒着モデルによってHA－gelの良好な腸管漿膜再生促進作用を認めた。臨床的効果を期待でき

るものと考えている。

■
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191 超音波凝固切開を用いた腹腔鏡下子宮筋腫核出術の経験

●

群馬大学医学部産科婦人科　　○山田　清彦，上条　隆典，安藤　一道

　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹　令人

1997年5月から1999年2月までの期間に、腹腔鏡下手術による子宮筋腫核出術を行った20例にっい
て、臨床的に後方視的に検討した。そのうち8例は附属器癒着剥離術や卵巣嚢腫手術を行った際に偶
然発見されて摘出された径2cm未満の漿膜下筋腫、4例は同様の2cm以上の漿膜下筋腫であり、術
中一、術後に特別な配慮を払うことなく容易に摘出された。術前に子宮筋腫と診断され、その核出を
目的に手術に臨んだ筋層内ないし漿膜下筋腫は、8例であり、うち2例は、部分的な小開腹を施し、

この開腹創から直視下に筋腫の摘出や筋層の修復が行われ、残りの6例は腹腔内の操作で、摘出、縫
合操作が行われた。切開には主として超音波凝固切開（ハーモニックスカルペル）が用いられ、体内縫

合にはEndostitch、筋腫の取り出しには一部症例でMorcellatorが用いられた。摘出された筋腫核
の最大径は93mm、平均手術時間は221．5±51．6分（mean±SD）、出血量は少量から1800mlであ
り、全例で自己血が準備された。全症例において術後の在院日数は8日以内、合併症の発生はなかっ
た。1例において、術後の超音波診断で小筋腫の再発を認めた。挙児希望の13症例のうち3例に自然
妊娠が成立した。腹腔鏡下筋腫核出術は、熟練した手術手技を要し、手術時間も長めとなる傾向が
あるが、ハーモニックスカルペル、Endostitch、　Morcellator等の活用で、より円滑な手術操作が
可能であった。

■

●

●

192 卵管鏡下卵管形成治療による妊娠成立例からみた
　　　　　　新たな卵管不妊の治療指針 ●

慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○谷垣　礼子，末岡　　浩，松田　紀f“

　　　　　　　　　　　　　　　士：屋　慎一，大澤　淑∫，小澤i伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

【目的】卵管不妊の治療法として体外受精に依存してきたことに対し，本来の卵管病態の治療による経卵管的

な妊娠の可能性が模索されてきた．その新しい低侵襲な治療法として，卵管鏡下卵管形成術（FT）が開発さ

れ，卵管病変への直接的なアプローチのみならず，体外受精の真なる適応を決定するうえでも高い臨床的意義

が立証されてきた．FTによる卵管通過性回復成績および妊娠成績から効果的な卵管性不妊の新たな治療指針

について検討する．【方法】通気検査，子宮卵管造影（HSG），子宮鏡および腹腔鏡において卵管閉塞と診

断された211例（394卵管）に対し，経頚管的アプローチによるFT（TCFT）を施行した．治療後に妊娠が
成立した症例からFT適応の再検討を行った．治療後の経過期間による妊娠成績と，その卵管病態の検討を加

え，新たに開発した腹腔鏡下経卵管采FT（TFFT）の適応を含め，卵管不妊に対する新たな治療大系を考案

した．【成績】FTでは術後のHSGにおいて194例（919％），332卵管（84．3％）に通過性が認められた．
反復施行例を含む全154患者のうち32名が自然経過および人工授精にて妊娠し，治療後の経過期間は2年以
上16名（30．2％）であった．しかし卵管閉塞部位別の妊娠成績は遠位膨大部の病変と卵管采癒着，卵管留水

症の例には，通過性は認められても妊娠は得られなかった．その後腹腔鏡併用症例では卵管末梢部の病変に対

し，癒着剥離および卵管采からカテーテルを挿入するFT（TFFT）を施行し卵管病態の改善を得た．クラミ

ジアの罹患は全体の卵管通過性回復成績及びその妊娠率に影響を与えないが，卵管采癒着や卵管留水症など卵

管周囲ないし遠位端の病変を併発することが少なくなく，直ちにTFFTを含めた腹腔鏡下処置への移行が望
ましいと考えられた．【結論】TCFTは低侵襲であるため，術前に不適症例と考えられるもの以外は第一選択

となりうるが，遠位膨大部の病変と卵管采周囲癒着，卵管留水症には，腹腔鏡下癒着剥離にTFFTを併用す
ることが，効果的であると考えられた，

●

●

o
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193 子宮移植の基礎的検討
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筑波大学臨床医学系産婦人科

　筑波学園病院産婦人科

波崎済生会病院産婦人科

　　　県西病院産婦人科

○西田　正人，林

　和田　　篤，田中

　岡本

　染谷　勝巳

　山内　　宏

陽子，高橋　秀元

奈美，久保　武士

　子宮を移植するという発想は以前からあったものと思われるが、適応疾患や動物実験の困難さからヒ

トで実施された事はない．また、移植によって得られる妊孕性の獲得が、直接延命を目指すvital　organ

の移植よりも軽視されてきたのは社会的通念から見ても当然であったろう，従って、この分野では研究

すら行われていないのが現状である．しかし、他の分野における生殖医学の目覚ましい進歩に較べ、

子宮性の不妊は殆ど何の恩恵も受けていないことも事実である．我々は卵管のmicrosurgeryや子宮形

成術を通じて培ってきた経験から、技術的には子宮を移植することは可能であろうと考えるに至った．

　一方、卵巣、卵管があるにも拘らず、子宮と膣を欠損するRokitansky－Kuster－Hauser症候群は、

現在は造膣術を行うことによって、性交を可能にする処置がとられているが、妊娠は不可能である．

卵巣が存在するため、配偶子操作によって受精卵を得、これを他人の子宮に移植し、いわゆる借り腹に

よって生児を得る道は残されているものの、本邦では認められていない．近年、他科における臓器移植

の技術、免疫抑制剤の進歩は目覚ましいものがあり、既に腎移植を受けた患者が妊娠、出産することは

日常臨床の場で普通に行われている．このような状況を考えると、Rokitansky－Kuster－Hauser症候

群患者の根本的な治療とは、造膣術を行った後に子宮を移植し、妊孕性を獲得させる事であろうと考え

られる。我々は、過去5年にわたって、子宮の移植に関する、圭として技術的な面での基礎的研究をイ

ヌを用いて里ねてきたので、その経過を報告する．

●

194 マイクロラバロスコピー（細径腹腔鏡）の有用性
　一術後癒痛の軽減と早期回復の観点から

御

●

群馬大学医学部産婦人科　　Oh条　隆典，山田　清彦，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　安藤　　道，伊吹　令人

［目的］腹腔鏡下手術におけるマイクロラバロスコープ（細径腹腔鏡）の有用性と、膀部の傷の大きさ

が術後の癒痛および回復に与える影響にっいて検討した。［対象と方法］卵巣腫瘍、子宮筋腫、慢性骨

盤痛、不妊症を主訴に当科を受診した22－66才の34例に対し、細径腹腔鏡（直径1．75mm）と従来のス
コープ（直径10mm）のどちらかを無作為に選択し、腹腔鏡下手術を施行した。診断、術式、重症度（子

宮内膜症および子宮筋腫の場合）がマッチした26例13組について手術時間、騰以外の切開の大きさ、

手術の完遂度を比較、また術後24時間に使用した鎮痛剤（ペンタゾシン：15mg／A）の総投与量、およ

び起座位、自立歩行の開始、病棟外への歩行の可否、食欲、在院日数について比較した。［結果］単純

子宮全摘術（LAVH）2例、筋腫核出術2例、子宮内膜症に伴う癒着剥離術（チョコレート嚢腫摘出術を

含む）6例、付属器切除術1例、卵巣腫瘍摘出術1例、不妊症精査1例に対し、それぞれのスコープを
用いて手術した。このうち重症子宮内膜症（rAFS　score≧41）に対する手術は各5例あり、細径腹腔鏡で

も従来の手術と同等の完遂度（術後score：4－8）であった。また二群間で年令、手術時間、膀以外の総切

開長に有意差は認めず、術後に使用した鎮痛剤の総投与量（A）は、それぞれ0．9土L2　（Mean±SD）、1．7

±Uであり、細径腹腔鏡を使用した場合には有意に少ない投与量であった（P〈0．05）。また術後の回復

状態では起座位・歩行開始時期には差が認められなかったものの、退院許可の判断の一要素とした病棟

外へのスムーズな歩行の時期は、細径腹腔鏡で手術した患者の方に半日以上早く認められ、在院日数も

通常の腹腔鏡手術で3．2±L5日に対し2．6±1．7日と短縮傾向が認められた。［結論］細径腹腔鏡では、

従来のスコープと同様に手術可能であり、かつ従来の手術より膀部の切開が小さいことが、術後の疾痛

軽減とより早い回復、及び退院を可能とした。

φ
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195 チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術の問題点
　　　　　　　　一再発症例における検討一

●

東邦大学佐倉病院産科婦人科 ○大高　　究，青木　　隆，川島　秀明

　桝谷　法生，難波安哉美，斎藤　智博

　三宅　　潔，矢野ともね，木下　俊彦

　伊藤　元博

　近年、不妊症例を中心に、チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術が盛んに行われている。わ

れわれも本法を重ねてきたが、術後の再発や卵胞観察不能症例をみることも少なくない。そこで再発症

例を中心に、本術式の問題点についての検討を行った。　［対象］本法を行った不妊症例で、1年以上の

経過を観察し得た13例のうちの再発例5例。　［検討方法］年齢、嚢腫径、R－AFSスコア、術前CA－125値に

っいて未再発例と比較検討した。また、治療後再発までの期間とその時の嚢腫径、CA－125値の変化につ

いても検討した。　［結果］年齢は再発群31．0±4．6歳、未再発群で33．3±4．9歳であった。嚢腫径はそれ

ぞれ5．7±1．　lcm、5．4±1．5c皿であった。　R－AFSスコアはそれぞれ41．8±10．6、50．2±10．4であった。術

前のCA－125値は48．3±6．2、49．7±16．8であり、治療後の値は24．　8±15．7、23．8±6．7であった。治療後

再発までの期間は平均8．6±2．1カ月で、その時の嚢腫径は2，9±0．8c皿であった。また，　CA－125値は平均

53．4±23．5と再上昇していた。尚、治療を行った13症例18卵巣中6卵巣は治療後卵胞観察不能であった。

［考察］年齢、嚢腫径、R－AFSスコア、術前CA－125値においては再発群と未再発群との間に有意差はな

かったことから、術式に問題、例えば、嚢腫摘出が不確実でること。最近指摘されているように、内膜

症はinvasiveな疾患であり、嚢腫摘出だけでは不十分であること。また、卵胞観察不能例では過剰な摘

出により、正常卵巣部分がほとんどなくなってしまっていること。などが示唆された。

■

●

■

196　不妊症への細径腹腔鏡における5mmオプティビュー一⑪の有用性
●

日本医科大学産婦人科　　○川瀬里衣子，明楽　重夫，山中

　　　　　　　　　　　　竹ド俊行，荒木勤

温子

［目的］近年、不妊治療における腹腔鏡の意義が確立されてきており、なかでも2～3mm径のスコープ

や鉗子を用いた細径腹腔鏡システムは、その低侵襲性から高い有用性が報告されてきたeしかし子宮

内膜症のように細かい観察を要する症例には細径のスコープでは解像力に限界があった。また、スコー

プ挿入時に太い気腹針を用いる必要があり、安全性で問題があった。今回我々は細径鉗子類に5mmス

コープとオプティビューを組み合わせ、低侵襲性と解像力につき検討した。［方法］対象は不妊を主

訴とした患者20名で、スコープに3mm径のものを用いたものを3mm群、5mm径のものを用いたものを

5mm群とした。全身麻酔のもと、まず膀窩上壁にメスにて縦切開をいれ、5mm群はオプティビューを、

3mm群は気腹針（アクセスニードル⑭）を用いて腹腔内に達した後、8mmHgの気腹圧にて手術を開始

した。両群ともに操作用鉗子類は3mm径のものを使用し、必要に応じてレーザーや電気メスによる操

作を加えた。　［結果］5mmスコープは3mmスコープと比較し、明るさ、解像力ともにすぐれ、腹膜表

面の微細な病変の観察に優れていた。また、オプティピューによるアプローチは既往に開腹手術を受

けている症例でも比較的安全に腹腔内にはいることができた。術後に膀部の疾痛をVASスケールにて

評価したところ、両群間に差を認めなかった。また、5mm群における膀部の縦切開創は膀窩に隠れ、

ほとんど目立たなかった。　［結論］5mmオプティビューと3mm径鉗子による細径腹腔鏡システムは解

像力、安全性、低侵襲性に優れ、極めて有用であると思われた。

ゆ
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197 子宮外妊娠に対する各腹腔鏡下手術と待期療法の予後について

（503）　213

●

●

●

横浜市立大学医学部産婦人科 ○高島　邦僚，石川

　村瀬真理子，松本

　池田万里郎，多賀

　平原　史樹

雅彦，近藤

加代，横井

理吉，植村

（目的）子宮外妊娠における腹腔鏡下手術は従来の開腹術と比較し侵襲度が低く、妊孕性をも温存でき注

目されているが、術後の卵管閉塞、反復子宮外妊娠、外妊存続症などの問題点を残している。そこで以上

の点をふまえ当教室にて経験した子宮外妊娠に対し施行された腹腔鏡下手術施行症例における治療成績と

予後を検討した。また待期療法症例についても併せて検討した。　（対象）1991年5月から1998年12月まで

に当科において子宮外妊娠の診断で腹腔鏡下手術を施行した73症例（87妊娠）と待期療法症例8症例を対

象とした。　（結果）腹腔鏡下卵管保存術後3ケ月に施行した患側卵管で疎通性を確認できた率は24／37例

（64．g％）であった。また、腹腔鏡施行時に対側卵管が健常と判断し、術後HSGで疎通性が認められた症

例は25135例（71．4％）であった。術後1年間における妊娠例は17／28例（60．7％）、正常妊娠例は12！28例

（42．9％）であった。反復外妊率は5／17例（29．4％）であり、その内2例が同側反復、3例が対側反復であっ

た。一一・－dP方、腹腔鏡下卵管切除術では10例中4例（40％）が正常妊娠であり、反復子宮外妊娠の症例は認め

られなかった。卵管保存手術後に発生した外妊存続症は49妊娠中2例（4．1％）に発生し、2例とも反復子

宮外妊娠症例であった。また自然治癒を待期した症例については4例に子宮卵管造影を施行し、両側の卵

管疎通性を2例（50％）に認め、片側のみは2例（50％）に認めた。治療後1年以内に3例（38％）に正常

妊娠を、1例（13％）に反復子宮外妊娠を認めた。なお、経過観察中に観血的治療に移行した症例は2例

（25％）であリ、診断時点で尿中hCGが6000mlU／m1、180mIUlm1であった。　（結論）術後の妊孕性を向上

させる為、保存療法を選択する意義はあるものと考えられる。ただし、保存療法を選択した場合、外妊存

続症を念頭にいれ術後のhCGフォローが必要であると考えられる。

芳仁

夏子

次雄

198 当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術に関する検討

●

o

●

　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科　　○和田真一郎，佐藤　　修，首藤　聡子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日下　　剛，1藤　正尊，藤本征一郎

【目的】腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）は、開腹による場合と異なり閉鎖腔での手術であり、筋
腫の核出・体外排出、筋層の修復操作に制約が多く、高度の手技と術式の工夫が求められている。
また、施設により手術手技が一定していない。当科では独自の方法でLMを行っており、その手技

および成績について報告する。　【方法】1997年6月より99年3月の間に当科でLMを施行した28症
例を対象として、手術時聞・出血量・術後退院日数について検討した。手術手技については、①
皮下鋼線腹壁吊り上げ法②単鈎で筋腫を牽引し、モノrk－一ラー…一電極により剥離、③筋腫の状態

に応じて、吸収糸による縫合と指による結紮・En・do－GI　A　・電気凝固による止血、のいずれか3法

により筋層を修復④2丁の単鈎で筋腫核の両側から牽引しながらメーヨー勢刀で切断し体外へ
排出、の4行程が特徴的である。【結果】摘出筋腫核数は1～11個、摘出筋腫径は3～81mm、筋
層内筋腫が24個で漿膜下が56個であった。手術時間は卵管鏡など他の術式も含めて245．3分（120

～ 392分）、出血量は171．Og（10～650g）で自己血以外の輸血症例はなく、術後退院日数は2．9日

（1～6日）で再入院の例は無かったe手術による合併症の発症や開腹術に変更した症例も皆無で
あった。　　　　　【結論】当科におけるLMは既存の道具により可能であり、時聞はかかるが、安全性は高
く、早期の退院が充分可能と思われる．筋層の修復は開腹術と同様の感覚で行うことができるた
め、妊娠・分娩における子宮破裂のリスクは同程度と思われるが、今後の分娩症例を検討し安全
性を確認していく必要がある。術後の妊孕能についても同様に検討課題である。

ゆ
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199 原因不明不妊症例に対する腹腔鏡検査後の不妊治療方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○古屋　　智，塩田　恭子，山田　義治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道

【目的】原因不明不妊症例に対する腹腔鏡検査後の不妊治療方針のあり方を検討すること。

【方法】93年1月から98年6月までに原因不明不妊の適応で腹腔鏡検査を施行し、術後1年間以上の追跡調

査が可能であった症例の妊娠予後について臨床的検討を加えた。付属器癒着には癒着剥離術、内膜症病
変には電気焼灼術を加え、卵管通水および腹腔内洗浄を施行した。術後は原則としてタイミング指導に

より自然妊娠を期待した。1結果】不妊原因検索のために腹腔鏡検査が87症例に施行された。平均年齢
は32．5±3．4歳、平均不妊期間は54．2±26．2カ月、うち32例（37％）に子宮内膜症（r－AFS　I期：22例、

皿期10例）が観察された。内膜症（E）群の術後妊娠率（IVF妊娠は除く）はユ0例（10／32＝31．3％）であ

った。E群の妊娠方法は自然妊娠8例、人工授精2例であり、8例の自然妊娠例のうち7例は術後1年以内に
妊娠しており、1年半以上経過した場合の自然妊娠症例はなかった。内膜症が観察されなかった（NE）群

55例の術後妊娠率は22例（22／55＝40％）であった。NE群の妊娠方法は自然妊娠13例、排卵誘発又は人工

授精9例であった。13例の自然妊娠例のうちll例は術後1年以内に妊娠が成立し・2年以上経過した場合の
妊娠例はなかった。E群とNE群との間に妊娠率に有意差は認められなかった。　E群とNE群には付属器癒着

がそれぞれ15例（46．9％）、12例（21．8％〉にみられ、E群で有意に多かった（p＜0．001）が癒着の有無
による妊娠率に有意差は認められなかった。【結論】原因不明不妊例の1／3に腹腔鏡により1・旦期内膜症

の存在が新たに確認された。術後妊娠は内膜症や付属器癒着の有無に無関係におよそ1〆3の症例に成立し、

その大半は術後1年以内に成立しており、腹腔鏡検査後1年以内の早期に妊娠が期待できる症例が含まれ
ていると思われた。腹腔鏡検査後1年以上経過しても妊娠に至らない症例には内膜症や付属器癒着の有無

に関わらず積極的に排卵誘発、人工授精、次いで体外受精などの不妊治療を開始すべきと考えられた。

●

●

●

■

200 腹腔鏡併用による卵管鏡下卵管形成術の有用性

●

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科　　○大橋　由政，澤田　富夫，多田　　伸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚田　和彦，大原　　聡

［目的］卵管鏡下卵管形成術を実施するにあたリ近位端閉塞（PTO）だけでなく、遠位端卵管障嵜（
DTD）を同時に治療することが妊娠成績を向上させる為の重要な点と考えられるが、本システムは腹腔

鏡を併用せずとも使用可能な構造を有している。今回我々は経膣的操作により競察される卵管子宮口の
状態からDTの相関及び腹腔内環境について推定可能か否かにつき検討した。　【方法］当科不妊外来受診

の卵管近位端通過障害（閉塞，狭窄）43症例を腹腔鏡併用にて卵管鏡下卵管形成システム（しEカテー
テル）にて治療を行い、その際の卵管子宮ロの癒着閉塞を観察した。この時点で腹腔内癒着，卵管遠位

端癒着スコア（AFSスコア）を記録、これらと卵管ロ閉塞との関連性につき検討した。統計的処理はX2

一
検定を用い危険率5％以下を有意差ありとした。　［成績］43症例（84卵管）において卵管子害ロの癒

着又は閉基が認められたのは37卵管口（43％）であった。卵管子宮口癒着の有無と遠位端障害の間に
は有意な相関がなく、卵管子宮ロが確認されても近位端卵管閉塞のみならず遠位端障害例が52．3％に

みられた。卵f口癒着の有無にかかわらずLEカテーテルの閉暴解除効果は卵管あたり69％（対症例あ
たり88％）に達したが、卵管口癒着の有無とLEカテーテルの治療成功率には有意な相関を認めなかっ
た。妊娠成立例10例（23．2％）の半数症例には卵管ロ癒着を合併するとともに・DTDを有していたe
［結論］卵管鏡下卵管形成術を行うにあたっては、術前の卵管子宮ロの癒着の有無，程度からはその先

の卵管閉塞及び遠位端障害の強度，解除の可能性を推定することが困難であり・妊娠例の半数にDTDを
伴っていることからも現時点では腹腔鏡下併用にて本手技を実施することが最も有用と考えられる。

●

●

o



●

201 当科における卵管鏡の使用経験
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■

●

鹿児島大学医学部産婦人科　　○沖　　利通，桑波田理樹，丸田　邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，中江　光博，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

　卵管機能障害の治療法として、体外受精胚移植が定着し、卵管形成術は廃れた感がある。しかし、近年の内視

鏡機器の開発は目覚ましく直径1mm未満の内視鏡も臨床応用されている。今回、我々は卵管鏡使用を経験し、

若干の知見をえたので報告する。対象は卵管閉塞の見られた7例で、平均年齢31．1才・平均不妊期間4．7年で

あった。のべ12卵管に卵管形成術を行った。手術前の子宮卵管造影所見と卵管鏡下卵管形成術・腹腔鏡所見、

術後3～6ヶ月の子宮卵管造影との成績を比較した。なお、前半の4症例は、卵管形成術の範囲を卵管膨大部以

上まで行っていたが、後半の3症例は閉塞が解除された時点で卵管形成術を終了した。12卵管中9卵管にカテ

ーテル先端の卵管間質内侵入が見られたが、6卵管に疎通性が確認されましたeカテーテル先端の卵管間質内侵

入の多くは卵管峡部から膨大部の移行部であり、卵管鏡がバルーンの先端から露出することによるものが半数を

占めた。術後の子宮卵管造影では術中と同様の結果であった。膨大部以上まで拡張した場合では6卵管中5卵管

が穿孔を起こし、卵管の疎通性が失われる症例が存在していた。一方、必要以上の拡張をしなかった後半の6卵

管では4例に穿孔がみられたが、術後に卵管の疎通性が失われる例は無かった。諸家の報告に比較すると卵管の

疎通率はやや劣るが、卵管穿孔の合併症が高かった。その原因として、必要以上の卵管形成術を行ったことと、

卵管鏡をバルーンの先端から露出させないようすることが重要と思われた。

　卵管性不妊の新たな治療法の選択枝として有用と思われる。今後症例をかさね、体外受精胚移植でなかなか妊

娠に至らない卵管性不妊症例にも積極的に応用していきたい。

●

202 卵管性不妊に対する腹腔鏡下手術の成績

●

愛知医科大学産婦人科　　○松下　　聡，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　中西　正美

■

●

［目的］不妊症に対する腹腔鏡下手術は、診断と同時に手術操作が行えること、術後の癒着が少ないこ

と、”minimally　invasive　surgerジとして患者に対する負担が少ないこと等、その利点も大きい。卵管性不

妊に対する腹腔鏡下手術には卵管卵巣周囲癒着剥離術・卵管開口術・卵管采形成術があげられる。今回、

当院における卵管性不妊に対する腹腔鏡下手術の成績について検討した。
［対象と成績］平成2年1月～平成10年12月までの間に、当科において不妊症を主訴として腹腔鏡を施行

した160例中、腹腔鏡下に卵管卵巣周囲癒着剥離術・卵管開口術・卵管采形成術のいずれかを施行し、

術後6ケ月以上経過観察が可能であった28例を対象とした。28例の腹腔鏡施行までの不妊期間の平均は
47．8ケ月（8ヶ月～104ヶ月）であった。術式の内訳は卵管卵巣周囲癒着剥離術26例、卵管開口術5例、卵管

采形成術2例であった（重複あり）uまた、腹腔鏡施行時に子宮内膜症、PCO等の他の不妊の原因とな
りうる疾患がみられた場合、同時に治療を行っている。成績は、術後28例中10例（35．79。）に妊娠が成立し、

内2例（7．19。）が子宮外妊娠であった。腹腔鏡下手術から妊娠までの期間は平均5．3ヶ月（2ヶ月～11ヶ月〉で、

術後6ケ月以内に妊娠の成立した症例は7例であった。卵管卵巣の癒着の程度では、癒着の軽度の（AFS
scoreの低い）症例でより妊娠例がみられた。クラミジア抗体検査では、妊娠が成立した10例中測定し得

た8例の内3例が陽性であったが、3例中2例は子宮外妊娠例であった。また、妊娠が成立しなかった18例

中測定し得た14例の内7例が陽性であった。

［結論］以上より、卵管性不妊に対する腹腔鏡下手術の有用性は高いと思われたが、卵管卵巣周囲の癒
着が高度な症例や、クラミジア抗体陽性症例等では、術後早期のIVF－ETへの移行も考慮すべきと思われ

たQ

●
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203 子宮鏡で見出された子宮内隆起病変と不妊

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　斗南病院産婦人科　　○東口　篤司，金沢　朋扇，本間　寛之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　雅也，高階　俊光

【目的】当科不妊外来ではBBT　HSG　CM　EM　PCT　Seminalysisに加えて第7番目のルーチン検査として全症

例に子宮鏡をおこなっており、子宮鏡で見出された子宮内隆起病変に対してD＆Cやレゼクトスコープ

で切除することによって、妊娠率を向上させることができるかどうかを検討した。

【方法】94年5月より95年4月までの2年間に子宮鏡がおこなわれた不妊症例664例を対象とした。子宮

鏡は月経直後から月経10日目までの早期増殖期におこない、5％ブドウ糖を還流液とし、オリンパス社

製HYFtype　Pかメデイカルサイエンス社製ファイパースコープMS・551を、またレゼクトスコープは

ACMI社製（外径約83mm）のものを使用した。

【結果】全例ラミナリア桿を使用せず、麻酔も不要で3分以内に終了した。664例中102例（t5、4％）

に隆起性病変が見出され、81例に病変除去を行った。その内訳は‘ポリープ’43例、　‘ポリポイド肥

厚内膜’29例‘粘膜下筋腫’9例であり、粘膜下筋腫はレゼクトスコープで、その他の軟組織病変は

D＆Cで除去した。その結果、’ポリープ’17例、　‘ポリポイド肥厚内膜’10例c粘膜下筋腫’4例計

31例（38．3％）が妊娠した。

【結論】従来より漠然とした子宮内膜のD＆Cや子宮腔内の吸引が妊娠率を向上させることは経験的に知ら

れるところである。このような経験的治療は、実は子宮内隆起病変を除去して成果をあげている可能性

があり、そのような場合子宮鏡は対象を限定でき有用であると考えられる。不妊症において子宮内病変

を経腔超音波で詳細に観察することは困難であり、子宮鏡は是非第7番目の基本的検査として不妊症例

全員にルーチン化すべきと考えられた。

■

●

●

204 子宮内膜問質細胞の脱落膜化におけるエストロゲン，

　　　　　プロゲステロン，hCGの相互作用
●

滋賀医科大学産科婦人科　　○笠原　恭子，高倉　賢二，竹林　浩一

　　　　　　　　　　　　木村　文則，野田　洋一

着床機構における子宮内膜間質細胞（ESC）脱落膜化の意義の解明は重要であると考
えられるが、未解明の点の多い課題である。また、不妊診療における黄体期管理に
おいてもプロゲストーゲンやhCGの投与が日常的に行われているが、その至適投与
条件については根拠に乏しいと言わざるを得ない。われわれは着床におけるESC脱
落膜化の意義の解明と、臨床における至適黄体期管理を開発する第一歩として、黄
体期治療に用いられているこれらの活性物質の脱落膜化における役割を検討した。
ヒトESC培養系を用いてエストラジオール（E2）、プロゲステロン（P）、hCGの各種
組み合わせの下で培養したESCの形態観察およびプロラクチン（PRL）産生からみた
脱落膜化様変化を解析した。その結果、E2およびPのPRL産生からみた脱落膜化惹
起の至適投与量はそれぞれ、10nM（2724．Opg／rn　1）および100nM（31．5ng／ml）で
あり、hCG単独では脱落膜化は惹起されず、　E2とPにおける脱落膜化はhCGを加え
ても促進されず、高濃度（1001U／ml）のhCG投与ではむしろ脱落膜化が抑制される
ことが明らかとなった。また，E2とPにおける脱落膜化は細胞増殖を促進したが，
より高濃度（10001U／ml）のhCGは細胞増殖を抑制した。これまで、　hCGあるいは
FSHによりESCの脱落膜化が惹起されるとの報告が散見されるが、今回の結果は必
ずしもそうではないことを示したものである。これらより、黄体期治療としてhCG
投与を行う際に、高単位投与では子宮内膜に対する直接作用により脱落膜化変化が
むしろ抑制される可能性が示唆された。

e

●
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205 マウス子宮において胚着床により発現が正負の調節を受ける
遺伝子のdifferential　display法を用いたcDNAクローニング

（507）　217

■

●

6

三重大学医学部産科婦人科

鈴鹿回生病院産婦人科

○箕浦　博之，竹内　茂人，野田　直美

　与那覇　章，豊田　長康

　田窪伸一郎，築城友加子

　1目的】最近の研究により、C）rtQlcineや㎎gτm血など種々の因子が初期胚着床時の子宮内膜と初期胚との

相互作用に関与することが明らかにされつつあるe子宮内膜は卵巣ホルモンの支配下に胚受容能を獲得し、胚

着床の刺激により脱落膜化に代表される様々な変化を遂げる。我々は、着床に関与する新たな子宮内膜側因子

の同定を目的としてditftrential　displsg：法を用いて、胚着床により正負の調節を受ける遺伝子のd）NAクローニン

グを試み、数種の遺伝子の同定に成功した。さらに、その正常性周期および着床前後期における時間的空聞的

解析を行ったので報告する．　1方法】妊娠4．5日目ICR系マウス子宮を摘出し、子宮環流により初期胚を除

去した後、着床部位・着床間部位を採取し、それぞれより総RNAを抽出した。（EtfCtential　display法を用いて、

その発現量に差を認めるcDNA断片をpCR2ベクターにサプクローニングし塩基配列決定を決定した。さ
らに、nOtthem　hybtidiZition法・in　Sim　hybridizxSon法により正常性周期および着床前後期における時間的空問的

発現動態の解析を行った。　［結果］着床部位・着床間部位に発現量に差を認める遺伝子が新規のものも含め5

種類同定された。内一つは、Utbin血9Kの相当部分の配列と99％の相同性を認めた。　nortiiern　hybddzxion法

の結果、calbincingKは正需性周期ではdiestrous期にまた着床前後期においては妊娠4．5日～6．5日までの

着床間部位に発現量が増加していた。着床部位では発現の増加は認められなかった。また、偽妊娠マウスにも

同様の変動を響め、卵巣摘出マウスに性ステロイドを投与したところ、Ptnt；esten）neにより発現が誘導された。

in　SttU　hybtidizmion法では、管腔上皮に強いシグナルを得た。胚着床部位の非間膜側にはほほ陽性シグナルは

認められなかった。　1結謝diffCtential　displry法により、胚着床により発現が抑制される遺伝子の1つ

cUlbindngKが同定された。　calbindingKは妊娠初期の内分泌刺激により発現が誘導され、また初期胚の局所的な

刺激により発現が抑欄されるものと思われた。

●

206 受精着床期マウス子宮内膜におけるテネイシンの発現機序
　　　　　　　　　　　　　に関する検討

o

●

三重大学医学部産科婦人科　　○野田　直美，竹内　茂人，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　築城友加子，与那覇　斉，豊田　長康

受精・着床期マウスの子宮において発現するテネイシンーC〔TN・C）の意義を考究するため，発現時期と部

位及びその誘導因子を検討した．【方法】8ト12週令のC3HマウスをPMSG及びhCGにて過排卵処理し，同系

マウスと交配した．膣栓形成日をDO．5とし，D4．5までの子宮におけるTN・Cの発現をin　situ　hybridization

（ISH〕と免疫組織染色法で検討し，IL・1aの発現を免疫組織染色にて検討した．子宮内膜間質細胞は，非妊

娠のC3Hマウス子宮内腔を酵素処理した後，浮遊細胞を集め，早期に接着した細胞を問質細胞分画残余の再

接着した細胞を上皮細胞分画とした．培養問質細胞の培養液に性ステロイドや様々なcyto㎞e及び増殖因子

などを加えた後，培養問質細胞及び上皮細胞より総RNAを抽出しRT・PCR法にてTN・Cと一・1αのmRNAを

定量して誘導能を検討し，免疫蛍光抗体法にてTN－C蛋白発現を確認した．【成績】子宮内膜でのTN・Cは免疫

染色にてDO．5，1．5，2．5に基底膜直下の間質に発現し，D3．5に一旦発現は消失し，着床開始のD4，0には再び基底

膜直下に発現し脱落膜形成後は脱落膜の辺縁にみられた．偽妊娠マウスでは妊娠マウスと同様の発現がみら

れた．ISHでは内膜聞質細胞にD4でTN・CmRNAの発現がみられた．　IL・laは免疫染色にて妊娠日が進むにつ

れて上皮細胞で発現の増強をみた．培養問質細胞ではTGF・B，b・FGF，IL・1a，PGE2，　PGF2・aにてTN－C発現

が誘導され，P4，E2，IL・1　Sではみられなかった．他方，　P4は上皮細胞のTN・Cの発現誘導はしないが，　IL・1αを

誘導した．【結論】線維芽細胞でTN・Cを発現誘導するTGF・β　，b－FGFなどの増殖因子以外に妊娠初期に上皮

細胞で上昇するIL・1　aやそれによって間質細胞で産生されるPGE2，　PGF2　aによっても間質細胞にTN・Cの

発現が誘導されることが本研究で明らかにされた．このことより子宮内膜問質細胞において着床期に上昇す

るTN・Cは子宮内膜上皮細胞との相互作用により発現調節されることが示唆された．

り
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207ヒト子宮内膜および妊娠初期脱落膜におけるRhoの発現と機能の検討

杏林大学医学部産婦人科　　○葉梨　秀樹，塩川　滋達，酒井　　謙

　　　　　　　　　　　　　高橋康・．岩F光利，中村幸雄

［目的】低分子量G蛋白質Rhoは、アクチン細胞骨格の制御などを通じて細胞運動の調節に関与してい
る。今回、ヒト子宮内膜と妊娠初期ヒト脱落膜におけるRhoの発現と機能を検討した。【方法】1）増
殖期、分泌期ヒト子宮内膜と妊娠初期ヒト脱落膜を手術および人工妊娠中絶時患者の同意の下に採取

し、ABC法にて免疫組織染色した。2）10日間培養したヒト妊娠初期脱落膜に、　Rhoの選択的阻害
剤であるボツリヌス菌菌体外酵素C3（C3酵素）、またはRhoの活性化剤であるリゾホスファチジン
酸（しPA）を添加後、マウス初期胚を静置し非添加群と比較した。共培養開始12時間後に胞胚の
hat　ching、24時間後に脱落膜細胞表面への胞胚のat　t　achment、48－96時間後まで、　t　rophoblast
（TB）のout　growt　hした面積を画像解析装置にて測定した。【結果】1》Rhoは増殖期および分泌期子宮内

膜の腺上皮に陽性染色され、間質細胞はほとんど染色されなかった。妊娠初期脱落膜では、Rhoは間

質に陽性染色された。2）脱落膜培養細胞へのC3酵素またはLPAの添加は、マウス胞胚の
％hatching、％at　t　achmentに影響を与えなかった。　C3酵素の添加は、　TBのout　growt　hした面積

（μm2）を用量反応性に抑制した（非添加群，124；C31ng／ml添加群，89．9；C310ng／ml添加群
，74．5；C3100ng1　ml添加群，67）。　LPAの添加は、　TBのoutgrowthした面積（μm2）を用量反応
性に増加させた（非添加群，124；LPA1μM添加群，1　58　．6；LPAIOμM添加群，171．4；LPA100μM
添加群添加群，1　85．9）。【結論1増殖期、分泌期および妊娠初期脱落膜に、Rhoが発現する事が判明し

た。Rhoの発現部位は、妊娠初期脱落膜で間質に移行していた。妊娠初期脱落膜のRhoは、着床現象
を制御している可能性が示唆された。

■

■

●

208 ヒト子宮内膜における着床周辺期に発現する遺伝子解析
　　　　一cDNA　expression　array法による検討一 ●

関西医科大学産科婦人科　○岡田　英孝，岡田　園子，中嶋　達也

　　　　　　　　　　　　　安田　勝彦，神崎　秀陽

（目的）着床現象は、子宮内膜、脱落膜と妊卵の絨毛細胞の細胞間相互作用といえる。月経周期ととも

に局所でのサイトカイン、成長因子、接着分子、細胞外マトリックス等の発現の変動がみられ、着床周

辺期におけるこれらの果たす役割が示唆されているeしかし、ヒトの生体内において着床に関連した因

子が、どのように制御されて作用するのかは不明である。本研究では、ヒト子宮内膜における着床周辺

期に発現する遺伝子の解析を試みた。

（方法）患者の同意のもと、手術により得られた増殖期と分泌期子宮内膜よりRNAを抽出し、　cDNA
expression　array法を施行した。　cDNA　expression　arrayには、既知のサイトカイン、増殖因子、シグナル

分子、転写因子のユニークなcDNA断片が含まれており遺伝子発現差の分析をすることができる。また

子宮内膜間質細胞を分離培養しコントロール、プロゲステロン存在下に培養しRNAを抽出し、　Northem

blot法を施行し遺伝子発現を比較した。

（結果）cDNA　expression　arrayを用いて増殖期と分泌期を比較すると、分泌期において発現量の増加が

認められるスポットが選別された。この一つがIL－15であり、子宮内膜組織のNorthern・blotにおいても増

殖期に比べ分泌期において発現の増加を認めた。ヒト子宮内膜間質培養細胞においてプロゲステロン添

加培養による細胞分化（脱落膜化）誘導により1レ15の発現が増加した。

（結論）IL－15が子宮内膜に発現し分泌期に発現の上昇がみられることから、着床現象に関与している

可能性が示唆された。またヒト子宮内膜間質細胞において、1レ15はプロゲステロンで制御される因子

の一つであることが明らかになったe

e

●
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209 妊娠成立に対する子宮内膜の変化に関する検討
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■

●

広島赤十字・原爆病院産婦人科　　○新谷　恵司，高取　明正

妊娠成立周期の子宮内膿は一定の厚さを示すことが知られている。また、不妊症例において、子宮内

膜の厚さが薄い症例が存在することも知られている。さらに、子宮内膜は、各種不妊治療によりその

状態を変化させる。そこで、子宮内膜と治療との関連について検討した。

当科不妊外来において、妊娠（子宮内にGSを確認）の成立した8例を対象とした。そのうち、妊娠

成立周期9周期（妊娠継綬7周期、流産2周期）と非妊娠周期39周期ついて子宮内膜厚、子宮内膜
パター一・一・ンなどを検討した。また、対照として非妊娠例6例24周期を用いた。

その結果、排卵誘発なしの周期（無治療周期）で妊娠の成立した3周期では排卵時の子宮内膜厚は平

均10，3mm｛9～13mm）、クロミッド投与（治療周期）にて妊娠成立した6周期では排卵時の子宮内
膜厚は平均で9．2mm（7～13mm）であった。同一一症例の非妊娠周期の子宮内膜厚は無治療周期で平均

8．4mm（5～15mm）、治療周期で平均8．7mm（5～18mm）と差はみられなかった。対照症例の無治
療周期で平均8．1mm（5～13mm》、治療周期で平均9．8mm（7～14mm）であった。また、同一症例
では子宮内膜の厚さと治療との問には一定の関係は見いだせなかった。

今回の検討より、子宮内膜の薄い症例でも、排卵の認められる症例では、治療過程で子宮内膜の厚さ

は妊娠成立に十分な厚さになる可能性があることがわかった。

●

210 正常および器質的異常子宮の着床能力：子宮内膜組織血流量
（ETBF）とvascular　endothelial　growth　factor（VEGF）の意義

●

●

●

杏林大学医学部産婦人科　○菅原　新博，神野　正雄，尾崎　恒男

　　　　　　　　　　　　　星合　敏久，酒井　　謙，高橋　康一一

　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

【目的】正常および器質的異常子宮の着床能力を体外受精成績から比較し、着床能力における内膜組織血流量

（ETBF）と内膜vascular　cndoth。lial　growth　factor（VEGF）の意義を検討した。

【方法】対象は、体外受精患者で40才以下の正常排卵周期を持つ正常子宮75症例、器質的異常子宮9症例（双

角子宮3例、子宮筋腫9例）とした。体外受精直前の自然周期高温相4日目に子宮内膜組織血流量を測定した。

ヒステロファイバースコープ直視下にて子宮底部、前後左右の子宮内膜を確認後、レーザー血流計を用いて

測定した。同時に両側子宮動脈pulsatility　ind。x（PI）、子宮内膜厚（EM）、血清ホルモン値（LH、　E2、　P、　PRL）

を測定し、さらに子宮内膜組織を採取し、組織中のVEGFの発現を免疫蛍光染色法および画像解析にて定量
した。

【結果】移植胚あたりの着床率は正常子宮では12％であるが、器質的異常子宮は2％と有意に低かった。正常
子宮においてETBFは妊娠例332±2．3ml／m　in／lOOg　tissu。（平均±SEM）、非妊娠例27。6±1．4と妊娠例で

有意に高かった。ETBFが28以上では41％、28未満では15％の症例が妊娠に至ったa正常子宮のETBFは29．3
±1．22と、器質的子宮異常子宮20．4±3．1に較べて有意に高かった。正常子宮例での内膜組織VEGF発現量

は妊娠群では39。8±1．3、非妊娠群では355±1．5と妊娠群で有意に高かった。なお器質的異常子宮の非妊娠

1例では38．3であった。

【結論】子宮内膜組織血流量は着床に対して重要な役割を持っており、器質的異常子宮では内膜血流が不良な

ため着床障害を生じているものと考えられた。、それを反映するものとしてETBFが最も鋭敏な方法であるこ

とが示唆された。また子宮内膜中のVEGFの発現は妊娠率と関連しており、着床現象に対してVEGFが関与

していることが示唆された。

ひ
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211 着床における子宮内膜PRLの意義：bromocriptine－rebound法
　　　　　　　　　　　による子宮着床能の増加

■

杏林大学医学部産婦人科　　○神野　正雄，菅原　新博，星合　敏久

　　　　　　　　　　　　　　酒井　　謙，尾崎　恒男，高橋　康…

　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

【目的】新卵巣刺激法bromocriptin。－rebound法（BR法）は、卵成熟を改善するとともに、子宮着床能力をも増加

して、体外受精妊娠率を向上する。そこで本研究は、着床におけるPRLの意義を検討した。【方法】PRLが着
床前胚発育に及ぼす直接効果を調べるために、PRLをO，　O．Ol，　O．1，11U／m1添加した培養液で、　ICRマウス前

核期胚を培養し、拡張胞胚への発育率を比較した。次に、着床期胚発育への影響を調べるために、PRLを0ま

たはO．1　IU／ml添加した培養液でマウス胞胚を培養し、培養皿へのspreadingを比較した。さらに臨床成績の

解析では、BR法の卵成熟改善効果を除いた着床率への影響を検討するために、対象を良好形態胚が3個以上
胚移植できた体外受精症例のみとし、着床率を以下の3群で比較した：初回体外受精で10ng法を用いた症例（L

法初回群）、long法で妊娠せずその後の体外受精でlong法またはBR法を用いた症例（L法反復群およびBR法

群）。BR法は、体外受精の前周期第3日よりhMG開始7日前まで連日bromocdptineを内服し、それ以外はleng
法と同じであった。【結果】マウス前核期胚の拡張胞胚への発育率は、PRL　O，0．01，0．1，1　IUIml群でそれぞれ

26，30，44，39％と、PRL　O．11U／m1群で有意に高かった。マウス胞胚のspreadingは、　PRL　O．1　IU／ml添加群で

PRL無添加群に比しより広かった。ヒト体外受精での胚移植あたり着床率は、L法初回群（移植175周期）で57％、

L法反復群（32周期）で22％、BR法群（107周期）で41％と、　L法不成功例での着床率の低下をBR法は有意に改

善した（Pく0．05，X2検定）。【結論】PRLは着床前および着床期の胚発育を直接促進することが示された。我々

は既報で、BR法がbromocriptin。投与中止後のr。bound現象で血清PRLレベルを上昇することを示した。子宮

内膜や脱落膜でのPRLの産生と分泌が知られているが、　BR法はおそらく子宮内膜でのPRL産生・分泌をも増

加し、PRLの胚発育促進効果により着床率を改善すると推察する。

●

■

●

212 ヒトおよび実験動物の精子細胞の卵活性化能，Ca2＋oscillation

　　　　　　　　　　　　発現能に関する検討 ●

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科　　○矢澤　浩之，柳山　　薫，林　章太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片寄　治男，佐藤　　章

【目的】非閉塞性無精子症のうち精巣組織内にも成熟精子がない症例では精子細胞を用いた授精法が検討され

ているが、その受精能に関する詳細な報告はない。そこで、受精過程での卵活性化2Ca2＋oscillatlonの発現に

注目し精子細胞と成熟精子の受精機構の相違について検討した。　【方法】実験動物（マウス、ハムスター、ウ

サギ）の精子細胞は精巣組織を細切して採取した。ヒト精子細胞は精巣精子を用いた顕微授精施行の際に患者

の同意を得てその一部を本実験に供した。得られた円形をound　sperrnatld：ROS）または、核伸張化精子細胞

（elo㎎ated　spermatid：ELS）をマウス（B6D2F1）卵に顕微注入し、注入卵のCa2＋oscillation発現、前核形成率

について検討した。【結果】マウスのROS注入卵の活性化率は0％であったが、　ELS、　Spem注入卵では86％、

100％に活性化が認められた。ハムスター、ウサギ、ヒトのROS注入卵の活性化率は74％、68％、64％で、さら

に、ROSの核のみの注入では4％、14％、25％と著明に低下した。　Ca測光の結果は、マウスのROS注入卵では、

全くCa2＋濃度上昇は認められず、　ELS注入卵では一過性のCa2＋濃度上昇のみを認め、精子注入卵では100％

osc皿ation　patternを示した。ハムスターのROS、　ELS注入卵では、7％、75％にoscillation　patternが認められ、

ウサギではそれぞれ、33％、100％に、ヒトROS、　spermでは23％、90％に認められた。　【結論】ROSの卵活性

化能は動物種によって異なるが、ELS注入では今回検討した全ての種で75％以上の卵に活性化が認められた。

卵活性化能はROSあるいはELSに分化する過程で獲得されるものと思われた。また、　ROSの卵活性化因子は細

胞質内に多く分布していることが示唆された。さらに、卵活性化とCa2＋oscillationの発現時期に開離が認めら

れ、これらの発現が異なるメカニズムによる可能性が示唆された。

■

●

◎
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213 微小重力環境下における受精および初期発生の検討

（511）　221
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　　　　常滑市民病院泌尿器科

名占屋市立大学医学部泌尿器科

○窪川　泰江，多和田俊保

　佐々木昌一，小島　祥敬，窪川　裕樹

　池内　隆人，林　祐太郎，郡　健二郎

目的　人類が宇宙時代を迎えるにあたって、正常な生活サイクルが実現できるかどうかは最重要課題
の一つであるf，特に宇宙環境が哺乳類の正常な生殖環境になりうるかどうかはいまだ不明のままであ
る。今回我々は地上における疑似回転式微重力環境発生装置であるクリノスタットを用い、マウスに
おいて1．体外受精（rVF）率、2．体外受精した受精卵を仮親へ移植（IVF・E℃した場合の仔の出生
率、3，受精卵の胞胚形成率、に対する微小重力の影響について検討した。　方法　クリノスタット
の概念は、試料を水平の回転軸を持つ回転装置に搭載して一定の角速度で回転させ、時間的な平均と
して模擬的な微小重力環境を与えるというものである。本装置を用いて、1．8．10週齢のB6D2F1マ
ウスから卵子および精子を採取し、体外受精を行った場合の受精率を調べた。2．体外受精した受精
卵の一部を卵管内に移植し、出生したマウスの数および出生後の体重増加を検討したc3．10週齢の
同種雌雄マウスを自然交配させ、受精卵を採取後4日間培養し胞胚形成率を調べた。コントロールと
して回転負荷のかからない静置環境、および垂直の回転軸を持つ環境（水平回転）においても同様の
検討をした。回転数は5回輯分（低速）および100回転／分（高速）とした。　結果　静置、水平回転、
クリノスタットの順で結果を示す。体外受精率はそれぞれ、67％、65％、69％、仔の出生率は28％、25％、

26％であったeまた出生後のマウスの体重増加は微小重力下で若干遅れる傾向にあった。胞胚形成率
は、低速回転においてそれぞれ50％、54％、47％とそれぞれに有意差を認めなかったが、高速回転にお
いてクリノスタットで若干の低下傾向を認めた。　結論　重力下と微小重力下では受精率には有意な
差はみられず、微小重力の影響はないと思われた。一方初期発生には回転数によっては影響を及ぼす
こともあり、微小重力の影響が無視できないものと思われた。

●

214ヒト子宮内膜のカルパインの存在及び低酸素状態における動態の検討

●

■

●

名古屋市立大学医学部産科婦人科

名古屋市立城西病院産婦人科

○青山

　生田

　青木

和史，尾崎　康彦，飯沼　由朗

克夫，鈴森　　薫

耕治

【目的】今回我々は、ヒト子宮内膜培養細胞におけるカルバインの存在及び低酸素状態におけるカルバイン

の動態を検討した。

【方渕カルバインの存在及び低酸素状態における動態を、当教室で作成したPt　一及びm一カルパインのN末

端（不活性前駆体）ベブチドに対する抗体と、活性型μ一カルパイン76kDa及びμ一カルパインドメインmに対

する抗体を用いて検索した。患者同意のもとに手術時摘出子宮内膜組織より常法によって分離培養した子

宮内膜上皮及び間質細胞を培養実験に用いた。低酸素培養条件下における細胞生存率をトリバンブルー色素

排泄法で、またそれに対するカルパインの関与をカルパインインヒピター添加実験で検討した。同細胞を低酸

素条件下で培養し上記抗体を用いた免疫染色法、SDS－PAGE、　Western　B　lotting法によってカルパインの動

態を観察した。尚、細胞内カルシウムイオン濃度の増加は蛍光顕微鏡（ARGUS－50CAシステム）で確認した。

【成績】低酸素状態において子宮内膜細胞生存率の時間依存性の低下が認められ、カルパインインヒビタ

ー によって生存率の回復が濃度依存的に観察された。子宮内膜上皮及び問質細胞において、抗μ一カルパ

インN末端抗体による特異的な染色が観察されたが、抗m・カルパインN末端抗体には免疫染色されなかっ
た。抗μ一カルパインN末端抗体による染色性は主に細胞質に観察されたが、低酸素培養によって染色性の

低下が観察された。Westem　Blotting法で低酸素培養による抗Pt　－N末端抗体による染色性の低下、活性型μ一

カルパイン76kDa抗体による染色性の増加及びドメイン皿抗体によるカルパインの低分子化が観察された。

【結論】子宮内膜上皮及び間質細胞に存在するμ功ルパインが、低酸素状態において活性化され子宮内

膜の細胞死及び細胞機能障害に関与する可能性が示唆された。

◎
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215 G－CSFとPRLの産生からみたヒト子宮内膜間質細胞の
　　　　　　　　　機能的細胞亜群の存在

●

大阪市立大学医学部産科婦人科　○田中　哲二，阪本　知子，増田　真希

　　　　　　　　　　　　　　　　　深山　雅人，梅咲　直彦，水野久仁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　荻田　幸雄

目的：妊娠子宮内膜脱落膜細胞からG－CSFが産生されることはよく知られているが、その産生刺激や調節

系についてはほとんど明らかにされていない。そこで、in　vitro脱落膜化培養実験システムを用いて、　G－

CSFの産生制御と機能について解析した。

方法：患者の承諾を得て手術的に採取したヒト正常子宮内膜間質細胞を8－Br－cAMPで刺激培養し、　G－

CSF添加の有無による生細胞数およびプロラクチン（PRL）産生能の変動を検討した。　G－CSF受容体発現レ

ベルはフローサイトメトリーにて検討した。

結果：G－CSF添加は子宮内膜間質細胞の生細胞数には影響せず、8－Br－cAMPとの共刺激により濃度依存

性にPRL分泌量を軽度促進した。　G－CSF単独刺激ではPRL分泌は誘発されず、8－Br－cAMP刺激培養後の

G－CSF添加はPRL産生量には影響しなかった。またG－CSFは脱落膜化細胞の生細胞数にも影響しなかった。
G－CSF受容体発現レベルは8－Br－cAMP刺激後にわずかに減少した。　PRL分泌量とG・・CSF産生量との間に

は相関が認められず、PRLの産生が全く認められない刺激間質細胞からも高濃度のG－CSF産生が確認され

たが、脱落膜化細胞特有の形態的変化を示した。

結詮：cAMP介在刺激により子宮内膜闘質細胞からG－CSF産生が誘導され、それは特異的受容体を介して子

宮内膜間質細胞の分化を促進するが、細胞死や細胞増殖には明らかな影響を及ぼさない。子宮内膜間質細胞

にはPRし誘導能を有する前脱落膜細胞群とPRL誘導能を持たない間質細胞の少なくとも2群に分類される。

子宮内膜前脱落膜化細胞の機能的細胞亜群の存在は原因不明着床不全の病態に関与する可能性が考えられる。

●

●

o

216 卵管上皮細胞株NT／T－Sの分泌するサイトカイン

●

名古屋大学医学部産婦人科　　○安藤

　　　　　　　　　　　　　　　中西

　　　　　　　　　　　　　　　正橋

寿夫，近藤　育代，戸田　　繁

　豊，山原　　昇，吉田　誠哉

鉄夫，水谷　栄彦

【目的】先に我々が樹立した卵管上皮細胞株NTA’－sは、　IVF－Erにおける余剰初期胚との共培養で高い胚盤

胞到達率を示したが、今回はMrr－Sが分泌するサイトカインについてスクリーニング的に検討した。

【方法】卵管上皮細胞株M灯r－S、卵管由来線維芽細胞（T－Fi・bro）、胎児肝臓由来上皮細胞株NFLXTの24時間

培養上清、培養に用いたウシ胎仔血清（FCS）を用いて種々のサイトカインについてアッセイを行った。

【結果】LIFの培養上清濃度はNTrf－S　238　pgtml、　T－Fi　bro測定限界（15．6　pgtml）未満、　NFI－A’　83．5　pglm1で

あった。IL－6の培養上清濃度はNT！T－S　10．6　ng／ml、　T－Fi　bro　2．42　n　g／ml　．　NFLtT　13．5　ng／mlであった。　IL－1β、

IL－8にっいても同様の結果を得たが、1GF－1、　IL－4、1FNγ、TGFβ1についてはいずれの上清においても低値

あるいは測定限界未満であった。

【結論】卵管b皮細胞株Mrr－Sは多様なサイトカインを分泌しており、初期胚の発育や分化に関与してい

る可能性が示唆された。

■

●

亀
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217 Oncostatin　Mによる子宮内膜間質細胞の増殖制御

（513）　223

φ

●

鳥取大学医学部産科婦人科　　○永野　順恵，福田　靖子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　江夏亜希子，伊藤　雅之，津戸　寿幸

　　　　　　　　　　　　　　光成　匡博，吉田　壮一一一，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　原田　　省，寺川　直樹

1目的lOncostatin　M（OSM）は活性化マクロファージおよびTリンパ球から産生されるIL－6フ
ァミリーのサイトカインである．1レ6は分泌期由来子宮内膜間質細胞の増殖を抑制することを明

らかにしたが，本研究ではOSMが正所性および異所性子宮内膜間質細胞の増殖に及ぼす影響を知
ることを目的とした．

【方法】手術患者の同意を得て，子宮内膜組織（増殖期n＝6，分泌期n＝10）および卵巣チョコレー
ト嚢胞壁（皿＝9）を採取し，間質細胞を分離培養した．培養間質細胞におけるOSM，　OSM受容体

（LIFR，　OSMRβ）ならびにgp130のmRNA発現をRT－PCR法にて検索した．無血清培養した
間質細胞にOSM（0－50　ng／ml）を72時間添加し，細胞増殖をtetrazolium　dyeの取り込みを指標と

するMTT　assayで評価した．
【成績】増殖期および分泌期正所性内膜と異所性内膜間質細胞のすべてにおいて，OSM，　LIFR，

OSMRβおよびgp130のmRNA発現を認めた．10　ng／ml以上のOSMの添加は分泌期正所性内
膜間質細胞の増殖を有意に抑制したが，増殖期正所性内膜と異所性内膜間質細胞においては抑制作

用はみられなかった．

〔結論】OSMはLIFR，　OSMRβおよびgp130を介して月経周期特異的に子宮内膜の増殖制御に
関与する可能性が初めて示された．一方，子宮内膜症では正所性子宮内膜がもつ増殖抑制機構から
の逸脱が示唆された．

●

●

218 ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化によるsuperoxide　dismutase
　　　　　　　　　　　　　　　発現の元進

山口大学医学部産科婦人科　○杉野　法広，樫出　史郎，滝口　修司

　　　　　　　　　　　　　　苅部　綾子，高山　尚子，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　中村　康彦，加藤　　紘

●

◎

【目的】我々は、ヒト子宮内膜脱落膜細胞では、月経周期の子宮内膜に比し活性酸素の特異的消去酵素である

super。xide　dismutase（SOD）の発現が充進することを免疫組織染色法を用い報告した。今回は、ヒト子宮内膜間質

細胞の脱落膜化によるSODの発現の変化を検討した。　【方法】（1）手術時摘出標本から採取した子宮内膜より得

た間質細胞を用い、脱落膜化を誘導するため、estradio1（E；iO‘8　M＞及びmedroxyprogester。ne（MPA；1σ6　M）の存

在下でphenol　red非含有培養液にて23日間培養した。さらに、　E＋MPAの作用にh㏄が相乗的に作用するかを検

討するため、hCG（1，101U／m1）をE＋MPAと同時に添加し18日間の培養を行った。培養終了後，細胞中のSOD活

性およびSOD　mRNAレベルを測定した。脱落膜化の指標にはinsulin－1ike　growth　fact。r－binding　protein－1（IGFBP－1）

のmRNA発現を用いた。（2）黄体期中期から7－10日間プラノバールを投与された患者から得た脱落膜化子宮内膜

中のSOD活性と過酸化脂質濃度をホルモン投与を受けていない分泌期後期子宮内膜中のそれと比較した。尚、組

織採取に際しては患者のインフォームドコンセントを得た。【成績】（1）E＋MPA処理により間質細胞のIGFBP－1

の発現は培養12日目に明らかとなり、これに一致してSOD　mRNA発現も有意に増加した。以後培養23日目まで

両者の発現は同様な変化を示し増加した。しかし、hCGの相乗効果は、みられなかった。（2）プラノバールを投

与された子宮内膜組織中のSOD活性は、対照に比し有意に高値を示し、過酸化脂質濃度は、有意に低値を示した。

【結論】子宮内膜間質細胞は、脱落膜化することによりSODの発現が元進することが明らかとなった。

‘
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219 ヒト子宮内膜におけるレプチン受容体（OB－R）アイソフォーム
　　　　　　　　　　　　　　遺伝子の発現

●

　　　　　　　　　　　　　　　京都府、乞医科大学産婦人科　　○小柴　寿人，北脇　　城，楠木　　泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本　克美，本庄　英雄

［目的］肥満（ob）遺伝子の産物であるレプチンは視床下部のレブチン受容体（OB－R）を介して摂食抑制作

用を発揮すると同時に、性機能にも影響を及ぼす。OB－R　mRNAは脳だけではなく種々の末梢組織にも

発現している。特に卵巣においては穎粒膜細胞、穎粒膜黄体細胞、卵丘細胞、卵細胞にレプチンおよび

OB－Rが発現しており、頼粒膜黄体細胞ではレプチンがエストロゲン産生を刺激する。さらに胚および

trophoblastにもレプチンおよびOB－Rが発現している。これらのことから、初期発生においてレプチン

が何らかの生理的役割を担っていることが推測される。そこで、ヒト子宮内膜におけU）B－R遺伝子の

発現にっいて検討した。［方法］月経周期を有しており、子宮頚癌0期以外の悪性腫瘍、卵巣腫瘍、炎症、

妊娠を除いた症例のうち、摘出子宮または開腹術や腹腔鏡で腹腔内所見を確認しえた50症例を対象とし、
患者の同意のもとに内膜を採取した。Northem　blotによりOB－Rb　mRNAを検出した。さらに、　lo㎎お

よびshort　formを含むtota10B－Rのtranscriptをprimer　set＃1を用いて、および10ng　formであるOB－

Rbはprimer＃2と＃3の2組を用いて、それぞれRT－PCRにより検出した。〔結果］ヒト子宮内膜において

Northern　blotによりOB－Rb　mRNAの発現が認められた。さらに、　total　OB－R　transcriptは50例中45
例（90％）に発現し．　long　formであるOB－Rbはprimer＃2により50例中31例（62％）に、　primer＃3により

42例（84％）に、それぞれ認められた。しかし、原疾患、月経周期あるいはBMIのちがいとOB－R発現の

有無との間には明らかな関連はみられなかった。［結論］性成熟期婦人の子宮内膜においてOB－R遺伝子

が高頻度にかつ恒常的に発現していることが示された。レプチンの内膜への作用については不明である

が、着床に対する生理的な作用も推測される。

b

●

●

220　マウス子宮動脈虚血再潅流モデルを用いた月経機序に関する検討

●

長崎大学医学部産婦人科

日赤長崎原爆病院産婦人科

○岡崎　光男，小濱　正彦，藤ド

　石丸　忠之

　吉田　正雄，鮫島　哲郎

【目的】子宮動脈血流は月経発来時に減少し、子宮が虚血に陥ることが知られている。我々は、子宮動

脈虚血再潅流によって、月経様の組織変化が実験的に再現できるか実験し、アポトーシスの関与を検討

した。　【方法】生後6週齢のBDF1マウスの子宮動脈をdiestrus期に5、15、30、120分クランプ
し、再潅流24、48時間後の組織を採取し、虚血のみの群とコントロール群とで組織学的に比較した。
また、インドメタシン50mg／kgをクランプ時に腹腔内投与した群についても比較した。　T㎜L法でアポト

ー シスの関与を検討した。　【結果】虚血のみの群ではネクローシス様の変化が見られるのみであったが、

虚血再潅流群では、虚血15分再潅流24時間後に子宮内膜、卵管上皮にTUNEL陽性細胞の出現がみられ
た。虚血時間の延長と共に陽性細胞が増加し、子宮内膜、卵管上皮の障害が増加した。子宮内膜、卵管

上皮が基底部より脱落し、電子顕微鏡像で上皮基底部の変性像がみられた為、その機序はアノイーキス

によると考えられた。インドメタシン投与群ではアポトーシス細胞の減少は認められなかった。　【考察】

子宮の虚血再潅流モデルは月経モデルとして有用であり、月経にアノイーキスが関与すると考えられた。

虚血が重度になると組織障害も増加し、原発性月経困難症においては、子宮内膜、卵管上皮が月経時に
障害されていると考えられた。虚血障害にインドメタシンは有効でない可能性が示唆された。

晃

◎

9
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221 子宮内膜間質細胞におけるepidermal　growth　factorの

vascular　endothelial　growth　factor産生におよぼす影響

（515）　225
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●

大分医科大学産科婦人科　○中村砂登美，河野　康志，松井　尚彦

　　　　　　　　　　　　　h東　彰子，楢原　久司，宮川　勇生

［目的］子宮内膜間質細胞は様々なホルモンや成長因子により調節され，着床に最適な形態的，機能的

変化を遂げる。子宮内膜間質細胞においてepidermal　growth　factor〔EGF）受容体の存在が報告されてい

るが．その役割についてはいまだ不明な点が多い。今回，子宮内膜の増殖における血管新生について間
質細胞におけるEGFによるvascular　end。thelial　growth　factor（VEGF）の産生調節にっいて検討した。

［方法］子宮筋腫摘出時に子宮内膜を採取した。組織を細切後，酵素処理し，間質細胞を分離した。得
られた細胞は10％FCS加RPMI　l640で2×　IOs　viable　cells／wel1　（6　well　plate）で培養した。細胞が

confluentになった状態で培養液を無血清RPMI　1640に交換した。実験は同一検体をtriplicateでそれ
ぞれ3回つつ行われた。各濃度のEGFを添加し，3～48時間まで培養した。培養上清を回収し，　VEGFの
測定まで一80℃で保存した。VEGFはELISA法（R＆D　Systems）で測定した。また，　VEGF　mRNAはNorthern

法で解析した。なお，本研究は患者の同意のもとに行われた。
［成績］EGFを添加していないcontrolでは時間とともにVEGF産生の増加がみられたが．　EGF（1　nM）の

添加ではcontro1と比較してさらにVEGF産生の増加が認められた［controls；603．3pg／m1，　EGF；730．7
P9／ml（12hrs），　controls；　1154．7P9／ml，　EGF；　1658．gP9／ml（24hrs｝，　controls；　2448．2P9／m1，　EGF；

3145．3pg／m1（48hrs）］。EGFはVEGFの産生を濃度依存性に増加した［controls；100．0±8．9％，　EGF　10pM

；124．1±4．8％，100pM：132．9±18．7％（p〈0．001），1nM；151．2±5．5％（p＜0．001）］。また，　VEGF　mRNAは

EGFの添加で濃度依存性に増加が認められた。

［結論］VEGFは子宮内膜間質細胞より産生され，　EGFはVEGF産生を有意に増加した。　EGFはVEGFの調節

因子の一つであり．子宮内膜の血管新生において促進的に関与している可能性が示唆された。

o

噂

○

222　脱落膜化子宮内膜細胞におけるProlactin－Releasing　Peptideの発現

金沢大学医学部産婦人科

金沢大学医学部保健学科

○生水真紀夫，瀬川　智也，炭谷　宏志

　揚　　恵媚，井上　正樹

　島田　啓子

　　Prolactin－Releasing　peptide（PrRP31）は、下垂体でのプロラクチン分泌を特異的に促進するホルモンで、

GPR　10のリガンドとして1998年に日沼らにより発見された。子宮内膜細胞も脱落化に伴ってプロラクチ

ンを産生・分泌するが、その制御機構は不明である。そこで、脱落膜化子宮内膜細胞におけるPrRP31お

よびGPR　10の発現およびプロラクチン分泌への関与の可能性について検討したので報告する。［材料・

方法1インフォームドコンセントを得た上で婦人科疾患手術により摘出された子宮から得た子宮内膜組

織、流産・人工妊娠中絶時に採取された子宮内膜組織および分娩時の脱落膜組織を使用した。子宮内膜

間質細胞は酵素消化により分離し10％FBS添加DMEMIF　12培地を用いて5％CO2下に培養した。脱落膜

化の誘導には・P4とdibutryl　cAMPを添加した1％血清DMEM／FI2培地を用いた。［結果］GPR　10の発

現をRT－PCRにより検討したところ、増殖期子宮内膜組織ではほとんど発現がみられなかったが分泌期

内膜組織および妊娠初期・後期脱落膜で強い発現が認められた。また、黄体ホルモン投与時の子宮内膜

組織にも強い発現が認められた。そこで、培養子宮内膜細胞を用いて黄体ホルモンの効果を検討したと

ころ、GPR　10発現量は黄体ホルモン添加後24時間で5－10倍に増加した。つぎにPrRP31の発現量を同

様に検討した。妊娠初期絨毛にはPrPR31の発現は認められなかったが、脱落膜に発現が認められた。

PrRP31を培養間質細胞に添加してアラキドン酸分泌に及ぼす影響を検討したところ、　PrRP31添加後15

分でアラキドン酸分泌量が約10％増加した。［結語］子宮内膜問質細胞では脱落膜化に伴いPrRP31およ

びそのリガンドであるGPR　l　Oの発現量が増加することが明らかとなった。したがって、　PrRP31の自己分

泌が子宮内膜でのPRL分泌に関与している可能性が示唆された。
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223 培養妊娠初期ヒト脱落膜細胞における誘導型一酸化
　　　窒素合成酵素（iNos）の誘導に関する研究

●

東京医科歯科大学医学部産科婦人科　　○占木　尚之，久保田俊郎，麻生　武志

【目的】我々はこれまでに培養ヒト子宮内膜間質細胞において、cytokine刺激によりiNOS
が誘導されることを報告してきた。また既に妊娠初期ヒト脱落膜組織において、Northern

blot解析によるiNOS　mRNAの発現を報告した。今回iNOS　mRNAの妊娠初期ヒト脱落
膜における発現機序について着目し、培養ヒト脱落膜細胞におけるcytokineによる誘導条
件について分子生物学的に検討した。　【方法】正常妊娠初期の婦人より同意のもとに採取

されたヒト脱落膜を酵素的に処理し、10％血清加RPMI・1640培養液中にて2時間前培養
後の接着性細胞を実験に供した。この細胞を、i）cytokine無添加、　ii）TNFα（5001U／ml）、
iii）IL－1　B（10ng／ml＞、　iv）IFN・γ（100Ulml）、　v）TNF一α（5001U／ml）＋IL－1　B（10ng／ml）、

Vi　）IL・1β（10ng／ml）＋IFN一γ（100U／ml）、　vii）IFN一γ（100Ulml）＋TNF一α（5001Ulml）、　v面）

TNF一α（5001U／ml）＋IL－1β（10nglml）＋IFN・γ（100U／ml）の8つの群に分けて、24時間細胞

培養後RNAを抽出し、ヒトiNOS　cDNAをprobeとしてNorthem　blot解析を行った。
【成績】Northern　blot解析の結果、　iNOS　mRNAはvi）IL－1β＋IFN一γと面）TNF・α＋IL－1

β＋IFN一γの条件において強く誘導され、　cytokine無添加および単独添加では全く誘導さ

れなかった。　【結論】培養妊娠初期ヒト脱落膜細胞においても、cytokineによるiNOS
mRNAの誘導が確認されたことより、妊娠初期におけるcytokine　networksと関連して、
iNosにより生成されるNOが、子宮内環境を巧妙に調節していることが強く示唆された。

り

■

●

224胚移植後のリラクゼーションに対するヒーリングルーム使用の有効性
　　　　　　　　　　　　　　　　生理学的側面からの解析

●

蔵本ウイメンズクリニック　○井h　尚美，松本　典i－，北川ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　加島季世子，福川貴美チ，蔵本　武志

【目的】ARTを受ける患者は不安や悩みを抱え特殊な心理状態に置かれている。我々は、　ART患者が胚
移植後から妊娠判定までの時期に最もストレスを感じるいう調査結果を得、胚移植後のリラクゼーション
としてヒーリングルーム使用を促した結果、84％の患者に効果的であったことを昨年の本学会で報告し
た。そこで今回は、ヒーリングルームのリラクゼーション効果について生理学的側面からの解析を行った。

【方法】ARTを受ける患者を対象に、胚移植後に30分間のヒーリングルーム使用を促した。ヒーリング
ルームはリラクゼーション効果のある専用のヒーリング音楽と自然環境をイメージできるプラネタリゥム
の映像を取入れた。ヒーリングルーム使用前・使用中の生理学的指標として、血圧・脈拍・脳波・筋電・
皮膚温を測定した。なお、脳波・筋電・皮膚温の測定にはブレインビルダーを使用した。

【結果・考察】ヒーリングルームの使用中、患者の血圧は収縮期・拡張期とも下降が見られた。また筋電

位の低下が認められ、皮膚温は使用開始10分後より3℃以上の上昇がみられた。さらに脳波測定でも、

不安や緊張の際に見られるβ派は減少し、リラックス時に現れるα波が有意に増加した。これらの結果は

心身のリラクゼーションが効果的に起こると副交感神経が有意となり、バイタルサインの安定と血液循環

の改善、脳波上での有意なα波の出現がみられるという桜林らの報告と同様の結果となった。したがって、

胚移植後のリラクゼーションの方法としてヒーリングルームの使用は、生理学的にも効果的であることが

示唆された。

ψ

●
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225 横断調査による不妊症婦人の精神状態について

（517）　227

づ

●

東海大学医学部産婦人科

東海大学医学部精神科

○松林

　善方

　保坂

秀彦，和泉俊一郎，鈴木　隆弘

菊夫，牧野　恒久

　隆

［目的］不妊症婦人の精神的要因の関与について注目されるようになってはきたが，精神的ストレスが不妊症

の原因なのか（PsychogenicHypothesls），結果なのか（Psychological　ConsequencesHypothesis）については

明らかではない。外国ではむしろタブーとなっている結婚や子供の有無について，日本では挨拶代わりにとか

く詮索されることが多いため，不妊症婦人はストレス状況にあることが推察される。そこで，不妊症婦人の不

安や抑うつなどの情緒状態を横断調査により明らかにすることが目的である。

［方法］東海大学産婦人科をある時期に受診した分娩経験のない100名の不妊婦人にVAS（Visual　analogue

scale）を用いた質問票調査および以下の心理検査を行いスコアーを集計した。心理調査はHAD（Hospltal
Anxiety　and　Depression　Scale）による抑うつ・不安（DA）スコアー一．，　POMS（Profi　le　of　Mood　States）による抑

うっ（D），怒り・敵意（AH），活気のなさ（LV），疲労（F），緊張・不安（TA），混乱（C），情緒不安定性（TMD）スコ

アーである。

［成績］我々のこれまでの検討ではDAスコアーで12ポイントがカットオフポイントである（感度97％，特異度

74％）ため，この点数以上を陽性とした。それによれば，今回の調査対象100名の不妊症婦人の48名（48％）が

DAスコアー陽性であった。また，　POMSのD，TA，TMDスコアーは，　HADのDAスコアーに相関していた（それ
ぞれの相関係数は0．71，0．73，　O．79，p〈0．0001）。

［結論］日本人の不妊婦人の約半数は主に不安と抑うつなどの情緒障害があることがわかった。

●

226 卵巣機能不全患者の精神的ストレスに関する検討

●

●

●

東海大学医学部産婦人科

東海大学医学部精神科

○村野　孝代，和泉俊一郎，松林　秀彦

　鈴木　隆弘，善方　菊夫，牧野　恒久

　保坂　　隆

（目的）これまで，卵巣機能不全患者のストレスの関与について，多数議論がなされてきた。日常，臨床の現

場において，様々な精神的，肉体的ストレスが内分泌機能に影響し，卵巣機能不全を引き起こしたと思われる

症例を度々目にするが，実際のところ，卵巣機能不全患者が，いかなるストレス下にあるのかは，明らかにさ

れていない。今回我々は，卵巣機能不全患者に対し心理調査を施行し，そのストレス状況について横断調査を

行った。

（方法）東海大学産婦人科をある時期に受診した75名の卵巣機能不全患者に対し，以下の心理調査を行い，

スコアーを集計した。心理調査はHAD（Hospital　AmxietyandDepression…Scale）による，抑うつ・不安

（DA）スコアー，　POMP（Profile　ofMood　States）による抑うつ（D），怒り・敵意（AH），活気のなさ（LV），疲労

（F），緊張・不安（TA），混乱（C），情緒不安定（TMD）スコアーである。

（成績）我々のこれまでの検討ではDAスコアーで12ポイント以上の場合，精神病的状態である（感度97％，

特異度74％）ため，これを陽性とした。今回，調査の対象とした75名の卵巣機能不全患者において，35名

（46．7％）はDAスコアー－ma性であった。またDスコアーは，　DAスコアーに相関していた（相関係数　0．70

Pく0．001）。

（結論）当院産婦人科に通院する卵巣機能不全患者の約半数は，主に不安と抑うつといったストレス状態にあ

ることが明らかとなった。さらにその関連因子，また機能不全の程度との関連等現在調査中である。
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227 体外受精・胚移植の意思決定（decision－making）に関する分析

●

IVF大阪クリニック

河内総合病院

○山口　美穂，河田　　淳，福田　愛作

　森本　義晴

　舟木　順子

【目的】患者が体外受精・胚移植（以下IVF・ET）を含むART（生殖補助技術）の適応となった場合、治療を決

意するにあたって、様々な迷いが生じると考えられる。本研究では、IVF－ETを選択する過程で何が障害となる

かを分析した。

【方法】平成9年10月から12月において、医師と患者の診察場面を観察し、会話を記録した。対象は、医師か

ら患者にIVF・ETが適応と説明された23症例を用いた。治療の選択にあたって障害となる事柄をカテゴリーに

分け、属性を分析した。

【結果1医師からIVF・ETが適応と告げられたとき、患者の73．9％（17／23）が何らかの障害を表出していた。

IVFETの選択にあたって障害となる事柄は、「抵抗」という言葉で語られていた。「抵抗」には、医学的抵抗、

心理社会的抵抗、倫理的抵抗に分類できた。医学的抵抗には、①成功率；IVF・ETにて妊娠、出産する確率をさ

し、これに踏み切ったとしても必ずしも子を得られるわけではないことからくる抵抗、②医学的知識のなさ；

IVFETがどのような治療かわからないことからくる抵抗、③技術・薬（特に排卵誘発剤）の安全性、④身体的

な苦痛があった。心理社会的抵抗には、①家族（特に配偶者）の協力、②生活への負担；仕事の継続が可能か

どうかわからないことからくる抵抗、③経済的負担があった。倫理的抵抗には、妊娠に対する自然観；1VF・ET

は自然妊娠ではないことからくる抵抗がみられた。実際に68．8％（11／16）が、IVF－ETに移行した。

【考察11VFETを選択するにあたり、患者は3種類の「抵抗」を感じると考えられた。安心して治療に臨むた

め、医学的抵抗に関しては、医師等によるインフォームド・コンセント及び医療情報の提供、心理社会的抵抗

に関しては、生殖医療に詳しいカウンセラー一や医療ソーシャルワーカーによる面談の必要性が示唆された。患

者に対する心理面での各種サポートを、IVF－ETを施行する以前の患者に充実すべきである。

り

■
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228　神経性食欲不振症患者の内分泌学的および心理学的傾向の検討

●

慶磨義塾大学医学部産婦人科

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

○山本百合恵，堀口　　文，酒井のぞみ

　浜谷　敏生，吉村　泰典

　田辺　清男

【目的】神経性食欲不振症（以下AN）は、家庭環境に由来する心理学的背景が発症に強く関わっ
ていると考えられている。今回我々は、当科を受診したAN患者に対して、内分泌学的および心
理学的検討を行った。　【方法】当科を受診したAN患者30例中15例に対して、　LH・RH負荷テス
トを施行し、負荷前、30分後、60分後、120分後の血中LHおよびFSH濃度を測定した。心理
テストとして、25例に対してCMl（Cornell　Medical　lndex）を、24例に対してY－G性格テスト
（Yatabe　Gu　ilfo　rd　Character　Test）を、30例に対して文章完成テストを、特に抑うつ傾向の強

い2例に対しては自己抑うつ評定法（Zung）を用いた。さらに母親に対してもY－G性格テストを5
例に施行した。　【結果】しH－RH負荷テストは、7例（41、296）が正常反応型を、6例（40、096）が

LH低反応一FSH低反応型を、5例（33．7％）がLH過剰反応一FSH正常反応型を示した。心理テスト
では、CMIにおいて、1およびII型（正常型）が12例（48．096）、　Il1およびIV型（神経症型）が13
例（52．0％）であった。Y・G性格テストにおいては、　Average　typeが4例（16，7％）、Blacklist
typ　eが8例（33．3％）、Calm　typ　eが2例（8．396）、　Directo　r　typeが5例（20．8％）、　Ec　ce　nt　ric

typeが5例（20．8％）であった。また、自己抑うつ評定法を施行した2例では軽度抑うつ傾向の
成績を得た。文章完成テストでは、結婚に対する不安や母性拒否の傾向が認められ、支配的な母
親像が顕在化された。また母親に対して施行したY－G性格テストでは、5例中3例で情緒不安定傾
向を認めた。【結論】ANにおける続発無月経は視床下部性、重症例では下垂体性であった。ま
た心理テストの結果から、ANは神経症および抑うつ傾向を呈し、一部には精神科受診例もあった。
さらに、家庭環境、特に母子関係が発症に強く関わっていることが示唆された。AN患者の背景
描出にあたっては、内分泌学的検査とともに、心理テストが有用であると考えられた。

●

●

‘
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229　当院における不妊患者のための病院外サポートシステムについて

6

●

　　　　　　　　　　　　　　　　聖隷三方原病院産婦人科　　○高林香代子，中西　洋乃，平出理絵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩沢　直美，鈴木　晴彦，杉本　利幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井強，岡田喜親，望月修

　［目的］生殖医療が複雑化している中で不妊カウンセラーの役割は、益々重要になっている。そこで、病院

の短い診療時間を少しでもカバーし、患者の不妊に関する疑問や不安の解消の助けになればと考え、平成11

年1月より電話および電子メールによる相談を開始した。今回、平成11年1月から4月までの相談内容につ

いて分析したので報告する。［方法］対象は不妊患者で、電話相談の受付時間は毎週火曜日の午後3時から4

時までの1時間で・電子メールの受付時間はフルタイムである。　［結果］相談件数は60件で、電話相談が

35件、電子メs・・一・・ルが25件であった・男性の相談は22％を占め、特に電子メールによる相談は36％と高率

であった。また、年令は35才未満が73％を占めていた。女性の不妊期間は1～2年と5年以上の2峰性ピー
クを示す傾向を認めた・一方・不妊期間を5年未満と5年以上の2群で比較すると、平均不妊期間は、それ

ぞれ1・9年対5・5年・複数の病院受診者は5年未満群で皆無であったのに対し、5年以上群では57％と過半

数が複数病院での治療歴を有していた。また・不妊治療の内容をみると、タイミングおよび内服治療が73％

と大部分を占め・未治療例はわずか3％であった・さらに、不妊検査の内容を検討してみると、一・部の基本
検査のみを受けている症例が64％と約2／3を占め、腹腔鏡検査の既往はわずか4％に過ぎなかった。さら

に、当院から相談者へのアドバイス内容としては、不妊専門施設先の紹介依頼や当院より不妊専門施設への

受診を促した症例を合わせると、全体の71％を占めた。［結論］電子メールの普及に伴い、男性からの不妊

相談が多く、今後本法のさらなる利用により、男性不妊患者にもきめ細かい対応をはかることができると考

えられた。また、相談内容として不妊専門施設の紹介が予想以上に多いことから、県内および近隣県の不妊

専門施設の把握および病院間のネットワーク作りが急務と思われた。

D

●

230 不妊治療におけるオープングループの有効性と限界
　　継続的サポートグループの事例分析を通して一

◆

■

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○伊藤　弥生，福田貴美子，蔵本　武志

【目的】不妊患者は、治療への不安や周囲の無理解などストレスフルな状態におかれ、メンタルケ
アは不妊治療の急務であり、昨年の本学会では、継続的サポートグループの必要性を報告した。グ
ループには、メンバーを固定するクローズド形式と固定しないオープン形式があるが、今回は不妊
治療におけるオープングループの有効性と限界を指摘する。【方法】対象：1997年5月より不妊に
悩む人を対象に月1回開催したオープン形式の継続的サポートグループ。分析方法：心理士による
綿密な記録の事例分析。【結果】参加者：平均参加者数8名（1～17名）、平均年齢33歳（26～44
歳）。内容：フリートークだが、治療をめぐる悩みや不満の表出、それらに対する共感及び体験的
情報の交換が多い。一一一一方、シリアスな話題は避けられる傾向にある。プロセス：〈1期：1～7回
〉他の患者の妊娠も励みにする前向きなグループとなる。〈2期：8～12回〉出席者中の妊婦にシ
ョックを受けた参加者が出て以降は、参加者は治療中の患者に限り、妊娠した際は紙面上の「卒業
式」を行う。安定したグル・一一一一プが続く。〈3期：13回～17回〉人数の限界に加え二人目不妊と「卒

業式」についての課題が出現。〈4期：18回～〉再編期間を設け、妊娠報告は不妊教室に移し、参
加者を一人目不妊の患者に限る。【考察】有効性：治療を始めたり継続しようとする一人目不妊の
患者が、仲間や体験的情報を得て治療に前向きになれる。自分の状態に応じて参加できる。常にメ
ンバーが増えるため最後の一人になる恐れがない。限界：メンバーの入れ替わりが激しく、シリア
スな問題や葛藤を抱えられる程の関係が築けないため、グループに参加後妊娠した際の妊娠報告や
二人目不妊及び治療を迷ったりやめたりする患者には適当でない。【結論】不妊治療におけるオー
プングループは、治療継続希望の一人目不妊の患者には有効であるが、治療を迷ったりやめたりす
る患者には個人面接等のより細やかなケアの提供が必要だと思われる。

‘
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231 非配偶者間人工授精により挙児に至った男性不妊患者の意識調査

●

　　　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　○久慈　直昭，堀井　雅子，雨宮　　香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高垣　栄美，田中　宏明，谷垣　礼子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋　慎一，浜谷　敏生，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒田優佳子，末岡　　浩，吉村　泰典

　【目的】非配偶者間人工授精（以下AlD）により挙児を希望するカップルにおいて・治療経過中夫婦双

方に生じる心理的・情緒的影響は、この治療法を考慮している患者にとってきわめて重要である。今回・

特に夫側の児出生前後における精神的変化について検討するため、郵送によるアンケート形式で調査を行っ

た。　【方法】慶慮病院産婦人科においてAIDにより妊娠成立し、最近3年間に生児を得た不妊カップルの

夫に、無記名・自由意志による調査を書面にて依頼した。発送から集計までの期間は2ヶ月とした。

　【結果】1．郵送による依頼190通中、146通（77％）を回収した。出生児の性別は男児が55％（80

人）であった。2．子供が得られる前に感じた不安（複数回答）としては「子供の顔が親と似ていないの

ではないか（86％）」「秘密保持は確実か（58％）」という回答が上位であった。3．AIDにより出産に

いたった気持ちとしては、「とてもよかった」「よかった」が95％、一般的に見てAlDという治療法に対

する賛否については97％が「あった方がよいと思う」という意見であった。また80％がAtDによる第2
子を希望していた。4．子供に将来AIDのことを話すかについては、8t％が「絶対にしない」「できれば

したくない」であった。【結論】第三者からの提供精子を用いることから・AiD治療前・治療中は外見が

似ていないのではないかという不安をもつ夫が多数であり、それは秘密保持を心配する・すなわち親族や

他人にこの治療のことを知られるかもしれないという不安でもあると考えられる。また子供をえた後にも

AIDに対して肯定的意見が圧倒的に多く、第2子を希望する夫が多かったことからも・この治療が患者に

一
定の満足を与えるものであることが推察される。子供本人に告知すると答えた夫がきわめて少数であっ

たことなど、この治療のもつ問題点も見られた一方で、非常に高い返信率が得られたことは・全体的に見

てAIDが一定の治療的意義を持っていることを示していると考えられた。

1

●

■

232 男性不妊患者に対するメンタルヘルスケアの重要性

　　　　　　一聞き取り調査を実施して一
●

医療法人三秀会 中央クリニック　○菅原真理子，浜崎　京子，松田　光枝

　　　　　　　　　伊澤　由美，輪島　順子，本山　光博

　今日、小子化が社会問題となっいるが、不妊治療を望むカップルは増加している。そんな中・体外受精
を起点としたARTへの期待は高く、近年マスコミでも取り上げられ・さまざまな論議を呼んでいる。
　しかし、不妊治療は受ける側に十分理解され納得した上で・進められているのであろうか。ほとんどの
カップルが、肉体的・精神的・経済的な不安や多くの問題を抱えながら・不妊治療を続けていると思われ
る。このような現状において、メンタルヘルスケアの必要性が重要視され多くの論文が報告されている。
その中で、不妊の原因の半分は男性であるが、治療の主体は女性である為・女性の心理に関する研究がほ
とんどである。　‘夫婦で子供を望んで治療を受ける’という見地から男性の心理を知る必要性を考え先行

研究を行い、男性特有の心理がある事を理解した。
　今回、不妊治療中の男牲に聞き取り調査を依頼し、個別的に面接を行い心理状況を知る事で・男性から
見た不妊治療・今後の男性への関わり方・メンタルヘルスケアを検討した・その結果・男性もカウンセリ
ングの機会を望んでおり、「不安や悩みをサポートする場の提供」と「サポートする側の適切なカウンセ
リング・スキルの習得」が求められていると示唆されたので・報告する。

●

●

の
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233 不妊症における夫婦間の問題

（521）　231

，

●

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

旧的】我々は本学会において、男子不妊症や性染色体異常の’L理特性についてシリー一ズで発表してきた。

今回、不妊症にたいして夫婦双方の意識のあり方を調査し、夫婦聞の不妊という事態にまつわる心理力動

を検討したので報告する。

［方法】不妊症外来を受診した夫婦双方に個別に

1）心理テスト（CMI、Y－G，TPI）

2）問診（精神医学的．臨床心理学的面接）

を施行した。

［結果1心理テストでは若干の症例で異常値を示した。面接においては、夫婦間で不妊に対する取り組み

方に次のようなズレを認めた。1）片方が不妊に対し全く無関心。2）夫婦間で話し合いは生じるも積極

性に乏しい。3）仕事等で忙しいとの口実をもうけ性生活を回避。さらに、親類や周囲の関係者による無

理解が不安、ストレスを増悪してるケースも見られたp

工考察1不妊という事態は一つの重要な腫fe　eVE皿として捉えられ、単に「子供ができない」というだけで

なく．背景にかなり複雑な要因が絡み合い、夫婦一親類一社会を巻き込んだ事態と考えられた。

泌尿器科、産婦人科をはじめ心理カウンセラーを含めたトータル・ケアーが必要と考えられた。

●

●

234 　　　予定月経発来前のhCGβ値による

妊娠診断ならびにその予後判定に関する検討

■

●

医療法人假野クリニック

大阪医科大学産婦人科

○假野　隆司，古殿　正子，加納万里子

　石井みさ子

　後山　尚久，植木　　實

【研究目的】予定月経発来前のBBT＋12Day基礎体温高温相12日目の血中hCGβ値による早期妊娠診
断とその予後の判定、ならびに妊娠最終経過による不育症原因の予知の可能性を検討すること。

【対象と方法】1991年から1998年にかけて、挙児希望で来院した、BBTの高温相と低温相が明瞭に鑑別

できる、23歳から44歳の137例（原発性；96例、続発性；41例）153周期を、以下の基準によりretro。

spectiveに非妊娠群（45周期）、非妊娠hCG製剤使用群（40周期）、妊娠群（68症例）の三群に分類
した。妊娠群は最終経過によりさらにHCG群、　GS群、　Heart　beat群に分類した。　hCGβ値はBBT＋12

DayにhCGβダイナパックEIA法によって採血後5時間以内に自家assayした。不育症検査としては
染色体検査、　HLA抗原typing（クラス1，皿抗原）、抗核抗体〔ArgA）、抗cardiolipin抗体（ACAIgG，AC
AIgM：）を調べた。

【結果】各群のhCGβ値は非妊娠群；0．54±LO801Uん1（OmlU／ml；18周期）、非妊娠hCG製剤使用群
；5．14±2．85mlU／mlであり、妊娠群は生児獲得群；85．26±118．17凪IUノ■1（最高値640．76mlU／ml、

最低値ll．2mlU／面1）、流産群；26．82±27．17mlU／ml（最高値156。17mlU／m1、最低値10．27面IUん1）であ

り、前者が有意（P＜O．Oi）に高値であった。またhCGβ値20mlU／ml以上で予後良好（生児獲得率61．5

％）と判定されたものの、流産に終わったHeart　beat群8例では75．0％に同種免疫異常不育症が診断
された。

【考察】①月経発来前のBBT＋12Dayの血中hCGβ値により、妊娠ならびに予後の診断が可能であ
り、cut　off値はそれぞれ10mlU／m1、20面IUん1である。②予後良好と判定されたにもかかわらず流産に

終わったHeart　beat群は同種免疫異常不育症の可能性が高いと推察された。

ψ
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235 習慣流産患者におけるFactor　V　Leiden突然変異の解析

●

大阪大学医学部産婦人科

大阪警察病院産婦人科

関西労災病院産婦人科

　　　　清水産婦人科

○沈沢　欣恵，古山　将康，東　　f尋

　村田　雄二

　下屋浩i郎，大槻　芳朗

　大橋　一友

　清水　　卓

【目的】抗リン脂質抗体症候群のような血栓形成を来す疾患は流産の危険因子の一つであると考えられてい

る。第V因子の遺伝子異常であるFactor　V　Leiden突然変異は血栓形成のリスクを高めることが知られてい

る。Factor　V　Leiden突然変異と習慣流産の相関の有無については諸家の報告によって異なり、一定の見解は

得られていない。本研究では日本におけるFactor　V　Leiden突然変異と原因不明習慣流産との相関について解

析することを目的とした。

【対象と方法】3回以上の妊娠初期の流産を繰り返す原因不明の習慣流産患者52人を対象とし、さらに52人

のうち41人に関してはその配偶者についても解析した。一方、流産歴や死産歴がなく、正期産における分娩

歴を有する55人を対照群とした。患者、配偶者さらに対照群の全症例に対してinformed　consentを得た上で末

梢血を採取し、末梢血からDNAを回収した。第V因子の第10エクソンにおける267bpのフラグメントをPC　R

法によって増幅し、得られた産物を制限酵素Mnl　Iにて切断し、遺伝子配列の1691番目のGからAへの点突然

変異の有無を検討した。

【結果】対照群の55人についてはFactor　V　Leiden突然変異は認められなかった。一一方、習慣流産患者52人お

よびその配偶者41人についてもFactor・V　Leiden突然変異は確認できなかった。

【考察】今回我々の検討では、日本人において原因不明の習慣流産とFactor　V　Leidcn突然変異との間には明

らかな相関を認めることはできなかった。従って、日本においては現時点では習慣流産患者においてFacte・r

V・Leiden突然変異をスクリーニングする必要性は見いだせなかった。

o

●

■

236 黄体機能不全は反復流産の独立危険因子か？ ●

名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○小笠原真弓，尾崎　康彦，梶浦　詳二

　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴森　　薫

［目的］従来，黄体機能不全（LP　D）は流産の原因のひとつとされてきたがLP　Dの診断の根拠となる

適当な検査について一定の見解が得られていないためpredictiveな価値は不明であった。　LPDが流
産の危険因子であるかどうかを検討するため、反復流産患者におけるBBT高温相中期の血中プロ
ゲステロン（P）値がその後の妊娠に及ぼす影響について前方視的に調査した。　［方法］当科を受診

した原因不明の2回の反復流産患者197例について高温相5－9日のP、エストロゲン（E2）、プロラ
クチン（PRL）を少なくとも2回測定し、　Pく10ng／m1をLPDとする診断基準を用いてLPDの診断を施

行した。そのうち高PRL血症及び排卵障害を示す症例を除外した197例についてLPDとその後の妊
娠帰結との関係を検討した。

［成績］197例中46例（23．4％）がLPDと診断された。反復流産患者197例中38例（19．3％）がそ

の後の妊娠において流産となった。LPDと診断された46例中7例（15．2％）が流産したのに対し
LPDではなかった151例中31例（20．5％）が流産した。2群間に有意差は認められなかった。　E2、

P／E2についても2群間に有意差を認めなかった。
［結論］LPDは流産の原因とみなされてきたが、血清Pを診断根拠とする場合、妊娠前の周期に

LPDと診断された症例と診断されなかった症例のその後の妊娠における流産率に差はない。高
PRL血症及び排卵障害を伴わないLPD（P＜10ng／m1）は、反復流産の独立した危険因子ではない可
能性が示された。

●

●

り
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237 体外受精胚移植後の子宮内，腹膜同時妊娠の1例

（523）　233

ゆ

●

岩手県立宮古病院産婦人科　○渡辺　　正，國井周太郎

レディースクリニック京野　　京野　廣一

　我々は体外受精後の子宮内妊娠に腹膜妊娠を合併したきわめて稀な症例を経験したので報告する。

　症例は40才、女性。当院にて平成6年より不妊治療を受けていた。平成8年に妊娠に至るも自然流
産。その後、腹腔鏡にて子宮内膜症と診断、両側卵管疎通性は保たれていたため待機的経過観察をした

が妊娠成立しないため、年齢因子も考慮して体外受精胚移植の適応とした。
■4月過排卵誘発後、他医にて体外受精胚移植（4cel12個）施行。胚移植後11日目に妊

娠反応陽性となり、子宮内単胎妊娠が確認された。切迫流産にて入院加療中、妊娠8週4日に突然右上
腹部痛が出現した。肝臓直下に少量の液体貯留像を認めたが、経膣超音波像では、子宮外妊娠の存在に

っいては肯定的ではないと考えた。しかし、下腹痛も出現し、腹腔穿刺により血液を吸引するに至り、

緊急開腹術施行。開腹所見により、膀胱子宮窩腹膜に着床した腹膜妊娠の診断に至った。妊卵、絨毛の

除去、および着床部位周囲を焼灼、止血した結果、子宮筋層の一部を欠損させる形となった。
　術後、絨毛存続、切迫子宮破裂の可能性を憂慮した慎重な管理を必要としたが、子宮内胎児は順調に

発育し、妊娠34週で選択的帝王切開術を施行し健児を得ることができた。
　本症例は非定型的な症状の出現により、診断治療に苦慮したケースであった。
　本症例における腹膜妊娠成立の機序についても、若干の考察を加える予定である。

■

238 不育症患者における抗Xn因子抗体の発見

●

東海大学医学部産婦人科　　○杉　　俊隆，内田　能安，岩崎　克彦

　　　　　　　　　　　　　牧野　恒久

o

o

【目的】近年抗リン脂質抗体と反復血栓症，反復流産との関係が注目を浴びている。我々は，電気的中性のリ

ン脂質であるphosphatldy旦ethano1amine（PE）に対する抗体のtarget　antlgenとしてkininogenを発見した。

hlgh　molecular　weight　klninogen（HK）はtn　v童troではfactor　XI（FXI），　factor　XII（FXII），　preka1likrein

（PK）と共にcontact　activationに必要な凝固因子であるが，血管内皮細胞上では抗凝固，線溶系促進機能があ

ることが最近になって明らかになってきた。さらにkallikrein－kininsystemにおけるkininのsourceとして，

uter（》－placentalunitに局在し，　bradyklninを放出して胎盤血流を調節し，妊娠分娩に重要な役割を演じている

といわれている。同様にkalHkrein－kininsystemの一員であるIXIIも凝固線溶系や妊娠に重要な役割を演じて

おり，最近FXII欠乏と反復流産，血栓症との関係も明らかになりつつある。以上の様に，　contaCt　acttvatlonま

たは，］kallikrein－kinin　system関連蛋白と血栓，流産との関係は興味深いものがある。今回我々は，当院不育

症患者のFxn活性を測定し，低活性の患者について抗FXII抗体の存在を検討した。

【方法】当院不育症外来の患者に対して，インフォームドコンセントのもとでFXIIの活性をFXH欠損患者血漿

を用いたaPITにより測定した。さらに，精製したFX皿を用いたWestem　bbtを確立し，患者血清中の抗FXII抗

体を測定した。

【成績】170人の不育症患者をスクリーニングしたところ，27人（15．9％）が活性60％未満であったeそのう

ち10人（37．O％）は抗リン脂質抗体も陽性であった。不育症群のFXII活性低下の頻度は正常群と比較して有意

に多かった（x2検定，　p＝0．006）。また，　FXII欠乏症患者の中には，抗FXII抗体を持つ症例があった。

【結果】抗XI咽子抗体と不育症との関係が世界で初めて示唆された。

，
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239 排卵誘発双胎と自然双胎の周産期予後の比較

●

川鉄千葉病院産婦人科　○内藤　正文，赤間　晴雄，布Ll」　隆史

　　　　　　　　　　　　　遠藤　詩織

【目的】近年、排卵誘発双胎の増加が指摘されているが、排卵誘発双胎の妊娠・分娩管理は自然双胎と同様でよ

いか疑問がもたれる。そこで、我々は当科で経験した排卵誘発双胎と自然双胎の周産期に関係した予後にっい

て比較検討した。

【対象および方法】1991年～1998年度の8年間に当科で管理した119例の双胎分娩例を対象とし、これらを排

卵誘発双胎（HMG双胎・クロミフェン双胎）と自然双胎に分け、その周産期に関する予後を以下の項目にっき

比較した。分娩時週数、児体重、32週未満の早産率、早産開始のためNICUのある病院への母体搬送例、
Discordant　twin、周産期死亡、児奇形、その他。【結果】①119例の双胎中、自然双胎は60例、排卵誘発双

胎は57例（HMG　41例、クロミフェン16例）、他に凍結融解胚移植による双胎が2例あった。　l　l　2例は当院で

分娩となり、7例は母体搬送により他院で分娩となった。②平均分娩時週数、児体重は自然で36週6日、2312

g、HMGで35週0日、2051g、クロミフェンで36週6日、2331gで、　HMG双胎は自然双胎より有意に早く分
娩となり、低体重となっていた。また32週未満の早産率は自然で5％（3／60）、HMG　24％（10／41）、クロ

ミフェン6％（1／16）となり、HMG双胎が自然より有意に高頻度であった。他院への母体搬送7例中6例は
HMG双胎、1例が自然であった。③Discordant　twinは自然17％、　HMG　10％、クロミフェン19％と大き
な差はなかった。④周産期死亡、児奇形に3者間で差違はみられなかった。

【考察】排卵誘発双胎と自然双胎とを比較して、その周産期予後に違いがあるかどうか興味がもたれるが、本邦

ではそれに関する報告はほとんどみられない。今回の我々の集計ではHMG双胎に臨床上間題のある32週未満

の分娩が多いという結果が得られた。これをもとに排卵誘発双胎の管理について考察を加える。また海外文献

では我々と異なる報告もなされているので、それらについても検討を加える。

●

●

o

240　不育症患者に対するTRH負荷試験の意義とプロモクリプチン療法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の効果に関する検討

●

慶磨義塾大学医学部産婦人科

浜松赤十字病院産婦人科

○福地

　久慈

　高橋

智恵，小澤　伸晃，黒田優佳子

直昭，末岡　　浩，吉村　泰典

　純

【目的】プロラクチンは卵胞発育や卵成熟、排卵後の黄体機能などにおいて重要な役割を担っており、

プロラクチン分泌異常は卵巣機能不全、不妊症、不育症などの原因となることが予測される。今回は当
院不育症患者におけるプロラクチン分泌異常に対してTRI－1負荷試験による検索と、その治療成績に関

して検討した。　【方法】当院不育症患者330例を対象にTRH負荷試験を月経周期の1～7日目に行い、

プロラクチンを負荷前、15、30分後に測定した。前値で15㎎／ml以上、負荷後15分値あるいは30分値

が75㎎／m1以上を陽性として、プロモクリプチン療法を行った。約2～3ヶ月の内服治療後妊娠を許可

し、妊娠確認後は、投与を中止した群と約10週まで継続した群に分けて検討した。　【結果】330症例中

52例にプロラクチン分泌異常が認められ、内訳はTRH負荷試験において前値で陽性となったのは48．1

％（25．／52）であった。残りは前値が正常で負荷後陽性値を示した潜在性高プロラクチン血症であっ

たが、15分値のみ陽性であった症例は15例認めるも、30分値のみが陽性であった症例は認めなかった。

またプロラクチン分泌異常を認めた症例の中で黄体機能不全の合併を約34．6％（18／52）、甲状腺機
能異常を約5．8％（3／52）に認め、明らかな生理不順を示した症例は23．1％（12／52）であった。プロ

モクリプチン療法後28例で妊娠を確認し、妊娠成績は妊娠12週まで到達した場合を妊娠継続と判断す

ると、妊娠継続率は78．6％（22／28）であった。既往流産回数別にすると2回では87．5％（14／16）、

3回では77．8％（7／9）、4回以上では33．3％（1／3）であった。また妊娠確認後投与を中止した場合は

64．3％（9／14）、投与を妊娠10週まで継続した場合は92．9％（13／14）の妊娠継続率となった。【考

察】不育症患者においては潜在性高プロラクチン血症も含めたプロラクチン分泌異常の検索が重要であ

り、プロモクリプチン療法により妊娠予後の改善が望まれる可能性が示唆された。

●

●

弓
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241　習慣流産患者に対する免疫療法の施行回数と有効性に関する検討

の

●

■

慶磨義塾大学医学部産婦人科

浜松赤t字病院産婦人科

○小澤　伸晃，福地

　末岡　　浩，吉村

　高橋　　純

智恵，久慈　直昭

泰典

【目的】原因不明の習慣流産患者に対して従来より免疫疫法が行われ、各施設で良好な成績が報告され
ているが、その施行回数や注射の時期などは各施設で異なっており統一されていないのが現状である。

当院では従来より妊娠前に4回の夫リンパ球を用いた免疫注射を行い、妊娠確認後追加注射を行ってき

たが、今回妊娠前に2回のみの免疫注射を行い、その効果を比較検討し、免疫療法の施行方法に関して
再考することとした。　【方法】3回以上の自然流産の既往があり、他のルーチン検査で特に異常を認め

ない94症例を対象に、従来の妊娠前4回の治療法を82例に、また妊娠前2回の治療法を12例に行い比較
検討した。免疫療法前後でFCXM（フローサイトメv－・・一タークロスマッチ）値を測定比較し、その後の妊

娠成績を検討した。　【結果】夫Tリンパ球に対するFCXM値はコントロールに対するピー一一・ク蛍光強度変

動幅でカットオフ値を20とした場合、妊娠前4回の治療法では79．3％（65／82）が陽性となり、陽性

の場合78．6％（33／42）の妊娠継続率が得られ、陰性の場合は50％（5／10）であった。また80以上

のFCXM強陽性を示す症例が11例に認められ、12ヶ月以上の長期の不妊期間が持続する症例を10例認
めた。一方妊娠前2回の免疫療法ではFCXM陽性になったのは33．3％（4／12）であり、　FCXM値強陽

性を示した症例は認められず、すべて40以下であった。治療後妊娠の確認できたのは7例のみであるが、

いずれも妊娠許可後6ヶ月以内に妊娠が成立し、FCXM陽性の場合は66．7％（2／3）、陰性の場合でも
75％（3／4）の妊娠継続率となった。4回以上の自然流産の既往のある症例を4例認めたが、いずれも

妊娠継続に成功した。　【考察】各施設で免疫療法の有効性が報告されているが、抗HLA抗体産生など
の副作用も懸念されることより、可能な限り回数を減らすなどの工夫を考えるべきであると思われ、今

回の検討により妊娠前2回の治療法でも十分妊娠維持効果が期待できる可能性が示唆された。

242 卵管妊娠に対する保存的治療の検討

●

■

●

北里大学医学部産婦人科 ○本橋恵美f，川内　博人，右島富t：男

　安座間　誠，望月　純子，西島　正博

1目的1卵管妊娠に対する保存的治療法のうち、Methotrcxate（MTX）療法（全身投与および局所投与）、腹

腔鏡下卵管切開内容除去術、待機的管理の成績を比較する。

［方法11989年1月から1999年4月までの10年4ヶ月間に当科で治療した子宮外妊娠例のうち、保存的治療を

行った162例を対象とした。その内訳はMTX療法50例、腹腔鏡下卵管切開内容除去術86例、待機的管理

開始26例だった。待機的管理では、経過中に血中hCG値が上昇したり、臨床症状が増悪したものは腹腔

鏡下手術あるいは薬物治療を実施し、無治療で血中hCG値が陰性化したものを待機的管理成功とした。

［結果］MTX療法例、腹腔鏡下手術例で治療後にpersistent㏄Iopic　pregnancyとなったのは各々5例ずつ

で、保存的治療の成功率はそれぞれ909e、94．2°1eだった。待機的管理を開始した26例中11例は治療が必要

と判断し腹腔鏡下手術を3例に、MTX局注療法を8例に施行した。何ら治療を行うことなく自然治癒に
到ったのはE5例で成功率は57．7％と、MTX療法、腹腔鏡下手術に比べ有意に低率だった。治療後の妊娠

はMTX療法で挙児希望43例中24例（55．8％）に、腹腔鏡下手術で75例中36例（48％）に成立し両者に有意な差

はなかった。妊娠例中の反復外妊はMTX療法で6／24（25％）だったのに対し、腹腔鏡下手術では

21／36（58．3％）と後者で有意に高率だった。また腹腔鏡下卵管切開内容除去術後の創処置法別にみると、

創を縫合閉鎖した例では妊娠成立が39例中24例（61．5％）、反復外妊が24例中17例（70．8°1。）、創を開放とした

例では各々童2！36（33．3％）、4112（33．3．・9・）と、縫合閉鎖例で有意に高く外妊が反復した。

［結論1各種保存療法のうち子宮内妊娠率が高かったのはMTX療法で、ついで腹腔鏡下卵管切開内容除去

一 創開放であり、切開創縫合例では反復外妊が高率に認められた、，今後は待機的管理の臨床的有用性が

期待される。

“
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243 抗核抗体陽性例における着床障害に対するプレドニゾロンの
　　　　　　　　　　　　　　有用性の検討

●

　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　○斉藤　正博，田谷　順子，林　　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宗毅，堀篭　邦子，石原　　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省，木下　勝之

【目的】体外受精あるいは顕微授精法において良好胚を移植したにもかかわらず妊娠せず、着床障害の

疑われる症例が存在する。今回、抗核抗体陽性症例において着床障害が疑われた例に対して、着床率の

改善を目的としてプレドニゾロン（PSL）を投与し、その有用性を検討した。

【方法】1996年1月から1999年5月までに当科で体外受精あるいは顕微授精を施行し良好胚の移植に

もかかわらず、妊娠しない抗核抗体320倍以上陽性の20例を対象とし、PSL非投与周期及び投与周期

計51周期の成績を比較した。なお、PSLは月経周期3日目から（1群）、または胚移植日から（II群）

10・15mg／日投与し、妊娠例では、妊娠確認後も継続した。

【成績】　（1）12例12周期において妊娠が成立し、1周期は臨床的流産となったが、11周期において妊

娠が継続した（妊娠継続率91．7％）。（2）妊娠周期12周期のうち10例10周期はPSLが投与されており

（1群7周期、II群3周期）、非妊娠周期14例39周期のうちPSL投与周期は7例14周期（1群10周期、

II群4周期）であった。　（3）20例の中にSjogren症候群が8例明らかとなり、このうち5例において

PSL投与により妊娠が成立した。　（4）20例の中に体外受精時に原因不明の受精障害を呈した例が3例
あった。

【結論】着床障害が疑われる例の中にPSLの投与が有用である症例が含まれる。　また、　PSL有効例に

は、Sjogren症候群などの自己免疫疾患を有する例が多数含まれる可能性が示唆された。　PSLの投与は、

卵胞期初期から行うことが必要である可能性が高い。

Q

■

■

244 若年女性の月経異常に関する検討
○

　　　　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　　○石松　正也，高崎　彰久，森岡　　均

【目的】月経異常を訴える若年女性は稀ではなく日常診療でしばしば遭遇する．しかしその背景は単

に卵巣機能の未熟性にとどまらず時として慎重な対応が必要なことがある今回，月経異常を主訴に
受診した若年女性の治療経過について検討し，その問題点を考察した、【方法】1997年4月より1999

年3月までの間に，月経の異常を訴え当院外来を受診した10代の女性27名を対象とし，その背景治
療経過について検討した．【結果】来院時の主訴は頻発月経，不正性器出血12例（頻発群），無月経15
例（無月経群）で，年齢はそれぞれ15．5土2．7歳，17．3±1．0歳で，頻発群が若い傾向にあった．頻発群中，

治療不要例2例，エストロゲン（E）＋プロゲステロ」i（P）製剤投与でコントロール良好例9例，E＋P無効例

1例で，大半は卵巣機能の未熟性に基づくものと考えられた，E＋P無効例は大量の性器出血のために輸

血と内膜掻爬を行h組織学的に異型子宮内膜増殖症（複雑型）と診断MPA投与を行った，一方，無月

経群は全例続発性で最終月経後受診までの期間は平均6，5（1．5｛16）カ月，また1度無月経5例，ll度無
月経7例，不明（初診以後受診無し13例であった治療を開始したものは12例（80．0％）で，うちクエン酸

クロミフェン（CC）有効例5例（41．7％），　CC無効でKaufmann療法施行7例（58．3％），さらに治療途中で未

受診となったもの5例｛4　1．7％」であった無月経群中体重減少性と考えられたものは1（例（66．7％）で

何れも極端なダイエットが原因であった．このうちLH，　FSHが極めて低値を示したもの5例（50．0％），

治療中も体重増加不良で他科の加療も必要と考えられたもの2例（20．0％）あった．【考察】月経異常

で自覚される病態の中には，後に重篤な疾患に進展する可能性のあるものもあ杁特に受診加療の機

会を逃しやすい若年者に対しては十分な配慮と説明が不可欠でまた場合により積極的な検査・加療
が必要と考えられた．

●

●
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群馬大学医学部周産母r一センター　○安藤　　道

　　　群馬大学医学部産科婦人科　　　E　　　華，L条

　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹，伊吹

隆典，山田　清彦

令人

　1989年1月～1999年5月までに排卵障害例または機能性不妊に対するゴナドトロピン療法
を実施した725周期のうち、品胎妊娠となった5周期（0．69％）について検討した。品胎妊娠の

基礎疾患は多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）が4例、無排卵周期症（AC）が1例であった。対象
症例の年齢およびBody　Mass　lndex（BMI）の中央値（ra㎎e）は、各々27（26～32）歳、19．　4

（18．5～24．3）kg／mzであった。排卵誘発法はACがFSH製剤を用いたsterdorm法、　PCOSで

は㎜製剤を用いたfixed－dose法が1例、長期GnRHアゴニスト併用／FSH（con▼enti。na1）

／h㏄療法が1例、FSH製剤を用いたstep－dom法およびlov－dose　step－up法が各々1例であ
り、ゴナドトロピン製剤の投与量および投与期間は、各々12。0（10～18．　5）アンプル（1ア

ンプル・＝751U）、7（7～15）日であった。またh㏄切り替え日の14mtU以上の発育卵胞数は、

ACでは3個、　PCOSでは6（5～8）個であった。　h㏄切り替え後7日目の最大卵巣径は80（54

～98）山であり、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）入院例は5例中2例で、早発型OHSSが1例、
遅発型OHSSが1例であった。胎嚢（GS）数はPCOSの1例が4個、他の4例が3個で、　G　Sが

4個の症例は妊娠11週で1児が胎児死亡となり結果的に品胎妊娠となった。5例中3例が分
娩を終了しており、1例が30週、2例が34週で帝王切開術を実施された。
〔結論〕ゴナドトロピン療法後の品胎妊娠はいずれも3絨毛膜性であった。またいかなるゴ

ナドトロピン製剤の投与法を実施してもh㏄切り替え日の14㎜以上の発育卵胞数が3個以上
の場合には品胎妊娠となる可能性があり、特にPCOSでは発育卵胞数が5個以上の例で発生し
た。

246 排卵障害を伴わない不妊症患者に対する排卵誘発の有効性
　　　　　　　一当科妊孕外来の臨床成績より一

●

■

●

滋賀医科大学産科婦人科 ○後藤　　栄，横井

　廣瀬　雅哉，木村

　秋山　　稔．中西

　野田　洋一

崇r・，高倉　賢：

俊雄，竹林　浩・

桂jL，布留川浩之

正常排卵周期を有する不妊症患者に対する排卵誘発の有効性について検討した。　【方法】1998年

1月～12月に挙児希望を主訴として当科妊孕外来を受診した185症例のうち、排卵障害を伴わない
131症例を対象とした。間脳下垂体性無月経、PCOS、　POF、高プロラクチン血症および稀発月経や頻発

月経など月経異常を有するものは排卵障害を有する症例とし本解析から除外した。両側卵管閉鎖、
無精子症などの絶対不妊も除外症例とした。各不妊原因に対する治療を開始する一方で、初診後

3ヶ月間の待機期間を経ても妊娠に至らない症例に対して、同意を得た上で7uミフ・ン、シ7Pフェニル、

hMG（FSH）＋hCGを単独または併用した排卵誘発を行い、各種排卵誘発法の周期当たりの妊娠率を、

自然排卵周期（自然周期）による妊娠率と後方視的に比較検討した。　【結果1排卵障害を有さな
い131症例のうち、1998年1月から12月の間に妊娠が確認されたのは33周期であった。このうち排

卵誘発により妊娠に至ったのは23周期であった。自然周期によるものは10周期で、このうち初診
後3ヶ月以内に妊娠に至った周期は7周期に認められた。初診後3ヶ月間の待機期間を過ぎた症例
では、IvF－ET周期を除く排卵誘発周期では周期当たりの妊娠率は4．28％（16／374）に認められ・

自然周期での妊娠率の1．06％（3／284）と比較して有意に高率であった。排卵誘発法別の妊娠率

はhMGを含む周期、セキソビットを含む周期ではそれぞれ6．67％（4／60）、5．26％（5／114）であり、

自然周期より有意に高率であった。しかしクロミッドを含む周期の妊娠率は3．35％（7／209）であり、

自然周期と有意差を認ゐなかった。　【結語】自然排卵周期を有する不妊症患者に対し、シ夘フェニル

またはゴナドトロヒ’ンによる排卵誘発法は有効な方法と考えられた。euミッドの有効性は認めなかっ

た。

亀
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247 　　　　　日本人正常男性の生殖機能の現状

一 妊婦のパートナーの国際共同研究に参加して一

●

聖マリアンナ医科大学泌尿器科

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　　　　　　東邦大学医学部衛生学

○岩本　晃明，星野　孝夫，馬場　克幸

　松下　知彦，山川　克典，西田　智保

　吉池　美紀，野沢資亜利

　兼f　　智

　伊津野　孝

【目的】コペンハーゲン大Skakkebeekらが呼びかけた「妊婦のパートナーにおける男性生殖機能」の国際共同

研究に参加し、妊孕能を有する日本人男性の生殖機能に関するデーターべ一ス（理学的所見、糖液検査所見他）を

作成したので報告する。　【対象と方法】国際共同研究のプロトコールに従い、妊娠16週以降の妊婦をパートナ

ーにもつ20歳から44歳の男性を対象とし、男性とその母親が日本生まれで、今回の妊娠が不妊治療によらな

い自然妊娠であることを条件とした。調査コーディネーターが妊娠16週以降の妊婦に調査の趣旨を説明し、パ

ー トナーの参加を呼びかけた。調査内容は、妊婦と男性および男性の母親の生活様式に関するアンケート調査、

男性に対する診察、精液検査（血球計算盤による）および採血である。　【結果】参加を呼びかけた妊婦1451人

中359カップルが調査に同意した（参加率24，7％）。男性の平均年齢は3L8±4．7（M±SD）歳、精巣サイズは右

が21．5±3．3ml、左が21。2±3．3mlだった。24％（85例）に精索静脈瘤が認められた（両側3例、左側の第1度

56例、2度19例、3度10例）。以下、各項目の平均値は、禁欲期間が211±255時間、検査までの時間が43

±18分、精液量3．3±1．5ml、精子濃度120，9±103．9×1051m1であった。精子濃度は0．5　×　1061mlから818　x　106／m1

まで広く分布し、正常限界を示すWHO基準値20　x　106！ml未満の例が7．5％（27例）、100・×・1061ml以上の例

が46．3％（1　66｛Pmb含まれていた。運動率（WHO基準のA＋B）は55．8±14．7％で、WHO基準値50％未満が35．9％（48

例）あった。　【まとめ】妊婦のパートナーを対象とした大規模な調査が本邦で初めて実施され、妊孕能を有する

正常男性の生殖機能の現状が明らかとなった。今後は本邦での地域差の有無について札幌、大阪、金沢、福岡で

同一調査を行う予定である。本研究は厚生省厚生科学研究の一部として行われた。

“

●

6

248 男性不妊症の臨床統計
●

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科　　○市川　智彦，小宮　　顕，鈴木　啓悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　亮行，鈴木　孝一，伊藤　晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院泌尿器科　　　川名　庸子，始関　吉生

　　　　　　　　　　　　　　　　　川鉄T一葉病院産婦人科　　赤間　晴雄，内藤　正文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭中央病院泌尿器科　　　鈴木　規之，村上　信乃

　1986年から1998年までの13年間に、不妊を主訴として千葉大学医学部附属病院泌尿器科不妊外来を受
診した男性不妊症患者1201例について、臨床的な検討を行った。

　男性不妊症の原因疾患の内訳は、特発性造精機能障害が768例（63．9％）、精索静脈瘤が342例
（28．5％）、染色体異常が23例（1．9％）、間脳・下垂体の異常が11例（0．9％）、耳下腺炎性精巣炎が4

例（O，3％）、両側停留精巣が3例（0．2％）、その他の造精機能障害が17例（1，4％）であった。また閉塞

性無精子症は30例（2．5％）で、そのうち両側精管欠損によるものが11例、両側精管結紮術術後が10例、

両側鼠径ヘルニア手術後が7例であった。性機能障害を主訴としている場合、本統計に含めていないた

め、それに起因する不妊症は3例であった。精子濃度が2000万ノml以上かつ運動率が50％以上を示したも

のは、特発性造精機能障害では319例、精索静脈瘤では109例であった。また無精子症は前者で99例、後
者で32例であった。無精子症症例については、PCR法による検索により、一部の症例において微小欠失
が検出されるようになった。

　精索静脈瘤の外科的治療では、一時腹腔鏡下手術を行ったが、現在では顕微鏡下低位結紮術を施行し

ている。精路再建術が可能な閉塞性無精子症では、精管精管吻合術あるいは精管精巣上体管吻合術を施

行した。再建不能な症例では、患者夫婦の希望により、TESEIICSIを行った。非特異的治療薬に代表さ
れる薬物療法は有効例が少なく、ARTの成績向上に伴いその使用例は減少する傾向にあった。

　泌尿器科における不妊外来では、臨床統計に基づく外科治療やARTの成績を患者夫婦に十分説明し、

その背景や希望に沿って適切な治療を行っていく必要があると考える。

●

●
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249子宮筋腫の薬物療法の治療効果予測におけるMRIの有用性について

島根医科大学産科婦人科　　○岡田　正子，高橋健太郎，江田　芳美

　　　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉，宮崎　康二

の

●

　【目的】MRI（Magnetic　Resonanse　lmaging　）は非侵襲的で再現性に富み、高い診断能力を有し、子宮筋腫、子

宮内膜症、子宮腺筋症等の不妊症関連疾患の診断に頻用されている。しかし、実際には薬物療法が有効である場

合と無効の場合とが様々であり外科的治療へ切り替えるタイミングに苦慮することもある。そこで子宮筋腫の薬

物療法における治療効果の予測が治療前のMRIで可能か否かを検討することを目的とした。　【方法】臨床的に

子宮筋腫と診断しGnRH　analog療法を施行した年齢28～53歳の40症例85検体を対象とした。治療開始前2週間

以内および治療終了後に撮影したMRIのT2強調画像とGd　DTPA造影画像を用いて、筋腫の縮小率について比較

検討した。なお、全例治療開始前後に血清Ez値を測定した。　【成績】1．血清E2値は全例において治療開始後、

速やかに感度以下まで抑制された。2．治療前にT2強調画像で低輝度でGd－DTPA造影画像で造影されるTypeが

45検体（52．9％）と最も多く、その平均縮小率は50．0％であった。3，T2強調画像の輝度にかかわらずGd－DTPA

造影画像で造影されるTypeの子宮筋腫の平均縮小率は51．5％、造影されないTypeの平均縮小率は219％であり、

両群間で統計学的に有意差（P〈0．001）が認められた。　【結果】子宮筋腫のMRr画像において、約半数はT2強

調画像で低輝度、Gd－DTPA造影画像で造影されるTypeであり、その縮小率は約50％といえる。また、

Gd－DTPA造影画像で造影されないTypeの子宮筋腫の縮小は期待し難い。　【結論】子宮筋腫の薬物治療開始前に

MRIの信号強度およびGd　DTPA造影画像で解析することにより、GnRH　analog治療に対する治療効果判定の予

測が可能と思われる。

o

250 当科における子宮鏡下選択的卵管造影の成績

●

愛知医科大学産婦人科　　○保條　佳子，浅井　光興，野口　昌良

　　　　　　　　　　　　　中西　正美

■

●

［目的］子宮卵管造影法、Rubin・test等の一般的な卵管疎通性検査で卵管閉塞と診断された症例に対し

ては、腹腔鏡検査を施行し、マイクロサージャリーあるいはIVF－ETが選択されてきた。しかし、子宮
卵管造影法で閉塞と診断された症例の中にも、腹腔鏡検査で通過性を認める症例も少なくない。そこで、

経膣的卵管疎通術である選択的卵管造影法や経膣的卵管形成術が注目されてきている。今回、当院にお

ける子宮鏡下選択的卵管造影の成績について、検討した。

［対象と成績］1992年1月～1999年4月までの間に、卵管閉塞と診断された39症例に対し、子宮鏡下選
択的卵管造影法を施行した。6卵管は子宮外妊娠にて摘出されており、14卵管は疎通性があったために、

残りの54卵管に対して選択的卵管造影による再疎通を試みた。その結果、28症例、32卵管で成功（55．2％）

し、卵管疎通の得られなかった症例は11例であった。成功した症例（28例）のうち10例は妊娠し、妊娠

率は35．7％であった。妊娠例のうち8症例は、再疎通後、約半年以内に妊娠に至ったが、2症例は約1
年後であった。卵管の閉塞部位別に疎通率を検討してみると、間質部で64．1％（39卵管のうち25卵管）、

峡部閉塞で46．2％（13卵管のうち7卵管〉、膨大部閉塞は、1症例に試み疎通させることができたが、

その後再閉塞した。又、それ以外に峡部で1症例再閉塞した。
［結論］以上より、子宮卵管造影で卵管近位端の閉塞の場合、子宮鏡下選択的卵管造影法をまず施行し、

成功すれば6ヶ月は経過観察し、妊娠に至らなければ腹腔鏡を施行し、卵管周囲癒着の程度により、腹

腔鏡下卵管形成術、卵管マイクロサージャリー、またはIVF－ETを選択する。再疎通できなかった場合
には、各種カテーテルによる卵管疎通術を腹腔鏡下に施行するとともに、卵管周囲癒着の程度により治

療法を選択すべきと考えている。

覧
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251 卵管洗浄液中の細胞の検討

●

日本医科大学産婦人科　　○松島　　隆，可世木久幸，塚田　克也

　　　　　　　　　　　　石原　楷輔，荒木　　勤

（目的）腹腔鏡・子宮鏡下に施行した卵管洗浄によって採取された細胞の光顕的な検討。

（対象）不妊症の精査目的にて腹腔鏡検査を施行し、同時に子宮鏡検査も施行した10症例とした。

（方法）全身麻酔施行し、子宮鏡下に卵管カテーテルを一側の卵管内腔へ挿入し、生理食塩水を10ml

注入した。一方、腹腔鏡下にendopouchを腹腔内に置き、同側の卵管采より漏出する洗浄液を採取し

た。一症例につき、両側の卵管について行った。採取した卵管洗浄液は、集細胞法（オートスメァ法）

用いパパニコロウ染色し、光顕的に観察した。

（結果）1、細胞の観察に適当な量の洗浄液が採取可能であった。2、洗浄液中には遊離した卵管上皮

細胞、間質を伴った卵管内膜の細胞集塊、好中球および子宮内膜細胞が認められた。3、卵管上皮細胞

には、線毛円柱上皮細胞と分泌細胞が確認された。4、卵管内細胞採取と同時に卵管疎通性の有無の評

価も行い得た。

（結語）子宮鏡下に卵管内へ生理食塩水を注入することにより得られた洗浄液には卵管細胞や炎症細胞

が含有されることが確認され、それらの細胞を更に検討を加えることにより、個々の卵管の病態の把握

有用である可能性が示唆された。

輪
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○

252 卵管采及び卵管周囲の微細病変の新しい診断法

Transvaginal　hydrolaparoscopy（THL）の有用性
●

自治医科大学産婦人科　　○藤原　寛行，柴原　浩章，佐山　雅昭

　　　　　　　　　　　　小原ひろみ，種市　明代，小川　修一

　　　　　　　　　　　　小池　俊光1荒木　重雄，佐藤　郁夫

【目的】私どもは、一般不妊治療で妊娠に至らない難治性不妊例の約6割に、卵の捕捉障害が認められることを、

GIFTにおける直視下の観察、卵管采の走査電顕所見から報告してきた。捕捉障害を診断する上で、卵管采の形態

を知ることは非常に重要なことであるが、HSG、経腹的腹腔鏡などでは正確な診断が難しい。この度、小骨盤腔

内を経膣的アプローチから観察することができるTransvaginaL　hydrolaparoscopy（THL；Ci　rcon　ACML　USA）が開発さ

れ、その有用性が報告された（Hum　Reprod　1998）。私どもは、このTHLを導入し卵管采等の形態、特に卵管開孔部

の粘膜の観察が可能であるか否かを検討したので報告する。　【方法】対象患者は、1）長期にわたる一般不妊治療

不成功例、2）機能性不妊症例、3）HSG等において卵管疎通性不明瞭な例とした。後膣円蓋への局所麻酔下に、ダ

グラス窩の方向へ経膣的に直径3．5mmの硬性鏡を挿入、硬性鏡のスリットから生理食塩水を小骨盤腔内に注入し

視野を確保し観察を行った。　1結果】THLにより卵管采等の形態診断を短時間に、容易に施行することができた。

描出される画像は非常に鮮明であり、症例によっては卵管内へのスコープ挿入も行え、微細な粘膜の嫉躾まで観

察できた。通色素法の併用により、卵管の疎通性も同時に診断できた。　【考察1微細構造が観察できた理由とし

て、観察が液相である為、高い解像度が得られること、卵管采が水中に浮遊しているため観察が容易なことなど

があげられる。卵管内にスコープを進める際も卵管、卵管采を把持する必要が無く、非侵襲的に行えるのも利点

の一つである。また、小骨盤腔のみに水を貯留させることで観察が可能であり、従来の気腹に比べ患者の苦痛が

少ないことも特徴である。以上の結果より卵管采形態診断としてTHLは非常に有用であると考えられた。当施設

においては上記の適応と考えられる患者は年間150名にも及び、臨床的意義は極めて大きいと思われる。

o

●
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253 妊孕性評価に関する体impedance（IMP）の有効性
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●

杏林大学医学部産婦人科　　○星合　敏久，神野　正雄，菅原　新博

　　　　　　　　　　　　　酒井　　謙，高橋　康一，岩下　光利

　　　　　　　　　　　　　中村　幸雄

【目的】妊孕性評価に関してIMPと既法の有効性を比較した。　【方法】研究1：対象は体外受精の妊娠74例と

非妊娠74例とした。年齢、身長、BMI、高温4日1MP、　basa】FSH、　clomiphene　citrate（CC）testと妊娠成功と

の関連を検討した。卵巣刺激期間、連日、IMPは両側手首間で測定した。研究2：連続する体外受精272周期

において、高温4日IMPと妊娠率の関係を検討した。また、【MPは600Ω以上または600Ω未満に、年齢は、
a：23　・一　29、b　：　30－36、　c：37～44の3群に、　basal　FSHは151U／L以上または151UIL未満に分け妊娠率を比較検

討した。【結果】研究1：妊娠／非妊娠群で年齢（才）は33．7±05（SE）／35．1±O．5と妊娠群で有意に若く、高温

4日IMP（Ω）は629±8／596±9と妊娠群で有意に高かった。身長、　BMI、　basal　FSHは、妊娠／非妊娠群で有

意差がなかった。以上5因子につきst。pwisc　multipl。　logistic　regression　analysisで解析すると、高温4日IMPの

みが妊娠の成否と有意に関連した。また、CC・testでのFSH値は、妊娠／非妊娠群で有意差がなかった、研究

2：妊娠率は、高温4日IMP600Ω以上（149周期）では44％、600Ω未満（123周期）では26％と、600Ω以上で有
意に高かったa年齢の妊娠率への影響を調べると、IMP600Ω以上で、　a：38％、　b：43％、　c：48％と年齢によら

ず高値であり、600Ω未満では、a：40％、　b：35％、　c：15％と加齢とともに減少した。また、年齢が37才以上

の妊娠率は、IMPが600Ω以上で48％、600Ω未満で15％と、600Ω以上で有意に高かった。　basal　FSHが151U／

L以上の妊娠率は、IMPが600Ω以上で80％、600Ω未満で0％と、600Ω以上で有意に高かったa　basal　FSH

が15【UIL未満の妊娠率は、　IMPが600Ω以上で42％、600Ω未満で27％と、600Ω以上で有意に高かった。【結

論】IMPは、年齢、　basal　FSH、　CC・testよりより良く妊孕性を反映し、高温4日が夏MP600Ω以上では妊孕性が

高かった。また、年齢、basal　FSH、　CC・testで異常がない場合でも、　IMP600Ω未満では妊孕性は低く、　IMPは

軽度あるいは中等度の卵巣機能不全患者も明らかとし、妊孕性低下の早期発見に有用と考える。

254 不妊症例におけるsonohysterographyの有用性

●

●

岩手医科大学産婦人科　○東梅　久子，盛合　佳代，吉崎

　　　　　　　　　　　　利部　輝雄

陽

　不妊症における子宮内腔所見の評価法としてのsonohysterographyの有用性について検討した。

【対象と方法】当科不妊外来を受診した87症例を対象として自然周期の卵胞期に経膣超音波検査、子宮鏡

およびsonohysterography（SHG）を施行し所見を比鰍討した。【成績】1）検査を施行した時期は月経
周期10．7±2．5日であり、経膣超音波検査による子宮内膜の厚さは7．5±4．Ommであった。2）経腔超音波

検査にて異常所見を指摘されたのは7例（8％）であり、子宮筋腫3例、子宮内膜の不整な肥厚4例であった。

子宮筋腫と診断された3症例はSHGで筋層内筋腫の子宮内腔への突出と診断された。子宮鏡ではSHGにて
診断された筋層内筋腫以外に1例が粘膜下筋腫と診断された。3）経膣超音波検査にて子宮内膜の不整な肥

厚と診断された症例の子宮内膜の厚さは17．5±8．7㎜であり異常を指摘されなかった症例より有意に肥厚
していた。全例がSHGおよび子宮鏡にて多発性内膜ポリープと診断され子宮内容除去術を施行した。病理

組織所見はendometrial　polyp　2例、　dysfunctional　endometrium　1例、　adenocarcinoma　1例であった。

4）経膣超音波検査にて異常を指摘されなかった症例のうちSHGで異常を指摘されたのは18例（20．7％）で

あり子宮内膜の不整と診断されたのは7例、子宮内膜ポリープと診断されたのは8例であった。またSHGに

て異常を指摘されなかった症例のうち3例が子宮鏡にて子宮内膜ポリープを指摘された。単発性の1例およ

び多発性の1例が加療の必要性ありと判断された。5）子宮鏡による子宮内腔所見と比較して経膣超音波検

査のsensitivityは74．1％、　specificityは100％、　SHGのsensitivityは88％、　specificityは100％であった。

【結論】SHGは不妊症例における子宮内腔所見の評価に有用である。

」
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255　　モザイク胚における割球を用いた着床前診断法の可能性と限界

東邦大学医学部第1産科婦人科 ○西村　崇代，雀部　　豊，渋井

　伊藤嘉奈子，中野由起子，菅

　池永　秀幸，間崎　和夫，安部

　久保　春海，平川　　舜

幸裕

睦雄

裕司

【目的】割球を用いた着床前診断法は、染色体モザイクに原因した誤診の可能性が危惧され、モザイク胚

には対応できないとされている。本研究では、割球による着床前診断法が、モザイク胚に対応しうる可能

性と、その限界を把握することを目的とした。　【方法】’97年6月～’98年8月に東邦大学大森病院にて体

外受精一胚移植法を行った症例のうち、本研究に対するインフォームドコンセントの得られた症例の余剰胚

を用いた。媒精後、16－18時間後に正常受精を確認した胚を対象とし、媒精後3日目に3－5個の割球を認め

る胚は1個、6個以上の割球を認める胚は2個の割球を摘出し、胚生検を行った。この割球と残りの胚をそ
れぞれ別々に、吉澤らの方法で固定し、13118！211×1Y染色体特異的プロープを用いた4色FISH（flu。醐㏄in

訂tu　hybhdi加on）法で、その染色体構成を診断、比較した。モザイク胚の診断は、　Mumeらの診断基準に準じ、

染色体異常を認める割球が全割球の3／8（375％）以上の胚をextensive一皿osaic（ex－mos），3／8以下の胚をdiploid－

mosaic（dip－mos）と分類した。　【結果】モザイク胚と診断した胚50個（生検割球1個で診断した胚31個、2

個で診断した胚19個）の生検割球と胚の診断結果を比較した。モザイク胚の内訳はex－mos胚41個、　dip－

mos胚9個であった。生検割球の診断結果においてその胚がex・mos胚である確率は、生検割球1個より診
断し、正常（N）と診断した場合では71％、異常（Ab）と診断した場合では96％であった。生検割球2個より診

断し、生検割球をNINと診断した場合は20％、　N／Abと診断した場合は75％、　Ab1Abと診断した場合では90％

であった。　【考察】モザイク胚において、生検割球を異常と診断した場合にその胚がcx－mos胚である確率

はいずれも高率であった。割球を用いた着床前診断法は、異常性の高いモザイク胚を検出するスクリーニ

ング性を十分有していると考えられた。

●

●

●

256 着床前遺伝子診断の診断病型拡大に関する技術的検討
一 Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）を対象として

●

慶磨義塾大学医学部産婦人科　○松田　紀子，末岡　　浩，土屋慎一

　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　礼ヂ，大澤　淑」乙，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

【目的】着床前遺伝子診断（PGD）が施行されているが、単一細胞からの診断の困難性より診断の対象

には制限がある。、X連鎖劣性遺伝性疾恋に対しては、主に確実性の高い性別診断が代用または併用

されている。また、単・遺伝子診断においても診断可能な病型は欠失型に限られているのが現状であ

る。そこで、DMDを対象とし、点変異・重複診断の臨床応用の可否につき検討することを目的とす

る。【方法】（1）DMD　ex・n　8，45を対象とし、既知の塩基配列よりnested－PCRのprimerを作製、

至適条件を検討した上で、2種のprimerを用いたMultiplex－nested　PCRの増幅効率を算定する。（2）

Multiplex・nested　PCRによって得られた増幅産物を用いて、シークエンサーによる塩基配列の解析を

施行、診断精度を算定する。　（3）Multiplex－nested　PCRのGene　Scanによる半定量的診断法の開発

のために、至適条件およびDNA必要最小量を検討する。【結果】（1）Multiptex－nested　PCRは

1pgまでのゲノムDNA量まで増幅可能であり、また、単一細胞あたりのゲノムDNA（3pg）において

約85％の増幅効率を得た。　（2）Multiplex－nested　PCRの増幅産物のシークエンスでは既知の塩基

配列と約99％の相同性が得られた。（3）Gene　Scanを用いたMultiplex－nested　PCRの半定量法に

おいては約100pgまでのゲノムDNAまでが定量性を有した。【結論】①新たに開発されたMultiplcx－

nested　PCRは単一細胞のDNAを効率良く増幅し、　PGDの臨床応用が可能であることを示唆した。②

Multiplex－nested　PCRとシークエンサーを併用することにより、点変異の診断の可能性が示唆された。

③診断精度等の問題があるが、至適条件のさらなる検討により、Multiplex－nested　PCRとGene　Scan

の併用により、保因者診断・重複診断の可能性が示唆された。

り
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257慶大式着床前遺伝子診断プロトコールと説明・同意に関する検討報告

o

●

■

慶磨義塾大学医学部産婦人科　○上屋慎一，末岡　　浩，松田　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　礼子，田中　宏明，大澤　淑子

　　　　　　　　　　　　　　　小澤　伸晃，久慈　直昭，吉村　泰典

【目的】着床前遺伝子診断（PGD）は臨床研究としてすでに諸外国で実施が開始されているが、日本に

おいては厳格な倫理面での議論が継続中であり、より厳密な技術的背景の確立と同時に障害者保護の

観点から倫理面・社会面からの十分な検討が必要である。さらに実施に際しては・クライアントへの

情報伝達の手段が重要な役割を担うため、PGDの具体的なプロトコールとそれに関するクライアント
への説明および同意書の具体的な検討が不可欠であり、諸分野の専門家の意見交換に基づく的確な説

明・同意書の作製を目的とする。【方法】①技術的発展に伴い、現段階での診断可能な病型の範囲、

診断精度等に基づき、確実な遺伝子背景が明らかにされたクライアントを対象とし、それに対する慶

慮義塾大学式着床前遺伝子診断プロトコール（案）を作製した。②本件に関係する各分野の専門家お

よび疾患団体との意見交換を反復して行い、このプロトコールに関する説明および同意書を作製した。
【結果】①割球診断のみでは診断率は80％、偽陰性率は1．5％であったが、本プロトコールでは割球診

断に極体診断を併用し、偽陰性率を0．03％まで低下させた。②説明書・同意書の総括的骨子は以下の
通りである。　PGDは臨床研究として実施されるものであり、研究プロトコールに準じることを前提
として説明と同意の上で実施する。　対象疾患や手続き上の規約は日本産科婦人科学会の見解に従い、

参加の意思決定はクライアントの自己決定による。　体外受精を前提とするため、体外受精に関する
説明と同意を得られる条件であることを基本とする。　費用負担、クライアントの不利益、診断の長
短所、周辺技術について専門的用語をなるべく避け、簡潔で判りやすく解説した。　【結論】クライア

ントへの説明・同意を含めたカウンセリングは実施の上で重要な役割をもち、その内容も医学の進歩

と社会の変化にフレキシブルに対応する必要がある。

●

258　分裂期の染色体を用いた染色体異常に起因する習慣性流産患者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　着床前診断の開発

■

■

β

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○高崎　博幸，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一郎，馬渡　善文，田中威づみ

　竹本　洋一，井手　紀子，岩本　智子

　楠　比呂志

【目的】染色体異常に起因する習慣性流産患者の胚の着床前診断は従来間期核を対象としFISH法を用いて

行われて来たが、その診断能力は完全とはいいがたい。そこで今回我々は胚の染色体の分裂期における核

型分析法の開発を目的として研究を行い臨床上有用と思われる結果を得たので報告する。【方法】患者の

同意の元に得られた余剰分割胚を用いて実験を行った。割球の採取はextrusion法にて行った。4～6細胞期

胚を胚のまま10％血清加HTFにて培養し2～3時間各に核膜の有無を観察した。核膜の消失を確認後その割

球1個を取り出し固定を行った。固定は採取した割球を1％クエン酸Na：30％ウシ胎児血清＝1：1で低張処理
し、メタノール：酢酸：水＝5：1：4及びメタノール：酢酸＝3二1の固定液で固定後ギムザ染色・Gバンド染

色を行った。Gバンド染色は、標本のaging（作製後2～3日又は50℃一晩）後、　O．025％トリプシンで処理

し50％メタノール中に30秒浸し5％ギムザ液で5分間染色した。【結果】①4～6細胞期胚19個中割球の核膜の

消失を認めた胚は15個（79％）であった。②核膜の消失した割球は全て凝集した46本の染色体が観察され、
核型分析は可能であった。③核膜の消失を認めなかった胚はその後分裂を停止した。④割球を取り出した

後の胚の胚盤胞までの発生率は66％（10／15）であった。⑤核膜の消失時間は観察開始時くAM9）より4～5時

間1個・5～7時間2個・7～9時間3個・9～10時間3個・10～11時間2個・IN3時間1個・13～14時間1個・14～16時

間2個であり5～11時間の間に66％（10／15）で核膜の消失を認めた。⑥割球のGバンド染色は現在の所リン

パ球に比べまだ十分な解析ができるほどのレベルにはいたっていない。【結論】今回我々の開発した方法
では、ほぼ100％の確率で染色体の核型分析が可能となった。この方法は頻回の観察が必要ではあるが操作

過程上の割球の死滅・紛失・検索段階での人工的な染色体への影響が全くない安全な方法と言える。本法

にFISH解析を合わせ行うことにより着床前診断の正診率はほぼ100％となった。
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259割球の分裂中期染色体による均衡型相互転座を有する習慣流産患者
　　　　　　　　　　　　　　　　　の着床前診断について

セントマザー産婦人科医院　○馬渡　善文，田中　　温，永吉

　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，田中威づみ，竹本

　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，井手　紀子，岩本

　基

洋一

智子

【目的】これまで当院では、染色体の構造異常を正確に診断するためには、染色体構造が明確な時期、即

ち分裂中期の染色体標本を作成して診断することが必要であると考え、割球の分裂中期染色体標本を作成

する方法を開発、報告してきた。今回、この方法を用いて流産を繰り返す均衡型相互転座保因者の着床前
診断が可能かどうかについて検討し有用な結果が得られたので報告する。　【対象】3回流産の既往がある

均衡型相互転座保因患者〔46XX，　t（1；8）（pl3：p21）〕の同意を得て、患者の末梢血リンパ球・体外受精で得

られた受精卵の内4個を研究に使用した。【方法】Vysis社製のDNAプローブWCPl／WCP8を末梢血
リンパ球に用いてFISH法を行い相互転座を確認した。体外受精で得られた受精卵から当院で開発した

方法により割球の分裂中期染色体標本を作成し前記のプローブを用いてFISH法を行い1番と8番の染
色体について転座の有無を検討した。また同じ標本を用いて細胞遺伝学的染色体検査も行った。【結果】

末梢血リンパ球でFISH法により相互転座が確認できた。4個の4細胞期胚から得られた4個の割球の
内3個で分裂中期染色体標本が得られた。FISH法および細胞遺伝学的染色体検査法で3個の割球の内

2個は全く正常核型の割球であることがわかった。残り1個の割球は8番染色体は2本とも正常であった
が、1番染色体のうち1本が転座を有する染色体であり不均衡型の割球と診断した。　【結論】当院で開発

した、割球の分裂中期染色体標本を作成する方法は均衡型相互転座の着床前診断において不均衡型だけで

なく、正常型と均衡型の鑑別も可能であり染色体異常を診断する方法として非常に有用強力な方法と考え

られる。

鴨
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Pl フタル酸エステルによるラット精巣障害とビタミン剤の影響

　　　　　　　　　　　　香川医科大学泌尿器科　○石原　　勝，黒田

　　　　　　　　　　　香川医科大学第一解剖学　　　伊藤　正裕

香川医科大学人間環境医学講座衛生・公衆衛生学　　　實成　文彦
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功，竹中　生昌

［目的］フタル酸エステルはプラスチヅクの可塑剤として多用されている化学物質であり、動物への投与実

験により精巣障害が起こることが知られている。フタル酸エステルのうち、わが国において最も使用頻度の

高いジエチルヘキシルフタレート（DEHP）をラットに投与し、精巣障害等の発現を確認し、ビタミンE

とCが精巣障害を抑制するがどうかについての検討を行った。［方法］実験動物としてはオスSDラット（5

週齢）57匹を用いた。（実験1）ラヅトを3群に分けDEHP　2％混合食餌投与群、　DEH　P　1％混合食餌投

与群、対照群とした（各群15匹）。投与開始後2週目、4週目、6週目に屠殺、精巣、肝臓腎臓を摘出、

それぞれの組織標本を作成し、組織学的変化を検索するとともに、精巣についてはフP－一サイトメトリーに

より造精障害を調べた。（実験2）ビタミン剤の予防効果を確認することを目的として、ラットをDE且P　2％

混合食餌投与群．DEHP　2％混合食餌＋ビタミンE、ビタミンC投与群の2群に分け（各群6匹）投与開始

後2週目に屠殺、実験1と同様の検討を行った。［結果］（実験1）DEHP投与により精巣および体重が著

明に減少し、6週目でDEHP2％投与群は対照群に比ぺて体重で23％、精巣で56％減少した。組織学

的にも、精祖細胞とセルトリ細胞は残存するものの、その他の細胞はほとんどの段階で障害を受けていた。

フローサイトメトリーでは、投与群ではハブロイドの細胞は極めて小さなpeakを形成していた。また肝臓で

は肥大がみとめられた。（実験2）ビタミンE、C投与群は非投与群に比べて精巣萎縮ならびに、肝月駄の抑

制がみとめられた。［結論］DEHPの投与によって精巣の萎縮と肝肥大を確認した。また、　DEHPとビタミ

ンEとCの同時投与により精巣の萎縮と胴駄を抑制する事ができた。

■

P2シナプス局在タンパク質Amphiphysin　Iのラット精巣における発現動態

●

■

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部泌尿器科　○渡部　昌実，永井　　敦，真鍋　和史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公文　裕巳

【目的】Amphiphysin（amph）1はニューロンの軸索終末部に局在し、　dynamin　GTPaseと結合して

シナプス小胞膜のエンドサイトーシスの過程に重要な役割を演じているタンパク質である。我々は
amph　Iが精巣のSertoli　cell（SC）でも高度に発現していることを見い出した。そこで、ラット精巣の

生後発育過程におけるamph　Iの発現動態および、　Leydig　ceUを選択的に障害するethan　dimethan

sulphonate（EDS）を投与した成熟ラットにおけるamph　Iの発現動態を解析した。

【方法】Wistar系雄性ラットの精巣でa皿ph　Iに対する特異抗体を用いて、　ABC法による光顕的なら

びにpre－embedding法による電顕的免疫組織化学とウェスタンブロットを行なった。　EDS投与ラッ

トにおいてはamph　Iの発現動態を光顕的免疫組織化学およびウェスタンブロットにて解析した。

【結果】幼若、成熟ラットの精巣においてamph　IはSCの精細管基底部側から管腔側に至る細胞質内

で特異的に発現しており、特に成熟個体ではいずれのステージのSCにおいても免疫染色性が認めら
れた。Spermatogenic　cellやLeydig　cellの細胞質は、抗amph　I抗体に対する免疫染色性を示さなか

った。免疫電顕像では、DAB反応産物はSCの細胞質内の小胞が多数存在する領域に認められた。ま
た、ウェスタンブロットではamph　Iの発現量は、生後5日目（P5）からP12でわずかな発現が認めら

れ、その後急激に増加してP30には成熟ラットのレベルに達した。一方、　EDS投与ラットではamph
Iの非活性型と考えられているリン酸化formの増加を認めた。
【考察】Sertoli　cel1に局在するamphiphysin　Iが精子形成に重要な役割を果たしているものと考えら

れた。

吻
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P3 新規精巣特異遺伝子（spermaturin遺伝子）欠損マウス

　精子細胞分化後期の異常を伴ったヒト不妊モデル

田辺製薬・安全性研究所　　○小林　欣滋，新比悪啓志

　田辺製薬・創薬研究所　　　矢中　規之

　我々はある遺伝子のトランスジェニックマウスの作製を試みたが、そのうち1系統に精子細胞の成熟過程

に異常を伴う不妊マウスを見出した。このマウスの精巣上体尾部には精子が認められなかった。精巣の組織

検査では、精祖細胞および精母細胞に異常はなかったが、核伸長化精子細胞の数が著しく減少していた。こ

の表現型はホモ型にのみ認められ、導入遺伝子の挿入が精子細胞分化関連遣伝子に影響を及ぼしたと推測さ

れた。そこで、TAIL・PCR法により染色体上における遺伝子の導入部位を決定し、次に、導入部位周辺の

ゲノム遺伝子をプローブとして野生型マウス由来ゲノムDNAライブラリーをスクリーニングしたところ、

遺伝子導入により欠失した領域に相当する染色体遺伝子が単離された。次いで、同領域をプローブとしてマ

ウス精巣由来cDNAライブラリーをスクリーニングしたところ、複数の陽性クローンが得られた。塩基配

列解析の結果、同クローンは3種類のalternative　splicingを含む新規遺伝子であり、それぞれ32、41お

よび44Kdaの蛋白をコードしていた。さらに、同クローンをプローブとして野生型マウス由来RNAを用
いたノーザンプロット解析を行ったところ、本遺伝子は精巣に限局して発現していることが明らかとなった。

また、野生型マウスの精巣におけるin　situハイブリダイゼーションの結果、本遺伝子は減数分裂以降の精

子細胞に特異的に発現しており、組織検査でみられた異常と発現時期はほぼ一致し、本遺伝子の欠失が造精

障害の原因であることが強く示唆された。我々はこの新たに見出された精巣特異遺伝子に由来する蛋白を

spermaturinと名付けた。　Spermaturin遺伝子はヒトにおいても精巣特異的に発現していたことから、本

遺伝子欠損マウスはヒト男性不妊症の新たなモデルとなると考えられた。

●

　〔

ノ

e

●

P4 精漿中tissue・factorの検討

●

富山医科薬科大学医学部泌尿器科　　○太田昌一・郎，村上　康一，岩崎　雅志

　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

【目的】tissue　fado仰）は組織や細胞表層で引き起こされる血液凝固反応系の実質的な開始因子として

の機能を担うとともに炎症反応、血管新生およびシグナル伝達などにも関わることが明らかにされて
おり、TFの多機能性が注目されいる。体液中のTFとしては血中TFが良く知られ、　DICや関連凝血病態

の診断マーカーとして臨床応用されるが、前立腺由来で精漿中にも多く含まれている。また、血管内

皮細胞およびマクロファージからのTFの誘導にはlnterleukin－6（II！6）などのサイトカインが関与するとさ

れている。今回、精漿中TFの臨床的意義および誘導の機序を検討するために精漿中TF濃度と一般精液

検査所見、血中ホルモン値および精漿中皿・6濃度との関係などを検討した。　【対象および方法】当科外

来を受診した患者で1998年4月から11月の間に精液検査を受けた60例（平均年齢31．2歳）を対象とした。こ

れらの患者の精液を十分液化の後、遠心分離して得た精漿を測定まで一30℃で凍結保存した。TFおよび

IL－6濃度はELISA法で測定した。それらの値と精液検査所見、血中テストステロン，　LHおよびFS　H値と

の関係を検討した。精液中に白血球を認めた11例について白血球を認めなかった例とTFおよび1レ6濃度

を比較した。　【結果】TF濃度と精子運動率の間には逆相関を認めた（r＝・O．341，　pくO．Ol）が、精子濃度との

間には相関を認めなかった。血中ホルモン値はいずれもTF濃度と相関を認めなかった。1レ6濃度はいず

れのパラメーターとも相関を認めなかった。精液中に白血球を認めた例のTFおよびII16濃度は有意に高

値を示した（いずれもpく0．05）。　【まとめ】TFと精子運動性との関係はその作用機転などについてさらに

検討が必要であると考えられた。精漿中TFの誘導には炎症の関与が示唆され、　IL－6などのケミカルメデ

ィエータが関係している可能性が考えられた。

の
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P5 ヒト精子におけるプロゲステロンレセプターの発現

（537）　247

e

鷺

岐阜大学医学部産婦人科　　○岩垣　重紀，操　　　良，中西　義人

　　　　　　　　　　　　　藤本　次良，玉舎　輝彦

【目的】プロゲステロンレセプター（PR）　が精子の細胞膜に存在することが知られている。卵胞液中に含

まれるプロゲステロンは、この細胞膜に存在するPRと結合することによりca2＋の細胞内流入を引き起こし、

acrosomal　reaCtionを開始させると考えられている。今回我々は、ヒト精子におけるプロゲステロンレセプ
ターの発現と精液所見との関連を解析した。　【方法】当科不妊外来にて精液検査を施行した20症例（fertile

couple　8例、　infertile　couple　12例）を対象とした。インフォームドコンセントを得た上で採取した精液を培養

液で希釈した後、オートスメアを施行しスライドグラスに固定した。凍結乾燥後、抗ヒトPR・マウスモ
ノクローナル抗体【MBL社）を用いて、　Avidin－biotin　peroxydase　complex法にてPR蛋白の免疫染色を施行し、

各精液の所見（精液量・精子数・運動率・奇形率）と比較し検討した。　【成績】今回検討したfertile　ceuple　8

例すべてでPRが検出された。　iniienile　couple　12例中7例でPRが検出され、その内訳はnormozoospemmia　2例、

oligozoospermia　2例、　teratozoospemlia　2例、　asthenozoospeimia　1例であった。　PRが検出されなかったinfertile

couple　5例の内訳はnormozoospermia　2例、　asthenozeospemia　1例、　oligoasthenozoospermia　2例であった。【結

論】iirfertile　coupleの精子においてPRが検出されなかった症例が認められ、男性不妊の原因のひとつにな

りうると推察された。

■

P6 　　　宇宙（微小重力）環境における生殖

一 ヒト精子運動能とハムスター試験の変化一

［

●

6

●

名古屋市立大学医学部泌尿器科

　　厚生連愛北病院泌尿器科

名古屋市立城西病院泌尿器科

　　　安城更生病院泌尿器科

○池内　隆人，佐々木昌一，田貫　浩之

　神谷　浩行，郡　健二郎

　山本　洋人

　矢内　良昌

　梅本　幸裕

【目的】将来宇宙で生殖を行うにあたり、微小重力環境が精子の運動性や受精能にどのような影響を及

ぼしているのかを検討した。【方法】用手的に採取したヒト精子をswim　up法にて運動良好精子をとり

だし、ヒト卵管粘液（HTFmedium）にて最終濃度5～10×1061mlとなるように調整しこれを実験
に用いた。擬似微小重力発生装置（clinostat：水平の回転軸で一定速度に回転させ擬似的な微小重力

環境を与える装置）を37℃恒温槽内に設置し、毎分5（低速）、50（高速）回転のclin、orotation
を2時間おこなった。コントロールとして同濃度精子の静置と水平回転（垂直の回転軸での回転）をお
いた。精子の運動性はHamilton・Thorn　Research社製のMotility　Analyzer　HTM2030で計測し、
motility・progre8sive　motility・path　velocity・mean　track　speed・mean　pro9．　velocity、　mean　linearity、

mean　linear　index、　lateral　head　displacement、　head　oscillation　frequencyの9項目を検討した。受

精能はハムスターテストをlml試験管内で精子運動性試験と同様の条件とコントロールを置きおこな
った。その際clinorotationは毎分5回転のもののみとした。判定は4時間の培養の後、卵を固定液で
固定しその後ギムザ染色をして、卵への精子侵入の有無を調べた。侵入率15％を基準境界値とし、そ

れ以上を受精能ありとした。【結果】低速回転（5回転）、高速回転（50回転）とも重力下水平回
転に比し微小重力下の方が、各群間に統計学的な有意差は認めなかったものの精子運動の各パラメータ

ーが低下する傾向にあった。受精能についても微小重力下と重力下では精子の侵入率（受精率）に明ら

かな差を認めなかった。【結論】微小重力環境では精子の運動性は低下する傾向にあったが、受精能の
差はほとんど認められなかった。

●
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P7 AIH症例における子宮内膜波状運動と妊孕性の検討

o

鹿児島大学医学部産婦人科　　○山崎　英樹，沖　　利通，桑波田理樹

　　　　　　　　　　　　　　　丸田　邦徳，中江　光博，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

【目的】子宮内膜波状運動（以下、内膜運動）は、有経婦人にみられる子宮平滑筋の連合運動に随伴する運動で

ある。黄体期内膜運動の有無と妊孕性との関連性を報告してきたが、排卵期に最高潮に達する内膜運動の生理的

意義は不明である。今回．われわれは人工授精時の精子懸濁液を経膣超音波断層法で観察し、内膜運動や妊孕性

との関係を検討し興味ある知見をえたので報告する。　【方法】対象は過去1年間に人工授精を行った10例21

周期である。内膜運動のパターンにより、A群　：子宮頚部から底部に向かう群（10例17周期），　B群：子宮底

部から頚部に向かう群（4例4周期）に分けた。精子注入前に内膜運動を、注入直後に子宮内腔にecho　free　space

として描出される精子懸濁液の動きを経腔超音波で2分間観察した。そして、妊娠率との関連性も検討した。精

液はHrFにて2回遠沈洗浄し、0．2ccに調製し、尿中LH　surgeの翌日に人工授精を行った。【成績】精子懸濁

液の動きには、（1）子宮底部付近で左右の卵管口を往復する，（2）子宮内腔内に観察されない，（3）子宮内腔から

膣内へ直ちに逆流する，以上の3種類が観察された。精子懸濁液の所見は、A群；（1）；14周期，（2）3周期，（3）0

周期，B群；（1）：0周期，（2）：0周期，（3）：4周期で、人工授精前の内膜運動伝播方向と精子懸濁液の運動方向

は100％一致していたが、同一症例で精子懸濁液の動きが異なる周期が存在した。妊娠率は（1）21．4％（3／14），

（2）33．3％（1／3），（3）0％（0／4＞であった。【結論】子宮頚部から底部へ伝播する内膜運動は卵管口への子宮内液の

運搬を担い、妊孕性に対してpositive要因に、子宮底部から頚部への内膜運動はnegative要因になる可能性が

示唆された。

e
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■

P8 当院における精巣内精子を用いた顕微授精の成績

●

　川鉄千葉病院泌尿器科

　川鉄千葉病院産婦人科

国保旭中央病院泌尿器科

千葉大学医学部泌尿器科

○川名　庸子，始関　吉生

　赤間　晴雄，布山　隆史，内藤

　鈴木　規之，村上　信乃

　清水　亮行，鈴木　孝一，小宮

　鈴木　啓悦，市川　智彦，伊藤

（目的｝ARrの岐衛の進歩により、非閉頻生またC；SliiBza　BlmalewmeiY璽こおいても精巣内精子を採取（Ristぬ」ar　spe

rm　ermkn5ESE）し、卵紐泡質内精子注入法aヨ）を行い挙児々句能となった』今回，　TESEを施行した症伊娚生因子と

受精及び騨こついて衡寸した。

㈱1996年4月から1999年4月までにTESEを施行した14例を対象とした。非閉塞性無情子症｝ま11例、両

側精管欠損2bl副情巣炎による閉塞2例であった。男性因子のLH，　FS巳テストステロン等の血中ホルモンと精巣生鹸の組

織灘診断と受精及び妊娠の有無を比較した腰陶等酔同こ採取した精巣組織葱検鏡して精子aUcmaUSに供し認め

ない場合はさらに5nmfi精巣組織を採取燃遠沈し瀞を回収した。

㈱全例で精子採賜飼能であった．精巣繍uevま㎞㎜’s　s㎝e8瀞が3・鵬ったが少数の階子がliNsr（！き

た受精は14例中13例で、妊娠は10例であった。1999年4月現i1E　3例出産し、挙児1の舛観ま正常であった，　LH，　F

SH，テストステロン等の血中ホルモンと受精妊娠との明らかな相掲まなカbた』

　㈱受精と妊娘こ対ずる男性因子はTESE≒KSIを施i　il時には精巣内精子の有無のみと考える。　TESEと射出精子による℃

泓の受精及び妊娠毅ご勘撫いと愚bれたb

正文

　顕

晴夫

●

●
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P9 体外受精における酢酸ナファレリンと酢酸ブセレリンによる
　　　　　　　　　　　　排卵誘発成績の相違点

（539）　249

，

鹿児島大学医学部産婦人科　○桑波田理樹，沖　　利通，丸田　邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，中江　光博，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　永田　行博

　Gn・RH　allalogueは下垂体からのgonadotropin分泌を抑制する。体外受精胚移植の排卵誘発に対するGn・RH

analogueの併用は、　premature　LH　surgeをほぼ完全に抑制できることから、体外受精胚移植の成績に大きな変

化をもたらしたといっても過言ではない。しかし、Gn・RH　analogueの種類による体外受精胚移植成績の相違

点に関する報告は少ない。今回我々はGn・RH　analogueの同族体である酢酸ナフ’アレリンと酢酸ブセレリンによ

る排卵誘発成績の相違点を検討し若干の知見を得たので報告する。対象は当科で体外受精胚移植を行った患者で、

酢酸ブセレリン投与群（1998年1月から7月）10例10周期（以下、B群とする）、酢酸ナファレリン投与群

（1998年8月から12月）7例7周期（以下N群とする）である。内分泌動態（月経周期の3日目、採卵前、採
卵後1週間目のe8tradiol，　progesterone，　LH，　FSH）、hMG投与量、発育卵胞数、採卵数、受精率などについ

て検討した。体外受精胚移植の方法は当科プロトコールにしたがった。hMG投与量；B群：1550±5601U，　N

群：1620±6421U、発育卵胞数；B群：8．5±3．1，　N群：7．8±3．6、採卵数：B群：7．2±2．3，　N群：6．8

±2．3、受精率；B群：66．7％，N群：69．6％。　以上の結果、両者間の排卵誘発成績に有意差はなく、1日

3回投与の酢酸ブセレリンに対し、1日2回投与で同等の作用を発揮する酢酸ナファレリンはコンプライアンス

の点から有用であると考えられた。

●

PlO 不妊症治療におけるGIFr法の有用性について
●

神戸市立中央市民病院産婦人科　　○中村　公彦，塩谷　雅英，星野　達二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　逸人，伊原　由幸

●

●

〈目的〉αFr法による妊娠率はIVF・Erより高いと考えられているが、患者やスタッフの負担が大きいことや、　IVF　Er

による妊娠率が向上してきたことから、（lFr法を実施する施股は減少しつつある。当院では、5年以上の長期不妊感者

には積極的に腹腔饒検査を実施しているが、一般不妊治療による妊娠成立を期待しにくい症例には腹腔鏡検査とGl　FT法

を同時に実施する事を勧めている。その結果、αFr法の有用性を認めたので報告する。＜対象＞5年以上の長期不妊

患者11例に13周期のαFr法を実施した。平均年齢は35．1歳、平均不妊期間は7．9年であった。不妊の原因は、子宮筋

腫3例、男性因子4例、卵管因子4例、頸管因子1例、原因不明2例であった（重複あり）。3回以上のIVF－　El’で妊娠

にいたらなかった症例が2例含まれていた。排卵誘発は、G’i－　RHa！uitra－10n9法併用HMG7日間投与とし、採卵日を固

定した。採卵は経膣超音波下に実施した。精子の調整は主としてswi而UPで行った。全身麻酔下、腹腔鏡による腹腔

内の観察を行った後、左右卵管にそれぞれ（ヨFr法を実施した。黄体補充療法には、プロゲステロン製剤を用いた。　GS

の確認をもって妊娠と判定した。＜結果＞5周期に妊娠を得た。周期あたり妊娠率は、38．5％、懇者あたり妊娠率

は、45．5％であった。2例が流産となり、流産率は40％であった。妊娠が成立した5例の不妊原因の内訳は、卵管因

子2例、男性因子2例、原因不明1例であった。3回以上のIVF－E「で妊娠に至らなかった2症例とも妊娠に至った。＜

寺察〉腹腔鏡検査の適応があった症例にGFr法を同時に実施する事で患者の負担を軽減することができ、しかも、高

い妊娠率を得たことから本法の有用性が示唆された。卵管因子による不妊患者のみならず男性因子や原因不明不妊患者

にもaN法の有用性が示唆された。3回以上のIVF－Erで妊娠に至らなかった2症例ともGn法で妊娠に至ったことは

αFr法の有用性を示唆するものと考えられた。しかし、　G　FT法における流産率が高い事は今後の検討課題であるe

6
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Pll胚超低温保存法の検討　一vitrification法と緩慢冷却凍結の比較一

杏林大学医学部産婦人科　　○酒井　　謙，菅原　新博，神野　正雄

　　　　　　　　　　　　　　星合　敏久，小菅　浩章，尾崎　恒男

　　　　　　　　　　　　　　高橋　康一，岩下　光利，中村　幸雄

【目的】マウス胚とヒト胚に対する胚超低温保存をVitrification（V）法と緩慢冷却凍結（F）法で比較検討した。

【方法】（1）マウス4細胞期胚を採卵し、直ちに培養（対照群）またはV法かF法で超低温保存し融解して培養し

（V群とF群）、3群で胞胚形成率を比較した。V法は、葛西の40％Ethylene　glyco1，　189・　Ficall　70，0．3M・Sucrose・PBS

（EFS40）に胚を入れ直ちに液体窒素に投入した。融解は、室温で15秒間保持後、25℃温浴で急速融解し、5分間

Sucrese液に維持後、培養に供した。　F法は、1．5M　DMSO添加PBSに胚を入れ、－3℃で植氷、－03℃ノ分で・40℃ま

で、・50℃／分で一150℃まで冷却し、液体窒素に投入した。融解は、室温で緩慢融解し、Sucrose液にて6段階で

DMSOを除去した。（2）ヒト体外受精／顕微授精後2日目の3～8細胞期胚を前述の如くV法（59例）またはF法（6例）

で超低温保存した。胚移植は、自然周期で経膣超音波により排卵を確認し、翌日に融解、翌々日に移植した。【結

果】（1）胞胚形成率は対照群69．4％（50／72），V法60．7％（74／122），　F法63．6％（42／66）と、3群間で有意差はなかった。

（2）年齢と移植胚数は、V法で34土2（SE）才、4．4±2．2個、　F法32±3才、45±0．4個と有意差はなかった。妊

娠率は、V法18．6％（59例中11例）、　F法0％（6例中0例）であった。　V法妊娠例は、正常児生産（7例）、妊娠継続

中（2例）、臨床的流産（2例）であった。【結論】V法は、簡便、迅速でありながら、妊娠率18．6％、流産率18．2％と

良好であった。その成績は、マウス胚ではF法と差がなかった。

e

‘

●

Pl2 機能性不妊患者における子宮内膜日付診と
　　　　血中Steroid値，　P／E比の関係 ●

昭和大学医学部産科婦人科　　○小田　　力，岩崎　信爾，田原　隆三

　　　　　　　　　　　　　　　藤間芳郎，矢内原巧

【目的】機能性不妊の一因と考えられている子宮内膜の異常に着目し、機能性不妊患者の自然周期（A）：25

周期に対し黄体期7日目に子宮内膜日付診を施行し、血中estradiol［日値、　progesterone［P］値、さらに

PIE比を比較した。さらに、排卵誘発による高ステロイド環境が着床障害の原因となる可能性を考慮し
clomiphene投与周期（B）：6周期、　hMG投与周期（C）：5周期、　FS卜般与周期（D）：5周期についても同様の検討

をした。　【結果】子宮内膜日付診は、A：正常群t5例：遅延群10例であり、機能性不妊の40％に子宮内膜日

付診の遅延が認められた。B；正常群2例、遅延群4例、　C：正常群4例、遅延群1例、　D：正常群4例、遅延群

1例であった。黄体期7日目の血中髄は、A：180．6±184．8pg／m　l（Mean±S．D．）（正常群：i29．0±

49．5、遅延群：96、1±34，2）、B：411．7±340．9pg／ml（正常群：381．5±25．5、遅延群751．O±44．7）、

C：164．9±85．1pg／ml（正常群：189．8±82．3、遅延群276）、D：145、3±49，3pglml（正常群139．3±

7t8、遅延群134｝であった。黄体期7日目の血中P値は、　A：18．9±11．9ng！ml（正常群：13．4±7．1、遅延

群：15．5±6．6｝、B：35．2±16．4ng！ml（正常群66．5±7．6、遅延群45，7±28．9）、C：22．7±

112nglm1（正常群27．1±13．3、遅延群29．4）、　D：15．3±8．9nglmI（正常群19．1±11．2、遅延群5．2）

であった。PIE比はA：123．1±61．6、　B：95．4±64．9、　C：1469±85．1、D：110．8±50．9であった。【結

論】機能性不妊の40％に子宮内膜日付診の遅延が認められた。排卵誘発により高E、高P環境となるにも関

わらず、子宮内膜日付診とPIE比の関係より、排卵誘発は子宮内膜に対し好影響をおよぼすことが示唆され

た。

ら
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Pl3 卵胞液中chemokineの存在とその意義

（541）　251

大分医科大学産科婦人科　　○河野　康志，川嵜　史子，中村砂登美

　　　　　　　　　　　　　奈須　家栄，宮川　勇生

，

）

［目的］体外受精・胚移植において，良質の卵を得ることは受精率ひいては妊娠率の向上に結びつく。

卵の質すなわち成熟度を知ることは臨床上重要であるが，卵の成熟に関する因子や指標については十分
解明されていない。今回，卵胞液中に存在するchemokineとその意義について検討した。
［方法］採卵時に得られた卵の成熟度はMarrsらの分類（1984）を用いて判定した。また，卵胞液は
一 80℃で保存した。卵胞液中のchemokineであるmacrophage　chemoattractant　protein－1（MCP・一・　1），

growth－rela七ed　oncogene一α（GRO一α）およびregulated　upon　activation，　norrnal　T　cell　expressed

and　secreted（RAMES）はELISA法（R＆D　Systems｝で測定した。なお，本研究は患者の同意のもとに行わ
れた。

［結果］卵胞液中のMCP－1【244．4pg／m1，（n・80）］，GRO一α［264．　4pg／ml，（n・68）］は血清［170。4pg／m1，

（n・8），178．Opg／ml，（n・8）】と比較して有意に高値（p〈0．05）であったが，卵胞液中のRANTES　［95．　4pg／ml，

（n・14〕］は血清【894．2pg／m1，（n・10）］と比較して有意に低値（pく0，05）であった。卵胞液中のGRO一αお

よびRANTESはmatureの卵胞液中ではimmatureのそれとは有意差はみられなかったが，　MCP－1はmatureの
卵胞液中ではimmatureのそれと比較して有意に高値（p＜0．05）であった【GRO一α：immature；264．4pg／rn1
（n＝14），　mature；　244．3　pg／ml（n＝18），　RANTES：immature；　100．l　pg／ml（n＝5），　mature；　90．5　pg／m1

（n・5）．MCP－1：immature；212．5P9／ml（n・20），mature：304．4P9／ml（n・20）］。

［結論］卵胞液中にMCP－1．GRO一αおよびRANTESが存在することが確認された。卵胞液中のMCP・一　1とGRO一

αは血清と比較して有意に高値であり．さらにMCP－1の濃度は他のchemokineと比較して卵成熟に伴っ
て増加していることから．卵の成熟に何らかの役割を演じている可能性が示唆された。

●

P14 未熟マウスの卵胞発育に対するアンドロゲンの作用

●

群馬大学医学部産科婦人科　　○王　　　華，安藤　一道，菊地　信正

　　　　　　　　　　　　　　安部由美子，山田　清彦，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　伊吹　令人

●

●

〔目的〕思春期におけるアンドロゲンの卵巣レベルへの作用を検討するため、未熟マウスの卵胞培養系

を用いて卵胞発育に対するアンドロゲンの作用を検討すること。〔方法〕11日齢BDF1系幼若マウスよ

り両側卵巣を摘出し、実体顕微鏡下に卵巣に襖状切開を加え28ゲージ針にて卵巣実質を剥離するように

卵胞を採取した。このうち1～2層の穎粒膜細胞層を伴う卵細胞を有し、基底膜が明瞭で100－110μm
のpreantra　1　follicleを実験に使用した。1wel1あたり10個のpreantral　fol1iclesを培養液（DMEM＋ITS’）

1mlと共に4日間培養し（control）、同時にtestosterone（△4－androsten－17β一〇1－3－one）（T）、
androstenedione　（△4－androsten－3，17－dione）（△4）、　β　－estradiol（1，3，5　〔10〕－estratriene－3，17β一

diol）（E2）、　estrone（1，3，5〔10〕－estratriene－3－ol－17－one）（E1）を添加培養し、4日間卵胞径（2方向の

平均値）の変動を実体顕微鏡下で連日計測した。また、Tまたは△4とアロマターゼ阻害剤（AI）（塩酸フ

ァドロゾール：ノルバティスファーマ）、およびTまたは△4とrecombinant　human　FSH（rhFSH）の
同時添加培養を4日間実施した。〔成績〕①10”7Mol濃度のT、△4、　E2、　El単独培養では、　Tと△4の培

養4日目の卵胞径は各々138．8±2．2（mean±SE）μm（n・＝30）、137．4土2．2μm（n－30）で、　control

（109．2±＋1．0μm）　（n＝30）に比べ有意（p〈O．Ol）の卵胞径の増大を認めたが、　E2およびEiでは

卵胞径の増大を認めなかった。②10’7Mol濃度のTおよび△4と10曽9～10“3Mol濃度のAIとの同時添加培

養では、Tおよび△4単独培養に比べ卵胞径の増大は抑制されなかった。③10’　7Mol濃度のTおよび△4と

10ng／m1のrhFSHの同時添加培養では、　Tおよび△4単独培養に比べ、より卵胞径の増大作用を認めた。

〔結論〕未熟マウスの卵胞培養系を用いた検討から、Tと△4は直接卵胞発育を促進し、　FSHとの協同作

用によりこの作用が増強されることが示唆されたe

∂
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P15　ヒト卵巣におけるエンドセリン（1－31）とその活性酵素キマーゼ，
　　　　　　　　　　　　およびエンドセリン（1－21）の存在の検討

徳島大学医学部産科婦人科　　○福持　光男，牛越賢治郎，松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，苛原　　稔，鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

【目的】エンドセリン（町）は卵巣において卵胞発育および黄体機能を調節する因子のひとつであること

が報告されている。最近、ET（1－21）とは分子量の異なるET（1－31）にET活性があること、およびヒト

肥満細胞から分泌されるキマーゼが活性化酵素であることが発見された。血管に関する検討から、Kr（1－

31）はET（1－21）と比較して生理活性はやや弱いものの、存在濃度は高いと報告されており、生殖機能に

対して町（1－21）と同様な役割を果たしている可能性が考えられる。そこで今回は、ET（1－31）とキマ

ーゼ、および町（1－21）のヒト卵巣における存在について検討した。

【方法】当科にて良性疾患で卵巣を摘出した患者に、書面で同意を得た後、摘出した卵巣をカルノア液で固

定し、抗ヒト肌モノクローナル抗体及び抗ヒトキマーゼモノクローナル抗体を用いて免疫組織染色を行

い、卵巣でのE’r（1－31）とキマーゼおよび町（1－21）の局在を検討した。

【成績】患者から採取した卵巣（卵胞期）において、キマーゼ陽性細胞を卵胞の周囲、血管の周囲、および

卵巣の結合織に認めた。連続切片で町（1－31）はキマーゼ陽性細胞の近傍に染色されたeまた町（1－21）

は血管内皮細胞および血管の周囲に認められた。閉経期婦人の卵巣ではキマー一ゼ陽性細胞、ET（1－31）およ

び酊r（1－21）はほとんど認められなかった。

【結論】ET（1－31）、その活性化酵素キマーゼおよびET（1－21）がヒト卵巣に存在することを示した。

m（1－31）は、卵胞周囲に存在することから、ヒトの生殖機能に関係している可能性が考えられた。

噂
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Pl6 超音波断層検査で多嚢胞性卵巣を呈する症例における
血中ゴナドトロピン値および血中ステロイド値との関係 6

岐阜大学医学部産婦人科　○橋本　　緑，操　　　良，伊藤　美穂

　　　　　　　　　　　　　　岩垣　重紀，玉舎　輝彦

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は日本産婦人科学会が提案する診断基準である月経異常、　LH基礎分

泌高値、FSH値正常範囲、超音波断層検査で多数の嚢胞状変化が認められる、の項目に当てはまらない症

例が存在するe実際、超音波断層検査で多数の嚢胞状変化が認められる症例は様々なタイプが存在する。

今回、　PCOSの移行型と考えられる症例における血中ゴナドトロピン値と血中ステロイド値およびその関

連を検討した。【方法】対象は無月経あるいは月経不順や不妊治療目的で受診した女性で、PCOS症例26

例、超音波断層検査で卵巣のPCO様変化がみられ、　LH・FSH値が診断基準を満たさなかった35症例　（US－

PCO）で、血中ゴナドトロピン（LH，　FSH）値、血中ステロイド（エストロン：E1，エストラジオール：E2，テ

ストステロン：T，アンドロステンジオン：AD）値をRIAにより測定し、各パラメーターの関連を解析した。

【成績】PCOS群、　US－P　CO群、コントロール群の順で血中LH、　T、　AD値が高値を示した。血中ゴナドト

ロピン値とステロイド値には相関が認められなかったが、PCOS群でADとT値の間に正の相関関係
（r＝O．697）が、PCO群、　US－PCO群でE1とテストステロン値の間に正の相関関係（r＝O．708および0，636）が認め

られた。コントロール群でE1とE2値間に相関　（r；O．620）が認められたが、　US－PCO群　（FO．577）、　PCOS群

（r＝O．488）の順で相関が弱くなった。　【結論】US－PCOの内分泌動態は血中ゴナドトロピン値と血中ステロ

イド値およびその関連より正常とPCOSと中間に位置し、内分泌学的にPCOSの移行型である可能性が推
察された。

●

●

暢
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Pl7 唾液中エストラジオール17一β酵素免疫法による測定の検討
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旭川医科大学産婦人科

株式会社科薬

○小森　春美，堀川　道晴，田熊　直之

　高岡　康男，玉手　健一，千石　一一・雄

　石川　睦男

　深井　義久

［目的］卵巣機能評価法として、血清中エストラジオール17一β（E2）濃度の測定が臨床上頻用されてい

るが、E2濃度は日内変動、周期内変動を有するため頻回の測定が推奨されている。今回、我々は頻回採

取が可能な唾液を検体とした唾液中E22則定法を確立し、さらに限外濾過一RIA法にて測定した血清中ブ

リーE2濃度との比較を行い、唾液中E2測定法の臨床的有用性についても検討した。

［方法］対象は規則的月経周期を有する健常女性10名及び不妊症患者55名とし、これらより得た
唾液及び血清を検体とした。唾液中E2及び血清中E2値はEIA法にて測定した。血清中フリーE2値
測定は、まず限外濾過操作過程におけるE2の回収率を求めるために、　PBSで作成した標準E2を用

いて限外濾過を行い、限外濾過前後のE2値をEIAで測定し、回収率を算出した。次に、血清を限
外濾過し得られた濾液をRIA法で測定し、得られた値と回収率より血中フリーE2値を算定した。
［成績］1．唾液中E2測定法は、測定限界1．5pg／mlと高い測定感度を有し、相関係数0．781と血清

中E2濃度とよく相関した。　2．唾液中E2と血清中フリーE2の間にはr＝O．828と高い相関性が認め

られた。3．自然性周期においては唾液中E2は、8症例について排卵前期及び黄体期中期に、各々
7．1±3．1（3．1～12。0）pg／ml及び3．4±1．8（1．9～6．6）のピークを認めた。またIVF－ET患者における

OHSSの予知にも有用であった。
［結論］本法は自然排卵周期における排卵前期及び黄体期中期のピークを測定しうる感度を有し、

かっ唾液中E2は血中フリーE2を反映ことより臨床的に有用性が高いと考えられた。
■

Pl8 sulfataseのヒト卵管における月経周期内の局在
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昭和大学医学部産科婦人科　　○矢内原　敦，星　　真一，藤間　芳郎

　　　　　　　　　　　　　　下平　和久，岩崎　信爾，田原　隆三

　　　　　　　　　　　　　　斎藤　　裕，矢内原　巧

【目的】卵管は受精卵の移動を調節する中心的役割を果たしているが近年卵管が胚の成長に至適環境を提

供する役割を担っていることが指摘されている。卵管は子宮や乳腺と同様にSt釘oidの標的臓器でありSteroid

は卵管において線毛運動の元進や分泌の調節を行っていると考えられている。Steroid代謝酵素であるSteroid

Sulfataseは胎盤をはじめ人体の至る所に存在していることが確認されている。今回、ヒト卵管局所における

Sulfataseに着目し免疫組織学的染色を行った。

【方法】正常月経周期を有する婦人から十分なインフォームドコンセントの後、良性疾患による手術時に

卵管を摂取、10％ホルマリン固定後、ヒト胎盤から精製した、ヒトSulfatase　monoclona1抗体を1次抗体とし

て用いたABC法による免疫組織学的染色を行った。同時に卵管内膜を採取、十分に生理食塩水で洗浄した

後RNAを抽出RT－PCR法にてSulfatase　mRNAの発現を検討した。月経周期は最終月経と術前に採取した血清

中のエストロゲン及びプロゲステロンの値、子宮内膜の日付診により決定した。

【結果】Steroid　Sulfatase及びSulfatase　mRNAは月経周期を通して発現し、免疫組織学的染色においては卵管

上皮を中心に局在していることが認められた。

【結論】以上より、卵管におけるSteroid　Sulfataseの存在は局所的なステロイド効果（autocrine）の可能性が

示唆された。

●

留
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Pl9 精液検査におけるEosin－Nigrosin染色法の有用性の再検討

●

東邦大学医学部泌尿器科第1　0中居　敏明，三浦　　陽，石井　祝江

　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　九里，吉田　　淳，永尾　光一

　　　　　　　　　　　　　　　石井　延久

【目的】男性不妊症の診療におけるもっとも重要な検査は精液検査であるが，多くの施設では正確な精

液検査を行えないのが現状である．当院リプロダクションセンターでは精液検査を行うに際し，Eosin－

Nigrosin　staining　t㏄hnique（EN染色法）を施行している．この方法は以前より簡便で，低費用，妊孕性と

の関連の高さからその有用性を指摘してきた．今回，EN染色法の精液評価における有用性につき再検
討した．

【対象と方法】対象は過去1年の96名より採取した182サンプル．この対象に対しEN染色法と精子
運動率，精子運動能指数（SME1）のそれぞれとの相関を検定．次に当センターで使用し妊孕性との良
好な成績を得ているEliasson　scoreの変法である東邦大式精液総合判定法に準じ，　EN染色法と運動率，

SMEIそれぞれとのScoreの差およびその傾向を調査した．
【結果】EN染色と運動率（p＜O，OOO　1），　SMEI間（p＝O．0006）とそれぞれに相関関係が認められ，相関係

数はそれぞれO．670，0．407であった．Scoreの一致はEN染色法一運動率で42．5％（771181），　EN染色法一SMEI

で40．0％（391126）であった．また，Scoreの不一致を検討したところEN染色法の方が対象のScoreより

低いScoreを示したものがEN染色法一運動率で8．8％（16！181），　EN染色法一SMEIで0．79％（1／126）と

両方の群において対象に対しEN染色法でより高いSooreがみられ，　EN染色法での精液の過小評価の
傾向が認められた，

【結論】EN染色法のみで精液所見の評価をには限界があると思われたが，その傾向を把握することに
より有用な検査法であると考えられた．今後，症例を追加しさらに検討する予定である，

c
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■

P20 顕微鏡下精巣内精子採取法（Microdissection　TESE）の経験

6
倉敷中央病院泌尿器科

倉敷中央病院産婦人科

○大久保和俊，寺田　直樹，松田　陽介

　前川　信也，小倉　啓司，荒井　陽一

　高橋　　司

【目的】精巣内精子採取法（TESE）は非閉塞性無精子症に対し非常に有用である。しかし通常のTESEは盲

目的に多数の切除を要することが多い。顕微鏡下精巣内精子採取法（Microdlssection　TESE）は、顕微鏡で

精巣実質を観察し、より造精機能の良い精巣組織を選択的にTESEに供する方法として注目されている。今回

我々はこの手技を用いたTESEを経験したので報告する。

【対象】症例1は44歳男性。27歳時に結婚後挙児なく不妊治療を受けている。29歳時に乏精子症にて精索静脈

瘤根治術を受けるも精液所見は悪化、43歳時に無精子症を指摘され当科紹介。精巣容積は左10ml、右6mlで、

左精巣生検ではJSCは3，47であった。症例2は44歳の非モザイク型クラインフェルター症候群。精液検査では

無精子症でFSH・67．9・mIU／ml、テストステロン174　ng／dlであった。本人の強い希望でTESEを行った。

【方法】Schlegelの報告（1999）に準じておこなった。まず陰嚢を切開して精巣を創外へ脱転させる。通常の精

巣生検の場合よりも大きめに精巣白膜を切開し、手術用の顕微鏡で精巣実質を観察する。より太くて白い精細

管を探して切除しTESEに供する。症例1は局所麻酔、症例2は全身麻酔で行った。

【結果】症例1では細い精細管が大半であったが、そのなかに太い精細管が散在していた。太い精細管の部分

を切除しTESEに供したところ運動精子が得られた。細い精細管の部分を切除しTESEに供するも運動精子は

得られなかった。症例2では精巣実質は硝子化を思わせるような硬い組織が大半であった。症例1でみられたよ

うな太い精細管は認めなかった。左右精巣で約10か所にわたり組織を切除しTESEに供したが運動精子はもち

ろん非運動精子も得られなかった。手術時間は症例1、2とも約120分であった。

【結語】Mcrodissection　TESEを用いることで、より少ない組織の切除で精子採取できる可能性がある。

ゆ
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P21 外来男子不妊症患者における染色体検査の検討
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昭和大学医学部泌尿器科 ○小橋川　啓，北村　朋之，坂本　英雄

　渡辺　政信，吉田　英機

（目的）男子不妊症患者の原因の一つに染色体異常があることは以前より知られている。染色体の構造異

常やY染色体の部分欠損についても精子形成障害の一因としてあきらかにされつつあり、男子不妊症患者

の原因検索には染色体検査は不可欠となっている。今回、男子不妊症患者に染色体検査を施行した結果を

報告する。

（対象と方法）対象は最近5年間に当科不妊外来を受診した患者のうち、本人の同意の上染色体検査を行

った男子不妊症患者162例についてまとめた。なお、染色体の同定には末梢血リンパ球培養法を用いた。

（結果）染色体検査は162例に施行され、143例（88．3％）は46，XYの正常男性核型を示した。なんらか

の異常を呈したのは19例（11．7％）であり、その内訳は　47，xxYが6例、47，xYYが3例、45，x，dic（Y）、

45，X／46，XY、45，XYおよび46，X，inv（Y）がそれぞれ1例ずつであった．また、46，XY正常変異は6例

であった。

精液検査結果であるが染色体異常群の占める割合（46，XY正常変異例を含む）は、精子濃度正常が57例中

8例（14％：47，XXY　2例、46，X，inv（Y）1例、45，X／46，XY　l例、45，XY　1例、46，XY正常変異3

例）、乏精子症が58例中7例（7、3％：47，XXY　2例、47，XYY　3例、45，XY　1例、46，XY正常変異　1

例）、無精子症が47例中4例（8．5％：47，xxY　2例、45，x，dic（Y）1例、46，xY正常変異　1例）であ
った。

（結語）男子不妊症患者159例の11．7％に染色体異常をみとめ、その多くは47，XXYであったが、乏精子

症患者でも染色体異常は認められICSI治療の点からも染色体検査は有用と思われた。

■

P22 愛知医科大学泌尿器科男性不妊外来開設1年間の臨床統計
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愛知医科大学泌尿器科　　○日比　初紀，山田

　　　　　　　　　　　　　深津　英捷

芳彰，本多　靖明

【目的】愛知医科大学泌尿器科では1998年4月より男性不妊外来を開設した。今回不妊症を主訴として当院

泌尿器科を受診した患者に関し、臨床的検討を行ったので報告する。

【対象及び方法】1998年4月から1999年3月までに泌尿器科の初診患者は2031名で、このうち不妊を主訴

とした患者は86名（4．2％）であった。

【結果】患者の来院経路は他施設泌尿器科から37名、他施設婦人科から12名、当院婦人科から6名、直接来

院が31名であった。年令は32．9±4．4歳（妻の年令29．6±3．5歳）、不妊期間43．2±36．0カ月であった。男

性不妊症の原因の内訳は精索静脈瘤10例、特発性乏精子症33例、精子無力症2例、閉塞性無精子症19例（精

管閉塞7例、精巣上体閉塞9例、先天性精管欠損症3例）、非閉塞性無精子症5例、造精機能障害9例、

Klinefelter症候群3例、勃起障害1例、性腺機能不全1例、正常精液所見3例であった。手術は精索静脈瘤根

治術6例、精管精管吻合術が3例、請巣上体精管吻合術4例が行われた。自然妊娠は精索静脈瘤術緩の3例と

精管精管吻合術後の1例に得られた。

【結語】開設一年目ということもあり症例数もスタヅフも少ないが、今後精路再建術などの成績を提示し、

よりよい男性不妊外来を行っていきたいと考えている。

●

や
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P23 日本人正常男性の生殖機能の現状　一生活様式との関連一

●

　　　　東邦大学医学部衛生学

聖マリアンナ医科大学泌尿器科

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

○伊津野　孝

　星野　孝夫，馬場　克幸，松下　知彦

　山川　克典，西田　智保，吉池　美紀

　野沢資亜利，岩本　晃明

　兼子　　智

【目的】男性の生殖機能について関心が高まっているが、生殖機能に関係すると考えられる生活様式について解

析された研究は少ない。今回、コペンハーゲン大Skakkebeekらが呼びかけた「妊婦のパートナーの生殖機能」

の国際共同研究の一環として、日本人妊婦のパートナーの生殖機能を生活様式との関連で解析することを目的と

した。【対象及び方法】対象は妊娠16週以降の妊婦のパートナーで20歳から44歳、パートナーとその母親が

日本で生まれていること、今回の妊娠が何らの不妊治療を受けない自然妊娠であることとした。48時間以上の

禁欲期間を設けた上で用手法により精液を採取した。解析方法としては、精子濃度のメディアンより低濃度の群

と高濃度の群の2群間でパートナーの生活様式、パートナーの母親の出産時における生活状況を比較した。

【結果及び考察】参加率は呼びかけた1451人中359人の24．7％であった。年齢は31．8±4．7（M±SD）歳、精子

濃度120，9±103．9（M±SD，MinO．5，　Max818，Median　93．3）xlO61mlであった。喫煙率は精子濃度低群（以下低群）

の喫煙率50．0％に対し、精子濃度高群（以下高群）の54．8％であった。喫煙期間は低群の10年以上67．8％に対し、

高群67．2％であった。喫煙本数は低群の20本以上59．6％に対し、高群の68．0％と高群の本数が多かった。有機

野菜の摂取は低群の39．8％に対し、高群の27．1％と低群の方が摂取頻度は高かった。教育水準は低群の大学進学

率59．8％に対し、高群の57．6％であった。パートナーの母親の出産時の喫煙率は低群の5．6％に対し、高群の6．7％

と高群で高かった。母親の仕事は低群で29．4％が仕事をしていたのに対し、高群では16．2％が仕事をしており、

低群の方が仕事をしていた割合は高かった。精液濃度のメディアンで精子濃度低群、高群の2群に分け、生活様

式の比較を行った。一部興味ある知見も得られたが、今後さらに症例を増やし比較検討する必要が示唆された。

本研究は厚生省厚生科学研究で行われた。

6
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P24 特発性男子不妊症に対する補中益気湯による治療効果
　　　　　　　　　一証による比較検討一

●

富山医科薬科大学医学部泌尿器科　　○岩崎　雅志，村ヒ　康一一，太田昌一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

　（目的）男子不妊症の治療薬として漢方薬、特に補中益気湯が有効との報告が認められる。しかし、患者

の証とその治療成績との関係を検討したものはほとんどみられない。今回、男子不妊症に対する補中益気湯

の効果と実虚スコアとの関係について検討を加えた。　（対象および方法）1996年6月より1999年6月までに不
妊を主訴に当科を受診し、精液検査にて精子濃度20×1061m1未満あるいは精子運動率50％未満であった特発

性男性不妊症の44例を対象とした。ツムラ補中益気湯を1日7．59を3ヵ月間服用し投与前および投与後3ヵ月に

おいて一般精液検査、HypO　osmotic　swe！　ling　test、　Penetiak　test、　Sperm　qUal　ity－anal　yzerおよび精液自動分析装置

セルソフトシリーズ3000による検査を施行した。同時に投与前後で10個の質問よりなるアンケートにより実

虚スコアを算出し、49点以下を虚証、50～59点を虚実間証、60点以上を実証に分類し検討した。治療効果判

定には当科の寺田らの基準を用いた。　（結果）治療前実虚スコアでは、虚証7例、実虚間証16例、実証21例で

あった。治療前後における各種パラメーターの変動では精子膨化率b－g型および精子平均運動速度において虚

証例で有意な増加がみられた（いずれもpく0．05）が、その他のパラメーターでは明らかな変化はみられなかった。

治療効果では、精子濃度および精子運動率は虚証例ではそれぞれ有効率が17％，33％であったのに対し、実証

例では21％，36％と明らかな差はみられなかったが虚証例ではすべて有効あるいは不変であり悪化の症例は認

められず、実証例に比べて良好であった。実虚スコアは治療前後で測定したが評価可能であった20例中1例の

み虚証から虚実間証へ変化したが、14例（70％）において証の変化は認められなかった。妊娠は24例中6例（25％）

に認められ虚証において33．3％と最も高率であった。

∂
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P25子宮頸管粘液中イムノグロブリン結合蛋白のbiospecific　lgG結合反応

）

b

■

徳島大学医学部産科婦人科

儀間クリニック

○平野

　前川

　儀間

正志，国見幸太郎，吉川　修司

正彦，鎌田　正晴，青野　敏博

裕典

【目的】精子不動化抗体による頸管通過障害のモデルとして，頸管粘液中のFcレセプター様物質の存在

が推定されてきたが、我々は、ヒト頸管粘液中のイムノグロプリン結合物質がsecretory　leukocyte

protease　inhibitor（SLPI）であることを明らかにした。すなわち、免疫性不妊症患者に認められる精子

の頸管通過障害は、頸管粘液中のSLPIに結合した抗精子抗体が、頸管粘液を上行する精子をトラップす

ることにより起こると考えられる。本研究では、biosensorを用いてbiospecificなSLPIとヒトIgGと

の結合を検討した。【方法】biosensor（BIAcore）にてSLPIとヒトIgGとの反応性を検討した。すなわ

ちヒトIgGをセンサーチップに固定し、各濃度のrecombinant　SLPIを反応させ、表面プラズモン共鳴

によりreal－timeの反応を検出した。さらに還元型グルタチオン（GSH）存在下での反応性を検討し

た。【成績】①SLPIのヒトIgGへの結合は高い親和性を示し（Kd－2．6xle－8）、12．5μg／mlで81RU（共

鳴単位）、50μg／mlで267RU、200μg／m1で662RUと濃度依存性に増加した。②recombinant　SLPI

（200μg）のヒトlgGとの反応性は、　O，1mMのGSH存在下で促進されたが、10mMのGSH存在下で

は逆に低下した。③さらにGSH　10mMの存在下では、12．5μg／mlで128RU、50μg／mlで291RU

と、recombinant　SLPI濃度の上昇に伴いIgGとの結合が増加したのに対し、200μg／m1では60RUと

却って減少した。　【結論】SU）1はin　vitroにおいてbiospecificにIgGと結合することが明らかに

なったが、IgGとの結合は局所のレドックス（酸化還元）環境によりコントロールされていることが示唆

された。

P26 非交通性の内腔を有する子宮奇形の一亜性

熊本大学医学部産科婦人科　　○新田

　　　　　　　　　　　　　　　本田

　　　　　　　　　　　　　　　岡村

　愼，小野田　親，永田　康志

律生，田中　信幸，松浦　i溝平

　均

　ミュラー管の発生異常によって生じる子宮奇形は、不妊、習慣性流産、不育症の重要な要因の一つである

とともに、排出路の閉塞を伴う例では、月経周期に一致した下腹痛や腰痛を認めることもある。今回われわ

れは、初経より徐々に増悪する月経時の腰痛、下腹痛を主訴として受診し、画像診断上、非交通性の子宮筋

層内留血腫と診断した一症例を経験したので報告する。

［症例］症例は15歳、未妊婦、中学生で、11歳の初経時より始まり、徐々に増悪する月経時障害を主訴と

して近医を受診し、子宮奇形の疑いで当科へ紹介となった。当科紹介時の月経時痛はペンタゾシンの使用に

より、ようやく徐痛できる程度であった。経腔超音波断層法上、子宮体部左側に子宮内膜とは連続性を認め

ないhigh　echoicな腫瘤を認め、　MRI上は血腫が疑われた。全身麻酔下に子宮卵管造影を行ったが、子宮

内腔・卵管の形態は正常で、血腫との交通は認められなかった。腹腔鏡検査では、子宮の左側壁に軽度の膨

隆が認められ、開腹術により、血腫壁を切除した。病理組織学的には血腫壁は正常の子宮筋層を伴った子宮

内膜がであり、術後は、月経時障害は著減した。本症例は、機能性内膜を伴った非交通性の子宮内腔を有す

る子宮奇形の一亜型と考えられた。

辱
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9
P27　不妊・不育症例における黄体期中期の子宮動脈血流抵抗の検討

岡山大学医学部産科婦人科　　○野口　聡一，中塚　幹也，羽原　俊宏

　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，高田　雅代，浅桐　和男

　　　　　　　　　　　　　木村　吉宏，工藤　尚文

　正常妊娠では、子宮動脈血流は妊娠の進行に伴い増加するが、妊娠中毒症や一部の胎児発育遅延
症例では反対に子宮動脈血流抵抗の上昇とともに、子宮内循環動態は悪化し、その病態に関与して
いると考えられている。そこで今回、私達は子宮動脈血流と不妊・不育症との関連と検討するため、

着床時期にあたる黄体期中期における、不妊症や不育症例の子宮動脈血流抵抗について検討した。
【対象・方法】当科不妊・不育症外来を受診し、同意の得られた76症例を対象とした。黄体期中期
（排卵後6－9日）に採血し、血清E2、　P4、　NOx（nitric　oxideの安定代謝産物）値を測定するとともに、

5MHz経膣プローブを用いてAloka社SSD1700にて子宮内膜の厚さを計測、また左右の子宮動脈の
pu！satility　index（PI）｛直を計測し、その平均値を算出した。　1結果】不妊症例（n＝18，無治療周期）の子

宮動脈PI値は2．05±O．61（mean±SD．）、不育症例（n＝19，無治療周期）では2．43　±O．44であり、不育症例

は不妊症例に比して有意に高値をとった（p＜0．02）。また、この不育症例のうち、自己抗体陽性例
（n＝9）では2．53±O．42、自己抗体陰性例（n＝10）では2．34±O．47であった。不妊症例全体（n冨57）の子宮動

脈PI値は2．21±O．51であり、このうち、生児を持たない、原発不妊または流産既往のみの続発不妊
群（n＝24）では2．32±O．40、生児を得ている続発不妊群（n冨33）では2．13±O．57であった。これらの群間で

血清E2、　P4、　NOx値、子宮内膜の厚さなどには有意差は見られなかった。【考察】子宮動脈のPI値

は、生児を得ている群では低く、不育症群では高値となる傾向を示しており、妊娠歴と関連してい
ると考えられた。これは分娩による変化である可能性もあるが、自己抗体を持つ抗リン脂質抗体症
候群などにおいては血管障害とともに不育症、妊娠中毒症、子宮内胎児発育遅延が見られることを
考えると、一部の不育症や不妊症では、子宮動脈血流の異常がその原因となっている可能性がある。

‘
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P28　術後癒着防止シートのマクロファージNo（Nitric・oxide）産生能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に及ぼす影響

岡山大学医学部産科婦人科　　○羽原　俊宏，中塚　幹也，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　浅桐　和男，高田　雅代，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文

　　妊孕性温存、あるいは回復を目的とした手術においては、腹腔内の術後癒着防止が重要である。術
後の腹腔内では、マクロファージや好中球が活性化しており、創部の治癒とともに癒着が発生する。こ

の術後癒着を予防するため、縫合部や腹膜欠損部などの表面を覆う可溶性のシートが、臨床上頻繁に使

用されている。そこで、今回、私達は、これら臨床上使用されている癒着防止シートのマクロファージ
に対する影響を検討した。

【方法】マクロファージを活性化することが知られているlipOpOlysaecharide（LPS）および、臨床的に癒着

防止シートとして使用されている素材として、　oxidized　regenerated　celluroseおよびsodium　hyarulenateを、

マウスのマクロファージ細胞（RAW　264．7）の培養系に添加した。12時間後に試料を採取し、マクロ
ファージの活性化の指標としてのNO産生能を培養液中のnitrite（NOの安定代謝産物）を測定することで
評価した。

1結果】培養液中のnitrite濃度は（8．0±0．8mM）、薬剤を添加しなかったcontrolでは12時間後にも、ほ

とんど上昇は見られなかったが（8．0±α9mM）、10ng／mlのLPS添加により30．1±23mMと上昇し、

マクロファージの活性化が見られた。また、oxidized　regenerated㏄11uroseの添加では、有意な上昇は見

られなかったが、100mg／m1のsodium　hyarulonateの添加により、39．9±4．lmMと上昇した。

【考剰癒着防止シートは、物理的に創面の露出を覆い、癒着を防止すると考えられているが、その他
の生化学的、生物学的効果を持っている可能性がある。今回、その一つとしてマクロファージの活性化
を検討したが、これらの生理活性が、創傷治癒や癒着にどのような影響を持つかを解明することにより、

更に癒着防止効果の向上した製品の開発につながると考えられる。

d
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P29 一酸化窒素がラット胎仔発育におよぼす影響
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N
脅

長崎大学医学部産婦人科　○井上　統夫，石丸　忠之

　　　　田中クリニック　　河野　雅洋

【目的】一酸化窒素（NO）は高濃度の場合に組織傷害をきたすことが知られている．そこで，今回の研究では，

過剰なNOがラット胎仔の発育におよぼす影響について検討した．【方法】10週令のWister系ラットを交配させ，

妊娠第2日から第8日までの7日間，NOドナーであるdiethylenetriamine／NO（DETA／NO）を5mg，10mgまたは30㎎

皮下に連日投与した．なお，生食を用いて同様の処置を行ったものをコントロール群とした．交配前，妊娠第i

日，第8日および第14日に血圧を測定し，同時に採血を行った．血中のNO濃度をGreiss法で，またエストラジオ

ー ル（E2）およびプロゲステロン（P）をCLEIA法で測定した．さらに妊娠第14日における妊娠転帰について検討し

た．　【結果】NOドナー投与の各群では生食投与のコントロール群と比べて，　NOドナー投与中である妊娠第2日

および第8日に血中NO濃度が濃度依存性に有意に高値であった．また，血圧は同期間ヰNOドナー投与の各群で

低下した．しかし，妊娠第14日の血中NO濃度および血圧には各群間で有意差を認めなかった．妊娠数，流死産

数および生存胎仔数に各群で有意な差はなかったが，コントロール群と比べてNOドナー10mg投与で流死産数が

多く，5mg投与で生存胎仔数が少ない傾向にあった．　NOドナー投与の各群では胎仔吸収などの明らかな妊娠転

帰不良例が認められたが，コントロール群では認められなかった．また，胎仔重量はコントロール群（86±

16mg）と比べてNOドナー5皿g投与（79±8mg｝で有意に減少した．妊娠第14日でのE2値はNOドナー10mg投与およ

び301n9投与で，またP値は5mgおよび30mg投与でそれぞれコントロール群と比べて低下する傾向にあった．【結

論】NOは胎仔胎盤発育を阻害し，妊娠転帰に悪影響を与える可能性が示唆された．

P30 不妊治療中の夫婦の心理

昭和大学医学部産科婦人科

昭和大学医学部附属看護専門学校

○岩崎

　藤間

　阿部

信爾，田原　隆二，小田

芳郎，矢内原　巧

福子，渡邊知佳子

【目的】不妊治療は夫婦間の問題であるにも拘わらず、妻側に焦点の当たることが多く、夫側の理解・協

力についてはあまり報告されていない。そこで現在挙児希望で産婦人科通院中の夫婦を対象に、治療への

思い、患者への思い等についてアンケート調査を行った。【対象および方法】平成10年12月11日から平成

11年2月26日までの期間における当院不妊外来通院中の患者でアンケートへの同意をえられた130名に対し

行った。アンケート用紙は妻用と夫用に作成し、自宅で記入後援日回収をし集計を行った。成績：アンケー

ト用紙回収率は妻用71．5％（93名、夫用69．2％（90名）であった。妻への「夫が治療に対して協力的である」も

しくは「夫の方が治療に積極的である」の質問に対して両者合わせて86．9％が協力的もしくは積極的との回

答であり、同様の質問を男性因子を持つ夫婦の妻に行ったところ91％が夫が協力的もしくは積極的である

と答えている。「どこまでの治療を希望するか」の質問において「人工授精まで希望する」31．9％で最も多

く、ついで「体外受精まで希望」30．8％であった。しかし36歳以上では「体外受績まで希望」45．5％が最も

多い結果であった。また「現時点で不妊治療をどのくらい継続したいか」の質問に対して「自分が納得す

るまで」31．0％が最も多く次いで「妊娠するまで」25．0％であった。同様の質問における夫の回答は「妻が

納得するまで」40．4％と最も多く、ついで「妊娠するまで」24．7％であった。【結論】不妊治療に対する夫

の協力はその原因が男性女性に拘わらず9割近くが得られていることがわかった。また体外受精までの治療

は約30％が希望しており、特に高齢になるほど加齢による焦燥感からか体外受精まで希望する割合が増え

てくることが示唆された。しかし不妊治療をいつまで行うかについては妻の納得が大きく影響しているこ

とが示唆された。

力
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P31 生殖補助医療技術に対する国民および医師の意識調査
9

チ

厚生省児童家庭局母子保健課

　　　山梨医科大学保健学II

　昭和大学医学部産科婦人科

○武田　康久，北島

　山縣然太朗

　岩崎　信爾，藤間

　矢内原　巧

智子，小田　清

芳郎，田原　隆三

目的二生殖補助医療技術の普及に伴い、近年、第三者の精子や卵子の利用等、倫理面での問題が提起
されている。これらの問題について医療関係者及び国民の意識を知ることを目的とした。
対象と方法：対象者は6006名①抽出方法　1）一般国民（4000名）層化二段階無作為抽出法を用いた。

2）日本産婦人科学会登録医療機関の産婦人科医（402名）「体外受精・胚移植、およびGIFTの臨床
実施に関する登録402施設住所等一覧」の全医療機関の実施責任者全員。3）患者（804名）上記医療機
関に不妊治療のために来院した再来患者各2名。4）その他の産婦人科医（400名）日本産婦人科学会、
日本母性保護産婦人科医会の会員名簿より等間隔抽出。5）小児科医（400名）日本小児科学会会員名簿

より等間隔抽出e②調査方法　一般国民は抽出地点の管轄保健所の協力を得て留め置き法で行い一部
郵送により回収。その他は郵送法。すべて無記名回答。③調査期間は平成11年2～3月。
結果：（1）回収率　実際に配布した5651を母数として3492を回収（回収率61．8％）。　（2）技術の利

用　一般国民、患者ともに7割以上の者が「配偶者が望んでも利用しない」と回答した。利用しない
理由では「親子関係が不自然になる」が多く、一般国民では「妊娠は自然になされるべき」が次いで
多かった。（3）各技術の是非　一般国民は第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母を除く技術について

「認めてよい」または「条件付きで認めてよい」が多い。医師では登録産婦人科医、その他の産婦人
科医、小児科医の順に「認めてよい」または「条件付きで認めてよい」が多く、AIDや第三者の精子
や卵子の利用でその傾向が強く、第三者の受精卵や代理母では「認められない」が5割を超えた。

考察：本研究は回答率が60％以上と高く国民意識のスタンダードとなりうる資料である。今後さら
に詳細な解析を行い、生殖補助医療技術に関する倫理的、社会的諸問題の議論に資することとしたい。

／
■

ノ

●

P32　1n　vitro　cultureによるマウス未受精卵カルシウムストァの変化

　山形大学医学部産婦人科　○高橋　俊文，斉藤　英和，廣井　正彦

山形大学医学部第一生理学　　　高橋　英嗣，土居　勝彦

【目的】これまで、我々はマウス卵の加齢（in　vivo　aging）と細胞内Ca2制御機構について検討を行ってきた。

今回、マウス卵をin　vitroにて培養し（in・vitr。　aging）、in・vitro　cultureによる細胞内Ca2＋ストアの変化を検

討した。【方法】4－6週齢のB6C3F1マウスをPMSG－hCGにて過排卵刺激し、　hCG投与後12．5時間にて卵管

を摘出、cumulusoocyte　compl。x（COC）を採取し、以下の2群に分け培養を行った。　A群：COCのまま37℃

5％CO2　in　airにて、　hCG投与後18．5（A－1，　n量33）、22．5（A－2，　n　＝33）時間まで培養した群。　B群：COC

をピアルロニダーゼ処理し、裸化卵にてhCG投与後185（B・一　1，n＝34）、22．5（B－2，　n＝37）時間まで、同

様の条件下で培養した群。これらの卵に、Ca2◇蛍光指示薬fura－PE3　AM（3pM）を負荷しCa2←測定装置にて細

胞内Ca2←濃度（【Ca2’］i）測定を行った。　Ca2°ストアを評価するため、小胞体Ca2←－ATPaseの特異的阻害薬であ

るthapsigargin　（5pM）をCa2’　free　HTF　mediumにて灌流し、小胞体Ca2＋ストアからリークするCa2＋を測

定した。その後、細胞内Ca2“xトアの枯渇によるcapacitative　Ca2’　entry（CCE）を測定した。コントロール（C，

n　＝32）として、hCG投与後12．5時間目の卵を測定に用いた。　【結果】刺激前の【Ca2“】i（nM）はC：118±4、

A－1：120±5、A－2：118±4、　B－1：123±5、　B－2：136±5であり、　B－2はCと比較し有意に［Ca2’】iが上昇し

た。Thapsigarginによる小胞体からのca2＋リーク値（nM）はそれぞれ、　c：311±19、　A－1：242±11、　A－2：

196±9、B－1：208±13、　B－2：193±12であり、A群、　B群いずれもCと比較し有意にCa2“放出量が低下した。

またCCE（nMlmin）はそれぞれ、　C：14±1、　A－1：18±1、　A－2：16±1、　B－1：15±1、　B－2：18±2であり、

いずれの群も有意差はなかった。【結論】マウス卵はin　vitro　agi皿gにより小胞体Ca2＋ストアが減少することが

示唆された。またcumulus・cellは未受精卵のCa2“制御機構に関与する可能性が示唆された。



●

P33 新鮮マウス成熟卵の活性化
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徳島大学医学部産科婦人科　　○中坂　尚代，山下　瑞穂，小松　淳子

　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，山野　修司，青野　敏博

羅篠要耀縮辮欝碧勘甦鵬毒濫ε続欝蠣畿髄欝の
hCG　51Uで過排卵刺激し，　hCG投与13時間後に卵管より採取した新鮮卵を以下の実験に供し
た．①，卵をCa　ionophore　5　U　Mで5分間前処置する群としない群に分けた，両群の卵を洗浄しそ

蓉稀騨艘難描轟腎聖1曾告讐騎゜灘醜轟僕鷲繊禦箒縫嬢第
二極体の有無を観察し，前核を認める卵を活性化卵と判定した．②，①で得られた1PN2PB胚の

畢簗覇翼誕誰簿講蝶灘鱒騨鱗瀞響奨
ionophoreで前処置しなかった群はpuromycin，6DMAPで処理してもほとんど活性化されなか
った（それぞれ7．0％，0．0％）．Ca　ionopholeにて前処置した群では6DMAP群で活性化率は46．2
％，　puromycin群ではgO．0％であり，コントロール群に比べそれぞれ有意に高率であった

淵錫繍壷纒騨謡鶴駕騒繍脇益1欝馨募禦鷲踊誘ち鵬謬贈
体数は20本で，残り2個で19本または20本であった．【結論】Ca　ionophoreとpuromyci皿によっ
てIPN2PBマウス活性化卵（haploid）を高率に作製することができた．

■

P34 3胚葉胚に発育する胚盤胞の特徴

o

■

●

石渡産婦人科病院

聖マリアンナ医科大学東横病院産婦人科

　　　　　東京慈恵会医科大学解剖学

　　日本大学生物資源科学部動物細胞学

○時枝由布子，石渡

　石渡千恵子，岡根

　木ロ　ー成

　立花　利公，橋本

　佐藤嘉兵

　勇，井口めぐみ

夏美

尚詞，石川博

（目的）多胎妊娠を防止するとともに妊娠率を向上させる目的で胚盤胞移植の有効性が評価さ
れつつある。しかし、胚盤胞を移植しても妊娠にいたる例は25・35％である。現在、8細胞期
胚までの胚の質の評価としてVeeckのgradingが使用されているが、胚盤胞の質の評価にっ
いての判定基準はない。そこで、胚盤胞の質の評価基準設定のための基礎的研究を行った。（方

法）①2細胞期胚の採取：ddY系雌マウスに過排卵させ、同系雄マウスと交Nさせ、約2日
後に卵管を灌流し採取。②培養液：10％FCSおよび胎児成長因子ETFs含有αMEM。③胚盤
胞の形態学的観察：位相差顕微鏡で観察するとともに写真またはビデオに収録。④3胚葉胚に
まで発育した群と胚盤胞で発育を停止した群とに分類し、胚盤胞の質の評価を主に形態学的に
検討。（結果）1050個の2細胞期胚を培養したところ、229個の胚盤胞を得た。ハッチングし
た胚盤胞は151個、2胚葉胚は112個、3胚葉胚は59個、心拍動を確認できるまでに発育し
た胚は21個であった。胚盤胞229個のうち評価できる胚は約90個で、その内、3胚葉胚に
まで発育した群40個と胚盤胞で発育が停止したもの50個について検討した結果、3胚葉胚に
発育するものは以下の特徴が見られた。胚盤胞で発育を停止したものと比較して、①胚盤胞に
いたるまでの時間が短い（発育が速い）、②胚盤胞の直径が大きい、③構成細胞数が多い、な
どである。その他の評価指標も含め結果については学会で詳報する予定である。（考察）胚盤
胞の質の評価は妊娠率向上のために必要であり、その評価法の確立が急がれる。

’

］
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P35 妊娠初期絨毛組織におけるケモカイン受容体（CCR－4，　CCR－5）

　　　　　　　　　　　　　　発現の検討

●

岡山大学医学部産科婦人科　○浅桐　和男，中塚　幹也t鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　羽原　俊宏，高田　雅代，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文

　CD4陽性ヘルパーT（恥）細胞には、　Th1、　Th2のサブセットが存在することが知られ、相互抑制的に働

きながら、生体防御機構を維持している。感染症、自己免疫疾患、アレルギー疾患ではTh　l1Th2バラン
スの異常が見られる。母体免疫は、父親由来のアロ抗原を有する胎児の拒絶を抑制し、また級毛細胞の
増殖を促進して、妊娠を継続させると考えられており、これには、　Th2優位の状態が関与するとされる。

しかし、依然として不明な点も多く、今回、私達はTh1に優位に発現するケモカイン・レセプターであ

るCCR－5とTh2に優位に発現するCCR－4とのバランスを妊娠初期絨毛組織にて検討した。
【対象・方法】妊娠初期の胎芽死亡の絨毛組織（n＝6）、または人工妊娠中絶時の正常繊毛（n＝6）を同意のう

え採取した。tota1・RNAを抽出した後、　CCR－4、　CCR－5およびGAPDHのmRNAをRT。PCRにて検出し、

半定量した。CCR－4　mRNAまたはCCR－5　mRNAの発現は内部controlであるGAPDH　mRNAに対する比
で表した。

【結果】正常妊娠初期絨毛組織に比較して、胎芽死亡の絨毛組織におけるCCR・5　mRNAの発現レベルは
高値であり、反対にCCR－4　mRNAレベルは低下していた。胎芽死亡の絨毛におけるCCR－5／CCR－4比は

正常妊娠初期絨毛の約8倍に上昇していた。
【考察】胎芽死亡の絨毛におけるCCR－5　mRNAの発現fil進とCCR－4　mRNAの発現低下は、妊娠維持に

必要なTh11Th2バランスの破綻を意味すると考えられる。これが胎芽死亡の原因となりうるかどうかは
更なる検討が必要である。また、ケモカインは、着床・妊娠維持に必要な細胞接着、細胞増殖、血管新
生などに関与していることが知られており、そのレセプターの発現の変化は、子宮内環境を調節してい

る可能性がある。

o

o

o

●

o

●
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関連学会のお知らせ
ランチョンセミナーのご案内

o 　下記の日程および内容により，ランチョンセミナーを開催します．多数の先生方のご参

加をお待ちしています．

　参加費：無料（昼食を用意しております）

●

●

●

●

o

11月11日（木）
1）『子宮内膜症と不妊』

　　　日時：11月11日（木）12：00－13：00
　　　場所：赤坂プリンスホテル・紫雲（2F）

　　　座長：青野敏博（徳島大学医学部産科婦人科教授）

　　　演者：寺川直樹（鳥取大学医学部産科婦人科教授）

　　　共催：日本不妊学会／ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社

2）『環境ホルモンと生殖医療』

　　　日時：11月11日（木）12：00～13：00
　　　場所：赤坂プリンスホテル・青葉（2F）

　　　座長：武谷雄二（東京大学医学部産科婦人科教授）

　　　演者：堤　治（東京大学分院産科婦人科教授）
　　　共催：日本不妊学会／セローノ・ジャパン株式会社

3）『細胞の生き残り作戦』一癌細胞と生殖細胞の接点

　　　日時：11月11日（木）12：00～13：00

　　　場所：赤坂プリンスホテル・紺青（1F）
　　　座長：藤井信吾（京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教授）

　　　演者：加藤　紘（山口大学医学部産科婦人科教授）

　　　共催：日本不妊学会／武田薬品工業株式会社

11月12日（金）
4）「OCの起源とその探求』

　－from　Basic　Research　to　Clinical　Use：ピンカスからのメッセージー

　　　日時：11月12日（金）　12：00～12：45

　　　場所：赤坂プリンスホテル・紫雲（2F）
　　　座長：青野敏博（徳島大学医学部産科婦人科教授）
　　　演者：DoWon　Hahn，　Ph．　D．（The　R．　W．　Johnson　Pharmaceutical　Research　Insti－

　　　　　　tute，　U．　S．　A）

　　　共催：日本不妊学会／ヤンセン協和株式会社，持田製薬株式会社

5）『低用量ピルと血栓症』

　一血液凝固学的にどこまで解明されたか一

　　　日時：11月12日（金）　12：00－12：45

　　　場所：赤坂プリンスホテル・青葉（2F）

　　　座長：丸尾猛（神戸大学医学部産科婦人科教授）

　　　演者：杉村　基（浜松医科大学産科婦人科助手）

　　　共催：日本不妊学会／日本オルガノン株式会社

6）「三相性低用量経口避妊剤Triquilar』

　一その適正使用のために一

　　　日時：11月12日（金）12：00～13：00

　　　場所：赤坂プリンスホテル・紺青（1F）

　　　座長：桑原慶紀（順天堂大学医学部産科婦人科教授）

　　　演者：苛原　稔（徳島大学医学部産科婦人科講師）

　　　共催：日本不妊学会／日本シェーリング株式会社



■

男性不妊症手術手技フォーラム

1

皿’

m

日　時：11月12日（金）　16：30・－18：30

場　所：赤坂プリンスホテル五色　1階紅梅

内　容：諸検査の手術手技と最近の考え方

世話人：岩本晃明（聖マリアンナ医科大学泌尿器科教授）

o

●

●

■

1
◎

●

曹



ART（Assisted　Reproductive　Technology）
　　　　　　　　　　　Forum，99

◎
　日本に於けるAssisted　Reproductive　Technelogyのさらなる発展，飛躍の一助となるこ

とを目的とする．

1　日 時：11月12日（金）16：35～18：30

　　　　　　　　18：30－19：10（懇親会）

●

皿　会 場：赤坂プリンスホテル　五色1F赤瑛

　　　　　　　　　　　　　　1F新緑（懇親会）

　　〒102－8585　東京都千代田区紀尾井町1－2

　　TEL：03－3234－1111（代）

●

o

皿　講演内容：

　　　『動物発生工学から生殖医療へ』

　　　　　演者　入谷　明（近畿大学生物理工学部教授）

　　　　　座長　飯塚理八（慶慮義塾大学名誉教授）

r生殖医療・21世紀への提言』

　演者　青野敏博（徳島大学医学部産科婦人科教授）

　座長　矢内原巧（昭和大学医学部産科婦人科教授）

『異種動物精細管内におけるヒト精粗細胞から成熟精子への成育に関する研究」

　演者　ソフィキティス　ニコラオス（鳥取大学医学部泌尿器科講師）

　座長　堤　　治（東京大学分院産科婦人科教授）

rThe　Mitochondrial　Genome，　Eggs　and　Embryos』

　演者　Robert　Jansen（Clinical　Professor，　The　University　of　Sydney）

　座長　森　崇英（京都大学名誉教授）

：砺

IV　参加費　無料

V連絡先：〒141－0031東京都品川区西五反田8－1－10

　　　　　　　　　　　　小沢西五反田ビル4F

　　　　　　　　　　　　リプロダクションアカデミー

　　　　　　　　　　　　飯塚理八

　　　　　　TEL：03－3495－8761　FAX：03－3495－8762

後援：日本不妊学会／日本受精着床学会

共催：株式会社　東機貿／WILLIAM　A　COOK　AUSTRAI　LA　PIY．　LTD．

o
代表世話人飯塚理八（慶慮義塾大学名誉教授）

　　　　　森崇英（京都大学名誉教授）

　　　　　　入谷　明（近畿大学生物理工学部教授）



日本学術会議主催　公開講座

　　　～地球環境と生殖～

下記の日程および内容により公開講座を開催します．多数の御参加をお待ちしています． o

1　日　　時：11月12日（金）　18時一一20時

n　会 場：赤坂プリンスホテル新宴会場五色　1F「紺青」

　　〒102－8585東京都千代田区紀尾井町1－2

　　TEL：03－3234－1111 o

皿　対　　象：一般（入場無料）

lV定　員：先着400名

V　講演内容：

　　　テーマ　「地球環境と生殖』

　　　司　会吉田　修
　　　　　　　（日本学術会議泌尿・生殖医学研究連絡委員会委員長）

　　　　　　　「ダイオキシンと健康リスク評価」

　　　　　　　　遠山千春（国立環境研究所環境健康部部長）

　　　　　　　「精子形成を含む男性生殖能と内分泌撹乱科学物質」

　　　　　　　　森　千里（京都大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生体構造医学講座形態形成機構学部門助教授）

　　　　　　　「ダイオキシンによる母乳汚染の現状と乳児への影響」

　　　　　　　　多田　裕（東邦大学医学部新生児学教授）

　　　　　　　「環境汚染と女性生殖機能」

　　　　　　　　堤　　治（東京大学分院産科婦人科教授）

●

●

主　催：日本学術会議

共　催：第44回日本不妊学会

後　援：日本医歯薬アカデミー

連絡先：MAコンベンションコンサルティング

　　　　〒102－0083　東京都千代田区麹町5－2　K－WING　3F

　　　　TEL：03－5275－1191　FAX：03－5275－1192

　　　　Email：macc＠pop17．odn．ne加
o

●



◎

●

o

■

o

り

第3回　アジア・オセアニア　アンドロロジー学会のご案内

The皿rd　Asian　and　Oceanic　Congress　of　Andrology

1　期　日：平成12年（2000年）5月24日（水）Postgraduate　couse，　Opening　ceremony，　ple

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nary　lectUre

　　　　　　　　　　　　　　5月25日（木）Plenary　lectUre，　Symposium，　AOCA　Execu－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tive　Council

　　　　　　　　　　　　　　5月26日（金）Plenary　lectUre，　Symposium，　Bnaquet

　　　　　　　　　　　　　　5月27日（土）Poster　Discussion，　Symposium，　Award　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Closing

皿会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

　　　　　　〒261－0023千葉県千葉市美浜区中瀬2－1

　　　　　TEL：043－2960001（代表）

　　　　　　URL：http：〃www．m－messe．co．jp／

Main　Topic

　Molecular　biology　of　spermatogenesis

　EnVironmental　effects　on　male　reproductive　health

　Assisted　reproductive　technology

　Prostate　cancer

　Erectile　dysfUnction

　Male　contraception

会議使用語：英語

一般演題申し込み要領

　1．抄録を所定の抄録用紙にワープロで打ち，書留郵便にて下記へお送りください。演題

　　申請書が必要な場合は事務局までご連絡下さい．

　　　　　〒26（》8670千葉県千葉市中央区亥鼻1－8－1

　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科学教室内

　　　　　　　　　　第3回アジア・オセアニアアンドロロジー学会事務局　市川智彦

　　　　　　　　　　TEL：03－322（》2134　　　］FAX：0332262136

　　　　　　　　　　E・mai1：ito＠urology1．m．chiba－－u．ac．jp

　2．申し込み締切日：1999年12月10日

演題発表形式

　ポスター（moderated　and　unmoderated）のみといたします．

参加申込方法

　登録およびホテル予約は〒1000006東京都千代田区有楽町2－10－1東京交通会館10階

　　　　　　　　　　　　近畿日本ツーリスト株式会社　東京支店皿rd　AOCAデスク

　　　　　　　　　　　　E－mail：aoca＠knt－tokyo．9r．jp

登録費：2000年3月31日以前30，000円，2000年4月1日以後35，000円

　　　　　学会当日会場にても受付ます．

1999年9月

第3回アジアオセアニアアンドロロジー学会

　　　　　　　　　　　会長伊藤　晴夫
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日本不妊学会雑誌
　　　　　　総　合　目　次

　　　　　　　　　　　　　　　　　第44巻　第1号

原　　著

Strict　Criteriaによる精子形態評価のIVFに対する有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野陽子，ポール・キ八イレ，広津留恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史
対卵巣の形態的選別により得られた卵母細胞の体外受精における牛胚の発生的比較（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．DVarisanga，村上正夫，　M．Fahrudin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木達行，C，Sumantri
精子凍結保存の臨床応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川博通，早川邦弘，青柳貞一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大橋正和，畠　　亮，宮地系典
鼠径ヘルニア手術後閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川智彦，小宮　顕，鈴木啓悦，伊藤i晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅譲治，鈴木規之，村上信乃，始関吉生・

Lewis系ラットにおける片側性精管結紮の両側精巣の造精機能へおよぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石津和彦，白石晃司，中根比呂志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤克輔，馬場良和，瀧原博史・
着床前期のマウス卵管，子宮におけるマクロファージの分布とIa抗原

　　および酸フォスファターゼの発現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田修一，高橋重智，鈴木雅洲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田高行，名倉　宏，笠井憲雪・

マウスにおける反復過排卵誘起の処理間隔と異常分割像を示す未受精卵子の

　　出現率との関係（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金山喜一，遠藤　克，内山　寛，佐藤嘉兵・

不死化ヒト穎粒膜細胞株の樹立ならびにその細胞性格の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新田　愼，片渕秀隆，大場　隆，永井隆司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中信幸，松浦講平，岡村　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤間芳郎，清水幸子，矢内原　巧・
卵管間質部閉塞症例に対するGn－RHa療法の有用性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野義明，森田峰人，中熊正仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内出一郎，久保春海，平川　舜・
卵管所兄別に見た腹腔鏡下卵管形成術の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中熊正仁，森田峰人，矢野義明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内出一郎，久保春海，平川　舜・

症例報告

男性不妊以外の臨床症状を認めなかったPrimary　Ciliary　Dyskinesiaの1例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤英雄，吉田　淳，永尾光一，原　　啓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井延久，三浦一陽，北澤吉昭・

地方部会講演抄録
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レプチンと生殖生理

第44巻　第2号

精嚢蛋白である精子運動抑制因子の生殖生理学的役割について

ピル認可後の避妊法の変化一フランス・アメリカの避妊事情と比較しての考察一

佐川典正

岩本晃明

菅　睦雄

原　　著
多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）と生活習慣病の関連性一体脂肪分布の観点から一（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂地　勉，沖　利通、丸田邦徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑波田理樹，山崎英樹，永田行博・

ICSIを施行した婦人において加齢が多核胚の発生頻度におよぼす影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤i井好孝，本山洋明・

予定月経発来前のhCGβ値による妊娠診断ならびにその予後判定に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　假野隆司，古殿正子，加納万里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井みさ子，後山尚久，植木　實・

カルシウムイオノフォアで処理したヒト精子を用いたアクロビーズテストの有用性（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朱　亜明・

ヒト卵巣表層上皮によるtPAならびにPAI－1の産生（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大竹秀幸，片渕秀隆，田中信幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福松之敦，松浦講平，岡村　均・

血靴roにおける着床前マウス胚のパルミチン酸とオレイン酸の酸化（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王　公金，辻井弘忠，M．A．M．Y．コンドカル・

黄体機能評価における血中プロゲステロン値の変化と子宮内膜日付けの相関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上条隆典、安藤一道，伊藤理廣，関　守利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田清彦，水沼英樹，伊吹令人・

男性不妊を主訴とした精巣腫瘍症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤英雄，永尾光一，原　　啓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井延久，三浦一陽，澤村良勝・

二次性性腺機能不全症30例の治療経験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口和美，武田光正，斎藤和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下裕三，岩崎　晧，穂坂正彦・

無精子症患者におけるazoospermia　factor（AZF）の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木規之，市川智彦，太田　詔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細木　茂，小宮　顕，鈴木啓悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅譲治，伊藤晴夫，正井基之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上信乃，始関吉生，山口邦雄・

高感度尿中hCG検出試薬「MD367」を用いた体外受精血清検体に対するhCG半定量の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中宏明，末岡　浩，久慈直昭，吉村泰典

症例報告
“ やせ”を主訴に発見された男子性腺機能不全症の2例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村高弘，池本　庸，大石幸彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東條克能，佐野浩斎

地方部会講演抄録
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　　　　　　　　　　　　　　　　　第44巻　第3号

原　　著

ゴナドトロピン療法例の発育卵胞数と多胎妊娠発生との関連（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劉　暁偉・安藤一道・上条隆典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田清彦・水沼英樹・伊吹令人　　　213
腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞の核出術前後における卵巣の過排卵誘発に対する

　　　反応性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田裕子・福井敬介・堀　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉本　勲・越智　博・伊藤昌春　　　221

精子自動分析装置による精子運動能の解析と妊孕能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桝井　真・市川智彦・小宮　顕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川名庸子・鈴木啓悦・伊藤晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木規之・村上信乃・始関吉生　　　227

HMGによる成熟ラット（Sprague－Dawley系）の過排卵誘起と過剰妊娠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋詰良一・岡田浩典・宮田貴士・伊藤雅夫・　233
子宮卵管吻合術による間質部卵管閉塞の治療とその病理学的検討（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長田尚夫・藤i井Tom清・角田郁夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田祐士・津端捷夫・佐藤和雄・　239

不妊患者の「悩み」についての実態調査およびCMI健康調査による心理評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺利香・後藤孝子・倉橋千鶴美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指山実千代・宇津宮隆史・　247
着床前遺伝子診断のための簡便なDNA抽出法の検討（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋場剛士・末岡　浩・黒島正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅田弘法・久慈直昭・吉村泰典・　253
若年男性における精液所見の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中居敏明・三浦一陽・石井祝江・吉田　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永尾光一・原　　啓・石井延久・上山　譲・　257
子宮内膜症を伴う不妊症における腹腔鏡下手術後の妊娠率についての検討（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・栗林靖・石塚文平・斎藤寿一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代田琢彦・菅原一朗・雨宮　章・　263

症例報告

HMG／テストステロン療法にて造精機能発現に成功したKallmann症候群の1例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮地系典・村井　勝・青柳貞一郎・早川邦弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川博通・畠　　亮・大橋正和・井沢　明・　26g

採卵後に遅発型骨盤内感染症を来した2例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田稔文・紙谷節夫・鈴木理絵・松本加代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地紫津子・草場徳雄・児島孝久・　273

Klinefelter症候群に発生した精巣類表皮嚢胞の1例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東田　章・中村吉宏・坪庭直樹・山中幹基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古賀　実・三浦秀信・西村憲二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田欽也・北村雅哉・松宮清美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山明彦・辻　敏徳・岡本吉夫・　279

地方部会講演抄録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283



　　　　　　　　　　　　　　　　　第44巻　第4号

原　　著

閉塞性無精子症に対する肉眼直視下精巣上体精子採取術の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤宣幸・古賀　実・竹山政美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村憲二・北村雅哉・松宮清美・奥山明彦…

GnRH－agonistによるダウンレギュレーション後の血中FSH値からみた卵巣反応性の予測（英文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村博史・中村康彦・滝口修司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樫田史郎・山縣芳明・高山尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉野法広・加藤　紘…

症例報告

往復Transport　IVF－ETにより妊娠した4症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨安弘・小木三郎・桑島豊彦・浜谷次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安部裕司・久保春海・平川　舜・
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Japanese　Joumal　of　Fertility　and　Sterility

　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K　Matsumura，　H．　Okamura，　Y．　Toma，　Y．・Shimizu＆T｝”aflaihara

Treatment　of　Proximal　Tubal　Occlusion　Using　a　Gonadotropin－Releasing　Hormone　Agonists

　　　　　　　　　　　　　　　　　　°’…曹’……°……’………”Y．　Yano，　M．　Mori’ta，　M．　1＞akakuma
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投　稿　規　定 （1997年12月20日改定）

L　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
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　　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．
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　　して受理順とする．
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　　グタイトルは和文で25字以内，英文で401etters以
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9．記述は和文または英文とし，和文は横書き，口語
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　a）雑誌の場合
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　　ジーマニュアル．臼井將文編，第1版，新興医学出

　版，東京，pp152－166

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1図表，写真は返却

　　しない．

13．1司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：OO1703－93207

　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会

　　　　　　平　川　　　舜

　　　　　　Te103－3762－4151（代）　内線3585

　　　　　　Fax　O3－3765－7671



■

日本不妊学会雑誌　投稿申込票
　　　（この用紙をコピーしてご利用ください）

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：症例報告：その他］

著者名：（6名以Eの場合は，別紙に同様の様式でご記入下さい）

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

会　員　番　号

［所属機関名］

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

会　員　番　号

［所属機関名］

1．

No．

［　　　　　　　］ 2．

No．

［　　　　　　　］

3．

No．

［　　　　　　　］ 4．

No。

［　　　　　　　］

5．

No．

［　　　　　　　］ 6．

No。

［　　　　　　　］

本文ページ数： 文献件数’

■

●

和文抄録：600字以内（題名，著者名，所属を含む） 英文抄録：200words以内（題名，著者名，所属を含む）

表の数： 個 図の数： 個

写真の数： 枚 ［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字以内）

別刷希望数：（ ）部　　50部を単位とし，希望部数を記入（別刷は有料です）。

フロッピーの添付［有：無］→機種名：　　　　　　　　　　　　ソフト名：

※フロッピー添付のない原稿はT初期入力時にミスタッチが生じる事があります。その為，校正時にご迷惑をおかけ

　する場合がありますのでtできるだけ原稿フロッピーを添付してください。

※フロッピー（あるいは他メディア〉への文書登録はできるだけMS－DOSテキストファイル形式で行なってください。

※図・表組のデータは編集変換時にくずれますのでt必ずクリアーなプリントを添付してください。

●

投稿者の資格：本誌への投稿資格は，日本不妊学会会員に限定されていますので，非会員の方は，共著者共に本会

　　　　　　　事務局宛入会手続を取ってください。

●

連絡先：代表者名：

連絡先住所（郵便番号）

電話番号： ファクシミリ番号：
，
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瓢舛肺胆勿纏纏勉鉾桝筋例勝鉾纏例塀例弼例臓例鉾纏’餓纏例例胆例’鰐弼舛例露例纏歩纏胆桝纏例鉾例例例例例勿纏縛例’働鰹鰍砺例肺か

　　　　　　　　　　　　　　　　編集後記

　日本不妊学会誌の第44巻4号（抄録掲載号）は，無事出版にこぎつけました．

　日本不妊学会雑誌の印刷所が（株）パンメデアに変わって約2年がたち，軌道にのり

やっておりますが，昨今の編集委員会での話題といえば，やはり投稿論文数が減ってき

ていることがそのつです．その中で日本不妊学会誌の英文誌化への検討がなされてお

ります．英文誌化によりさらなる投稿数減少の事態を招く事も考えられますが，その反

面，研究水準の継続的な向一Lにつながり，このことは本誌の内容の充実に結びつくと思

えます．

　今後ともなお・層の投稿をお願い申しヒげます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　田原隆三）
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