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第47回日本不妊学会総会および学術講演会

　　　　　　　　　（第1回予告）

　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14年10月2日（水）　幹事会，理事会

　　　　　　　　　　　3日（木）　学術講演会，評議員会，総会，総懇親会

　　　　　　　　　　　4日（金）　学術講演会

　　　　　　（尚，10月4日，5日に日本受精着床学会とジョイントしております）

会場：岐阜長良川国際会議場

　　　　〒502－0817岐阜市長良福光2695－2

学術講演会：メインテーマ

　　　　　　　「不妊症一21世紀の動向とEBM－」

会長講演

　玉舎輝彦（岐阜大学医学部産婦人科教授）

招請講演

　1．佐々木裕之（国立遺伝学研究所　教授）

　　　「生殖医学とゲノムインプリンティング」

　2．野瀬俊明（三菱化学生命科学研究所　主任研究員）

　　　「ES細胞と生殖医学」

　3．丹羽仁史（理化研発生再生研　チームリーダー）

　　　「ES細胞の多能性を維持する分子機構」

シンポジウム

　1．癌治療における妊孕性維持への工夫

　2．不妊症と手術一可能性と限界



3．精子受精能のコントロバァシィー

4．難治性不妊症の対策

5．不妊治療における漢方一基礎と臨床

6．PCOSと不妊治療のデベイト

7．ARTの問題点

8．ARTにおける技術革新と限界（動物からヒトへの提言）

9．倫理問題に関するデベイト

10．内分泌撹乱物質と生殖生理

o
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一般演題

　すべて口演とします．

　申込締切　平成14年5月15日

　　　　　　インターネットを利用したオンラインによる演題応募のみと致します．詳細は次号

　　　　　　にてお知らせします．
噂

総懇親会　　　　　　10月3日（木）岐阜ルネッサンスホテル

ランチョンセミナー　10月3日（木），4日（金）

学術講演会，その他詳細につきましては次号（47巻1号，平成14年1月発行）でお知らせ致し

ます．

φ

平成13年9月

第47回日本不妊学会

会長玉舎　輝彦
，

連絡先：〒500－8705　岐阜大学医学部産婦人科教室内

　　　　　　　　　第47回日本不妊学会事務局

　　　　　　　　　（担当：伊藤直樹，古井辰郎，御厩留美）

　　　　　　　　　TEL：058－267・2631

　　　　　　　　　FAX：058－265－9006
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ッルーカット生検針を用いた精巣内精子採取の有効性と

　　　　　　　　　　　　TESE－ICSIの治療成績
4

Effectiveness　of　Trucut　Biopsy　Needle　on　Testicular　Sperm

　　Extraction（TESE）and　the　Outcomes　of　TESE－ICSI

？
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　　　　　　　　　　　　IVFクリニック仙台

　　　　　　　　　　　　飯　田　修　一一

　　　　　　　　　　　　Syuichi　IIDA

IVF　Clinic　Sendai，　2－2－23　Tutujigaoka，　Miyagino－ku，　Sendai　983－0852　Japan

　　一　條　元　彦

　Motohiko　ICHIJYO

　　立　花　郁　雄

　Ikuo　TACHIBANA
　　高　橋　克　幸

Katuyuki　TAKAHASHI

　　スズキ病院産婦人科

　　　高　橋　重　智

Shigetomo　TAKAHASHI
　　村▲　川1　日青　　生

Haruo　MURAKAWA
　　森　　　　　滋

　　　Shigeru　MORI

　田　中　耕　平

　Kouhei　TANAKA

　西　山　　　浩

Hiroshi　NISHIYAMA

　鈴　木　雅　洲

Masakuni　SUZUKI

M．Suzuki’s　Memorial　Hospital，3－5－3　Satonomori，　Iwanuma　989－2481，　Japan

噸

　以前はAIDしか治療方法のない無精子症に対し精巣より精子を採取し，顕微授精をすることによって

妊娠することが可能になってきている．治療のためには精巣より精子を採取できることが必要になるが，

当院ではッルーカット生検針を用いた針生検にて採取可能かどうか確かめてから，TESE－ICSIを施行し

ている．そこで，精巣生検の結果と血中ホルモンなど造精機能に関する因子との関連につき検討し，ツ

ルーカット生検針を使用して採取した精巣内精子を用いたTESE－ICSIの治療成績についてまとめた．そ

の結果，無精子症にて生検を受けた人の30／56（54％）に精巣内精子を認め，12例（16周期）にTESE－

ICSIを施行した．1例を除いてすべてTESE－ICSIの時に精巣内精子の採取可能であり，そのうち5例が

妊娠し2例が健常な生児を得ている．FSHが14　mlU／ml，　LHが7mlU／m1以下の症例では82％（27／33）

で精巣内精子を採取できた．平均FSH，　LH値は精巣内精子の有無に有意差を認めたが，血中テストステ

ロン値については有意差は認められなかった．生検針を使用したTESEは麻酔及び手技に関して夫への

身体的負担も軽く，ARTには欠かせない反復施行も可能であり，一般産婦人科医が外来ベースで行うに

は，有効な方法であると考えられる．

キーワード：無精子症，精巣内精子，精巣針生検，TESE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日不妊会誌　46：195－2012001）

φ

緒　　言

　現在，不妊の原因は男性因子によるものが約40％を

占めるようになってきている．最近まで無精子症に対

しては原因の如何にかかわらず，有効な治療がなく，

やむなく非配偶者間人工授精（AID）が行われてい

た1｝．しかし，近年ICSIによって精巣から採取した精

子を使用しても，十分妊娠することが可能になってき

）
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表1　無精子症の原因を推測可能な症例14例の内訳と精巣内精子の採取の有無

精　巣　内　精　子

無精子症の
推測されうる
原　　　　因

なし

あり 円形精子細胞
計

あり なし

鼻

両側厳径ヘルニア手術後

精巣上体炎

染色体異常

両側精管結紮術後

直腸癌手術後

脊椎損傷

悪性リンパ腫化学療法後

停留精巣f一術後

交通事故による骨盤損傷

3

2

1

1

1

1

1

1
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　　　　　　　　　　図　1

ツールカント生検針内筒と外筒

ツールカノト生検針外筒（内筒を外筒内に挿人した状態）

ツールカノト生検針内筒と外筒（側血）
ウ

ている’｝．そのためにはいかに効率よく，侵襲の少ない

方法で精巣内からICSIに使用できる精子（顕微鏡下の

観察で成熟運動精子以後，精巣内精子）を採取できる

かが重要な問題となってくる．精巣内精r一を採取する

方法（TESE）はいろいろ報告されているが‘），当院で

はツルーカット生検針を用いて静脈麻酔Fで施行して

いる．また，TESE－ICSIを施行する前にTESE－ICSI

を施行する時と同様の方法でッルーカット生検針を用

いて精巣生検を行っている．そこで，当院で施行した

精巣生検の結果と血中FSH，　LH，テストステロンなど

の精子形成に関する内分泌学的因子との関係を調べ，

ツルーカット生検針を使用して行った当院のTESE－

ICSIの結果について検討した．
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対象および方法

対　象

　平成10年1月から平成12年ll月までに当院にて

無精子症と診断された患者で精巣生検を行った56例

を対象とした．そのうち，原因と思われる疾患が推測

できたのが14例あり，その内訳を表1に示した．また，

明らかに閉塞性無精子と考えられる症例は両側厳径ヘ

ルニア手術後の精管閉鎖によるものが4例と両側精管

結紮術によるもの1例の計5例であった．

円形精子細胞は細胞と核の大きさ，核の濃縮，細胞質

の状態から判断した．またelongated　spermatidなど

の成熟過程にあるものも円形精子細胞に含めた，そし

て，残った組織を病理組織検査に使用した．病理組織

診断としてJohnsen’sscorlO，9に相当する精細管が

あればllormal　spermatogenesis，精子が精細管に1以

一ヒ存在すればhypospermatogenesis，　spermatidは認

められるも精子は存在しないものをmaturation　ar－

rest，セルトリー細胞のみのものをgerm　cell　aplasia

とした．

？

φ

○

方　法

　無精子症と診断された患者で精巣生検を希望した患

者は次にホルモン検査としてFSH，　LH，テストステロ

ンの血中濃度の測定および染色体検査を行った．また，

閉塞性の無精子症が考えられる場合はまず泌尿器科受

診をすすめ，泌尿器科にての治療を希望しない患者に

精巣生検を行った．精巣生検およびTESEの麻酔は原

則ロヒプノール，ケタミンによる静脈麻酔下に施行し

た．精巣生検は外来にて午後2時より始め，夕方，精

巣内精子の有無について結果を説明した後，帰宅して

もらった．帰宅後は穿刺部位のイソジン消毒を1～2

日及び抗生剤の内服を2日間行ってもらっている．精

巣生検は図1のAllegiance製のツルーカット生検針

にて左右の精巣よりごく少量の精巣組織を採取し，採

取後すぐに顕微鏡下に精巣内精子の有無を確認した．

精巣内精子なし

円形精子細胞なし

　14例

1騨集丙精子なし

響灘胞あり

図2　精巣生検の結果

表2　TESE－ICSIと射精精子によるICSIの治療成績

TESE－ICSI（HlO．1～Hl2．ll） 射精精子によるICSI（H10．1～H12．11）

唾

患者数

年齢

治療周期数

採卵数

全ICSI施行卵数

受精卵数

分割卵数

ET卵数
凍結卵数

妊娠周期数

妊娠率
（妊娠周期数／治療周期数）

出生数

流産数

12人

23～41歳（33歳）

16周期

199個（12、4個）

162個（10．8個）

91個（6．1個）

75個（5．0個）

38個（2．5個）

36個（2．4個）

　5

31％

2例

3例

139人

　24～44歳（34歳）

188周期

2，043個（109個）

1，575個（＆4個）

916個（49個）

832個（4．4個）

580個（3」個）

215個（3．6個）

　41＊双胎2例

　22％

27例＊＊出生児数29例＊＊＊妊娠継続中4例

10例

（）は平均
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図3　血中FSH，　LH値と精巣内精子の有無

TESE－ICSIの実際

　精巣生検によって精子が回収できた12症例（16周

期）に対してTESE－ICSIを施行した．原則としてクラ

インフェルター症候群などの染色体異常がある場合

は，精巣内精子が採取できてもTESE－ICSIは行わない

ことにした．妻に対しては通常の体外受精と同様のプ

ロトコールで過排卵誘発および採卵を行い，卵を採取

した後，手術室にて精巣生検の時と同様にツルーカッ

ト生検針で精巣を穿刺し，採取された精巣内精子を使

用してICSIを施行した．そして，夫は麻酔から一卜分覚

醒したのを確認し，夕方帰宅してもらった．受精卵は

通常通り採卵後2日日に胚移植し，その後黄体補充を

行い，胚移植後22日目に妊娠反応を調べた．

結　　果

　精巣生検を施行して精巣内精子を採取できた症例は

30例（54％）であった．精巣内精子は存在しなかった

が，円形精子細胞が認められたのは12例（21％）であっ

た（図2）．また，無精子症の原因疾患が推測できた14

例では9例（64％）で精巣内精子を採取でき，閉塞性

30

弓
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田

出10
Ei2

目
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FSH

口精巣内精子あり
　　　　　　　　　　Ss
囮精巣内精子なし　　×

　　　　　　　　　　ア
　　　　　　　　10メ
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　　　　　　　　　　エコ
　　　　　　　　　　碁
　　　　　　　　　　1塒
　　　　　　　　5　一
　　　　　　　　　　量
　　　　　　　　　　き

LH　　テストステロン

0

図4　血中SH，　LH，テストステロン値と精巣内精子の

　有無

　　　normal　spermatogenesis

matUratiOn　arreSt

　　　その他
　　その他
　　　　　　　　　　　　　4例
germcell

hypoplasia
germcell

hypoplasia

　l4例

germcell
aplasia

　9例

［：コ精巣内精r一あり　［IIZIIIZI精巣内精子なし

図5　病理組織検査の結果と精巣内精子の有無

無精子症と考えられる症例では5例中4例（80％）で

精巣内精子を採取できた（表1）．LH，　FSH，テストス

テロンなどの血中ホルモン値との関係では，cut　off

値として，血中FSH値14　mIU／ml，　LH値7mIU／ml

以ドでは82％（27／33）の症例で精巣内精子を採取で

き，それ以外では20／23（87％）の症例で精巣内精子を

採取できなかった（図3）．また血中FSH，　LH値は精

巣内精子を採取できた症例とできなかった症例の間に

有意差を認めたが，血中テストステロン値には有意差

はなかった（図4）．また，病理組織検査ではgerm　cell

aplasiaでも精巣内精子を採取できた症例が9例（30

％）あったが，精子を採取できなかった症例では2例

以外すべてgerm　cell　aplasiaであった（図5）．精巣生
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検にて精巣内精子が存在し，後日TESE－ICSIを施行し

た症例は1症例以外全て精巣内精子が採取でき，ICSI

を施行することができた．次に，TESE－ICSIと射精精

子によるICSIの結果を表2に示すが，　TESE－ICSIに

て平成12年12月までに5人が妊娠し，2人が生児を

得ている．妊娠率はTESE－ICSIの方が射精された精子

を使ったICSIよりやや高いが，流産率もTESE－ICSI

の方が高かった．

考 察

　ツルーカット生検針を用いた精巣生検にて精子を採

取できた症例が54％あり，特に無精子症が染色体異常

以外の後天的原因によると考えられる症例では精巣生

検により75％（9／12）の症例で精巣内精子を採取でき

た．ヘルニア手術時の精管結紮などの精路の通過障害

によるものは精巣における造精機能は正常であること

は十分考えられ，また造精機能低下のため運動精子が

射精されない症例もあることがわかってきているV．

よって，精液検査で無精子症と診断されても，精巣生

検によって50％以上の患者で精巣内精子を確認でき

たことから，ツルーカット生検針を用いて精巣より精

子を採取する方法は有効であると考えられる．

　また，無精子症の原因として欧米では常染色体劣性

遺伝病（1／1500～2000）であるcystic　fibrosisに関連し

て生じる先天性精巣上体欠損によるものが5～6％あ

ると言われている57｝．日本ではcystic　fibrosisはほと

んどないので精巣上体欠損による無精子症は少ないと

考えられているが，原因不明とした症例の中には先天

性精巣上体欠損によるものは含まれている可能性はあ

ると思われる．そして，最近さらにいろいろな遺伝子

異常による無精子症が明かになってきており8），精巣

内精子を使用する場合には患者との十分なインフォー

ムドコンセントのもとで治療がなされることが重要で

あることは言うまでもない．

　次に，精巣生検は簡便ではあるが，麻酔を必要とす

る観血的検査である．そこで，まず血中FSH，　LH，テ

ストステロン値によって精巣内より精子を採取可能か

検討してみたが，血中テストステロン値は予測には役

に立たなかった．精子を採取できた症例の90％は

FSH　14　mIU／ml以下で，　LHは7mlU／m1以下であっ

た．血中FSH，　LH値が低い時には精巣内精子を採取可

能なことが多いため精巣生検を省略してもよいと思わ

れる．しかし，FSHが14　mIU／ml以上，　LHが7mIU／

ml以上の時にも，3例で精巣内精子を採取できたこと

から，高ゴナドトロピン血症があっても，患者の希望

があれば精巣生検をする意義はあるのではないかと考

えられた．

　病理的検索に関しては，germ　cell　aplasiaの診断で

も（9／33）30％で精巣内精子を採取可能であったこと

から，精巣生検の結果は組織を採取した直後に精巣内

精子を確認することが重要であると考えられる．

　精巣内精子の採取の方法に関しては，当院では図1

のような細い針で穿刺することによって，麻酔はケタ

ミン，ロヒプノールを使用した静脈麻酔で行うことが

でき，穿刺後も疹痛はほとんどないと言う利点がある．

MESAに関して，最近精巣上体を経皮的に穿刺して精

子を採取する方法も報告されているがS♪，従来の

MESA，　TESEでは精巣上体および精巣自身を露出す

るための切開創が大きく，術後の傷の痛みが数日間続

いたり，切開創が腫張したりすることがある．麻酔も

全身麻酔または腰椎麻酔を必要とすることが多く，身

体的負担が大きい．さらに，MESAに関しては1度施

行すると，癒着のため2回目以降は精子の回収がかな

り困難になることも報告されている川．しかし，血中

ゴナドトロピン値が低値にもかかわらず，精巣内精子

を採取できなかった症例や高ゴナドトロピン血症が

あっても円形精子細胞が認められる場合には，もう少

し精巣組織を多く採取できれば精巣内精子を採取でき

た可能性があると考えられる。そのような症例に対し

ては，精巣組織を5　mmi’ぐらい採取して，精巣内精子

の有無を検索できる従来のTESEは有効な方法であ

り，その際には泌尿器科医との提携が重要になってく

ると考えられる．

　実際には，精巣生検にて精巣内精子を採取できた症

例に日を改めてTESEを施行したが，1例を除き，全て

の症例で精巣内精子を採取できた．さらに，ツルーカッ

ト生検針を用いたTESEで1回の治療周期に必要な

精巣内精子は十分確保できたことから，TESE－ICSI

にはツルーカット生検針を用いた方法で十分であると

考えられる．

　従来のTESEにて採取した精巣組織は凍結保存も

可能で凍結した精巣内精子を使用しても妊娠可能であ

るとの報告もあるが’D，まだ凍結一解凍精巣内精子を

使用したICSIの有効性に関しては結論はでていない．

また，妊娠するには反復してTESEをする必要も生じ

てくるが，精巣内精子の凍結など有効な保存方法がな

い現状では，精巣組織の採取量に関しては，さしあたっ

て1回の治療に必要な精巣内精予が採取できればよい
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とも考えられる．

　TESEJCSIの結果では射精精子を使ったICSIより

TESE－ICSIの方が妊娠率が高かった．これはTESE－

ICSIの症例が射精精子を使ったICSIの1／10と少な

いため単純に比較するのは無理があると思われる．円

形精子細胞を使用したICSIではほとんど胚の発育が

前核期で止まってしまうことからtL’），精巣内精子は形

態的に成熟精子であってもなんらかの未熟性をもって

いて胚の発育能が低くなるため，以前はTESE－ICSI

はあまり妊娠率がよくないと考えられていた．しかし，

最近ではTournayeらの報告でもTESE－ICSIの妊娠

率と射精精子を使ったICSIの妊娠率の差はなくなっ

てきている】3）．流産率は射精精子を使用したICSIに

比べると他の報告と同様に高かった’4）．射精精子を

使ったICSIはIVFと比べて流産率は変わらないとい

う報告が多いが15），TESE－ICSIの流産率が高いのは無

精子症の原因としていろいろな遺伝子異常があり，そ

のため流産率が高くなっていることは十分考えられ，

流産率を下げるにはpreimplantation　screeningなど

が必要となってくるだろう．TESE－ICSIの妊娠率，流

産率に関しては今後症例を重ねた上で判断すべきと思

われる．

　以上より，精管結紮などの泌尿器科的治療によって

治療可能と思われる症例に対してはまず泌尿器科的な

治療が優先されるべきであることは言うまでもない

が，ツルーカット生検針を用いて精巣内精子を採取す

る方法は外来診療でARTを行っている婦人科医に

とって，簡便で有効な方法であると思われる．

文　　献

1）　David　L，　Hana　N，　Jacob　F，　et　aL（2000｝Poor　out－

　come　with　round　spermatid　injection　in　azoosper－

　mic　patients　with　maturation　arrest，　Fertil　Steril

　74：443－449

2）Schoysman　R，　Vanderzwalmen　P，　Nijs　M，　et　al．

　（1993）Pregnancy　after　fertilization　witll　human

　testicular　spermatozoa【1etter】．　Lancet　342：1237

3）　Silber　SJ（2000）Microsurgical　TESE　and　the　distri－

　bution　of　spermatogenesis　in　non－obstructive

　azoospermia．　Hum　Reprod　l5：2278－2284

4）　Devroey　P，　Liu　J，　Nagy　A，　et　a1．（1995｝Pregnancies

　　after　testicular　sperm　extraction　and　intracyto－

　　Plasmic　sperm　injection（ICSI）in　non－obstructive

　　azoospermia　Hum　Reprod　10：1457・1460

5）　Quinzii　C，　Castellani　C｛2000｝The　cystic　fibrosis

　　transmembrane　regulator　gene　and　male　infertil－

　　ity．　J　Endocrinol　Invest　23：684－689

6）Lewis－Jones　DI，　Gazvani　MR，　Mountford　R（2000｝

　　Cystic　fibrosis　in　infertility：screening　before　as－

　　sisted　reproduction．　Hum　Reprod　l5：2415－2417

7）　Oates　R，　Amos　J（1994）The　genetic　basis　of　con－

　　genital　bilateral　absence　of　the　vas　deferens　and

　　cystic　fibrosis．　J　Androl　l5：1－8

8｝　Hargreave　TB（2000）Genetic　basis　of　male　fcrtil－

　　ity．　Br　Med　Bull　56：650－671

9）Shrivastav　P，　Nadkarni　P，　Wensvoort　S，　et　al．

　　（1994）Percutaneous　epididymal　sperm　aspiration

　　for　obstructive　azoospermia．　Hum　Reprod　9：

　　2058－2061

10）Fahmy　I，　Mansour　R，　Aboulghar　M，　et　al．（1997）ln－

　　tracytoplasmic　sperm　injection　using　surgica且1y

　　retrieved　epididymal　and　testicular　spermatozoa

　　in　cases　of　obstructive　and　nonobstructive　azoo－

　　spermia．　Int　J　Androl　20：37－44

11｝Verheyen　G，　Nagy　A，　Joris　H，　et　al．（1997）A　quality

　　of　frozen－thawed　testicular　sperm　and　its　preclini－

　　cal　use　for　intracytoplasmic　sperm　injection　into

　　’i　）12痂γo－matured　germinal－vesicle　stage　oocytes．

　　Fertil　Steril　67：74－80

12）Sousa　M，　Barros　A，　Takahashi　K，　et　al．（19．　99）Clini－

　　cal　efficacy　of　spermatid　conception：analysis　us－

　　ing　a　new　spermatid　classification　scheme．　Hum

　　Reprod　14：1279－1864

13）Tournaye　H，　Devroey　P，　Liu　J，　et　al．（1994）Micro－

　　surgical　epididymal　sperm　aspiration　and　intracy－

　　toplasmic　sperm　injection：anew　effective　ap－

　　proach　to　infertility　as　a　result　of　bilateral　absence

　of　the　vas　deferens，　Fertil　Steril　61：1045－1051

14）近藤宜幸，古賀　実，竹山政美，他（1999）閉鎖性無

　　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．日不妊会誌44：291－297

15｝Orvieto　R，　Ben－Rafael　Z，　Ashkenazi　J，　et　al．（2000）

　Outcome　of　pregnancies　derived　from　assisted　re－

　productive　technologies：IVF　versus　ICSI．　J　As－

　sist　Reprod　Genet　l7：385－387

　　　　　　　　　　　　（受イ寸：20014ド5月28i－D

　　　　　　　　　　　　（受理：2001年7月19日）

o

o

o



サ 平成13年10月1日 飯田　他 7（201）

Effectiveness　of　Trucut　Biopsy　Needle　on　TesticUlar　Sperm　Extraction

　　　　　　　　　　　　　　（TESE）and　the　Outcomes　of　TESE－ICSI
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●

Ψ

　　The　introduction　of　intracytoplasmatic　sperm　injection（ICSI）combined　with　testicular　sperm　extrac－

tion　made　it　possible　for　many　azoospermic　men　to　get　their　own　children　without　artificial　insemina－

tion　of　donor　sperm（AID）．Before　undergoing　TESE－ICSI，　we　confirmed　if　testicular　sperm　could　be　ob－

tained　throught　testicular　biopsy　with　a　Trucut　Biopsy　Needle．

　　Then，　we　compared　the　outcome　of　testicular　biopsy　and　serum　levels　of　FSH，　LH　and　testosterone．

Consequently，　in　300ut　of　the　56　testicular　biopsy　cases（54％），testicular　sperm　could　be　recovered．

Azoospermic　men　who　were　obtained　testicular　sperm　revealed　that　the　serum　FSH　and　LH　levels

were　under　l4　mlU／ml　and　7　mlU／ml，　respectively．　The　mean　FSH　and　LH　levels　were　significantly

lower　than　these　of　men　whose　testicular　sperm　could　not　obtained．　The　mean　testosterone　level　of

both　greups，　however，　was　not　significantly　different．　A　total　of　l6　TESE－ICSI　cycles　were　performed

and　two　of　five　couples　who　achieved　pregnancy　gave　birth　to　a　live　singleton　baby．　Testicular　sperm

could　be　collected　through　TESE－ICSI　in　all　but　one　patient．

　　We　conclude　that　testicular　biopsy　and　TESE－ICSI　using　a　Trucut　Biopsy　Needle　are　effective　meth－

ods　for　the　treatment　of　azoospermic　men．

Key　words　：　azoospermia，　testicular　sperm，　testicular　needle　biopsy，　TESE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn　Fertil　Steril　46：195－2012001）
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　射精管閉塞は男性不妊症の原因として比較的稀であるが，外科的に妊孕性を回復できるので重要であ

る．今回我々はmidline　cystによる射精管閉塞の2例に対して経尿道的手術を行ったので報告する．症例

1は31歳男性で，不妊を主訴に来院．精液所見は精液量0．4ml，無精子症で，経直腸エコーで前立腺の

正中に嚢胞を認めた．精管造影で精管末端に嚢胞が造影され，膀胱鏡で前立腺部尿道の6時方向に隆起

を認めたので，同部を内視鏡下にcold　knifeで切開した．術後7カ月の精液所見は精液量1．5　ml，精子濃

度4，350万／ml，運動率49％に改善し，術後5年で自然妊娠し，正常女児を得た．症例2は24歳未婚男

性で，血尿・血精液症を主訴に来院．経直腸エコーで前立腺正中に嚢胞を認め，膀胱鏡で前立腺部尿道

の6時方向に隆起を認めた．精液所見は精液量5．2ml，精子濃度490万／ml，運動率1％であった．部分

的射精管閉塞と考え，経尿道的切除術により嚢胞の開窓を行ったところ，術後3カ月で精液所見は精液

量9ml，精子濃度1，800万／ml，運動率33％に改善した．経直腸エコーの進歩および部分閉塞の概念の確

立により射精管閉塞の頻度は以前思われていたよりも高いと考えられ，また射精管閉塞に対する経尿道

的切除術の治療成績は比較的良好なので，男性不妊症では射精管閉塞も考慮して適切に診断・治療を行

う必要がある．

キーワード：射精管閉塞，前立腺小室嚢胞，閉塞性無精子症，男性不妊，経尿道手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日不妊会誌46：203－2072001）

肇

亀

緒　　言

　閉塞性無精r一症には閉塞部位によって精巣上体閉

塞，精管閉塞，射精管閉塞がある．精管および精巣上

体の閉塞は，小児期鼠径ヘルニア手術，精管結紮術，

精巣上体炎，Young症候群などによるもので，これら

に対しては精管精管吻合術および精巣上体精管吻合術

が行われ比較的良好な手術成績が報告されている1・L’）．

一方，射精管閉塞は男性不妊症の原因として比較的稀

ではあるが，やはり外科的療法によって妊孕性の回復

が期待できるので重要な疾患である3）．今回われわれ

はmidline　cystによる射精管閉塞の2例に対し経尿道

的手術を行い，1例に自然妊娠を，1例に精液所見の改

善を認めたので報告する．

症例1：31歳，男性．

症　　例

●
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　　主訴：挙児希望．

　　家族歴・既往歴：特記すべき事なし．

　　現病歴：結婚後5年になるが挙児無きため妻が当院

　産婦人科を受診．妻には異常はなかったが，精液検査

で無精子症を指摘され，■8月7日当科受診

　　理学所見：精、巣容積は右18ml，左16　mlと正常で，

　左精索静脈瘤（G2）を認めた．

　　精液所見：精液量0．4ml，粘度低く，無精子症．

　　内分泌検査：LH　1．8・mlU／mL　FSH　2．5　mlU／ml，テス

　トステロン306ng／dlと正常．

　　経直腸エコー：前立腺の正中に嚢胞を認めた（図la）。

　　手術所見：以上よりmidline　cystによる射精管閉塞

　と診断し，■10月15日脊椎麻酔下に経尿道的切

　開術を行った．先ず精管造影を行ったところ，精管末

　端に嚢胞が造影された（図1b）．なお造影の際には，後

　の経尿道的切開の指標となるように，造影剤にインジ

　ゴカルミンを混じておいた．次に膀胱鏡を行ったとこ

　ろ，前立腺部尿道の6時方向，精丘と膀胱頚部の問に

　隆起を認めた（図lc）．この隆起をcold　knifeで切開し

　たところ，黄色の粘稠な液が押出されて来た（図ld）．

　さらに切開を行うと，インジゴカルミンで青く染まった

　液が流出し，嚢胞の内腔が見えるようになった（図le，　f）．

　　術後経過：精漸見は■1月1・日に1ま精灘
’ 1．3mL精子濃度320万／ml，運動率13％，■5月

　23Hには精液量1．5　ml，精子濃度4，350万／ml，運動率

　49％と順調に改善した．その後自然妊娠を期待して経

過を礁したが挙児に至らず，■9月他院でAIH

　を2周期行われたが妊娠に至らなかった．しかしその

後■1月に自然妊娠に至り証常女児を得た．

　症例2：24歳，未婚男性．

　主訴：肉眼的血尿・血精液症

　家族歴：特記すべき事なし．

　既往歴：1歳時，右鼠径ヘルニァ手術．

　現病歴：3年前より座位で排尿すると排尿初期に肉

眼的血尿を認め，また血精液症も認めていた．その後，

鼠径部および陰嚢に不快感も自覚するようになったた

め，■11月5日当科受診．

　理学所見：精巣容積は両側とも正常．

　経直腸エコー：前立腺の正中に周囲がhyperechoic

な嚢胞を認めた（図2a）．

　膀胱鏡：前立腺部尿道の6時方向，精丘と膀胱頚部

の間に隆起を認めた（図2b）．

　精液所見：精液量5．2ml，精子濃度490万／ml，運動

率1％．

　内分泌検査：LH　3．8　mlU／mL　FSH　4．7　mlU／m1，テス

トステロン647ng／dlと正常．

　手術所見：以上よりmidline　cystによる部分的射精

管閉塞と診断し，■1月28日脊椎麻酔下に経尿

道的切除術を行った．先ず精管造影を行ったところ，

精管末端に嚢胞が造影された（図2c）．次に経尿道的に

前立腺部尿道の隆起を切開したところ，精管造影の際

に造影剤に混じたインジゴカルミンで青染された液が

流出した（図2d）．さらに隆起を電気ループで切除した

ところ，嚢胞の内腔が見えるようになった（図2e，f），

　術後経過：精液所見は一2月28日には精液量

8ml，精子濃度1，260万／ml，運動率41％，■5月

1日には精液量9ml，精子濃度1，800万／ml，運動率33

％に改善した．また術後，血精液症は消失し，鼠径部

および険嚢の不快感も軽減した．

考　　察

　射精管閉塞はかつては男性不妊症の1％以下と考え

られていたが，経直腸エコーを行うと少なくとも4．4

％に部分閉塞を疑わせる所見を認めるとSchlegeP｝は

述べており，射精管閉塞は以前思われていたよりも頻

度が高いと考えられる，射精管閉塞の原因にはM血ler

管嚢胞や射精管嚢胞などの先天性のものと，炎症や外

傷などによる後天性のものがあるが，Pryorら4）は射精

管閉塞87例中M田ler管嚢胞17例，　Wolff管奇型19

例，外傷性15例，感染後19例，結核性8例，精嚢異

常拡張症8例，新生物1例であったと報告し，また

Paickら5〕は射精管閉塞50例中midline　cyst　16例，

Wolff管奇型4例，結核17例，過去の尿路性器感染5

例，特発性8例であったと報告している．

　前立腺付近に発生する嚢胞，すなわち男性骨盤内嚢

胞性疾患（骨盤深部異常拡張症）には，前立腺小室嚢

胞・M〔並ler管嚢胞・射精管嚢胞・精管嚢胞・精嚢嚢

胞・前立腺嚢胞があるが，これらは様々な名称で報告

され，また分類も統一されておらず混乱を招いている

のが現状である6・7）．これらの内で正中に位置し，

midline　cystと呼ばれるのは前立腺小室嚢胞・MtUler

管嚢胞・射精管嚢胞で，今回報告した2症例はその発

生部位より前立腺小室嚢胞と考えられる．この2症例

では精管造影で嚢胞が造影されたが，このように精管

が前立腺小室嚢胞に異所開口した症例は過去にも報告

されている89）。

　射精管閉塞では精液が前立腺液のみとなるため，量

耀

o

o

9

o
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●

図1　症例1．a：経直腸エコー．　b：精管造影．　c：膀胱鏡．　d～f：経尿道的切開術．

マ
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図2　症例2．・a：経直腸エコー．b：膀胱鏡．　c二精管造影（矢印は嚢胞を示す）．　d～f：

　経尿道的切除術．

●



12（206） 射精管閉塞の2例 F1不妊会誌　46巻1号

がlml以ドと少なく，凝固せず，弱酸性で，フルクトー

ス陰性となるのが特徴である．従って精液i｝｛：が少ない

場合に本症を疑うのが診断への第・歩である．しかし

逆行性射精・先天性両側精管欠損症・低アンドロゲン

症でも精液量が減少するので，これらの疾患を除外す

る必要がある．射精管閉塞の診断には経直腸エコーが

最も有川で，幅L5　Cm以Lの精嚢の拡張，射精管およ

び精管の拡張，射精管および精ll：の石灰化や結石，精

i正付近の嚢胞は射精管閉塞を示1唆するll，L．最近では

今回報告した症例2のような射精管の部分閉塞も存在

する事が注目されており，1精巣容積正常，FSH・テ

ストステロンIE常で，精索静脈瘤など他に原因の無い

乏精子症・無力精子症，？精索離脈瘤手術を行って精

液所見が改善しない場合，・3直腸診で異常を認める場

合，［41flL精液症・射精痛を訴える不妊患者では部分閉

塞を疑って，経直腸エコーを行う必要がある1レ．　・

方，精管造影はかつては射精管閉塞の診断に行われて

いたが，侵襲が大きく．二次的閉塞を来たす可能性も

あるので，経直腸エコーが発達した現在では術前には

行わず，術中に行って経尿道的切除の補助にするのが

良いと考える．

　射精管閉塞の治療は経尿道的切除術が一・般的で，今

回の症例の様に嚢胞が存在する場合は1’分にunroof－

illgを行い，嚢胞が存在しない場合は拡張した射精管

が見えるまで，或いは精管から注入した色素が流出す

るまで前立腺を切除する．また射精管にballoon　dila－

torを挿入して狭窄部を拡張する方法も試みられてい

る．治療成績はSchle墓ePlが10論文114例を集計し，精

液所見改善率49％，妊娠率25％であったと述べてい

る．手術合併症としては精液所見の悪化，逆行性射精，

射精管への尿の逆流，術後出血，1白：腸尿道痩，尿失禁，

勃起障害，膀胱頚部硬化症が羊げられる．男性不妊症

患者は若く，前、ア腺が小さいので注意深く切除する必

要があると考えられる．

結　　語

　Midline　cystによる射精管閉塞の2例に経尿道的f・

術を行い，1例で1’1然妊娠，1例で精液所見の改善を認

めた．経直腸エコーの進歩および部分閉塞の概念の確

立により，射非H徹；閉塞の頻度は以前思われていたより

も高いと考えられる．射精管閉塞に対する経尿道的切

除術の治療成績は比較rl勺良好なので，男性不妊症では

射精管閉塞も考慮して，適切に診断・治療を行う必要

がある．
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Two　Cases　of　Ejaculatory　Duct　Obstruction　Caused　by　Midline　Cyst

K（．）ei　Muguruma，　Masato　Watanabe，　Syozo　Danllo，　Yc）shihito　Iliura，

　　　Takashi　Murota，　Mutsushi　Kawakita　and　Tadashi　Matstlda

峰

Department　c）f　Uroユogy，　Kansai　Medical　University，10－15Fumizono，

　　　　　　　　　　　　　　　N40riguchi，　Osaka　570－8507，　Japali

し

●

　　Ejaculatory　duct〔．）bstruction　（ED（．））is　rare　bLlt　surgicaHy　treata｝）且e　etiology　of　the　male　infertility．

We　present　two　cases　of　EDO　ill　which　trallsurethra】surgery　w’・as　suc〔essfu【．　Case　l　was　31　year　old

male　with　5　year　history　of　illfertility．　Selllen　allalysis　revealed　O．・1　m1〔｝f　volume　and　azoosperlnia．

N／lidline　cyst　was　observed　within　the　prostate　by　tr三msrectal　u畳tras〔）nograplly．　yasograPhy　demon－

strated　cystic　lesi〔）n　at　the　end　of　vas　deferens，　and　cystoscopy　showed　the　elevated　lesion，　at　the

prosta（ic　uretlll層a，　which　was　incised　transurethraIly．　Sernerl　quality　imProved　Post（）Peratively，　alld　his

vL・ife　collcei～で〔l　sPolltalleous1》・5year　after　the　operation．　Case　2“・as　24　y（．・ar　o1〔l　male、．N・ith　the　coln－

piaillts　of　gross　hematuria　and　h（｝matospermia．　Transrectal　ultrasonograph｝・demonstrate〔h〕iidline　cyst

within　the　Prostate，　and　cystoscoPy　shovvred　elevated　lesion　at　tlle　prost乏ltic　urethra．　Semell　allalysis　1－e－

vealed　52　ml　of　v（〕iume，・Lg　x　lO‘i／ml（）f　denSity，　and　1％of　motility．　Diagl1（，Sis　c）f　partiai　EDO　was　made，

and　the　cyst　was　ullroofed　transurethrally．　Semell　parameters　improved　to　l8xI　Oii　ml　o「densit）yr　and

33％of　motility　3　months　after　the　pr〔）cedure．　ED（）should　be　considered　in　the　evaluation　of　mak・inf｛・r－

tility，　since　the　incidence（）f　EDO　may　be　higher　th，an　that　thougllt　previously，　alld　the　trallsu1’ethral

surgery　is　successfuL

Key　words：ejaculatory　duct（）bstruction，　prostatic　utricle　cyst，　obstructive　azoosperinia，　male　inferti1－

　　　　　　　　　　ity，　tranSurethral　SUrgery

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn　Fertil　Steril　461203－2072001）
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日本不妊学会学術講演会

プログラム

会期平成13年11月8日（木），9日（金）

会場京王プラザホテル

会　長　　中　村　幸雄
（杏林大学医学部産婦人科教室）
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第46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46回日本不妊学会総会および学術講演会を，平成13年ll月8日（木）および9日（金）

の両日東京新宿京王プラザホテルにおいて開催させていただきます．

　今回の学術講演会では，特別講演「脳死出産におもう」に代表される生命倫理の根幹にか

かわるテーマから，生殖補助医療の現在の人間社会におけるありよう，生殖補助技術の臨床

の現状，そしてそれをもたらした，生命科学の最先端領域に関するup　to　dateの知見と，多

彩な内容を取り上げてみます．焦点が定まっていないとの会員諸氏からの御批判があれば，

甘んじてお受けしたいと思います．

　20世紀も終わろうとするころ，生命科学，わけても生殖の領域で私たちは新たなるプロメ

テウスの火を見い出しました．

　2001年の現在，その炎に向かって，新しく生まれた知識や技術が奔流のように流れ込んで

います．

　私たちが得た，あるいは得ようとしている知識や技術が人類にどのような福音をもたら

し，どのような災厄を引き起こすのか，私たちはこの美しくも恐ろしい炎を操る知恵を，今

こそ手にしなくてはなりません．それは22世紀を生きるであろう，私たちの孫あるいはその

子供たちに対する私たちの果たすべき責任であると思います．

　本学会における企画が，現在生命科学の研究や生殖医療の最先端に位置する会員諸氏に

「自分が今行っていることが，人類の未来にどのような影響を与えることになるのか」という

ことを，一時でも考えていただくきっかけになればと願っている次第です．

　会員のみなさまの御参加を心よりお待ち申し上げております．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成13年10月

第46回日本不妊学会

会長中　村　幸　雄
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日　程概要
学術講演会

　　会期：平成13年ll月8口（木），9日（金）

　　会　場：京王プラザホル

　　　　　〒160－8330　東京都新宿区西新宿2－2－1

　　　　　総合受付　　5階

　　　　　第1会場　　5階

　　　　　第2会場　　5階

　　　　　第3会場　　4階

　　　　　第4会場　　4階

　　　　　第5会場　　4階

　　　　　第6会場　　4階

　　　　　第7会場　　4階

　　　　　第8会場　43階

　　　　　第9会場　43階

　　　　　第10会場　42階

　　　　　第ll会場　42階

　　　　　機器展示　　4階

総会
　　1．－1時：

　　場所：京王プラザホテル

幹事会

　　口

　　場所：京llプラザホテル

理事会

　　日　時：

　　場所：京王プラザホテル

評議員会

　　日　時：

　　場所：京王プラザホテル

総懇親会

　　日　時：

　　場所：京王プラザホテル

ロビー

コンコードA・B

コンコードC

花A

花B

花C
錦

扇

スターライト

ムーンライト

高尾

富」：

宴・雅

TEL：03－3344－Olll

　　平成13年ll月8日（木）13：00～13：30

　　　　　　　　　　5階コンコードA・B（第1会場）

時：平成13年11月7日（水）15：30～16：30

　　　　　　　　　　4階　錦

　　平成13年ll月7H（水）17：30～18：30

　　　　　　　　　　4階　錦

　　平成13年11月8日（木）12：00～13：00

　　　　　　　　　　5階エミネンスホール

　　平成13年ll月8日（木）18：30～20：30

　　　　　　　　　　5階エミネンスホール

響

‘

Q

岬

●

昏

■
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徒歩なら

お車なら

●JR・私鉄・地下鉄「新宿駅（西口）」下車徒歩5分

●「府中・八王子方面から」一中央高速「初台ランプ」が便利です。

●「都心から」　　　　　首都高速4号線「新宿ランプ」が便利です。

ψ



18（212）
（

会場案内図
5階
1綜垂　s

導　t｛

鰻
喰魯嵐読・・ 1　・二：感轟 z　！　　　　　　帝　th

識
費

鞭鯉…議醗 ／t
なナ！　　　・、r）

覧c

覇∫拶
釜

潔゜

攣、

共

　　第1会場
（コンコードA・B）

圓甲騨甲
■

　1曝Eこ噺㌶口　：

°・；笥：劉繋β

門．

諜）t

）tを・t　　　ウ
印

議乳触べh’

鍔郵・、∵’
ノ　　　　奪義

6写｛∴∴lll∵

　Hz’s　ξ　　晦ギ

■

クロークt一

駈

鱒」

’目総合受付皇■

1∴；，警ボ

■

t。 図図

5t・L
き給∵ 瑚・

ノ『三

図

図

図

口

Lwa室

：

図

図

塾避

z　噂　s

携者．

塑

コ

蕾

図　図
図　図
　　図、

会長室

かとれあ

交見室
こすもす

事務局
あぜりあ

：．｝

響　　　“

編

評議員会会場
懇親会会場

（エミネンスホール）

vt　騙き

：。

／

lv

一＾
論

∵漕

4

●

4階
無勉

噂x，　　　中iV

許殉♂L
i亨い　拶　”Vt　“　　s

済

慧

毒

鐵
篇

讐

駄
嬬　、

影ご　嘱

第3会場
（花A）

第4会場
（花B）

・㌶詳驚∴欝｝1，1－．讐熱｝1望1鷲畿轡

＃

v　ns苧　、唖筆

圏

■

第5会場
（花C）

■

■

艸　　　　　ψ　　　鍛

　，　　sや　th　ド

∫ピ漏 　中　帝　節　帽
A ti；・ft搾　’e

機器展示

（宴） （雅）

㌔

し

■

■

紅｛紙ざ擁　嘱・

　’t　　v　醤　　　　tt“m

■

日

■

■

畠’

｝1 藤’・論1声．）一．一。t

　　　　”．ら　　　　　　な　

　　　　㍉：：　や

墾

丼 ∵㌻
凌

■

s化粧室
図

x・図図／
灘　　4騰

賭

図

図

図

図

図

図

ク

ロ
1
ク

化粧室

第6会場
（錦）

第7会場
（扇）

∵”

・
垂

く　　　x　　　！

弓

●

1」

噂



，

19（213）
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第46回日本不妊学会学術講演会日程表
9：00 10二〇〇 ll：00 12：00 13：00

第1会場 開 9：00～9：50 9：50～10：40 10：40～11：30

コンコード

　A・B

会の辞 　ART（1）
座長：稲葉憲之

　　（1～5）

　ART
座長：峯岸

　　（6～10）

（2）

敬
　ART
座長：

　　（3）

　末岡　浩
（ll～15）

第2会場 9：00～9：50 9：50～10：40 10：40～11：30

コンコード
　ART（4）

座長：加藤 修
　ART
座長：星

（5）

　和彦
　ART
座長：

　（6）

川中　温
C （16～20） （21～25） （26～30） 12：00 12：50

9：00～9：50 9：50～10：40 10：40～11：30
第3会場 ART（7） ART （8） ART （9） 12：00～12：50

花A 座長：田中憲一 座長：布施秀樹 座長
：

片lll恵利子 ランチョン1

（31～35） （36～40） （41～45）

9：00～9：50 9：50～10：40 10：40～11：30
第4会場 受精・着床（1） 受精・着床 （2） 受精・着床（3） 12：00～12：50

花B 座長：麻生武志 座長：豊田長康 座長： 高山雅臣 ランチョン2
（46～50） （51～55） （56～60）

9：00～10 ：00 10：00～10：50 10：50～11：30
第5会場 精巣・性ホルモン （1） 精巣・性ホルモン（2） 診断・検査（1） 12：00～12：50

花C 座長：森本義晴 座長二 匡lfH瑛機 座長：木ド勝之 ランチョン3
（61～66） （67～71） （72～75）

9：00～9：40 9：40～10：20 10：20～11　：0011　：00～11　：40

第6会場 精子・排精（1） 精子・排精（2） 精子・排精 （3） 精子・排精 （4）

錦 座長：毛利秀雄 座長
：

田中啓幹 座長
： Ll］辺清男 座長：森澤IE昭

（76～79） （84～87） （88～9D

9：00～9：40 9：40～10：20 10：20～11：00 11：00～11：50
第7会場
　　扇

卵子・排卵・胚
　　　（1）

座長：野田洋・

卵子

座長’

・ 排卵・胚

井ヒIK人 座長：畑

卵子・排卵・胚
　　　（3）

俊夫

子宮内膜症

座長：小林俊文

（1）

（92～95） （96～99） （IOO～103） （104～108）

9：00～9：40 9：40～10：40 10：40～11：40
第8会場 中枢・性ホルモン 卵巣・性ホルモン 手術

スターライト 座長：森　宏之 座長 ：武谷雄一二 座長 ：野r唱良
（109～112） （113～118） （ll9～124）

9：00～9：40 9：40～10：30 10：30～11　：1011　：10～11　：50

第9会場 卵管・子宮（1） 卵管 ・子宮（2） 卵管・子宮 （3）卵管・ 子宮 （4）

ムーンライト 座長：宮川勇生 座長1加藤 紘 座長：井．ヒ1E樹座長：宮1崎康 ：

（125～128） （129～133） （134～137） （ユ38～141）

9：00～9：40 9：40～10：20 10：20～11：00
第10会場 妊娠・流産・不育 妊娠・流産・不育 妊娠・流産・不育

高尾
　　　（1）

座長1佐賀正彦
　　　（2）

座長：鈴森 薫 座長 香山浩一二

（142～145） （146～149） （150～153）

9：00～9：50 9：50～10：40 10：40～11：30
第11会場 その他（1） その他 （2） その他（3）

富士 座長：佐藤 章 座長 ：吉村泰典 座長：苛原 稔

（154～158） （159～163） （164～168） 12：00

エミネンス 12：00～13：00

ホール 評議員会

t

脅

蟻

弓

o
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第1日（平成13年11月8日・木）
13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

21（215）

20：30

13：00～13：30

不妊学会

　総会

13：30～14：30
　特別講演
座長：飯塚理八

演者：竹内・夫

14：30～15：15
招請講演1

座長：青野敏博

演者：Suheil

　　J．Muasher

　　　　　　　　15：15～18：00
　　　　　　　　シンポジウム1
座長：神崎秀陽
シンポジスト
丸山哲夫　杉野法広　巽　啓司　久保田俊郎　塩川滋達

　　　　　　　　15：15～18：00
　　　　　　　　シンポジウム2
座長：堤　　治
シンポジスト
大須賀　穣　原田　省　矢本希夫　中村和人　安藤　索

18：30

18：30～20：30

　総懇親会
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第46回日本不妊学会学術講演会日程表
9二〇〇 10：00 ll：00 12：00 13：00

第1会場
コンコード

　A・B

9：00～9：50
　ART（10）

座長：津端捷夫

　（169～173）

9：50～10：40

　ART
座長：平川

　（174～178）

（11）

舜

11：15～12：00
　招請講演2
座長：岩下光利
演者：Linda
　　　C．Giudice 12：50

第2会場 9：00～9：50 9：50～10：40

コンコード
　ART（12）

座長：田中忠夫
　ART
座長゜

　（13）

佐藤和雄

12：00～12：50
　ランチョン4

C （179～183） （184～188）

9：00～9：50 9：50～10：40
第3会場 ART（14） ART （15） 12：00～12：50

花A 座長：宇津宮隆史 座長：佐藤嘉兵 ランチョン5
（189～193） （194～198）

9：00～9：40 9：40～10：30
第4会場 診断・検査（2） 診断・検査 （3） 12：00～12：50

花B 座長：守殿直夫 座長： 石塚文平 ランチョン6
（199～202） （203～207）

9：00～10：00 10：00～10：50
第5会場 生殖免疫 （1） 生殖免疫 （2） 12：00～12：50

花C 座長：牧野恒久 座長： 水沼英樹 ランチョン7
（208～213） （214～218）

9：00～9：40 9：40～10：20
第6会場 統計（1） 統計 （2）

錦 座長：石丸忠之 座長 岩本晃明

（219～222） （223～226）

9：00～9：50 9：50～10：50
第7会場 内視鏡（1） 内視鏡 （2）

扇 座長：倉智博久 座長： 岡村 均

（227～231） （232～237）

9：00～9：40 9：40～10：20 10：20～11：00
第8会場 精子・排精（5） 精子・排精（6） 精子・排精 （7）

スターライト 座長：今井　裕 座長
：

深谷孝夫 座長 佐藤英明

（238～241） （242～245） （246～249）

9：00～10：00 10：00～11：00
第9会場 卵子・排卵・胚 （4） 性機能ほか

ムーンライト 座長1田中俊誠 座長：遠藤 克

（250～255） （256～261）

9：00～9：50 9：50～10：40
第10会場 子宮内膜症（2） 子宮内膜症 （3）

高尾 座長：寺川ll畳｛樹 座長 ：水谷栄彦

（262～266） （267～271）

9：00～9：50 9：50～10：30
第11会場 その他（4） その他（5）

富士 座長：並木幹夫 座長 ：久保春海

（272～276） （277～280）

岬

看

●
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第2日（平成13年11月9日・金）
13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 20：00

13：00～13：30

招請講演3

座長：玉鱗彦

演者：黄國恩

13：30～14：00

教育講演2

座長：石川睦男

演者：藤原浩

　　14：00～16：00
　　ワークショップ1
座長：佐藤孝道
演者：赤城恵子　大野　裕
　　　福田貴美r　荒木康久

閉会の辞

13：00～13：30

教育講演1

座長：奥醐彦

演者：石艇久

13：30～14：00

教育講演3

座長：永田行博

演者：平田修司

　　　　14：00～16：00
　　　　ワークショップ2
座長：伊藤晴夫　三浦一陽
演者：吉田　淳　鈴木啓悦　松宮清美
　　　山本泰久　岡田　弘 16：30

13：30～14：00

教育講演4

賑：星合昊

瀦：神野1灘

　　14：00～16：00
　　ワークショップ3
座長：入谷　明
演者：細井美彦　宮野　隆
　　　葛西孫｛郎　今井　裕

16：30～18：30

　男性不妊
　手術技術
　フォーラム

16：05

16：05～18：05
アートフォーラム

18：00

18：00～20：00
　日本学術会議

第46回日本不妊学会
　　公開講座
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4

学会参加者へのお知らせ

受付・参加費

　　参加費は学会参加費として10，000　ltlを，京王プラザ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8日・g日とも）8：00～
亀

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13年ll月8H（木）18：30～20：30

場　所：京王プラザホテル南館5階　エミネンスホール

参加費：6，000　liJ（京王プラザホテルの会場受付にてお支払いFさい）

●

日本産科婦人科学会認定医シールならびに

　　　日母研修参加証（シール）の発行

■

本学会に出席した場合，日本産婦人科学会認定医シールならびにH母研修参加証（シール）を交付致しま

すので受付で受け取ってドさい．

○

ウ

■
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轟

学会託児室のお知らせ

専

お子様をつれてこられる学会員のために，ホテル内に託児施設を開設する予定です．

亘

6

期間平成13年11月8日（木）9：00～18：00

　　　　　　　　11月9日（金）9：00～16：00

場所：京王プラザホテル内

　◎御利用には事前の予約が必要です．

連絡先・資料請求先：

　第46回日本不妊学会事務局

　　〒181－8611

　　　　東京都三鷹市新川6－20－2

　　　　杏林大学医学部産婦人科教室

　　　　TEL：0422－47－5511（代表）

　　　　FAX：0422－47－3177（直通）

　　　　担当　渡邉由紀子

，

サ
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6

一般講演者へのお知らせ

発表形式

　一般講演の発表形式は口頭発表のみです．

講演時間

　1）講演時間は7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．

　　　各発表者は講演時聞を厳守して下さい．

　2）スライドの送りは日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∫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名前を明らかにしたヒで発言して下さい．

　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　x　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ドさい．

　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L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．

o

亀

●

あ

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F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1台です．

o

，

o
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φ

シンポジストへのお知らせ

5
講演時間

　1）シンポジウムの講演時間は1演題につき20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1台です．
●

ワークショップ演者へのお知らせ

6

講演時間

　1）ワークショップの講演時間は1演題につき20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1台です．

φ

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ドさい．

じ

噸

●
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ワークショップ
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尋

脳死出産におもう

11月8日
特別講演

（木）　13：30～14：30 第1会場

演者　竹内　一夫（杏林大学名誉教授）

座長　飯塚　理八（慶慮義塾大学名誉教授）

29（223）

a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演1

　　　　　　　　　　　　　　11月8日（木）14：30～15：15　第1会場

Stimulation　Protocots　for　IVF：GnRH　Agonists　vs．　Antagonists

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Suheil　J．　Muasher，　M．D．　F．A，C．0．G．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Professor，　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eastern　Virginia　Medical　School，　USA．　Medical　Direc－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tor，　The　Jones　Institute　For　Reproductive　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Northern　Virginia／DC　Center，　USA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：青野　敏博（徳島大学名誉教授）

●

φ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演2

　　　　　　　　　　　　　　11月9日　（金）ll：15～12：00　第1会場

Gene　Discovery　in　Human　Endometrium－A　Peek　into　the　Window　of　lmplantation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Linda　C．　Giudice，　M．D．（Professor　and　Associate　Chair

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Research，　Department　of　Gynecology　and　Obstetrics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stanford　University，　USA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岩F　光利（杏林大学医学部産婦人科教授）

魯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演3

　　　　　　　　　　　　　　　11月9日　（金）13：00～13：30　第1会場

The　Current　Status　of　Assisted　Reproductive　Technology（ART＞in　Taiwan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：黄　　國恩（長庚大学婦産科教授，高雄，中華民国（台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湾），Visiting　Professor，　Department　of　Obstetrics　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gynecology，　University　of　Rochester）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：玉舎輝彦（岐阜大学医学部産婦人科教授）

噂

勃起障害の新しい治療法

ll月9日
教育講演1
（金）　13：00～13：30 第2会場

演者　石井　延久（東邦大学第一泌尿器科教授）

座長　奥E［1明彦（大阪大学医学系大学院器官制御外科教授）



　30（224）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演2

　　　　　　　　　　　　　　11月9日（金）13：30～14：00　第1会場

卵巣に発現誘導される分化関連物質とその生理的意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：藤原　　浩（京都大学大学院医学研究科婦人科産科講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：石川　睦男（旭川医科大学産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演3

　　　　　　　　　　　　　　11月9日　（金）13：30～14：00　第2会場

精子の受精能について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：平田　修司（山梨医科大学産婦人科助教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：永田　行博（鹿児島大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演4

　　　　　　　　　　　　　　11月9日（金）13：30～14：00　第3会場

卵成熟と着床におけるプロラクチンの生理学的意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：神野　1E雄（杏林大学医学部産婦人科助教授）

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　　　　　　　　　11月8日　（木）15：15～18：00　第1会場

着床現象を司る役者たち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：神崎　秀陽（関西医科大学産婦人科教授）

　シンポジスト

　　1）着床過程におけるヂ宮内膜の分化に関与する蛋白修飾とシグナル伝達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　哲夫（慶懸義塾大学医学部産婦人科助手）

　　2）着床期子宮内膜における活性酸素とその消去系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉野　法広（IIS口大学医学部生殖・発達・感染医科学講師）

　　3）着床期に誘導される子宮内膜一胚の相互作用関連物質の分子生物学的解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　巽　　啓司（京都大学医学部婦人科産科助手）

　　4）血管作動性生理活性物質と着床

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田俊郎（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能協関学助教授）

　　5）着床におけるインテグリンの生理学的意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　滋達（杏林大学医学部産婦人科講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　　　　　　　　　　11月8日　（木）15：15～18：00　第2会場

卵巣機能と局所生理活性物質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：堤　　　治（東京大学医学部産婦人科教授）
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　シンポジスト

　　1）黄体機能と局所循環の調節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀　穣（東京大学医学部産科婦人科助手）

　　2）卵巣機能とパラクリン因子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省（鳥取大学医学部産科婦人科講師）

　　3＞卵巣機能とVEGF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢本　希夫（和歌山県立医科大学産科婦人科助教授）

　　4）ゴナドトロピンレセプターの発現調節に関与する局所因子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　和人（群馬大学産婦人科助手）

　　5）IGF・IGFBPと卵胞発育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　　索（杏林大学医学部産婦人科講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ1

　　　　　　　　　　　　　　11月9日（金）14：00～16：00　第1会場

不妊力ウンセリングーケアの医療学一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐藤　孝道（聖路加国際病院産婦人科部長）

　演者

　　1）不妊心理とカウンセリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤城　恵子（日本家族計画協会リプロ・ヘルス推進事業本部カ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウンセラー）

　　2）カウンセリングと「認知」への働きかけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　　裕（慶鷹義塾大学医学部精神神経科講師＞

　　3）チーム医療としての不妊治療

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

　　4）エンブリオロジストの立場から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　康久（高度生殖医療技術研究所所長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ2

　　　　　　　　　　　　　　11月9日（金）14：00～16：00　第2会場

lCSIと精子形成の分子生物学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：伊藤　晴夫（千葉大学医学部泌尿器科教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　一陽（東邦大学医学部第1泌尿器科教授）

　演者

　　1）男性不妊におけるICSIの役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　淳（木場公園クリニック院長，東邦大学医学部第一・泌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尿器科非常勤講師）

　　2）造精機能に関する遺伝子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　啓悦（千葉大学医学部第1泌尿器科講師）
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　　3）精細胞特異発現遺伝子とICSI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松宮　清美（大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科（泌尿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器科）講師）

　　4）非モザイク型クラインフェルター症候群における精細胞のFISH法を用いた分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　泰久（鳥取大学医学部泌尿器科助手）

　　5）先天性両側精管欠損症患者に対するICSIの問題点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　　弘（神戸大学大学院医学研究科器官治療医学腎泌尿器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ3

　　　　　　　　　　　　　　11月9日　（金）14：00～16：00　第3会場

家畜繁殖分野での最近の話題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：入谷　　明（近畿大学生物理工学部学部長）

　演者

　　1）霊長類おける顕微授精ならびに関連技術の特性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　細井　美彦（近畿大学生物理工学部遺伝子工学科助教授）

　　2）卵母細胞の体外発育一体外成熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮野　　隆（神戸大学農学部応用動物学科助教授）

　　3）卵細胞と初期胚の凍結保存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛西孫一三郎（高知大学農学部生物資源科学科教授）

　　4）ウシにおける体細胞クローニングのめざすもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　　裕（京都大学大学院農学研究科動物生殖生理学教授）
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第1日　11月8日（木）　午前

ART（1）

　〔演題1～5〕

ART（2）

　〔演題6～10〕

ART（3）

　〔演題11～15〕

ART（4）

　〔言寅題16～20〕

ART（5）

　〔i寅題21～25〕

ART（6）

　〔言寅題26～30〕

ART（7）

　〔演題31～35〕

ART（8）

　〔演題36～40〕

ART（9）

　〔演題41～45〕

受精・着床（1）

　〔1寅題46～50〕

受精・着床（2）

　〔演題51～55〕

一　般　演　題

（ロ頭発表）

第1会場

9：00～9：50　　　座長　稲葉

9：50～10：40　　座長　峯岸

10：40～ll：30　　座長　末岡

　　　　　　　　第2会場

9：00～9：50　　座長　加藤

9：50～10：40　　座長　星

10：40～11：30　　座長　田中

　　　　　　　　第3会場

9：00～9：50

9：50～10：40

10：40～11：30

9：00～9：50

9：50～10：40

座長　田中

座長　布施

座長

第4会場

33（227）

憲之（掲協医科大学産婦人科）

　敬（群馬大学医学部産婦人科）

　浩（慶慮義塾大学医学部産婦人科）

　修（加藤レディスクリニック）

和彦（山梨医科大学産婦人科）

　温（セントマザー産婦人科医院）

憲一（新潟大学医学部産婦人科）

秀樹（富山医科薬科大学医学部泌尿器科）

片山恵利子（荻窪病院産婦人科）

座長　麻生　武志

　　　（東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学）

座長　豊田　長康（三重大学医学部産婦人科）
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　　受精・着床（3）

　　　〔薯寅題56～60〕 10：40～ll：30

精巣・性ホルモン（1）

　〔演題61～66〕　　9：00～10：00

精巣・性ホルモン（2）

　〔演題67～71〕　　10：00～10：50

診断・検査（1）

　〔演題72～75〕　　10：50～11：30

精子・排精（1）

　〔演題76～79〕

精子・排精（2）

　〔演題80～83〕

精子・排精（3）

　〔言寅題84～87〕

精子・排精（4）

　〔演題88～91〕

9：00～9：40

9：40～10：20

10：20～ll：00

11：00～11：40

卵子・排卵・胚（1）

　〔演題92～95〕　　9：00～9：40

卵子・排卵・胚（2）

　〔演題96～99〕　　9：40～10：20

卵子・排卵・胚（3）

　〔演題100～103〕　　10：20～ll：00

子宮内膜症（1）

　〔言寅題104～108〕　　　11：00～ll：50

中枢性ホルモン

　〔演題109～112〕　9：00～9：40

卵巣・性ホルモン

　〔演題ll3～118〕　9：40～10：40

座長　高山

第5会場

座長　森本

座長　吉田

座長　木下

第6会場

座長　毛利

座長　田中

座長　田辺

座長　森澤

第7会場

雅臣（東京医科大学産婦人科）

義晴（IVF大阪クリニック）

英機（昭和大学医学部泌尿器科）

勝之（順天堂大学医学部産科婦人科）

秀雄（岡崎国立共同研究機構）

啓幹（川崎医科大学泌尿器科）

清男（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）

正昭（東京大学大学院理学系研究科）

座長　野田　洋一（滋賀医科大学産婦人科）

座長　井上　正人

　　　（国際医療福祉大学臨床医学センター）

座長　畑　　俊夫（埼玉医科大学産婦人科）

座長　小林　俊文（聖母病院産婦人科）

第8会場

座長　森　　宏之（帝京大学医学部産婦人科）

座長　武谷　雄二（東京大学医学部産婦人科）
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　　　手術

　　　　〔演題ll9～124〕　10：40～11：40

　　卵管・子宮（1）

　　　　〔演題125～128〕　9：00～9：40

　　卵管・子宮（2）

　　　　〔演題129～133〕　9：40～10：30

　　　卵管・子宮（3）

　　　　〔演題134～137〕　　10：30～11：10

　　　卵管・子宮（4）

　　　　〔演題138～141〕　11：10～11：50

　　　妊娠・流産・不育（1）

　　　　〔演題142～145〕　9：00～9：40

　　　妊娠・流産・不育（2）

　　　　〔演題146～149〕　9：40～10：20

　　　妊娠・流産・不育（3）

　　　　〔演題150～153〕　10：20～ll：00

　　　その他（1）

　　　　〔言寅是藪154～158〕　　9：00～9：50

　　　その他（2）

　　　　〔演題159～163〕　9：50～10：40

　　　その他（3）

　　　　〔演題164～168〕　10：40～ll：30

第2日　11月9日（金〉午前

　　　ART（10）

　　　　〔演題169～173〕　9：00～9：50

　　　ART（11＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35（229）

座長　野口　昌良（愛知医科大学産婦人科）

第9会場

座長　宮川　勇生（大分医科大学産婦人科）

座長　加藤　　紘

　　　　　　　（山口大学医学部生殖・発達・感染医科学）

座長　井上　正樹

（金沢大学大学院医学系研究科がん医科学専攻機能再生学）

座長　宮崎　康二（島根医科大学医学部産婦人科）

第10会場

座長　佐賀　正彦（聖マリナンナ医科大学産婦人科）

座長　鈴森　　薫（名古屋市立大学医学部産婦人科）

座長　香山　浩二（兵庫医科大学産婦人科）

第11会場

座長　佐藤　　章（福島県立医科大学医学部産婦人科）

座長　吉村　泰典（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

座長　苛原　　稔（徳島大学医学部産科婦人科）

第1会場

座長　津端　捷夫（駿河台日本大学病院産婦人科）
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　　　〔演題174～178〕

　　ART（12）

　　　〔演題179～183〕

　　ART（13）

　　　〔演題184～188〕

　　ART（14）

　　　〔演題189～193〕

　　ART（15）

　　　〔演題194～198〕

　　診断・検査（2）

　　　〔i寅題199～202〕

　　診断・検査（3）

　　　〔演題203～207〕

　　生殖免疫（1）

　　　〔演題208～213〕

　　生殖免疫（2）

　　　〔演題214～218〕

　　統計（1）

　　　〔演題219～222〕

　　統計（2）

　　　〔演題223～226〕

9：50～10：40

9：00～9：50

9：50～10：40

9：00～9：50

9：50～10：40

9：00～9：40

9：40～10：30

9：00～10：00

10：00～10：50

9：00～9：40

9：40～10：20

座長　平川　　舜（東邦大学医学部第1産婦人科）

第2会場

座長　田中　忠夫（東京慈恵会医科大学産婦人科）

座長　佐藤　和雄（日本大学総合医学研究所）

第3会場

座長　宇津宮隆史（セントルカ産婦人科）

座長　佐藤　嘉兵（日本大学生物資源科学部）

第4会場

座長　守殿　貞夫

　　　（神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科）

座長　石塚　文平

　　　（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

第5会場

座長　牧野　恒久

　　　（東海大学医学部母子生育学系産婦人科）

座長　水沼　英樹（弘前大学医学部産婦人科）

第6会場

座長　石丸　忠之（長崎大学医学部産婦人科）

座長　岩本　晃明（聖マリアンナ医科大学泌尿器科）
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内視鏡（1）

　〔演題227～231〕　9：00～9：50

内視鏡（2）

　〔演題232～237〕　9：50～10：50

精子・排精（5）

　〔演題238～241〕　9：00～9：40

精子・排精（6）

　〔演題242～245〕　9：40～10：20

精子・排精（7）

　〔演題246～249〕　10：20～11：00

卵子・排卵・胚（4）

　〔演題250～255〕　9：00～10：00

性機能ほか

　〔演題256～256〕　10：00～ll：00

子宮内膜症（2）

　〔言寅題262～266〕　　9：00～9：50

子宮内膜症（3）

　〔演題267～271〕　9：50～10：40

その他（4）

　〔演題272～276〕　9：00～9：50

その他（5）

　〔演題277～280〕　　9：50～10：30

第7会場

座長　倉智

座長　岡村

第8会場

座長　今井

座長　深谷

座長　佐藤

第9会場

座長　田中

座長　遠藤

第10会場

座長　寺川

座長　水谷

第11会場

博久（山形大学医学部産婦人科）

　均（熊本大学医学部産科婦人科）

　裕（京都大学大学院農学研究科）

孝夫（高知医科大学産婦人科）

英明（東北大学大学院農学研究科）

俊誠（秋田大学医学部産婦人科）

　克（H本大学生物資源科学部）

37（231）

直樹（鳥取大学医学部産婦人科）

栄彦（名古屋大学医学部産科婦人科）

座長　並木　幹夫（金沢大学医学部泌尿器科）

座長　久保　春海（東邦大学医学部第一産婦人科）
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　　　　　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ頭発表）

　　　　　　　　　　　　　　第1日　11月8日（木）　午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（1）

　　　　　　　　　　　　　　〔演題1～5〕9：00～9：50　　座長　稲葉　憲之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（濁協医科大学産婦人科）

1．35リットルの胸水貯留を示した卵巣過剰刺激症候群の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　松波総合病院　産婦人科　○松波　和寿，高木　　博，野田　克己

2．IVF－ETにより子宮内外同時妊娠をきたした2症例

　　　　　　　　　　　濁協医科大学　医学部　産科婦人科　○野口　崇夫，正岡　　薫，中野　貴史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　恵子，三ツ矢和弘，稲葉　憲之

3．　新鮮移植胚数（2個及び3個）による妊娠率の比較検討一無作為比較試験による検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大　産婦人科　○小森慎二，霞　　弘之，濱田ゆかり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大　先端研　　長谷川昭子

　　　　　　　　　　　　　　　公立学校共済近畿中央病院　　繁田　　実

4．　筋腫核出術予定の高齢不妊症患者に対する術前胚凍結保存療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野産婦人科　○大橋いく子，矢野　浩史，久保　敏子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野知恵子，古谷　公一

5．　ART治療領域における日帰り手術の全身麻酔の必要性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　婦人科詠田由美クリニック　○守田　道由，詠田　由美，池上　芳美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（2）

　　　　　　　　　　　　　〔演題6～10〕9：50～10：40　　座長　峯岸　　敬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬大学医学部産婦人科）

6．　無精子症患者におけるTESE，　MESAによる精巣精子回収率の内分泌学的予測

　　　　　　　　　　　　　　群馬大学　医学部　産婦人科　○菊池　信正，伊藤　理廣，上条　隆典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

　　　　　　　　　　　　　　群馬大学　医学部　泌尿器科　　深堀　能立，山中　英壽

7．　ヒト円形精子細胞の体外培養により発生した精子のICSIによる妊娠例

　　　　　　　　　　　　　　　　　釜山世和産婦人科医院　○金　　宗興，李　　相燦

8．　カットストローによる少数精子凍結保存
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　　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター　不妊治療部　○藤井　好孝，本山　洋明

9．　ヒト円形精子細胞の確認方法

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一一郎，馬渡　善文，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，岩本　智子，鍬田　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

10．両側精巣腫瘍手術前に保存した凍結精子で妊娠および出産に成功した1例

　　　　　　　　　　富山医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○太田昌一郎，明石　拓也，布施　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　厚生連高岡病院　泌尿器科　　布施　春樹，平野　章治

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　　道倉　康仁，Ill崎　裕行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（3）

　　　　　　　　　　　　〔演題11～15〕10：40～11：30　　座長　末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

11．凍結・融解胚盤胞移植における緩慢凍結法とVitriflcation法の比較

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，東島　利紀，蔵本　武志

12．新鮮および凍結融解胚盤胞移植の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　○橋爪　淳子，藤波　隆一，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　直範，山崎　裕行，道倉　康仁

13．双胎妊娠防止に胚盤胞1個移植は有効か？

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福出貴美子，元石　睦郎，東島　利紀

14．胚盤胞移植における至適移植胚数

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○東島　利紀，元石　睦郎，江頭　昭義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉岡美智代，福田貴美子，蔵本　武志

15。当院における胚盤胞移植の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院　○隈本　　巧，野見山真理，河野由佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田内　悦子，西山和加子，山田　耕平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　英明，松本　ゆみ，小島加代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（4）

　　　　　　　　　　　　　〔演題16～20〕9：00～9：50　座長　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤レディスクリニック）

16．凍結保存中の余剰胚を提供することについての意識調査一既に生児を得た症例を対象として一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　○片山恵利子，北村　誠司，竹原　祐志
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　敏秀，吉田　宏之，杉山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田　悦郎，矢澤　聡美

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　　吉村　泰典

17．体外受精反復不成功例に対する凍結融解胚移植の検討

　　　　　　　　　　荒川・大桃エンゼルマザークリニック　○大橋　浩栄，大桃　幸夫，荒川

18．Cryotopを用いた前核期胚および胚盤胞のガラス化保存

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック○畑　景子，桑山正成，林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤あかね，内山　　一男，貝嶋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

19．ヒト前核期凍結保存卵fにおけるガラス化保存法と緩慢凍結法の比較

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　○豊北　美穂，橋爪　淳子，藤波

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　美佐，原　直範，山崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道倉　康仁

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　　桑山　正成，加藤　　修

20．プログラムフリーザーを用いる胚緩速凍結法の高速化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小塙医院　○中島　潤子，大庭i紀子，小塙

　　　　　　　　　東京歯科大学　市川総合病院　産婦人科　　兼子　　智，田辺　清男

　　　　　　　　ART（5）

〔演題21～25〕9：50～10：40　座長星　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山梨医科大学産婦人科）

武

修

輝明

弘恒

隆一一

裕行

清

21．マウスICSIにおける不動化後のヒト精fおよびマウス精子の受精，発生能

　　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学　産婦人科　○水野　薫子，星　　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイ大学　産婦人科　　Huang　Thomas

22．男性因子以外の周期におけるICSIの有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○城戸　京r，公文　麻美，平井　香里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津　英子，熊迫　陽子，長木　美幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

23。男性因r一に対するICSIの有川性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○安藤　　幸，村尾　明美，内田　昭弘

24．精f先体反応率からみたARTの選択基準

　　　　　　　　　　　　　　広島大学　医学部　産婦人科　○香月　孝史，原　　鐵晃，大濱　紘三

25．Immotile　cilia症候群による男性不妊患者の夫不動精∫を川いてICSIし妊娠，健児を得るに至った一

　　症例

　　　　　　　　　　　　濁協医科大学　医学部　産婦人科　〇三ツ矢和弘，正岡　　薫，根本　　央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　憲之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石橋総合病院　　田中壮一郎
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　　　　　　　　ART（6）

〔演題26～30〕10：40～11：30　座長　田中　　温

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セントマザー産婦人科医院）

26．Spindle　Viewを用いたMII　Spindleによるヒト卵子の評価法

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○大久保　毅，桑山　正成，小林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，寺元　章吉，加藤

27．STRフラグメント解析を用いたSingle　Haploid　DNAからの個人鑑定法の確立

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青木麻紀子，青野　文仁，桑山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野　　隆，寺元　章吉，加藤

28．問期の割球に対するテロメアプローブによる染色体診断の正診性についての検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，岩本　智子，鍬出　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

29．ヒト卵子における電気刺激後の染色体の分配の経時的変化

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○竹本　洋一一一，田中　　温，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基，馬渡　善文，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，岩本　智子，長野亜紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

30．ヒト雄性生殖細胞の染色体分析を用いた鑑別診断の開発

　　　　　　　　　　　　　　　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，岩本　智子，鍬田　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志
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　　　　　　　ART（7）

〔演題31～35〕9：00～9：50　　座長　田中　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟大学医学部産婦人科）

31．複数回ART後の採卵における卵胞洗浄液がアレルゲンと考えられたアナフィラキシーショックの2

　　症例

　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産科婦人科　○末永　昭彦，蔵持　和也，小笠原綾子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，大須賀　穣，藤本　晃久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井知行，矢野　哲，堤　 治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

e
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32．高年者への体外受精・胚移植に関する検討

　　　　　　　　　　　　　済生会ド関総合病院　産婦人科　○石松　正也，田村　博史，高崎　彰久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

33．当科における体外受精後多胎妊娠発生率と，それに影響する因子についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　産婦人科　○本田　徹郎，梅岡弘一郎，中堀　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　臨床検査科　　高橋　　司，磯崎八重子

　　　　　　　　　　　　　　　小野レディースクリニック　　馬岡　　陽

34．PCOSに対するIVM－IVFの適応について一Testosterone値からの検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○大垣　　彩，西垣　明実，福田　博恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川田　浩子，朴木　和美，熊谷明希子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　當仲　正丈，山崎　雅友，西原　卓志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　英煕，中岡　義晴，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

35．高度生殖医療により妊娠した症例の予後の検討

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○千葉せつよ，京野　廣一一，福永　憲隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拝郷　浩佑，大平知沙子，中條友紀子

　　　　　　　ART（8）

〔演題36～40〕9：50～10：40　　座長　布施　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　（富山医科薬科大学医学部泌尿器科）

36，前核期胚の核小体分類が体外受精成績に及ぼす影響について

　　　　　　　　　　　　　聖隷三方原病院　不妊センター　○岡田　喜親，杉本　利幸，弘島　大輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木留美，望月修

37．胚盤胞移植におけるhCG投与日の血中Ez値およびP，値が妊娠率に与える影響に関する検討

　　　　　　　　　　　　　生長会府中病院　不妊センター　○半田　雅文，小林真一郎，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唐澤　康広，塩田　恭子，浜井　晴喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　浩志，礒島　晋三

38．2－step　embryo　transferの臨床成績と成績に影響を及ぼす因子の検討

　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学　産科婦人科　○後藤　　栄，竹林　浩一，藤原　睦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　桂子，高倉　賢二，野田　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　　塩谷　雅英

39．胚移植後早期におけるBHCGおよびP．，値の推移に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○小林　　保，寺元　章吉，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修

40．体外受精胚移植施行時の移植10日目のhCG値と妊娠予後

　　　　　　　　　　　　　　福岡大学　医学部　産婦人科　○本庄　　考，井上　善仁，園田　桃代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澄井　敬成，瓦林達比古
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　　　　　　　　ART（9）

〔演題41～45〕10：40～11：30　　座長　片山恵利子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荻窪病院産婦人科）

つ

■

41．Hatching　stage　ETにおける臨床成績の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○長木　美幸，城戸　京子，公文　麻美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　香里，大津　英子，熊迫　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

42．胚移植カテーテルと成績（移植困難例に対するTCR：経子宮頚管的切除術の試み）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　○北村　誠司，田島　敏秀，竹原　祐志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山恵利子，矢澤聡美，杉山　　武

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田　悦郎

43．新基準を用いて行ったday5　ETとday3　ETの検討

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○福永　憲隆，拝郷　浩佑，千葉せつよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平知沙子，中條友紀子，京野　鹿一

44．経子宮筋層胚移植法の改良

　　　　　　　　　　　　　　　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，岩本　智子，長野亜紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

45．ARTにおける改良型超音波反射性胚移植カテーテルの臨床的有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　田口IVFレディースクリニック　○田口　俊章，松川　裕子，山崎友記子

　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人愛仁会千船病院　　菊地　　宏

第4会場

o

磯

　　　　　受精・着床（1）

〔演題46～50〕9：00～9：50　　座長　麻生　武志

　　　　　　　　　　（東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学〉

46．Humegon添加培地内での透明帯消化処理によるヒト脱出不全胚盤胞の救済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅医院　○沖津　　摂，浅野　敦之，小松　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國方　建児，三宅　　馨

47．ウシ卵を用いたヒトglobozoospermia精子の卵活性化能，精子中心体機能の検討

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○寺田　幸弘，中村　聡一，佐藤　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　順子，村上　　節，岡村　州博

　　　　　　　　　　　　　　広島県立大学　生物資源学部　　堀内　俊孝

48．ウシ卵への卵細胞質内精子注入法（ICSI）によるヒト精子中心体機能評価

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○中村　聡一，寺田　幸弘，佐藤　由美
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　順子，村上　　節，岡村　州博

　　　　　　　　　　　　広島県立大学　生物資源開発学科　　堀内　俊孝

49．マウス精子頭部のCaZ＋上昇における電位依存性Ct、E　Ca2＋チャネルの役割

　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院　生殖機能協関学　○坂田　　優，清水　康史，水口　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田俊郎，麻生　武志

50．Spindle　ViewTM　IMAGING　SYSTEMを用いた顕微授精の臨床成績

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センターv

　　　　　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○渡邉　英明，猿賀まち子，野口奈緒子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，宮　　香織，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，倉沢　滋明，奥山　輝明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，井止　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（2）

　　　　　　　　　　　　　〔演題51～55〕9：50～10：40　　座長　豊田　長康

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三重大学医学部産婦人科＞

51．マウス着床期におけるNFkB（nuclear　factor　kB）の発現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　産婦人科　○中村　仁美，荻田　和秀，楠井　千賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下屋浩一郎，古山将康，東　千尋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村旧　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立成人病センター　　木村　　正

52．着床期のマウス子宮内膜におけるテネイシンCおよびマトリックスメタロプロテアーゼの発現機序

　　に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産婦人科　○西浦　理佳，野田　直美，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　長康

53．ヒト内膜着床時におけるPGE、レセプターのサブタイプ4（EP4）の免疫組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　産婦人科　○高田佳世子，北村　公也，後藤　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金山　尚裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榛原総合病院　　松山　　薫

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　　菅沼　信彦

54．ブタ透明帯タンパクを発現するトランスジェニックマウス系統の樹立

　　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　○長谷川昭子，澤井　英明

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　　濱田ゆかり，香山　浩二

55．トロホブラストにおけるROCK／Rhoキナーゼの発現および生理学的意義

　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　○鈴木　典子，塩川　滋達，酒井　　謙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉梨　秀樹，岩下　光利，中村　幸雄
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（3）

　　　　　　　　　　　　〔演題56～60〕10：40～11：30　　座長　高山　雅臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京医科大学産婦人科）

56．乏精子症に対するAIHの工夫とその限界

　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学　産科婦人科　O杉山　里英，臼田　三郎，紅露　有子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中田　敏英，福嶺　紀隆，鈴木　良知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井坂　恵一，高山　雅臣

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山レディスクリニック　　杉lllカー，内海　靖子，金城　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井安砂子，根本和美，家永聡

57．ヒト子宮内膜問質細胞の脱落膜化に伴うGhrelin（growth－hormone　releasing　acylated　peptide）の発

　　現と発現調節機構

　　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産婦人科　○田中　慶介，箕浦　博之，与那覇　斎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　直美，竹内　茂人，豊田　長康

58．子宮内膜厚に影響を与える諸因子の検討

　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　医学部　産婦人科　○林　　　巧，藤井　美穂，長澤　邦彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千田　　学，北島　義盛，遠藤　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　隆一

59．ヒト子宮内膜の脱落膜化に伴うneuropeptide　Y遺伝子発現の調節機構

　　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産婦人科　○川戸　浩明，田中　慶介，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西浦　理佳，野田　直美，豊田　長康

60．子宮内膜の厚い症例における臨床所見の検討

　　　　　　　　　　　　　　　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，岩本　智子，鍬田　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（1）

　　　　　　　　　　　　　〔演題61～66〕9：00～10：00　　座長　森本　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　IVF大阪クリニック）

61．マウス精巣への遺伝子導入における造精機能への影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大同病院　泌尿器科　○梅本　幸裕

　　　　　　　　　　　名占屋市立大学　医学部　泌尿器科　　佐々木昌一，小島　祥敬，田貫　浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池内　隆人，窪田　裕樹，矢内　良昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　健二郎

62．Leydig細胞での誘導型ヘムオキシゲナーゼの発現と造精機能制御
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　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　○小澤　伸晃，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　医化学　　末松　　誠

63．ラット停留精巣モデルの造精障害におけるキサンチンオキシダーゼ系の関与について

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　産婦人科　○谷川　秀郎，熊谷　　仁，熊谷　暁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　直樹，河村　和弘，村田　昌功

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　　淳，田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田医療技術短期大学　　児玉　英也

64．ヒト造精機能障害精巣におけるtype　IV　collagen　subtypeについての検討

　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　医学部　泌尿器科　○土橋　正樹，藤澤　正人，合田　上政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　隆文，岡田　　弘，荒川　創一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

65，造精機能における受容体型チロシンキナーゼc－kitとその遺伝子発現の意義

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　○谷垣　礼子，末岡　　浩，松田　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中林　　章，佐藤　健二，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　微生物学　　加藤　真吾

66．男性不妊患者3062例における性ホルモンと造精機能の検討

　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第一泌尿器科　○工藤　貴正，永尾　光一，吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　啓，野澤　英雄，西見　大輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島耕一，石井延久，白井将文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題67～71〕10：00～10：50　　座長　吉田　英機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和大学医学部泌尿器科）

67．ヒト精巣におけるエストロゲン受容体α遺伝子の新たなエキソンSの同定

　　　　　　　　　　　　山梨医科大学　医学部　産婦人科　○正田　朋子，平田　修司，星　　和彦

68．停留精巣患者における妊孕能の検討

　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　医学部　泌尿器科　○伊藤　直樹，笹尾　拓己，木村　　慎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本　泰司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三樹会病院　　赤樫　圭吾

　　　　　　　　　　　　　新日鐵室蘭総合病院　泌尿器科　　立木　　仁

　　　　　　　　　　　　　　　倶知安厚生病院　泌尿器科　　高木　誠次

69．electroporation法を用いた精巣網からの精巣内遺伝子導入

　　　　　　　　　　　　　　　　津島市民病院　泌尿器科　○窪田　裕樹

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学　泌尿器科　　佐々木昌一，窪田　泰江，梅本　幸裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　浩行，小島　祥敬，山本　洋人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　健二郎

70．乏精子症患者に対するfollicle－stimulating－hormone（FSH）療法の経験

　　　　　　　　　　　　　　昭和大学　医学部　泌尿器科　○坂本　英雄，麻生　太行，鈴木　康太
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小橋川　啓，渡辺　政信，吉田　英機

71．マウス精巣におけるEph／ephrin　subfamilyの発現の検討

　　　　　　　京都大学人学院　医学研究科　泌尿器病態学　○大久保和俊，西山　博之，渡部　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野　　博，小川　　修

　　　　　　　　京都大学大学院　医学研究科　婦人科産科　　樋口　壽宏，藤原　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題72～75〕10：50～1・1：30　　座長　木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順天堂大学医学部産科婦人科）

72．不妊症患者における子宮内膜超音波像とホルモン異常の関係

　　　　　　　　　　　　　岐阜大学　医学部　産科婦人科　○古井　辰郎，伊藤　美穂，田上　慶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　育美，岩垣　重紀，伊藤　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉舎　輝彦

73．月経周期における頚管内穎粒球エラスターゼの変化一その生理的意義一

　　　　　　　　　　　　　　　　静岡厚生病院　産婦人科　○俵　　史子，米澤　真澄，藤原　義倶

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　産婦人科　　金Ill尚裕

74．血L清エストラジオ・・一一ル迅速測定と測定機種の違いによる測定誤差についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　濁協医科大学　越谷病院　○畢本　和倫，小峰富美子，林　　雅敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大藏　健義

75．無月経の診断についての経膣超音波の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産科婦人科　○菊地　　盤，桜井　明弘，中野　義宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武内　裕之，木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（1）

　　　　　　　　　　　　　〔演題76～79〕9：00～9：40　座長　毛利　秀雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡崎国立共同研究機構）

76．精子核acridine　orange　test（AOT）測定の意義

　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　産科婦人科　○女川　珠穂，柴原　浩章，平野　由紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種市　明代，鈴木　達也，竹井　裕二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉田さおり，高見澤　聡，佐藤　郁夫

　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　臨床検査部　　角田　啓道

77．ヒト精子核蛋白プロタミンの2次元電気泳動分析

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　○吉井　　毅，久慈　直昭，酒井のぞみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，浅田　弘法，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　哲夫，末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業生物資源研究所　　小松　節子

78．精子核蛋白置換異常が及ぼす精子核脱凝縮機構への影響と精子核形態との関連性
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　　　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院　産婦人科　○岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　　末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　立川病院　産婦人科　　大澤　淑子

79．精液性状の個人変動

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　泌尿器科　○芦沢　好夫，押尾　　茂，足立　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩渕　正之，遠山　裕一，四倉　正己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友政　　宏，梅田　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（2）

　　　　　　　　　　　　　〔演題80～83〕9：40～10：20　　座長　田中　啓幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川崎医科大学泌尿器科）

80．LPS投与マウスにおける精巣内のアポトーシス細胞の局在について

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学　産婦人科　○梶原　　健，大井川智子，小川　博和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　芳明，畑　　俊夫

81．ラット培養セルトリ細胞におけるエンドサイトーシス関連蛋白質の発現

　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　泌尿器病態学　○紙谷　章弘，渡部　昌実，井口　裕樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井　　敦，公文　裕巳

　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　脳神経制御学　　竹居　孝二

82．ウシ円形精子細胞を用いた体外精子完成培養法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青野　文仁，桑山　正成，寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　プライムテック株式会社　　橋本　径子

　　　　　　　　　　　　東京農業大学　農学部　畜産学科　　百目鬼郁男

83．低受胎性ブタ精液の精r核の性状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学　農学部　○高坂　哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産省　　渡辺　伸也

　　　　　　　　　　　　　　東北大学大学院　農学研究科　　佐々田比呂志，佐藤　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（3）

　　　　　　　　　　　　〔演題84～87〕10：20～1・1：00　　座長　田辺　清男

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

84．体外受精時のSMIによる精子受精能の検討

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　○藤波　隆一，橋爪　淳子，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　直範，山崎　裕行，道倉　康仁

85．質量分析法を併用したヒト精子膜蛋白質のプロテオミクス解析

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学医学部産婦人科○久慈直昭，吉井毅，高橋純
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　健二，谷垣　礼子，清水　亜紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅田　弘法，小澤　伸晃，丸山　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩，吉村　泰典
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業生物資源研究所　　小松　節子

86．無精子症症例におけるインヒビンB測定の有用性について

　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産科婦人科　○永田　裕子，藤田　和之，小島　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　美奈，菅谷　　進，倉林　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一

87．ヒト精子形態標準画像の確立

　　　　　　　　　東京歯科大学　市川総合病院　産婦人科　○兼子　　智，郡山　　智，赤星　晃一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒島　正子，佐久間雄・，冨永英・郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺　清男

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　　岩本　晃明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（4）

　　　　　　　　　　　　〔演題88～91〕11：00・－11：40　　座長　森澤　正昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学大学院理学系研究科）

88．Robertson転座保因男性精子の染色体構成の検討

　　　　　　　　　　　　　　広島大学　医学部　産婦人科　○吉本真奈美，三春　範夫，佐村　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大濱　紘三

89．射出精子を用い顕微授精にて妊娠したKlinefelter症候群の双胎妊娠2症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○中岡　義晴，熊谷明希子，當仲　正丈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　雅友，岩本　英煕，河田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作，森本　義晴

90，男性不妊患者のAZF遺伝子群欠失に対するmultiplex　PCRスクリーニング検索法の診断効率

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　○佐藤　健二，末岡　　浩，中林　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　礼子，松田　紀子，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院　産婦人科　　土屋　慎一一

91．高度乏精子症において45，X／46，　X，　r（Y）の核型がICSIにより胎児に伝播した一例

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○中條友紀子，京野　廣一，福永　憲隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拝郷　浩佑，T一葉せつよ

　　　　　　　　　　　　　　　　高度生殖医療技術研究所　　大平知沙子，荒木　康久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵・胚（1）

　　　　　　　　　　　　　〔演題92～95〕9：00～9：40　座長　野田　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医科大学産婦人科）

92．続発性無月経に対する温経湯／clomifene併用による排卵誘発効果

　　　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学　産科婦人科　○小泉　智子，田中　哲二，矢本　希夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅咲　直彦
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93．排卵障害のない不妊症患者に対するクロミフェンおよびシクロフェニルの有効性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学　産科婦人科　○藤原　睦子，後藤　　栄，高倉　賢二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹林　浩一一，中西　桂子，木村　俊雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横井　崇子，野田　洋一

94．無月経／無排卵と血清Leptinの関連について

　　　　　　　　　　　　　　　　口本医科大学　産婦人科　〇三並　伸二，可世木久幸，石原　楷輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　　勤

　　　　　　　　　　昭和女子大学大学院　生活機構研究科　　丸山　智美

95．部分下垂体機能低下と中枢性尿崩症をもつ原発性無月経の妊娠例

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　医学部　産婦人科　○沖　　利通，桑波tH理樹，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都　博文，大石　友美，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂地　　勉，永田　行博

　　　　卵子・排卵・胚（2）

〔演題96～99〕9：40～10：20　　座長　井上　正人

　　　　　　　　　　　　　（国際医療福祉大学臨床医学センター）

96．ヒト未熟卵の体外成熟卵に対する細胞遺伝学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○熊谷明希子，中岡　義晴，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　當仲　正丈，山崎　雅友，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河田　　淳，福田　愛作，

97．桑実期胚の凍結方法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○鍬田　恵里，田中　　温，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一・郎，馬渡　善文，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，高崎　博幸，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野亜紀子，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

98．余剰胚盤胞を川いたガラス化保存（Vitrification法）の基礎実験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院　○河野由佳子，野見lll真理，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田内　悦子，西山和加子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　英明，松本　ゆみ，

99．腹腔鏡検査時採取ヒト未成熟卵子の体外成熟

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センター，

　　　　　　　　　　　山E病院リプロダクションセンター　○猿賀まち子，渡邉　英明，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，宮　　香織，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，倉沢　滋明，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，井上　正人

西垣　明実

岩本　英煕

森本　義晴

永吉　　基

田中威づみ

岩本　智子

隈本　　巧

山田　耕平

小島加代子

野口奈緒子

小林　善宗

奥山　輝明
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　　　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵・胚（3）

　　　　　　　　　　　〔演題100～103〕10：20～11：00　　座長　畑　　俊夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医科大学産婦人科）

100．受精，卵割現象における卵子細胞膜上の各種糖鎖の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　産婦人科　○北村　公也，高田佳世子，後藤　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金山　尚裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榛原総合病院　　松山　　薫

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　　菅沼　信彦

101．ヒト未成熟卵の形態学的特徴による体外成熟能の差について

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学　産婦人科　○渡邉　芳明，梶原　　健，大井川智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畑　　俊夫

102．穎粒膜細胞における脂質酸化ストレスと卵の質との関連

　　　　　　　　　　　　　山形大学　医学部　産科婦人科　○清野　朝史，齋藤　英和，金子　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　雅人，高橋　俊文，河内谷　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久

103．卵胞発育におけるNO一アルギニン代謝系酵素の発現の解析

　　　　　　　　　　　　　熊本大学　医学部　産科婦人科　○内野貴久子，田中　信幸，岡村　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（1）

　　　　　　　　　　　〔演題104～108〕11：00～11：50　　座長　小林　俊文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖母病院産婦人科）

104．子宮内膜症とCYPI9の遺伝子多型の関連

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学　産婦人科　○門　　紀子，北脇　　城，石原　広章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小柴　寿人，楠木　　泉，塚本　克美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本庄　英雄

105．不妊治療におけるチョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術の意義

　　　　　　　　　　　　　東邦大学　佐倉病院　産婦人科　○青木　　隆，矢野ともね，大高　　究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，伊藤　元博

106．卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術とその予後

　　　　　　　　　　　　　鳥取大学　医学部　産科婦人科　○坂本　靖子，永野裕美子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井亜希子，大畠　順恵，谷ロ　文紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　壮一，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

107．子宮内膜症症例の血中および腹水中のBisphenol　A濃度と子宮内膜症腹水細胞へのBisphenol　Aの

　　作用

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，小西　秀樹，工藤　尚文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡tll市民病院　　浅桐　和男
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林病院　　高田　雅代

108．Chlamydia　trachomatis感染と子宮内膜症発症に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科○カーンカレク，北烏道夫，藤ド晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱崎　哲史，蓮尾　敦子，宮村　泰豪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中枢性ホルモン

　　　　　　　　　　　　〔演題109～112〕9：00～9：40　座長森　宏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（帝京大学医学部産婦人科）

109．Subclinical　hypothyroidism（SCH）からみた甲状腺機能とプロラクチンとの関係

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　産婦人科　○高橋慎一朗，綾部　拓哉，藤野　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉　仁嗣，有木さおり，森　　宏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸病院　　瀬戸　　裕

llO．ヒト卵胞刺激ホルモンβサブユニットにおけるシートベルト構造の意義

　　　　　　　　　　　　　　　JR東海総合病院　産婦人科　○廣岡　　孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリニックママ　　古井　憲司，北川　武司

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　　菅沼　信彦

111．摂食促進物質オレキシンの性機能抑制機序の検討

　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産科婦人科　○尾形　理江，田中　　優，三浦　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清川麻知子，田村　貴央，桑原　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井川　　洋，斉藤誠一郎，松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，苛原　　稔，青野　敏博

112．勃起障害と射精障害を契機に発見されたAdult－onset　ldiopathic　Hypogonadotropic　Hypogonadism

　　の一例

　　　　　　　京都大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学　○西山　博之，小林　　恭，中村英二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野　　博，寺井　章人，小川　　修

　　　　　　　　　　　　　　　国立京都病院　臨床研究部　　島津　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン

　　　　　　　　　　　〔演題113～118〕9：40～10：40　　座長　武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部産婦人科）

113．ヒト黄体化穎粒膜細胞のアポトーシスにおけるCaspase－3活性化機構の関与

　　　　　　　　　　名古屋市立大学　医学部　産科婦人科　○松原　寛和，生田　克夫，尾崎　康彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山　和史，佐藤　　剛，鈴森　　薫

114．内分泌撹乱物質ビスフェノールAとエストロゲン受容体α，βとの間の結合活性に関する生化学的

　　検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産科婦人科　○鹿井　久彦，百枝　幹雄，黒澤　貴子

■

φ

■

倉

v



■

，

o

e

亀

■

9

e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53（247）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　智了，前　　和幸，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

115．ヒト卵巣におけるIL－8の発現調節

　　　　　　　　　　　　　鳥取大学　医学部　産科婦人科　○藤井亜希子，永野裕美子，坂本　靖子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山内　延広，大畠　順恵，谷口　文紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　壮一一，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

116．多嚢胞卵巣症候群（PCOS）における血中の各種脂質値の検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　産科婦人科　○小西　秀樹，中塚　幹也，羽原　俊宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　聡一，工藤　尚文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山市民病院　　浅桐　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林病院　　高田　雅代

117．異種移植後，ヒト卵胞におけるステロイド代謝酵素の発現について

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○佐藤　由美，寺田　幸弘，村上　　節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博

ll8．ヒト黄体化穎粒膜細胞におけるIGFBP－1の調節機構の検討

　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　○矢崎　智子，安藤　　索，岩ド　光利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝又木綿子，酒井　　謙，神野　正雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　幸雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手術

　　　　　　　　　　　〔演題119～124〕10：40～11：40　　座長　野ロ　昌良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知医科大学産婦人科）

119．多嚢胞性卵巣症候群に対する腹腔鏡下手術後の妊娠率の検討

　　　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院　産婦人科　○前　喜代子，舟本　　寛，青山　航也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島　一雄，飴谷　由佳，佐竹紳一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　康夫，中野　　隆，舘野　政也

120．キマーゼ阻害薬の術後癒着防止効果

　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　医学部　薬理学　○岡本由記子，高井　真司，宮崎　瑞夫

121．当教室における腹腔鏡下子宮外妊娠手術の手術成績について

　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学　医学部　産婦人科　○塚田　和彦，廣田　　穰，吉田麻里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大原　　聡，黒木　　遵，大橋　由政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多田　　伸，宇田川康博

122．子宮筋腫核出術の予後について

　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　医学部　産婦人科　○佐藤　英子，浅井　光興，松下　　聡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新美　　眞，野口　昌良

123．精巣上体精子回収法および精巣組織採取法施行時の麻酔法についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　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，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，岩本　智子，鍬田　恵里
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

124，ART時代における閉塞性無精子症患者に対する精路再建術の意義

　　　　　　　京都大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学　○奥野　　博，西山　博之，中村英二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺井　章人，小川　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学　泌尿器科　　松田　公志

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松労災病院　泌尿器科　　小倉　啓司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野病院　　七里　泰正

第9会場

　　　　　　卵管・子宮（1）

〔演題125～128〕9：00～9：40　　座長　宮川　勇生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大分医科大学産婦人科）

125．c－AMPによる培養予宮内膜間質細胞からのkeratinocyte　growth　factor産生調節

　　　　　　　　　　　　　　　大分医科大学　産科婦人科　○奈須　家栄，楢原　久司，嶺　真一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦川憲一郎，宮川　勇生

126．卵管におけるSLPI（secretory　leukocyte　protease　inhibitor）発現の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　産婦人科　○太田　行信，下屋浩一郎，張　　　慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古山　将康，東　　千尋，村田　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　済生会中津病院　産婦人科　　森山　明宏

127．不妊因了が卵管上皮細胞の培養に与える影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○熊迫　陽f，公文　麻美，城戸　京子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　香里，大津　英子，長木　美幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　　　　　　　　　　（株）機能性ペプチド研究所　　阿部　宏之

128．ヒト子宮内膜におけるヘムオキシゲナーゼ（HO）の発現とその局在に関する検討

　　東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　生殖機能協関学　○吉木　尚之，久保田俊郎，麻生　武志

　　　　　　　卵管・子宮（2）

〔演題129～133〕9：40～10：30座長加藤紘
　　　　　　　　　　　　（山ロ大学医学部生殖・発達・感染医科学〉

129．低酸素状態における子宮内膜細胞死に対するcalpainの関与及び活性型calpainの分解基質の検索

　　　　　　　　　　名占屋市立大学　医学部　産科婦人科　○青山　和史，尾崎　康彦，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　寛和，生田　克夫，鈴森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市航城西病院　　青木　耕治

130．ヒト子宮内膜の剥脱における活性酸素とsuperoxide　dismutase（SOD）の役割

　　　　　　　山rI大学　医学部　生殖・発達・感染医科学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産科婦人科）　○原田　綾f－，杉野　法広，坂田
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山　尚子，滝口　修司，中村　康彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　紘

　　　　　　　　　　　　　厚生連長門総合病院　産婦人科　　樫田　史郎

131．ヒト子宮内膜に存在するmitogen　activated　protein　kinase（MAPキナーゼ）の月経周期に伴う動態

　　について

　　　　　　　　　　　島根医科大学　医学部　産科婦人科　○尾崎　智哉，高橋健太郎，金崎　春彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗岡　裕子，宮崎　康二

132．子宮内膜の分化に伴ってアセチル化されるコアヒストンの検討

　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産科婦人科　○酒井のぞみ，丸山　哲夫，清水　亜紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本百合恵，内田　　浩，吉村　泰典

133．マウス子宮内膜脱落膜化における癌原遺伝子産物Srcチロシンキナービの活性化

　　　　　　　　　　　　慶癒義塾大学　医学部　産婦人科　○清水　亜紀，丸山　哲夫，山本百合恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井のぞみ，内田　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（3）

　　　　　　　　　　　〔演題134～137〕10：30～11：10　　座長　井上　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大学大学院医学系研究科がん医科学専攻機能再生学）

134．GnRHアゴニスト製剤使用上の新たな工夫

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○伊東　宗毅，石原　　理，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　直樹，竹田　　省

135．予宮筋腫核出術後の子宮構1造変化について一MRIによる検討一

　　　　　　　　　　　島根医科大学　医学部　産科婦人科　○高橋健太郎，栗岡　裕子，尾崎　智哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金崎　春彦，宮崎　康二

136．エストロゲン依存性腫瘍に対する新たな薬物治療の試み

　　　　金沢大学大学院　医学系研究科・医学部　産婦人科　○村上　弘一，生水真紀夫，瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　浩司，井上　正樹

137．不妊症患者に対する子宮動脈塞栓術（UAE）の有用性について

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センター，

　　　　　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○島田　　薫，本田　育予，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉沢　滋明，奥山　輝明，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猿賀まち子，野口奈緒子，岡部　依子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　　香織，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　山近総合記念病院　外科　　佐藤　哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（4）

　　　　　　　　　　　〔演題1・38～1・41〕11：10～11：50　　座長　宮崎　康二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（島根医科大学医学部産婦人科）

138．卵管鏡下卵管形成術後の妊娠症例からみた，卵管不妊治療法の選択

　　　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院　産婦人科　○土屋　慎一



　56（250）

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　　末岡　　浩，谷垣　礼子，佐藤　健二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中林　　章，吉井　紀子，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小澤　伸晃，久慈　直昭，吉村　泰典

139．卵管留水腫がIVFの妊娠率，生産率に及ぼす影響一卵管留水腫摘出前後の成績の比較一

　　　　　　　　　　　　濁協医科大学　医学部　産婦人科　○中野　貴史，正岡　　薫，野口　崇夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　恵子，三ツ矢和弘，稲葉　憲之

140．経卵管采卵管鏡下卵管形成（TFFT）の治療成績に関する考察

　　　　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院　産婦人科　○春日美智チ，木村　陽子，村田　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小関みつほ，岸　　郁子，秋葉　靖雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小西　康博，中野眞佐男

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　　末岡　　浩，吉村　泰典

141．レボビストを用いた超爵波卵管疎通性の評価とその有用性

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センター，

　　　　　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○本田　育子，小林　善宗，倉沢　滋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　輝明，島田　　薫，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産・不育（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題142～145〕9：00～9：40　　座長　佐賀　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリナンナ医科大学産婦人科）

142．不育症に対する低分子ヘパリン＆低用量アスピリン療法について

　　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学　産科婦人科　○折坂　　誠，小辻　文和

143。夫リンパ球免疫療法による習慣流産妻T細胞receptor（TCR）clonalityの変化

　　　　聖マリナンナ医科大学　横浜市西部病院　産婦人科　○林　　和彦，与那嶺京子，苅谷　卓昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口　泰之

　　　　　　　　聖マリナンナ医科大学　医学部　産婦人科　　石塚　文平

144．習慣流産に対する免疫療法の再評価

　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産婦人科　○高桑　好一，三井　卓弥，菅谷　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲・

145。プロテインS異常に対してヘパリン療法を行い妊娠継続に成功した習慣流産の1例

　　　　　　　　　　　　　九州大学　医学部　産科婦人科　○小金丸泰了・，江上　りか，野崎　雅裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　仁雄
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　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産・不育（2）

　　　　　　　　　　　〔演題146～149〕9：40～10：20　座長　鈴森　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋市立大学医学部産婦人科）

146．反復流産患者において抑欝状態はさらに流産をひき起こす

　　　　　　　　　　　名古屋市立大学　医学部　産婦人科　○杉浦　真弓，飯沼　由朗，尾崎　康彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴森　　薫

147．夫妻の核型正常と言われていたが，流産組織染色体検査から相互転座に気付かれた習慣流産の2症

　　例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村クリニック　○田村　昭蔵

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　　小澤　伸晃，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島産婦人科医院　　中島　　洋

148．ART妊娠後と自然妊娠後の初期流産の染色体異常の比較

　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　臨床検査科　○高橋　　司，磯崎八重子

　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　産婦人科　　中堀　　隆，本田　徹郎，梅岡弘一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　小野レディースクリニック　　馬岡　　陽

149。自然流産症例における流産絨毛の染色体異常とその臨床背景について

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産婦人科　○伊田　昌功，堀内　　功，霞　　弘之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　先端研　発生・生殖　　澤井　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産・不育（3）

　　　　　　　　　　　〔演題150～153〕10：20～11：00　　座長　香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医科大学産婦人科）

150．凝固第XII因子遺伝子多型と不育症との関係

　　　　　　　　　　　名古屋市立大学　医学部　産婦人科　○飯沼　由朗，杉浦　真弓，牧野亜衣子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎　康彦，鈴森　　薫

151．習慣性流産症例における血漿Adrenomedullin値の検討一子宮動脈血管抵抗との関連一

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小西　秀樹，工藤　尚文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山市民病院　　浅桐　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林病院　　高田　雅代

152．双胎妊娠はその妊娠方法により臨床予後は変わるか？

　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産科婦人科　○鈴木　美奈，永田　裕子，小島　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅谷　　進，藤田　和之，倉林　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一・

153．子宮性不育症の手術療法についての考察

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産婦人科　○辻　　芳之，伊田　昌功，奥　　久人
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩一二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題154～158〕9：00～9：50　　座長　佐藤　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島県立医科大学医学部産婦人科）

154．Epigenetic　instability　in　ES　cells　leads　to　imprinted　gene　expression　defects　in　cloned　mice

　　　　　　　　　　福島県、k医科大学　医学部　産婦人科　○阿久津英憲，柳田　　薫，片寄　治男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　章

　　　　　　　ハワイ大学マノア校医学部生物発生学研究所　　柳町　隆造

155．体外受精・胚移植治療におけるL－arginine併用療法の効果の検討

　　　　　　　　　　名古屋市、k大学　医学部　産科婦人科　○佐藤　　剛，生田　克夫，占：山　和史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　寛和，鈴森　　薫

156．筋肉を介したアンドロゲンの骨塩量（BMD）に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　医学部　産婦人科　○宇都　博文，堂地　　勉，桑波田理樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山元志奈r－，沖　　利通，大石　友美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，吉満　伸幸，永田　行博

157．凍結胚盤胞より発育した3胚葉胚からのマウスES細胞の樹立

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡根　夏美，石渡千恵一r・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大　解剖　　石川　　博

　　　　　　　　　　　　　　　　日大　生物資源動物細胞　　佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　聖マリアンナ医大　東横病院　産婦人科　　木ロ　ー成

158．マウスES細胞の凍結保存法の研究

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡根　夏美，石渡千恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大　解剖　　石川　　博

　　　　　　　　　　　　　　　　日大　生物資源動物細胞　　佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　聖マリアンナ医大　東横病院　産婦人科　　木1］　一成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（2）

　　　　　　　　　　　〔演題159～163〕9：50～10：40　　座長　吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

159．「不妊患者支援のための看護ガイドラインー一不妊の検査と治療のプロセスー」の作成

　　　　　　　　　　聖路加看護大学　看護学部　看護学科　○森　　明r－，有森　直子

　　　　　　　　　　　高知女チ大学　看護学部　看護学科　　岸田　佐智

　　　　　　　　　三重県立看護大学　看護学部　看護学科　　村本　淳r

　　　　　　　　東京医科歯科大学　医学部　保健衛生学科　　清水　清美
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　　　　　　　　都立保健科学大学　保健科学部　看護学科　　長岡由紀子

　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院　　浅見万rp，　r一

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部附属病院　　福井トシ子，高崎由佳里

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウィメンズクリニック　　福田貴美予

160．不妊看護の臨床看護実践能力レベルー当センターに勤務する看護者の調査から一

　　杏林大学医学部付属病院　総合周産期母子医療センター　○平野　真理，篠崎るり子，高崎由佳理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　淳子，砥石　和子，福井トシ子

161．インフォームドコンセントに焦点をおいた生殖医療のためのクリニカル・パス活用の実際～患者の

　　納得と円滑な不妊外来診療を行うために～

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○中村　　静，福皿貴美　’r－，東島　利紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

162．採卵時の麻酔法と管理についての実態調査

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○照井　克生，田谷　順壬，石原　　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　　木下　勝之

163．生殖医療領域おける電子カルテの導人とデータベース機能の応用

　　　　　　　　　　　　　　　婦人科詠田由美クリニック　○詠田　山美，池h　芳美，守田　道由

　　　　　　　　　その他（3）

〔演題164～168〕10：40～11：30　　座長　苛原　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大学医学部産科婦人科）

164．本邦における多嚢胞性卵巣症候群患者の耐糖能についての検討

　　　　　　　　　　　島根医科大学　医学部　産科婦人科　○栗岡　裕子，高橋健太郎，尾111奇　智哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大西　雄一，宮崎　康’1

165．トルコ鞍上部胚芽腫治療後の下垂体機能不全のためhMG－hCG治療により双胎妊娠を獲得しえた一一

　　例
　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　医学部　産婦人科　○北島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤

166．副作用軽減を目的としたゴナドトロピン療法の投与方法の検討

　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産科婦人科　Oi浦

義盛，遠藤

　保，　1111埼

　巧，千田

隆一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清川麻知子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井川　　洋，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，苛原

167．周産期医療との関連からみた不妊症治療　耐糖能異常を中心に一

　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎医科大学　産婦人科　○肥後　貴史，鮫島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山内　憲之，岡田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池ノL　克

168．遠赤外線治療にて妊娠に至った10不妊症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アモルクリニック　○児島　孝久

俊明，

清大，

　学，

尚子，田中　　優，

　　　ヒ村　浩一，

　　　斉藤誠一郎，

稔，

藤井　美穂

逸見　博文

長澤　邦彦

尾形　理江

桑原　　章

松崎　利也

青野　敏博

　浩，三部　正人

俊則，米田由香里



　60（254）

　　　　　　　　　　　　　　第2日　11月9日（金）　午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（10）

　　　　　　　　　　　　〔演題169～173〕9：00～9：50　座長　津端　捷夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔駿河台日本大学病院産婦人科）

169．IVF周期におけるpoor　responderに対する排卵誘発法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　杉ll1レディスクリニック　○杉山　カー，内海　靖子，白井安砂了

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根本和美，家永聡

　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学　産科婦人科　　臼田　三郎，金城　　洋，杉山　里英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅露　有子，中田　敏英，福嶺　紀隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　良知，井坂　恵一，高山　雅臣

170．L－long　GnRH－a法による卵巣刺激キャンセル例及びGnRH－a延長例の検討（前周期排卵未確認症例に

　　おいて）

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山レディスクリニック　○内海　靖子，杉山　カー，金城　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家永　　聡，白井安砂子，根本　和美

　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学　産科婦人科　　臼田　r郎，高山　雅臣

171．LHRH－aのshort法とlong法の比較における卵胞刺激開始日のestradiolおよびLH値と妊娠成績

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

172．ARTにGnRH－antagonistを用いた10症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産婦人科　○堤　ゆかり，山野　修司，森出　直子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檜尾　健二，中川　浩次，青野　敏博

173．bromocriptine－rebounnd（BR）法におけるIVF妊娠率改善の機序

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　　謙，矢崎　智子，田中　逸人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院　　小野寺潤子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北里サプライ　　井L　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（11）

　　　　　　　　　　　〔演題174～178〕9：50～10：40　　座長　平川　　舜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大学医学部第1産婦人科）

174．非刺激周期未熟卵体外受精におけるHCG投与の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○西垣　明実，河田　　淳，西原　卓志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朴木　和美，熊谷明希子，當仲　正丈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　雅友，岩本　英煕，lll岡　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作，森本　義晴
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61（255）

　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学　産科婦人科　　神崎　秀陽

175．ヒト未成熟卵の体外成熟・顕微授精が有用と考えられた顕微授精一胚移植の反復失敗例の1例

　　　　　　　　　　　　　　　三重大　医学部　産婦人科　○箕浦　博之，川戸　浩明，出中　慶介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　直美，豊田　長康

　　　　　　　　　　鈴鹿回生総合病院　生殖医療センター　　磯部　哲也

176．当院における未熟卵子体外培養の成績

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○拝郷　浩佑，福永　憲隆，千葉せつよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平知沙子，中條友紀子，京野　廣一・

177．前核期における胚評価法の検討1

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○伊藤嘉奈子，雀部　　豊，間崎　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，西村　崇代，祖母井　英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，安部　裕司，久保　春海

178．前核期における胚評価法2一移植日が臨床成績に及ぼす影響一

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○渋井　幸裕，雀部　　豊，伊藤嘉奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間崎　和夫，西村　崇代，祖母井　英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，安部　裕司，久保　春海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（12）

　　　　　　　　　　　　〔演題179～183〕9：00～9：50　　座長　田中　忠夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京慈恵会医科大学産婦人科）

179．卵胞発育におけるIGF－1およびIGFBP－3の関与についての検討一GHを併用した体外受精の排卵誘

　　発において一

　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産科婦人科　○菅谷　　進，永田　裕子，小島　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　美奈，藤田　和之，倉林　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一・

180．GnRHa／hMG／hCG刺激周期における黄体賦活療法の検討一hCG投与は有効か？一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大　産婦人科　○遠藤　尚江，廣嶋　牧子，舞床　和洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大浦　訓章，許山　浩司，田中　忠夫

　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大青戸病院　産婦人科　　秋山　芳晃

181．クロミフェンーHMG周期におけるGnRHaによるLHサージ誘発後採卵の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○寺元　章吉，小林　　保，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修

182．卵巣刺激方法による妊娠成績：hMG投与前の経口避妊薬効果の検討

　　　　　　　　　　　　　　　レディースクリニック京野　○大平知沙子，京野　廣一，福永　憲隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉せつよ，中條友紀子，拝郷　浩佑

183．Estrogen－reboundとGnRH－aを併用した新しい卵巣刺激法一Poor－Responderへの応用　第2報一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田産婦人科　○横田　佳昌，横田　英巳，横田美賀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅野目和広



62（256）
●

　　　　　　　　ART（13）

〔演題1　84～1　88〕9：50～10：40　　座長　佐藤　和雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本大学総合医学研究所）

184．体外受精由来ヒト胚の1胚培養における至適培養液量の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○菊池　理仁，小嶋　飛鳥，内山　一・男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋出奈央子，桑山　正成，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，寺元　章吉，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　　豊北　美穂，道倉　康仁

185．surfactant添加培地のヒト胚の体外発生能に及ぼす効果

　　　　　　　　　　　　　　日本大学　医学部　産婦人科　○長田　尚夫，津端　捷夫，山本　樹生

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　　桑山　正成，内山　一男，畑　　景子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

186。Sequential　media（Gi．z／GL，．z　vs．　Cleavage　medium／Blastocyst　medium）およびSingle　mediaにおけ

　　る臨床成績の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中威づみ，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，馬渡　善文，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，岩本　智一f’，長野亜紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳［tt

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　楠比呂志

187．体外共培養に川いられる各種feeder　cellの検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○岩本　丁？　r－，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，長野亜紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

188．ヒト体外受精卵の長期培養における共培養の有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○竹本　佳世，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，岩本　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野亜紀子，鍬田　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（14）

　　　　　　　　　　　　〔演題189～193〕9：00～9：50　　座長　宇津宮隆史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セントルカ産婦人科）

189．夫リンパ球免疫療法後の胚移植で妊娠成立したIVF反復不成功症例

　　　　　　　　　　　　　トヨタ記念病院　不妊センター　○森脇　崇之，早川　美奈，日比　博子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ記念病院　産婦人科　　小口　秀紀，田村　圭浩，岸上　靖幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　正樹，三輪　忠人

190．除核ドナー卵子へのGV移植による老化卵子の発生能改善効果（ウシモデル試験結果）

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○桑山　正成，水野　仁二，寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

191．FISH法を用いた再凍結胚の分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○大津　英子，公文　麻美，平井　香里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊迫　陽子，長木　美幸，宇津宮隆史

192．核移植産子の安全性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○水野　仁二，桑山　正成，寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

193．卵管水腫合併不妊例における水腫吸引術後胚盤胞移植の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○奥野　　隆，寺元　章吉，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山ド　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART（15）

　　　　　　　　　　　〔演題194～198〕9：50～10：40　　座長　佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本大学生物資源科学部）

194．IVF－ET周期における血中レプチン値の検討

　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　産科婦人科　○アユスタワティ，柴原　浩章，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種市　明代，平野　由紀，鈴木　達也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　寛行，高見澤　聡，大口　昭英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出居　貞義，佐藤　郁夫

195．胚の発生速度による品質評価法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○内山　一男，桑山　正成，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，寺元　章吉，加藤　　修

196．再凍結胚融解胚移植の有効性について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○朴木　和美，大垣　　彩，福田　博恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川田　浩子，熊谷明希子，當仲　正丈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　雅友，西垣　明実，西原　卓志



64（258）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩本　英煕，中岡　義晴，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

197．Zona－free　blastocyst　transferの臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　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，岩本　智子，長野亜紀r一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

198．異個体間GV期核移植由来の再構築卵子の受精及び発生能

　　　　　　　　　ll本大学　生物資源科学部　動物細胞学　○小林　　護，佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題199～202〕9：00～9：40　　座長　守殿　貞夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科）

199．MRIを用いた精索静脈瘤の治療効果判定とf後P測因∫の検討

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学　泌尿器科　○郡　　仁哲，納谷　佳男，落合　　厚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内　明宏，藤戸　　章，E木　恒治

　　　　　　　　　　　　　京都府、Z医科大学　放射線医学　　伊藤　博敏，西村　恒彦

200．造精機能障害におけるclonidine負荷試験の有川性とGrowth　Hormone（GH）の役割

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

201．精索静脈瘤手術前後の精液所見変化と妊娠との関係（全運動精子数を指標として）

　　　　　　　　　　富lll医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○明石　拓也，太田昌一郎，布施　秀樹

202．乏精子症患者におけるY染色体微小欠失の検討

　　　　　　　　　　　　　　千葉大学　医学部　泌尿器科　○市川　智彦，清水　亮行，今本　　敬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎多佳子，鈴木　啓悦，伊藤　晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　旭中央病院　泌尿器科　　鈴木　規之，中津　裕臣，村上　信乃

　　　　　　　　　　　　　　　高橋ウイメンズクリニック　　高橋　敬一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（3）

　　　　　　　　　　　　〔演題203～207〕9：40～10：30　　座長　石塚　文平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

203．未培養羊水細胞間期核FISH法の分析結果に及ぼす羊水中の血球混入の影響

　　　　　　住金バイオサイエンス株式会社　染色体検査課　○柿本　篤志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村クリニック　　田村　昭蔵

204．ソノヒステログラフィーによる不妊症例に対する無症候性の隆起性子宮内腔病変の診断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　産婦人科　○馬渕　誠士，竹村　昌彦，下屋浩・郎
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原　正浩，武田　　卓，池淵　佳秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂田　正博，東　　千尋，田坂　慶一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立成人病センター　　木村　　正

205．不妊症における甲状腺検査

　　　　　　　　　　　　岩手医科大学　医学部　産婦人科　○東梅　久子，吉崎　　陽，利部　輝雄

206．着床前遺伝子診断のためのSpindle　ViewTNiを用いた効率的な生検割球選択方法の検討（マウスモデ

　　ル試験）

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青山　直樹，青野　文仁，青木麻紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑山　正成，寺元　章吉，加藤　　修

207．不妊診療における2つの卵管疎通性検査hysterosalping（）－contrast　sonography（HyCoSy）とsono－

　　hysterosalpingography（sono－HSG）の比較・検討

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　医学部　産婦人科　○斉藤寿一郎，藤脇伸一郎，堀越　裕史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷内　麻子，代田　琢彦，斎藤　　要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林　　靖，石塚　文平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生殖免疫（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題208～213〕9：00～10：00　　座長　牧野　恒久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大学医学部母子生育学系産婦人科）

208．早発卵巣不全（POF）患者の血中に存在する抗透明帯抗体検出法の開発

　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　産科婦人科　○高見澤　聡，柴原　浩章，佐藤　郁夫

　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所　　長谷川昭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央クリニック　　本山　光博

　　　　　　　　公立学校共済組合近畿中央病院　産婦人科　　繁皿　　実

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　　香山　浩二

209．不育症における第12因子欠乏症の検討

　　　　　　　東海大学　医学部　母子生育学系　産婦人科　○杉　　俊隆，岩崎　克彦，牧野　恒久

210．抗アネキシンV抗体lgGおよびlgA陽性患者の生殖維持破綻

　　　　　　　東海大学　医学部　母子生育学系　産婦人科　○新井　　正，松林　秀彦，近藤　朱音

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一郎，鈴木　隆弘，牧野　恒久

211．精子不動化抗体の受精阻害機序の解明一精子膜流動性の検討一

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産婦人科　○中川　浩次，山野　修司，堤　ゆかり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森出　直子，檜尾　健二，鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

212．イムノビーズテストは抗精子抗体のスクリーニングに有用か？

　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産科婦人科　○滝川　稚也，山本　哲史，前川　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　正晴，青野　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　高松市民病院　産婦人科　　黒部　　来



　66（260）

　　　　　　　　　　　　　　　国立善通寺病院　産婦人科　　森　　英俊

213．POFにおける自己免疫性機序の関与とその病態

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○地主　真理，武内　裕之，木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生殖免疫（2）

　　　　　　　　　　　〔演題214～218〕10：00～10：50　　座長　水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大学医学部産婦人科）

214．ヒト子宮頸部腺細胞を用いたイムノグロブリン結合因子の発現および活性化調節機構の解明

　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産科婦人科　○山本　哲史，滝川　稚也，吉川　修司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川　正彦，鎌田　正晴，青野　敏博

215．黄体中期子宮内膜におけるNK細胞サブポピュレーションとKIRs，　NKT細胞，　yδT細胞との関連性

　　についての検討

　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　産科婦人科　○福井　淳史，藤井　俊策

216．多嚢胞性卵巣（PCO）とHLA抗原系との関連性に関する研究一PCR－RFLP法による遺伝子解析一

　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産婦人科　〇三井　卓弥，高桑　好一，菅谷　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹山病院　　田村　正毅

217．子宮内膜症患者の腹水及び血清中におけるIL－18の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産婦人科　○奥　　久人，堀　　理照，辻　　芳之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

218．子宮内膜／頚管組織存在下での末梢血リンパ球サブセットに対する精漿のin　vitro作用

　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　産科婦人科　○藤井　俊策，福井　淳史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　統計（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題219～222〕9：00～9：40　　座長　石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大学医学部産婦人科）

219．当科におけるcontrolled　ovarian　hyperstimulationとその限界

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○斉藤　正博，石原　　理，伊東　宗毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末永　昭彦，林　　直樹，清水　香子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田谷　順子，山田　祐士，竹田　　省

220．不妊症・不育症における子宮内膜異常症例の長期予後に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産婦人科　○倉林　　工，加勢　宏明，永田　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　由美，松下　　宏，鈴木　美奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡　哲郎，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高桑　好一，田中　憲一一

221．当科におけるPCOS合併不妊症に対する腹腔鏡下卵巣表面焼灼術の成績

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○林　　直樹，伊東　宗毅，末永　昭彦
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，山田　祐士，石原　　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

222．超音波検査にて子宮内膜異常所見を有する不妊患者の子宮鏡所見と妊娠予後との関係

　　　　　　　　　　　　　　昭和大学　医学部　産婦人科　○岩崎　信爾，小田　　力，藤間　芳郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根岸　桃子，田原　隆三，岡井　　崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　統計（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題223～226〕9：40～10：20　座長　岩本　晃明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医科大学泌尿器科）

223．機能性不妊に対する過排卵刺激療法時の妊娠成立に関与する因子の検討

　　　　　　　　　　群馬大学　医学部　周産母子センター　○安藤　一一道

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

224．過去6年間の男性不妊症の臨床統計

　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　泌尿器科　○江口　二朗，野俣浩一郎，金武　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　広瀬クリニック　泌尿器科　　広瀬　　建

225，日本人若年男性の生殖機能調査一精液所見の季節変動について一

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○野澤資亜利，岩本　晃明，矢島　通孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野孝夫，馬場克幸，松F知彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山川　克典，西田　智保，吉池　美紀

226．当科における機能性不妊についての検討

　　横浜市立大学　医学部附属市民総合医療センター　婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○神田　義明，石川　雅彦，石山　朋美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村瀬真理子，榊原　秀也，池田万里郎

　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学　医学部附属病院　　平原　史樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内視鏡（1）

　　　　　　　　　　　　〔演題227～231〕9：00～9：50　座長　倉智　博久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形大学医学部産婦人科）

227．不妊症における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田赤十字病院　○竹内　茂人

　　　　　　　　　　　　　鈴鹿回生総合病院不妊センター　　磯部　哲也，田窪伸…郎

　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産科婦人科　　野田　直美，箕浦　博之，豊田　長康

228．電子内視鏡技術を応用した子宮鏡の使用経験

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　医学部　産婦人科　○中江　光博，沖　　利通，桑波田理樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都　博文，大石　友美，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂地　　勉，永田　行博
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229．当院における卵管鏡下卵管形成術の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　山形大学　医学部　産婦人科　○高橋　俊文，堤　　誠司，戸屋真由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E浦　明香，森　亜紀子，吉田　雅人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　英和，倉智　博久

230．当科における不妊症患者に対するTCR施行例の検討

　　　　　　　　　　　　　田附興風会北野病院　産婦人科　○高畠　桂子，竹田　英香，曽根　　知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　謙二，矢野　樹理

231．腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊娠成航に対する成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野産婦人科　○矢野　浩史，矢野知恵壬，占谷　公一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内視鏡（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題232～237〕9：50～10：50　座長　岡村　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熊本大学医学部産科婦人科）

232．反復卵管妊娠に対して腹腔鏡下保存手術を選択する意義はあるか？

　　　　　　　　　　　　　　東海大学　医学部　産婦人科　○鈴木　隆弘，和泉俊一一郎，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井面　昭文，村野　孝代，貴家　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渥美　治世，牧野　恒久

233．不妊症例に対する外来経膣腹腔鏡（transvaginal　hydrolaparoscopy）の有用性

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○桜井　明弘，佐藤　雄一，中野　義宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武内　裕之，木下　勝之

234．多嚢胞性卵巣症候群に対するHolmium　Yag　laserによるovarian　drillingの治療成績

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科　○浅田　弘法，清水　亜紀，丸山　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩，久慈　直昭，小澤　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院　　岸　　郁f，秋葉　靖雄，中野眞佐男

235．卵巣腫瘍を合併したRokitansky－KUster－Hauser症候群の1例

　　　　　　　　　　　　　熊本大学　医学部　産科婦人科　○小野田　親，田中　信幸，鄭　　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新田　　愼，岡村　　均

236．クラミジア感染治療後不妊症例における腹腔鏡下卵管鏡所見の検討

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センター，

　　　　　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○小林　善宗，本田　育子，倉沢　滋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　輝明，島田　　薫，井上　正人

237．FTカテーテルによる卵管形成術後の再癒着症例についての検討

　　　　　　　　　　　　　近畿大学　医学部　産科婦人科　○向林　　学，辻　　　勲，星合　　昊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第8会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（5）

　　　　　　　　　　　　〔演題238～241〕9：00～9：40　座長　今井　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学大学院農学研究科）

238．運動精子と精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）との関連性に対する検討（第3報）：男

　　子不妊症患者における精液中活性酸素の妊孕性に対する影響と妊娠予後調査

　　　　　　　　　　　　横浜市立大学　医学部　泌尿器科　○湯村　　寧，斎藤　和男，小川　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和彦，菅野ひとみ，鈴木康太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂坂　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　横浜赤一卜字病院　泌尿器科　　岩崎　　晧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広川クリニック広川信

239．体外受精におけるヒト胚発生と精子核クロマチン構造の関係

　　　　　　　　　福島県立医科大学　医学部　産科婦人科　○片寄　治男，呉竹　昭治，菅沼　良太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳田　　薫，佐藤　　章

240．両側萎縮精巣且つFSH　20mlU／ml以上症例に対するTESE－ICSIの成績

　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　医学部　泌尿器科　○日比　初紀，瀧　　知弘，lll田　芳彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本多　靖明，深津　英捷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野病院　泌尿器科　　山本　雅憲

　　　　　　　　　　　　ナカジマクリニック不妊センター　　浅田　義正

241．精子運動率の経時的変化がIVF－ETの治療成績に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産科婦人科　○宮村　泰豪，蓮尾　敦子，北島　道夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤下　　晃，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（6）

　　　　　　　　　　　〔演題242～245〕9：40～10：20　座長　深谷　孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知医科大学産婦人科）

242．ヒト卵胞液・腹水中に存在するRANTESの精子運動性に及ぼす影響

　　　　　　　　　　鈴鹿回生総合病院　生殖医療センター　○磯部　哲也

　　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産婦人科　　箕浦　博之，田中　慶介，野田　直美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　長康

243．酸化ストレスによる精子運動能障害に対するメラトニンの効果

　　　　　　　　　　　高知医科大学　医学部　産科婦人科　○木元　正和，森岡　信之，松岡　志保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泉谷　知明，深谷　孝夫

244．男子不妊症患者の精子運動性と精液中活性酸素に対するリコペンの効果

　　　　　　　　　　　　　　　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　　湯村　　寧，斎藤　和男，菅野ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦，佐藤　和彦，穂坂　正彦
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245．ヒト精子の運動能に対するクロラムフェニコールの影響

　　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学　産科婦人科　○山中　智哉，平田　修司，正田　朋子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内旧　雄三，藤江　道子，永井聖一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　薫子，小川　恵吾，笠井　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（7）

　　　　　　　　　　　〔演題246～249〕10：20～11：00　　座長　佐藤　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大学大学院農学研究科）

246．ブタ精液中のRLPが精子受精能と先体反応に及ぼす影響

　　　　　東北大学大学院　農学研究科　動物生殖科学分野　○佐々田比呂志，佐藤　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学　農学部　　高坂　哲也

247．20世紀後半期（1970～2000）における若年健康日本人男性の精液所見に関する統計分析

　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学　医学部　産婦人科　○末岡　　浩，谷垣　礼子，佐藤　健二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中林　　章，吉井　紀子，久慈　直昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　立川共済病院　産婦人科　　大澤　淑了

　　　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院　産婦人科　　岩田　壮吉

248．この10年間で精液所見はわるくなっているか？

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　産婦人科　○杉山　智子，安達　知子，岩井　千恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　理水，清水　聖子，杉崎　亜矢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　理恵，高松　　潔，太田　博明

249．腹水中精子回収試験における精子側因了の分析

　　　　　　　　　国際医療福祉大学　臨床医学センター，

　　　　　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○野口奈緒子，渡邉　英明，猿賀まち予

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，宮　　香織，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，倉沢　滋明，奥山　輝明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵・胚（4）

　　　　　　　　　　　〔演題250～255〕9：00～10：00　　座長　田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田大学医学部産婦人科）

250．サイトカラシンB処置したマウス胚盤胞のハッチングと収縮運動

　　　　　　　　　　　　　新潟人学　農学部　家畜生産学　○新村　末雄

251．マウス卵子凍結保存に及ぼすフリーラジカルの影響

　　　　　　　　　　　　旭川医科大学　医学部　産婦人科　○田熊　直之，千石　一一雄，和田　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　睦男
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252．Hatching障害と加齢の関係一一ヒト体外受精卵における検討一

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　医学部　産婦人科　○桑波田理樹，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，宇都　博文，大石　友美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂地　　勉，永田　行博

253．マウス着床前期胚におけるsurvivinのapoptosis抑制効果についての検討

　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　産科婦人科　○河村　和弘，佐藤　直樹，福田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷川　秀郎，田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　秋出医療技術短期大学　　児k　英也

254．マウス卵のimpedance（IMP）値と受精・胚発育能との関連

　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　○星合　敏久，神野　正雄，酒井　　謙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢崎　智一チ，田中　逸人，菅原　新博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利，中村　幸雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北里サプライ　　井ヒ　　保

255．胞胚培養のための培養液改良の試み一Blastocystへの発生に及ぼすアミノ酸の効果一

　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　○富山　僚子，佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　　　　　H水製薬（株）診断薬研究部　　水口　昌宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性機能

　　　　　　　　　　　〔演題256～256〕10：00～11：00　座長　遠藤　　克

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本大学生物資源科学部）

256．肥満婦人の月経異常には肥満よりも体脂肪分布異常が関与する

　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学　医学部　産婦人科　○大石　友美，桑波田理樹，沖　　利通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll崎　英樹

257．不妊患者におけるNRAMPI（Natural　Resistance－Associated　Macrophage　Protein　1）遺伝子とChla－

　　mydia　Trachomatis感染との関連について

　　　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院　産婦人科　○田村　博史，石松　正也，高崎　彰久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

　　　　　　　　　　　　　　　山口大学　遺伝子実験施設　　岸　　文雄

258．当院で経験した子宮・膣欠損症

　　　　　　　　　　　　　　　太田西ノ内病院　産婦人科　○田村みどり

259．メンフェゴール塗布コンドームは殺精子力を持つ

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　泌尿器科　○押尾　　茂，芦沢　好夫，足立　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友政　　宏，梅田　　隆

260．透明帯ZPA合成ペプチドによる抗体産生とイヌの発情抑制効果

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　○堀　　理照，香lll浩二

　　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　　長谷川昭子

　　　　　　　　　　　　　　　　ダイコクドーメディカル　　浜本　昇一一，鴻上　英晴

261．Pure　gonadal　dysgenesisの1例

　　　　　　　　　　　　　近畿大学　医学部　産科婦人科　○辻　　　勲，向林　　学，星合　　昊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（2）

　　　　　　　　　　　　〔演題262～266〕9：00～9：50　座長　寺川　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大学医学部産婦人科）

262．副作用の軽減を目的としたGn－RH　agonistの新しい投与法の開発

　　　　　　　　　　　　　御茶ノ水・浜田病院産婦人科○合阪幸三，小畑清・郎

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　産婦人科　　森　　宏之

　　　　　　　　　　　　　帝京大学　市原病院　産婦人科　　大岡　史ヂ，貝原　　学

　　　　　　　　　　　　　　　T一葉・山王病院　産婦人科　　渡邉　剛也

263．GnRHアゴニストとダナゾールの子宮内膜アロマターゼ発現抑制機序の違い

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学　産婦人科　○石原　広章，北脇　　城，門　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠木　　泉，小柴　寿人，塚本　克美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本庄　英雄

264．r宮内膜症局所及び子宮内膜におけるcyclooxygenase－2の局在

　　　　　　　　　　　　　　日本大学　医学部　産婦人科　○千島　史尚，早川　　智，山本　樹生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田クリニック　　平田　善康

265．チ宮内膜症の進展におけるHGF役割

　　　　　　　　　　　　　鳥取大学　医学部　産科婦人科　○永野裕美子，坂本　靖r，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井亜希子，大畠　順恵，谷口　文紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　壮一，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

266．子宮内膜症のアロマターゼ発現とアロマターゼ阻害剤の治療剤としての可能性

　　　　金沢大学大学院　医学系研究科・医学部　産婦人科　○可西　直之，瀬川　智也，村E　弘・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生水真紀夫，井11　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（3）

　　　　　　　　　　　〔演題267～271〕9：50～10：40　　座長　水谷　栄彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋大学医学部産科婦人科）

267．∫宮内膜症モデルラット脾細胞移入によるNK細胞活性の抑制

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　産婦人科　○太田　博孝，田中　秀則，田中　俊誠

268．腺筋症が体外受精胚移植法による妊娠に及ぼす影響に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　産婦人科　○佐藤　敏治，清水　　靖，福田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　和弘，本田　陽子，柿沢由紀代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医療技術短期大学部　　児玉　英也

269．内膜症婦人腹腔内マクロファージの活性化に関する検討一特に細胞表面機能関連分r一の発現につい
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　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学　産科婦人科　○泉谷　知明，山本　寄人，楠目　智章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　長正，森岡　信之，深谷　孝夫

270．子宮内膜症患者腹腔内単核球の60kd　human　heat　shock　proteinに対する反応性の検討

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○野田　隆弘，寺田　幸弘，村ヒ　　節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八重樫伸夫，岡村　州博

271．了宮内膜症症例のIVF－ET治療成績に関する検討

　　　　　　　　　　　　名占屋大学　医学部　産科婦人科　○野村　昌男，久野　恵子，斉藤　調子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝股　克成，塚原慎一郎，安藤　寿夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正橋　鉄夫，水谷　栄彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（4）

　　　　　　　　　　　　〔演題272～276〕9：00～9：50　座長　並木　幹夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大学医学部泌尿器科）

272．精索静脈瘤において超音波検査でみられた精巣微小石灰化像の程度について

　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第・泌尿器科○小林秀行，永尾光一，須山太助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　貴正，川上　稔史，中島　耕一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中居敏明，野澤英雄，栗田稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　啓，三浦　一陽，石井　延久

　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第二泌尿器科　　澤村　良勝

273．停留精巣患者からみた男壬不妊症の検討

　　　　　　　　　　　名tlf屋ili立大学　医学部　泌尿器科　○池内　隆人，佐々木昌一・，小島　祥敬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅本　幸裕，窪田　泰江，神谷　浩行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田貫　浩之，山本　洋人，郡　健二郎

274．DBYはAZFa領域の主精子形成責任遺伝子のひとつである

　　　　　　　　　　　　　　金沢大学　医学部　泌尿器科　○鈴木ひろみ，高　　栄哲，並木　幹夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

275．内分泌撹乱物質ビスフェノールAのヒト精子運動能への影響

　　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産婦人科　○池田　千秋，藤原　敏博，生月　弓子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井なぎさ，藤本　晃久，大須賀　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　　哲，武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CREST堤　治
276．Andorogen　recepter遺伝子上exon　lの3塩基リピート分析と男性不妊との関連性に関する検討

　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　○中林　　章，末岡　　浩，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松田　紀子，谷垣　礼子，佐藤　健一二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小澤　伸晃，久慈　直昭，占村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人和市立病院　　一ヒ屋慎一
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φ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（5）

　　　　　　　　　　　　〔演題277～280〕9：50～10：30　　座長　久保　春海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大学医学部第一産婦人科）

277．IVFを受ける夫の精液検査結果での心理と現状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○宿利　佳子，原井　淳子，斉高　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史

278．減胎手術の経験が患者夫婦に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○實崎　美奈，清原あゆみ，指山実千代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

279．挙児希望の夫婦の一選択肢としての養子縁組一環の会の夫婦面接を受けた育て親希望の96組の夫

　　婦についての報告一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東労災病院　○星野　寛美

　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　環の会　　横田　和子

280．最近3年間の多胎妊娠発生に関する全国調査成績

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　医学部　産婦人科　○田中　　優，尾形　理江，三浦　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清川麻知子，上村　浩…，桑原　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井川　　洋，斉藤誠一・郎，安井　敏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野　敏博
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特別講演

脳死出産におもう

，

杏林大学名誉教授

竹　内　一　夫

φ

■

▼
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　医学的には一世紀以上前から知られていた脳死状態であるが，1967年の最初の心臓移植以来医学界のみ

ならず一般社会からも広く注目されるようになった．そして医学の進歩の落し子とも思われるこの状態

は，人類に少なからぬ倫理的・社会的・法律的課題を与えることになった．稀な事例ではあるが脳死出産

も取り上げねばならない課題の一つである。

脳死出産の実態

　1982年のD皿on　et　al．の報告以来今日までに，欧米諸国およびわが国であわせて14例の脳死出産成功例

が知られている．妊婦の年齢は18から36歳まで，平均22歳脳死の原因になった脳障害としては脳血管

障害が最も多く，64％を占め，他は外傷，炎症性疾患，腫瘍などである．脳死の判定にはHarvard基準が

使われている事例が多く，主として神経症状や電気生理学的検査のような侵襲の少ない検査が採用されて

いる．したがって果たして全症例で無呼吸テストなどを加えて厳密な脳死判定が行われたかどうかは詳ら

かではない．脳死判定時の妊娠週数は14から27週におよび，平均21週．生命維持期間は1～107日で，

記載の明らかな11例の平均は56日．そして出産時の週数は26～32週で，記載の明らかな11例の平均は

29週．11例の出産方法はすべて帝王切開．新生児の体重は930～2000グラムで，記載のある10例の平均

は1443グラム．出産後の成長は概して良好のようである．また出産後の脳死女性からの臓器提供事例もあ

る．なお生命維持期間にみられた妊婦の合併症には尿崩症，低血圧，体温変動，下垂体機能不全，肺炎，

菌血症，敗血症等が主である．

遷延性植物状態，心停IL後の出産

　植物状態の妊婦の出産に関する報告も散見される．　一方，心停IL後の帝切による出産も古くから報告さ

れ，早期（4分以内）であれば成功率が高く，なかには20分以上の例もある．これらの臨床経験は脳死や

脳死出産の倫理や法律問題を考えるうえで参考になる．

集中治療・生命維持療法の進歩

　脳死の概念が導入された当時は，脳死状態を長期にわたって維持することは困難と考えられていた，し

かし集中治療・介護の進歩によって，心停止までの期間を遷延させることが可能な場合があり，“chronic

brain　death”の語さえ出現した．しかし脳死に対する考え方にはかなり個人差があり，脳死状態の長期に

わたる強力な生命維持療法や脳死妊婦の出産遂行をめぐっては，医学界のみならず広く学際的な論議がな

お必要であろう．

o
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招請講演1

1）Stimulation　Protocols　for　IVF：GnRH　Agonists　vs．　Antagonists

‘

Suheil　J．　Muasher，　MD．，F．　A．C．0．G．

Professor，　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Eastern　Virginia　Medicai　School，　USA

Medical　Director

The　Jones　lnstitute　For　Reproductive　Medicine

Northern　Virginia／DC　Center，　USA

も

　　The　aim　of　controlled　ovarian　hyperstimulation　for　IVF　is　tlle　recruitment　of　Inultlple　mature　fertiliz－

able　oocytes　for　the　purpose　ofσptimizing　success　rates　per　stimulated　cycle．　There　is　no　single　stimula－

tion　protocol　that　will　be　ideal　for　all　patients．　Recognizing　that　infertllity　patients　compromise　multiple

variables　such　as　age，　ovarian　reserve，　etiology　of　infertility，　and　past　response　to　stimulated　cycles，

stimulation　protocols　sllould　be　individualized　and　take　account　of　those　different　variables．　The　ideal　pro－

tocol　should　be　simple　to　follow，　both　for　patients　alld　health　care　professionals，　and　cost　effective　in　terms

of　optimizing　follicular　recruitment　alld　minimizing　cancellation　rates、　Since　the　initial　birth　of　Louise

Brown　in　1978，　using　the　unstimulated　cycle，　we　have　witnessed　the　evolution　of　medications　from　uri－

nary　gonadotropills　in　the　70is　and　801s　to　recombinant　products　in　tlle　90，s，　and　from　GnRH－agonists　ill

the　80’s　and　｛　O’s　to　the　introduction　of　GnRH－antagonists　in　the　late　90，s　and　in　the　new　miilennium．

●

　　The　main　advantages　of　GnRH－agonists　in　IVF　include　the　prevention　of　an　LH－surge　prior　to　retrieval，

increase　in　the　yield　of　mature　oocytes　and　thus　improving　on　the　chances　of　freezing　excess　embryos，

and　the　fact　that　these　products　have　been　used　in　stimulation　protocols　for　approximately　l5　years　add－

ing　to　the　physicians’　comfort　and　experience　in　their　use．　However，　GnRH－agonists　present　multiple　dis－

advantages　that　include　an　initial　flare　effect　that　may　last　from　one　to　three　weeks　often　resulting　in

ovarian　cysts　in　patients　with　good　ovarian　reserve，　side－effects　due　to　estrogen　deprivation，　increase　in

the　cost　of　treatment　due　to　higher　number　of　ampules　of　gonadotropins　and　days　of　stimulation，　and　in－

crease　in　the　incidence　of　severe　ovarian　hyperstimulation　syndrome．　GnRH－antagonists　offer　the　theo－

retical　advantages　of　bypassing　all　tlle　GnRH－agonists’disadvantages．　The　potential　disadvantage　of　the

antagonists　is　that　they　are　relatively　new　on　the　market　and　there　usually　is　a　learning　curve　before

physicians　become　comfortable　in　their　use．

ワ

　　Two　GllRH－antagonists　are　available　in　tlle　US　and　European　markets．　Ganirellx　acetate（Organon）is

available　as　a　single　daily　subcutaneous　injection（0．25　mg）for　the　prevention（）f　LH　surge　in　the　late　fol－

licular　phase．　Large　multicenter　studies　have　been　conducted　ill　Europe　as　well　as　North　America　com－

paring　the　efflcacy　and　safety　of　the　product　versus　GllRH－agonists　in　women　with　g（）od　ovarian　reserve

undergoing　IVF．　Those　studies　demonstrated　that　the　product　is　effective，　safe，　and　weU　tolerated．　When

compared　with　the　agonists，　Ganirelix　therapy　had　a　shorter　duration　of　stimulation　and　fewer　ampules　of

鴨

●



77（271）
，

夢

gonadotropins　although　the　number　of　mature　oocytes　and　clinical　pregnancy　rates　were　slightly　lower．

Cetrorelix　acetate（Serono）is　available　as　a　single　3　mg　dose　regimen（preventing　an　LH　surge　for　up　to

9．　6　hours）or　a　daily　O．25　mg　dose　that　can　be　given　over　5　to　7　days．　The　single　daily　dose　can　be　used　also

to　supplement　the　longer　acting　single　regimen．　Multiple　large　multicenter　studies　have　been　conducted

in　Europe　comparing　this　product　with　agonists．　Similar　results　were　obtained　as　with　Ganirelix　acetate．

The　incidence　of　severe　ovarian　hyperstimulation　syndrome　seems　to　be　lower　with　antagonists　than

with　agonists　although　this　awaits　longer　experience．

　　There　are　still　multiple　unanswered　questions　regarding　the　use　of　GnRH－antagonists：

1．

2．

3．

4．

5．

6．

Will　the　experience　be　the　same　for　low　responders　as　well　as　high　responders？

Is　pre－treatment　with　oral　contraceptives　desirable　in　antagonist　cycles？

Is　the　addition　of　LH　desirable　when　using　antagonists　due　to　the　extreme　suppression　of　endoge－

nous　LH？

What　are　the　criteria　for　hCG　administration　and　are　they　the　same　as　with　agonists？

What　is　the　best　regimen　for　Luteal　support？

Will　pregnancy　rates　improve　with　experience　and　how　will　the　cumulative　pregnancy　rate（fresh

and　frozen　embryos）compare　with　agonists？

’
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招請講演2

2）Gene　Discovery　in　Human　Endometrium

　　　　　　APeek　into　the　Window　of　Implantation
彫

Linda　C．　Giudice，　Ph．　D．，M．D．

　　　　　　　　　Professor　and　Associate　Chair　of　Research

　　　　　　　　　Department　of　Gynecology　and　Obstetrics

　　　　　　　　　Stanford　University，　USA

　　The　endometrium　is　a　dynamic　tissue　which　developed　on　a　monthly　basis　in　response　to　circulating

ovarian　steroids　that　prepare　it　for　pregnancy．　Implantation　involves　complex　interactions　between　the

implanting　embryo　and　the　primed　maternal　endometrium．　The　endometrium　is　receptive　to　embryonic

implantation　during　a　defined“window”that　is　telnporally　and　spatially　restricted．　Traditional　approaches

to　investigate　molecules　believed　to　be　importallt　in　tlle　process　of　implantation　have　focused　on　a“one　by

one” approacl1．　In　the　wake｛〕f　the　genomic　era，　high－density　oligonucleotide　nlicroarray　analysis　now　pro・

vides　an　opportunity　to　screen　large　numbers　of　genes　in　tissues，　cells，　and　a　variety　of　experimental　sys－

tems．　This　technology，　with　bioillformatics　analysis，　is　now　developing　illto　a　common　research　tool．　Ap－

plication　of　this　research　tool　to　tlle　human　endometrium　from　our　laboratory　has　been　useful　to　investi－

gate　potential　markers　of　uterinc　receptivity　during　the　window　of　implantation　ln　human　endometrium．

In　a　study　of　sixteen　patients’endometrium　sampled　within　tlle　window　of　implalltatlon（cycle　day　LH＋

7～10）and　ill　the　late　proliferative　pllase，　tissues　were　processed　for　poiy　A＋RNA　and　subsequent　proc－

essillg　for　hybridization　on　Affymetrix　HU95A　microarrays．　Data　analysis，　statistical　analysis，　and　bioin－

formatics　approaches　were　used　subsequently．　Of　tlle　l2，626　genes，790　were　up－regulated　with　greater

than　3－fold　change，　and　680　were　down－regulated　witll　a　less　tllan．3fold　change．　Genes　up－regulated　in

the　window　of　implantatioll　include，　but　were　not　limited　to，　endometrial　epithelial　secret（）ry　proteins，

stromal　progesterone－related　proteins，　cell　adhesion　molecules，　gastrointestinal　tract　secretory　proteins，

ion　and　water　transport　proteins，　proteases／inhibitors，　vasoactive　substances，　immune　modulators　and

receptors，　cytokines　and　growth　factors，　neuromodulators　and　neuroreceptors，　cell　surface　glycoproteins

and　receptors，　junctional　complexes，　proteosome　components，　structural　and　cytoskeleton　proteins，　tran－

scription　factors　and　members　of　specific　signal　transduction　pathways，　and　cell　cycle　regulators　and

apoptosis　inhibitors。　Also，　up－regulation　of　novel　families，　including　members　of　the　Wnt　family　members，

was　also　observed．　Finally，186　ESTs　were　found　to　be　up－regulated　greater　than　3－fold．

衡
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騨

　Tllis　approach　appears　promis1ng　to　define　markers　of　uterine　receptivity　for　screelling　for　implantation－related

infertility　and　also　for　targeted　drug　development　for　implantation－related　infertility，　as　well　as　for　co煎raception．

［NIH　WRHR　Award　HDOI249（LCK）alld　NIII　SCCPRR　HD31398（LCG，　BL，　RT，　KO）］．
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招請講演3

e

3）The　Current　Status　of　Assisted　Reproductive

　　　　Technology（ART）in　Taiwan

磯

黄　　　國　恩

　　　　長庚大学婦産科教授，高雄，中華民国（台湾）

　　　　Visiting　Professor，　Department　of　Obstetrics　and

　　　　Gynecology，　University　of　Rochester

●
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　　There　are　currently　sixty－seven（67）ART　clinics　in　Taiwan（total　population：23　m皿ion）．Most　of　these

clinics　are　located　in　major　cities，　such　as　Taipei，　Taichung，　Tainan，　and　Kaohsiung．　The　clinics　are　re－

quired　to　register　with　the　Department　of　Health（DOH，　the　healthcare　authority　in　Taiwan）．This　way，

the　locations　and　the　physicians　who　perform　ART　are　qualifiTed　by　DOH，　with　the　assistance　of　Taiwan

Reproductive　Medicine　Association．

　　The　regulations　to　govern　ART　have　been　sent　to　the　government　legislature　for　review．　However，

these　have　yet　to　become　a　law．　There　are　several　rules　that　establish　limitations　for　the　use　of　ART．　A

few　examples：ART　can　only　be　used　on　a　married　couple；the　age　of　the　husband　and　wife　must　be

younger　than　60　and　50　years，　respectively；if　a　donor　gamete　is　used，　only　one　live　birth　is　allowed　per

donor．　There　are　also　rules　banning　certain　modalities　of　ART，　and　for　regulating　the　handling　of　frozen

gametes　or　embryos．

　　The　most　commonly　used　ART　are　IVF，　ICSI　and　FER（Frozen　Embryos　Replacement）．GIFT　and

ZIFT　are　rarely　perfbrmed　any　more．　Almost　50％of　IVF　cycles　use　blastocyst　transfer　with　an　encour－

aging　rate　of　success．　Of　the　67　ART　centers　27　had　less　than　50　cycles　of　treatment　over　the　past　year，

21had　50～99　cycles；8had　lOO～199　cycles；10　had　200～499　cycles　and　l　had　more　than　500　cycles．

　　In　1998，　the　national　registration　in　Taiwan　showed　that　a　total　of　4，134　cycles　were　initiated　for　IVF

treatment：3，681　cycles（89．0％）proceeded　to　oocyte　aspiration，3，488　cycles（84．3％）to　embryo　trans－

fer，1，299　cycles　（31．4％）　led　to　clinical　pregnancy，　and　970　（23．5％）　resulted　in　deliveries．　Of　these　dehv－

eries，536（55．3％）were　singletons，380（39．2％）were　twins，　and　54（5．6％）were　triplets　or　higher　or－

der　deliveries．　ICSI　was　performed　in　2，103　cycles：1，992　cycles（94．7％）reached　embryo　transfer，670

（31．9％）became　clinical　pregnancies，　and　501（23．8％）resulted　in　deliveries．　Of　these，299（59．7％）were

singletons，179（35．7％）were　twins，　and　23（4．6％）were　triplets　or　higher　order　deliveries．　FER　was　done

in　264　thawings　of　embryo　obtained　after　IVF，　resulting　in　64（24．2％）clinical　pregnancies；and　was　done

in　24　embryo　thawings　obtained　after　ICSI，　leading　to　5（20．8％）clinical　pregnancies．　Forty－four（440r

15．3％）deliveries　were　achieved　by　FER，　including　32（72．7％）singletons　and　12（27．3％）twin　deliver－

ies．

　　The　perfbrmance　of　ART　at　the　Kaohsiung　Medical　Center　of　Chang　Gung　Memorial　Hospital　will　be

presented．

孕
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教育講演1

1）勃起障害の新しい治療法

東邦大学第一泌尿器科教授

石　井　延　久

　1はじめに：勃起が陰茎海綿体のNOの放出により起こることが報告され，勃起のメカニズムも分子

レベルまで明らかにされている．それに伴い，陰茎海綿体注射や新しい経口薬などが開発され，勃起障害

（Erectile　Dysfunction：ED）の保存治療が可能になっている．特にクエン酸シルデナフィル（バイアグラ

TN）の発売はEDの診療を大きく変えようとしている．今回はバイアグラ発売後のEDの診療と今後の展

望を紹介したい．

　2　勃起障害の頻度：わが国のEDの疫学調査は年令に比例して中等度，高度の勃起障害の頻度が高く

なることを明らかにした．一一方，わが国に潜在するED患者は最大940万人と試算されている．従来，こ

れらの潜在患者は大部分が医師を受診することを諦めていた。バイアグラの発売はこれらの患者を表在化

し，泌尿器科以外の医師が性のトラブルの相談を受ける機会が増加すると予想される．

　2勃起障害の診断：EDの程度は問診によるが，国際勃起スコアー5（lnternational　lndex　of　Erectile

Function－5：IIEF－5）を使用すると勃起の客観的評価が口∫能になる．一方，機能性と器質性EDの鑑別は早

朝勃起やマスターベーション時の勃起の有無やEDの発症を明らかにすれば容易に診断ができる．　また，

高血圧，糖尿病などの生活習慣病は勃起障害に密接な関連があり，投薬されている薬剤を含めて詳しく問

診する必要がある．そこで，バイアグラの禁忌事項（特にニトログリセリンなどのNO供給薬の服用）が

ないことを確認できればバイアグラを処方する（バイアグラテスト）．その結果，バイアグラの無効な症例

は勃起機能検査を行い，神経やi血L管系の検査を行う．勃起機能検査は通常RigiScanTNが使用されている．

この装置がなければ郵便切手を陰茎に巻き付けて夜間睡眠時に起こる勃起（nocturnal　Penile　Tumes－

cence：NPT）を診断するスタンプテストが便利である．

　3　治療：このようにEDの治療はバイアグラにより泌尿器科医でなくても容易にできるようになっ

た．そのため，EDの治療はバイアグラ無効例の治療法をどうするかが泌尿器科領域で問題になっている．

現在，わが国のバイアグラ無効例の第一選択肢は陰圧式勃起補助具である．陰圧式勃起補助具には現在3

種類の器具が厚生省の承認を得ている．これは器具の扱い方になれればどのような原因のEDにも適応が

ある．しかし，この方法は疹痛などの不愉快な症状があり，操作も困難な症例もみられる．今後は器具の

操作が容易で，疹痛を少なくする工夫が必要である．

　一方，欧米ではプロスタグランジンE、（PGE、）の陰茎海綿体自己注射がおこなわれている．この方法は

わが国で開発されているが，わが国の医師法では陰茎海綿体の自己注射は許可されていないため殆ど普及

していない．そのため，現在PGE、の受容体のサブタイプを明らかにし，そのアゴニストによる新しい治療

法の基礎研究が行われている．

　これらのすべての保存治療が無効な症例はシリコン製の陰茎プロステーシスの移植手術が検討される．

しかし，この手術は陰茎海綿体を損傷することから今後開発される新しい薬物治療は不可能になることも

予想される．手術の適応は慎重な対応が望まれる．

　4　ED治療の展望：今後のED治療は更に安全な陰茎海綿体に作用する血管作動薬の開発が十分期待

できる．一一方，中枢の勃起への作用機序が明らかにされ，最近性欲低下など中枢性障害による薬剤もヨー

ロッパで発売されている．このように今後のEDの治療は新しく開発される経ll薬が中心になると考えて

いる．また，EDの予防は高血圧や糖尿病など生活習慣病が深く関連することから動脈硬化のコントロール

が重要な課題になる．これらの分野の研究はEDの予防に一つの方向をもつことから，更に発展すること

を期待したい．
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教育講演2

2）卵巣に発現誘導される分化関連物質とその生理的意義

¢

京都大学大学院医学研究科婦人科産科講師

藤　原　　　浩

タ

●

　卵巣の主要な機能として，エストロゲンの供給，受精可能な卵の供給，さらに胚の子宮内膜への着床維

持作用を有するプロゲステロンの供給などが挙げられ，卵巣は生殖細胞の維持器官としてのみならず内分

泌器官として女性の生殖現象に重要な役割を果たしている．エストロゲンの供給および卵の維持には卵胞

の発育調節機構が，また減数分裂を再開した卵の腹腔内排出とそれに続くプロゲステロンの産生には排卵

および黄体形成・維持の調節機構が深く関与しており，その機構の解明は生殖学における大きなテーマと

して位置付けられている．

　卵巣機能の主役となる卵胞および黄体は他の内分泌器官では観察されない様々な特徴を備えている．ま

ず卵胞では，特に性周期ごとに選択された卵胞においてその構成細胞である穎粒膜・黄膜細胞が相互作用

のもと増殖・分化し卵胞全体の容積を増大させていく点が挙げられるが，その一方で大多数の卵胞は卵胞

発育を停止し閉鎖卵胞へと陥る．また排卵時には卵胞壁が一部融解開放されて卵を含む内容液が腹腔内へ

排出され，その後速やかに破裂部は修復される．さらに排卵後に形成される黄体は血管新生を伴う新しい

内分泌器官として再構築され，妊娠が成立した場合は妊娠黄体へと移行し活動を高めるが，妊娠しなかっ

た場合にはその機能を急速に失い最終的に黄体の細胞成分は消失する．これらの卵胞および黄体で観察さ

れるダイナミックな変化は細胞の増殖，分化，移動，死および細胞間の相互作用を伴っており，その制御

を担う様々な調節機構の存在が示唆される．

　このような特徴を有する穎粒膜・黄膜細胞および黄体細胞を分析するには，その分化経路や分化段階に

沿って発現が変化する物質（分化関連分子）に着目し，その分子機能情報をもとに調節機構を解析する方

法が有効と考えられる．卵巣細胞の分化関連分子の分類は現在定まったものはないが，インヒビンなどの

ホルモンやステロイドホルモン合成酵素またはLDL受容体などのホルモン産生関連物質，　FSH，　LHおよ

びステロイドホルモンなどに反応するホルモン受容体，IGF－1などの成長因子やその受容体，　VEGFなど

の血管新生・誘導因子，またインテグリンなどの細胞接着関連物質やLFA－3などの免疫系関連物質，さら

には膜結合型ペプチダーゼやアプトーシス関連物質などが挙げられる．

　本講演では穎粒膜・黄膜細胞および黄体細胞に発現変化するいくつかの分化関連分子について，特にヒ

ト卵胞発育，排卵および黄体形成・維持に伴う発現を整理し，それらの分子の関与が推定される各調節機

構について概説したい．
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3）精子の受精能について

や

山梨医科大学産婦人科助教授

平　田　修　司

　哺乳類の精子は，精巣における分化の最終段階に至っても卵子に侵入する能力を有していない．精巣内

で最終的に分化した精子は，精巣上体における成熟（epididymal　maturation）によって潜在的な受精能を

有するようになり，つづいて，女性生殖路内における受精能獲得（capacitation）によって顕在受精能を獲

得し，最終的に卵子に受精する能力を得る．

　Epididymal　maturationでは，精子細胞膜の変化や細胞内情報伝達系の変化が生じ，ほとんど運動性のな

い精巣内の未熟精子が活発に運動するようになる．また，この過程で同時に精子の核が「成熟」する．す

なわち，精子の形成の最終段階において，精子の核タンパクはヒストンからプロタミンに置換されるが，

epididymal　maturationの過程でプロタミン分子間にdisulfide結合が形成され，精子核は強固に凝縮し安

定したものとなる．本講演では，この精子核の成熟についての最近の知見を概説する．

　精巣上体でのepididymal　maturationを経た精子は，　capacitationによってはじめてその受精能を顕在化

させる，Capacitationは，精子が女性生殖路内を進行する際に精子に生ずる一連の変化の総称であり，そ

の結果，精子は卵子透明帯への接着の準備を完了すると同時に，透明帯の通過および卵細胞との融合に必

要なhyperactivationならびに先体反応（acrosome　reaction）を起こすことが可能となる．このcapacita－

tionの過程で，精子のすべての構成成分（頭部と尾部の細胞膜，細胞質ならびに細胞骨格）の変化，すな

わち，精巣ヒ体液や精漿を起源とする諸因子の除去ないしは再分布，ならびに細胞膜の脂質やタンパクの

再構築が生ずる．また同時に，細胞内イオン濃度の変化，活性酸素の産生，細胞内情報伝達様式の変化，

および，ミトコンドリアの機能の変化などが生ずることが明らかにされている．このcapacitationの分子

機構の詳細については，現在なお未解明な点が少なくない．卵胞液はcapacitationの促進因子であるが，

卵胞液に含まれるプロゲステロンが精子に直接作用してcapacitationを促進することが明らかにされて

いる．プロゲステロンは，一般的には標的細胞の遺伝子発現を変化させることによってその効果を発揮す

るホルモンであるが，精子に対するプロゲステロンの作用は，遺伝子発現の変化を介さないものであり

「non－genomic　action」と呼ばれる．本講i演では，このプロゲステロンのcapacitation促進の作用機構を中

心に，capacitationの分子機構についての最新の知見を総説する．
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4）卵成熟と着床におけるプロラクチンの生理学的意義

り

杏林大学医学部産婦人科助教授

神　野　正　雄

o

　PRLはほぼすべての脊椎動物に存在し，成長，代謝，授乳，生殖，水・電解質バランス，免疫，行動，

皮膚機能にわたる300以上もの生理作用をもつ．PRLは，下垂体のみならず，乳腺，子宮内膜／脱落膜，免

疫細胞，脳皮膚など全身の組織で産生・分泌され，PRL　receptor（r）もほぼ全身で発現し，　endo／para

／autocrine機序で作用する．ラットで下垂体切除は血中PRL値を約15％値まで下げるが，下垂体外産生

の代償で約50％値まで回復する．しかし抗PRL抗体を同時投与するとPRL値は更に低下し，全ラットが

死亡する．PRLは生体に必須なため，下垂体と局所の産生が安全機構となっている．　PRLはhematopoie－

tic／cytokine　family（class　I）に属し，　GH，　erythropoietin，　cytokineと類似構造，共通シグナル伝達機構

をもつ．このようにPRLは単に乳汁分泌の下垂体ホルモンではなく，細胞の増殖や機能に必須の増殖因子

／cytokineの一種で，下垂体と局所の二重機構で作用を補償し合っている．不妊治療は近年飛躍的に進歩し

たが，卵成熟と着床は依然その成否を決定する重要課題である．そこで本講演では，卵成熟と着床におけ

るPRLの意義を，前述の観点から体外受精臨床成績と基礎研究成果を分析して考察する．

　卵胞発育は，gonadotropin（Gn）による主たるendocrine制御と，　steroid，　PRL，増殖因子，　cytokine，

inhibin／actibinなどによるendo／para／autocrine制御とが，複雑に調和して達成される．そこで小生はGn

投与中のPRL値を軽度増加させる卵巣刺激法bromocriptine－rebound（BR）法を考案した．　BR法はlong

（L）法でhMG投与前にbromocriptineを約1カ月投与する方法である．初回体外受精ではL法を，非妊

娠例の反復体外受精ではBR法かL法を用いて検討した．発育卵胞数，血清E，，値，受精卵数，胚数，良好

形態胚数は，BR法で有意に増加し，結局，妊娠率と出生率はL法の約1．7倍に増加した．第一極体放出率

には差がなく，卵細胞質成熟／膜成熟の促進が機序と推定した．血清PRL値と卵胞穎粒膜細胞のPRLr

mRNA量の解析から，BR法は，まずbromocriptine投与中の低PRL状態でPRLr以降の反応性を改善し，

さらにbromocriptine中止のrebound現象でGn投与中の血清PRL値を一ヒ昇し，これらの結果，卵成熟を

改善すると推定した．

　BR法の卵成熟改善効果を除いて着床への影響を検討すべく，2個以上の良好形態胚を胚移植した周期

のみを抽出し検討した．着床率は，L法初回群52％，　L法反復群27％，　BR法群42％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．　BR法での血清PRL値は，　hMG－hCG投与中L法より有意に高

く，その後も着床期まで高い傾向が維持された．BR法では，採卵前の血清E、値と，着床期の血清proges－

terone（P）値が，ともに高い傾向を認めた．自然周期黄体期後期の子宮内腔液PRL値は，　L法妊娠例で

は高く，BR法妊娠例では中間で，両法で妊娠しない例では低かった．マウス胞胚のspreadingはPRL

添加で有意に促進された．以上の結果より，BR法は卵胞発育の促進と黄体期PRL値の上昇により黄体機

能を改善し，子宮着床能を向上すると考える．近年，PRLrノックアウトマウスで著明な卵胞発育障害と子

宮着床能の廃絶が生じ，P投与で子宮着床能が回復することが報告された．子宮内膜PRL産生の主刺激因

子はPであるため，BR法はP増加により子宮内膜PRL産生をも増加し，黄体期血清PRL値増加との相乗

効果により子宮内膜組織内と子宮内腔のPRLを増加する、増加したPRLは，直接的に，さらに子宮内膜

組織の着床関連増殖因子／cytokineを介して間接的に，胚に作用し着床を促進すると考える．

　PRLは卵巣，子宮内膜，胚の機能をendo／para／autocrine制御し，卵成熟と着床の必須因子と考える．

椰



　　　シンポジウム1

　「着床現象を司る役者たち」

　　　シンポジウム2

「卵巣機能と局所生理活性物質」
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シンポジウム1「着床現象を司る役者たち」

1）着床過程における子宮内膜の分化に関与する蛋白修飾とシグナル伝達

6
慶態義塾大学医学部産婦人科助手

丸　山　哲　夫

1

辱

轡

●

　近年，細胞内情報伝達機構の解明は急速に進んでおり，phosphorylation－dephosphorylation（リン酸化・

脱リン酸化），reduction－oxidation（redox；酸化還元），　acetylation－deacetylation（アセチル化・脱アセチ

ル化）などの蛋白分子の修飾とこれを利用したシグナル伝達経路が，個々の細胞・臓器特異的な機能発現

に重要な役割を担っていることが明らかになってきた．この中で，チロシン残基のリン酸化は，細胞の増

殖や分化に関わる細胞内シグナル伝達の重要な担い手であることが知られている．一一方，細胞核内ヌクレ

オソーム構造の構成分子群であるコアヒストンのアセチル化修飾により，細胞の増殖・分化や機能が制御

されることも明らかになってきた．本研究では，着床・妊娠維持に必須とされる子宮内膜の分化（特に脱

落膜化）において，特異的に活性化されると考えられるシグナル伝達経路についての手がかりを得るため

に，チロシンリン酸化とコアヒストンのアセチル化に着目した．

　まずチロシンリン酸化については，試験管内脱落膜化モデルにおいて，いくつかの蛋白のリン酸化状態

が変化すると同時に，src　familyチロシンキナーゼのひとつであるc－Src自身の脱リン酸化とキナーゼ活

性の上昇を認めた．c－Srcは，　C末端近傍チロシン残基が脱リン酸化することによりキナーゼ活性が上昇す

ることが知られている．この活性化型c－Srcを認識するモノクローナル抗体clone　28を用いたウエスタン

ブロットおよび子宮内膜・脱落膜の免疫組織染色により，脱落膜化に伴って活性化型c－Srcの発現のh昇

が認められた．

　一方，ヒストンアセチル化については，脱アセチル化酵素阻害剤であるtrichostatin　A（TSA）を用いて

試験管内脱落膜化への影響を検討したところ，TSAは，10～500　ng／mlの範囲で性ステロイドによる脱落

膜マー・カーinsulin－like　growth　factor－binding　protein　1（IGFBP－1）のmRNA発現を増強するだけでなく，

比較的高濃度では単独でも，形態変化とIGFBP－1および別の脱落膜マーカーであるprolactinのmRNA

発現を伴う脱落膜様変化を24～48時間で誘導し得た．一方，腺細胞ではいずれの処理によってもIGFBP－

1の発現および形態変化を認めなかった．

　このように，チロシンリン酸化やヒストンアセチル化といった蛋白修飾の関与したシグナル伝達経路

が，子宮内膜の分化やその機能発現において重要である可能性が示唆された．本研究で得られた知見が，

新たな生殖生理学のパラダイムの構築のみならず，これらの蛋白ならびに修飾様式をターゲットとした新

しい創薬に寄与する可能性を期待したい．

｝
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シンポジウム1「着床現象を司る役者たち」

2）着床期子宮内膜における活性酸素とその消去系

山口大学医学部生殖・発達・感染医科学講師

杉　野　法　広

∂

　活性酸素ならびにその消去酵素superoxide　dismutase（SOD）は，生理活性物質として細胞の機能調節

に重要な役割を果たしている．我々は，ヒト子宮内膜の機能調節，特に妊娠成立に伴う子宮内膜の機能変

化につき検討を続けているが，今回はそれらに対する活性酸素とSODの関与につき報告する．

　SODにはその細胞内局在から，細胞質に存在するCu，　Zn－SODとミトコンドリアのMn－SODがある．

免疫組織学的検討では，子宮内膜腺h皮のCu，　Zn－SODとMn－SODは共に月経周期を通じて有意の変動を

示さなかった．　一方，間質では分泌期中期以後の脱落膜変化をおこした子宮内膜問質細胞（ESC）におい

て両者のSODの発現が増加し，　estrogen（E）とprogesterone（P）を黄体期中期から7～10日間投与し

た症例（E＋P投与例）や妊娠初期の脱落膜細胞では更に発現が増加した．

　子宮内膜の過酸化脂質濃度は，月経前に増加したが，E＋P投与例や妊娠例では低値であった．　ESCを分

離しEとPでin　vitroで培養すると，脱落膜化の指標であるIGFBP－1発現の増加と共にCu，　Zn－SODと

Mn－SODが増加したが，その後EとPを培養系から除去するとCu，　Zn－SODは低下した．過酸化脂質の生

理的役割についてprostaglandin　Fza（PGF）産生との関係を検討したところ，過酸化脂質はin　vitroでESC

のPGF産生能を促進させた．

　ところで，着床から妊娠成立に向けての子宮内膜は，cytokine　richな環境となる．　cytokineは活性酸素

産生を介し細胞障害性を示すことが知られているが，興味深いことにTNFaなどのcytokineに抵抗性を

持つ細胞ではcytokineによる刺激を受けるとMn－SODが増加する．そこで，　in　vitroでESCをTNF、で刺

激したところ，TNF。はprotein　kinase　Cを介しMn－SODを増加させた．また，脱落膜化ESCは，非脱落

膜化ESCに比し，より低濃度のTNF、zによりMn・SOD産生が増加した．

　以上の成績より，分泌期後期に子宮内膜で増加する活性酸素は，局所のPGF産生を充進させて子宮内膜

消縮などを惹起するが，着床から妊娠成立に向けてESCが脱落膜化するとSODが増加し，この活性酸素

の作用を抑制して妊娠成立に貢献するものと考えられた．また，着床から妊娠成立に向けて，子宮内膜は

cytokine　richな環境となるが，　ESCはMn－SOD発現を増加させることによってcytokineによる酸化障害

を防ぐ機構を備えていることが推察された．

専

，

■

岳



87（281）

■

シンポジウム1「着床現象を司る役者たち」

3）着床期に誘導される子宮内膜一胚の相互作用

　　関連物質の分子生物学的解析

京都大学医学部婦人科産科助手

巽　　　啓　司

●

　不妊症の原因として着床不全の病態がクローズアップされているが，着床期の子宮内膜における分子機

構については多くが未知であり，またヒトの着床期子宮内膜を用いた研究は倫理的に困難である．そこで，

マウスの着床期子宮内膜に特異的に発現する遺伝子をcDNAサブトラクション法を用いて同定すること

により，着床現象に関わる分子機構を解明する端緒としたいと考えた．なかでも，子宮内膜と胚の相互作

用に着目し，胚の存在することで子宮内膜に発現が誘導されたり，発現が変化する物質を同定しその解析

を行うことを目的とした．マウスでは，胚は4日目に子宮に入り着床する．そこで，着床早期の妊娠5

日目子宮と，内分泌環境が近似しているとされる偽妊娠5日目の子宮との問でcDNAサブトラクション

法を行った．次に，子宮内膜が著明な脱落膜化を起こした妊娠6日目と偽妊娠6日目の子宮との間で行っ

た．この2回のcDNAサブトラクション法により同定された遺伝子に対して，　Northern　blotting法により

発現の変化や，性ステロイドホルモンの影響などを調べ，in　situ　hybridization法にてその局在を検討した．

その結果，1）calcium　binding　protein　D－9kはプロゲステロンによって着床期のマウス子宮内膜上皮細胞に

誘導される遺伝子であり，着床の成立によって腺上皮細胞での発現が早期に消失することが判明し，胚か

らのシグナルを受けて着床部位のカルシウム濃度を制御している可能性があると考えられた．2）血球系細

胞の表面マーカーとして知られているLy－6A／Eが，非妊娠マウスでは子宮内膜上皮細胞に発現している

が，妊娠3日目までに消失し，その後着床胚周囲の子宮内膜間質細胞に発現が誘導されることが観察され

た．3）tryptophan　2，3－dioxygenaseはtryptophanの濃度調節に関わる酵素であるが，着床胚周囲の子宮

内膜間質細胞に発現が誘導されることが明らかとなった．その他に着床胚周囲の子宮内膜間質細胞に発現

が誘導される遺伝子として，4）amyloride　binding　protein，5）argininosuccinate　synthetase，6）bone

morphogenetic　protein－2，7）ribonucleotide　reductase　M2　subunitを同定している．cDNAサブトラクショ

ン法により，これまで着床期での発現が報告されていない，いくつかの遺伝子を同定することができた．

また子宮内膜上皮，間質細胞ともに，胚の存在下で遺伝子発現が変化することが確認された．さらに，こ

れらの遺伝子のうちヒトホモログが明らかになっているものについては，ヒト月経周期子宮内膜や妊娠子

宮脱落膜細胞における発現についても検討した．
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4）血L管作動性生理活性物質と着床

東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科生殖機能協関学助教授

久保田　俊　郎

尊

　着床は，発育・分化した胞胚と着床準備状態が整った子宮内膜が適正にからみ合ってはじめて成立す

る．そのためには，progesteroneを中心とした内分泌調節に加え，多くの生理活性物質が関与し合う調節

機構が適切に作動することが重要となる．本講演ではその中で血管作動性生理活性物質に注目し，gas状

物質で血管拡張作用を示す一酸化窒素（NO）と一酸化炭素（CO）が，着床期の子宮内環境，特に着床期

のヒト子宮内膜・脱落膜・絨毛の機能発現に及ぼす影響について検討した．なお実験に使用したヒト組織

検体は，全て同意のもとに採取されている．

1）NO／NO合成酵素（NOS）と着床

①NO／Nos系と黄体期子宮内環境：ヒト黄体期子宮内膜では，誘導型（i）Nos蛋白は上皮に局在し間質

での発現はみられないことが，免疫組織学的に証明された．分子生物学的検討では，子宮内膜間質細胞で

のiNos発現はわずかで，特定のサイトカイン（IL－1β＋IFN－y）の強い刺激でのみiNosが誘導された．一・

方血管内皮型（e）NOSは，分泌期子宮内膜組織内での種々の血管の内皮に高頻度に発現していた．②NO

／NOS系と着床期子宮内環境：ヒト子宮内膜におけるiNOS　mRNAの発現レベルは，着床後の脱落膜化に

より上昇することがNorthern　blot解析で確認され，着床期脱落膜には多量のNOが存在すると考えられ

た．妊娠初期脱落膜では非妊娠時の子宮内膜と異なり，iNos蛋白が上皮だけでなく問質にも発現すること

が，免疫組織学的に確認された．またヒト妊娠初期絨毛では，syncytiotrophoblastとcytotrophoblastに

iNOS蛋白の強い染色性を認め，またヒト初期絨毛から分離したextravillous　trophoblast（EVT）において

も，iNOSとeNOSの発現がflow　cytometry法により証明された．このiNOSの生物活性については，妊

娠初期絨毛のアポトーシスに関与する所見が得られた．

2）CO／heme　oxygenase（HO）と着床

①HOと黄体期子宮内環境：COは生体内でそのほとんどがHOにより生成され，　HOはhemeを分解して

COとbiliverdinと鉄を産生する．正常周期ヒト子宮内膜において，　HOのisoformであるHO－1・HO－2

のmRNAおよび蛋白の発現が分子生物学的に証明された．　HO－1蛋nの発現は月経周期により差はなく，

一方HO－2蛋白は増殖期よりも分泌期に発現が上昇した．HO－1蛋白は子宮内膜上皮細胞とマクロファージ

に発現し，HO－2蛋白は了・宮内膜間質内の血管内皮と平滑筋に発現していた．②HOと着床期子宮内環境：

妊娠初期ヒト絨毛において，HO－1とHO－2のmRNA発現がRT－PCRにより，その蛋白の発現がWestern

blot法により確認された．　HO－1蛋白はtrophoblastに局在し，　HO－2蛋白は血管内皮および平滑筋に発現し

ていた．ヒトEVTでも，HO－1・HO－2の発現がRT－PCRやflow　cytometry法にて証明された．　HO阻害剤

が，培養EVTの細胞増殖能や浸潤能を有意に抑制することより，CO／HO系がEVTの種々の機能を局所

的に調節していると考えられた．

以上の結果より，血管作動性生理活性物質であるNO／NOS系とCO／HO系はヒト子宮内膜・脱落膜・絨

毛に発現しており，この2つの系は他の生理活性物質と有機的に影響し合いながら，着床期の子宮内組織

における機能発現に寄与し，着床現象の一部を司っていると考えられる．

，

8

射
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5）着床におけるインテグリンの生理学的意義

‘

杏林大学医学部産婦人科講獅

塩　川　滋　達

Ψ

◎

堪

［目的］着床とは，胞胚が子宮内膜上皮と接着後，間質に侵入し子宮壁との間に器質的な結合が成立した状

態をいう．着床過程は，トロホブラストの子宮内膜ヒ皮細胞への接着と移動である．トロボブラストの子

宮内膜への侵入には，細胞外マトリックス（ECM）やその受容体であるインテグリンが，中心的役割を果

たすと考えられている．インテグリンは接着因子としてECMに結合するが，細胞内部からのシグナルに

よってその結合が調節される（inside－out　signal）．その代表的シグナル伝達分子に低分子量G蛋白質Rho

がある．ECMが細胞表面のインテグリンに結合すると一群の細胞内情報伝達系が活性化される（outside－

in　signal）．その代表的シグナル分子にfocal　adhesion　kinase（FAK）がある．本講演では，子宮内膜にお

けるβ1インテグリンおよびβ1インテグリンを介するシグナル分子であるRhoおよびFAKの発現とそ

の生理的意義に関して我々が得た知見を提示する．［方法］1）ヒト増殖期，分泌期子宮内膜及び妊娠初期脱

落膜をインフォームドコンセントを得た後採取し，実験材料とした．各組織におけるβ1インテグリンの発

現を免疫組織学的に検討した．2）増殖期子宮内膜培養細胞にestradiol（E、）＋progesterone（P）を添加

し，脱落膜化を誘発し，その過程でのβ1インテグリンの発現変化をみた．3）妊娠初期脱落膜培養細胞に

おけるFAKおよびRhoの発現を免疫組織学的に検討した．4）マウス初期胚とヒト妊娠初期脱落膜を共培

養した実験系に，抗β1インテグリン抗体（mβIAb），FAK阻害剤（Harbimycin　A；HA），Rhoの活性化

剤（lysophospatidic　acid；LPA），または阻害剤（C3酵素）を添加しそれぞれの効果を検討した．［結果］1）

了・宮内膜間質細胞表面におけるインテグリンの発現は，増殖期に弱く，分泌期に移行するとその発現が増

加し，脱落膜でその発現が維持された．2）増殖期予宮内膜にE、＋Pを添加し脱落膜化を誘発することによ

り，β1インテグリンの発現が誘導された．3）妊娠初期脱落膜培養細胞においてFAKは接着斑に陽性染色

された．Rhoは脱落膜培養細胞の細胞質に染色された．4）マウス初期胚は，共培養開始後12　一　24h後にヒ

ト脱落膜表面に接着し，48h後よりtrophoblastのoutgrowthが確認された．共培養系への各試薬の添加

は，胞胚のhatchingおよびattachmentに影響を与えなかった．共培養系への抗31インテグリン抗体，

FAKおよびRho阻害剤の添加はoutgrowth（μmz）を用量反応性に抑制した（cont，133；mβIAb　2ng／ml，

108；mβ1Ab　20ng／ml，75；mβIAb　100ng／ml，47；mβ1Ab200ng／ml，38；HAInM，71；HAIOnM，55；

HAIOOnM，40；C31ng／ml，　89；C310ng／ml，74；C3100ng／ml，67）．Rhoの活性化剤の添加は，　outgrowth

を用量反応性に促進した（LPA　1μM，158；LPAIOμM，171；LPAIOOμM，185）．［結論］β1インテグリン

を介するinside－out　signalとoutside－in　signalが初期胚の着床過程，特にtrophoblastのoutgrowthに関与

している可能性が示唆された．

ガ

曾
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1）黄体機能と局所循環の調節

東京大学医学部産科婦人科助手

大須賀　　　穣

　卵胞，黄体における局所循環は組織維持のために必須の酸素ならびに栄養分の輸送や，黄体機能修飾細

胞としての白血球系細胞の輸送に重要な役割を果たしている．血管新生は組織構築が刻々と変化する卵胞

において局所循環を規定する最も重要な因子の1つである．血管新生の異常は，黄体機能を障害すること

が示唆されているのみならず，卵胞においては卵の成熟に影響を与えることも推測されている．近年，血

管新生の機序として，種々の血管新生因子もしくは血管新生抑制因子が時間的，空間的に複雑に作用しな

がら作用していることが明らかとなってきた．我々は，卵胞ならびに黄体における生理活性物質のうち血

管新生作用を持ついくつかの因子のうちHepatocyte　growth　factor（HGF），　angiogenin，　interleukin（IL）－

8に注目し，卵巣における存在と調節機構につき検討した．検体はIVF－ET施行症例よりインフォームドコ

ンセントのもと採卵時に採取された卵胞液と穎粒膜細胞をもちいた．卵胞液中HGF濃度は，血液中の濃度

に比べ約90倍の高値を示した．また，卵胞液中のプロゲステロン濃度，hCG濃度とは有意な正の相関を示

したが，エストラジオール，テストステロンの濃度とは相関がなかった．ただし，ウエスタンブロットの

解析では卵胞液中HGFは活性型となる前の一本鎖の状態で存在しており，多段階での活性調節が推測さ

れた．Angiogeninも血液中に比べ卵胞液で高濃度に存在していた．卵胞液中のangiogenin濃度はプロゲ

ステロン濃度と正の相関を示したが，エストラジオール，テストステロン濃度とは相関がなかった．穎粒

膜培養系においては，hCGならびにdbcAMP投与によりangiogenin分泌はコントロールに比べ約3倍と

なった，さらに，低酸素条件Fにおいては約5．5倍の分泌を示し，穎粒膜細胞中のmRNA量は12．5倍と

なっていた．IL－8の卵胞液中濃度は卵胞液中の酸素分圧と有意な負の相関を示し，低酸素条件は穎粒膜培

養系においてコントロールに比べIL－8分泌を1．8倍に刺激した．さらに，　IL－8の産生はトロンビンによっ

ても刺激された．以上より，卵胞発育，黄体形成に伴う細胞増殖，細胞代謝の変化，組織のリモデリング

などは，各種のメディエーターを介して血管新生の制御を行うことが示唆された．本シンポジウムでは，

ヒト卵胞，黄体においてダイナミックに変化する局所循環系を血管新生の調節の側面から考察し，不妊治

療における意義にせまる．

，

や
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2）卵巣機能とパラクリン因子

ゆ

鳥取大学医学部産科婦人科講師

原　田　　　省

Ψ

●

　卵胞の発育と成熟そして排卵過程において，黄膜細胞と穎粒膜細胞との相互作用が重要となる．下垂体

性ゴナドトロピンの作用は，卵巣局所に存在する成長因子やサイトカインにより修飾される．ウシ卵巣に

おいては，黄膜細胞由来のhepatocyte　growth　factor（HGF）と穎粒膜細胞由来のstem　cell　factor（SCF）

が性ホルモン産生と細胞増殖に関与すると報告されている．本研究では，ヒト卵巣におけるHGFおよび

SCFとその受容体であるc－metおよびc－kit遺伝子の発現を検索するとともに，　HGFとSCFの作用を検

討した．

［対象と方法］患者の同意のもと，卵胞液および穎粒膜細胞を体外受精の際に採取した．黄膜細胞と卵巣

間質細胞は手術時に摘出した卵巣から分離・培養した．培養穎粒膜，爽膜および卵巣間質細胞よりtotal

RNAを抽出し，　RT－PCRにてHGF，　SCF，　c－metおよびc－kitの遺伝子発現を観察した．　PCR産物の特異

性はSouthern　blot法により確認した．卵胞液中のHGFおよびSCF濃度はELISAで測定した．穎粒膜細

胞と爽膜細胞の増殖能はMTT　assayにより評価した．　HGFおよびhCGを添加したのち，穎粒膜細胞培養

上清中の性ホルモン濃度をEIAで測定した．

［結果］　爽膜細胞および卵巣間質細胞においてHGFとc－kitの遺伝子発現を，穎粒膜細胞においてSCF

とc－metの遺伝子発現を認めた．卵胞液中HGF濃度とSCF濃度の間には正の相関（r　＝　O．547，　p＜O．Ol）が

みられた．HGFの添加は穎粒膜細胞のSCF遺伝子発現を，SCFの添加は黄膜細胞のHGF遺伝子発現を増

強した．SCFの添加は葵膜細胞の増殖を有意に促進した．　HGFの添加は穎粒膜細胞の増殖には影響を及ぼ

さなかったが，プロゲステロン産生を有意に増加した．

［考察］　ヒト卵巣におけるSCFとHGFおよびc－metとc－kitの遺伝子発現が明らかとなった．黄膜細胞

由来のHGFが穎粒膜細胞でのSCF遺伝子発現を，穎粒膜細胞由来のSCFが黄膜細胞のHGF遺伝子発現

を増強したこと，卵胞液中HGF濃度とSCF濃度の間には正の相関がみられたことから，　SCFとHGF

はお互いがパラクリン因子としてpositive　feedback　loopを形成し，細胞増殖と分化に関与することが示

唆された．

耶
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3）卵巣機能とVEGF
噸

和歌山県立医科大学産科婦人科学講座助教授

矢　本　希　夫

　卵胞発育，排卵，黄体形成，黄体退行や妊娠黄体への移行などの卵巣機能の周期的変化に血管新生が深

く関与していることが知られている．卵胞発育，成熟過程において爽膜細胞層に発達した血管網は，排卵

後，黄体組織に侵入し急速な血管新生が誘起される．血管内皮増殖因子（Vascular　endothelial　growth　fac－

tor：VEGF）は，血管内皮細胞の増殖や血管透過性充進を誘導し，さらに，管腔形成の促進，内皮細胞の

遊走，内皮細胞からの凝固・線溶系蛋白の産生等を刺激する．VEGFのレセプターであるfms－like　tyrosine

kinase（Flt－1）は血管内皮細胞に発現し，　VEGFの作用を伝達するが，ヒト卵巣機能発現におけるVEGF

の役割については未だ不明な点が多い．本研究では，学内倫理委員会の承認のもと，正常月経周期女性の

卵胞，黄体および妊娠初期の妊娠黄体におけるVEGFとFlt－1の発現を免疫組織化学的手法を用いて検討

した．さらに，ELISA法にて黄体抽出物中のVEGF濃度を測定するとともに，　RT－PCR法により黄体組織

におけるVEGF，　Flt－1　mRNAの発現を検討した．

　VEGFの免疫染色は，原始卵胞では扁平な一層の穎粒膜細胞や間質にはみられず，卵細胞に弱い染色を

認めるのみであった．小卵胞でも穎粒膜細胞，黄膜細胞にはほとんど認められなかった．一方，中卵胞お

よび排卵前卵胞では顯粒膜細胞，葵膜細胞ともに細胞質に染色され，穎粒膜細胞よりも爽膜細胞の染色性

が強く，排卵に近づくに伴い卵胞のVEGFの染色性が高まった．　Flt－1の染色は，排卵前卵胞の黄膜細胞層

に穎粒膜細胞層に比べ強くみられ，血管内皮細胞には弱い染色が認められた．

　黄体では，VEGFの局在は黄体期各期黄体の穎粒膜黄体細胞および黄膜黄体細胞の細胞質に認め，その

染色性は黄体期中期に最も強く，後期では弱くなった．Flt・1の染色は黄体の血管内皮細胞に弱く認められ

たが，穎粒膜黄体細胞および英膜黄体細胞に明らかな染色を認めた．妊娠黄体においても同様に黄体細胞

にVEGFの免疫染色を認めたが，その染色性は黄体期後期に比べ強かった．黄体組織抽出物中にVEGF

免疫活性が存在し，その活性は黄体期前期，中期に高く，黄体期後期に減少したが，妊娠初期黄体では黄

体期後期に比較し高い傾向を示した．さらに，RT－PCR法により黄体組織中にVEGF1、1，　VEGFI6．s，　Flt－1

のmRNAが確認された。

　今回の検討により，ヒト卵巣において，VEGFは傍分泌的に卵胞および黄体組織における血管新生や血

管透過性の充進に関わるとともに，自分泌的に卵胞成熟，排卵過程および黄体機能に関与している可能性

が示唆された．
●

撤

9
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■

シンポジウム2「卵巣機能と局所生理活性物質」

4）ゴナドトロピンレセプターの発現調節に関与する局所因子

ゆ

群馬大学医学部産婦人科助手

中　村　和　人

○

■

食

●

　卵胞発育，排卵，黄体形成とその退縮，単一排卵のメカニズムはいまだに明らかにされておらず，その

解明は排卵誘発法の改善など臨床の場にも非常に寄与するものと思われる．卵巣機能の調節分子としての

ゴナドトロピンは，その中心的役割を担っているのは異論のないところで，卵巣内に存在するゴナドドロ

ピンレセプターの発現調節は，卵巣機能のコントロールという点で非常に重要である．今回は，卵巣内に

存在する生理活性物質が，ゴナドトロピンレセプター（FSH，　LHレセプター）の発現調節にどのように関

わっているか，ラット穎粒膜細胞の初代培養を用いて得た結果を報告する．

　幼若メスラットに，ジエチルスティルベストU一ルを投与し得た穎粒膜細胞を用い，無血清培地にて初

代培養する．培養開始後24時間後，種々のホルモンと生理活性物質をメデュウム中に添加し，receptor

binding　assay，　northern　blot，　cAMP　assay，　luciferase　assay，　run－（）n、assay，　mRNA　stabilityを用いて，

レセプターの発現調節に対する効果を検討した．activinとTGF一βをそれぞれ単独で培養メデュウム中に

加えると，FSHレセプターmRNAはactivinにより24時間後，　TGF一βにより48時間後をピークに誘導さ

れる．それに伴ってレセプター自身も誘導される．同様の系でfollistatinの発現をmRNAレベルで検討し

てみると，24時間前後をピークに誘導される．follistatinはactivinに1：2の割合でほぼ不可逆的に結合し，

activinの作用を拮抗することが言われており，　activinはfollistatinが誘導される前の極初期にFSHレセ

プターの誘導に作用している可能性がある．一方，LHレセプターに対して，　activin，　TGF一βはFSHの存

在下でLHレセプターの誘導を増強した．この時activinとTGF一βは，　cAMP産生，　luciferase活性に影響

を与えることはないが，LHレセプター一　mRNAの安定性を増加した．　IGF－1でも同様の結果が得られたこ

とから，これらのgrowth　factorは，　FSHレセプターの細胞内シグナル伝達以外でのステップで，　LHレセ

プターの誘導に関与していると考えられた．

　さらに，近年問題視されている内分泌掩乱物質に属するダイオキシン，ビスフェノールAについて同様

の検討を行ってみた．その結果，ダイオキシンはFSHによるLHレセプターの誘導に対しmRNAのレベ

ルを介して抑制的に，ビスフェノールAは促進的に働いた，特にダイオキシンは，spermatogenesis，流

早産の増加，子宮内膜症の誘発が言われているが，その作用機序は不明である．この穎粒膜細胞培養系は

Ahレセプターを発現しているので，ダイオキシンのAhレセプターを介しての作用機序を解明していく

上で，有用な系となることが示された．今後さらに検討を進める予定である．

轡

弔
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◎

シンポジウム2「卵巣機能と局所生理活性物質」

5）IGF－IGFBPと卵胞発育

杏林大学医学部産婦人科講師

安　藤　　　索

亀

　インスリン様成長因子（IGF）には構造の類似したIGF－1とIGF－IIが存在するが，　IGFは卵巣局所にお

いてゴナドトロピンと共同して卵巣機能調節に重要な役割を担っている．IGFは体液中で大部分が特異的

な結合蛋白（BP）と結合しており，現在6つの異るBPが同定されている．　BPはIGFと結合することに

より，IGFの作用を促進もしくは抑制する重要な制御因子と考えられている．BPは特異的プロテアーゼに

より分解され，そのプロテアーゼ分解産物はIGFに対する結合親和性が減少し，　IGFに対する作用も分解

前とは異ってくることが報告されている．本研究では，卵胞発育におけるIGFの役割をIGF活性の制御因

子であるBPとそのプロテアーゼを中心に検討した．

　開腹手術時に採取した卵胞液中IGF－1，　IGF－II濃度は閉鎖卵胞（androstenedione（A）／estradiol（E）比

4．0以上）の方が発育卵胞（A／E比4．0未満）に比べ低値であった．　一方，体外受精時に採取した穎粒膜細

胞培養系に閉鎖卵胞卵胞液レベルのIGF－1とIGF－IIを添加すると有意にE分泌が促進され，卵胞内IGF

濃度の低下からは閉鎖卵胞の発生を説明できない．さらに卵胞液中のBP結合活性をWestern　ligand　blot

で解析すると，閉鎖卵胞で同定されるBP－4が，発育卵胞では同定されない．このため卵胞液中のBP－4

をimmunoblotで同定すると，発育卵胞ではBP－4がプロテアーゼにより分解されている可能性が示唆さ

れた．i251－BP－4と卵胞液をインキュベートし，その分解の程度を指標に卵胞液中のプロテアーゼ活性を測定

すると，発育卵胞にのみプロテアーゼ活性を認めた．次に，穎粒膜細胞培養系にintact　BP－4またはプロテ

アーゼ分解産物の存在下にIGF・1またはIGF－IIを添加し，培養上清中のEを測定した．　BP－4存在下では

IGFによる穎粒膜細胞からのE分泌が抑制されたが，　BP－4のプロテアーゼ分解産物ではこの抑制作用は

みられず，閉鎖卵胞ではBP－4の存在により卵胞内のIGF活性が抑制されているが，発育卵胞ではプロテ

アーゼによりが分解され，卵胞内のIGF活性は高いと推測された．　FSHとIGFによるBP－4の制御機構を

検討するため，穎粒膜細胞培養系にIGF－1，　IGF－II，　FSHを添加して培養上清中のBP－4をimmunoblot

で解析するといずれもintact　BP－4の減少とBP－4フラグメントが観察されたが，　RT－PCRで測定した細胞

内BP－4　mRNAは3者ともコントロールと差がなかった．このことより，　IGFとFSHはBP－4産生でなく

プロテアーゼによる分解を介してBP－4を制御していることが示唆された．

　以上より，FSHによる卵胞発育には卵胞局所のBP－4プロテアーゼ活性充進を介したIGF活性の増加が

関与していると考えられた．

◆

■

o

騨



　　　　ワークショップ1

「不妊カウンセリングーケアの医療学一」

　　ワークショップ2

「ICSIと精子形成の分子生物学」
◎

　　ワークショップ3

「家畜繁殖分野での最近の話題」



娼
95（289）

ワークショップ1「不妊カウンセリングーケアの医療学一」

1）不妊心理とカウンセリング

日本家族計画協会リプロ・ヘルス

推進事業本部カウンセラー

赤　城　恵　子

噸

■

婚

●

　一般に対応能力を失わせるほどに苛酷な経験や人生の岐路にまでなるような経験は，危機として扱わな

ければならないとされているが，不妊に遭遇することもまた多くの人に心的危機をもたらすものである．

とりわけ長期にわたって不妊状態にある人々は，怒り，悲しみ，罪障感，焦燥感，医療をめぐる葛藤や混

乱など，ネガティブとされる多くの感情に苦しんでいる．また，子どもをもたないことにたいする社会的

圧力や偏見にもさらされているため，周囲の無理解に悩み，孤立しがちである．

　生殖医療技術は，かつては望むべくもなかった人々にも子どものいる人生を確かに実現させてきた．し

かし一方では，人生の大切な時間を医療に費やす女性たちの苦悩をつくりだしてきた面も大きい．医療手

段がそこにあるというだけで，「やれることを全部やらないと後悔する」という強迫的な思いを抱えざるを

えないのである．それでもなお，子どもを得られない人々が多く存在することも絶えず視野に納めておか

なければならない．

　当事者を理解するうえで「子ども不在の苦痛」と「不妊であることの苦痛」は別個のものと認識してお

くことは重要である．「子ども不在の苦痛」とは，親として育児を経験したい願望が満たされないことや社

会的圧力を受ける苦痛などであるが，この問題のみならば養子を迎えることで解決されよう．しかしそこ

に「不妊であることの苦痛」が重なっているのである．これは生物学上の子どもを産めない苦痛であり，

「私は不毛」「女（男）として失格」と語られるように，性アイデンティティが危機にさらされている状態を

いう．

　体外受精で出産しても第二子を自然妊娠できない場合，多くの女性が「不妊であることの苦痛」に再び

悩み始めることはほとんど理解されていないが，その理由のひとつはこの問題が根底で解消されていない

からである．おそらく提供卵子や代理出産で子どもを得ても同様であろう．このことは，心理的な援助も

ないままに，どれほど生殖医療技術が向上し，その応用範囲が拡大されても限界があることを示している．

これからの医療機関には不妊カウンセリングの場を設け，当事者の主体的な選択を支援していくことを期

待したい．また，危機をのりこえるための相談機関や自助グループなどの情報提供も重要である．

　電話相談やカウンセリングではまず感情を安心して吐き出せる場を提供している．不妊は月経周期ごと

の失意，子どものいる生活やいのちの連続性の喪失など，さまざまな喪失体験でもあるため，グリーフ・

ワーク（悲哀の仕事）を援助することも重要なポイントとなる．こうしたプロセスを経て心傷を癒し，問

題を整理・検討する余裕を回復する人々にも多く接してきた．否定的な自己イメージを変え，自尊感情を

高めることによって，現実に立ち向かう力を獲得していく女性も多い．当セッションではその具体例も報

告したい．

■
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ワークショップ1「不妊カウンセリング　ケアの医療学一」

2）カウンセリングと「認知」への働きかけ

慶慮義塾大学医学部精神神経科講師

大　野　　　裕

　不妊は女性にとって心理的負担を与える．結婚すれば妊娠して子どもを持つはずだという周囲の期待が

負担になる場合や，結婚して子どもを持ちたいという女性自身の希望がかなえられないことからくる失望

感による場合などが考えられる．なかでも，臨床的に問題になってくるのがうつ状態ないしはうつ病であ

る．

　うつ病というのは，気分の落ち込みや興味の喪失を特徴とする抑うつ症状のために強い苦痛を感じるか

生活に支障が現れるまでになった状態である．しかしその病因ははっきりとは特定されておらず，現時点

では，抑うつ症状が日常的な軽度の落ち込みから重篤なものまで連続線上にあるスペクトラムとしてとら

えられている．

　うつ病の治療の中心は，薬物療法と精神療法，および環境調整であるが，不妊治療に訪れるカップルの

場合，妊娠を前提にしているだけに，抗うつ薬などの薬物療法を行うことには抵抗感が強く，精神療法

（心理療法）をまず考える必要がある．うつ病に対する有効性が確認されているものには認知療法と対人関

係療法があるが，認知療法は，認知，つまり現実の受け取り方や考え方がわれわれの情緒状態に影響を与

えるという理解にもとついて，悲観的すぎる認知をより現実的なものに修正することによってうつ病を治

療しようとするものである．とくに，うつ病の場合には，自分自身に対して，周囲との関係に関して，そ

して将来に対して極端に悲観的になっており，その悲観的な考えがますます気分を沈み込ませることに

なっていることから，不妊に関連した悲観的すぎる考え方を修正することが役に立つ．

　また，対人関係療法は，対人関係のつまずきがうつ病の誘因や持続因予になっていることが多いことか

ら，対人関係の問題の解決を通してうつ病の治療をはかろうとするものである．不妊治療の場合，最終的

に望むように妊娠できないときの喪失感と悲哀や，夫や家族など重要な他者との妊娠をめぐる意見のズレ

がテーマになることが多い．とくに，こうした周囲との関係は，うつ病の発症はもちろん症状の持続にも

関係していることが多く，夫婦カウンセリングなどを通して環境に由来する心理的負荷を軽減していくこ

とも重要になる．

　こうした精神療法的アプローチを行っても効果が認められない場合には，カップルと相談して抗うつ薬

による薬物療法を検討する必要が出てくる．たしかに，抗うつ薬に限らず妊娠初期の服薬を避けるに越し

たことはないが，現在広く使われている三環系抗うつ薬や選択的セロトニン再取り込み阻害薬の通常使用

量で催奇形性が高まったという報告はない．また，うつ病自体が胎児に好ましくない影響を及ぼす可能性

なども考慮しながら，カップルが適切な判断をできるように手助けするのが望ましい．

o

9
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ワークショップ1「不妊カウンセリングーケアの医療学一」

3）チーム医療としての不妊治療

■

蔵本ウイメンズクリニック婦長

福　田　貴美子

◎

o

●

　日本の生殖医療は技術の進歩に加え，第三者の配偶子提供や多胎妊娠に対する減数手術の是非などをめ

ぐり，新たな局面を迎えようとしている．時代は，患者の立場に立った十分な情報提供を含む不妊相談や

カウンセリング体制の整備を図る時期に来ている．

　当院で行ったART患者350名に対するアンケート調査（回収率80％）によれば，治療中の患者が抱く

不安の多くは，治療内容と妊娠の可能性についてであることが明らかとなった．また，通常の生涯発達課

題を果たした女性には見られない，妊娠に対する絶望感と劣等感や焦り，周囲からのプレッシャーなどと

いった特殊な心理状態にあることも明らかとなった．これらの結果は，不妊治療の過程にある患者にとっ

て，情報提供を含む不妊相談やカウンセリングがいかに重要であるかを示した．健やか親子21検討会（厚

生労働省）で取りまとめられた21世紀の母子保健の主要な取組課題の一つに不妊への支援がある．不妊治

療を受ける患者の不安や精神的圧迫などに対する心のケアと十分な説明を行うことを挙げている．しかし

ながら，1999年に当院で行った日本産科婦人科学会に登録された体外受精・胚移植およびGIFTの臨床実

施448施設に対するアンケート調査（回収率40％）によれば，施設規模の拡大や年間採卵件数の増加にと

もない，患者への診療および説明時間は短縮され，情報提供をはじめとした不妊相談やカウンセリングを

医師一人が行うことは困難となり，それをカバーする看護職や心理士などによる患者サポート体制も現在

のところは立ち遅れているということが示唆された．

　少子・高齢社会看護問題検討会（厚生労働省）では看護の役割を次のように報告した．高度医療の現場

は多くの専門職が連携して働く場であり，患者の最も身近にいる看護職が，より円滑な医療提供のために

患者と医療関係職種問の調整役として働くべきである．また医師と協同して患者に十分な説明を行い，患

者や家族が自分の意思を表現できるよう支援し，精神的緊張および不安の緩和を図らなければならない．

　欧米では，生殖医療はチーム医療として確立されており，ARTにおいては情報提供や相談を含めた精神

的サポートを行うIVFコーディネーターという職種が存在している．生殖医療はもはや医師一人で行う

のではなく，チームで連携して患者のニーズに対応して行く必要がある．我々は，生殖医療チームの中に

IVFコーディネーターを置き，　ART患者へのコンサルテーションならびに医師・培養室スタッフ・看護

婦・心理士と患者間の調整を行い，チームで患者ケアにあたっている．当院でARTを受ける患者の88

％が，IVFコーディネーターの存在により安心して不妊治療を受けることができたと評価した．さらに各

職種が専門性を持って業務を遂行することで，チーム医療に基づいた円滑な診療を展開することができ

た，本発表では今後の不妊治療における望ましいチーム医療の在り方について報告する．

価

9
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ワークショップ1「不妊カウンセリングーケアの医療学一」

4）エンブリオロジストの立場から

●

高度生殖医療技術研究所所長

荒　木康　久

　エンブリオロジスト（Em）なる言葉がこの分野に広まってきたのは近年のことであり，特に1992年，

卵細胞質内精子注入法（ICSI）がヒトに応用されて以来，顕著になったと思われる．

　ICSIの出現により，従来のARTの幅が広がったため，不妊治療の対象者が超難治性疾患まで含まれて

きた．それによる医療の質的変化をもたらし，治療のもつ意味が単なる局所の治療にとどまらず，心理的，

精神的，経済的，環境，その他の要因にまで包括した医療サービスが要求されるようになってきた．この

様な不妊治療に携わるEmの“Care”あるいは“心のCare”とは何を要求されているのか，また，　Em

自身が“Care”なる言葉をどのように考えているのか，アンケート調査結果より考えて見たい．

1）Emの背景

　Emの70％は臨床検査技師であり，他は学部卒業者，看護婦，専門学校卒業者が含まれている．

2）カウンセラー資格の有無？

　カウンセラー資格を有しているEmは9．6％に過ぎないが，全体としてカウンセラーの資格取得を積極

的に望んでいるEmは42％であった．

3）Emの資格の有無と国家資格について

　Emの資格を有しているEmは25％であり，有していないEmの80％は資格を取得したいと考えてい

る．Emの国家資格について必要と考えているのは60％で，他は「わからない」「必要ない」「その他」と答

えていた．

4）患者さんの“心のCare”は誰の仕事と考えているか？

　カウンセラー（35％）〉看護婦（32％）〉ドクター（26％）の順であり，Em自身の仕事と考えている

のは僅か3％にすぎなかった．

5）現在の仕事の中でどの位，患者さんと接しているか？

　「まあまあ有る～有る」と答えたEmは30％で，大部分のEmは「少ない」と答えている．

6）患者さんと接することを望んでいるか？

　直接接したいと望んでいるのは56％で，他は「あまり考えていない」か「接したくない」であった．

7）患者さんとの接点を望んだEmの内容は？

　治療前の個別カウンセリング〉不妊学級〉治療後のカウンセリング〉採卵を含めた看護〉その他の順

であった．

8）Emの立場から“Care”とはどんな面を持つと思うか？

　「患者さんの心の悩みに答える」40％であるのに対し，約く60％のEmは「患者さんに接していないラ

ボワークなど技術的なこと」「患者さんのための施設（環境）の改善」することが“Care”と答えていた．

　Emが感じている“Care”とは技術的な向上を通じて不妊治療に貢献しようと考えているように思われ

る．“心のCare”はドクタ「看護婦，カウンセラーの仕事と考えていることが解かる．積極的に患者さん

と接しているEmは看護業務やカウンセリングを兼ねているEmと解される．

この様な現状のもとでEmの立場から“心のCare”をどうすれば良いのであろうか？

○

9
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ワークショップ2「ICSIと精子形成の分子生物学」

1）男性不妊におけるICSIの役割

●

木場公園クリニック院長

東邦大学医学部第秘尿器科非常勤講師

吉　田　　　淳

o

蔓

e

●

　ICSIを実施すれば，形態が正常で生存性のある精子があれば射出，精巣上体，精巣精子のどの精子を使

用しても妊娠が可能である．精索静脈瘤を認める場合，低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の場合，閉塞

性無精子症で精路再建術が可能な場合などを除いて，精液所見が非常に悪い時は現時点ではICSIが男性

不妊の治療の中で最も有効な治療法である．今回のシンポジウムでは木場公園クリニックで実際にICSI

をトライすることになった症例の結果も含めながら男性不妊におけるICSIの役割について述べる．

1）射出精子によるICSI

　乏精子症，精子無力症，奇形精子症では運動性があり，形態が正常な精子があれば精子濃度，精子運動

率に関係なく良好な受精率，妊娠率が得られた．次に精子尾部が短いまたは精子尾部の9＋9＋2構造に異

常がある精予不動症では，HOSテストで生存性が確認された精子によるICSIを行った．運動性がある射

出精子のICSIの成績と比較して受精率，分割率はほぼ同等であったが，妊娠率は低い傾向にあった．また

抗精子抗体が強陽性の男性でもICSIで治療が可能であった．次に，常染色体異常のある乏精子症にICSI

を行ったが，受精率，分割率，妊娠率は差がなかったが，流産率は高い傾向にあった．染色体異常がある

場合には事前に精子の染色体を調べる必要がある．

2）精巣精子または精巣上体精子によるICSI

A）閉塞性無精子症

　閉塞性無精子症では先天性精管欠損症や癒着が高度で精路再建術が不可能なものを除いて，治療の第一

選択は精路再建術である．先天性両側精管欠損症では嚢胞性線維症との関連性があるので，まず遺伝子検

査をしてから精巣上体精子または精巣精子によるICSIを行う必要がある．また，新鮮精巣精子と凍結精巣

精子を使用したICSIの成績に有意差を認めなかった．

B）非閉塞性無精子症

　以前は妊娠の可能性が全くなかった非閉塞性無精子症の男性でも，精巣内にごく少量の精子が認められ

ればICSIを実施して，父親になることが可能となった．顕微鏡を用いた精巣内精子回収法を実施したが，

46，XY群では41．0％，クラインフェルター症候群では36．4％でICSIが可能であった．現在クラインフェル

ター症候群の2例の妻が妊娠継続中である．

C）その他

　射精障害や精子死滅症でもICSIにより治療が可能であった．

おわりに

　男性不妊の治療におけるICSIの占める役割は多く，また多岐にわたる．しかし，　ICSIの適応となるよう

な症例には男性に染色体異常や遺伝子異常が認められることがあり，その実施に当たっては夫婦に十分な

インフォームドコンセントを行った上で実施をする必要がある．

，
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ワークショップ2「ICSIと精子形成の分子生物学」

2）造精機能に関する遺伝子

■

千葉大学医学部第1泌尿器科講師

鈴　木　啓　悦

　男性不妊症の原因の約80％を造精機能障害が占めるとされる．造精機能に関与するとされる遺伝了は

数多く報告されているが，臨床の現場において診断へ応用されているものはほとんどないのが現状であ

る．

　なかでもY染色体長腕ヒには精子形成に関する遺伝子（AZF：azoospermia　factor）の存在が強く示唆さ

れ，まだ完全な責任遺伝子のクローニングには至っていないものの，Y染色体長腕の微小欠失の検索が既

に広く施行されている．当教室のデータでも，44例中4例の無精子症患者でY染色体の微小欠失を認め

た．微小欠失を認めた4例中2例は染色体検査では異常をみなかった．このような例でもTESE－ICSIに

よって挙児を得る可能性があり，その場合には通常の生殖行為だけでは淘汰されてしまう遺伝形質を次世

代に伝えてしまう可能性がある．

　本来B細胞性リンパ腫の染色体転座によって発見された転写抑制因子である癌遺伝子Bcl6は，その欠

損マウスでは精細胞の変性が強く認められる．われわれのBcl6欠損マウスを使用した実験系のデータよ

り，精細胞のアポトーシスがストレスによって惹起され，Bcl6が熱などのストレスによる精細胞のアポ

トーシスを防御していることが示された．したがって，精索静脈瘤や停留精巣における造精機能障害がBc1

6を介した異常である可能性が推測されている．Bcl6の発現制御を分∫標的治療のターゲットとして治療

へ応用されうる可能性もあるといえる．

　以上，造精機能に関する遺伝子についていくつか紹介したが，近い将来これらの知見が，遺伝子診断と

して個々の男性不妊症患者に対するTESE－ICSIをふまえたオーダーメイドでの治療方針の決定に役立つ

ものと考える．また一部の遺伝子では分子標的治療のターゲットになるかもしれないと思われる．

，

■

，

■

ひ
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ワークショップ2「ICSIと精子形成の分子生物学」

3）精細胞特異発現遺伝子とICSI

β

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科

（泌尿器科）講獅

松　宮　清　美

？

■

　体外受精の報告がなされたのち，20世紀末の20数年間における生殖技術，不妊治療の進歩は驚くべきも

のがある．中心技術はICSIに代表される卵細胞質内注入法である．この方法で得られた受精卵は通常の受

精と異なり，精子卵結合能などの精子機能の一部を必要としない．したがって，このような点に遺伝子異

常による機能欠失があっても，それが現在の知見では不明のままで次世代に蓄積されることになる．この

意味で精子形成機構や精子機能の解明は急務とされるべきである．

　精子形成は精原細胞の自己増殖と分化，精母細胞における減数分裂，半数体精子細胞の形態形成という

三つのステップに大別される．われわれはマウスにおける精細胞特異的に発現される遺伝子の単離と機能

解析を続けてきた．方法論としては，精子が出現する35日齢のマウス精巣cDNAから，減数分裂が終了

した時点である17日齢のマウス精巣mRNAを差し引いたsubtracted　cDNAライブラリを作製し，半数

体精子細胞特異的に発現する遺伝予cDNAを網羅的に単離した．また，精製した精巣生殖細胞を用いて作

製した特異的抗体を用いて精巣の発現cDNAライブラリから抗原蛋白質をコードするcDNAを単離し

た．このような方法で精巣生殖細胞特異的発現遺伝子を単離してきたが，このなかで，ICSIに関連する可

能性のあるものを検討する．

　精細胞特異発現遺伝子では，細胞周期調節に関連する因子，形態形成ではアクチン調節蛋白質や尾部形

成蛋白質，運動能に関するものではエネルギー代謝に関連する蛋白質（酵素）などが単離されてきた．そ

の機能からは臨床的に高度乏精子症，奇形精子症や精子無力症の原因となり得るものも含まれる．

　分子シャペロンとして機能するカルメジンは減数分裂前期から精子細胞前期にかけて特異的に発現す

る蛋白である．このノックアウトマウスが産生する精子は形態や運動能には異常を認めないが，卵透明帯

との結合が障害される．臨床例で体外受精を行い精子卵結合異常のある症例を現在解析中である。Mem－

brane　Cofactor　Protein（MCP；CD46）は補体制御因子のひとつであるが，精子膜ltのMCPは先体反応を

終えた精子にのみ発現し，精子卵結合に関与する．我々は男性不妊外来受診患者542人の中から，男性・

女性側要因ともに異常を認めない63人で精子膜上のMCPを検索し，3名に発現の消失を認めた．これら

の異常に対する治療法としてはICSIしかないわけであるが，精子の形態的形成障害によらない受精の機

能的障害が，特発性男性不妊症の原因の一つとなりえるものと考えられる．

　Y染色体の微小欠失は産児に伝播することが知られているが，精細胞特異発現遺伝子はほとんどが常染

色体にマッピングされている．これは性別に関わりなく産児に伝播するわけであり，次世代のみならず次

次世代への影響も考慮する必要があると考えられる．

o

，
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ワークショップ2「ICSIと精子形成の分子生物学」

4）非モザイク型クラインフェルター症候群における

　　精細胞のFISH法を用いた分析 亀

鳥取大学医学部泌尿器科助手

山　本　泰　久

　精巣内精子を用いた補助生殖技術の発達は，従来絶対不妊であった非閉塞性無精子症患者をも挙児可能

とした．最近では重度の精巣機能障害を呈する非モザイク型クラインフェルター症候群においてすら十数

例の出産が報告されており，今後さらにその数は増加すると思われる．興味深い点は，理論上性染色体異

常を有する精子が多く，それが次世代に受け継がれる可能性が高いにもかかわらず，産子はいずれも正常

な染色体核型を有していることである．これはいくつかの報告によれば，クラインフェルター症候群にお

いても，精予がある場合，その約90％が正常な性染色体をもつ（23－Xor23－Y）ためと思われる．しかし

ながらそれ以上のことは，未だ解明されてない．

　我々は非モザイク型クラインフェルター症候群（24例）において1）精巣内精子採取術（TESE）によっ

て得られた組織中のPJ形精子細胞（RS）の異常な性染色体頻度，2）異常な性染色体をもつRSは，47－XXY

の核型の精細胞の減数分裂によるものか，あるいは正常な精細胞（46－XY）の減数分裂過程の染色体のnon－

disjunctionによるのか，3）細粉してない組織にもFISH法を用いることにより，精祖細胞レベルでの性染

色体はどうなのか，について検討した．対照は閉塞性無精子症（OA）9例とした．24例中12例で精予が

採取できた．これらの症例のRSの93．53％が正常な性染色体であるのに対しOAでは97．67％と高い傾向

であった（有意差なし）．RS中のdiploid46－XY　RS，　hyperhaploid－24XY　RS，　hyperhaploid－24XX　RSの割

合はO．87，　2．83，　1．04％と非閉塞性無精子症に比べ（O．11，　O．33，0。11％）有意に多かった．hyperhaploid－24XY

RSの頻度はhypohaploid　22（－X　or　・Y）RSのそれの約8倍であり，hyperhaploid－24XX　RSとhyperhaploid－

24YY　RSの割合（1．04，0．37％）はhypohaploid　22（－X　or－Y）RS（O．33％）の割合より高かった．これらの

ことはhyperhaploid－24XY　RS，　hyperhaploid－24XX　RSは正常な精母細胞（46－XY）の減数分裂での染色体

のnon－disjunctionによるのではなく，47XXYの核型の第一次精母細胞の減数分裂によって生ずることを

示唆するものである。またTESEで精子が回収できた症例は全て，精祖細胞核型の多くは47XXYである

が一部46XYが存在した，しかし精子が存在しなかった症例には46XYの精祖細胞は認められなかった．

従って47XXYの精祖細胞のほとんどは減数分裂ができないと推測される．

　以一kのことに加えて，我々の施設のTESE－ICSIの成績なども報告する予定である．

9

■

，
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ワークショップ2「ICSIと精子形成の分子生物学」

5）先天性両側精管欠損症患者に対するICSIの問題点

神戸大学大学院医学系研究科

器官治療医学腎泌尿器科講師

岡　田　　　弘

，

o

“

　閉塞性無精子症に対する，精巣精子ないしは精巣h体精子を用いたICSIは現在スタンダードなものと

なっている．閉塞性無精子症のうちでも避妊を日的とした精管切断（精管結紮）や両側精巣上体炎後のよ

うに，精路は存在するないしは存在したが，その解剖学的な連続性が途絶した閉塞性無精子症と先天的に

精管が形成されないいわゆる先天性精管欠損症（congenital　bilateral　absence　of　vas　deferens：CBAVD）に

よる閉塞性無精子症が存在する．前者の場合には精路再建が治療法の第一一とされる．精路再建不能の場合

にTESEないしMESAにより採取した精子を用いてICSIが問題なくおこなわれる．しかし，後者の場合

は以下に述べるような潜在的危険性を有している．

　欧米の白人における最もポピュラーな致死的な常染色体劣性遺伝疾患である嚢胞性線維症（cystic　fibro－

sis：CF）の患者は95％以上でCBAVDを合併しておりCFとCBAVDは類縁の疾患と考えられてきた．

さらに7番染色体上のCFの責任遺伝子CF遺伝子のクローニングがなされてから，　CF遺伝子産物の

CFTRの変異とCBAVDとの関連の研究が進んだ．欧米ではCBAVD患者のうち25％～40％にCF遺伝

子の変異が認められており，これらのカップルにはpre－implantation　diagnosisが盛んに行われている．し

かし，日本人のCF患者は約120家系しか報告されていないため，その実態に関しては不明な点が多い．

そこで，男性不妊患者の1～2％を占めるCBAVD患者のCF遺伝子を神戸大学医学部附属病院泌尿器科

不妊外来のCBAVD患者30例について検討した．その結果，70種類の変異を検討したが現在までに欧米

で報告されている変異は検出されなかった．しかし，イントロン8のpolythymidine　tractの5Tvariant

を検索した結果30％に検出された．現在これらの患者の精巣精子を用いてICSIを行い児を得ているが，

これらの産児に対する影響を調査中であり，この結果も合わせて報告する．さらに，国内で同様の検索を

行っている施設の集計を行い本邦での治療の現状に関しても報告する．

e
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も

ワークショップ3「家畜繁殖分野での最近の話題」

1）霊長類における顕微授精ならびに関連技術の特性

近畿大学生物理1二学部遺伝子工学科助教授

細　井　美　彦

　顕微授精は，運動性の弱い精子や頭部のみの精子を人工的に卵jr一に直接注入して受精させることができ

る事は，ウサギ，マウス，ウシ，ラットなど多くの種で証明されてきた．さらに，この技術は死亡した動

物から採取した死滅精子を使って受精卵を作ることができると考えられるので，霊長類をはじめとして希

少動物の繁殖に利用される可能性が高い．さらに霊長類の場合，マウスやウシなどよりも，生殖生理学的

特性においてヒトと共通するところが多いので，研究の進展はヒト受精システムへの新しい情報を提供で

きるとも考える．そこで，本発表では我々のグループで確立したカニクイザルの顕微授精による胚生産と

内視鏡による卵管内移植系を概説し，さらにその医学的な利用と技術的な問題点について説明したいと考

えている．

　我々は1998年に体外受精一胚移植法によってニホンザルで妊娠，出産に成功して以来，霊長類の顕微授

精技術の開発に取り組んできた．これまで霊長類における発生工学分野で十分な成果が得られていなかっ

たのは，飼育課管理，採卵，授精，授精後の胚の体外培養，胚移植技術などが困難であり，且つ利用でき

る卵子数が不十分であることが原因であったと考えらる．さらに我々の経験では，季節繁殖性のあるニホ

ンザルでは季節による卵子の質も問題となった．これらは，今後多くの希少動物でも同様であると考えら

れるため，顕微授精とそれに関連する技術の研究・開発に関しては，通年発情で多数の胚が一時に得られ

る小型実験動物や家畜とは異なる実験計画が必要となると考えられた．

　カニクイザルにおいて，顕微授精した胚を卵管に移植し，妊娠期間1501］を経て，2000年11月20日出

産に成功した．顕微授精胚の体外での胚発生率の著しい向上が見られた後，この成功が得られていること

から，胚盤胞期までの発生能力は妊娠率と相関するという報告と・致した．この結果は，作られた顕微授

精胚のIE常性と移植技術の完成を裏づけるものである．これら技術の確立は，霊長類の発生工学的な展開

を促すものである．その一一・例として我々のグループでは，顕微授精法による初期胚の生産，胚培養，胚盤

胞期胚の生産という霊長類における一連の初期発生系を利用して，再生医学の素材であるES細胞を樹立

したので，胚操作の観点から，その経過を報告する．

■
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ワークショップ3「家畜繁殖分野での最近の話題」

2）卵母細胞の体外発育一体外成熟

費

神戸大学農学部応用動物学科助教授

宮　野　　　隆

喚

■

e

　畜産の分野では，と畜場で採取したウシの卵巣の大きな胞状卵胞から卵母細胞を取り出して体外成熟さ

せたのち，体外受精させることによって受精卵が生産されている．この技術には，卵巣内で発育を完了し

た卵母細胞が用いられるが，卵巣内にはきわめて多くの未発育な卵母細胞や発育途上の卵母細胞が存在し

ている．

　家畜やヒトの卵巣内に存在するこれらの小さな卵母細胞から成熟卵を作り出すことを目的として，3つ

の方向から研究が進められている．卵母細胞を成熟，受精，発生させるには，最終の大きさにまで卵母細

胞を発育（成長）させる必要があると考えられることから，1）卵母細胞や卵胞の長期体外発育培養法（IVG：

in　vitro　growth）が開発されつつある．マウスでは原始卵胞内の卵母細胞を体外で長期間培養することに

よって産仔が得られているが（EppigとOBrien，1996），他の動物種では直径0．5～0．7　mmの初期胞状卵

胞から採取した直径90～100μmの発育途上のウシ卵母細胞を体外で14日間培i養することによって発育

させたのち，体外成熟一体外受精一体外発生させ，移植することによって子ウシを得たとの成功例がある

にすぎない（Yamamotoら，1999）．長期培養法にかわる方法としてGosdenらのグループによって考案さ

れた2）重症複合免疫不全（SCID）マウスへの卵胞の異種移植法がある．直径約50pmの卵母細胞を含むウ

シの二次卵胞（直径140～190μm）をSCIDマウスの腎臓被膜下に移植すると，6週後には卵胞は胞状卵胞

へと発達し，内部の卵母細胞は発育を完了した直径120μmへと発育する（Ootaら，未発表）．一一方，3）卵

母細胞の細胞周期に関わる分子を人為的に制御することによって，卵母細胞が発育しなくとも卵母細胞に

成熟，受精，発生する能力を付与することも将来可能となるかも知れない．この方法は，成熟培養によっ

ても第一減数分裂の途中で停止してしまう発育段階にある卵母細胞を対象に現在研究が進められている．

　これらの研究は，いずれも成熟卵の大量生産に結びつく可能性を持っているほか，卵母細胞の発育開始

機構，卵胞発達における卵母細胞と体細胞の相互作用，卵胞の選択機構や卵母細胞の成熟に関わる分子機

構の解明にも貢献すると考えられる．

●
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ワークショップ3「家畜繁殖分野での最近の話題」

3）卵細胞と初期胚の凍結保存

蟹

高知大学農学部生物資源科学科教授

葛　西　孫三郎

　細胞の凍結保存における最も重要な課題は，細胞内の氷晶形成を防ぐことである．哺乳動物の卵子や初

期胚は特に大型の細胞で，細胞内氷晶が形成されやすい．これを回避する最も一一般的な凍結方法は，1～2

Mの耐凍剤を細胞内に透過させたあと，緩慢に冷却して細胞内を徐々に濃縮してから液体窒素に浸す，緩

慢法である。細胞内は氷晶形成しないまま固化（ガラス化）する．細胞内氷晶を防ぐもうひとつの凍結方

法は，5～7Mの高濃度の耐凍剤を含む保存液に卵子や胚を浸して短時間で濃縮したあと直接液体窒素に

投入して保存する，ガラス化法である．緩慢法では，比較的安定した成績が得られるが，氷晶に由来する

傷害を完全に防ぐことは難しく，また温度制御にプログラムフリーザーが必要である．これに対してガラ

ス化法では，厳密な条件で処理する必要があるが，保存液に氷晶形成がないので，簡単な操作で非常に高

い生存性を得ることも可能である．いずれの方法においても，細胞の濃縮を促して細胞内氷晶を防ぐため

には，耐凍剤と水が透過しやすいことが重要である．

　凍結・融解・回収の過程では，細胞内氷晶以外にも，耐凍剤毒性，フラクチャー，浸透圧的膨張・収縮

などによる傷害が生じる可能性があり，さらに，脂質含量の高い細胞では，温度低下による低温傷害が大

きな障害となる．しかし，マウス胚，ウシ胚盤胞，ヒト2～8細胞期胚などでは，再現性の高い凍結方法が

確立されて広く利用されている．これに対して，未受精卵，ブタ胚，分割初期のウシ胚，ウマ胚盤胞，ヒ

ト胚盤胞などでは，成功例は報告されているものの安定した成績は得られていない．その主要な原因は，

耐凍剤透過性や水透過性が低いために細胞内氷晶が形成されやすいこと，あるいは低温感受性を有するこ

とである．これらの卵了・胚にも有効な凍結保存法として，超急速ガラス化法が注目されている．従来の

凍結法では，保存容器にストローやチューブを用いるのに対し，超急速ガラス化法では，微細なキャピラ

リー，微小なループやシート，冷却ブロックなどを利用して保存液量を最小限にする．こうして冷却・加

温速度を極端に高めることによって，細胞内氷晶や低温傷害を緩和することができると考えられる．

　さらに最近，遺伝了・発現を促すことで耐凍性を高める試みもなされている．種々の組織の細胞膜上には

水や耐凍剤を輸送するチャンネルが存在してことが明らかになってきた．これらのチャンネルを卵子に人

為的に発現させると，水や耐凍剤に対する透過性を高めることができることが示された．このようなアプ

ローチは，透過性の低い卵子や胚を凍結できる可能性を有しており，将来，野生動物を含む多様な遺伝資

源の保存手段としての応用が期待される．

t
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ワークショップ3「家畜繁殖分野での最近の話題」

4）ウシにおける体細胞クローニングのめざすもの

京都大学大学院農学研究科動物生殖生理学教授

今　井　　　裕

●

　体細胞クローン“ドリー”が誕生してから5年が経過している．もはや，体細胞クローン動物は珍しい

ものではなくなり，マウス，ウシ，ヤギ，ブタなどですでに成功している．しかし，クローンの技術基盤

は“ドリー”のときとは全く変わっておらず，実用化しようとするといまだに多くの問題を抱えている．

　体細胞がリプログラムされ，個体形成能を獲得するメカニズムは依然として謎である．クローン胚の発

生初期に発現してくる遺伝子の発現パターンは受精卵のそれと類似している．また，クロマチン構造との

関連で発現制御に関わっている体細胞由来のヒストンは，核移植直後にリセットされる．胚発生率も体外

受精などとほとんど変わらない．しかし，核移植した胚のうちで最終的に個体まで発生する効率は，現在

の水準では高くても1％である．

　体細胞クローン技術の最大の特徴は，着床前後から多発する流産で，実に80％の移植したクローン胚が

この過程で消失する．さらに，分娩までいたった胎子のうち35％は1週間以内に死亡している．胎子発生

過程で出現する異常の形態は多岐にわたるが，胎子および胎盤の過大化が特に顕著である．これらの異常

は，哺乳動物の胎r一形成に重要な働きをしているインプリンティング遺伝子の発現異常と予想されている

が，現在のところ該当する遺伝子は見出されていない．

　正常胚にはないクローン胚のもう一つの特徴は，核移植によって異なった個体のミトコンドリアが大量

に導入されることである．通常の受精でも，精子のミトコンドリアが卵子内に持ち込まれるが，受精直後

に分解されてミトコンドリアの母性遺伝が維持されると考えられている．核移植によって導入されたミト

コンドリアの挙動は一定していない．精子と同様に卵子細胞質内で分解される場合もあれば，産子にまで

残って，場合によっては次世代の子孫にヘテロプラスミックに2種類のミトコンドリアが伝達される場合

もある．一般的には，受精卵クローン動物の場合により多くヘテロプラスミーが観察される。ミトコンド

リアヘテロプラスミーが胚発生，胎子形成，個体の表現型にどのような影響を及ぼすのか，現在のところ

不明である．しかし，少なくとも異種のミトコンドリアとのヘテロプラスミーは個体形成や表現型に大き

な影響を及ぼす．

　本ワークショップでは，クローン技術の現在でのいくつかの問題点について取り上げたい．

噸
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1 35リットルの胸水貯留を示した卵巣過剰刺激症候群の一例

松波総合病院　産婦人科　○松波　和寿，高木　　博，野出　克己

噂

●

卵巣過剰刺激症候群（OHSS）は排卵誘発を行う場合もっとも深刻な合併症である．体循環からの体腔への水分移動

が起こり，腹水貯留，血液濃縮，ひいては血栓症を惹起する．胸水貯留が著しければさらに呼吸不全を起こし，よ

り重篤な状態になるが，胸水貯留を主症状とするOHSSは報告もまれである．今回我々は，胚移植後に胸水貯留を

呈し，約2ヶ月わたり胸水管理を必要とした症例を経験したので報告する．症例は32才，男性不妊症にて体外受精

胚移植施行．月経第一一日目よりGnRHa開始，月経3日目よりFSH　150単位6日間，75単位2日間投与．卵胞径

16mmにてHCG　lO，000単位投与．（E、＝　3450pg，／ml）．穿刺卵胞16個のうち14個の卵を回収，　ICSI施行し8個の

受精卵を得，3個胚移植施行し残り5個は凍結保存した．ET直後から，腹部圧迫感・卵巣の腫大認められたため

（腹水貯留は認められなかった）OHSS発生を危惧し入院，輸液療法を行う．3日目より呼吸苦あり胸部X線にて右

肺野に胸水貯留を認めた，以後胸水貯留は著明になり，アスピレーショントロッカーを挿入し適時吸引，胸水濃縮

濾過再静注法を8回施行した．総胸水吸引量は35．2リットルに及んだ，アルブミン補給，低容量ドーパミン，ヘパ

リン治療も併用した．妊娠は成立し，その後順調に経過している．この症例はOHSSの発症を予見出来るほどのハ

イリスク患者ではなく，極早期に胸水貯留が起こる極めてまれな症例と思われる．また，胸水濃縮濾過再静注は効

果が乏しかった．水負加過剰による胸水貯留の可能性は否定できないが，，OHSSに対する治療の難しさ，発生予

防のためには全胚凍結を選択するべきであったと反省させられる症例であった．

■

2 IVF－ETにより子宮内外同時妊娠をきたした2症例

●

蜀協医科大学　医学部　産科婦人科 ○野口　崇夫，正岡　　薫，中野　貴史

　星野　恵子，三ツ矢和弘，稲葉　憲之

●

告

子宮内外同時妊娠の発生率は近年の生殖補助技術（ART）の進歩により増加傾向にあり，　ART合併症のひとつと

なっている．今回我々はIVF－ET後，子宮内外同時妊娠となった2症例を経験したので報告する．（症例1）37歳，

1経妊0経産，35歳時f宮筋腫核出術の既往あり．両側卵管閉塞にてインフォームドコンセントを得た上でIVF－

ET施行し妊娠成立（採卵数19，受精数14，　G1胚3個移植）．出血あり切迫流産の診断で入院中，妊娠7週0日下腹

部痛及びダグラス窩に液体貯留を認め，子宮内外同時妊娠の疑いにて緊急開腹．左卵管妊娠にて卵管切除術施行．

術後，子宮内の妊娠経過は良好で，妊娠37週4日帝切にて2866gの男児を得た．（症例2）33歳，2経妊0経産，27

歳時卵巣嚢腫茎捻転にて左付属器切除術の既往あり．両側卵管周囲癒着にてインフォームドコンセントを得た上で

IVF－ET施行し妊娠成立（採卵数7，受精数6，　Gl胚1個とG2胚2個移植）．妊娠9週6日下腹部痛にて緊急人院．

子宮内及び右卵管内に胎児心拍を確認し子宮内外同時妊娠と診断．開腹し右卵管切除術施行．術後，子宮内の妊娠

経過良好にて，現在妊娠28週継続中である．［考察］子宮内外同時妊娠は自然妊娠では0．003％ときわめて稀である

が，ARTでは0．8～2．9％と高い発生頻度であることが報告されている．発生原因として，移植された胚が一　Ll．卵管

内へ入り，そこから子宮内へ戻ってくることができず卵管内に着床した可能性が考えられる．今回の2例はいずれ

も卵管性不妊であったので，この可能性は高いと考えられる。胚移植後，急性腹症をきたした場合の鑑別疾患とし

て腫大した卵巣からの出血，茎捻転と並んで内外同時妊娠を念頭におくことが肝要である．

噌
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3 新鮮移植胚数（2個及び3個）による妊娠率の比較検討

　　　　　　一無作為比較試験による検討

兵庫医大　産婦人科

　　　　兵庫医大　先端研

公立学校共済近畿中央病院

○小森　慎二，霞

　香山　浩二

　長谷川昭子

　繁田　　実

弘之，濱田ゆかり
“

【目的】体外受精胚移植術（IVF－ET）において妊娠率を高めるために，複数個の胚移植を行うことが一般的である．

以前に我々は，新鮮移植胚数を2個にした場合と3個にした場合での後方視的な比較検討を行い，妊娠率に有意な

差がないことを本学会にて報告したが，今回は改めて同じ比較検討を，前方視的無作為比較試験にて分析したので

報告する．【方法】1998年6月より2000年12月までの問に，当施設においてIVF－ET治療（顕微授精）を行った

ART症例の中で，3個以止の移植可能な分割胚が得られた212胚移植周期において，前方視的かつ無作為に移植胚

数を2個（A群106周期）と3個（B群106周期）になるように振り分けて，両群の臨床妊娠率，凍結胚実施率，

多胎妊娠率を分析した．【成績】妊娠率はA群で37．7％（40／106），B群で27．4％（29，／106）であり，　A群の方が高

い傾向にあったが統計学的に有意差は認めなかった．しかし，凍結胚実施率はA群で6＆9％（73／106），B群で16．0

％（17／106）であり，A群の方が有意に高値であった．2000年12月現在の凍結胚による妊娠を含めた総妊娠率は，

A群で43．4％（46／106），B群で28．3％（30／106）であり，　A群の方が有意に高値であった．また，多胎妊娠率は，

A群で15．0％（6／40），B群で41．4％（12／29）であった，さらに，　A群ではすべて双胎妊娠であったが，　B群では

3胎妊娠が2例あった．【結論】今回の検討より，3個以上の胚が得られた場合に2個移植した方が，妊娠率が良好

であり，かつ3胎も回避することができることが明らかとなった．さらに，余剰胚を凍結保存して妊娠率の向ftさ

せるのに有用であることも判明した．

φ

●

4 筋腫核出術予定の高齢不妊症患者に対する術前胚凍結保存療法

矢野産婦人科　○大橋いく子，矢野　浩史，久保　敏子

　　　　　　　　矢野知恵子，古谷　公一
●

（目的）高齢の挙児希望者が増えており，」二宮筋腫（筋腫）を合併している場合も多い。通常は筋腫核出術（核出術）

を行なった後，数カ月待機してARTが行なわれている．しかしながら高齢者では核出術にともなう期間に卵子の

老化の進行により，妊娠率が低下する事が危惧される．あらかじめ採卵し胚の凍結保存を行なった後に核出術を施

行し，術後の状態が良好となるまで待機し，融解胚移植を行なう方法を考案して，40才以上の高齢不妊症患者に試

みた．その結果，胚移植時の年齢が45才3ヶ月ならびに44才0ヶ月の患者において妊娠に成功したので報告する．

（症例1）1999（H．11）年1月44才2ヶ月で初診した．不妊期間は4年2ヶ月であった．φ3～4cmの筋腫2～3個認

め，子宮内腔が変形していた．2月（44才3ヶ月）に採卵，ICSI（5個）を施行し，3個の前核期胚を凍結保存した．

7月に核出術を行ない6g～40gの4個の筋腫を摘出した．術後7ヶ月目の2000（H．12）年2月（45才3ヶ月）に3

個の融解胚を移植した．移植後3週間後にGSが1ヶ確認され，着床した．10月（45才11ヶ月）妊娠36W2Dで帝

」三切開により2888gの男児を出産した．染色体は46XYと正常，外表奇形など無く，現在生後8ヶ月で順調に発育

している．（症例2）1999（H．11）年6月43才4ヶ月で初診した．不妊期間は9年1ヶ月であった．8月（43才6

ヶ月）に採卵し6個の前核期胚を凍結保存した．10月に核出術を行い2g～108gの筋腫10個を摘出した．2000

（H12）年2月（44才0ヶ月）に4個の胚を移植し，2ヶのGSが確認されたがblighted　ovumとなり流産した．（考

察）本法は筋腫を合併している高齢不妊症患者に有用と思われた．なお，45才以上の妊娠，出産成功例は文献上で

は報告がなく，症例1は貴重な報告と思われる．

●

浄

，
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5 ART治療領域における日帰り手術の全身麻酔の必要性に関する検討

婦人科詠田由美クリニック　○守田　道由，詠田　由美，池一ヒ　芳美

■

【目的】ARTの採卵術は，短時間，日帰り処置のため，多くは局所麻酔や鎮痛薬投与のみで，施行されているが，

疹痛に関し，患者に心理的苦痛を強いているものと考えられる．今回われわれは，採卵術の短時間全身麻酔の必要

性について検討したので報告する，【方法】1999年6月より2000年3月まで，IVF目的で採卵術を施行した139

例199採卵周期を対象とした．1999年6月より2000年10月（A期間）の144採卵周期は採卵術の際にペンタゾシ

ンとジアゼパムの投与を行った（D法）．2000年ll月より2001年3月（B期間）の55採卵周期は，以下のインフォー

ムドコンセントのもと，麻酔方法を患者による選択とした．a．全身麻酔の有用性と危険性．　b．全身麻酔の選択により

10％の経済的負担を要する．c麻酔専門医が麻酔を担当する．以hより，患者自身の選択で，プロポフォールを用

いた短時間全身麻酔法（P法），または，D法で行った．これらより，採卵時間，採卵数と採卵時間の関係，患者の

麻酔法の選択，麻酔法による妊娠率の比較について検討した．【成績】採卵時間は122±6．2分．採卵数と採卵時聞

に正の相関を認め，採卵数の増加に伴い採卵時間は延長した（R2　＝＝　O．38，p＜O．05）．　A期間にD法で採卵を行い，　B

期閲でも採卵を行った33例中81．8％はP法を選択した．B期間でのP法選択率は87．2％であった．対胚移植周期

妊娠率は，P法29．5％（13妊娠周期／44胚移植周期）とD法24．9％（33／137）で両間に有意差は認められなかった．

【結論】採卵術は短時間処置であるが，経済的侵襲があるにもかかわらず，多くの患者が全身麻酔を希望し，採卵術

の際の痩痛は，患者にとっての重大な不安要素の一一つであり，短時間全身麻酔の必要性が示唆された．今後，卵に

対する影響などを含め，麻酔法の検討を要すると考えられた．
■

6　無精子症患者におけるTESE，　MESAによる精巣精子回収率の内分泌学的予測

←

群馬大学　医学部　産婦人科

群馬大学　医学部　泌尿器科

○菊池

　峯岸

　深堀

信正，伊藤　理廣，上条　隆典

　敬

能立，山中　英壽

●

【目的】近年，無精f症患者でもTESE，　MESAによる精巣ヒ体精子，精巣精子の回収が可能になったため，挙児可

能になったが精子の有無を術前に予測することは容易ではない，今回その内分泌学的予測を検討したので報告す

る．【方法】1997年12月より2000年12月の問に回収テストを実施した91周期，58症例で検討した．十分なイン

フォームドコンセントの1：でMESA，　TESE施行前に血清FSH，　LH，　PRL，　TSH，　testosterone値を測定した．【成

績】58症例の中で回収テストを施行した結果，実際にはTESE－ICSIが12症例（21％），MESA－ICSIが8症例（14

％），及び通常のICSIが38症例（65％）となった．通常の精子検査で無精子症と診断されても回収テストの結果で

半数以hがICSI可能となった．また，　TESE，　MESAの内分泌学的特徴としてTESE／MESAでは，　FSH値は17．3

±3．1（SEM）／4．4±1．OIU／L　LH値は，6．35　±　1．1／3．63±0．91U／L，　Testosterone値は，3．79±O．26／4．63±O．74ng／ml

であり，TESEはMESAに比較してFSHが有意に高かった．また，精巣精子回収成功率は，　FSH値＞29または

LH＞8では0％，　FSH値≦21またはLH≦6では100％であった．【結論】無精子症患者におけるTESE又はMESA

の適応を予測する上で血清FSH，　LH値は有用であり，さらにTESEにおける精巣精子回収成功率を予測する上で

特に血清FSH値は有用であった．

砂
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7 ヒト円形精子細胞の体外培養により発生した精子のICSIによる妊娠例

釜山世和産婦人科医院　○金　　宗興，李　　相燦

【目的】重度の男性不妊症に対して円形精子細胞（RoSt）を用いた顕微授精（ROSI）が技術的に可能になってきた

が，RoStの卵子に対する活性化能が低いなどの問題点が残されている．そこで，　RoStを利用した妊娠を可能にす

る］的で，RoStを体外培養し，成熟精子にまで発生させた後，　ICSIを試みた結果，妊娠の成立例を得たので報告す

る．【方法】1妻は35歳で不妊要因について特記すべき事項はない．夫は38歳で精液中に精子が認められない．血

中FSH，　LII，テストステロン値はそれぞれ15．43　mlU／mL　9．74　mIU／mL　4．36　ng／mlであり，染色体数は46でXY．

精巣生検の結果RoStのみの無精’r・症であった．過去に精巣組織を凍結保存し，　ROSIを4回行ったが，いずれも妊

娠に失敗した．2．培養液：凍結vero細胞（A．T．CC，81－CCL）を融解（37℃）後，当院で作成した培養液＋10％FBS

で洗浄，細胞数を1×10‘個／m1に調整して7日問培養（37℃，5％CO、　in　air）し，完全に単層を形成した時点でそ

の培養ヒ清液を用いた．3．RoStの培養：RoStをφ15pmのピペットで吸引し，上記培養液小滴中で80時間培養した

（32℃，5％CO、　in　air）．【結果】120個のRoStを培養した結果，鞭毛の形成された精子が43個確認されたが，運動精

子は認められなかった．採卵した16個のMII期卵子に鞭毛を有した不動精子をICSIした結果，9個の卵子で2

前核形成が認められた．ICSI後76時間で4個の胚（8一細胞期3個と16一細胞期1個）を移植した結果，採卵後14

1・1目（胚移植後11日目）で血中B－hCG濃度が261．5　mlU／mlに達し，妊娠の成立していることが確認された．2001

年5月30日現在（妊娠8週）妊娠は順調に維持されている．【考察】RoStのみの無精子症の場合，　RoStを体外培

養で鞭毛のある精子にまで発生させた後にICSIすることによって有効に妊娠を成立されうる可能性が示唆され

た．

※本邦では円形精Fの使用は認められていないが，本演題は外国で行われた研究であるので採用した．

φ

，

8 カットストローによる少数精子凍結保存

倉敷成人病センター　不妊治療部　○藤井　好孝，本山　洋明
φ

（Ll的）顕微授精の普及に伴い，精巣上体精子などの貴重な少数精子の凍結保：存が必要となってきた．本研究は遠心

機もマイクロマニピュレーターも使わない簡単な少数精子凍結法の開発を日的とする．（方法）健常成人男性（1

名）からの正常精液をミネラルオイル下のドロップレット（Pl＋30％SSS，20pl）に1μ1入れ，ライカ実体顕微鏡

（倍率100倍）下にて500個から1000個の運動精子を直径100μmのガラスピペットで集めた．このピペットには太

い部分までミネラルオイルを吸って毛細管現象を緩和しておいた．凍結川0．5mlストローをlcmに切断してカット

ストローと名付けた．運動精子液はカットストロー先端のKS2凍結液中に入れた．ストローをセラムチューブに入

れ，液体窒素蒸気に5分置き凍結した．融解は40℃の湯に60秒入れた．融解精子はミネラルオイル下の2μ1のド

ロップレットに人れ，すぐに直径70pmのピペットで運動精子を1個つつ実体顕微鏡ドにて直接手作業で回収し

た．ピペットは先を持ち，親指と中指をしっかり固定し震えを減じた．（結果と考察）凍結液体積が1p1の場合，融

解後の運動率は平均20．8％だったが，0．1μ1では平均2．2％にドがり，凍結体積は1μ1以ヒ必要なことが示された

（各n＝5）．微少凍結液の蒸発を防ぐためストローをミネラルオイルに入れて凍結した場合，凍結体積lplでは融解

後運動率は平均8．4％，0．1μ1ではO．8％にそれぞれドがり，ミネラルオイルで覆ってはいけないことが示された（各

n＝5）．（結論）カットストローによる少数精子凍結保存法は，遠心分離操作に伴う精子の損失や重力の問題もなく，

時間のかかるマイクロマニピュレーター操作も必要なく，効率よく小数精子を凍結保存し回収できる．熟練が必要

だが，高性能実体顕微鏡があればこの方法で500個以ヒの運動精子ならば凍結保存可能と思われる．

●

，
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9 ヒト円形精子細胞の確認方法

7

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i郎，馬渡　善文，田中威づみ

　竹本　洋一・，岩本　智子，鍬田　恵里

　竹本　佳世

　楠　比呂志

の

目的：精細管内の円形精子細胞（R－ST）を，他の円形細胞から鑑別する方法を確立することはROSNIのみならず，

非閉塞性無精了症の治療に際し重要なことである．そこで，今回我々は日常の臨床の中で実際に行うことのできる

R－STの確認方法について検討を行い，臨床上有用な結果を得たので報告する．本実験は全て患者の同意のドに行わ

れた．方法および結果：R－STと鑑別が困難な細胞には，白血球，間質細胞，セルトリ細胞，第一二精母細胞および精

祖細胞などがある．これらの細胞と鑑別する所見として倒立顕微鏡ドの細胞像が最も簡単．でかつ有力である．R－ST

と確認できる所見としては細胞の大きさ（6～8μm），連続して明瞭な核縁などがあり，特に核縁の一部に小さな突

出した点として認められる先体穎粒はRSTであると決定づける所見である．しかし，この先体穎粒の診断も決し

て容易ではないがノマルスキー微分f：渉倒立顕微鏡下に選別した先体穎粒を有していると思われるR－STを位相

差顕微鏡下で確認している．非造精細胞との鑑別は，円形の細胞をφ6～8μmのピペット内に吸引してみることで容

易に決着がつく．すなわち，非造精細胞ではピペット内に吸引し，細胞が変形しても核と細胞質とは分離せず，ピ

ペットより排出するともとの形に戻る．一方，R－STの場合はピペット内に吸引されると容易に核と細胞質が分離す

ることにより鑑別は可能となる．精祖細胞とは，FISH分析の結果，精祖細胞は2倍体であるのに対し，　R－STは半

数体である事により鑑別はできる．第2精母細胞とはFISH分析では鑑別できない為，各々の細胞をマウスの受精

卵に顕微注人し，染色体分析を行うことにより，鑑別は容易となる．結論：以上の方法で鑑別診断を行いながら，

R－STの細胞所見に慣れていくうちにR－STの確認は精度の高いものとなってくる．

10 両側精巣腫瘍手術前に保存した凍結精子で妊娠および出産に成功した1例

富山医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○太田昌一郎，明石　拓也，布施　秀樹

　　　　　厚生連高岡病院　泌尿器科　　布施　春樹，平野　章治

　　　　永遠幸マタニティクリニック　　道倉　康仁，111崎　裕行

■

亀

【はじめに】精巣腫瘍は20歳代から30歳代の生殖年齢に多いが，予後は比較的良好で治療後挙児を希望する例が多

い．しかしながら，治療後の残存精巣の機能障害が問題となってくる．そのような例でも近年の生殖補助技術の進

歩により精子の凍結保存が可能となり，治療後の妊娠に期待が持てる状況となっている．今回，異時性両側性の精

巣腫瘍を経験し，その残存精巣の摘除前に精子の凍結保存を施行し，体外受精により妊娠および出産に成功した例

を緻したので報告する．【症例】賭は35翻性．■3月14日不妊を播に来i院．近医で■5月29

日に左精巣腫瘍（セミノーマ）で高位精巣摘除術を受け，その後，逆Y字放射線照射を40Gy受けた．当科での精

液検査の結果は，精液量3ml，精チ濃度5xlO5／m1，運動率5％，奇形率60％であった．内分泌学的検査ではFSH

の上昇を認めた．33歳の妻には婦人科的異常は認めなかった．その後近医にて精巣腫瘍および精液所見の経過観察

を行いつつ，体外受精の施行を待機していた．■1月6H右精巣にも小豆大の腫瘤が出現し，ふたたび当科紹

介となり陰嚢超音波検査の結果精巣腫瘍と診断した．術前に精子の凍結保存を施行し，1月14日右精巣高位摘除

術，その後，テストステロンの補充目的でエナルモンデポ250mgの筋注を3週間に一度外来で施行した．5回体外
受精（ICSI）を試みるも，いずれも不成功に終わった．■6月3・｝I　ICSIを方fl行し，順調に経過噌■■3

月23日正常分娩にて3274gの女児を出産した．

ψ

h
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11 凍結・融解胚盤胞移植における緩慢凍結法とVitri丘cation法の比較

蔵本ウイメンズクリニック　○元石　睦郎，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，東島　利紀，蔵本　武志

【目的】近年，ヒト胚盤胞の凍結保存法の臨床利用が報告されている．そこで今回は，緩慢凍結法あるいはVitrifi－

cation法により凍結保存した胚盤胞を融解し，融解後の生存率，胚質の変化，臨床的妊娠率および着床率を各凍結

法ごとに調べた．【方法】患者の同意のもと，OHSS重症化予防を目的に胚移植を行なわず胚盤胞で凍結した症例あ

るいは胚盤胞移植を行って妊娠の成立しなかった症例で，余剰胚盤胞を凍結した症例を対象とした．緩慢凍結法お

よびVitri丘cation法いずれも凍結基礎媒液には20％ブミネート含有PBS（以ドm－PBS）を使用した．緩慢凍結法

では，胞胚腔を機械的な収縮処理を行なった後に1．4Mエチレングリコール（以下EG）＋0．IMシュークロース（以

下S）含有m－PBSを凍結液として凍結を行った．　Vitri丘cation法は，桑1［1らの方法を基に15％EG＋15％DMSO＋0．5

MS含有m－PBSを凍結液として凍結を行った．融解した胚盤胞は，漸減的に耐凍剤の除去を行った後，約3時間の

回復培養を行なった．【結果】緩慢凍結法7症例とVitri丘cation法15症例の回復培養後の生存率は，それぞれ92

％（22／24），88％（36／41）であった．融解後に形態的な胚質の低下を比較した結果，緩慢凍結法では42％，Vit－

rification法では29％で胚質の低下が見られた．また，妊娠率と着床率を比較した結果，緩慢凍結法では7例中の

3例（43％）で妊娠が確認され，着床率は40％（6／15）であったにの対し，Vitrification法では妊娠判定を行なった

13例中の9例（69％）で臨床的妊娠が確認され，着床率は67％（16／24）であった．【結論】両凍結法とも良好な生

存率が得られものの，Vitrification法で胚質の低下の割合が低く，妊娠率および着床率においても良好であった．

9

12 新鮮および凍結融解胚盤胞移植の臨床的検討

永遠幸マタニティクリニック　○橋爪　淳子，藤波　隆一，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　原　　直範，山崎　裕行，道倉　康仁
今

【目的】近年，体外培養技術の進歩に伴い胚盤胞移植も行われ，それに伴って前核期，分割胚のみならず胚盤胞の凍

結も行われるようになってきた．今回当院で行っている新鮮胚および凍結融解胚での胚盤胞移植について，その転

帰などにつき検討した．【方法】平成12年1月から12月に当院でICSIを含むIVF－ETを施行した症例中胚盤胞移

植予定とした265周期を対象とした．新鮮胚の場合は，6細胞期まではPl　mediumその後はG2．2　mediumを用いて

3種混合ガス気相下で培養し，5ないし6日目に移植した．凍結融解は前核期及び分割胚は緩慢凍結融解法を用い，

その後は新鮮胚と同様に胚盤胞まで培養した．また胚盤胞での凍結融解はガラス化法で行った．【成績】新鮮胚で胚

盤胞まで培養したのは220周期，167症例で，分割胚725個中263個（36．3％）が胚盤法に至った．採卵周期巾胚盤

胞移植したのは89周期（61症例）で，内20周期（18症例）が妊娠した（22．5％）．凍結融解周期は45周期，41

症例あり，胚盤胞発生は前核期，分割胚凍結では各ll／40個（275％），12／30個（400％）で，胚盤胞での融解後回

復率は35／38（92．1％）であった。融解後胚盤胞移植は22周期に行い8周期（36．4％）で妊娠した．年齢別の妊娠率

をみると新鮮胚，融解胚では各30歳以下（0％，42．9％），31～35歳（23．5％，222％），36～40歳（20．5％，50．0

％），40歳以上（40．0％，症例なし）となった．移植胚数別では，新鮮胚，融解胚で各一個（16．2％，25．0％），二個

（23！7％，30．8％），三個（35．7％，60．0％）となった．【結論】前核期，分割胚の融解後でも新鮮胚に劣らない胚盤胞

発生がみられ，ガラス化凍結融解後も含め融解胚盤胞は新鮮胚盤胞移植と同等の妊娠率が得られた．凍結融解胚盤

胞移植の反復不成功症例への有効性が示唆されたが，新鮮胚での妊娠率向一ヒのため今後も検討が必要と考えられ

た．
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13 双胎妊娠防止に胚盤胞1個移植は有効か？

蔵本ウイメンズクリニック　○蔵本　武志，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，元石　睦郎，東島　利紀

σ

【目的】最近，胚盤胞2個移植が妊娠率と品胎防IEの観点より注目されている．今回我々は，　ARTの目標とも言え

る妊娠率を維持しながら双胎を防1ヒする目的で胚盤胞1個移植を行い，臨床的有効性を検討した．【方法】当院で患

者の同意のもとに胚盤胞移植を行った症例を移植数に応じて次の2群に分け，妊娠率，着床率，多胎率，流産率を

検討した．（1）胚盤胞2～3個移植群：平成10年8月より平成13年4月まで当院でARTを施行した115周期（平

均年齢33．1歳）．（2）胚盤胞1個移植群：平成12年3月より平成13年4月まで形態良好胚盤胞が得られ，双胎妊

娠を希望しない14周期，または胚盤胞が1個しか得られなかった9周期（平均年齢32．5歳），計23周期を対象と

した．【結果】胚盤胞2～3個移植群で70周期に臨床的妊娠を得た．妊娠率61％（70／ll5），着床率43％（107／247），

多胎率50％，流産率14％であった．特に形態良好胚盤胞移植時の妊娠率は67％（42／63），着床率49％（65／134），

多胎率52％，流産率14％と妊娠率が高いものの同様に多胎率も高率となった．これに対し，胚盤胞1個移植群で

は臨床的妊娠例11周期，妊娠率48％（11／23），着床率48％（11／23），多胎率0％，流産率18％であり，このうち

形態良好胚盤胞1個移植例（平均年齢315歳）では，移植周期数16周期，臨床的妊娠9周期，妊娠率56％（9／16），

着床率56％（9／16），多胎率0％，流産率22％であった．【結論】形態良好胚盤胞1個移植は良好な妊娠率が維持で

き，双胎妊娠を防ぐ可能性が示唆された．特に比較的若年者の初回のARTでは形態良好胚盤胞が得られた場合，

多胎妊娠を防ぐために移植数1個で良いのではないかと思われた．今後さらに症例を増やし検討したい．
，

14 胚盤胞移植における至適移植胚数

蔵本ウイメンズクリニック　○東島　利紀，元石　睦郎，江頭　昭義

　　　　　　　　　　　　　杉岡美智代，福田貴美子，蔵本　武志

o

【目的】今後のARTの課題は，高い妊娠率を維持しつつ，単胎妊娠を可能にする事である．その為には，適応別，

患者の年齢，胚質の違い等により移植胚数の個別化を図る必要があり，それらを解析する為に胚盤胞移植において

の着床率，Embryo　loss率（EL率）を比較し至適移植胚数を検討した．【方法】患者の同意のもとに同一胚質の胚

盤胞を1～3個移植した133周期を対象とし，適応別に品胎防止例70周期と反復不成功例53周期で，各々5日目に

得られた胚盤胞の各胚質（Good　l　G胚，　Fair：F胚，　Poor：P胚）間での着床率，　EL率を比較した．さらに，適応

別で各周期の年齢を4群（30歳未満，30－34歳，35－39歳，40歳以上）に分類し，各胚質問での着床率，EL率を比

較した．【結果】適応別毎に各胚質問での着床率，EL率は，反復不成功例でG胚52％，0％，　F胚19％，8％，　P

胚14％，40％，品胎防止例ではG胚56％，23％，F胚57％，14％，　P胚33％，33％となり，反復不成功例ではG

胚，品胎防止例ではF胚以一ヒで着床率は高率，EL率は低率であった，年齢毎に各胚質（G胚，　F胚，　P胚）での

（着床率）（EL率）は反復不成功例30歳未満（57％，0％，一）（0％，一，一），30－34歳（89％，33％，　33％）（0％，　O％，50％），

35－39歳（23％，16％，5％）（0％，14％，0％）40歳以上（一，6％，20％）（一，0％，　50％）と34歳以FでG胚移植のみ良好

な着床率，低率なEL率が得られた．品胎防止例30歳未満（60％，100％，40％）（17％，　25％，0％），30－34歳（47％，

54％，75％）（14％，14％，67％），3与39歳（69％，67％，13％）（33％，0％，0％）40歳以h（100％，O％，一）（50％，一，一）と

39歳まではF胚でも良好な着床率，低率なEL率が得られた．【結論】反復不成功例では，34歳まではGood胚な

ら1個，品胎防止例では39歳まではGood胚1個移植でも高率な妊娠率を維持しつつ双胎防止も可能と推察され

た。

e
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15 当院における胚盤胞移植の検討

高邦会高木病院　○隈本　　巧，野見山真理，河野由佳子

　　　　　　　　　田内　悦子，西山和加f，山田　耕平

　　　　　　　　　渡邉　英llfl，松本　ゆみ，小島加代子 o

【目的】近年，Day3移植に加えて胚盤胞移植の有用性が示唆されており反復不成功例，原因不明着床障害を対象に

各施設で臨床的応用が行われている．そこで当院でも反復不成功例を対象とした胚盤胞移植の有用性について検討

を行った．【方法】対象は，2000年7月から2001年5月に体外受精あるいは顕微授精を行った71周期の反復不成

功例（胚移植3回以上）とした．群分けはDay3移植群（56周期）と胚盤胞移植群（15周期）の2群とした．培養

液は前核期胚から6細胞期胚まではG］．2を，7細胞期胚以降はG2、2（Scandinavian　IVF　Science社）を用いた．胚

盤胞移植群では初期胚盤胞以上に達した場合に移植を行った．初期胚盤胞以上に達していない場合は，さらに追加

培養を行ったうえで移植を行った．胚移植は各群3個までとした．評価項目は年齢，移植回数，採卵数，受精率，

移植胚数，妊娠率についてDay3移植群と胚盤胞移植群で比較検討を行った．胚盤胞移植群では胚盤胞発生率につ

いても検討を行った．なお胚の評価はDay3まではVeeckの分類に従い，胚盤胞の評価はGardnerの分類に従っ
た．【結果】Day3移植群において平均年齢36．8±4．2才，平均移植回数4．8±3．0回，平均採卵数6．9±4．8個，平均受

精aj　73．4±25．9％，’IE均移植胚数2．1±O．7個および妊娠￥“’21．4％（12周期／56移植周期）であった．一一方，胚盤胞移

植群において平均年齢34．5±3．8才，平均移植回数6．5±3．6回，平均採卵数10．9±5．6個，平均受精率　69．1±22．4％，

1z均移植胚数2．2±O．6個でDay3移植群と有意差はなかったが，妊娠率61．5％（8周期／13移植周期）で有意に上昇

した（p＜O．01）．また胚盤胞発生率は41．2％であった．胚盤胞移植群のキャンセル率は13．3％であった．【考察】反

復不成功例を対象とした胚盤胞移植は反復不成功例に対して有用であると示唆された．さらに症例数を増やして検

討を行う予定である．

◇

彊

16 凍結保存中の余剰胚を提供することについての意識調査

　　　　一既に生児を得た症例を対象として

荻窪病院　産婦人科

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科

0片山恵利子，北村　誠司，竹原　祐志

　田島　敏秀，吉田　宏之，杉山　　武

　飯田　悦郎，矢澤　聡美

　吉村　泰典

【目的】体外受精（顕微授精を含む）の余剰胚を凍結保存中の患者が，　「提供胚の移植」や「研究」のために余剰胚

を提供することをどのように考えるかを，アンケートにより調査した．【対象】当院で余剰胚を凍結中の131例のう

ち，その後生児を得た59例を対象とした．年齢分布は，29～48歳，出産した児の数は，1～3児であった，【方法】

凍結胚の取り扱いについては，凍結保存時に「3年以内に患者本人に移植されねば，廃棄」とインフォームド・コ

ンセントを得ている．アンケートの返答にかかわらずこの取り扱いに変更はないことを明記したうえで，下記の内

容について郵送によるアンケートに回答を依頼した（無記名）．（1）もし，「提供胚の移植」のために自分達の余剰

胚の提供を依頼されたら，承諾するか否か？否の場合はその理由．（2）同じく「研究」のための提供は？（3）凍結

保存期間が終∫する時に，（1）と（2）に対する回答は変わっている可能性があるか？【結果】53例（90％）から回

答を得た．（1）「提供胚の移植」への提供．提供してもよい：23％（12／53），したくない：53％，わからない：25

％．提供したくない理由は，もう1回妊娠したい：46％，自分の受精卵で他人のこどもが生まれるのはイヤ：75
％，その他：18％．（2）「研究」への提供．提供してもよい：21％（11／53），したくない34％，研究の内容による：

25％，わからない：13％．提供したくない理由は，もう1回妊娠したい：53％，1’1分の受精卵が他のことに使われ

るのはイヤ：74％，その他：21％．（3）凍結期間終∫時に，気持ちの変わっている可能性，可能性あり：34％，な

し：30％，わからない：32％．（4）年齢別にみると40歳台の症例で，（1）（2）とも「提供してもよい」の比率が高

い傾向がみられた．児の数別では，一定の傾向は認められなかった．【結論】「提供胚の移植」については，提供して

もよいが23％，したくないが53％，「研究」については，提供してもよいが21％，したくないが34％という結果
であった．

り
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17 体外受精反復不成功例に対する凍結融解胚移植の検討

荒川・大桃エンゼルマザークリニック　○大橋　浩栄，大桃　幸夫，荒川　　修

● 【目的】体外受精反復不成功例患者に凍結胚移植を施行しその有用性について検討を行った．【対象及び方法】対象

は過去3回以上の体外受精不成功例患者とし，1999年11月～2001年2月まで施行した41症例43周期とした．既

往歴より不良胚，受精数の少ない症例は前核期胚凍結（2PN群）を行い，良好胚を得られる症例では分割胚凍結

（以ド4cell群）を行った．2PN群は28症例29周期，4cell群は13症例14周期であった．対照群は1999年1月～

2001年2月まで施行した新鮮胚による反復不成功例の92症例138周期とした．対照群の平均年齢，平均施行回数，

妊娠率，流産率はそれぞれ36．9歳，7．41r可，18．8％（26／138），38．　4％（10／26）であった．凍結方法は緩慢凍結と

し，融解後はDay3に胚移植を行った．全周期にホルモン補充周期を用いた．【結果】2PN群の平均年齢，’F均施行

回数，妊娠率，流産率はそれぞれ，37．1歳，6．llロ1，17．2％（5／29），40．0％（2／5）．4cell群ではそれぞれ34．9

歳，6．0回，50．0％（7／14），28．5％（2／7）で，両群合計の妊娠率，流産率は27．9％（12／43），33．3％（4／12）で

あった．Day3に8細胞期胚を1個以lt認めた場合の妊娠率は，2PN群33．3％（5／15），4cell群66．7％（6／9）であ

り，両群の合計は45．8％（ll／24）であった．　Day3で8細胞期胚未満の妊娠率は2PN群0％（0／14），4cell群20．

0％（1／5）で，両群の合計は5．2％（1／19）であった．【結論】新鮮胚移植に比べ凍結胚移植で妊娠率が高い傾向を

示した．反復不成功例の症例であっても良好胚が得られる場合と不良胚であってもDay3に8細胞期胚を1個以上

認める場合には凍結胚移植を行うことにより妊娠の可能性が期待できるものと考えられた．

麹

心

18 Cryotopを用いた前核期胚および胚盤胞のガラス化保存

加藤レディスクリニック　○畑　　景子，桑山　正成，林　　輝明

　　　　　　　　　　　　　遠藤あかね，内山　一一男，貝嶋　弘恒

　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

■

奪

【目的】我々はこれまでヒト卵子および胚の凍結保存において，従来の緩慢凍結保存法や他のガラス化保存法に比

べてMVC法（Minimum　Volume　Cooling：最小容景冷却法）によるガラス化保存法が優れていることを報告してき

た．現在MVC法用に開発されたガラス化用容器，　Cryotop（北里サプライ）を当院の全凍結適応症例に用いて行っ

ており，良好な臨床成績が得られたので報告する．【材料と方法】IVF／ICSI周期においてインフォームドコンセン

トの得られた患者由来前核期胚および胚盤胞をMVC法にてガラス化保存した．すなわち胚を室温下の平衡液で5

～
15分間平衡後ガラス化液へ投入して溶液を置換し，Cryotopに最少量のガラス化液と共に乗せ，直ちに液体窒素

中へ直接投入して急速冷却，カバーキャップにより密封し，保存した．融解は，37℃の融解液中へ直接胚を導入し

て行い，凍結保護物質を希釈，洗浄後，胚移植まで培養を行った．平衡液には7．5％EG＋7．5％DMSO，ガラス化液

には15％EG＋15％DMSO＋O．5Mショ糖加，また融解，希釈液には1およびO．5Mショ糖加TCM199を用いた．融

解後の前核期胚の培養はPlを用いて，5％0，，5％COe，90％Nzの気相下で2日間行い，主に4細胞期で移植した．

胚盤胞は同様にG2．2を用い，生存判定のため移植前3～4時間の培養を行った．移植後超音波診断を行い，　GSの観

察をもって妊娠成立と判定した，【結果】前核期胚および胚盤胞の融解後の生存率は99．3％（147／148）および90．8

％（69／76）であった．前核期胚は85．7％（126／147）が分割し，症例あたりの妊娠率は42．2％（19／45），胚盤胞で

は3＆8％（26／67）であった．【結論】Cryotopを用いたガラス化保存法は，処理が簡便であるだけでなく，融解後

の高い生存性や良好な妊娠成績が得られたことから，IVF治療におけるヒト胚の凍結保存法として高い臨床的有用

性が示された．

ψ
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19 ヒト前核期凍結保存卵子におけるガラス化保存法と緩慢凍結法の比較

永遠幸マタニティクリニック

加藤レディスクリニック

○豊北　美穂，橋爪　淳子，藤波　隆一

　西　　美佐，原　　直範，山崎　裕行

　道倉　康仁

　桑山　正成，加藤　　修

，

【目的】昨年，マウス前核期卵子においてガラス化保存法と緩慢凍結法との比較実験を行った結果，融解後の生存率

に差がなく共に高い値を示し，ガラス化保存法が有効な方法であることを報告した．そこで今回，ヒト卵子におい

ても有効であるかを検討するため，インフォームドコンセントの得られたヒト前核期卵子（凍結保存余剰卵子）を

用い両者間の比較実験を行った．【方法】緩慢凍結法により保存された前核期余剰卵子70個を用いた，緩慢融解し

2時間の回復培養後，形態学的観察により胚を前核期卵子および1細胞期胚に区分し，それぞれの区の卵子をガラ

ス化保存（MVC／EG＋DMSO／CRYO　TOP法）あるいはプログラムフリーザー・一・・を用いて再凍結保存し，各法で凍結

保存した卵子を融解した．5日間の継続培養を行い，形態的正常率，分割率（Day　2），胚盤胞への発生率（Day　6）

を比較した．【成績】ガラス化保存一融解後の形態的正常率，分割率（Day　2），胚盤胞への発生率（Day　6）はそれ

ぞれ，92％，85％，および23％であった．一方，緩慢凍結一融解後は，82％，76％および17％であった．それぞ

れの比較値に有意差は認められなかったが全ての値において，ガラス化保存法に高い傾向がみられた．また，前核

期卵子区および1細胞期胚区のガラス化保存，緩慢凍結法の生存率はそれぞれ，89％，82％および100％，83％で

あった．【結論】この結果より，ヒトの前核期卵子及び1細胞期胚の凍結保存法として，ガラス化保存法は緩慢凍結

法と同様の凍結保存法効果を有することが明らかになった．また，前核期卵子区および1細胞期胚区の比較におい

て，本実験で1細胞期胚の凍結保存後の生存性が，その凍結手法に関わらず高い耐凍性を有することが明らかと
なった．

◇

“

20 プログラムフリーザーを用いる胚緩速凍結法の高速化

　　　　　　　　　　　　　　小塙医院　○中島　潤r，大庭三紀f’，小塙　　清

東京歯科大学　市川総合病院　産婦人科　　兼子　　智，田辺　清男 や

【目的】哺乳動物胚緩速凍結法の高速化を目的として，1凍結保護物質中の不純物による毒性の軽減，2．凍結容器の

改良，3凍結保護剤組成，濃度，4．平衡化の簡易化，5．融解法を検討した．【方法】DMSO，エチレングリコールは真

空蒸留して中間留分を得，直ちにチッソ置換して酸化を防いだ．常法により過排卵誘発を行い，マウス8細胞期胚

を得た．凍結保護剤（9．0％DMSO，9．0％エチレングリコール，0．18Mショ糖，　O．02Mトレハロース）中で室温3

分間胚を平衡化する1段階法を用いた．凍結容器には内径O．6　mmの耐温度衝撃プラスチック〔－200℃～230℃〕ス

トローを用いた．凍結プログラムは20℃／－12．0℃：－3．0℃／分，植氷，10分間保持，－12．0℃／－40℃：－1．0℃／分を用い，

液体チッソ中で保存した．融解は37℃に保温した水巾で行い，胚を回収して0．5，0．25Mショ糖（各3分開）中で復

水した．【結果】101個のマウス8細胞期胚を本法により凍結保存した．非凍結（対照）群（83個）では，77個（9　2．8

％）が胚盤胞に到達した．融解直後，89個（88．1％）が形態的に生存していた．追加培養を行った結果，78個（77．2

％）が胚盤胞に到達した．【考察】比較的高濃度の凍結保護剤を用いることにより植氷温度の低下ならびに凍結速度

の高速化が可能となるとともに，1段階平衡化型することにより操作を簡便化できた．本法では約50分間で凍結操

作が終了した．ストローの細径化により，融解速度の向上を図ることができた，

●

■

侮
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21 マウスICSIにおける不動化後のヒト精子およびマウス精子の受精，発生能

山一梨医科大学　産婦人科　○水野　薫子，星　　和彦

　ハワイ大学　産婦人科　　Huang　Thomas

ゆ

■

【目的】ICSI時，精子の不動化処理は必須とされているが，通常は精了・を不動化後，すぐに卵細胞質内へ注入して

いる．しかし，不動化処理とICSIの間の経過時間による受精，発生能への影響について，系統だった評価はされて

いない．そこで，Piezo　pulsesによる不動化後の時間経過が受精，発生に与える影響について検討した．さらに，

保存mediumによる差についても検討を加えた．【方法】インフォームドコンセントを得た正常精液所見のヒト精子

およびマウス精巣上体尾部精子を検体とし，swim　upで回収したそれらにHepes－CZBで溶解した10％PVP中で数

回のPiezo　pulsesを加え，不動化処理を行った．不動化後，精子をすぐにマウス卵へICSIしたもの（Control）と，

10％PVP中で1，2，3，4，6，24時間保存した後，　ICSIしたものをそれぞれCZB巾で培養し，それらの受精，発生能を

比較検討した．また，保存mediumをNIM（nucleus　isolation　medium）にした場合のそれらについても検討した。

【成績】ヒト精子では，不動化後24時間経過しても，受精率に有意な変化はなかった．マウス精子においても，各

群の受精率および正常受精（2PN＋第2極体）率は同程度であり，精子不動化後の時間経過による受精への影響は

ほとんど認められなかった．しかし，blastecystへの胚発生率は，時間経過とともに低Fした．また，保存medium

をNIMにした場合，不動化後2時間までのblastocyst発生率はControlとほぼ同レベルまで改善された．【結論】

Piezo　pulsesによる不動化処理後の時間経過は受精に影響を与えなかったが，胚発生は時間経過とともに低下した．

不動化処理後の精子をK＋rich　mediumに保存すると，胚発生能は改善するが，その効果が期待できるのは2時間以

内であった，

22 男性因子以外の周期におけるICSIの有用性

セントルカ産婦人科　○城戸　京子，

　　　　　　　　　　　大津　英子，

　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

公一文　麻美，平井　香里

熊迫　陽子，長木　美幸

6

●

【目的】正常な精液所見にもかかわらずconventionai　IVFで受精卵の得難い症例がみられる．このような症例に

行ったICSIの成績と有用性について検討した．

【対象と方法】1998年12月から2000年12月までの期間にICSIを行った576周期を対象とした。そのうち精液所

見がWHO基準を満たし，　strict　criteria値が15％以上であり，　conventional　IVFでは受精率の低かった（45．6％）

周期46周期（A群）と，精液所見がWHO基準を満たしていない，またはstrict　criteria値が14％以下であった周

期530周期（B群）について比較検討した．

【結果】A群，B群の採卵時平均年齢は，35．2±4．8歳，35．0±4．7歳と有意差を認めなかった．平均採卵tW　7．4個，8．9

個（＊＊P＜0．Ol），採卵率642％，6＆1％とA群で低い傾向がみられた．受精率77．3％，66．9％（＊P〈0．05），分割

率　82．6％，79．4％ではA群で高い傾向がみられ，平均移植胚数2、6個，2．3個（＊P＜0．05）では数が多くなる傾向が

みられた．また，ET時の分割胚の質平均3．0，2．8（＊P＜O．05）ではA群でグレードが低くなる傾向がみられた．妊

娠率10．5％，18、5％，出産率25．0％，31，1％では有意差が認められないもののA群で低い傾向にあり，キャンセル

率17．4％，24．7％では高い傾向がみられた．

【結論】今回の検討から正常な精液所見におけるICSIは受精卵を得ることを目的とするにあたっては有用であると

考えられた．しかし，ET時の胚の質，妊娠率，出産率では男性因子によるICSIよりも低い傾向がみられることよ

り，今後，卵の質の向上，受精障害の原因の究明などが必要であると考えられる．

，

』
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23 男性因子に対するICSIの有用性についての検討

内田クリニック　○安藤　　幸，村尾　明美，内田　昭弘

【目的】受精障害および重症精液所見不良症例に対してICSIは，妊娠成立をめざすうえで有効な手段とされる．今

回は，ICSI施行時の妊娠成立に関連する臨床データの解析から男性因子に対するICSIの有用性についての検討を

目的とした．【対象および方法】対象は当院においてICSIを施行した症例を，男性因fを適応としてConventional

IVFを施行し，受精率が20％以下であった受精障害症例20症例45周期（A群），同様の受精率が20％以上であっ

た症例7症例14周期（B群），初回からIcsIを施行した重症精液所見不良症例16症例26周期（c群）に分類し，

臨床データを比較検討した．【結果】A群，B群，　C群における平均年齢は34．4±45歳，36．9±2．4歳，319±3、2

歳でB群はA群，C群に比較して有意な高値を認めた．平均採卵数は9．4個，6．8個，10．8個，平均ICSI施行卵数

は＆3個，5．0個，8．3個，’F均受精卵数は6」個，3．7個，5．7個でB群はA群，C群に比較して有意な低値を認めた．

平均分割卵数は5．0個，3．4個，4．3個でB群はA群と比較して有意な低値を認めたが，B群，　C群の間に有意な差

は認められなかった．受精率は69．　．6％，72．7％，63．7％，分割率は68．4％，72．7％，59．0％，分割胚に占める良好胚率

は5＆7％，667％，63。1％，胚移植周期あたりの妊娠率は26．7％，21．4％，23．1％で各群問における有意な差は認め

られなかった．【結論】今回の検討から，（1）受精障害症例については，受精卵，分割卵を得られるという点に関し

てICSIを積極的に取り入れていくべきであると推察された．（2）Conventional　IVFで受精率が20％以上であった

症例は，ICSI時の女性の年齢が高く，平均採卵数，　ICSI施行卵数受精卵数が低値であったが，平均分割卵数，良

好胚率については重症精液所見症例と同等であったことから，男性因∫を認める場合に，良好胚を確保できるICSI

は妊娠成立をめざす治療として有用であると考えられた．

，

◎

6

24 精子先体反応率からみたARTの選択基準

広島大学　医学部　産婦人科　○香月　孝史，原　　鐵晃，大濱　紘三
今

［目的］男性不妊に対してConventional　IVF（以下，　IVF）あるいはICSIのいずれを選択するかについての明確な

基準はない．われわれは，精子先体反応率（％of　Acrosome　reaction：以下％ARと略す）が受精能力の良好な指標

になりうることを報告してきたが，今回はIVFおよびICSIの選択に％ARが参考になるか否かを検討した．［方

法］IVF施行の166例，　ICSI施行の66例の計232例を対象として，同意のド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，残りの検体からswim－up法（1時間）で運動性良好な精チを回収して5

時間培養した。次いで，Ca　ionophore（10μM）で先体反応を誘起した後に精rを固定し，　Hoechst33258とFITC－

PSAの2重蛍光染色を行い，生存かつ先体反応完ゴ直後の精子の比率を求めこれを％ARとした．［成績］1．IVF

の受精率と％ARとの間に相関を認めた（p〈O．01，R　＝　O．42，％AR　一　14．8＋O．25　×受精率）．妊娠例と非妊娠例を比較

すると，受精率は有意に高値であり，％ARも高値であった．2JCSIの受精率と％ARとの間には関連がなく，妊娠

例と非妊娠例を比較すると受精率は有意に高値であり，％ARは有意差を認めなかった．3．％ARを10％未満（1

群），10～20％（II群），20％以上（III群）の3群に分けた検討では，　IVFでの受精率は1群（31．1±5．2％）がII

群（4＆8±5．9％）およびIII群（63．4±2．6％）に比較して有意に低く，　II群がIII群に比較して有意に低かった．ま

た，ICSIの受精率はII群（31．4±5．3％）が1群（49．7±52％），III群（512±5．5％）に比較して有意に低かった．

［結論］％ARが10％未満の例ではIVFによる妊娠率は低いが，　ICSIの成績には影響しないことが判明し，このよ

うな例に対してはICSIの適応も考慮したほうがよいと思われた．

●

魯

曾
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25 Immotile　cilia症候群による男性不妊患者の夫不動精子を用いて

　　　　　ICSIし妊娠健児を得るに至った一症例

猫協医科大学　医学部　産婦人科

石橋総合病院

〇三ツ矢和弘，正岡　　薫，根本　　央

　稲葉　憲之

　田中壮一郎

●

噂

Immotile　cilia症候群は1977年Eliassonらによって全身の繊毛あるいは精子鞭毛の先天的な超微構造異常に起因

する系統的疾患として提唱された．常染色体劣性遺伝で頻度は男女を問わず2万例に1例，うち約半数はKart－

agener症候群を呈するとされている．病因は繊毛あるいは鞭毛を構成するダイニン蛋白（dynein　protein）の合成

障害であり，精子鞭毛の運動障害による男性不妊となること，また女性でも卵管の繊毛運動の欠如のため卵管性不

妊となることが知られている．今回我々は本症候群の夫（43歳）不動精子をICSIすることにより妊娠，健児を得

た症例を経験したので報告する．夫精子所見は運動率0％であり，不動精子のうちエオジンに染まらなかった生存

精fは60％であった．電顕では精子鞭毛のダイニン腕の欠損，central　micro　tubule（CMT）の消失が認められた．

先天奇形等のリスクを話した一Lで充分なインフォームド・コンセントを得た後，妻（30歳）にLong　protocolのも

と過排卵刺激を行い，平成11年6月26日採卵，得られた10個の成熟（M2）卵に対し，生存が確認された夫不動

精子を用いてICSIを施行した．6個の卵が正常受精し，　Grade　1（Veeck分類）の胚3個を移植し妊娠に至った．

Immotile　cilia症候群の不動精妊を用いたICSIで妊娠に至った症例の報告は国内，海外を通じて数例にすぎず，稀

少な症例である．本症例は妊娠39週2日で男児2744g，　Aps9を正常分娩した．児に外表奇形その他の明らかな異

常は認められず，その後も発育順調である．本例の夫は小児期より慢性副鼻腔炎と気管支拡張症を有していたが右

胸心を持たないことからKartagener症候群ではなく広義のimmotile　cllia症候群に属する症例であった．

ず

26 Spindle　Viewを用いたMII　Spindleによるヒト卵子の評価法

加藤レディスクリニック　○大久保　毅，桑山　正成，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，寺元　章吉，加藤　　修

φ

【目的】我々はこれまでSpindle　ViewT’1装置（CRI社，　USA）を用いて，成熟卵子のMII　plateの観察を行い，倒

立顕微鏡下の観察では形態学的に正常であるにも関わらず，MII　Spindleが可視化されない卵子が比較的多く存在

することを明らかにしてきた．そこで今回，Spindleがvisibleあるいはinvisibleである卵子の発生率を比較し，同

手法による観察が卵子の発生能を評価する基準になるか否かを検討した．

【材料と方法】インフォームドコンセントの得られたICSI症例患者由来の成熟卵子を裸化後，　Spindle　Viewを用い

て，Spindleのvisible／invisibleによって区分し，　ICSI後の受精率，発生率および胚移植後の妊娠率を比較した．

【結果】Spindle　invisible卵チは観察した卵子の32．4％（22／68）に存在した．　visible区およびinvisible区における受

精率は89．1％（41／46）および54．5％（12／22），分割率は97．2％（35／36）および75．0％（8／9），妊娠率は30．8％

（4／13）および0％（0／6）であった．また，invisible区ではvisible区に比べて平均患者年齢が高く，過去の妊娠不

成立移植回数が多い傾向が認められた．

【結論】本実験において，通常の鏡検では判定することが出来ないinvisible卵子が高率に存在し，しかもこれらの

卵子の受精率は有意に低く（P＜0．05），さらに胚移植を行っても妊娠が成立していないことが明らかとなった．す

なわち採卵時のSpindleの判定により受精後の胚発生能を予知できる可能性が示された．また同法の応用として

IVM成熟卵子における初期判定法などとしても用いられる可能性がある．

，
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27　STRフラグメント解析を用いたSingle　Haploid　DNAからの個人鑑定法の確立

加藤レディスクリニック　○青木麻紀子，青野　文仁，桑山　正成

　　　　　　　　　　　　　奥野　　隆，寺元　章吉，加藤　　修
ψ

【H的】我々は前大会においてmaturation　arrest患者の治療法としてAIA法の有効性を報告した．同法は提供され

た正常精子を顕微授精して患者卵子を活性化後，患者由来円形精子細胞（RS）を注入し，雄性前核形成時に精子由

来前核を除去する方法である．今回，除去前核が提供精子由来であること確認するため，STR解析を用いたSin－

gle　Haploid　DNAからの個人鑑定法の確立を検討した．

【方法】インフォームドコンセントの得られた患者より提供された精子，卵子およびRSを供試した．除去した精子

由来前核はDNAをアルカリ抽出後15mer　random　primerを用い92℃lmin，37℃2　min，　O、1℃／s　to　55℃，55℃4min

の条件で15cycleのPCRを行い，増幅した，増幅DNAと提供精子由来DNAをGene　Print　Florescent　STR　Sys－

tem（Promega）を用いて蛍光Multiplex　PCRを行いCSFIPO，TPOX，THOI，vWAの各ローカスを増幅した．その後，

ABI　PRISM　377DNA　Sequencer（ABI）にてDNAフラグメントを検出し，前核及び精f由来の各ローカスのDNA

フラグメント検出パターン比較により個人鑑定を試みた，

【結果】各ローカスにおいて除去前核および提供精子由来のDNAフラグメントの検出パターンが一致し，両者は同

一一 であることが証明された，

【結論】AIA法においてSTR解析による個人鑑定が有効であることが証明された．　Single　HaploidのDNAでも

PCRを用いれば診断可能なレベルまでDNAを増幅できたことから，本法の応川により将来的に胚の着床前診断法

として，第・，第二極体やSingle　Cellレベルでの遺伝子診断がll∫能であることが示唆された．

御

の

28 間期の割球に対するテロメアプローブによる染色体診断の

　　　　　　　　　正診性についての検討

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○馬渡　善文，田中　　温，粟田松・郎

　永吉　　基，田中威づみ，竹本　洋一一

　高崎　博幸，岩本　智子，鍬田　恵里

　竹本　佳世

　楠　比呂志

◎

【目的】海外において均衡型相tll転座の・着床前診断は，主として問期核にテロメアプローブとセントロメアプローブ

を用いたFISH法にて行われている．しかし，割球がS期にある場合，　FISH法によるテロメアプローブのシグナル

の数が異なってくることもあると考えられる．今回我々は，初期胚のすべての割球についてテロメアプローブとセ

ントロメアプローブを用いたFISH法を行い，かつ当院の方法によって分裂期の染色体標本も作製しその正診性に
ついて検討を行ったので報告する．なお，この研究に使用した検体はすべて患者の同意の元に得られたものを使用
した．【対象と方法】体外受精後2日目に凍結した余剰初期胚7個を対象とした．各初期胚を解凍後約24時間培養，

透明帯を融解除去し，割球を分離した．各初期胚より得られた割球のうち2個分裂期染色体標本を作成しFISH
法を行った．残りの割球は間期核のままFISH法をおこなった．　FISII法は10番染色体に対するVysis社製DNA
プローブCEP10，　TelVysionlOqを使用した．【結果】7個の初期胚（6から10細胞期胚）より57個の割球が得られ

た．問期のままFISH法を行った42個中40個（95．2％）でFISHシグナルが得られた．多核の3個を除いた37
個中CEPlOシグナルとTellOqシグナルを各々2個ずつ［（cep，tel）＝（2，2）］認めた割球は29個（7＆4％）であった．

残り8個（21．6％）は（cep，tel）が（1，2）（2，1）（3，1）の割球が1個ずつ，また（2，3）が5個，（2，4）が1個認めら

れた．7個の初期胚中6個で分裂期の染色体標本が得られた．この中には（cep，tel）＝（2，3）のものがあったが同

一染色体ヒにtelシグナルが2個認められ，正常と診断された．【結論】間期核のFISH法では（cep，tel）＝＝（2，　2）

以外のものを21．6％に認めたが，この中には正常と考えられるものがある．これらを正しく診断するためには分裂
期の染色体標本が必要と考えられた．

φ

爾

i
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29 ヒト卵子における電気刺激後の染色体の分配の経時的変化

台

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○竹本　洋一，出中　　温，粟田松一郎

　永吉　　基，馬渡　善文，田中威づみ

　高崎　博幸，岩本　智子，長野亜紀子

　鍬田　恵里，竹本　佳世

　楠　比呂志

嘔

【目的】卵子の活性化は正常な胚発生には必須であり，もし，この卵子の活性化が不十分な場合には，化学的・物理

的および電気的刺激による，人工的な卵子の活性化が必要となる．今回我々は，以上の点に鑑み，電気刺激後のヒ

ト卵子の活性化状態の判定の指標となる染色体の分配を経時的に観察することに成功したのでその経過について

報告する。【方法】1電気刺激後のM－II期卵子7個の染色体を経時的にノマルスキー微分干渉顕微鏡下で観察し

た．2．染色体が見えやすくなるように極薄のガラスシャーレを作成した．【結果】1第二滅数分裂中期（M－II期）卵

子の染色体は第一一極体の位置を12時とすると，全て11～1時の問の表層下に認められた．棍棒状の染色体が横長

（20～25μm）に固まっており，その周囲は透明で細胞質との境界は明瞭であった（全体として約30μmの大きさ），

2．電気刺激後1～2時間で，染色体が分裂（第二減数分裂）を開始し（ana－phase），第2極体が2～3時間で放出し始

め（tel（》phase），6時間以内に完全に囲卵腔に認められた．卵細胞質内の染色体は第2極体の直下に認められ，そ

の大きさはM－II期卵子の約1／2であった．3．はっきりと確認できる小型の雌性前核は第2極体放出後，1～3時間目

より出現した．その後，雌性前核は増大し，核小体は明瞭となり数も増加した．さらに中央に移動しながら，雌性

前核は拡大し，核小体の配列も変化した．辺縁の細胞質は連続的（8～24時間）に疎となった．4．電気刺激後，約

24～27時間で雌性前核は消失し，syngamyとなり，その3～4時間以内に細胞質分裂が開始した．5電気刺激後の

単為発生は，4～16細胞期胚で退行変性となった．【結論】電気刺激後のヒト卵子の活性化の状態の判定の指標とな

る染色体の分配を経時的に観察することに成功した．

30 ヒト雄性生殖細胞の染色体分析を用いた鑑別診断の開発

■

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，岩本　智子，鍬田　恵里

　竹本　佳世

　楠　比呂志

■

v

〔目的〕非閉塞性無精子症の男性の精細管内の生殖細胞の発育状況の判定は組織像を見れば容易ではあるが，精細管

内の生殖細胞を処理した細胞浮遊液の状態ではその鑑別が困難な事が多い．すなわち浮遊液中の円形の細胞が一体

どのステージの細胞かを正確に判定する為には2回の減数分裂の過程で変化する染色体数・染色分体数が正確に

わからない限りその細胞の同定は不可能ということになる．そこで今回我々は円形の細胞の最終的な鑑別診断のた

めにはその細胞の染色体診断が必要であると考え，マウス受精卵に間期のヒト生殖細胞を注入しその染色体を診断

する方法を検討し，臨床一ヒ有用と思われる結果を得たので報告する．〔方法〕マウスの体外受精（♀B6C3FIx♂

ddY）により得られた受精卵（2PN）にヒト精細管より分離した第一精母細胞，第一精母細胞を体外培養し分化し

た第二精母細胞及び円形精子細胞と思われる各々の細胞を直径5μm，7μm，10μmのインジェクションピペットで

ピエゾマイクロマニュピレターを用いて注入した．その後マウスの前核（2PN）が消失するまでビンブラスチン

（O．1μg／m1）を含む10％血清加HTF中で培養し，消失後固定を行った．固定は1％クエン酸Na：30％ウシ胎児血

清＝1：1の低張液で低張処理を行いメタノール：酢酸：水＝5：1：4の液で弱固定を行った．次にメタノール：酢

酸＝3：1の液で固定を行い風乾した．その後ギムザ染色を行い細胞の鑑別診断を行った．〔結果〕細胞注人後のマ

ウス卵子の生存率は，第一精母細胞，第二精母細胞，「il形精子細胞の順に20％（4／20），50％（10／20），66％（12／

18）であった．注入成功後の細胞の中で鑑別診断（染色体診断）が可能であった割合は各々，100％（4／4），100

％（10／10），100％（12／12）であった．〔結論〕マウス受精卵（2PN）に細胞を注入することにより各生殖細胞の鑑

別が可能となる事が確認できた．卵子の生存率を上げる為には，注入技術の更なる向上が必要である．

禽
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31 複数回ART後の採卵における卵胞洗浄液がアレルゲンと考えられた

　　　　　　　　　アナフィラキシーショックの2症例

東京大学　医学部　産科婦人科　○末永　昭彦，蔵持　和也，小笠原綾子

　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，大須賀　穣，藤本　晃久

　　　　　　　　　　　　　　　藤井　知行，矢野　　哲，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

逼

IVFは不妊治療の進展と共に近年，急速に施行症例が増加している．その中で卵胞洗浄に使用されるflushing　me－

diumあるいはET　mediumのstreptomycinによりanaphylactic　shockを引き起こしたとされる報告は極めて稀
ながら存在する．今回，我々は複数回のIVFを合併症なく施行した患者においてanaphylactic　shockが誘発され，

アレルゲンとして卵胞のflushing　medium中のstreptomycinが同定された2症例を経験したので報告する．【症例

1】41歳，2年間の原発性不妊症の女性．家族歴；喘息，小児喘息．既往歴；アトピー性皮膚炎．現病歴；乏精子症

にて11回の体外受精で妊娠に至らず．前回同様ケタラール静脈麻酔で12回目の採卵を施行．開始15分後，血圧低

下と全身性発赤，苦悶様症状が出現．shock治療を行い，40分後に回復．翌日まで経過観察した．今回の原因をketa－

mineと推測して13回目のIVFをthiopentalに変更し採卵を施行．開始数分後linFl．低下，全身性発赤が出現．　shock

治療を行い回復した．【症例2】40歳，原発性不妊症の女性．家族歴：サルコイドーシス，喘息，青魚．既往歴：葬

麻疹，スギ花粉症，現病歴；両側卵管閉塞，乏精子症にて6回の体外受精で妊娠に至らず．7回目の採卵開始15

分後，大腿部発赤，咳漱出現に続き，頻脈，血圧低下を示した．薬剤性アレルギー性shockと判断し，　shock治療

を施行し，回復した．両症例について関連薬剤の精査を行い，リンパ球幼弱試験では全てが陰性であったが，prick

test，皮内テストによりmHTFに含有されるstreptomycinがアレルゲンであることが判明した．これら2症例は

ともに，年齢が40歳以一ヒ，既往歴，家族歴にアレルギー素因の存在など共通する背景が認められた．複数回のIVF

での卵胞洗浄液の暴露により，強力な感作が成立したと推察される興味深い症例だと思われる．

騨

鮮

32 高年者への体外受精・胚移植に関する検討

済生会下関総合病院　産婦人科　○石松　正也，田村　博史，高崎　彰久

　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均
■

【目的】難治性不妊症例の一つと考えられる高年者への対応は治療成績向上のために重要な問題である．当院におけ

る，高年者に対するIVF－ETの成績からこれらの症例の治療上の問題点について検討した．【方法】1996年1月から

2000年12月の問に当院にてIVF－ETを施行した40歳以上の患者196周期を対象とし，卵巣刺激法，採卵数，成熟

卵数，受精卵数，移植胚数，良好胚数，hCG投与時の内膜厚を妊娠群（P群，17周期）と非妊娠群（NP群，179

周期）で比較した．一・方これらにETキャンセル率，妊娠率を加え，一年毎の成績の推移を検討した．【成績】まず

P群とNP群の比較で，受精卵数（2．4±1。lvsl．1±1．4個），移植胚数（2．1±09．　vsO9±1．2個），良好胚数（1．4±O．9

vs　O．5±0．9個），内膜厚（1L5±2．0　vs　10．2±1．6，　mm）（mean±SD，周期当たり）はいずれもP群が有意に（P＜0．Ol）

高値であった．各年毎の比較では1996年から2000年まで採卵数，成熟卵数，受精卵数，移植胚数，良好胚数は年

毎に増加の傾向，ETキャンセル率は減少傾向を示した．内膜厚には差はなかった．このうち1997年と2000年に

おいては受精卵数（O．5±O．2　vs　1．5±0．3個），良好胚数（O、1±O．1　vs　1．0±0．2，個），　ETキャンセル率（74．3　vs　37．0，％）

で差が有意（P＜0．05）であった．この両年で卵巣刺激法を比較すると，1997年がLong法中心であったのに対し2000

年はShort法や，成長ホルモンまたはMacrophage－colony　stimulating　factor（M－CSF）併用周期が増加した．しか

し，ETあたりの妊娠率（％）は1996年から順に38．5，　22．2，　10．0，240，　6．9と一定の成果は得られなかった．【結論】

治療成績向上のためにはまず十分な良好胚の獲得が必要で，これは卵巣刺激法の工夫により期待できると考えられ

た．しかし妊娠率の改善にまでは及んでおらず，着床環境の不備が推測され，この点がさらに検討を要する課題と

思われる．

o

、

瞬
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33 当科における体外受精後多胎妊娠発生率と，

　それに影響する因子についての検討

倉敷中央病院　産婦人科

倉敷中央病院　臨床検査科

小野レデイースクリニック

○本田　徹郎，

　高橋　　晃

　高橋　　司，

　馬岡　　陽

梅岡弘一郎，中堀　　隆

磯崎八重子

艦

●

［緒言］多胎妊娠は早産・低出生体重・妊娠中毒症・帝王切開分娩など母児のリスクとなる．これまで当科では採卵

後2～3日目に3個の胚移植を行うことを治療のfirst　lineとしてきた．（ただし初回治療・若年など，多胎発生リス

クが高いと考えられる場合には本人と相談して移植数を2個にとどめている）．この治療方針が妥当なものである
かどうかを，臨床妊娠率や多胎発生率および妊娠経過をもとに検討した．［対象］当科で1993～2000年に体外受精を

受けて胚移植にまで至った全734周期（新鮮胚周期561周期および凍結胚周期173周期）について，年齢，既往採

卵回数，胚の形態と移植数，妊娠結果について解析した．胚の形態は，day2ではGradel，2の4cell以ヒを，　day3

ではGradel，2の8cel1以上を，　day5では胚盤胞を発育良好胚とした．［結果］良好胚移植数がOJ2β個と増えるにつ

れ，移植あたりの臨床妊娠率（5．3％，19％，31％，39％），生産率（2．1％，13％22％，29％），多胎妊娠率（0．5％，O．9

％，4．9％，9．5％）ともに増加した．全体で妊娠12週以上継続したのは120症例であり，うちわけは単胎93例，双胎

24例，品胎3例で多胎率は23％であった．単胎群と多胎群を比較すると，多胎群で良好胚移植数が多く（p＜0．001），

採卵回数が少なく（p＜O．Ol），低年齢であった（p〈0。05）．胎児異常による死産を除いて20～27週の流早産は単胎

で0％（0／90），双胎で13％（3／24），品胎で33％（1／3）であった．［考察］多胎妊娠における早産率は単胎よりも

高く，特に妊娠28週未満の流早産はすべて多胎であった．当科の臨床妊娠率と多胎発生率は諸施設とほぼ同様であ

ると考えられた．良好胚の移植数を一律2個に制限すれば多胎発生率を低下できると思われるが，同時に妊娠率も

ドがる可能性がある．多胎妊娠の早産のリスクをクライアントに十分説明したうえで胚移植数を決定すること，お

よび多胎妊娠のさらに慎重な管理が重要であると考えられた．

ひ

34 PCOSに対するIVM－IVFの適応について

　　一Testosterone値からの検討一

IVF大阪クリニック

関西医科大学　産科婦人科

○大垣　　彩，西垣　明実，福田　博恵

　川田　浩子，朴木　和美，熊谷明希一r一

　當仲　正丈，山崎　雅友，西原　卓志

　岩本　英煕，中岡　義晴，河田　　淳

　福田　愛作，森本　義晴

　神崎　秀陽

●

’

【目的】体外受精適応症例の中でPCOS合併例はOHSS回避の目的で，未熟卵体外受精（IVM－IVF）の適応である．

しかし，当院におけるIVM－IVFの成績よりTestosterone（T）値の高い症例では妊娠例を得られなかった．そこで

PCOSのIVM－IVFについてT値により治療成績に差があるか検討を行った．【対象と方法】1999年10月から2001

年2月までに当院においてIVM－IVFを行ったPCOS症例31症例37周期を対象とした．血中T値は，採卵施行直
前に採血を行いEIA法により測定を行った．　T値によりA群：T≦60ng／dl，　B群：60＜T≦100ng／d1，　C群：100

ng／dl〈Tの3群に分類し，それぞれの採卵数・成熟率・受精率・分割率・胚のグレード・割球数・妊娠率につい

て比較検討を行った。【結果】T値により分類するとA群18例，B群9例，　C群4例で，高T血症PCOSは42
％であった．採卵数はA群5．9個・B群＆9個・C群98個で，B群とC群がA群に比べ有意に多かった．成熟率は
A群64．1％（75／ll7）・B群48．6％（52／107）・C群449％（22／49）でB群とC群がA群に比べ有意に低かった．

受精率はA群85．5％（63／75）・B群82．7％（43／52）・C群81．8％（18／22），分割率は，A群69．8％（44／63）・B

群93．0％（40／43）・C群66．7％（12／18），胚のグレード，割球数らについては特に差は認められなかった．胚移植

当たりの妊娠率は，A群28．6％（4／17）・B群16．7％（2／12）・C群O．O％（0／3）とT値が高いほど妊娠率は低下

した．【考察】高T血症を伴うPCOSは，採卵数が多いにもかかわらず体外成熟率が低くIVM－IVFの適応は慎重に

考えるべきである．
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35 高度生殖医療により妊娠した症例の予後の検討

レディースクリニック京野　0千葉せつよ，京野　廣一・，福永　憲隆

　　　　　　　　　　　　　拝郷　浩佑，大平知沙子，中條友紀子

日的：私たち生殖医療に携わる者の目的は母体の健康を損なわず，生児を獲得することである．高度生殖医療によ

る妊娠率向Lには目が向けられているが，妊娠そして分娩後の予後について検討した報告は少ない．この治療の安

全性確認のためには重要な課題であり，当院で妊娠した371例について検討したので報告する．方法：1995年8

月より2000年12月まで妊娠した371例について妊娠分娩予後について検討した．成績：妊娠継続，出産は296

例（うち死産2例）79．．8％，流産66例17．8％，子宮外妊娠8例2．2％，人工妊娠中絶1例（18トリソミー）0．3％であっ

た．子宮内外同時妊娠は3例あり，うち2例は出産している．多胎妊娠は49例（双胎42例11．3％，品胎7例1．9

％）13。2％であった．胎児異常はrl唇裂口蓋裂1例，完全大血管転換症1例，先天性t一一二指腸狭窄1例，ダウン症候

群1例，18トリソミー1例であった．早産率は単胎，双胎，品胎で各々16．6％，66．0°／，，100％であった．結論：子宮

内外同時妊娠の可能性が高いこと，また多胎妊娠率，早産率，低出生時体重児率が高いことより，胚移植数を制限

し，多胎防止に最大限の努力がなされるべきである．

墓

‘

36 前核期胚の核小体分類が体外受精成績に及ぼす影響について

聖隷三方原病院　不妊センター　○岡田　喜親，杉本　利幸，弘島　大輔

　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　留美，望月　　修 心

［H的］体外受精において良好胚を選別することは，妊娠率の向ヒのために重要である．さらに，着床能力の高い胚

をあらかじめ選別できれば，多胎防ILの観点からも有益である．そこで，　Tesarikらの前核期胚における核小体分

類に基づき，より早期の段階から着床能力の高い良好胚の選別が可能か否かを検討した．［方法］対象は平成12

年1月から平成13年3月までの体外受精・胚移植で胚移植前に核小体分類が行えた132澗期（顕微授精71周期を

含む）とした．これらの前核期胚の核小体をPOからP5の6段階に分類し，胚移植はday2から5に施行した．各

分類の割合を妊娠群59周期と非妊娠群73周期およびPOを含む胚移植とPOを含まない胚移植の群に分け，各分

類の比率，臨床妊娠率および着床率について検討を行った．［成績］妊娠，非妊娠群ともに最多の分類はPOで，そ

れぞれの比率は423％，48．2％であった．またその他の分類に属する比率も2群でほぼ同様の変化を示した．一方，

胚移植をPOを含む群とPOを含まない群にわけて胚移植当たりの臨床妊娠率をみてみると，それぞれ43．8％，46．5

％で2群間に差は見られなかった．さらに着床率はそれぞれ22．4％，27．9％とややPOを含む群に低い傾向を示した

が，有意差はみられなかった．［結論］今回の検討では，POが必ずしも着床能力の高い胚に発育する可能性を有し

ているとの示唆が得られなかった．しかし，胚盤胞期への発育率が高いとの報告もあり，今後さらにその点につい

て検討する予定である．

■

噂
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37 胚盤胞移植におけるhCG投与日の血中E、値および

　　P，値が妊娠率に与える影響に関する検討

生長会府中病院　不妊センター　○半田　雅文，小林真一郎，原田真木子

　　　　　　　　　　　　　　　唐澤　康広，塩田　恭子，浜井　晴喜

　　　　　　　　　　　　　　　加藤　浩志，礒島　晋三

晒

【目的】我々は第45回本学会において，胚盤胞を2個移植した周期におけるhCG投与日の血中E，，値と妊娠率につ

いて，血中E，値がヒ昇することにより，妊娠率が低下する傾向にあることを報告した．今回，我々は採卵後5日目

の時点で胚盤胞を2個移植できた周期に限り，hCG投与日の血中E、値に加え，血中P、値と妊娠率との関係を検討

したので報告する．【方法】期間は1999年10月から2001年3月までの1年5ヶ月間，胚盤胞を移植した周期のう

ち，胚盤胞を2個移植した196周期を対象とした．血中E，，値を1000pg／ml未満（E－1群），1000～1500　pg／ml（E・

II群），1500～2000　pg／ml（E－III群），2000～2500　pg／ml（E－IV群），2500pg／ml以上（E－V群）の5群に，血中P，

値を1．Ong／ml未満（P－1群），1．0～1．5ng／ml（P－II群），　L5～2ρng／ml（P－III群），2．0～2．5ng／ml（P－IV群），2．5

～3．Ong／ml（P－V群），3．Opg／ml以上（P－VI群）の6群に分け，その妊娠率と着床率を検討した．【結果】妊娠率は

E－1群64．0％，E－II群66。7％，　E－HI群52．0％，　E4V群48、6％，　E－V群25．0％，　P－1群66．7％，　P－II群67．8％，　P－III

群63．9％，P－IV群35．0％，　P－V群25．0％，　P－VI群20．0％であった．着床率はE－1群48ρ％，　E－II群44．4％，　E－III

群30．0％，E－IV群35．7％，　E－V群14．1％，　P－1群46．7％，　P－II　eV　45．8％，　P－III群40D％，　P－IV群21．3％，　P－V群15．6

％，P－VI群10．0％であった．【考察】E，値，　P，値がヒ昇するにつれ，妊娠率，着床率は低下する傾向が見られた．

また，血中E、値と血中P，値の相関を検討するとE、値のh昇とともにP，値が上昇する傾向が見られた．現時点で

hCG投与日の血中E，値，　P、値が着床，妊娠にどのように関与しているのかは不明であるが，卵胞刺激においてE，・

値の上昇を押さえることがP、値の上昇も押さえる事につながり妊娠率，着床率の向上につながると考えられた．

38 2－step　embryo　transferの臨床成績と成績に影響を及ぼす因子の検討

滋賀医科大学　産科婦人科

英ウィメンズクリニック

○後藤　　栄，竹林　浩一・，藤原　睦子

　中西　桂子，高倉　賢二，野田　洋一

　塩谷　雅英

o

嶺

【目的】子宮内膜に対するembryαprimingの概念に基づいた胚移植法2－step　embryo　transfer（2段階法）の有用性

と，妊娠成績に影響を及ぼす因子について検討した．【方法】2段階法とはIVF－ETの胚移植において採卵後2日目

（Day2）に子宮内膜に対するembryo－primingのための胚を2個移植し，5日目（Day5）に胞胚を1個移植するもの

である．Day2に胚を4個以上有するものを2段階法適応症例とした．1999年6月以降に同意が得られた26症例

（28周期）に対して2段階法を行い，2段階法適応基準を満たしたがDay2に3個の胚を移植した従来法30症例32

周期と比較した．また，2段階法施行症例において，Day2の移植胚のgrade（Bolton分類）が妊娠率に影響を及ぼ

すか検討した．さらに，Day2およびDay5における子宮内膜厚の比（Day2の内膜厚／Day5の内膜厚）を妊娠群と

非妊娠群で比較した．【成績】臨床妊娠率は2段階法，従来法でそれぞれ移植あたり75．0％，40．6％であり，着床率

はそれぞれ33．3％，15．6％であり，2段階法において有意に高い成績を得ることができた．2段階法施行例において，

Day2において移植に供した初期胚のgradeの平均は妊娠群で3．3，非妊娠群では2．7であり，妊娠群において形態

学的に良好胚である傾向がみとめられた．子宮内膜厚の比は，妊娠群で1．13，非妊娠群でO．95であり，妊娠群では非

妊娠群と比較してDay5の子宮内膜はDay2より厚くなる傾向が認められた．【結論】2段階法は高い妊娠率を得る

ことができる有効な胚移植法である．2段階法施行例において，移植胚のgradeや，　Day2とDay5の子宮内膜厚の

変化は妊娠成績に影響を及ぼす因子の可能性がある．
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39 胚移植後早期におけるβHCGおよびP、値の推移に関する検討

加藤レディスクリニック　○小林　　保，寺元　章吉，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修
島

緒言：GnRH－aを用いない採卵周期では，卵子成熟のためにhCGの代わりにGnRH－aのfiare　upを利用できる．

hCGの影響を受けないので，胚移植後早期のβHCGが評価可能で，この推移とP，値との関連を解析した．方法：

排卵誘発はclomiphene　citrateと少量のHMGで行い，卵子成熟のtriggerとしてはGnRHa（buserelin）300μgを経

鼻的に22時と24時に投与，34～36時間後に採卵した．胚移植は全てday2に行い，患者の同意を得た上で移植後

O，4，6，8，10日にP、およびβHCGを測定した．　Luteal　supportにはdydrogesteroneを使用した．結果：buserelin投与

日のE，と胚移植日のP，はよく相関した．非妊娠例では移植後4EIにP、は最高値を示し以後漸減した．妊娠例では

4日から6日にかけてP，が減少した後再びk昇に転じた．βHCGは6日から10日に陽性となり6，8，10　Hの平均値

はそれぞれO．8，16．O，　60．0　mlU／mLであった．考察：卵子成熟の目的でGnRH－aのflare　upを利用すると黄体機能不

全をきたしやすいと言われてきたが，今回の検討ではほとんどの症例で有効なP．，値を示した，妊娠例では移植後6

日目からβHCGが陽性となり，これが黄体を刺激して8日目以降の黄体機能維持に働いている．βHCG値から推定

すると，もしluteal　supportにhCGを使用するのであれば，従来よりもかなり少ない量で充分であることがわかる．

さらにこの方法には，移植後早期のβHCGを測定することにより非妊娠例に対する不要なluteal　supportが避けら

れることや，chemical　abortionの厳密な判定により子宮内で胚盤胞まで発生したのかどうかを部分的ではあるが評

価できるといった利点がある．

，

‘

40 体外受精胚移植施行時の移植10日目のhCG値と妊娠予後

福岡大学　医学部　産婦人科　○本庄　　考，井一t：　善仁，園田　桃代

　　　　　　　　　　　　　　　澄井　敬成，瓦林達比古 6

【日的】体外受精胚移植（IVF－ET）を施行し，　ETIO日目の血中hCG値と妊娠の予後との関係を検討し，予後の推

定が可能かどうか検討した．【方法】1996年7月より2000年12月までの期間にIVF－ETを施行した83例206採卵

周期中の174ET周期を対象とした．　IVF－ETは全例GnRHアナログ併用卵胞刺激を行ない，採卵決定時にhCG

lOρ00単位を投与して採卵，2日後に胚移植した．　ET後の黄体補充としては，　Dydrogesterone，　Progesterone

および経皮吸収型エストラジオール製剤を投与した．ETIO日目に血中hCG値を測定した．なお妊娠の予後として

血中hCG値のみ検出されたもの，胎嚢（GS）のみ認めたもの，胎児心拍（FHB）を確認したものに分類し検討し

た．【成績】174ET周期中，10日目に血［中hCGが検出されたのは93周期であった．この内GS（＋）は16周期であ

り，そのhCGは24．6±17．5mIU／mlで，　GS（一）77周期のhCG　4．4±5．8mIU／mlに比較し有意に高値を示した（P＜

0．005）．GS（＋）の16周期の内，　FHB（＋）は13周期であり，そのhCGは27．9±17．71nIU／m1で，　FHB（一）3周期

のhCG　10．3±5．5mlU／mlに比較し有意に高値を示した（P＜O．005）．次にhCGが検出された93周期を13mlU／ml

未満群（78周期）と13mIU／ml以k群（15周期）とに分けて検討すると，13mIU／ml未満群で，　FHB（＋）は2

例であった．一方13mIU／ml以一ヒ群でFHB（＋）はll例で，そのsensitivityは84．6％でspecificityは95．0％であっ

た．【結論】妊娠予後の指標としてETIO日目のhCG値の測定は有用であることが示唆された．

■

■
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41 Hatching　stage　ETにおける臨床成績の検討

t

セントルカ産婦人科　○長木　美幸，城戸

　　　　　　　　　　平井　香里，大津

　　　　　　　　　　宇津宮隆史

京子，公文　麻美

英子，熊迫　陽子

●

【目的】体外受精・胚移植において最も重要なのは，最良好胚の選択である．当院では，prospective　randomに胚

盤胞期胚移植と従来の3日目胚移植を行ったが，妊娠率に差はなかった，そこで今回，体外受精・胚移植を5回以

上施行している周期に対して胚盤胞を更に培養し，hatching　stageでETを行い，その臨床成績を比較，有用性を

検討した．【対象】2000年ll月21　Hから2001年4月17日までに当院で5回以上体外受精・胚移植を行なった60

周期を対象とした．【方法】Hatching　stage　ETの培養は，3日目まではHFF・medium（扶桑薬品工業株式会社）を，

3日目からはBlastocyst　medium（COOK社）を使用し，21」目あるいは3日目に機械的方法で透明帯を開孔する

assisted　hatchingを施行した．5日目から8日目までにHatching　stageに達している胚があれば，胚移植を行った．

体外受精・胚移植施行5回以上，年齢40歳以下の1500周期（A群），体外受精・胚移植施行5回以ヒ，年齢40

歳以下で5日目以降の胚移植を行った247周期（B群），体外受精・胚移植施行5回以ヒ，年齢40歳以下でAHA

を施行し3日目胚移植行った175周期（C群）の3群と比較，検討を行った．【結果】妊娠率は，Hatching　stage

ETが39．5％（17／43），　A群が13．8％（176／1278），　B群が128％（27／211），　C群が11．5％（20／174）といずれもHatch－

ing　stage　ETで高い結果となった．流産率は，　Hatching　stage　ETが41．2％（7／17），　A群が34．1％（60／176），　B

群が37．0％（10／27），C群が20．0％（4／20）で差はなかった．【結論】体外受精・胚移植の施行回数が5回以上の妊

娠困難例に対するHatclling　stage　ETは，従来の3日目胚移植や胚盤胞期胚移植と比べて，良好な妊娠率を得るこ

とができた．Hatching　stageまで培養する事により，最良好胚の選別，　Hatching障害のある胚の救出，胚と子宮内

膜の何らかの相互作用を促すのではないかと考えられる．

鞭

42 胚移植カテーテルと成績（移植困難例に対するTCR

　　　　　　経子宮頚管的切除術の試み）

荻窪病院　産婦人科　○北村　誠司，

　　　　　　　　　　　片山恵利子，

　　　　　　　　　　　飯田　悦郎

田島　敏秀，竹原　祐志

矢澤　聡美，杉山　　武

●

隔

（目的）IVFでの胚移植は，可能な限り非侵襲的であることが重要との認識が広まって来ている．しかし従来の柔ら

かいカテーテルでは，子宮腔内への挿入が困難な症例は少なからず存在し，硬い外套管を用いるか経筋層的胚移植

を行うのが大半であり，侵襲の度合いは決して小さくない。我々は，胚移植カテーテルによる成績の差を検討し，

さらに胚移植困難例に対しTCRを試み，胚移植カテーテルの挿入を円滑にするよう図ったので報告する．（方法と

症例）（1）1999年から2000年の2年間に当院でIVF－ETを施行した254症例が対象．柔らかい子宮内カテーテル

（富士システムズ）を用いた症例と前者使用不可の為に硬めの外套管（COOK）を用いた症例で妊娠率，流産率，着

床率を比較した．（2）症例は37歳3回IVF－ETを施行するも妊娠せず，3回の胚移植とも硬めの外套管を使用

した，子宮鏡では頚管は右斜めへと走行し，左側壁に径3mm位の頚管ポリープを認め，窪みを形成する様な状況

で，これが原因で柔らかいカテーテルの挿入が阻止されていると推測された．TCR施行し，ポリープ切除及び頚管

の形成を行った．（結果）（1）柔らかいカテーテルでの妊娠率39．8％（84／211），流産i＄1　21．4％（18／84），着床率22．9

％（120／523），硬めの外套管使用での妊娠率20．9％）9／43），流産率33．3％（3／9），着床率＆6％（10／ll6）．妊娠率，

着床率に関して，柔らかいカテーテルは有意に高い値を示した．（2）術後1ヶ月に施行した柔らかいカテーテルの

挿入はスムーズであった．（結論）IVFの胚移植では，侵襲性の低い柔らかいカテーテルの使用が望ましい．柔らか

いカテーテルでの胚移植困難例ではTCRにより問題解決が可能であり，妊娠率向上の為の選択肢の1つになり得

ると考えられた，

k

●
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43 新基準を用いて行ったday5　ETとday3　ETの検討

レディースクリニック京野　○福永　憲隆，拝郷　浩佑，千葉せつよ

　　　　　　　　　　　　　大平知沙子，中條友紀子，京野　廣一一
ツ

【目的】我々は本学会雑誌（第45巻第3号2000）において胚盤胞移植について報告した．そのll1でday3　ETとday

5ETの妊娠率に差が無かった事の原因として症例に合った胚移植日を選定していない事を挙げている．今回，我々

は各症例に合った培養期間，胚移植日を選定し妊娠率を向上させ胚盤胞培養によるメリットを見出す事が出来るの

か検討したので報告する．【対象・方法】対象は2000年5月より12月までに当院でIVF－ETを行った症例でday

3ET181周期とday5　ET36周期における成績について比較検討した．また，我々はday5　ETの基準として（1）反

復不成功例（2）採卵数10個以上（3）受精卵数8個以上（4）day3の段階で8細胞期以上の胚が3個以Lある症例

と定めた．【結果】day3　ETにおける妊娠率33．7％（61／181），薪床率41．5％（81／195），多胎率279％（17／61），流

産EK　14．8％（9／61）となった．　day5　ETにおける妊娠率52．8％（19／36），着床率36．6％（26／71），多胎率36．8％

（7／19），流産率10．5％（3／19）であった．【考察】先に報告した我々の成績ではday3　ET，　day5　ETにおける妊娠率

29．6％（16／63），28．4％（29／ll7）であったが，今回の報告によりday3　ET，　day5　ET共に妊娠率が向上している．

基準に照らし合わせた培養期間，胚移植日の選定により向上したものと考えられる．しかし，day5　ETにおける多

胎率が増えた原因として反復不成功例や高年齢から胚移植数を平均3．4個としていたことにあり，今後は高着床率

となることから胚移植数は2個以ドと定めた．将来的には単一胚移植により多胎妊娠の防止に努めたい．

●

44 経子宮筋層胚移植法の改良

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　　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，岩本　智子，長野亜紀子

　鍬田　恵里，竹本　佳世

　楠　比呂志

φ

目的：IVF－ETの妊娠率は胚移植が円滑に行われたか否かにより大きな差が出てくる．すなわち，経頸管カテーテ

ルが頸管を円滑に通過できず，時間がかかり，出血させてしまった症例の妊娠率は，瞬時に子宮腔内に入った場合

に比べ明らかに低くなることは誰もが痛感するところである．このように経頸管カテーテル挿入が困難な症例に対

し，経子宮筋層移植が報告されている．同法は臨床上有用な方法ではあるが，その操作は意外と難しい．そこで，

今回我々はより容易にチュービングが可能となるように特殊なアダプターを試作し，これを用いて臨床上有用な結

果を得たので報告する．方法：子宮内腔への進入角度が子宮内腔と平行となるように，経膣超音波プローブ上にス

テンレス製のアダプターを装着し，19G針の進人角度が約20度となるように針の挿人部をプローブより5cm上方

に設定した．外筒針の先端の一一部が子宮内膜に達する手前で止め，その後はチューブが内腔に沿って奥へ進行して

いくことを超音波下に確認した．この際，チューブが内腔を貫通して腔内に入る可能性もある為，チューブの先端

は盲端とし，先端より3mmの所でside　holeとした．結果：1．子宮内腔と針の進人の角度がほぼ’ド行となる症例お

よび両者間に20°以上の角度の差がある症例においてチューブが内腔にうまく入る確率，妊娠率および流産率は
〔86．5％（19／22），27．3％（6／22），16．7％（1／6）〕〔64．5％（20／31），16」％（5／31），20．0％（1／5）〕であった．2．術後

の出血，血腫，血尿の発生は認めなかったが，筋腫核やnodular　adenomyosisが針の進入路に当たる場合は中止と

した．3．子宮内膜厚が8mm以下では注人が著しく困難となった．結論：経子宮頸管チュービングが困難な症例に対

し本法は有用であるが，限界もある．最終的には卵管移植が必要となる．

■

剃
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●

45　ARTにおける改良型超音波反射性胚移植カテーテルの臨床的有用性の検討

田口IVFレディースクリニック　○田口　俊章，松川　裕子，山崎友記子

　　　医療法人愛仁会千船病院　　菊地　　宏

鞠

【目的】胚移植の際，カテーテルが子宮内に入ったように見えても，超音波検査ヒ，子宮頚管でカテーテルが留まっ

ていることが時々ある．我々は，超音波反射型でカテーテル先端が不潔にならないように補助外套をつけ，カテー

テル先端を卵子が吸引しやすいようにペンシル型にした胚移植カテーテル（以後BPカテーテルと略す）を富士シ

ステムズと共同開発した．このカテーテルを用い，ARTにおける胚移植後の妊娠率について検討した．【方法】1999

年9月から2000年4月までに当院にてBPカテーテルで胚移植を行ったART症例101例（C－IVF58例，　ICSI20

例，凍結受精卵胚移植23例）を対象とした．胚移植は，採卵後2～3日目に膀胱を充満し，経腹超音波下に砕石位

で行った．移植の際，経腹超音波装置でカテーテルが確実に子宮腔内に入っていることと，子宮腔内のcloud（カテー

テル先端から子宮腔内に拡散する培養液の超音波像）を確認した．また移植後カテーテル内や周囲に卵が残存して

いないかを確認した．【成績】対象の平均年齢は，34．3・±・5．7才．平均胚移植個数は，2．38個であった．全101例にお

ける胚移植あたりの妊娠率は，29．6％（29／98）であった．C－IVFで24．1％（14／58），ICSIで25％（5／20），凍結受

精卵胚移植で43．5％（10／23）．移植卵が1個の場合，妊娠率は15．8％（3／19）．移植卵が2個の場合，妊娠率は16

％（4／25）．移植卵が3個の場合，妊娠率は3＆6％（22／57）であった．【結論】BPカテーテルを用いた胚移植の妊

娠率は，従来のカテーテルを用いた報告例に比べて高かった．これはBPカテーテルが，超音波を反射しやすく，

先端が高輝度となるようにカットが入っており，カテーテル先端の位置確認がしやすいこと．補助外套によりカ

テーテル先端が清潔に保てることが妊娠率の向上に関与しているものと考えられた．

46　Humegon添加培地内での透明帯消化処理によるヒト脱出不全胚盤胞の救済

三宅医院　○沖津　　摂，浅野　敦之，小松　淳子

　　　　　　國方　建児，三宅　　馨

●

【目的】演者らはHMG製剤であるHumegon添加培地内でのヒト卵子および初期胚の透明帯消化を確認した．本実

験ではHumegonによる透明帯消化処理の胚盤胞移植における有効性を予測するための体外着床試験を実施した．

【方法】患者の同意を得て廃棄処分となったヒト前核期凍結保存胚を融解後G12，　G2．2内で培養し，　day　4－6（融解日

をday　1と定義）に胚盤胞を得た．4well　multi　dishの各we11内にGrowth　factor　reduced　matrigel（GFR－Matrigel；

300μ1）と10％非働化ヒト血清添加TCMI99（500μ1）を重積後，その上部を流動パラフィンオイルで覆った．各

well内にそれぞれ1個ずつ胚盤胞を入れ，　day　14まで培養を継続した．一部の胚盤胞は胞胚形成日あるいはその4

日後にHumegon添加（101U　FSH／ml）無血清TCM－199内で6時間培養して透明帯を消化した．全ての培養iは37

℃，5．5％CO，，，　5％O，，　89．5％N，下で行い，2日毎に50％の培養液を入れ替えた，【結果】16症例，16周期から提供さ

れた前核期凍結保存胚の融解後の生存率および体外培養後の胚盤胞形成率はそれぞれ79．6％（78／98）および43．6

％（34／78）だった．胞胚形成日でのHumegon処理により，その2日後におけるGFR－Matrigel上への胚の接着率

は未処理群と比較して有意に改善された（100％vs・6．3％，　p＜O．OOI）．未処理群では胞胚形成の2および4日後にそれ

ぞれ50．0％および93．8％の胚が透明帯からの脱出不全の結果生じた胞胚腔崩壊胚となった，しかし，胞胚形成4

日後の胞胚腔崩壊胚へのHumegon処理により胚の接着率は未処理群と比較して有意に改善された（100％vs　O％，

p＜0．001）．さらに接着胚の87．5％（7／8）は培養最終日のday　l4まで接着状態を維持した．【結論】Humegonによ

る透明帯消化処理と胚盤胞移植とを組み合わせて施行することは，従来のARTで妊娠成立が困難であった，難治

性不妊症症例に対して有効である可能性が示唆された．

，

●



132（326）

D

47 ウシ卵を用いたヒトglobozoospermia精子の卵活性化能，

　　　　　　　　　精子中心体機能の検討

東北大学　医学部　産婦人科

広島県立大学　生物資源学部

○寺田　幸弘，中村　聡一，佐藤　由美

　森田　順子，村上　　節，岡村　州博

　堀内　俊孝

Globozoospermiaは円形の精子核，精子先体の欠如などの形態異常を示す奇形精子症で，その受精障害に対して

ICSIが行われているが発生率は非常に低い事が知られている，我々はウシ卵内にヒト精子を顕微注人してヒト精

子卵活性化能，精子中心体機能を評価するシステムを開発した．このシステムを用いてglobozoospermiaによる不

妊症例の精子卵活性化能，および中心体機能を検討した．対象は38才の原発不妊症男性である．患者精子の90

％を占めるglobe　head　spermをPiezo　micromanipulatorを用いてウシ卵に顕微注入した，卵は6時間の培養後に

固定され（非活性化群），一部はICSI後4時間でethanolにて活性化誘起を加えICSI後6時間で固定した（活性化

群）．卵は免疫蛍光抗体法にて観察され，その卵活性化率，雌雄前核形成率，精f星状体形成率が算出された．更に，

本症精子のacrosinおよびperinuclear　theca構成タンパクの発現を蛍光抗体法で検討した．本研究は本学倫理委員

会の承認のもと行われた．結果はICSI後6時間の雄性前核形成率は非活性化群で21．1％，活性化群で61．1％であ

り，精r・El状体形成率は非活性化群で15．8％，活性化群で32．3％であった．妊孕性の確認された正常精子の卵活性

化率，精子星状体形成率は833％，60％であった．Globe状の精子核にはacrosinおよびperinuclear　proteinの異常

な分布が観察された．以上より，globe　head　spermの卵活性化能は低い事，またICSI後に卵活性化誘起を加える事

によりその欠損が補われる事が明らかになった．精子星状体形成で評価される精子中心体機能は正常例と比較して

低値であり，本疾患で観察される精子中片の形態異常との関連が考えられた．

9

，

48 ウシ卵への卵細胞質内精子注入法（ICSI）によるヒト精子中心体機能評価

東北大学　医学部　産婦人科

広島県立大学　生物資源開発学科

○中村　聡一，寺出　幸弘，佐藤　由美

　森田　順子，村1i　　節，岡村　州博

　掘内　俊孝

［Fl的］ヒト受精において精壬は卵内に侵人すると，その頚部に存在する精子中心体より微小管（精子星状体）が形

成され雌雄前核の融合が誘導される．近年，精子中心体機能異常と受精障害，妊孕能との関与の可能性が報告され

ているがヒト不妊との関連については不明な点が多い．今回，我々は，その受精過程でヒトと類似した微小管の形

成を示すウシ卵を用いヒト精子中心体機能の評価を目的に分子生物学的な解析を行ったので報告する．［方法］妊孕

性のあるドナー3名の精子を凍結，融解し運動、良好精子をPiezo－micromanipulatorを用いて，体外成熟させたウシ

卵にICSIを施行した．　Schattenらの報告によるBuffer　M，メタノールを用いたextraction－fixation後，蛍光抗体法

による免疫染色を行ない雌雄核相，及び微小管（精子星状体）の形成を観察した．更にICSI後4時間で7％エタノー

ルを用いて卵活性化を施行した群（活性化群）と，エタノールを用いた卵活性化を施行しなかった群（非活性化群）

とで比較を行なった．また，形態異常精子であるDysplasia　of　the丘brous　sheathの精子を用い同様の実験を行なっ

た．なお，ヒト精子は全て同意のもとに採取されたものを用いた．［結果］ICSI後のウシ卵に第2極体の放出，雌雄

前核の形成，精子星状体の形成が認められた．ICSI後6時間での精子星状体の形成率は活性化群で62．9％（39／62），

非活性化群で60％（15／25），ICSI後8－12時間後の雄性前核の形成率は，卵活性化群で79．7％（67／84），非活性化

群で83．3％（45／54）で，それぞれ両群間に差を認めなかった．またDysplasia　of　the　fibrous　sheathの精子では正常

な精予核の膨化，精子星状体の発現は認められなかった．［考察］ウシ卵にヒト精子をICSIすることでヒト精子中心

体機能を評価できる可能性が示唆された，また奇形精子の中には，正常な中心体機能の発現が認められないものが

存在する可能性が示唆された．

轡
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49 マウス精子頭部のCa2＋上昇における電位依存性Ct、E　Ca2＋チャネルの役割

東京医科歯科大学大学院 生殖機能協関学　○坂田　　優，清水　康史，水口　玲子

　　　　　　　　　久保田俊郎，麻生　武志

奮

【目的】電位依存性Ca2＋チャネルの主要な構成成分であるα1サブユニットは現在までに10種類クローニングされ

ている．精子／精母細胞においてαll。のmRNA及び蛋白が発現していると報告され，このチャネルが精子機能に重

要な役割を果たすことが推測されてきたが，α、、チャネルの選択的な阻害薬がないために研究が困難であった．以前

私達はα1，ノックアウトマウスを用いて実験を行い，精母細胞のCa2＋電流に（Xlllチャネルが明らかな関与していな

いことを報告した．今回は透明帯の代用としてmannose－BSAを用い，精子頭部におけるCa2＋上昇にαIEチャネル

が関与しているか否かを調べる目的で実験をおこなった．【方法】C57BL／6Jの雄マウスより精巣上体を摘出，精子

をswim　upしたのちfura－2／AMを負荷し，　coverslipに付着させてARGUSSO　Caz＋imaging　systemを用いて細胞内

Ca2＋濃度を測定した．　mannose－BSA　10μg／m1に対する反応率及びCaz＋ヒ昇速度の回帰係数を求め，これらの結果

を野生型マウス（以下WT）とノックアウトマウス（以下KO）で比較検討した．【成績】WTで97．1％（68／70），

KOで92．4％（73／79）の精子がmannose－BSAに対してCa2＋上昇を示し，反応率に大きな差を認めなかった．また，

Ca2＋上昇の回帰係数はWTで0．077±O、004　S’L（n＝　68），　KOで0．066±ODO4　S－i（n＝73）であり，　KOではWTに比

較してCa2＋上昇が遅い傾向が認められた（p＝0．066）．【結論】今回の検討では有意差はなかったものの，精子頭部

におけるmannose－BSAによるCa2＋上昇機構にα1、チャネルが関与している可能性が示唆された．

50 Spindle　ViewTM　IMAGING　SYSTEMを用いた顕微授精の臨床成績

馳

国際医療福祉大学　臨床医学センター，山王病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○渡邉　英明，猿賀まち子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，宮　　香織，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，倉沢　滋明，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，井上　正人

野口奈緒子

小林　善宗

奥山　輝明

o

塾

【目的】卵細胞質内精r一注人法（ICSI）を施行する際，　injection　needleは一般的に第一一極体を12時もしくは6時方

向に固定し，3時方向より穿刺している．これは染色体分離に重要な関わりをもつ紡錘体（spindle）が第一一極体付

近に存在すると推測されているためである．しかし，近年卵子の裸化処理の際に第一極体とspindleが離れてしま

い，第一極体の位置よりspindleの位置を予測するのは困難であると報告されている．そこで当院でもSpindle

ViewTi［　IMAGING　SYSTEM（CRi社，米国）によりspindleの位置を確認後，6時方向に固定しICSIを施行し，従

来のICSIと成績を比較検討したので報告する．【方法】対象は，　spindleを6時方向に固定しICSIを施行した44

例（A群），第一極体を6時方向に固定しICSIを施行した40例（B群）である．得られた卵子はビアルロニダーゼ
により卵丘細胞を除去し，ICSIに供した．　ICSI施行後，10％SSS添加HTFにて培養（37℃，5％CO，，5％O、，90％N、）

し，受精の有無を確認した．【結果】平均年齢はA群38．0（±4．2）歳，，B群37．4（±4．9）歳’F均採卵数は各々

4．8（±3．0）個，5．6（±4．0）個であった．受精率は各々73．1％（133／182），73．5％（136／185）で，生存率は89．6

％（163／182），8＆1％（163／185）であった．A群において目視下に第一極体より1／4ずつ1～IV層に分けると，　spin－

dleが1層に存在したのは142個（78。0％），II層には20個（11．0％），III層には7個（3．8％），IV層は0個（0％）

であった．spindleが認められない卵子は13個（7．1％）にみられ，受精率　53．8％（7／13），生存率76．9％（10／13），

異常受精（3PN）率23．1％（3／13）であった．【結論】第一極体の位置よりspindleの位置を推測するのは困難であ

るが，受精率，生存率ともに両群間に有意差がないことより従来のICSIにおいてもspindleを傷つけるということ

は少ないのではないかと考えられた．

」
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51 マウス着床期におけるNFkB（nuclear　factor　kB）の発現

大阪大学　産婦人科

大阪府立成人病センター

○中村　仁美，荻田　和秀，楠井　千賀

　下屋浩一郎，古山　将康，東　　千尋

　村田　雄二

　木村　　正

【背景・H的】NFkB（nuclear　factor　kB）はkB配列（GGGRNNNYYCC）と呼ばれるDNA配列に結合し，その制

御ドの遺伝子の発現を誘導する転写因子として知られている．NFkBはほとんどの細胞にpre－madeの状態で細胞

質内に存在し，TNF一α，　IL－1などにより活性化される．またNFkBの下流にCyclooxygenase－2（COX－2），　LIF

が存在しこれらの欠損マウスでは着床不全を認める事が知られている。今回我々はマウスを用いてNFkBがマウ

スr一宮の着床を制御する因子であるかどうかを検討した．【方法18～10週齢のICR雌マウスを同系の雄と交配さ

せ，交配後O．5日目より5．5日日まで連日各々5匹ずつ子宮を摘出した．コントロールとして非妊娠時のマウス子宮

を用いた．摘出した了・宮より核蛋白を抽出し，聖でラベルしたkB配列のプローブを用いてgel　shift　assayを行い

NFkBの存在について検討した．【結果】非妊娠時マウス子宮より抽出した核蛋白ではkB配列と結合するバンドを

認めなかったのに対し，交配後0、5～5．5日月までの妊娠子宮より抽出した核蛋白ではバンドを認めた．またimplan－

tation　windowである交配後3．5～5．5日Hでは特に強いバンドが認められた．また，競合実験を行いNFkBの特異的

なバンドであることが示された．【結論】NFkBはマウス子宮において着床を制御する転写因子のひとつであること

が示唆された．

9

52 　　着床期のマウス子宮内膜におけるテネイシンCおよび

マトリックスメタロプロテアーゼの発現機序に関する検討

三重大学　医学部　産婦人科 ○西浦　理佳，野田　直美，箕浦　博之

　豊田　長康

【目的】我々の実験室で飼育しているテネイシンC欠損マウスは，1回の産仔数が少ない．このことから，テネイシ

ンC（TNC）が生殖機能に何らかの重要な役割を担っている可能性があると考え，　TNCと着床について検討した．

これまでに，着床期の子宮内膜にTNCの発現がみられ，子宮内膜上皮細胞で産生されるIL1αによって問質細胞

でのTNCの発現が誘導されることを報告してきた．今回我々は，　TNC発現によりその分解酵素であるマトリック

スメタロプロテアーゼ（MMP）が誘導されるか否かについて検討した．【方法】着床前後のマウス子宮で，　MMPs

の発現をRT－PCRにて確認し，　real　time　PCRにて定量的解析を行った．さらに，細胞レベルでの発現機序を検討す

るため，子宮内膜の問質細胞を分離培養し，培養上清にIL－1　a，　TNCをそれぞれ添加し，　TNCで誘導されると考

えられるMMP－3．9，13の発現をreal　time　PCRにて定量的に解析した．【成績】着床期の子宮内膜において，　MMP－

3，MMP－13の発現の増強がみられた．培養細胞においても，　IL－1α，　TNC添加群いずれもMMP－3，　MMP－13の発現

の増強が観察された．【結論】以上より，チ宮内膜間質細胞において，IL－1αの直接作用またはTNCを介する間接i

的機構によってMMP－3，　MMP－13の発現が誘導されることが示唆された．　TNCの発現とそれによるMMPsの発現

の誘導により，子宮内膜組織の再構築が容易となり，：着床の準備が調うとかんがえられる．現在，テネイシンC

欠損マウス由来の細胞を用いて，その発現機序をさらに検討中である．

●

4
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53 ヒト内膜着床時におけるPGE，レセプターのサブタイプ4（EP4）の

　　　　　　　　　　　　　免疫組織学的検討

浜松医科大学　産婦人科

　　　　　　　榛原総合病院

豊橋市民病院　不妊センター

○高田佳世子，北村　公也，後藤　淳子

　金山　尚裕

　松山　　薫

　菅沼　信彦

，

【目的】着床において子宮内膜の肥厚は必須である，その内膜肥厚過程にはPGE，，・・ケモカインの相互関連が重要な役

割を果たしている．しかしPGE，の1〆セプターと子宮内膜については詳細な検討がなされていない。　EPI，EP2，EP3

は，子宮収縮を惹起するので着床機構における関与は少ないと考えられる．我々は，最近EP4アゴニストが子宮収

縮を起こさないことを見出した．そしてEP4が着床に密接に関連することが予想されたので，今回以下の検討を

行った．【方法】良性疾患にて子宮摘出を施行した患者さんのインフォームドコンセントを得て，摘出子宮より子宮

内膜を採取した．年齢は29歳～46歳，平均年齢42．2歳．疾患は子宮筋腫5症例，子宮ド垂が1症例である．全症

例とも術前にGrトRHa等のホルモン療法は施行されてはおらず，性周期は増殖期子宮内膜3症例，分泌期子宮内膜

3症例であった．採取された検体は4％パラホルムアルデヒドにて固定，免疫組織染色を行った．抗体はcayman

社のEP4レセプターポリクローナル抗体を用い，　DABにて発色させた．【成績】EP4レセプターは増殖期，分泌期

ともに子宮内膜間質には発現していたが，増殖期の腺管にはEP4レセプターは発現しておらず，分泌期の腺管に発

現している傾向が認められた．【結論】EP4は性周期全期間を通じて子宮内膜間質に作用して内膜肥厚に作用し，分

泌期には内膜腺管細胞にも更に作用して，r宮内膜を肥厚させる作用がある可能性が示唆された．

54 ブタ透明帯タンパクを発現するトランスジェニックマウス系統の樹立

兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　○長谷川昭子，澤井　英明

　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　　濱田ゆかり，香山　浩二

◎

【目的】一般に受精は同種の動物問でのみ成立し，精子の種を認識する機構が透明帯に存在すると考えられている．

この分子機構を解明するためには，異種動物の透明帯タンパクを発現するトランスジェニックマウスが有用な実験

材料となる．【方法】ブタZPAをコードするミニジーンは，　pBCMGS－neoにて増幅した後Xhol／NotIで切り出し，

Bluescript　lIに組み込んだ．マウスZPA遺伝子のプロモーター領域はミニジーンの上流に組み込み，下流にはポリ

Aシグナルを挿入した．トランスジ・・一一ンの導入には，4週令BDFI♀マウスの2前核期胚を用いた．マイクロマニ

プレーションにより，雄性前核にトランスジーン（4ng／ml）を注入し，核が融合するまでkSOM培養液中で培養し，

偽妊娠ICR系マウスの卵管に，胚を移植した，【成績】得られた産仔の尾部から，　DNAを抽出してPCRによりブ

タZPA遺伝子の導入の有無を検出したところ，遺伝子の存在を確認し，2系統のブタZPA遺伝fを保有するトラ

ンスジェニックマウスを樹立した．免疫組織染色により，卵巣内の発育卵胞の透明帯と卵母細胞に，種々の割合で

ブタZPAタンパクの発現を認めた．　mRNAへの転写をRT－PCRにより調べたところ，卵巣のみならず，〕1「臓，心

臓子宮，肺などの組織でも陽性シグナルが検出されたが，タンパクレベルの発現は卵巣に限られていた．【考察】

本実験では，卵巣組織特異的にブタZPAタンパクを発現するトランスジェニックマウスの系統を樹立した．導入し

た遺伝子は，卵巣特異的に発現した．
曼

，

6
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55 トロホブラストにおけるROCK／Rhoキナーゼの発現および生理学的意義

杏林大学　医学部　産婦人科　○鈴木　典子，塩川　滋達，酒井　　謙

　　　　　　　　　　　　　　　葉梨　秀樹，岩下　光利，中村　幸雄
貞

［目的］絨毛細胞の子宮内膜への浸潤移動は着床現象の重要な過程であり，多くの物質がその制御に関tiする．低分

子量G蛋白質Rhoは，細胞内にあって細胞表面のインテグリン活性を制御することにより，細胞の移動に深く関与

している．ROCK／RhoキナーゼはRhoのシグナルをド流に伝える働きをもつ．今回，妊娠初期絨毛における

ROCI（／Rhoキナーゼの発現と生理的意義について検討した．［方法］正常妊娠初期婦人より人1二妊娠中絶時に同意

のもとに採取した絨毛より，Yagelらの方法にて妊娠初期絨毛培養i細胞を作製し実験材料とした．抗Rho抗体およ

び抗ROCK抗体を用いて，妊娠初期絨毛培養細胞を免疫蛍光染色した．トロホブラスト浸潤能は，　cell　culture　in－

sertを用いたinvasioll　assayにて測定した．　Rhoの選択的阻害剤であるボッリヌス菌菌体外酵素C3（C3酵素）添

加群および，ROCKの特異的阻害剤Y－27632（Y）添加群，非添加群の3つの実験群を作製し，24時間後のフィル

ター下面へのトロポプラスト浸潤細胞数を顕微鏡下に計測した．［成績］免疫蛍光染色の結果，妊娠初期絨毛培養細

胞にRhoおよびROCKの発現がみられた．　invasion　assayへのC3酵素の添加は，トロホブラストの浸潤細胞数

（個／Mm2）を川罐反応性に減少させた（非添加群，40±2；C31ng／ml添加群，28±2：C310ng／ml添加群，19±3；

C3100ng／lnl添加群，10±2）．　invasion　assayへのYの添加は，トロホブラストの浸潤細胞数（個／mm：’）を用量反

応性に減少させた（非添加群，40±2；YlμM添加群，26±4：YIOμM添加群，17±2：YIOOμM添加群，9±1）．

［結論］ROCK／Rhoキナーゼが妊娠初期絨毛に発現し，　RhoおよびROCKの阻害剤添加で浸潤能が抑制されたこと

により，トロホブラストの浸潤にROCK／Rhoキナーゼが関ij・している1】1能性が示唆された．

サ
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56 乏精子症に対するAIHの工夫とその限界

東京医科大学　産科婦人科

杉山レディスクリニック

○杉山　里英，臼田　三郎，紅露　有予

　中田　敏英，福嶺　紀隆，鈴木　良知

　井坂　恵一，高山　雅臣

　杉山　カー，内海　靖子，金城　　洋

　A井安砂r，根本　和美，家永　　聡

蝉

【緒言】人r．授精（以ドAIH）は乏精子症に対する治療法の・つであるが，数回のAIHを施行しても妊娠に至らず

体外受精に移行するケースが多い．そこで我々は，乏精子症に対して凍結精子を併用したAIHを行い，その有効性

および限界について検討した．【対象と方法】今回の検討は乏精子症のうち特に総運動精子数（以下MS）が2000

万以ドの乏精子症とし，対象は’F成12年3月より平成13年5月に乏精子症のためAIHが施行された19症例92
周期．患者の平均年齢は33．7歳で，全例ともに抗精子抗体陰性であり卵管因了・は否定されている．調整前の夫の精

子所見は，平均MS　829．9万（185万～1480万）で，　AIHを行うにあたり事前に精子を調整後に凍結を行い，　AIH

当［1に採取された精子を調整し合わせてAIHに供した．　ng－　r一の調整は99％Percoll撹拝密度勾配法により行った．

また，妻側の排卵誘発は複数個の排卵を目的としてクロミフェン50～100mg／dayを投与し，症例に応じhMG製剤
を追加投与した．尚，夫の治療は本人希望時にのみ漢方薬を中心とした薬物療法を併用した．【結果】精子調整後の

MSは平均で428．5万（86万～626万），精子融解後の運動精∫の生存率は平均で57．2％であった．子宮内精子注入

量は合計で0．5ccまでとして，妊娠例は10例（対症例妊娠率52．6％，対周期妊娠E＄！　10．9％），このうち2例（20％）

が流産した．施行回数は妊娠例で平均44回，非妊娠例は3．7回であった．妊娠時の平均MSは凍結分と合わせて

629」万（127万～2360万）であった．非妊娠例では精r所見が極めて不良のことが多く，患者の希望もあり早めに

AIHを断念する傾向にあり，7例で体外受精を施行し5例（71．4％）で妊娠成立した．【結語】今回の検討から，従

来では乏精子症のために体外受精が選択されるケースでも，凍結精f‘の併用によるAIHを行えば妊娠できるケー

スが示され，AIH時のMSが100万以上に調製されれば，積極的な排卵誘発を行い，最低5回のAIHを試みる価値

があると思われた．
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57 ヒト子宮内膜問質細胞の脱落膜化に伴うGhrelin（growth－hormone

　　　releasing　acylated　peptide）の発現と発現調節機構
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三重大学　医学部　産婦人科　○田中　慶介，箕浦　博之，与那覇　斎

　　　　　　　　　　　　　　野田　直美，竹内　茂人，豊田　長康

，

o

【目的】近年着床周辺期の子宮内膜や初期胚において様々なneuropeptideが発現し，母児間の相互作用の担い手と

して妊娠の成立に重要な役割を果たしていることが明らかにされつつある，我々は，　Ghrelin遺伝子の着床周辺期の

ヒト子宮内膜および妊娠初期絨毛における発現と発現調節機構につき検討し興味ある知見を得たので報告する．

Ghreiinは成長ホルモンの分泌を調節する第2の因子として注目を集めているが，その神経組織外作用に関する報

告はほぼ皆無である．【方法】文章により患者の同意を確認し，得られた脱落膜および絨毛を用い，妊娠初期におけ

るGhrelinおよびその受容体遺伝子の発現動態を定量的RT－PCR法・免疫組織染色法により検討した．また，ヒト

子宮内膜間質細胞の初代培養に性ステロイドを添加するin　vitro脱落膜化過程において，　Ghrelin遺伝予の発現を

定量的RT－PCR法により検討した．さらに，ヒト絨毛組織を培養し，これとヒトr一宮内膜間質細胞と共培養し，同

様の検討を行った．【成績】Ghrelin　mRNAは妊娠初期脱落膜および妊娠初期絨毛に発現を認めた．受容体に関して

は脱落膜には発現を認めたが，絨毛には発現は認められなかった．免疫組織染色法による検討では，脱落膜細胞と

絨毛先端の栄養膜細胞層に強い陽性シグナルを認めた．絨毛先端の栄養膜細胞層in　vitro脱落膜化過程において

は，有意な発現の増加は認めず，絨毛細胞との共培養によりGhrelin　mRNA発現の増加が認められた．【結論】ヒト

妊娠子宮におけるGhrelinとその受容体の遺伝子の発現が，今回の検討により初めて明らかにされた．脱落膜細胞

におけるGhrelinの発現は母児問相互作用の過程で誘導されるものと考えられた．

58 子宮内膜厚に影響を与える諸因子の検討

嘱

札幌医科大学　医学部　産婦人科　○林　　　巧，藤井　美穂，長澤　邦彦

　　　　　　　　　　　　　　　　千田　　学，北島　義盛，遠藤　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　隆一

●

■

【目的】不妊症例の治療にあたり子宮内膜環境の改善は重要な課題ではあるが，臨床上治療法の選択に苦慮する問題

でもある．子宮内膜の評価は，子宮内膜日付診による組織学的評価，子宮内膜厚，内膜の構成質，内膜の波状運動

などの超音波断層法による評価が臨床上行われており，子宮内膜厚については着床可能な条件として排卵時に7

mm以上の厚さが必要であるという報告もある．今回我々は子宮内膜厚に影響を与える諸因子を調査し，妊娠率に

どの程度関与するかを検討したので報告する，【方法】不妊治療として人工受精を行った25～47歳の不妊症例を対

象とし，子宮内膜厚を測定した162周期について，年齢，血中Ez値，卵胞数，治療法，妊娠の有無を調査した，検

定はカイニ乗，Fisher法，多重ロジスティック解析を用いた．【成績】（1）年齢と子宮内膜厚：43≦38≦＜43，35≦＜

38β2≦＜35，30≦〈32，＜30歳における子宮内膜厚平均はそれぞれ9．09，1　1．48，10．62，11．36，11．25，11．05mmであり43歳

以上の群とその他5群間には有意の差を認めた，逆に子宮内膜厚14mm≦，12・13mm，11mm，10　mm，9mm未満に

おける年齢平均はそれぞれ34．76，33．78，37．00，36．05，37．15歳であり，9mm未満群と他の群，10mm群と他の群におい

て有意の差を認めた．（2）Ee値と卵胞数（p＜O．OOOI），卵胞数と予宮内膜厚（p＝O．OOO2）問には強い相関を認めた．

（3）HMG投与量，期間と子宮内膜厚には相関を認めなかった．（4）妊娠の有無と各因子の多重ロジスティック解析

結果では年齢は妊娠の有無に影響を与えておらず，子宮内膜1mmあたりの妊娠のodds　ratio増加率は1．097であ

り，妊娠の有無に関与する独立因子であった．【結論】子宮内膜厚に影響を与える因子は年齢，発育卵胞数であった

が，妊娠の成立には子宮内膜厚が独立に直接関与しており，卵胞数は子宮内膜厚を介して間接的に影響していた．

，
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59 ヒト子宮内膜の脱落膜化に伴うneuropeptide　Y遺伝子発現の調節機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重大学　医学部　産婦人科　○川戸　浩明，田中　慶介，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西浦　理佳，野田　直美，豊田　長康

我々は，昨年の本学会においてneuropeptide　Y遺伝子の発現が着床前後期のマウス子宮に劇的に増加し，妊娠3．5

日目のマウス子宮内にneuropeptide　Y　antagonistを投与することにより着床が阻害されることを報告した．今回，

我々は正常月経周期のヒト子宮内膜から妊娠初期脱落膜おけるneuropeptide　Y遺伝子の発現を，定壁的RT・PCR

法および免疫組織学的手法を用いて検討した．さらに，ヒト子宮内膜間質細胞の初代培養を用いてその発現調節機

構を検討した．本研究に使用した子宮内膜・妊娠初期脱落膜・妊娠初期絨毛は文章により同意を確認し供与を受け

た．mRNAレベルでは，月経周期および妊娠初期に有意な変動は認められなかった．免疫組織染色では，月経周期

においては管腔および腺管上皮に陽性シグナルを認め，問質細胞にはシグナルは認められなかった．妊娠初期脱落

膜においては脱落膜細胞に強いシグナルを認めたが，管腔および腺管一ヒ皮における陽性シグナルは減弱した．そこ

で，子宮内膜問質細胞の脱落膜化に伴うneuropeptide　Y遺伝子の発現増加に視点を当てその発現調節機構を検討

した．ヒト子宮内膜間質細胞の初代培養に性ステロイドを添加し，in　vitroで脱落膜細胞への分化を惹起したところ

プロラクチンの発現増加を認めたがneuropeptide　Y遺伝子の発現に変動はみられなかった．子宮内膜間質細胞と

insert！lの妊娠初期絨毛との共培養系を構築し，間質細胞の脱落膜細胞への分化を惹起したところプロラクチンお

よびneuropeptide　Yの両者の発現増加を認めた．妊娠初期脱落膜細胞におけるneuropeptide　Y遺伝子の発現は，

性ステロイドのみならず妊娠初期絨毛から送られる刺激により増加するものと考えられ，今後母児間相互作用の研

究を進めるヒでのマーカーとなりうるものと考えられた．

壁
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60 子宮内膜の厚い症例における臨床所見の検討

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○永吉　　基，田中　　温，粟田松一郎

　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋・

　高崎　博幸，岩本　智子，鍬田　恵里

　竹本　佳世

　楠　比呂志

岸

子宮内膜が8mm未満と薄い症例は，過排卵周期に移植しても妊娠率が低く，流産率が高いため当院では，薄い時

には全胚凍結し，自然周期に移植を行っている，一一方，子宮内膜が厚い症例は，妊娠率が高いと言われているが本

当にそうなのか，また妊娠率が高く多胎率が高い場合には移植数をどうしたらいいのか，子宮内膜の厚い症例に注

口しこれらの点について検討した．〔目的〕子宮内膜の厚い症例（10．lmm以ヒ）の妊娠率，流産率，多胎率を10

mm以下の症例と比較検討した．〔方法〕過排卵周期の採卵時，胚移植時の子宮内膜を検討し，　A群：8mm以下，

B群：＆1～10mm，　C群：1α1－－12mm，　D群：12，lmm以上の4群に分類しそれぞれの妊娠率，流産率，多胎率を

調べた．年齢は40歳未満，移植数は4細胞2個を含む3個までとし，移植は採卵2日後スムースにソフトチューブ
で移植可能なものとした．〔結果〕1採卵時A，B，　C，　D群における妊娠率，流産率，多胎率は〔A群：34．4％（ll／

32），9．1％（1／ll），9．1％（1／ll）〕，〔B群：41．1％（32／78），31．3％（10／32），1＆8％（6／32）〕，〔C群：48．3％（14／

29），14．3％（2／14），42．9％（6／14）〕，〔D群：66．7％（8／12），12．5％（1／8），37．5％（3／8）〕であった．2胚移植時

A，B，　C，　D群における妊娠率，流産率，多胎率は〔A群：23。1％（3／13），0％（0／3），33．3％（1／3）〕，〔B群：43．1

％（22／51），22．7％（5／22），9．1％（2／22）〕，〔C群：44．4％（24／54），20．8％（5／24），16．7％（4／24）〕，〔D群：51．5

％（17／33），ll．8％（2／17），52．9％（9／17）〕であった．〔結論〕L子宮内膜が10．lmm以上の厚い症例では妊娠率が

高く流産率が低いため安定した内膜といえる．2．多胎を防止するために，a採卵時内膜が10．lmm以上の場合b胚移

植時に12．lmm以上の場合には移植数を2個までとするのがよいと考えられる．

■

■

咽



9 139（333）

61 マウス精巣への遺伝子導入における造精機能への影響

“

　　　　　　　大同病院　泌尿器科

名古屋市立大学　医学部　泌尿器科

○梅本　幸裕

　佐々木昌一，小島　祥敬，田貫　浩之

　池内　隆入，窪田　裕樹，矢内　良昌

　郡　健二郎

o

■

【目的】近年の生殖工学の進歩により様々な精巣内への遺伝子導入法が開発されている．今回我々はElectropora－

tion法を利用した精巣内遺伝子導入を試み，その造精機能への影響について検討した．【方法】外来遺伝子として

cytomegarovirus　enhancer／chickenβ一actin　promoterにLacZを連結させたものを使用した．8週齢ICR雄マウス

を使用．腹部切開にて精巣を露出し，マイクロガラスチューブにて直接導入遺伝子を精巣間質内に注入後，Electro－

porationを施行した．注人後1，2，4，6，8週後に精巣を摘出し，1）X－gal染色及びPCR法による導入遺伝子の発現の

観察，2）H－E染色によりJohnsenスコアの測定，3）TUNEL法によるアポトーシス細胞の検出を施行した．【結果】

1）遺伝子は精細胞および問質細胞に4週聞にわたり導入された．2）H－E染色によるJohnsenスコアは処置前8、2

であったが，1週後では5．5，4週後には4．4，8週後では6．8であった．3）TUNEL法によるアポトーシス検出細胞に

ついて顕微鏡下に全視野に見られる精細管あたりの陽性細胞を含む精細管数を数えたところ，　1週後では50．5％，

4週後では3＆6％，8週後では11．3％であった．【考察】Electroporation法を用いた直接注入による遺伝予導入は

Lipofection法などの他の遺伝子導入法に比べ方法は簡便で導入効率も優っている．　Electroporation法における精

巣への影響は少ないといわれているが，今回の結果からは造精機能障害は認められると判断できる．しかしこの障

害は6および8週で回復してきている．今後さらに他の遺伝子導入方法と比較し，精巣内への遺伝子導入の最適条

件を検討する必要があると考えられた．

62 Leydig細胞での誘導型ヘムオキシゲナーゼの発現と造精機能制御

曜

慶磨義塾大学　医学部　産婦人科　○小澤　伸晃，吉村　泰典

　慶鷹義塾大学　医学部　医化学　　末松　　誠

6

【目的】ヘムオキシゲナーゼ（HO）は従来より遊離ヘムの解毒酵素として認識されていたが，最近になりヘムを補

欠分子とするP450やヘモグロビンの代謝のみならず，反応生成物である一酸化炭素（CO），ビリルビン，鉄を介し

て様々な生物作用を有していることが明らかになった．我々はこれまでラット精巣でのHOの局在ならびに重金属

ストレスによるHO・1の誘導がLeydig細胞に生じることを示してきたが，今回は特異的阻害剤を用いて造精機能

におけるHOの役割について検討した．【方法】Wistar系雄性ラットに対しカドミウム（Cd）を皮下注射し（CdCl，，

20μmol／kg），精巣を摘出した．　HOを特異的に阻害するためZnPP（zinc　protoporphyrin）を前投与し，その対照

としてCuPP（copper　protoporphyrin）を用いた．1）精巣でのHO活性の確認のため反応生成物であるビリルビン

に対する免疫染色を行い，ミクロゾーム分画中のP450量を分光光度計により測定した．2）精細胞でのアポトーシ

スの出現頻度をTUNEL法により解析し，テストステロンや鉄キレート剤（DFO），　COドナーであるジクロロメタ

ン（DCM）による影響も検討した．【成績】1）Cd投与によりHO－1の発現パタv・一一ンと同様に間質細胞でビリルビン

染色が強陽性となり，P450量も低下したが，　ZnPP前投与によりビリルビンの発現は抑制され，　P450量も回復した．

2）Cd投与による精細胞でのアポト・・一一・一シス出現はZnPP前投与では抑制されたものの，　CuPPやテストステロン，

DFOの投与では抑制されなかった．またZnPP前投与によるアポトーシスの抑制効果はDCMの追加投与により

完全にキャンセルされた．【結論】ストレス負荷時にLeydig細胞でのHO－1誘導に伴い発生したCOは精細胞をア

ポトーシスに導くことにより造精機能を制御している可能性が考えられた．

L
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63 ラット停留精巣モデルの造精障害における

キサンチンオキシダーゼ系の関与について

秋田大学　医学部　産婦人科

秋出医療技術短期大学

○谷川　秀郎，熊谷　　仁，熊谷　暁子

　佐藤　直樹，河村　和弘，村田　昌功

　福田　　淳，田中　俊誠

　児玉　英也

【目的】精細胞の熱ストレス誘導アポトーシスの機序へのキサンチンオキシダーゼ（XO）系の関与について検討し

た．【方法】1）ラット停留精巣モデルにaliopurinol（Allo）および特異的XO阻害剤（BOF－4272）を投与し，組織染

色，精巣重量比（左停留精巣／右正常精巣）について検討した．2）ラット停留精巣モデルの精巣組織中のヒポキサ

ンチン（HX），キサンチン（X）および尿酸（UA）をHPLC法により定量し，停留精巣側と正常精巣側で比較した．

【成績】1）非投与群ではO．47±O．04（mean±SE）と停留精巣側の重量が減少したが，　Allo群（O．74±0．09）とBOF

群（O．83±0．05）では，有意に減少を抑制した．IIE染色では，　Allo群とBOF群で，多くの精細胞が残存していた．

2）精巣組織中のHXは停留精巣で正常精巣に比し，7日目で7．8倍に増加した．　XおよびUAも同様に増加した．

【結論】精巣における熱ストレス誘導アポトーシスの機序へのXO系の密接な関与が示唆された．

9

■

64 ヒト造精機i能障害精巣におけるtype　IV　collagen　subtypeについての検討

神戸大学　医学部　泌尿器科　○土橋　正樹，藤澤　正人，合田　上政

　　　　　　　　　　　　　　　山崎　隆文，岡田　　弘，荒川　創一

　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

【目的】type　IV　collagenはmyofibroblast，　Sertoli　cellより分泌され，基底膜固有層の細胞外基質（ECM）に発現す

る．精索静脈瘤，Sertoli　Cell　Only　syndromeなどではECMの増加による精細管基底膜の肥厚が報告されている．

type　IV　collagenには6つのsubtype（α1一α6）が存在するが，ヒト精巣組織においてはその局在は明らかにされて

いない．今回，我々は正常精巣，精索静脈瘤，Sertoli　Cell　Only　syndromeにおいてtype　lV　collagenの6つのサプ

タイプそれぞれの発現を，モノクローナル抗体を用い検討した．また，その発現と精細管基底膜の肥厚の関係を検

討したので報告する，【方法】正常男性5例，精索静脈瘤25例，Sertoli　Cell　Only　syndrome　7例の精巣組織を用い

て，type　IV　collagenのsubtype（Od－ct6）のモノクローナル抗体による免疫染色を行い各々の発現を検討した．基

底膜についてはその厚さを測定した．【成績】正常精巣においてはOd／or2　chainは高度に発現し，α3一α6　chainは僅

かに認めるのみであった．精索静脈瘤において精細管基底膜は肥厚しtype　IV　collagenα1／α2　chainの発現も正常

精巣に比し高度であった．正常精巣と同じくα3一α6chainはわずかに認めるのみであった．またSertoli　Cel1　Only

syndromeにおいては精細管基底膜の肥厚は顕著で，精細管基底膜，　blood　vesselにおけるtype　IV　collagen　01／α

2chainの発現も他の群に比し高度であった．またα3　chainの発現が若干強く認められた．　blood　vesselにおいては

他の群と同様の結果であった，【結論】ヒト精巣組織においてtype　IV　collagenのsubtype（α1一α6）の局在を明らか

にした．精細管基底膜の肥厚にtype　IV　collagenα1／α2　chainが関与することが示唆された．

a
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65 造精機能における受容体型チロシンキナーゼc－kitと

　　　　　　　　その遺伝子発現の意義

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科

慶癒義塾大学　医学部　微生物学

○谷垣　礼子，末岡　　浩，松田　紀」㌦

　中林　　章，佐藤　健二，小澤　伸晃

　久慈　直昭，吉村　泰典

　加藤　真吾

噸

■

［目的］c－kitは精巣のspermatogoniaに存在し，精巣細胞の分化増殖への関与が示唆されている．　mutantマウスお

よび精了形成障害モデルマウスを作成することによってc－kitを介する精子形成障害メカニズムを解明する．［方

法］germ　cellにおけるc－kitの発現を精巣組織における蛋白と遺伝r一発現について検索し，精子形成過程での障害

の分化stageに関わるc－kitの関与を検討した．　ICRマウスに対して，低用景の抗ガン剤投与による造精障害モデル

系を作成し，その病態の相違について検討した．［成績］flow　cytometry分析の結果から，生後10日の幼若wild

typeマウスではc－kit陽性細胞率は3．8％であったのに対し，生後ll週齢の性成熟マウスでは05％であった．また

生後10日のヘテロmutantマウスにおける抗c－kit抗体陽性率は，　W／＋およびWv／＋ではそれぞれ2％であった．

W／Wv　mutantマウスではwild　typeおよびヘテロの精巣に比較し，精巣重量および精巣細胞数は有意に低下して

いた．このことから精子形成の強い抑制とmaturation　arrestの状態が示された．また，　RT－PCRにおいて各遺伝子

発現はwild　typeとWvではほぼ同じ位置に認められたが，　Wは2箇所に認められ．新たな遺伝子発現が確認され

た，また薬剤による造精障害モデルマウスでは，maturation　arrestによる造精障害が認められ，免疫学的，遺伝子

的検索によりc－kit発現の著明な低下が示唆される結果を得た．［結論］蛋白発現および遺伝了L発現の結果から，　c－

kitは，精子形成過程の初期段階に深く関’チし，男性不妊とくにmaturation　arrestの発生にかかわる因fであるこ

とが示唆された．

66 男性不妊患者3062例における性ホルモンと造精機能の検討

唱

東邦大学　医学部 第一・泌尿器科　○工藤　貴正，永尾

　　　　　　　　原　　　啓，野澤

　　　　　　　　中島　耕一，石井

　　　　　　　　一三浦　　暢

光一，吉田　　淳

英雄，西見　大輔

延久，白井　将文

‘

【目的】男性不妊臨床において性ホルモン測定の意義は確立されたと思われるが，測定値が持つ情報は定性的な範疇

に止まっている感が強い．また，Klinefelter（KL）症候群は性腺機能不全を惹起する代表的な疾患であるが，病因

責任遺伝子は未だ不明である．我々は性ホルモンを中心に検討し，興味ある知見を得たので報告する．【対象と方

法】対象：1992年1月より2000年12月まで9年間に不妊を主訴に受診した男性患者3062人．方法：男性不妊一

般検査に加え末梢血リンパ血培養によるGバンド分染法を行った．一一部症例ではFISH法を併用し検討した．性ホ

ルモンとして卵胞刺激ホルモン（FSH），黄体形成ホルモン（LH），テストステロン（T），プロラクチン（PRL）を

測定・検討した．染色体測定等は全て患者の同意後に行った．【結果】患者背景として非閉塞性無精∫」症（NOA）

は514例であった．KL症候群72例中モザイクは13例であった．　NOA群の14．2％はKL症候群であった．　FSH

において，高値患者を群分けしてNOAの発症頻度を検討すると，ほぼ直線的にNOA発生頻度が増加していた．し

かし，FSH値が一定値を越えると相関は消失した．　KL症候群の検討において，本研究ではNOAの46，XY症例と

の比較検討を行った．KL症候群の造精機能障害がホルモン値の検討から46，XY群より重度である事が推察され

た．また，造精機能障害の指標としてのFSH，　LH値の標準偏差が小さかった．　KL症候群内での検討でFSH値は

射出精子の有無と強く相関していた．【考案】血漿FSH値高値はNOAの定量的なリスクファクターであるが，　一

定以上の高値ではこの意義は失われる．この事はART実施に対してFSHの異常高値は限定的な否定的意義しか

持ち得ない事が推察された．KL症候群では視床下部一下垂体一精巣軸機能が保たれている事が予想され，本症の性

腺機能不全の原因は精巣に限局する事が示唆される．

6
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67　ヒト精巣におけるエストロゲン受容体α遺伝子の新たなエキソンSの同定

山梨医科大学　医学部　産婦人科　○正田　朋子，平田　修司，星　　和彦

［目的］エストロゲンは，標的細胞の核内に存在する受容体を介してホルモン効果を発揮するが，最近，核内受容体

を介さないnon－genomicな経路の存在が報告されている．しかしながら，その作用機構はほとんど明らかになって

いない．最近報告したヒト精巣におけるエストロゲン受容体α（ERα）isoform　Sとこの新たな経路との関連に注目

し，ERor・isof｛）rm　Sの遺伝子発現機構を解析する目的で，　ERαの遺伝子構造ならびにERαisoform　Sタンパクの解

析を行った．［方法］ヒト自1血球のゲノムライブラリーをヒトERαisoform　S　cDNAの新撹配列部分をプローブとし

てスクリーニングし，得られた陽性クローンの塩基配列を解析した．また，このisoform　Sから翻訳されうるタンパ

クの分子サイズを真核細胞において解析した．［成績］ゲノムライブラリーより，エキソン4のヒ流に新規の独立し

たエキソンであるエキソンSを同定した．構造解析の結果，ERαiseform　S　mRNAは，エキソン4～8の上流にエキ

ソンSが結合する構造を有することが明らかになった．また，真核細胞で発現したタンパクの分子サイズから，こ

のエキソンSに存在するATGが転写開始コドンとして機能することが明らかになった．［結論］ヒトERct　isoform

SmRNAの転写が，新規のエキソンSの上流に存在するプロモーターにより発現制御されていることが明らかに

なった．ヒトERα遺伝f一においてはこれまで5’一非翻訳領域に複数の非翻訳第1エキソンの存在が報告されている

が，本研究の成績から，翻訳領域内にも新たなエキソンSが存在し，選択的プロモーターの利用によりwild　type

ERαとは異なるERor　isoform　Sタンパクが合成され得ることが明らかになった．

鄭

■

68 停留精巣患者における妊孕能の検討

札幌医科大学　医学部　泌尿器科

　　　　　　　　　三樹会病院

新日鐵室蘭総合病院　泌尿器科

　　倶知安厚生病院　泌尿器科

○伊藤　直樹，笹尾　拓己，木村　　慎

　塚本　泰司

　赤樫　圭吾

　立木　　仁

　高木　誠次

御

【目的】停留精巣患者の妊孕能に関しては多くの検討があるが，片側例でも必ずしも正常ではない原因や，1－2歳で

の甲・期手術例の妊孕能など解決されていない問題も多い．今回我々の施設での長期follow成績を報告する．【対象と

方法】両側28例，片側30例の計58例を対象とした．手術時年齢は3歳2カ月から34歳11カ月，中央値5歳8

カ月であった．5歳未満は18例であった．両親の同意が得られた場合，精巣生検を施行した．1精細管あたりの平

均精祖細胞数（S／T値）をcountし，既に報告されている年齢別正常値と比較し補正した（補正S／T値）．【成績】

精子濃度（×　106／ml）は両側例で0－170，平均33．4±35．8，片側例では0－130，平均50．4±445と両側例では低下してい

たが両群に有意差は認められなかった．20x106／ml未満の乏精子症は両側例で12例（42．9％），片側例で12例（40

％），無精子症は両側例で3例（10．7％），片側例で2例（6．7％）と両群問で差はなかった．精子濃度に関与する因

子（手術時年齢，停留度，補正S／T値）を重回帰分析で検討したところ，補正S／T値のみが有意な因子として選択

された．精子濃度と補正S／T値との問には相関係数O．464と有意な（p＝0．Oll）相関が認められた．精子濃度正常

群での平均補正S／T値はO．805，異常群では0．266と正常群で補正S／T値は有意に（p＝0．004）高かった．なお手術

時年齢と補正S／T値間に相関は認められなかった．【結論】我々の検討でも片側例は精子濃度不良例が多かった．

補正S／T値が精子濃度寄与因子であった結果は，手術時年齢よりも元来の精巣自体の状態が重要であることを示

しているが，10年ほど前からの1－2歳時にf“術を行った症例が検査可能年齢に達しておらず，今後のさらなる検討

が必要と考えられた．

i
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69 electroporation法を用いた精巣網からの精巣内遺伝子導入

津島市民病院　泌尿器科　○窪田　裕樹

噸

名古屋市立大学　泌尿器科 佐々木昌一一，窪田　泰江，梅本　幸裕

神谷　浩行，小島　祥敬，山本　洋人

郡　健二郎

璽

●

【目的】精巣内への遺伝子導入法としては様々な方法が試みられているが，最近では簡便さと導入効率の高さから，

electroporation法を用いた報告が多い．今回われわれは精巣網注入と，　electroporation法を組み合わせた精巣内遺

伝子導入を試み，その造精機能への影響について検討した．【方法】外来遺伝子としてcytomegarovirus　enhancer／

chicken　B－actin　promoterにlacZを連結させたものを使用した．8週齢のICR雄マウスをネンブタールで麻酔し

て，腹部に小切開を加え精巣を露出し，精巣網からマイクロガラスチューブを挿入しDNAを注入した．注入後1，

2，4週後に精巣を摘出し，X－ga1染色によりlacZ発現を観察し，　PCR法によるDNA検出を試みた．造精機能への

影響はJohnsenスコアの測定とTUNEL法によりアポトーシス細胞を検出した．【結果】導入された遺伝子は精細

胞およびセルトリ細胞に，少なくとも4週間以上にわたり認められた．平均のJohnsenスコアは1週後で6．2，2

週後で7．4，4週後で7．1であった．アポトーシス細胞の検出は顕微鏡下の全視野の精細管のうち，TUNEL陽性細胞

を含む精細管数を数えたところ，1週後で53．3％，2週後で17．7％，4週後で24．4％であった．【考察】electropora－

tion法を用いた遺伝ア導入はウイルスやリボソームをベクターとして用いる方法に比べて，簡便で導入効率も優れ

ている．精巣網注入と組み合わせることで，精細胞への導入効率を上げることが可能になると期待される，また，

細胞への障害も比較的少ないとされている．しかし今回の結果からは，回復しているとはいえ造精機能障害を認め

ており，さらなる検討が必要である。

70 乏精子症患者に対するfollicle－stimulating－hormone（FSH）療法の経験

昭和大学　医学部　泌尿器科　○坂本　英雄，麻生　太行，鈴木　康太

　　　　　　　　　　　　　　小橋川　啓，渡辺　政信，吉田　英機

●

FSHはspermatogenesisの維持・活性化に重要な役割を有し，乏精子症患者へのFSH投与により精子濃度，運動

率や精∫微細構造への量的・質的な改善効果が報告されている，今回，乏精子症患者10例に対しFSH療法を行っ

たので検討を加えて報告する．（方法）乏精子症患者10例，平均年齢35．8歳（29－49歳）を対象とし，FSH（フェ

ルチノームP）75単位を週2回で平均99ヶ月（3－28ヶ月）間，筋注投与した．精液検査にはマックラー計算盤を使

用した．（結果）治療開始前，内分泌学的検査では血清FSHは平均7．8mlU／mL（2．7－15．8mlU／mL）で3例は高値で，

血清LHは平均2．lmlU／mL（1．0－3．8mlU／mL）で全例正常値内であった．精液検査では精子濃度は平均3．4×　IO6／mL

（O．1－11．1　×　106／mL），9例は10．0　×　IOc’／mL未満で，運動率は平均18．1±17．5％であった．　FSH療法後，内分泌学的

検査に差は認めず，最大効果出現時で精子濃度は平均23．9　×　106／mL（O．1－155　×　106／mL），運動率は34．9±30．0％で

治療開始前の値と有意差はみられなかったが，5例で精子濃度の10　×　IO6／mL以上の増加が得られた．また，最終確

認時，精子濃度は平均16．6×106／mL（0．1－100　×　IO“’／mL），運動率はゴ44±1＆7％と治療開始前値と有意差は無かっ

たが，4例で精子濃度の10xlO6／mL以ヒの増加が維持されていた．この4例の治療開始前血清FSHは正常値内で

あった．（結論）血清FSH値が正常で，　maturation　arrestを有さないhypospermatogenesisの乏精子症患者での

FSH療法の有効度の高さが報告されている．本症例でも治療開始前の血清FSH値が正常』の4症例に精子濃度で10

x　IO6／mL以上の増加が継続して得られており，血清FSH正常の乏精子症患者ではFSH療法は考慮されるべき治

療法と考えられる．
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71 マウス精巣におけるEph／ephrin　subfamilyの発現の検討

京都大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学

京都大学大学院　医学研究科　婦人科産科

○大久保和俊，西山　博之，渡部　　淳

　奥野　　博，小川　　修

　樋口　壽宏，藤原　　浩 o

【目的】精子は体細胞分裂（精原細胞の増殖），減数分裂（精母細胞から精子細胞へ）および精子形成過程（円形精

子細胞から精アへ）の3段階の過程を介し精細管の中で形成される．この生殖細胞の分化は生殖細胞と基底膜，セ

ルトリ細胞との相互作用により制御されていると考えられているが，その分子機構についてはまだ余り分かってい

ない．一一方，リン酸化蛋白であるEphとそのLigandであるephrinは近年多くのsubfamilyが同定されてきた膜蛋

白で，特に神経系細胞の分化に重要な役割を果たしていると考えられている．我々は生殖細胞の分化における細胞

間接着の役割を明らかにする目的で，このEph／ephrinの生殖細胞の分化における意義を検討した．【方法】6週齢の

マウスより得られた精巣からRNAおよび蛋白を抽出，同時に免疫染色用に凍結切片も作成した．まずRT－PCR

及びウエスタン法にてEph／ephrin　A／Bの発現を検討した．同時に精巣内における発現細胞を免疫染色法にて同定

した．更に，生後発達段階のマウスの精巣を用い，その発現が発達に伴い制御されているかどうかを検討した．【結

果】まずEph／ephrin　Bについて検討したところ，　Eph　B1，4，　ephrin　Bl，2の発現が精巣に見られた．更にその発現を

免疫染色にて検討したところ，精細管の基底部に一致して認められたが，Eph　Blは精細管内腔寄りの細胞を中心に

発現が認められた．本発表では同様の検討をEph／ephrin　Aについても施行し，報告する予定である．【結論】Eph／

ephrinは生殖細胞の分化の過程で発現が制御されており，生殖細胞とセルトリ細胞との相互関係に重要な役割を果

たしている可能性が示唆された，

騨

o

72 不妊症患者における子宮内膜超音波像とホルモン異常の関係

岐阜大学　医学部　産科婦人科　○古井　辰郎，伊藤　美穂，田一ヒ　慶」な

　　　　　　　　　　　　　　　　青木　育美，岩垣　重紀，伊藤　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　玉舎　輝彦

9

目的；超音波検査において，特にPCO患者で月経周期特に基礎体温と子宮内膜像の一致しない患者がしばしば認

められる．このような症例について，そのホルモン異常などの病態を解明するため，正常な超音波所見を示す症例

と比較し，その血中ホルモン他を検討した．方法；平成11年および12年に当科を不妊または月経異常を主訴に受

診した患者のうち，経膣超音波ヒPCO様の卵巣を示した患者51例について，その基礎体温，子宮内膜超音波検査

およびLH，　FSH，テストステロン，　Ez等の各種ホルモン検査を施行した患者51症例についてその画像診断とホル

モンレベルとの相関を検討した．結果；51例中19例で基礎体温では低温層を示したにもかかわらず超音波上分泌

期様内膜所見を認め，その病理所見は間質の著明な浮腫を伴う増殖期内膜であった．残りの32症例では月経周期と

f宮内膜の超音波所見とに異常は認めなかった．年令，Body　Mass　lndex，血中プロラクチン値で両者に有意な差

は認めなかった．一方，血中テストステロン値，LH／FSH比，　E、値では前者が有意に高値を示した．考察；PCO

様の卵巣の超音波像を示す症例の中に増殖期にも関わらず子宮内膜が超音波上分泌期様の高輝度を呈する症例を

認めた．その原因として，テストステロンにより子宮内膜の問質が浮腫化したことが示唆された．さらに，このよ

うな症例でもわずかながら妊娠出産例を認めたことより，このようなチ宮内膜が妊娠に関して不利な状況ではあ

るが妊娠継続も可能であると思われた．

●

層
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73 月経周期における頚管内穎粒球エラスターゼの変化　その生理的意義

静岡厚生病院　産婦人科　○俵　　史子，米澤　真澄，藤原　義倶

浜松医科大学　産婦人科　　金山　尚裕
■

【目的】頚管粘液は排卵時にその組成が大きく変化する．IgG，リゾチーム，ラクトフェリンなどの生体防御物質は

排卵期に変動するが，精子通化性を確保するためと考えられる．頚管粘液は外界と接しており生体防御の最前線で

あり，通常では各種病原微生物が上行しないようなバリア機能をもつ．頚管粘液には生体防御細胞としての白血球

や自血球由来の各種メディエーターが含まれるが月経周期におけるこれらの変化は明らかではない．今回白血球の

機能と月経周期における頚管粘液の変化をみるために，月経周期における頚管粘液中穎粒球エラスターゼ（GE）の

変化を測定した．【方法】正常の排卵周期を持つ婦人24例に対して卵胞期，排卵期，黄体期から綿棒で頚管粘液を

採取した．頚管粘液をlmlのリン酸緩衝液中で撹拝後濾過しそれを検体とした．　GEは三和化学のEIAキットで測

定した．【成績】頚管粘液GEは卵胞中期では1．23＋／－1．81μg／mlで排卵期ではO．40＋／－O．48ptg／mlと有意に低下し

（P＜O．01），黄体期では1．49＋／－1．47（P〈0．001）と卵胞のレベルまで回復した．また測定排卵周期で妊娠に至った

3例では全例が排卵期に卵胞期に比して低下し，2例が黄体期に比較し低下した．【結論】正常婦人の頚管粘液GE

は排卵期に低下することが判明した．GEは穎粒球の活性化とよく相関することから，排卵期に穎粒球の活性が低下

することが考えられた．GEは細菌等の異物を分解する酵素である．　GEが排卵期に低下する機i序として，精子通過

時に精子に対する障害性を抑制し妊孕性が充進するためと推察された．頚管粘液GEは頚管粘液の機能検査になる

可能性がある．

o

噂

74 血清エストラジオール迅速測定と測定機種の違いによる

　　　　　　　　測定誤差についての検討

掲協医科大学　越谷病院 ○星本　和倫，小峰富美子，林　　雅敏

　大藏　健義

，

卵胞刺激，HRT，　add－back療法などの婦人科診療においては，血清エストラジオール値（E2）の迅速かつ正確な測

定が今後の治療方針に大きく影響する．卵胞刺激においては100pg／ml以L，　HRTにおいては50～100pg／ml，　add－

back療法においてはさらに50pg／ml以下のE，を即日測定判断することが，次の薬剤投与量の決定を左右する．今

回我々は，卵胞刺激，HRT，　add－back療法などの診療において，ロシュ社のエクルーシスおよび東ソーのAIA21

を使って172症例に迅速Eu測定を施行し，比較検討したので報告する，　E，がく10～500　pg／mlの間では，　AIA21

とエクルーシスはよく相関していた（r2　＝　O．64）．しかし，　E、が50　pg／ml以下では相関がなかった．また，　E，が50

～ 100pg／mlではr2＝027と低く，100pg／m1以上ではr2＝0．85と高い相関を示していた．さらに，　E、が50pg／ml

以下，50～100pg／ml，100pg／ml以上の時のエクルーシスとRIA法（DPC）との相関では，　r2がそれぞれ0．64，081，

O．81と，高い相関関係が認められた．以上の結果から，卵胞刺激などE2が100pg／ml以上となることが予想される

症例では，両機種とも測定精度に問題はないが，E，が100pg／ml以下であることが予想されるHRTやadd－back

療法の迅速Ez測定にはAIA21は適さないことが示唆された．結論として，日常診療におけるE、の迅速測定には，

エクルーシスがAIA21よりも有用であると考えられた．
■

夢
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75 無月経の診断についての経膣超音波の有用性に関する検討

順天堂大学　医学部　産科婦人科　○菊地　　盤，桜井　明弘，中野　義宏

　　　　　　　　　　　　　　　　武内　裕之，木下　勝之
ρ

【目的】第一度無月経と第二度無月経では治療法が大きく異なる．これを診断するために従来ゲスターゲンテストが

行われてきた．ゲスターゲンテストは血中Ez値のみならず，子宮内膜の反応性の違いによっても結果が異なる．今

回血中E2の測定を行ない，また経膣超音波を用いてリアルタイムに第一度，第二度無月経の診断が可能であるかど

うかを検討した．【方法】当院内分泌外来を受診した無月経患者106名（26．1歳±4．8）を対象とし，経膣又は経直腸

超音波（Sonovista　Mochida　6．OMz）での子宮内膜厚（EM），子宮の矢状断面積（area）を測定した．同時に血清中

のEz値（E2）を採血により測定した．ゲスターゲンテスト（Progesterone　50mg　Lm．）の結果，第一一度無月経群

（1群：65例）と，第二度無月経群（II群：41例）とに分けそれぞれのパラメータを比較し，　ROC曲線を算出した．

【結果】1群とII群においてEM，　area，　EL）はそれぞれ8．4±2．8mmと2．5±1。2mm，1130±390mm2と780±270mm2，

47．5±32．4pg／mlと228±1＆8pg／m1で，全てのパラメータで有意差を認めた（p＜0．01）．それぞれのパラメータに

おけるROC曲線ドの面積ではそれぞれ0．995，0．853，0．821でEMが最も感度，特異度とも高かった．更に，それぞ

れの変曲点はEM4．3mm，　area　908．l　MmL」，　E、　23．1　pg／mlであった．【結論】いずれのパラメータを用いても第一度，

第二度の診断は可能であるが，経膣超音波における内膜厚がリアルタイムに測定可能であり，最も有用な指標であ

ると思われた．

σ

⇔

76 精子核acridine　orange　test（AOT）測定の意義

臼治医科大学　産科婦人科

自治医科大学　臨床検査部

○女川　珠穂，柴原　浩章，平野　由紀

　種市　明代，鈴木　達也，竹Ji：裕二

　玉田さおり，高見澤　聡，佐藤　郁夫

　角田　啓道

9

【目的】精子の核成熟性を評価するacridine　orange蛍光染色法は，精了核が未熟な場合にはS－S結合を持たないこ

とを利用し，核クロマチンの状態を識別することから精子の受精能力を判定できる優れた検査法である．最近我々

も本法を導入し，その臨床的意義について検討したので報告する．【方法】対象は2000年12月から2001年5月ま

でに，当科不妊外来で精液検査と同時にAOTを施行した305名．　AOTは片寄らの方法に準じ，射出精子の核染色

性を蛍光顕微鏡で観察し，green型，　yellow型，およびred型に分類した．今回，　green率が50％以上の場合を正

常と判定した．【結果】305名中295名（96．7％）が正常であった．うちわけは一般検査88名中87名（9＆9％），AIH

患者182名巾178名（97．8％），ART患者35名中30名（85，7％）で各々IE常と判定した．　ART患者に注目すると，

IVFで受精を確認できた21名はすべてAOTが正常であったが，　ICSIまで必要とした14名においては9名（64．3

％）のみがAOT正常で，両者の間に有意差を認めた（P　・　O．003）．【結論】AOTは精子の受精能力検査法のひとつ

として有用である可能性が示唆された．ICSIの適応決定に際し，有力な指標の一つとして応用できるかもしれな

い．

曾

■

■
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77 ヒト精子核蛋白プロタミンの2次元電気泳動分析

慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

農業生物資源研究所

○吉井　　毅，久慈　直昭，酒井のぞみ

　岩田　壮吉，浅田　弘法，小澤　伸晃

　丸山　哲夫，末岡　　浩，吉村　泰典

　小松　節子

り

■

【目的】ヒト精子核蛋白クロマチン構造は体細胞と大きく異なり，その成熟過程は精子形成や男性不妊と深く関わっ

ていると考えられる．しかし精子核蛋自はプロタミンをはじめとして強塩基性かつ小分子量であり，アセチル化ヒ

ストン分離に用いられるacid－urea－tritonゲルや固定pH勾配ゲルを用いても分離することが困難である．我々は今

回acid－urea2次元電気泳動法により精子核蛋白の分離を単一ゲル上で試みたので報告する．【方法】健常ボランティ

アよりinformed　consentをえて採取した精子をPBSにて洗浄後，　Balhornらの方法により抽出した塩基性核蛋白

をKaltschmidt　and　Whittmann2次元電気泳動一和田変法（Radical－free　highly　reduced　method）を用いて分離し

た．分離したゲルの泳動パターンをヒトHela細胞より得た塩基性蛋白の泳動結果と比較すると共に，各スポットの

解析をアミノ酸自動シークエンサーにて行った．【結果】Hela細胞核蛋白泳動パターンとの比較より，精子核にヒ

ストン分画とプロタミン分画が存在することが推測された．10スポットをシークエンスした結果，プロタミン1，プ

ロタミン2，精巣特異的ヒストンの部分配列と一致するスポットが得られた．プロタミン1，プロタミン2はそれぞ

れ4スポットに分離可能であり，プロタミン1は全てのスポットのN末端配列が同一であったが，プロタミン2

はN末端の配列が全て異なっていた．【結論】ヒト精子核抽出塩基性蛋白を，プロタミンを含めて1枚の2次元電

気泳動ゲル上で分離可能であった．プロタミン1，プロタミン2は各々いくつかの泳動度の異なるスポットに分離

されたことから，異なった立体構造をとっているか，または分子修飾を受けていることが示唆された．

●

78 精子核蛋白置換異常が及ぼす精子核脱凝縮機構への

　　　　　影響と精子核形態との関連性

　　川崎市立川崎病院　産婦人科　○岩田　壮吉

慶態義塾大学　医学部　産婦人科　　末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　立川病院　産婦人科　　大澤　淑子

●

略

【目的】精子特異的塩基性核蛋白プロタミンとDNA間の強固な結合とプロタミン分子間及び分子内のジスルフィ

ド結合により成熟精子核は高度に凝縮しているが，dithiothreitol（以下DTT）によるジスルフィド結合還元と比較

的高濃度のNa塩溶液によるプロタミンーDNA間の静電結合力減弱により精子核膨化は容易に誘起できる．この

時形態異常精子核の核膨化は遅延するが，核蛋白分析の観点から精子核形態と核膨化との関連性を評価することを

目的とした．【方法】O、05％リゾレシチン処理による核膜除去洗浄ヒト精子に対し5mM　DTT－NaClのTris溶液（以

下DTTNa液）を添加し精子核を膨化させるが，この時NaCl濃度（0，0．2，0．6，2．0　M）の各種塩濃度を用いて精子形

態と核膨化との関連を評価した．またDTTNaを用いて膨化させた精子核から抽出した塩基性核蛋白をSDS－

PAGEを用いて組成分析を行った．なお精子検体は患者の同意を得て用いた．【成績】Na塩ue度　O．2M以下では精

子核膨化は生じなかった．O．6Mの場合では添加直後に十分な膨化を示さなかったが，添加30分後には正常形態精

子核がほぼ完全膨化に至った．これに対し，形態異常精子核の中で特にtapered　spermは長時間経過しても全く膨

化を示さないか，ごく部分的な膨化にとどまった．2．OMでは添加直後から急速な膨化を生じ，またtapered　sperm

においても添加直後から膨化が観察された．SDS－PAGEでは検体により多少異なる泳動パターンを示したが，膨化

良好群でヒストン分画が多く残存している傾向が認められた．【結論】精子核膨化のための臨界点塩濃度は精子形態

により差を示した．形態不良精子核ではより大きい塩濃度を必要とし，核蛋白一DNA間の結合性がより強固である

と考えられた．精子核蛋白分析においてプロタミン分画の組成比率と妊孕性との関連がこれまでに報告されている

が，ヒストン及びプロタミン各種の核蛋白組成が精子形態に影響する可能性が示唆された．

ゆ
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79 精液性状の個人変動

帝京大学　医学部　泌尿器科　○芦沢　好夫，押尾　　茂，足立　陽・

　　　　　　　　　　　　　　岩渕　正之，遠山　裕一，四倉　正己

　　　　　　　　　　　　　　友政　　宏，梅田　　隆

【目的】精液性状は同一人でも大きく変動することが報告されている．今回我々は，精液性状の個人変動を知る目的

で，20歳代の健康なボランティアを対象にして検討を行った．【方法】2000年6月から2001年5月までの1年間に

原則として月1回の割合で，インフォームドコンセントを得た20歳代（21～25歳）の学生または大学院生14名か

ら延べIO2回（1人あたり4～10回）の精液提供を受けた．禁欲期間は31－1問以lt　10日未満とした．精液は常温で

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，直進精f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，精子濃度および運動率の測定には主

として精子自動分析装置（CASA）を用いた．【結果】14名のうち，期間中に1回でも正常精液所見を示したものは

12名であった．検査結果の項日別にその最大値を最小値で除したものを変動係数として，個人別に算出した．その

平均値±標準偏差を検査項口別に比較すると，精液量1．67±0，34（範囲：1．25～2．33），精了濃度3．52±1．91（1．51

～8．93），運動率2．60±1．35（1．52～6．44），正常形態率1．85±0．35（1．25～2．36），生存率1．28±0．15（1．04～1．52）と，

精子濃度と運動率では変動の平均値が2倍以Lであった．なお，検査結果と採取季節との間に明確な関連は見出せ

なかった．【考察および結論】本研究で認められたヒト精液性状に個人変動が存在するという結果から，特に男性不

妊症としての乏精子・精予無力症という診断をドす場合や，各種薬物の治療効果判定における精了濃度・運動率へ

の影響について検討する場合に，その個人の変動を十凸分考慮する必要があると思われる．本研究は平成10～12年度

科技庁生活基盤研究と科学研究費の援助を受けた．

●

■

80 LPS投与マウスにおける精巣内のアポトーシス細胞の局在について

埼玉医科大学　産婦人科　○梶原　　健，大井川智子，小川　博和

　　　　　　　　　　　　　渡邉　芳明，畑　　俊夫 o

【「1的】精巣は免疫学的に保護されている臓器であり一般的に炎症が起きにくい器官とされている．近年エンドトキ

シンが精子運動能に対して抑制的に作用する事が報告されている．また膿精子症の患者では精子運動率が低下して

おり，種々のサイトカインが精子運動機能と強い相関がある事が報告されている．今回，我々はエンドトキシンが

造精能に及ぼす影響をLPS（lipopolysaccharide）を投与したマウスを用い精巣におけるアポトーシス細胞を検出す

る事により検討した，【材料と方法】7週齢のICR系マウスを用い生食投与群（A群）LPSIOOμg／kg／day投与群（B

群）LPSIOOOpg／kg／day投与群（C群）の3群に分けそれぞれ7日間連続で腹腔内投与を行った．8日日に屠殺し，

精巣を摘出し重量を測定した．さらに摘出した精巣はホルマリン固定後パラフィン切片を作成し，TUNEL法にて

アポトーシス細胞を検出し，陽性細胞比率（apoptotic　index）を算出した．更にTNF一αの発現についてもABC

法を用い免疫組織科学的に検討した．【結果】体重当たりの精巣重量には各群に有意な差は認められなかった．

TUNEL陽性細胞はA群とB群では一一部の精原細胞と精母細胞に認められるのみであったが，　C群では精原細胞

と精母細胞に多数のTUNEL陽性細胞が認められ，セルトリ細胞の一部にもTUNEL陽性細胞が認められた．各群

のapoptotic　indexはA群2＆74±3。34，　B群30．60±2．46，　C群71．98±＆46であり，C群は他の2群に比して有意に高

値であった（p＜0．Ol）．またC群の睾丸の基底細胞にはTNF－Ctが強く発現していた．【考察】エンドトキシンは精

巣の重量変化を起こすことなく精巣内にアポトーシス細胞を増加させていた．感染はTNF一αの発現を誘導し精巣

内においるアポトーシス細胞を増加させ，その結果造精機能が抑制される可能性が示唆された．

●

や
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81 ラット培養セルトリ細胞におけるエンドサイトーシス関連蛋白質の発現

岡lll大学　医学部　泌尿器病態学

岡山大学　医学部　脳神経制御学

○紙谷　章弘，渡部　昌実，井口　裕樹

　永井　　敦，公文　裕巳

　竹居　孝二

精巣セルトリ細胞は精細胞を支持すると同時に，精細胞の成熟に関与している．一一方，精巣にはDynaminやAm－

phiphysinなど，神経シナプスにおいてエンドサイトーシスに機能するタンパクの多くが高発現しているが，その機

能は明らかではない．精巣におけるAmphiphysinの発現と精子成熟に相関がみられることはすでに報告した．今

回，われわれは，エンドサイトーシス関連タンパクがセルトリ細胞の精子形成機能に重要な役割を果たしていると

考え，その発現と局在につき検討した．

精巣組織切片を用いた免疫染色法により，セルトリ細胞にDynamin　2，3およびAmphiphysin　lの発現がみられた．

さらに，ラット精細管よりセルトリ細胞を分離，培養した．この初代培養セルトリ細胞には，Dynamin　2，3および

Amphiphysin　1が高発現していることが，ウェスタンブロッティング法により確認した．また，蛍光免疫染色法に

より，これらのタンパクは細胞質内に小点状に局在することが認められた．以上のことより，DynaminおよびAm－

phiphysinがセルトリ細胞のエンドサイトーシスを介した物質の取り込みに関与し，精子形成に重要な役割を果た

していると考えられる．

φ

ゆ

82 ウシ円形精子細胞を用いた体外精子完成培養法の検討

加藤レディスクリニック

　　　　プライムテック株式会社

東京農業大学　農学部　畜産学科

○青野　文仁，桑山

　加藤　　修

　橋本　径子

　百目鬼郁男

正成，寺元　章吉

◎

【目的】男性不妊因子の一一つである造精機能障害のうち円形精子細胞（RS）でのMaturation　Arrest患者に対する治

療への応用を目的として，IVF－ETなど実験系が高度に確立されたウシをモデルに，　RSの体外成熟に関する研究を

行った．

【方法】RSは，10ヶ月齢の和牛から採取した精巣を細切，細胞懸濁液から回収した．共培養に用いたウシ卵丘細胞

は，食肉市場卵巣由来の卵丘細胞卵子複合体から単離した初代細胞を，Vero細胞は理研細胞バンクより入手したも

のを継代して使用した．実験1：RSを10％FBS加TCM199中の卵丘細胞，精巣細胞およびVero細胞の単層上で
33．5℃，5％CO、　in　airの条件下で培養し，16日間観察を行った．実験2：卵丘細胞区，精巣細胞区で発育が認められ

た核伸張化精子細胞（ELS）をウシ体外成熟卵子に顕微授精後，体外培養を行った．生体由来ELSならびに精子を

同様に処理し比較した，

【成績】実験1：卵丘細胞区，精巣細胞区，Vero細胞区および非共培養区での発生率は，4．3（6／140），52（13／251），

5．1（12／237）および0％（0／64）であった．実験2：卵rn細胞区，精巣細胞区，生体由来ELSならびに精子区の卵

子の分割率は，0（0／1），33．3（1／3），16．7（3／18）および27．8％（10／36），また胚盤胞への発生率は0（0／1），0

（0／3），5．6（1／18）および5．6％（2／36）であった．

【結謝本実験の結果より，ウシRSの体外培養には共培養i細胞が必要であるが，その種類は問われないこと，また

体外培養で得られたELSを卵子に顕微注入することにより受精し，さらに体外培養によって分割胚まで発生する

ことが明らかになり，本技術の臨床応用に向けての可能性が示唆された．

●
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83 低受胎性ブタ精液の精子核の性状

　　　　　静岡大学　農学部　○高坂　哲也

　　　　　　　　農林水産省　　渡辺　伸也

東北大学大学院　農学研究科　　佐々田比呂志，佐藤　英明 ●

【目的】人工授精では，運動活発な精子を多く含有し奇形精子が少ない精液で高受胎率が得られるとされている．最

近，これら従来の評価指標に適合するにもかかわらず，極めて低い受胎率を示す精液の例が指摘され家畜生産の現

場で問題となっている．そこで，低い体外受精率を示したブタ精液中の精子核の状態をアクリジンオレンジ蛍光色

素で調べ，低受胎精液を早期診断するための新しい評価指標を求めた．【方法】ブタ精液を採取し，凍結ペレットを

作製した．融解後洗浄し，精子塗抹標本を作製した．得られた塗抹標本を，酸・トリトン処理によりDNAを変性

ストレスし，その後，アクリジンオレンジ染色を施し，蛍光顕微鏡下で観察した．精子核の蛍光色の違いにより3

種類に分類し，500個の精子をカウントしそれぞれの割合を算出した．【結果】酸・トリトン処理によるDNA変性

ストレスとアクリジンオレンジ染色で，ブタ精子頭部は，緑色，黄色および赤色の3種類に染め分けられた．正常

精液では，ほとんどの精子頭部は緑色に染まったのに対し，低受精精液では，赤や黄色に染まった精子頭部が多く

観察され多くの精子核がDNAの変性を受けていることが示された．精子核の変性率は正常精液においては3．5％

であるのに対し，低受精精液においては35％以上の極めて高い値を示した．このことから，低受精精子は酸・トリ

トン処理によるDNA変性ストレスに対して抵抗性が著しく低下していることが示唆された．本アッセイのアッセ

イ内変動係数は9．1％，アッセイ間変動係数は12．0％，と非常に高い精度を示した．以h，酸・トリトン処理での

DNA変性負荷とアクリジンオレンジ染色の組み合わせによるブタ精子核の精度の高い評価法を確立した．本アッ

セイは，ブタ低受胎精液を診断する有効な評価法となり得ることが示唆された，

り

●

84 体外受精時のSMIによる精子受精能の検討

永遠幸マタニティクリニック　○藤波　隆・，橋爪　淳チ，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　原　　直範，山崎　裕行，道倉　康仁 ‘

（目的）高度の乏精チ症では最初からICSIが選択されるが，採卵当日の精液所見によりIVF施行が可能であるか否

か疑問であるようなIVFとICSIのボーダーライン上の症例も数多くみられる．また一般精液検査ではIVF可能と

判断してIVFを行ったところ受精しなかったという経験も存在する．以前から当院では，媒精前の洗浄精子を

Sperm　Quality　Analyzer（SQA）を用いてSperm　Motility　Index（SMI）測定を行っているが，実際の受精結果と

比較する事によってSMIが精子受精能の指標となり得るか検討した．（方法）平成8年1月から平成11年12月の

間に当院で行った初回のIVF症例684周期を対象とした．　percoll法で運動精子を回収し，媒精濃度（10～80　M／

ml）とした精子浮遊液でSMIを測定した．その結果とIVFでの受精結果を比較した．（結果）媒精時の運動精子濃

度は10～80M／ml（mean　39．3±12．1M／ml）で，精子濃度とSMI値（51～470，　mean　339　±　72）間には弱い相関（r

＝ 0．44）しか認められなかった．684周期において成熟卵5022個をIVFに用い，3950個が受精した（受精率7＆7

％）．媒精濃度30M／ml以上が必要であったものは500周期で，そのうち受精率30％未満は28周期（5．6％），30

～50％未満が15周期（3．0％）みられた．SMIのカットオフ値を250とすると（250以上467周期，250未満33

周期），受精率30％以ドが250以上で22周期（4．7％），250未満では6周期（18．2％）あり，受精率30～50％未満

となったものは250以一ヒでは15周期（3．2％），250未満で0周期となり，同量の精子を用いた場合，SMI値が250

未満であった場合に有意に受精率が低くなった（P〈0．05）．（結語）通常の精液検査時のSMIでは160以kが優i良

とされているが，媒精前の洗浄精子ではSMI値を250を基準として，低受精率の回避を行うための精子受精能力の

評価が期待できると考えられた．

学

Q
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85 質量分析法を併用したヒト精子膜蛋白質のプロテオミクス解析

■

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科

農業生物資源研究所

○久慈　直昭，吉井　　毅，高橋　　純

　佐藤　健二，谷垣　礼子，清水　亜紀

　浅田　弘法，小澤　伸晃，丸山　哲夫

　末岡　　浩，吉村　泰典

　小松　節子

6

◎

【目的】近年，種々の生物種でプロテオミクス解析が行われ始めている．質量分析法は蛋白質構造解析の一手段であ

り，1）N末端がブロックされていても解析可能である，2）微量で解析可能である，という二つの大きな利点を持

ち，さらにヒトゲノムデータベースの整備が進んだことから断片化したペプチドの質量からかなりの確率で蛋白質

を推定可能となってきている．ヒト精子膜の発現蛋白質のデータベース構築を目的として，二次元電気泳動法によ

り分離した蛋白質について，気相プロテインシーケンサーと質量分析計を用いて，プロテオミクス解析を行った．

【方法】健常ボランティアより提供を受けた検体より，1％TritonXll4加PBSにより蛋白質抽出しこれを液体窒素

中で保存した．Trichloroacetic　Acidにて濃縮した蛋白質を二次元電気泳動にて分離し画像解析を行った．　PVDF

膜へ転写後スポットを切り出し，気相プロテインシーケンサーにてアミノ酸配列解析を行った．別途，二次元電気

泳動ゲルからスポットを切り出し，還元アルキル化・トリプシン消化後，飛行時間型質量分析装置を用いたペプチ

ドマスフィンガープリンテイング法により構造解析した．【結果】二次元電気泳動で分離できた精子膜蛋白質237

個のうち29個について気相プロテインシーケンサーにて，48個について質量分析計で解析した．その結果，cal－
reticulin，　glucose－regulated　protein，　SP－10，　lysozyme，　A－kinase　anchorlng　proteinと相同性を示す蛋白質が見出さ

れた．【結論】ヒト精子膜抽出蛋白を展開したスポットから，質量分析により高いヒット率で蛋白を推定可能であっ

た．現在，質量分析した各蛋白スポットについて分子量・plデータから蛋白を推定，アミノ酸分析と合わせて精子

膜蛋白解析マップを作成中である．

86 無精子症症例におけるインヒビンB測定の有用性について

し

新潟大学　医学部　産科婦人科 ○永田　裕子，藤田　和之，小島　由美

　鈴木　美奈，菅谷　　進，倉林　　工

　田中　憲一

噸

　近年，TESE－ICSIが重症男性不妊に対する究極の治療法として普及してるが，肉体的，精神的，経済的侵襲の伴

う治療法であり，本治療を行なう際に精子が回収できるかどうかをあらかじめ予測することは，同時排卵誘発・採

卵をおこなうかを決める上でも，非常に重要である．【目的】TESEでの精子回収可否の指標として，従来血清FSH

が参考とされてきたが，FSH高値でも精子回収できた症例報告もあり，新しい指標として血清・精漿インヒビンB

の有用性について検討する．【方法】当科男性不妊外来を受診した無精子症患者で，TESEを行えた19人をA群：

閉塞性症例（5人），B群非閉塞性・TESEにて精子回収みられた症例（3人），　C群：非閉塞性・TESEにて精子回

収みられなかった症例（11人），の3群にわけ，血清FSH，血清インヒビンB，精漿インヒビンBの各パラメーター

が各群においてどのような傾向を示すか検討した．インヒビンBの測定にはELISA法を用いた．【成績】A群；閉

塞性症例血清FSH正常，血清インヒビンB高値，精漿インヒビンB低値．　B群；血清FSH高値，血清インヒビン

B低値（＞15），精漿インヒビンB：軽度上昇．C群；血清FSH高値，血清・精漿インヒビンBいずれも低値（≦

15）．【考察】インヒビンBは精管内で精子形成が進んだ段階でセルトリ細胞から分泌されるpolypeptideであるた

め，造精子能を反映し，より直接的な精子形成の指標になりうる．【結論】TESE施行の際，血清FSH高値でも

『血清・精漿インヒビンBの値が15以上』であれば，精子回収が期待できることが示唆された．

b

r
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87 ヒト精子形態標準画像の確立

東京歯科大学　市川総合病院　産婦人科

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科

○兼千　　智，郡山　　智，赤星　晃一

　黒島　正子，佐久間雄一i，冨永英一一郎

　田辺　清男

　岩本　晃明

tt

【目的】コンピューター画像解析装置（CAIA）による正常形態精子観察においてreferenceとして用いる標準精子

画像を得ることを目的とし，1．形態良好精子を精製した．2精子頭部最大断面画像が得られるフィルター法を開発し

た．3．固定，風乾による形態変形を避けるため，等張培養液中でCAIAに適した精子染色法を検討した．【方法】撹

拝密度勾配法により精予を濃縮した後，99％等張化Percoll（密度1．13g／mDに層積して37℃，2時間swim　down

を行い，細胞密度1．13g／ml以上の運動精子分画を得た．さらに20－40％Nycodenz直線密度勾配中で沈降平衡を行っ

た．密度が最も重い分画を回収し，OD3％ローズベンガルを含む等張培養液（ハンクス液）に懸濁し，45℃，30

分間染色を行った．精子懸濁液を孔径2．0μmのメンブランフィルターLに吸引した後，固定，風乾することなく観

察に供した．【結果】swim　down後，運動率はほぼ100％となった．室温では精子はローズベンガル被染性を示さ

なかったが，45℃ではCAIAに適した階調差の少ない均一な染色像が得られた．精液中の精子頭部形態は多様で

あったが，精製後の精子分画ではほとんどが均一・な楕円形頭部を有しており，密度および運動能を指標とした分画

法が正常形態精∫の選別に有用あることが示された．フィルター法はスメアー法に比して精子頭部の長短径比の分

布幅が小さく，精子頭部最大断面画像が得られることが示された．【考察】加温ローズベンガル染色法，フィルター

法は精f形態の定量的観察に有用であると考えられる．現在，CAIAを用いた精子形態の定量的観察法を確立する

ため，計測パラメーターの検討を行っている．

や

●

88 Robertson転座保因男性精子の染色体構成の検討

広島大学　医学部　産婦人科　○吉本真奈美，三春　範夫，佐村　　修

　　　　　　　　　　　　　　　大濱　紘1 4

（日的）Robertson型転座保因男性と正常核型の女性の夫婦から不均衡転座を持つ児が実際に出産する頻度は理論

値よりも低い，そこで45，XY，der（21；22）（q10；q10）の核型の男性（保因者）の精子についてFISH法を用いて

21番，22番染色体異常頻度を検討するとともに，精子形成時の成熟分裂におけるinter－chromosomal　effectの有無

を検討した．（方法）精液は本人の同意のもと用手法で採取し，その後スライドグラスヒに固定し，dithiotilreitol

で膨化させたのち，75℃で熱変性させたDNAプローブを37℃下でハイブリダイゼーシン後，核をDAPIで染色し

シグナルを蛍光顕微鏡下に算定した．DNAプローブはVysis：LSI21（spectrum　orange標識）WCP　22q（spectrum

green標識）を用いてtwo－color　FISH法で行った。また，対照として正常男性精子を用いた．（結果）保因男性では

6574個の精子，対照男性では4382個のシグナルを分析した．21番及び22番染色体のシグナルを（2個，1個），

（1個，2個），（1個，0個）（0個，1個）の組み合わせでもつ不均衡型精子の割り合いは保因者では各々，123％，

1．35％，0．47％，1．17％で対照のO、14％，0．02％，O．OO％，0．02％に比して有意な高値を示したが理論値の16．7％に

比べると明らかに低値を示した．また21番，及び22番染色体シグナルを1つずつ持つ均衡型精子の割り合いは，

95．8％であった．保因者における18番，X，　Y，染色体における異常率は対照症例と比べ差を認めなかった．（結論）

（1）保因男性における不均衡型精子は422％であった．（2）Robertson型転座保因男性では，精子形成時の成熟分

裂での分離は不均衡に起きているか，あるいは不均衡型精子形成時に淘汰が起きていることが考えられる．（3）18

番，X，　Y染色体においてはinter－chromosoma1　effectは存在しないと考えられた．

4
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89 射出精子を用い顕微授精にて妊娠したKlinefelter症候群の

　　　　　　　　　双胎妊娠2症例の検討

IVF大阪クリニック　○中岡

　　　　　　　　　　　山崎

　　　　　　　　　　　福田

義晴，熊谷明希子，當仲　正丈

雅友，岩本　英煕，河田　　淳

愛作，　森本　　義i晴

ゆ

【緒言】Klinefelter症候群は無精子症や高度乏精子症を示す一・方で，　mosaicの中には精液所見に異常を認めない症

例もある．今回の2症例は，男性因子により顕微授精で良好胚移植を行うも，流産を繰り返すためその原因検索と

して行った夫婦染色体検査でKlinefelter症候群と診断された．染色体異常に関する十分なインフォームドコンセ

ントの後に，それぞれ再度顕微授精を行い双胎妊娠となり，順調に妊娠継続している．【症例1】30歳男性，26歳女

性．精液所見は精子濃度21．0　×　lOc’／ml，運動率452％であった．顕微授精により妊娠成立するも2回の流産を繰り

返したために，夫婦の染色体検査を行ったところ，夫は47，XXY／46，　XY（23：7）のmosaicであった．その後，自

然周期下に2個の凍結融解胚を移植し双胎妊娠となり，現在妊娠34週である．【症例2】37歳男性，32歳女性．精

液所見は精子濃度2．2×10｛i／ml，運動率31．8％であった．顕微授精で妊娠成立するも2回流産を繰り返したために，

夫婦の染色体検査を行い，夫は47，　XXYのnon－mosaicであった．その後さらに1回妊娠8週で流産となったが，流

産児の染色体は22トリソミーであった．今回自然周期下に3個の凍結融解胚を移植し双胎妊娠となり，現在妊娠

29週である．【考察】今回の経験より，流産を繰り返す男性不妊症例に対して染色体検査の重要性が確認された．

またnon－mosaic　Klinefelter症候群でも射出精子を用いた顕微授精で妊娠可能であることがわかった．児の染色体

異常率が高くなる可能性があることから，希望により出生前染色体検査が行われているが，双胎妊娠の場合にはそ

の実施が困難となる．そのため胚盤胞移植などを考慮に入れ可能な限り多胎妊娠を防ぐ工夫が必要であると考えら

れた，

6

90 　　男性不妊患者のAZF遺伝子群欠失に対する

multiplex　PCRスクリーニング検索法の診断効率

慶懸義塾大学　医学部　産婦人科

大和市立病院　産婦人科

○佐藤　健二，末岡　　浩，中林　　章

　谷垣　礼子，松田　紀子，浅田　弘法

　久慈　直昭，吉村　泰典

　土屋　慎一

σ

■

【目的】日本不妊学会の倫理会告において生殖補助技術の適応として考える際に充分なる検査とカウンセリングが

必要であることが示されたように，精子形成に関わる染色体核型正常の無精子症ないしは乏精r一症患者におけるY

染色体上のinterval　6領域の微小欠失の解明が進みつつある．スクリーニングとして効率の良い遺伝子群のプライ

マーを組み合わせた2系統のmultiplex　PCRの検出効率について検討を行った．【方法】精液検査で重症乏精子症な

いし無精子症と診断された185名の男性不妊患者からインフォームドコンセントを得た上で採血し，精子形成に関

わる遺伝子群に対して，以下の2系統multiplex　PCR系を用いて検討を行った．慶大式multiplex　PCR系はSRY

及びAZF領域の遺伝r・をアニーリングの温度が近く，かつ構成塩基数が近似しないように7種類を組み合わせ，

primer　mixtureとした．一方Promega社のAZF　kitでは18種類のprimerを4つのmultiplex　primer　setに分け

て組み合わせている．【成績】単一一primerにより19例（IO．3％）に欠失が検出されたが，慶大式multiplex　PCR

法を施行した検出結果は17例（89．5％）に欠失の検出が得・られた．変異の領域はPromega　kitが領域を詳細に検討

する情報の多様性が認められたが，検出できなかった遺伝子欠失は欠失の有無の検出効率においては18例（94．7

％）で検出され，4つのprimer　setの全てで同じ効率を示した．慶大式primer　setではDYS237，　Premega　setでは

DYS274，　275であった．【結論】AZF遺伝子の欠失の有無の検索に対し，　multiplex　PCR法は従来のPCR法に比べ

簡便かつ正確な方法であり，慶大式は1つのsetで遺伝子微小欠失の有無について同等の高い検出効率を示したこ

とからスクリーニングに適していると考えられ，Promega　kitはより詳細な欠失の領域を知る上で有意義と考えら

れた．
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91 高度乏精子症において45，X／46，X，r（Y）の核型がICSIにより

　　　　　　　　　　　胎児に伝播した一例

レディースクリニック京野

高度生殖医療技術研究所

○中條友紀子，京野　廣一，福永　憲隆

　拝郷　浩佑，千葉せつよ

　大平知沙予，荒木　康久

亀

【目的】高度乏精子症患者の射出精子を用いてICSIを施行したが，流産に終わった．流産胎児の染色体は45，X／46，

X，marの核型であった．この核型が両親の核型に由来するものか否か知る日的で，両親の染色体検査を実施した．

【対象と方法】挙児希望にて当院を受診された夫妻（夫37歳，妻35歳）を対象にICSIを3回施行した．染色体検

査はGバンドで行った．mar染色体断片の由来をSRY，　DYZ3，　DYZI，　DAZプローブを用いてFISHで検索した．

【結果】3回目のICSIで妊娠した。その時の精子所見は精子数O．1　×　IO6／ml，運動率10％であった．採卵数は6個で，

5個成熟，4個受精，分割した．4個の内3個の胚を移植した．2個のGSが確認されたが，9週で流産した．絨毛細

胞を培養した染色体検査の結果は20細胞のGバンドより45，X［2］／46，X，mar［18］であった（国際医療技術研究所）．

marはSRY（＋），DYZ3（＋），DAZ（＋），DYZI（一）であった（SRL社）．母親の末梢血染色体は46，XXで正常

であった．父親の末梢血染色体は45，X［9］／46，X，mar［21］であった，　marはring状の断片と診断された．このring

になったmarはSRY（＋），DYZ3（＋），DAZ（＋），DYZ1（一）であったことよりYのpl1．2より末端まで欠失

し，かつqll．2より末端まで欠失した，いわゆるp，　q両端の一部（PAR）が欠失して結合したring（Y）と考えら

れた．【結論】以上より流産胎児のmarは父親の染色体に由来していたことが判明した．父親のmar断片にSRY

が存在し，精巣形成のみられる無精子症例報告はあるものの，SRYの他，造精機能遺伝子DAZ領域が存在し，高

度乏精子症ながら射出精子でICSIにより妊娠した例は極めて珍しい．しかし今後，　ARTの対象の中に，こうした

症例に遭遇する機会が増すものと推察される．

奄

蜘

92 続発性無月経に対する温経湯／clomifene併用による排卵誘発効果

和歌山県立医科大学　産科婦人科　○小泉　智子，出中　哲二，矢本　希夫

　　　　　　　　　　　　　　　　梅咲　直彦
‘

【目的】温経湯には排卵誘発作用があると報告されており，clomifeneの併用はさらに排卵誘発効果を高めると言わ

れている。しかし，温経湯／clomifene併用療法がいかなる排卵障害患者に対して有効性が高いのかについては明確

な結論は出ていない．そこで，温経湯／clomifene併用あるいは温経湯単独投与を受けた続発性無月経患者8例の内

分泌学的背景について再検討した，【方法】肥満，多毛，卵巣形態異常などを認めないが，LH＞10mIU／mlかつLH

＞FSHを示した症例をLH高値群と診断した．第2度無月経患者3例に温経湯／clomifene併用療法を，第1度無月

経のLH高値群患者4例のうち3例に温経湯／clomifene併用療法を，1例に温経湯単独療法を実施した．対照とし

て，ホルモン値に明らかな異常を認めない第1度無月経患者1例に温経湯単独療法を行った．漢方療法前にLHRH

負荷試験を行い，下垂体の反応性と治療効果を比較検討した．【成績】温経湯単独療法あるいは温経湯／clomifene

併用療法は第1度無月経患者5例全ての排卵誘発に成功した．しかし，第2度無月経患者には温経湯療法で排卵は

誘発できなかった。LH高値群患者の血清LH値は治療経過とともに低下傾向を示した．【結論】温経湯単独療法あ

るいは温経湯／clomifene併用療法はLH高値群患者の排卵誘発に有効性が高いが，第2度無月経患者には低効果で

ある．

や

φ
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93 排卵障害のない不妊症患者に対するクロミフェンおよび

　　　　　　シクロフェニルの有効性の検討

滋賀医科大学　産科婦人科　○藤原　睦子，後藤　　栄，高倉　賢二

　　　　　　　　　　　　　　竹林　浩一，中西　桂ア，木村　俊雄

　　　　　　　　　　　　　　横井　崇子，野田　洋一

φ

【目的】排卵障害のない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6月から1999年6

月に不妊治療あるいは指導を受けた排卵障害を伴わない不妊症患者131症例に対して，同意を得た上でクロミフェ

ン，シクロフェニルによる排卵誘発を行い，各排卵誘発法別の周期当たりの妊娠率を自然排卵周期（自然周期）に

おける妊娠率と比較検討した．さらに各排卵誘発周期と自然周期の排卵時期における子宮内膜厚を測定し比較検討

した．　【成績】シクロフェニル周期での妊娠率は8．0％（11／137）であり自然周期での妊娠率　2．5％（8／315）と比較

して有意に高率であったが，クロミフェンを含む周期の妊娠率は3．3％（7／209）であり，自然周期と有意差を認め

なかった．シクロフェニル周期における子宮内膜厚は11D±2．5mmであり，クロミフェン周期での9．5±3．Omm

および自然周期での9．6±2．7mmと比較して有意に厚かった．【結論】自然排卵周期を有する不妊症患者に対し，シ

クロフェニルを用いた排卵誘発は有効な治療方法と考えられたが，クロミフェンの有効性は認めなかった．シクロ

フェニルはクロミフェンと比較して子宮内膜に対する抗エストロゲン作用が少ないことが示唆された．

●

94 無月経／無排卵と血清Leptinの関連について

●

日本医科大学　産婦人科

昭和女子大学大学院　生活機構研究科

〇三並　伸二，可世木久幸，石原　楷輔

　荒木　　勤

　丸山　智美

σ

脅

【目的】正常体重の無月経／無排卵症例の内分泌的な性格を明らかにするため，血清Leptin濃度および性ホルモンを

測定し検討した．【方法】対象は3カ月以ヒ無月経である無月経／無排卵群（n＝6）である．対照はBBTより排卵

の確認された正常排卵性月経群（n＝12）とした．血清Leptin濃度はBMIと正相関することが知られているので，

両群BMIの範囲をそれぞれ18．9－24．3，17．3－24．1に揃えた．被験者は体重の増減が1年以上の間±2Kg以内で安定し

ており，糖尿病等の代謝異常がないものとし，すべての患者からインフォームドコンセントを得た．血清Leptin

濃度，エストロン，エストラジオール，LH，　FSHを測定，各データは平均±標準誤差で表した．採血は9時間以上

の空腹状態で行い，正常排卵性月経群は月経周rc　4－7日の問で採血した．【成績】無月経／無排卵群および正常排卵

性月経群の血清Leptin濃度はそれぞれ4．9±1．4ng／mL　7．0±O．9ng／ml，　LHは7．9±2．4mlU／mL　3．9±O．8mlU／mlで有

意差を認めた（P＜005）．無月経／無排卵群および正常排卵性月経群のエストロンは23．4±5．3pg／ml，　249±2．9pg／

ml，エストラジオールは45．8±12．7pg／ml，　48．9±7．9pg／mL　FSHは＆8±0．8mIU／ml，9．1±O．8mlU／mlで両群問に差異

を認めなかった．【結論】BMIが同一である正常体重無月経／無排卵群は正常排卵性月経群に対し，血清Leptin濃度

は低値を示し，LHは高値を示した．無月経／無排卵群のLHが正常群に対し高値を示したのは，　PCOS症例が多く

含まれていたためと考えられる．無月経／無排卵群の血清Leptin濃度が低いことから，排卵とLeptinの関連性が示

唆された．

角
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95 部分下垂体機能低下と中枢性尿崩症をもつ原発性無月経の妊娠例

鹿児島大学　医学部　産婦人科　○沖　　利通，桑波田理樹，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　宇都　博文，大石　友美，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　堂地　　勉，永田　行博

症例33才，原発性無月経である．5才時多飲・多尿を主訴に近医小児科を受診．尿崩症の診断でpitressinを投与さ

れていた．9才時低身長を主訴に当院小児科にて入院精査を勧められたが，十分な検査をできず．21才時，原発性

無月経を主訴に当科へ紹介となった．染色体異常などなく，第2度無月経のためKaufmann療法を行い，消退出血

を定期的に起こしていた．LH－RHテストによる低反応，　GH分泌不全を認めたが，副腎系内分泌検査・甲状腺機能

検査も異常なかった．93年から9周期にわたりhMG－hCG療法を行うが，妊娠に至らず．甲状腺機能を再度評価し，

軽度の甲状腺機能低下を是正後も妊娠にいたらず．1日尿量は正常であったが，血清膠質浸透圧が305mOsmと高

く，1FI　pitressin投与量を増加させ275mOsmに低下させたところ，1周期目のhMG－hCG療法で妊娠が成立した．

尿崩症の排卵誘発においては，血清浸透圧の是IEも重要な因子であることが示唆された．

96 ヒト未熟卵の体外成熟卵に対する細胞遺伝学的検討

IVF大阪クリニック　○熊谷明希子，中岡　義晴，西垣　明実

　　　　　　　　　　　當仲　正丈，山崎　雅友，岩本　英煕

　　　　　　　　　　　河田　　淳，福田　愛作，森本　義晴

■

【目的】1999年より当クリニックでは非刺激周期の未熟卵体外受精（IVM－IVF）を行い，妊娠・出産例を得ることに

成功している．刺激周期で偶発的に得られた未熟卵の体外成熟卵（刺激周期IVM卵）には高い染色体異常率を示す

という報告もある．今回我々は，非刺激周期で得られた未熟卵の体外成熟卵（非刺激周期IVM卵）および刺激周期

IVM卵の染色体分析を行い，その染色体異常率を比較検討した．【対象および方法】（1）非刺激周期で得られた未熟

卵を24～48時間IVM培養液で培養した．48時間後のIVMJVFでは妊娠例を認めていないために，患者の同意を

得て17症例18周期より得られた48時間培養後の成熟卵25卵を標本作製に用いた，低張処理（1％クエン酸Na

液，20分）後，第…固定液（メタノール：酢酸：蒸留水＝5：1：4），第二固定液（メタノール：酢酸＝3：1），第

三固定液（メタノール：酢酸：蒸留水＝3：3：1）の3段階で固定する漸進固定空気乾燥法を用いて標本作製を行っ

た．（2）刺激周期の16症例16周期より得られた未熟卵30卵に対してIVM培養液で培養し，成熟卵を患者の同意

を得て同様の方法で標本作製した。【結果】（1）非刺激周期IVM卵の染色体標本25卵のうち，分析可能卵は工2卵で

あった．染色体異常が2卵（16．7％）に認められ，すべて異数性異常であった．（2）刺激周期IVM卵の染色体標本

30卵のうち，分析可能卵は20卵であった．そのうち染色体異常が8卵（400％）に認められ，－1倍体1卵以外は異

数性異常であった。【考察】非刺激周期IVM卵の染色体異常率は，報告されている刺激周期で得られた成熟卵（未

受精卵）の異常率とほぼ同様であった．しかし，刺激周期IVM卵の染色体異常率がかなり高率であったことから，

同じ未熟卵でも非刺激周期と刺激周期ではその性質がかなり異なるものであると考えらえた．

尊

φ
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97 桑実期胚の凍結方法の検討

琳

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○鍬田　恵里，田中　　温，

　粟田松一郎，馬渡　善文，

　竹本　洋一一，高崎　博幸，

　長野亜紀子，竹本　佳世

　楠　比呂志

永吉　　基

田中威づみ

岩本　智子

〔目的〕Sequential　mediaの普及により長期培養のニーズが高まっている．現在我々は採卵2日日で分割卵を4個長

期培養用とし，その残りを凍結保存している．しかし4個全てが正常に分割が進んだ場合，胚盤胞での凍結が必要

となるが，その成績は4細胞期胚よりも明らかに低値となる．（88％vs52％）そこで今回我々は，栄養芽細胞と内細

胞塊とに分化する前の桑実期胚での凍結を試みたのでその結果について報告する．〔方法〕1℃leavage　Medium／

Blastocyst　Medium（Quinn’s：SAGE　Bio　Pharma）で体外培養した桑実期胚24個を対象とした．2．各種濃度のEth－

ylen　Glycol（1．2M，1．4M，1．8M）及びSaccharose（0．1M，　O．2　M，　O．5　M）の凍結用媒液に桑実期胚を浸透させてス

トローに吸引し密封した．そのストローをアルコールバス式プログラムフリーザー槽（チノー社製ET－U3）にセッ

トし，植氷温度一7℃，－30℃までの冷却速度O．3℃／分と設定した，その後液体窒素保存容器に投入し保存した。32

の条件下で凍結した桑実期胚を30℃の微温湯にストローを5秒間浸け4段階希釈で融解した後Blastocyst　Me－
diumのドロップ内で培養しその後の胚の発育を観察した．〔結果〕1．E：1．2M＋S：0．IM2E：12M＋S：05M　3．E：

1．4M＋S：0．IM4．E：1．4M＋S：0．2M5．E：1．8M＋S：O．2M　6．E：1．8M＋S：0．5Mにおける蘇生率（蘇生とは，全ての

細胞が戻った状態とする．），胚盤胞，拡張胚盤胞への発生率は［1：20．0％（1／5），0％（0／1）．0％（0／1）］，［2：0％（0／

2），O％　　（0／0），0％　　（0／0）］，［3：0％　　（0／2），0％　　（0／0），O％　　（0／0）］，［4：40．0％　（2／5），50．0％　　（1／2），0％　　（0／2）］，［5：42．9

％（3／7），66．7％（2／3），33．3％（1／3）］，［6：33．3％（1／3），O％（0／1），0％（0／1）］であった．〔結論〕Ethylen　Glycol（1．8

M）及びSaccharose（0．2M）を凍害保護物質とした桑実期胚における凍結保存は臨床L有用であることが示唆され
た．

98 余剰胚盤胞を用いたガラス化保存（Vitri丘cation法）の基礎実験

◎

高邦会高木病院　○河野由佳子，

　　　　　　　　　田内　悦子，

　　　　　　　　　渡邉　英明，

野見山真理，隈本

西Ill和加子，山田

松本　ゆみ，

　巧

耕平

小島加代子

or

■

【目的】近年，胚盤胞移植が盛んに行われるようになった．それに伴い余剰胚盤胞の凍結保存に対する需要も高まっ

てきている．そこで今回，余剰胚盤胞を用いてガラス化保存の基礎実験を行い，その有効性を検討した．【方法】患

者の同意が得られたDay3ET後の余剰胚を追加培養し，胚盤胞あるいは拡張胚盤胞になった時点でVitrification

を行った．胚盤胞9個，拡張胚盤胞8個を用いた．胚盤胞とグレードの判定は，Gardnerの評価法に基づき，内部

細胞塊と栄養外胚葉の形態によって，A（細胞数が多く緊密），B（細胞数がやや少なく疎），C（細胞数が極少数）

とした．凍結は，LaneM．によって考案されたCryoloop（Hampton　Research）を用いた方法を参考にした．胚盤胞

のグレード別による生存率および脱出胚盤胞への発生率について調べた．【結果】Vitrificationを全ての胚盤胞に対

して行った結果，76．5％（13／17）が生存した．そのうち，内部細胞塊と栄養外胚葉のグレードを共にCと判定した

胚（1）の生存率は40．0％（2／5）であり，どちらか1つにCを含む胚（II）の生存率は100％（6／6），Cを全く含ま

ず良好胚盤胞と判定した胚（III）の生存率は83．3％（5／6）であった．また脱出胚盤胞への発生率は，それぞれ（1）

0％（0／2），（II）16．7％（1／6），（III）40．0％（2／5）であった．【結論】Vitri丘cationによって，グレードの不良な胚は

生存率が低くなることより，凍結する胚の選択が必要であることが分かった．Vitrificationを行った胚においても着

床可能な脱出胚盤胞まで発生することが明らかとなった．以上のことよりVitrification法は余剰胚盤胞の凍結保存

に有効な方法であることが示された．今後さらに検討していきたい．
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99 腹腔鏡検査時採取ヒト未成熟卵子の体外成熟

国際医療福祉大学　臨床医学センター，IIII病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○猿賀まち子，渡邉　英明，野口奈緒j二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，宮　　香織，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，倉沢　滋明，奥山　輝明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，井上　正人

蝋

【目的】卵子細胞質内精子注入（ICSI）の導入と体外培養の進歩により，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．体外成熟（IVM）－ICSI－ETは一部ではすでに臨床応用され，本邦でも妊娠例の報告がなされる

ようになった．その利点はいくつもあるが，IVMが卵子のクオリティを知る有力な手掛りになるとも報告されてい

る．不妊症の腹腔鏡検査時に未成熟卵子を採取することにより，卵子のクオリティの評価を行うとともに，IVM－
ICSIによる受精卵のクオリティ評価がその後の不妊予後の予知に有用か否か，臨床的意義を検討した．【方法】未

成熟卵子の採取とその後の受精は，不妊症の腹腔鏡検査の一環として患者の同意を得て行った．月経終了後の卵胞

期に全身麻酔下に針状腹腔鏡（直径3mm，　Olympus）で骨盤内を検査した後，卵胞穿刺を行った，20G　single　nee－

dle（20cm，八光商事）に20mmの注射器を付け直視下に5mm以ヒの卵胞を穿刺し，生理食塩水で2～3回洗浄吸
引した．採取した未成熟卵子は50μ1の卵胞液に移しミネラルオイル下に48時間培養（37℃，5％CO為5％0，，90％N、）

した．卵胞液はIVFで吸引したものを患者の同意を得て用いた．培養終了後穎粒膜細胞を除去し，卵核胞の消失，

第一極体の放出の有無を観察した．成熟した卵子は夫精子を用いてICSIを施行し，10％SSS添加HTFにて培養し，
受精ならびに分割を確認した．【結果・結論】対象282例（1999．8～2001．3）で採卵率358％（675／1885卵胞），成熟

率（MII）69．9％（434／621），受精率74名％（315／421），分割率75．9％（101／133）であった．採卵H別や年齢別の検

討では，差がなかった．不妊の予後を252例（1998．12～2000．3）でみると，卵子無しや成熟卵が得られなかった症

例での予後（妊娠率41．4％）に比べて成熟卵が得られた症例での予後（妊娠一＄　58．6％）が有意に良好で，臨床的検

査としての意義が認められた．

侮

100 受精，卵割現象における卵子細胞膜上の各種糖鎖の変化

浜松医科大学　産婦人科

　　　　　　　榛原総合病院

豊橋市民病院　不妊センター

○北村　公也，高田佳世子，後藤　淳子

　金山　尚裕

　松山　　薫

　菅沼　信彦

○

【目的】受精現象における糖鎖構造の変化，発現が卵及び胚の成熟に関連することが指摘されている．そこで我々は，

受精前後の卵，4分割卵，胞胚の表面の糖鎖の変化を検討した．【方法】検体卵は8週令雌マウスを過排卵処理，翌

日卵管膨大部より回収した．受精卵は雌マウスを過排卵処理後，成熟雄マウスと同居，翌朝膣栓が確認できた雌よ

り回収した．受精卵をMW培地にて体外培養，4分割に至った卵，さらに培養を続け胞胚に至った卵を実験に使用

した．卵はHyaluronidaseにて卵丘細胞を除去後，　Acid　Tyrodesにて透明体を除去し観察した，　FITCで標識され

た7種類のレクチン（ConA，WGA，UEA－LLCA，E－PHA，DBA，PNA）を反応させ，蛍光顕微鏡で観察したところ，未

受精卵と胞胚問でConA，WGAの2種類のレクチンの蛍光強度に強く差が認められたため，走査電子顕微鏡を用い

た免疫電顕の手技にて定量化を試みた．卵を4℃，0．1％glutaraldehyde＋4％paraformaldehydeにて固定，金コロイ

ド標識したレクチンと反応させ，走査顕微鏡にて5万倍の倍率にて各ステージの卵各3個3ヵ所以上の部位の金コ

ロイド付着数を観察して糖鎖発現量の変化を観察した．【成績】5pm内のConA－Goldの発現数の平均値は未受精卵

389±46，受精直後341±43，　4分割時273±61，胞胚927±207で，反応部位は4分割時に減少するが，胞胚時には有意

に増加した（P＜O，05）．WGA〈∋oldの発現数の平均値は未受精卵766±238，受精直後484±244，4分割時1532±205，

胞胚1874±336で受精直後には減少するが，4分割時には有意に増加した（P＜O．05）．【結論】受精により卵表面の

ConA及びWGA反応部位は変化するが，胞胚期には受精直後と比べて有意に増加していることが判明した，以上

の結果より，卵割が進むにつれて卵表面に存在しているある種の糖鎖の増加が卵の成熟に関係している可能性が示

唆された．

●

φ
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101 ヒト未成熟卵の形態学的特徴による体外成熟能の差について

埼玉医科大学　産婦人科　○渡邉　芳明，梶原　　健，

　　　　　　　　　　　　　畑　　俊夫

大井川智子

辱

，

【目的】顕微授精法（ICSI）の採卵時にみられたgerminal　vesicleをもつ未成熟な卵母細胞（GV）の形態学的特徴

による体外成熟能の差について検討を加えた．【方法】ICSIの際，106名の患者に見られた244のGVを，卵丘細胞

除去後，細胞質最長径，最短径，核小体の直径を計測，一つづつ別々に培養し，採卵24および48時間後に観察し

た．成熟卵を用いてのICSIで受精率が思わしくなかった症例では患者の了承を得て24時間までに成熟した72の

卵を用いてICSIを行った．【成績】244のGVの採卵後48時間までの体外成熟率は74．2％（181／244）であった．　re－

ceiver　operating　characteristic　plotsから，成熟能の予知には細胞質最長径が適しており，十分な成熟能をもつ基準

は105pmであった．細胞質最長径が101μm未満のGVで体外成熟したものはなかった．直径101～104μmのGV

の体外成熟率は細胞質直径が増加するに従って上昇し，培養48時間までで平均63．2％（48／76）であった，さらに

最長径が104μmを超えたGVの体外成熟率は84．2％（133／158）と有意に高率であった（p＜O．OOI，X2検定）．また，

核小体の大きいGVは小さいものに比べ成熟率が低いのに加え，成熟するのにより時間を必要とする傾向にあっ

た．細胞質直径が101～104μmのGVでは核小体直径が8μm以上のものは47．2％（17／36）しか体外成熟しなかっ

たのに対し，核小体直径が5～7μmであれば，83．8％（31／37）が成熟した（p＜O．01，X2検定）．核小体が5μm未満

に濃縮したものはすべて変性卵となった．体外成熟卵の受精率は47．2％（34／72），卵割率は76．5％（26／34），採卵

時成熟していた同一cohortの卵の受精率は52．3％（79／151），卵割率は79！7％（63／79）で有意差を認めなかった．

【結論】GVが最適の成熟能を持つには，卵細胞質最長径が105μm，核小体径が5～7μmに達することが必要であっ

た．臨床の場で簡易に行うことのできる単純形態計測法により体外成熟に適した卵の選別が可能であると思われ
た．

102 穎粒膜細胞における脂質酸化ストレスと卵の質との関連

e
山形大学　医学部　産科婦人科　○清野　朝史，齋藤

　　　　　　　　　　　　　　　吉田　雅人，高橋

　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久

英和，金子　智子

俊文，河内谷　敏

●

貞

【目的】活性酸素種やフリーラジカルによる酸化ストレスは，炎症，加齢，発癌，動脈硬化，虚血一再灌流，糖尿病

などの様々な生物学的な現象に関与しており，また，生殖生理においても排卵現象は短期的な炎症反応に例えられ，

酸化ストレスが関与していることが示唆されている．今回我々は卵巣穎粒膜細胞における脂質の酸化ストレスが卵

や胚に影響を与えるか否かを体外受精胚移植患者の卵巣穎粒膜細胞について調べた．【方法】当院において体外受精

胚移植を施行された患者のうちインフォームド・コンセントが得られた53例の卵巣穎粒膜細胞に対して，脂質酸

化ストレスマーカーである4－hydroxy－2－nonenal（HNE）モノクローナル抗体を用いて壁側穎粒膜細胞及び，卵丘細

胞それぞれの免疫染色を行い，4－HNE陽性穎粒膜細胞をNIHイメージにてカウントした．【結果】壁側穎粒膜細胞

及び，卵丘細胞それぞれの4－HNE陽性穎粒膜細胞の出現率と受精率は有意に負の相関を認めた（r＝－O．531，　p＜

O．OOOI，　r＝O．321，　p＜0．05）．また，壁側穎粒膜細胞における4－HNE陽性穎粒膜細胞の出現率と良胚の割合は有意に負

の相関を認めた（r＝－O．455，　p＜O．OOI）．不妊原因別に検討してみると，子宮内膜症症例における4－HNE陽性穎粒膜

細胞の出現率は26．6％であり，男性因子症例（8．5％），卵管因子症例（122％），原因不明症例（10．1％）における

出現率と比較して有意に高値を示した．【結論】体外受精胚移植患者における卵巣穎粒膜細胞の4－HNE陽性穎粒膜

細胞の出現率の増加は受精率を低下させ，胚の質を悪くすることが示唆された．子宮内膜症患者では他の不妊原因

患者に比べて過剰な脂質酸化ストレスが生じている可能性が示唆された．

■
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103 卵胞発育におけるNO一アルギニン代謝系酵素の発現の解析

熊本大学　医学部　産科婦人科　○内野貴久子，田中　信幸，岡村　　均

卵胞の発育と閉鎖および排卵は，ゴナドトロピンや卵巣内局所因子により制御されており，その一つとして一酸化

窒素（NO）の関与が注目されている．　NOはアルギニンを基質としてNO合成酵素（NOS）の働きにより合成され，

同時にシトルリンを生じる．シトルリンはアルギニノコハク酸合成酵素（AS）およびアルギニノコハク酸リアーゼ

（AL）の両酵素の働きによりアルギニンに再生される．一・方，アルギニンはアルギナーゼによりオルニチンと尿素

に分解される．NOSとアルギナーゼとは基質アルギニンを競合しており，　NO産生の調節にはNOSに加えてアル

ギナーゼの関与が考えられる．今回我々は，ラット排卵モデルを用いて，卵胞発育・排卵過程におけるアルギニン

代謝系酵素の発現について調べ，NO産生調節におけるアルギニン代謝系酵素群の役割を検討した．26日齢のWis－

tarラットに，　PMSG101Uを腹腔内投与，その48時間後にhCGIO　IUを腹腔内投与し，ラット排卵モデルを作製し

た．投与前，PMSG投与6，12，24，48時間後，　hCG投与4，8，12時間後に卵巣を摘出し，　RNAを抽出，　Northern　blot

analysisを行った．　iNOSmRNAは，　PMSG投与前のラット卵巣に既に発現しており，PMSG投与6時間後に一旦低

ドするものの，徐々にL昇し，hCG投与後に再度低下した．一方，　II型アルギナーゼmRNAは，　PMSG投与によ

り低下し，hCG投与にてヒ昇した．　AS，ALの発現もPMSGhCG投与により変化したが，1型アルギナーゼの発現は

認められなかった．以上より，ラット卵胞発育・排卵過程において，iNos，　II型アルギナーゼの発現はほぼ逆の変

化を示し，　II型アルギナーゼがNO産生の調節に関与していることが示唆された．（本研究は分子遺伝学教室　後藤

知己，森　正敬との共同研究による．）

弓

鞠

104 子宮内膜症とCYPI9の遺伝了多型の関連

京都府立医科大学　産婦人科　○門　　紀子，北脇　　城，石原　広章

　　　　　　　　　　　　　　　小柴　寿人，楠木　　泉，塚本　克美

　　　　　　　　　　　　　　　本庄　英雄

■

【目的】子宮内膜症はエストロゲン依存性に発生，増殖する．エストロゲン生合成酵素であるaromataseをencode

する遺伝子CYP1，9の4塩基（TTTA）反復配列多型（マイクロサテライト多型）が，乳癌のリスクと関連するこ

とが指摘されている．そこで，子宮内膜症とCYP19の遺伝子多型の関連について検討した．【方法】月経周期を有

する女性（24～48歳）を対象として，子宮内膜症（E群，n＝104），子宮腺筋症および／または子宮筋腫（A／L群，

n＝67）の2群を開腹術または腹腔鏡により病理学的に診断し分類した．住民検診を受けた健常女性を対照（C群，

n＝144）とした．個人から同意を得て採取した末梢血よりDNAを抽出した後，　CYP19のイントロン4上にあるマ

イクロサテライト多型およびその上流にある3塩基挿入（1）／欠失（D）多型（1／D多型）領域を含むPCR産物を

GeneScanにより解析した．【成績】CYP19のマイクロサテライト多型，（TTTA），：（TTTA）、：（TTTA），：

（TTTA）1〔，：（TTTA）Lt：（TTTA）12：（TTTA）1，の分布は，　C群で189（65．7％）：1（O．3）：0：3（1）：71（24．7）：

24（8。3）：0であり，E群，　A／L群，　C群の各群間に有意差はなかった．また，このマイクロサテライト多型の上流

にある1／D多型，1／1：1／D：D／Dの分布は，E群では46例（44％）：42（40）：16（16），　A／L群では31例（46

％）：28（42）：8（12），C群では71例（49％）：65（45）：8（6）で，　E群はC群に対し（D／D）が（1／1＋1／D）と

比較し多かった（Pc　・O．039，　OR　－3．09．，X2　＝　6．67）．さらにE群をチョコレート嚢腫の有無またはRe－AFS分類の重症

度で分類したところ，チョコレート嚢腫を有する群（Pu　＝＝　O．Ol3，0R　・・　3．14，　X2＝6．13）および重症群（P2t．　＝O．019，

OR　＝　2．96，　）C2＝5．49）でその傾向が強かった．【結論】σγP19のマイクロサテライト領域の上流にある3塩基挿入

（1）／欠失（D）多型は，子宮内膜症のリスクと弱い関連があることが示された．

o

南
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105 不妊治療におけるチョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術の意義

東邦大学　佐倉病院　産婦人科　○青木　　隆，矢野ともね，大高　　究

　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，伊藤　元博

D

【目的】不妊治療として行ったチョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術の予後を分析し，その意義を検討した．【対

象および方法】チョコレート嚢胞に対して腹腔鏡下嚢腫摘出術を行った28症例35卵巣（嚢腫摘出群），YAGレー

ザー照射による嚢胞内壁蒸散術を行った21症例29卵巣（レーザー蒸散群），超音波切開凝固装置を用いて嚢胞内壁

凝固術を行った16症例22卵巣（超音波凝固群）を対象とし，術後の排卵率，妊娠率，再発率等を検討した．【成績】

3群間に年齢，嚢腫径，CA125値の変化における有意差は認められなかった．術時間において，片側例では嚢腫摘

出群94．2±36．0分，レーザー蒸散群68．1　±　14．5分，超音波凝固群63．1±12．1分，両側例ではそれぞれ132．1±3＆6

分，107．2±17．6分，91．4±26．0分と嚢腫摘出群で長時間を要する傾向がみられた．術後，発育卵胞が認められた卵

巣は嚢腫摘出群では35卵巣中24卵巣（68．6％），レーザー蒸散群で25／29（86．2％），超音波凝固群で20／22（90．1

％）とレーザー蒸散群と超音波凝固群で高率であった．術後，再発例はそれぞれ7，3，1卵巣に認められた．妊娠は

それぞれ9例（32．1％），7例（33．3％），5例（31．3％）に成立したが，その内術後1年以内に妊娠したのは3，　4，3

例であった．【結論】不妊症におけるチョコレート嚢胞に対する腹腔鏡治療としては，術後再発率が低く，十分な排

卵率を有し比較的早期に妊娠が成立する可能性があるYAGレーザー内壁蒸散術と超音波凝固術の有用性が示唆

された．又，術時間がやや短い点から後者がより簡便と思われた．

φ

106 卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術とその予後

）

鳥取大学　医学部　産科婦人科　○坂本　靖子，永野裕美子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　　藤井亜希子，大畠　順恵，谷口　文紀

　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　壮一，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

■

【目的】卵巣チョコレート嚢胞に対しては嚢胞摘出術あるいはアルコール固定術が行われているが，治療法に関して

合意は得られていない．本研究では，卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術後の再発と妊娠について検討し

た．【方法】1994年8月から2000年12月までの間に，当科で卵巣チョコレート嚢胞に対して腹腔鏡下手術を行った

91症例を対象とした．全身麻酔による腹腔鏡観察下に，嚢胞周囲の癒着を可及的に剥離した後，3本の把持鉗子を

用いて卵巣実質から嚢胞壁を剥がし摘出した．残存卵巣は組織接着剤を用いて形成し，術後癒着防止にはインター

シードを使用した．【成績】嚢胞の平均径は43．6mm，　R－AFSスコアの平均は47点であった．両側性の症例が23

例あった．嚢胞摘出術が72例に行われ，同時に腹腔鏡下筋腫核出あるいは子宮全摘出術が行われたものが14例で

あった．手術時間は平均139分で，11例では嚢胞の完全摘出ができなかった．術後，超音波検査を行い再発を検討

できた56例中6例（ll％）に嚢胞の再発がみられた．挙児希望のあった30例のうち13例（43％）に妊娠が成立し

た．【結論】腹腔鏡下嚢胞摘出術は術後再発率が低く，卵巣チョコレート嚢胞に対する治療として有用と考えられた．

凶
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107 子宮内膜症症例の血中および腹水中のBisphenol　A濃度と

　　子宮内膜症腹水細胞へのBisphenol　Aの作用

岡山大学　医学部　産科婦人科

岡山市民病院

　　栗林病院

○羽原　俊宏，中塚　幹也，野口　聡一

　鎌田　泰彦，小西　秀樹，工藤　尚文

　浅桐　和男

　高田　雅代

‘

子宮内膜症はEstrogen依存性疾患であり，内分泌撹乱化学物質の関与の可能性が指摘されている．しかし，　Bisphe－

nol　A（BPA）と子宮内膜症との関連は解明されていない．今回，私達は，　Bisphenol　Aの子宮内膜症の病態への関

与の可能性を検討した．【対象・方法】卵胞期に腹腔鏡検査を施行し，同意の得られた39例の末梢血および腹水を

採取し，子宮内膜症rASRM分類stage　l，2のA群（n　・＝　14），　stage　3，4のB群（n＝13），炎症等のないcontrol

群（n＝12）に分類して検討した．Nitrite／Nitrate（NOx　l　NOの安定代謝産物）は還元後Griess試薬にて，　BPA，

Interleukln　1β（IL－1β），　IL－6，　IL－8，17B－estradiol（E2）はEIAにて測定，　ER－ct，　ER一β，　Matrix　metalloproteinases

（MMPs）の発現はImmunoblotにて検出した．また，腹水中より分離培養した細胞を用い，　BPAの影響を検討し

た．【成績】腹水中BPA値はcontrol群で1．3±1．2（mean±S．D．）ng／ml，　A群で3．5±2．5，　B群で4．9±2．6と子宮内

膜症症例で有意に高値（p＜0．05）を示した．また，腹水中BPA値は，腹水中IL－6，　IL－8，　NOx，　E、値と，また血清

BPA値との間に正の相関を示した．腹水細胞にはER一α，　ER一βともに発現しており，BPA添加で培養液中のNOx

は約4倍（BPAIO7・一・－10－iM），IL－1βは約7倍（BPAIO’8～10”iM）にヒ昇した．また，　MMP－2，　MMP－9の発現充進も

見られた．【結論】子宮内膜症症例の腹水中BPA値は高値であり，また，他の生理活性物質の産生に影響を与え子

宮内膜症の増殖，進展に関与する可能性が示唆された．

4

◎

108 Chlamydia　trachomatis感染と子宮内膜症発症に関する臨床的検討

長崎大学　医学部　産科婦人科　○カーンカレク，北島　道夫，藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　濱崎　哲史，蓮尾　敦子，宮村　泰豪

　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明，石丸　忠之

●

【目的】Chlamydia　trachomatisは骨盤内感染症の主因であり，子宮外妊娠や不妊と関連している．子宮内膜症は骨

盤腔に好発し不妊に関与するが，これまでに内膜症とクラミジア感染の関連についての報告は乏しい．今回，当科

で取り扱った不妊症例で子宮内膜症とクラミジア感染との関連を臨床的に検討した．【対象および方法】1993年1

月から2000年6月までに当科で腹腔鏡を施行した例で，クラミジア感染，卵管疎通性，内膜症の有無およびその他

不妊に関連する臨床因子を後方視的に検討した．クラミジア感染は，抗原検索および血清学的検査で診断し，卵管

疎通性は手術時の色素通過性試験で診断した．一一一部の症例では，ELISA法を用いて腹水中hepatocyte　growth　fac－

tor（HGF）濃度を測定した．【結果】対象458例中，177例（3＆6％）がクラミジア感染陽性で281例（61．4％）が

陰性であり，陽性群は陰性群に比して有意に年齢が若かった．子宮内膜症は感染陽性群で有意に少なかった（P＜

O．OOOI）．内膜症は，感染の有無に関わらず卵管疎通性がない例で有意に少なかったが（P＜OO1），感染陽性群では

卵管疎通性が保たれている例でも有意に内膜症が少なかった（P＜OOOOI）．またこれらの例では，腹水中HGF濃度

が低かった．クラミジア感染と内膜症との関連をロジスティック回帰分析で検討した結果，クラミジア感染は内膜

症発症を有意に減少させる独立した因子であることが示された（95％信頼区間；O．190－O．473，P＜O．OOO　1）．【結論】

クラミジア感染による卵管の器質的閉塞あるいは機能障害は内膜症の発生を減少させる因子のひとつであること

が可能性がうかがわれた．

■

噸



163（357）
●

109 Subclinical　hypothyroidism（SCH）からみた甲状腺機能と

　　　　　　　　　プロラクチンとの関係

帝京大学　医学部　産婦人科

瀬戸病院

○高橋慎一朗，綾部　拓哉，藤野　　剛

　小泉　仁嗣，有木さおり，森　　宏之

　瀬戸　　裕

）

【目的】SCHとは，血中甲状腺ホルモンは正常範囲内にありながらthyroid－stimulating　hormone（TSH）レベルが

高値を示す状態である．本研究では．不妊症症例のうちSCHを呈した10症例について解析し，甲状腺系機能とプロ

ラクチンとの関係について検討した．【方法】不妊症症例にインフォームドコンセントを得た上でLHRH・TRH

テストおよび血中free　T．，とTSHを測定した．　SCHを呈した10例は年齢29歳から38歳．甲状腺については全例

無症状・無治療であった．【成績】（1）TSHは4．040～9．830μU／ml，　free　T1はO．9～1．5ng／dlに分布していた．（2）3

例は2－3カ月後の再検でTSHが正常範囲内にまで低下しており，　reset　thyrostatの状態であったと考えられた．

（3）プロラクチン15ng／ml以ヒを示したのは2例だけであったが，　TRH静注15分後のプロラクチン値は全例70

ng／ml以上であった．（4）5例が稀発月経，1例が黄体機能不全を示していたが，いずれもtergurideによりプロラ

クチン分泌を制御することで改善した．（5）10例中4例は他の不妊原因が明らかであった．残り6例中4例がter－

guride投与のみで妊娠した．【結論】（1）SCHではTRH刺激によりプロラクチンが分泌されやすくなっていること

が示された．（2）SCHでは下垂体一卵巣系は直接抑制されてはおらず，甲状腺ホルモンを補充しなくてもプロラク

チン分泌を制御すれば，性機能は回復し得ることが示唆された．既報の如く，高プロラクチン血症症例ではTRH

刺激により，TSHが分泌されやすくなっているが，今回の成績はそれを逆側からみたものとも言え，甲状腺系とプ

ロラクチン系との間に密接な関係が存在することが再確認された．

蔭

110 ヒト卵胞刺激ホルモンβサブユニットにおけるシートベルト構造の意義

JR東海総合病院　産婦人科

　　　　　　クリニックママ

豊橋市民病院　不妊センター

○廣岡　　孝

　古井　憲司，北川　武司

　菅沼　信彦

撃

【目的】FSHをはじめとするグリコプロテインの各βサブユニットにはその構造にシートベルト構造に関与するdi－

sulfide　bondを有する．　Disulfide　bondは二つのシステイン（Cys）よりなり，このdisulfide　bondがホルモン活性に

影響されることはわかっているが，その構造自身の意義については不明な点が多い．FSHβサブユニットにおける

シートベルト構造の役割について分子生物学的手法を用いて検討した．【方法】PCRを用いた点変異導入法を行い，

FSHβサブユニットにおけるシートベルト構造に関与するdisulfide　bondをなくしたもの（Cys20－104）を作製，チャ

イニーズハムスター卵巣細胞で発現させ，その細胞内外の安定性，伽襯roにおける生物学的活性などを免疫沈降

法，SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動法やレセプター結合アッセイ法などを用いて検討した．αサブユニット

とのヘテロダイマリゼイションについての効率を無視できるように，2種類の単一分子構造モデル（リンカーを設

けたものと設けなかったもの）を使用した．臓績1細胞内外の安定性に関しては，野生型（非変異型）ではリンカー

の有無により差を認めた（リンカーの存在するものの分泌速度は存在しないものより約2倍速かった．）ものの，

Cys20－104についてはそれらの差を認めなかった．　FSHレセプター結合能に関しては，リンカーの有無による差は

野生型にもCys20－104にも認めなかった．　Cys20－104は野生型と比較して約5倍結合能が低かった．【結論】FSHβ

サブユニットにおけるシートベルト構造はその構造の基盤だけでなく，そのホルモン活性に直接影響を与える可能

性が示唆された．

●
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111 摂食促進物質オレキシンの性機能抑制機序の検討

徳島大学　医学部　産科婦人科　○尾形　理江，田中　　優，三浦　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　清川麻知子，田村　貴央，桑原　　章
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　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，苛原　　稔，青野　敏博

轟

【目的】我々は摂食促進物質オレキシン（Ox）が下垂体からのLHパルス状分泌を抑制することを明らかにした．

そこで今回はその作用を明らかにするために，内因性オピオイドの関与について検討した．【方法】両側卵巣摘出後

の成熟雌ラットを用い，第3脳室内にOxA（A群），OxB（B群）を3nmol，対象として生理食塩水（C群）を単

独投与した群，およびオピオイド拮抗物質であるナロキソン（O．5mg／kg／h，N群）を併用し，脳室内投与後2時間に

おけるLHパルス状分泌の変化を検討した．【成績】OxAでは平均LH値（A群：4．81±O．56μg／1，　A＋N群：7．47

±O．71pg／1，　C群：8．45±O．75μg／1）とパルス頻度（A群：2．71±O．42回／2h，　A＋N群：3．71±0」8回／2h，　C群：5．29

±O．36回／2h）がOxAの投与により有意（p＜0．01）に減少したが，　Nの併用により有意（p＜0．01，0．05）に回復し

た．一方OxBでは平均LH値（B群：6．57±O．44μg／1，　B＋N群：6．71±O．29μg／1，　C群：8．45±O．75pg／1）とパルス

頻度（B群：3．75±056回／2h，　B＋N群：4」OO±O．33回／2h，　C群：5．29±O．36回／2h）はOxBの投与により有意（p

＜O．05）に減少したが，Nを併用しても回復しなかった．【結論】OxによるLliパルス状分泌の抑制には，　OxA

では内因性オピオイドが関与しているが，OxBではそのロ∫能性が少ないことが示唆された．

4

僧

112 勃起障害と射精障害を契機に発見されたAdult－onset　Idiopathic

　　　　　Hypogonadotropic　Hypogonadismの一例

京都大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学

国立京都病院　臨床研究部

○西山　博之，小林　　恭，中村英二郎

　奥野　　博，寺井　章人，小川　　修

　島津　　章

凶

Hypogonadotropic　Hypogonadismは希な疾患ではあるが，造精機能障害の他，勃起障害や射精障害を認め，　GnRH

やゴナドトロピンの補充療法にて症状の改善をみることより，男性不妊症外来にて鑑別すべき重要な疾患である．

その内，Idiopathic　Hypogonadotropic　Hypogonadismでは先天性の症例がほとんどである．今回我々はAdult－onset

Idi⑪pathic　Hypogonadotropic　Hypogonadismと診断した一例を経験したので，報告する．症例は37才男性．勃起障

害と射精障害を主訴に当科受診．5年前に第一子をもうけている．受診時，血中のLH／FSH／Testosteron値はいず

れも低値であった．GnRH負荷試験等では視床下部性の低アンドロゲン症であり，家族歴，既往歴，頭部MRI検査

等で明らかな異常を認めないことからAdult－onset　ldiopathic　Hypogonadotropic　Hypogonadismと診断した．現在

携帯注入ポンプを用いたGnRHの周期的皮下投与を施行し，主訴の改善を認めている．更に内分泌・精液所見の改

善，更には妊娠の成立も認めた．本報告では当科において経験した約20例のHypogonadotropic　Hypogonadism

症例の検討も併せて行い報告する予定である．
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113　ヒト黄体化穎粒膜細胞のアポトーシスにおけるCaspase－3活性化機構の関与

名古屋市立大学　医学部　産科婦人科　○松原　寛和，生田　克夫，尾崎　康彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山　和史，佐藤　　剛，鈴森　　薫
‘

轟

脅

【目的】Caspaseはアポトーシスの実行過程で機能することが解明され，我々はヒト黄体化穎粒膜細胞のアポトーシ

スにおけるCaspase－3の関与を報告してきた．今回ヒト黄体化穎粒膜細胞のhCG，　TNF一α，　PGF，、、によるアポトー

シスを介した黄体機能調節におけるCaspase－3活性化機構の関与を検討した．【方法】体外受精採卵時に回収した穎

粒膜細胞を患者の同意のもとに実験に供した．酵素処理及びFicoll　Paque法によって遠心分離し細胞浮遊液を作成

し5％CO，　and　air，37℃の条件で24時間培養iした．1）Hoechst　33258による蛍光染色法でアポトーシス小体出現

率を検索した．2）RT－PCR法によりCaspase－3　mRNA発現を検索した．3）抗Caspase－3抗体を用いたWestern

blot法によりCaspase－3蛋白発現を検索した．4）抗Caspase3抗体を用いた免疫染色法（SAB法）にてhCG　100

ng／ml，　TNF－or　10　ng／ml，　PGF，，，　10　ng／ml添加培養によるCaspase－3蛋白発現の変化を検索した．【成績】1）アポトー

シス小体出現率は24時間培養後に採取分離時の8。3倍となった．2）採取分離時，24時間培養後共にCaspase－3

mRNAの発現を認めた．3）Western　blot法によるCaspase－3蛋自発現は経時的に増加を認めた．4）免疫染色法で

は24時間無添加培養の抗Caspase－3抗体による染色率を100％とするとhCG添加にて65％と有意にCaspase－3

蛋白発現の抑制を，TNFα，　PGF，，，，添加にて159％，176％と有意な増加を認めた（p＜O．05）．【結論】ヒト黄体化

穎粒膜細胞におけるアポトーシスを介した黄体機能調節にCaspase－3活性化機構が関与しており，hCGによる黄体

賦活作用や，TNF一α，　PGF，、のアポトーシス促進作用はCaspase－3活性化機構の調節を介していることが確認され

た．

血

114 内分泌撹乱物質ビスフェノールAとエストロゲン受容体α，βとの問の

　　　　　　　　　　結合活性に関する生化学的検討

東京大学　医学部　産科婦人科　○廣井　久彦，百枝
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瀞

【目的】ビスフェノールA（BPA）はエストロゲン受容体（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．これまで我々はBPAのERαおよびβサブタイプのそれぞれを介したエストロゲン作用の発現

様式の違いについて報告してきた．今回，BPAのエストロゲンに対するアゴニスト作用あるいはアンタゴニスト作

用のERサブタイプによる相違を生化学的に分析する目的でBIACORE　systemを用いて，各々のERサブタイプ

と17β一estradiol（E、）およびBPAとの結合・解離活性について検討した．【方法】BIACORE　systemのセンサーチッ

プに各々のリコンビナントERサブタイプをアミノカップリング法を用いて固相化した．種々の濃度の17β一

estradio1（Ez）およびBPAを用いて得られた各々のERサブタイプとの結合・解離曲線について検討した．【成績】

E、とERα，　ERβとの解離定数（M）は各々1．68x10’4，2．96xlO’4であった．また，　BPAとERα，　ERβとの解離定数

は各々8．27xlO3，0．95xlO3であった．また，　ERα，　ERpともにBPAの結合量はE、の結合量のおよそ10倍であった．

【結論】今回の結果はこれまで報告されているERサブタイプのそれぞれのE、に対する解離定数に比べると高かっ

た，また，BPAの結合量が多かったことは今回の検討が他の因子を含まない分子間の結合をを解析していることに

起因する可能性がある．生体内にある核内共役因子などの存在がE、などとの結合の安定性や非特異的な結合から

の保護に関与している可能性が考えられる．BPAの作用はERのみを介した作用ではなく，核内共役因子などの相

互作用である可能性が示唆された．
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115 ヒト卵巣におけるIL－8の発現調節

鳥取大学　医学部　産科婦人科　○藤井亜希子，永野裕美子，坂本　靖子
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【目的】炎症性サイトカインInterleukin－8（IL－8）のヒト卵巣における発現とサイトカインによる発現調節を明らか

にすること．【方法】患者の同意のもと体外受精時に採取した卵胞液と穎粒膜細胞，手術時に採取した黄膜細胞と卵

巣間質細胞を実験に供した．それぞれの細胞においてIL－8およびその受容体の遺伝子発現をRT－PCR法で検索し

た。卵胞液中のIL8およびIL－1p濃度をELISA法で測定した．穎粒膜細胞にTNFαおよびIL－1βを添加して培養

上清中IL－8濃度を測定し，培養穎粒膜細胞のIL－8およびその受容体の遺伝f発現を検索した．【成績】穎粒膜およ

び間質細胞にIL－8およびIL－8受容体の遺伝子発現を認めた．　IL－8受容体遺伝子発現は間質細胞で強く，穎粒膜細胞

では弱かった．穎粒膜細胞培養上清中にはIL8の産生がみられ，　TNFα添加で2．9倍，　IL－1β添加で13、9倍に増加

した．TNFαとIL－1βの添加は穎粒膜細胞のIL－8遺伝子発現を濃度依存性に増強した．卵胞液中IL－8およびIL－1

β濃度は卵胞液量と有意な正の相関を示し，IL－8とIL1βの問に有意な正の相関（r・＝・O．344，　p＜0．0018）を認めた．

【結論】ヒト卵巣におけるIL－8とその受容体の遺伝子発現を明らかにした．穎粒膜細胞におけるIL－8遺伝子発現と

蛋白産生はTNFαおよびIL－1βによって増強されることが示された．

‘

■

116 多嚢胞卵巣症候群（PCOS）における血中の各種脂質値の検討

岡山大学　医学部　産科婦人科

岡山市民病院
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○小西　秀樹，中塚　幹也，羽原　俊宏
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浅桐　和男

高田　雅代

尚文

多嚢胞卵巣症候群（PCoS）は，月経不順，　LH基礎値高値，超音波検査での多数の小嚢胞像の3所見を有する．ま

た，近年，糖尿病などの生活習慣病の予備群とも指摘されている．今回，私達は，PCOS症例の動脈硬化などへの

riskを評価するため血中各種脂質濃度を検討した．【対象】当科，不妊・内分泌外来を受診した68症例を対象とし，

同意を得て月経周期2～5日目に採血，上記PCOSの3条件を満たすPCOS群（n＝12），2条件を満たすincomplete

PCOS群（n＝　12），体重減少に伴う視床下部性無月経群（n＝5），正常群（n＝39）に分類した．【成績】総Choles－

terol値は各群問に有意差はなかったが，　HDL－C値は，正常群で平均72．4mg／dl，　PCOS群で54．8，　incomplete　PCOS

群で56．7，視床下部性無月経群74．4mg／dlであり，PCOS群では，正常群，視床下部性無月経群に比較して有意に低

値（各p＜O．OOO5，　p＜O．02）であり，　incomplete　PCOS群でも有意に低値（各p〈0．002，　p＜OD3）であった．　LDL－

C値は，incomplete　PCOS群で正常群，視床下部性無月経群に比較して有意に高値（各p＜O．05，　p＜ODI）であった．

肥満傾向（BMI：24以上）の症例のみで検討しても，　HDL－C値はPCOS群，　inc⑪mplete　PCOS群で正常群に比較

して有意に低値であった．また，BMI：24未満と肥満のない症例に限っても，PCOS群では平均58．4mg／dlであり，

正常群（平均72．1mg／dl）に比較して有意に低値であった（p＜O．04）．【考察】PCOS群では肥満を伴わなくても，

脂質値に異常がみられ，特に肥満症例は動脈硬化などのhigh　risk群としてとらえる必要がある．

■

●
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117 異種移植後，ヒト卵胞におけるステロイド代謝酵素の発現について

東北大学　医学部　産婦人科 ○佐藤　由美，寺田　幸弘，村上　　節

　岡村　州博

1

◎

［目的］ヒト卵巣組織の保存方法は，若年の骨盤悪性腫瘍患者で卵巣摘出が必要な場合や，化学療法や放射線療法に

より卵巣機能が障害される可能性がある場合の妊孕性温存法として開発が期待されている．近年，異種移植後の卵

胞発育の評価方法は，形態学的な観察と，免疫染色による組織増殖能についての検討が主である．そこで今回我々

は，異種間卵巣移植後に過排卵誘発にて移植卵巣のヒト卵胞発育の誘導を試み，さらに移植卵胞のステロイド代謝

酵素の発現について検討したので報告する．［方法］全ての実験は当院倫理委員会の承認のもとに行った．8～10

週齢のNOD－SCID（non　obese　diabetic　severe　combined　immunodeficiency）マウス（n　＝4）の卵巣を除去した後，

同意を得て採取したヒト卵巣（1名，32才）組織切片3x3x2mmを術後2時間以内に4片ずつマウス背部皮下に

移植．移植後10週よりHMG　51U／mlを14日間連日腹腔内投与し，移植卵巣を摘出した．摘出後組織は4％パラホ

ルムアルデヒド固定後HE染色で形態を観察した．また移植卵巣の細胞増殖能を検討するため，　Ki　67の発現を免疫

組織学的に観察し，ステロイド代謝酵素であるP450scc，　P450　170r，3β　HSD，およびそれらの酵素の転写活性を調

節するAD4BPについても同様にして検討した．［結果］移植卵巣には胞状卵胞までの発育が観察された．胞状卵胞

の穎粒膜細胞と黄膜細胞はKi　67の発現が認められ，ステロイド代謝酵素は，全て黄膜細胞に発現が認められた．

［結論］異種移植後の卵巣組織は，正常卵巣同様にステロイド代謝酵素が認められ，胞状卵胞まで発育していること

が確認された．
○

盛

118 ヒト黄体化穎粒膜細胞におけるIGFBP－1の調節機構の検討

杏林大学　医学部　産婦人科　○矢崎　智子，

　　　　　　　　　　　　　　勝又木綿子，

　　　　　　　　　　　　　　　中村　幸雄

安藤　　索，岩下　光利

酒井　　謙，神野　正雄

○

，

【目的】卵巣内IGF－IGFBP系は卵胞発育，ステロイド産生に関与し，卵巣局所因子として重要な役割を有する．こ

れまでIGF結合蛋白の一つでIGFの作用を抑制するIGFBP－1は，ヒト黄体化穎粒膜細胞から産生されることを報

告した．今回，ヒト黄体化穎粒膜細胞を用い，IGFBP－1の黄体機能に及ぼす作用を検討した．【方法】体外受精採卵

時に患者の同意のもとに採取された卵胞液から穎粒膜細胞をFicollを用いて分離し，10％FBs，　DMEM／F－12にて

48時間の前培養後，各種薬剤を添加し，serum　freeの条件下で24時間の培養を追加した．1）hCG　lO　IU／ml，　IGFBP－

110　’6M投与時のprogesterone（P）産生をRIAにて測定した．2）hCG　O，1～101U／mlならびにRU4861併M投与

時のIGFBP－1産生を，　EIAにて，又穎粒膜細胞中のIGFBP－l　mRNA発現をRT・PCRにて観察した．【成績】1）P

産生はhCG群311．9　ng／ml，　IGFBP－1群18＆6　ng／mlとなりcontrol　86．3ng／mlに比べ有意に促進された（p＜O．05）．

2）IGFBP－1はhCGにより用量反応性に産生が促進され，　hCG　101U／ml投与によりcontrolに比較し有意に約3

倍上昇した（p＜0．05）．さらにIGFBP－1　mRNA発現はhCGにより用量反応性に増大した．3）RU486はhCGの

IGFBP・1産生を抑制しなかった，【結論】IGFBP－1は黄体化穎粒膜細胞のP産生を促進し，またhCGはIGFBP－l

mRNA，　IGFBP－1蛋白産生を促進したことより，　hCGによる穎粒膜細胞の黄体化にIGFBP－1が関与することが示

唆された．
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119 多嚢胞性卵巣症候群に対する腹腔鏡下手術後の妊娠率の検討

富山県立中央病院　産婦人科　○前　喜代子，舟本　　寛，青山　航也

　　　　　　　　　　　　　　　中島　一一雄，飴谷　由佳，佐竹紳一郎

　　　　　　　　　　　　　　小嶋　康夫，中野　　隆，舘野　政也
聾

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は月経異常，血中LH高値，超音波での卵巣の多嚢胞性変化等を呈する症候群である．

従来挙児希望のあるPCoS患者には薬物療法や手術療法が行われてきた．手術療法としての卵巣襖状切除術は従来

は開腹して行われたが，近年ではほとんどの施設で腹腔鏡下手術が主流となっている．今回我々はクロミフェン無

効のPCOS患者に対して腹腔鏡下手術を行い，術後妊娠率を検討したので報告する．平成5年5月から平成13年

4月までに挙児希望のあるPCOS患者59症例に対して腹腔鏡下手術を施行した．　PCOSの診断は（1）月経異常

（2）LH高値，　FSH正常値（3）経膣超音波で多数の卵胞嚢胞状変化が認められるものとした．腹腔鏡F手術ではほ

とんどの症例でハーモニックスカルペルにより卵巣懊状切除術及び，あるいはmultiple　punctureが行われ，卵管通

水検査も同時に行われた．術後排卵が認められたものは45例，術後排卵率は76％であった．自然妊娠は6例（7

妊娠），クロミフェン投与による妊娠は15例（18妊娠），体外受精による妊娠は14例（17妊娠）であり，全体の妊

娠率は59％，体外受精を除く妊娠率は36％であった．クロミフェン無効の症例では積極的に腹腔鏡ド手術を行う

ことで妊娠率の向上につながるものと考えられた．

‘

●

120 キマーゼ阻害薬の術後癒着防止効果

大阪医科大学　医学部　薬理学　○岡本由記子，高井　真司，宮崎　瑞夫

【日的】開腹手術後の腹腔内癒着はイレウス，不妊症等の原因となる．従来癒着と肥満細胞との関連性が論じられて

いるが，その詳細は不明である．今回，これまで全く検討されていない肥満細胞由来の酵素であるキマーゼと癒着

形成との関連性を，その阻害薬を用いて検討した．【方法】6週齢のシリアンハムスター（♀）を開腹し，右子宮体

部の約1／2をガーゼで擦過した後，キマーゼ阻害薬（10’5M　Suc－Val－Pr（）－PheP（OPh）L？）lmlを腹腔内に投与した群

（投与群）と，同量の生理食塩水を投与した群（コントロール群）に分けモデルを作成した．術後3日目に再開腹し，

擦過部位の子宮を摘出してキマーゼ活性を測定した．この時手術を受けていない全く正常の子宮（正常群）におけ

る活性も同時に測定した．また術後1週及び2週間で癒着の程度を5段階（O～4）に分類してスコア化し，比較検

討した．【結果】キマーゼ活性：正常群のO．48　mU／mgに対し，コントロール群ではO．86　mU／mgと有意に上昇し

（p＝0．Ol），投与群ではO．67　mU／mgでコントロール群より低ドしていた（各群，10匹）．癒着スコア：コントロー

ル群では広汎で強固な癒着形成が多く認められ，平均±SDは1週2．6±0．97（n＝10），2週2．07±1．33（n＝15）に

対し，投与群の癒着は軽度で限局したものが多く，1．56±0．73（n＝9），O．88±081（n＝16）とコントロール群と投

与群の両群問で1週，2週ともに有意差を認めた（p＝O．02，　p＜O．01），【結論】キマーゼ活性は開腹術を施行するこ

とにより擦過部位で有意に活性化し，阻害薬により20％以上抑制された．また癒着スコアは1週，2週ともにコン

トロール群と比較して投与群で有意に減少した．これらの結果より，術後の癒着形成には肥満細胞由来のキマーゼ

が関与すること，またキマーゼ阻害薬が術後の癒着形成を抑制する可能性が初めて示唆された．

均

o

o
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121 当教室における腹腔鏡下子宮外妊娠手術の手術成績について

藤田保健衛生大学　医学部　産婦人科　○塚田　和彦，廣田　　穣，吉田麻里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大原　　聡，黒木　　遵，大橋　由政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多田　　伸，宇田川康博

■

9

［日的］腹腔鏡下子宮外妊娠手術症例の手術成績を検討し，腹腔鏡による子宮外妊娠手術の術式選択とその問題点に

ついて考察した．［対象と方法］1994年～2001年3月までに子宮外妊娠手術を行った135例のうち腹腔鏡下手術を

実施した54例を対象とした．54例の術式の内訳は，卵管切除術24例，卵管線状切開術21例，胎嚢圧出術（【flL腫

除去術）8例，卵巣部分切除術1例であった，腹腔鏡下卵管保存手術の適応は，1．挙児希望があること，2．未破裂卵管

であること，3．卵管周囲に強固な癒着を認めないこと，4．卵管采を含み4cm以上の健常卵管を温存可能であること，

5．術前の超音波断層検査で胎児心拍動を認めないこととした．［成績］卵管切除術症例と卵管保存手術症例の平均年

齢は各々292±4．3，2＆7±4．8歳，同様に手術時妊娠週数；7．7±1．2，7．5±IA週，術前の尿中hCG値；9，392±13，793，

3，738±4，466　mlU／ml，腹腔内出血量；142．1±233．2，176．7±215．7mlであり，ともに両者間には有意差を認めなかっ

た．また，術後4週間後の血中hCG一β値は前者O．1±0．L後者02±O．2　ng／m1であり，全症例においてpersistent　ec－

topic　pregnancy（PEP）は経験していない．卵管保存手術症例のうち，術後のHSGにより卵管疎通性を確認し得

た症例は57．1％であり，術後の子宮内妊娠率は卵管切除術症例で69．2％，卵管温存手術症例で66．7％であった．ま

た，卵管保存手術症例における同側反復子宮外妊娠は14．3％に認められた．［考察］当教室での腹腔鏡下子宮外妊娠

手術の術後成績は諸家の報告と同等ないしはそれ以11であり，PEPは皆無であった．この結果は，当教室での腹腔

鏡下子宮外妊娠手術の適応基準設定と術式選択の妥当性を示唆するものと思われた．また，卵管保存術後の同側反

復子宮外妊娠症例はいずれも卵管采に癒着を認めた症例であり，このような症例に対しては卵管切除術を選択すべ

きと考えられた，

●

122 子宮筋腫核出術の予後について

愛知医科大学　医学部　産婦人科 ○佐藤　英子，浅井　光興，松下　　聡

　新美　　眞，野口　昌良

◎

も

【目的】子宮筋腫は性成熟期女性に合併する頻度の高い疾患であり，不妊・不育の原因になりうる疾患の一つであ

る．また晩婚化，出産年齢の高齢化にともない挙児希望例に合併する頻度も高くなってきている．そこで，今回は

筋腫核出術後の妊娠予後を左右する因子について検討した．【対象および方法】1993年から2000年までの8年間

に，挙児希望のある子宮筋腫例に対し施行された子宮筋腫核出術症例で，術後6ヶ月以上の経過観察が可能であっ

た86例のうち，未婚婦人の36例（33．5±5．5歳）をのぞいた50例（332±4．6歳）の妊娠ア後に影響を及ぼす因子

について検討した．【結果】50例の手術適応は，不妊が32例，大きさのためが5例，過多月経が2例，他の疾患に

よる手術時に1司時に施行した例が7例，その他が4例であった．手術方法は開腹術による症例が43例であり，TCR

が7例であった．50例中23例（46％）が妊娠した．摘出筋腫重量，摘出個数，術中出lfiL量などに差は認めなかっ

たが，手術時の年齢は妊娠群の3L7±4．7歳に対し，非妊娠群は345±4．2歳と有意に（p＜0．05）高かった．また不

妊期間は妊娠群で有意（p＜0。05）に短かった（30．8±16．8ヶ月に対し51．9±30．9ヶ月）．TCRにより経頸管的筋腫核

出術を施行した7例では4例（57％）が妊娠した．【結論】摘出筋腫重量や摘出個数，手術時の出血量などは筋腫核

出術後の妊娠を左右する因子とはならず，妊娠例はより若い症例に，より不妊期間の短い症例に多いことが分かっ

た．以上の結果より，不妊症例で子宮筋腫を合併している場合には，他の原因検索の意味も含め早めに手術に踏み

切るのも一つの方法と考えられた．
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●

123 精巣上体精子回収法および精巣組織採取法施行時の

　　　　　　　麻酔法についての検討

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　馬渡　善文，田中威づみ，竹本　洋一

　高崎　博幸，岩本　智子，鍬田　恵里

　竹本　佳世

　楠　比呂志

【日的】無精子症症例における不妊治療において，今では精巣精子や精巣上体精子を用いて顕微授精法（ICSI）を行

p一治療が，ここ数年間の問に急速に広まってきた．当院においても，精巣生検を含め，年間平均約200例の手術を
行っている（精巣組織から得られた精細胞等は10個以上に分けて凍結保存しているため，多めに採取する．精巣生
検は原則として両側それぞれにおいて4箇所までの複数箇所から採取する）．従来は『ジアゼパムーケタミン静脈麻
酔』あるいは，　　　　　　　『腰椎麻酔』，　　　　　　　　　　　　　『局所麻酔』などの方法で行ってきたが，今回われわれは，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『プロポフォール（静脈麻
酔）と笑気（マスク）〔GOPL法〕」による麻酔方法を用いて手術を行い，その効果と注意すべき事項について検討し
た．【方法】1999年6月から2001年5月までの3年間に当院で行った『精巣上体精子回収法』，『精巣組織採取法』
等の手術581件（精巣上体精子回収167件を含む）について，麻酔法における麻酔効果および，長所と短所につい
て比較した．GOPL法は，血圧・心電図・酸素飽和度の持続モニターを行いつつ，プロポフォール200mg（20ml）
と2％リドカイン5mlを混和し，その5mlを1単位として，初回投与として3単位をゆっくり静注，マスクで毎分
笑気4Lおよび酸素2Lを流す．体動が僅かに認められる頃に，やや早めに1単位つつ追加する．6単位目以降はプ
ロポフォールのみの投与とする．術後は毎分6Lの酸素を流しながら患者の覚醒を待つ．【結果】GOPL法は，従来
の麻酔法と比較して，やや鎮痛作用が劣るため，ペンタゾシンの静注や0．5％リドカインの皮下浸潤麻酔との併用
などによって，良好な術中の麻酔効果と覚醒状態を得ることができた．循環器・呼吸器系の既往症の確認，喫煙歴，
体格などによっては，他の麻酔法が望ましい場合も認められた．【結論】GOPL法は，　ARTにおける男性不妊症に
対する手術時の麻酔法として，有用な方法と考えられた．

●

？

124 ART時代における閉塞性無精子症患者に対する精路再建術の意義

京都大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学

関西医科大学　泌尿器科

浜松労災病院　泌尿器科

　　　　　　　北野病院

○奥野　　博，西山　博之，中村英二郎

寺井　章人，小川

松田　公志

小倉　啓司

七里　泰正

修
勘

【目的】精巣上体あるいは精巣からの精子採取法は閉塞性無精子症に対する治療法の一つであり，近年の体外受精・

胚移植や顕微授精（ICSI）などの補助生殖技術（ART）との医療連携により，多数の産児が得られるようになった．

しかし本来は夫婦の愛情に包まれた性行為に基づいて生じる自然妊娠がだれしも望むところであり精路再建術が

ファーストチョイスと考えられる．今回当科で行ってきた精路再建術の成績とARTとの医療連携について検討し

たので報告する．【対象と方法】1985年以降現在まで精管精管吻合術を35例（小児期鼠径ヘルニア術後19例，精管

切断術後13例，その他3例）に，精管精巣h体吻合術を38例（精巣上体炎11例，Young症候群5例，精管閉塞

による二次的閉塞7例，原因不明14例，その他1例）に施行した．【結果】平均約5年の追跡調査において精路開

通はそれぞれ27例（77．1％），26例（68．4％）であった．また自然妊娠はそれぞれ13例（37．1％），11例（2＆9％）

であり，AIHの併用も含めると妊娠成立は15例（42．9％），14例（36．8％）であった．　Modern　ARTとの連携では

それぞれ5例，3例に妊娠を認め，両結果を合わせると約半数のカップルに妊娠の成立を認めた、【結語】精路再建

術はARTの成績と比べ決して劣るものではなかった．さらに流産の比率も低く，本症例の場合，すでに10カップ

ル以上に第2子以上の産児が自然妊娠にて得られており，その意味からも人院期間・侵襲性の問題はあるものの可

能なものは精路再建術を積極的に勧めるべきと考えられた．しかしそれが困難な症例や先天性両側精管欠損症で

は，ARTとの連携によりこれまで不妊に悩んできた夫婦にとって大きな福音となったのは事実であると考えられ
る．

●

遭
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125 c－AMPによる培養子宮内膜間質細胞からの

keratinocyte　growth　factor産生調節

　　　　　大分医科大学　産科婦人科　○奈須　家栄，楢原　久司，嶺　真一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦田憲一郎，宮川　勇生

■

留

【目的】子宮内膜は種々のホルモン，成長因子，サイトカインによって調節され，胚の着床に対応する．Keratino－

cyte　growth　factor（KGF）は問質細胞から産生され，上皮細胞に対して特異的に作用する成長因子で，子宮内膜間

質細胞における発現が報告されているが，その発現調節については不明な点が多い．我々はdibutyryl－cyclic　adeno－
、i。，　m。n。ph。、ph。t，（db－cAMP），12－O－t・tradecan・ylph・・b・l　l3－acet・t・（TPA）・・thy・ylest・adi・1－17β（EE・）・me－

droxyprogesterone　acetate（MPA）に着目し，これらの物質の子宮内膜間質細胞におけるKGFの産生に対する作

用について検討した．
【方法】子宮筋腫の手術時に，患者の同意を得て採取した増殖期後期の子宮内膜から，子宮内膜間質細胞を分離，培

養した．6－well　plateで培養した子宮内膜間質細胞にdb－cAMP（O．OO1・10　mM），TPA（0．1－100　nM），EE，）（O．Ol－10

nM），MPA（0、1－100　nM）およびEE、（10　nM）＋MPA（100　nM）を添加し，24時間後に上清を回収した．上清中

のKGF濃度はELISA法を用いて測定した．結果はBonferroni／Dunn　testを用いて解析した．
【成績】無刺激では少量のKGFの産生（96．7±5．9　pg，／ml）が認められた．　KGFの産生はdb－cAMPの添加により，

濃度依存性に増加した（1mM添加で180．3±10．4　pg／mL　p＜ODOOI）．　TPA，　EE，，　MPAおよびEE，＋MPAはKGF

の産生に影響を与えなかった．
【結論】子宮内膜間質細胞におけるKGFの発現は，　cAMPを介して調節されていることが明らかとなった．今回の

検討ではEE，およびMPAはKGFの発現に影響しなかったが，長時間刺激ではestrogenやprogesteroneによる
KGFの発現増強が報告されていることから，　db－cAMPとは異なった作用機序の存在が示唆される．また，子宮内

膜問質細胞から産生されるKGFは，着床のための子宮内膜の機能的および形態的変化に関与していると考えられ

る．

126 卵管におけるSLPI（secretory　leukocyte　protease　inhibitor）

　　　　　　　　　　　　　発現の解析

大阪大学　産婦人科

済生会中津病院　産婦人科

○太田　行信，下屋浩一郎，張　　　慶

　古Ill将康，東　千尋，村田雄二

　森山　明宏

●

（目的）SLPI（secretory　leukocyte　protease　inhibitor）は，生体内におけるエラスターゼなどの強力な阻害物質で

ある．我々は本学会においてSLPIが子宮頚管や精漿ならびに腹水中に発現しており，SLPIが妊孕現象に深く関与

していることを報告してきた．本研究ではさらにヒト卵管におけるSLPIの発現について解析し，生殖領域におけ

るSLPIの作用について検討した．（対象と方法）informed　consentを得たうえで採取したヒト卵管組織を用いて

SLPI蛋白発現をWestern　blot　analysisを用いて解析した．また卵管におけるSLPImRNAの発現を特異的primer

を用いたRT－PCRを用いて検討した．さらに，卵管組織におけるSLPIの局在を免疫組織染色を用いて解析した．

（結果）卵管組織におけるSLPI蛋白の発現を認めた．またその発現は卵管狭部，卵管膨大部および卵管采のいずれ

においても認められた．さらにRT－PCRによって卵管組織においてSLPImRNAが発現していることが確認され

た．SLPI蛋白の卵管における局在を免疫組織染色を用いて解析すると卵管上皮に陽性所見を認めた．（結論）ヒト

卵管においてSLPI蛋白が発現していることが，初めて確認された．卵管において発現しているSLPIが卵管局所の

感染防御に作用しているとともに受精，胚発生に関与している可能性が示唆された．

t
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127 不妊因子が卵管上皮細胞の培養に与える影響

セントルカ産婦人科

（株）機能性ペプチド研究所

○熊迫　陽子，公文　麻美，城戸　京子

　平井　香里，大津　英子，長木　美幸

　宇津宮隆史

　阿部　宏之

【U的】卵管は卵子の輸送管でありまた，精子との受精，初期胚の発育の場であるが特に卵管采は，排卵された卵子

をピックアップするための重要な部位である．今回，卵管采より採取した細胞の体外培養を試み，細胞増殖結果と

採取症例の背景について検討した．【方法12001年1月～5月に当院で腹腔鏡検査を行った症例49例に対しイン

フォームド・コンセントを得て卵管采を少最採取し，組織を細切またはトリプシン処理を行ないor－MEMで培養
した．細胞は免疫染色により確認し，一部の組織形態は，電顕観察した．腹腔鏡での卵管采形状の良否基準は当院

のcriteriaに従い，クラミジア検査はenzyme　assayによるi血腋検査で行った．【成績】49例中，培養により細胞が

増殖したのは55％（27／49）であった．症例の背景として，クラミジア陽性例は35％（17／49），子宮内膜症合併例

は53％（26／49），卵管采の形状が「良」は33％（15／49），「やや良」は44％（20／49），「不良」は22％（10／49）で

あった．「クラミジア陰性例」のうち細胞が増殖したのは69％（22，／32）対し，「クラミジア陽性例」では29％（5／

17）と低かった．また「子宮内膜症非合併例」のうち細胞が増殖したのは78％（14／18）に対し「子宮内膜症合併

例」では50％（13／26）と低かった．卵管采の形状については，「良」のうち細胞が増殖したのは80％（12／15）に

対し，「やや良」では50％（10／20），「不良」では10％（1／10）と低かった．【結論】卵管上皮細胞の培養は，各症

例の背景により左右される．クラミジア陽性例や子宮内膜症合併例では，体外細胞増殖に抑制的であった．細胞増

殖抑制が卵管采形状の悪化につながり，卵子のピックアップ障害に関連している可能性を示唆するものと思われ
る．

9

●

128 　　ヒト子宮内膜におけるヘムオキシゲナーゼ（HO）の発現と

　　　　　　　　　　　　その局在に関する検討

東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　生殖機能協関学　○吉木　尚之，久保田俊郎，麻生　武志 會

【日的】一酸化窒素の生体内での重要性は広く認められているが，近年もう一つのgas状物質である一酸化炭素

（CO）が，血管拡張物質や神経伝達物質として作用することが知られるようになった．　COは生体内ではそのほとん

どがHOにより生成され，　HOはhemeを分解してCOとbiliverdinと鉄を産生する．なおbiliverdinは還元されて

bilirubinとなるが，このbiliverdin／bilirubinは抗酸化作用を有している．今回我々は，ヒト子宮内膜におけるHO

の発現とその局在について検討を加えた．【方法】1）正常月経周期ヒトt‘宮内膜組織を同意のもとに採取し，RNA

と蛋白を抽山した．HOのisoformであるHO－1とHO－2の発現に関し，　RT－PCRとWestern　blot法にて解析した．

2）更に，HO－1とHO－2の局在について免疫組織化学的に検討した．【成績】1）RT－PCRおよびWestern　blot法によ

り，ヒト子宮内膜においてHOIとHO－2のmRNAと蛋白が検出された．月経周期を通じてHO－1の発現に差は認

められなかったが，HO－2は分泌期でその発現がE昇していた．2）HO－1蛋自は上皮とmacrophageに発現していた

が，HO－2蛋自は血管内皮および1血t管平滑筋に発現していた．【結論】ヒト子宮内膜においてHOの発現が確認され，

HO－1とHO－2でその局在に差が認められた．　HO2は子宮内膜問質内の1血L管の発達に伴ってその発現が上昇するも

のと考えられた．子宮内膜に発現しているHOは，　COとbiliverdin／bilirubinの産生を介して，－f“宮内膜における

血流維持と活性酸素による細胞障害の抑制として機能している可能性が示唆された．

●

）
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129 低酸素状態における子宮内膜細胞死に対するcalpainの関与及び

　　　　　　　　活性型calpainの分解基質の検索

　　　　　　　名古屋市立大学　医学部　産科婦人科　○青山　和史，尾崎　康彦，佐藤　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　寛和，生田　克夫，鈴森　　薫

　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立城西病院　　青木　耕治

，

禽

【目的】子宮の器質的疾患による子宮内膜血流量の減少が低酸素状態をきたし子宮内膜細胞死を引き起こす可能性

が推察される．今回我々はヒトチ宮内膜におけるcalpainの存在，低酸素状態における動態及びその分解基質を検索

した．【方法】正常月経周期を有する患者同意のもとに得た子宮内膜組織及び常法により分離培養iした内膜上皮と問

質細胞を実験に用いた．calpain　inhibitorを添加した低酸素培養下での細胞生存率をtrypanblue　testで検討した．

前駆体及び活性型calpainと，　in　vitroで基質であると報告されているfodrin，　talin，　integrinβ3の低酸素状態での

動態を観察するためにペプチド抗体を作製し，光学及び共焦点レーザー顕微鏡を用いた免疫染色とSDS－PAGE，

Western　Blottingを行った．【成績】低酸素培養によって細胞生存率の時間依存的な低下がみられ，　inhibitorによっ

て生存率が回復した．免疫染色で前駆体型calpainは細胞質に，　fodrin，　talin，　integrinβ3は細胞膜近傍にみられた．

低酸素培養下で細胞膜近傍での活性型calpainの増加がみられた．　Western　Blottingでも低酸素培養iによって前駆

体型calpain，　fodrin，　talin，　integrinβ3の減少と，活性型calpainの増加がみられた．【結論】ヒト子宮内膜上皮及

び間質細胞に存在するcalpainが低酸素状態において活性化され細胞死に関与することが観察された．また活性型

calpainが，　fodrin，　talin及びintegrinβ3を分解し，子宮内膜細胞の機能維持に対して不利益に働く可能性が示唆さ

れた．

◎

130　　　　　　　　　ヒト子宮内膜の剥脱における活性酸素と

　　　　　　　　　　　　　　superoxide　dismutase（SOD）の役割

　　　　山口大学　医学部　生殖・発達・感染医科学（産科婦人科）　○原田　綾子，杉野　法広，坂田　亜希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山　尚子，滝口　修司，中村　康彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　紘

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生連長門総合病院　産婦人科　　樫田　史郎

◎

【目的】分泌期後期のヒト子宮内膜では，活性酸素が高値を示しSODが低値を示す一方，　prostaglandin　F、。（PGF）

も高値を示す．月経周期に伴う卵巣ステロイドの変化が活性酸素の増加を介してPGF産生を充進させ子宮内膜剥

離に関与している可能性が考えられる．今回は，estrogenとprogesteroneの消退により子宮内膜間質細胞（ESC）

のSOD発現が低下するか，また活性酸素が実際にESCのPGF産生を増加させるかを検討した．【方法】患者の同

意を得た後，手術時に採取した子宮内膜よりESCを分離した．（1）estradiol（E；10’8　M）及びmedroxyprogester－

one　acetate（MPA；10‘　M）の存在下で12日間前培養した後，　E＋MPAで培養するEP（＋）群と培養液のみで培

養するEP（一）群にわけ，さらにll日間培養し細胞中のSOD活性の変化を検討した．また，脱落膜化の指標とし

てinsulin－like　growth　factor－binding　protein－1（IGFB1）－1）mRNAレベルを測定した．（2）活性酸素による脂質の過

酸化を誘導するため，H，OL）（10，　50，　100，　200pM）添加無血清培地でESCを6時間培養後，培養液中のPGF濃度を

測定した．【成績】（1）E＋MPAによる前培養によりIGFBP－1が誘導されCuZn－SOD活性も有意に増加した，引き

続きE＋MPAで培養するEP（＋）群では，　IGFBP－1とCu，Zn－SOD活性が更に増加した．一一方，培養液のみのEP

（一）群では，Cu，Zn－SOD活性は漸減した，（2）H、O、は濃度依存性に培養液中のPGF濃度を増加させた．さらにこ

の作用はindomethacin（O．5μg／ml）の同時添加により完全に阻Lkされた．【結論】estrogenとprogesteroneの消退

によるSOD活性の低下が脱落膜化ESCの機能低下や活性酸素を介したPGF産生を引き起こし，月経時の子宮内

膜剥脱に関与する可能性が考えられた．

會
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131 ヒト子宮内膜に存在するmitogen　activated　protein　kinase

　（MAPキナーゼ）の月経周期に伴う動態について

　　　　　　島根医科大学　医学部　産科婦人科　○尾崎　智哉，高橋健太郎，金崎　春彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗岡　裕子，宮崎　康二 φ

目的：mitogen　activated　protein　kinase（MAPキナーゼ）は種々の増殖刺激により活性化するセリンスレオニンキ

ナーゼで，その機能は細胞増殖，細胞分化，初期発生に関するものなど，多岐にわたっている．子宮内膜における

MAPキナーゼの動態については不明な点が多い．今回，ヒト子宮内膜におけるMAPキナーゼの月経周期に伴う活

性・蛋白発現および組織局在の変動について検討した．方法：同意を得た，子宮内膜病変以外の婦人科的適応によ

り子宮全摘術を施行された，正常月経周期を有する患者37名の摘出子宮より採取した子宮内膜を対象とした．

MAPキナーゼ蛋白発現はanti　pan－MAPキナーゼmonoclonal抗体を用いたimmunoblotting法により，組織局在

はanti　ERK－1　polyclonal抗体およびanti　ERK－2　polyclonal抗体を用いた免疫組織化学染色により検討した．　MAP

キナーゼ活性はゲル内リン酸化反応法により測定した．月経周期を月経期，増殖期（前，中，後期），分泌期（前，

中，後期）に分類し，各測定値の変化を比較検討した．成績：immunoblottingでの検討では，子宮内膜におけるMAP

キナーゼのbandは42　kDa（ERK－2）に強く認められ，その発現は増殖期に比し，分泌期により有意に強く発現す

る傾向が認められた．免疫組織染色ではERK－2は発現強度は分泌期に有意に高値を示し，主として腺細胞に認めら

れ，間質細胞の発現は非常に弱かった．一一一方，ERK－1は増殖期内膜にはほとんど発現が認められず，分泌期内膜の

腺細胞のみに弱い発現が認められた．MAPキナーゼ活性は増殖期に比し分泌期（特に分泌中期～後期）に有意に高

値を示した．結論：ヒト子宮内膜におけるMAPキナーゼ活性およびその組織内分布には性周期による変化が認め

られ，その活性は分泌期に高値となることより，分泌期の内膜において何らかの生理的役割を演じている事が示唆

された．

撃

ρ

132 子宮内膜の分化に伴ってアセチル化されるコアヒストンの検討

慶慮義塾大学　医学部　産科婦人科　○酒井のぞみ，丸山　哲夫，清水　亜紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本百合恵，内田　　浩，吉村　泰典
卿

【目的】ヌクレオソームの構造蛋白であるコアヒストンは，H2A，　H2B，　H3およびH4より構成される．それぞれ

のコアヒストンが特異的にアセチル化修飾を受けるだけでなく，それぞれのN末端尾部の複数のリジン残基が部

位特異的にアセチル化されることにより，細胞特異的な遺伝子群の転写および遺伝子発現が活性化され，増殖や分

化が調節されることが近年明らかになってきた．これまで我々は，子宮内膜の分化である脱落膜化においても，ヒ

ストンアセチル化が関与していることを報告してきたが，今回は，r一宮内膜の脱落膜化過程においてどのタイプの

コアヒストンがアセチル化されるかについて検討した．【方法】患者の同意を得て良性疾患による摘出子宮から内膜

を採取し，間質細胞を分離・純化したのち，性ステロイド（17β一estradiol＋progesterone：E、＋P），脱アセチル化酵

素阻害剤（trichostatinA［TSA］）の存在下で8時間培養した後，培養細胞より抽出したヒストンをAcid／Urea／Tri－

ton　gel（AUT　gel）を用いた電気泳動に供して，クマシーブリリアントブルー染色を行い，アセチル化ヒストンの

検出を試みた．一一方，脱落膜化マーカーであるIGFBP－1のmRNAの発現をRT－PCRで解析し，脱落膜化を確認し

た．【成績】TSAは性ステロイドホルモン（E、＋P）依存性脱落膜化を促進するのみならず，比較的高濃度では，単

独でも脱落膜化を誘導し得た．また，AUT　gelによる解析では，　TSA単独添加のみならず，性ホルモンとの同時添

加においても，種々の程度にアセチル化されたヒストンH4が認められた．【結論】子宮内膜の脱落膜化過程におい

て，アセチル化されるヒストンのひとつはH4であることが示唆された．

■

，
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133 マウス子宮内膜脱落膜化における癌原遺伝子産物Src

　　　　　　チロシンキナーゼの活性化

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科 ○清水　亜紀，丸山　哲夫，山本百合恵

　酒井のぞみ，内田　　浩，吉村　泰典

e

●

【目的】子宮内膜分化（脱落膜化）ならびに分化特有の機能発現に関与する細胞内シグナル伝達経路については，未

だ十分な解明には至っていない．以前我々は，ヒト子宮内膜間質細胞を用いた脱落膜化モデルにおいて，癌原遺伝

f産物c－Srcのチロシンキナーゼ活性の上昇といくつかの蛋自のリン酸化状態が変化することを報告した．今回

我々は，機械的刺激によるマウス子宮内膜脱落膜化に伴ってc－Srcが活性化しているか否かを検討した．【方法】カ

ルボキシル基末端近傍のチロシン残基の脱リン酸化がc－Src活性化の機序であることが知られている．モノク

ローナル抗体clone　28（京薬大・大和田博十より供与）は，この脱リン酸化による活性化型c－Srcのみを認識する．

本研究では，12週齢のC57BL／6Jのマウスに対して，卵巣摘出後エストロゲンおよびプロゲステロンの投与に引き

続き，双角子宮の一側子宮角へのセサミオイル注入機械的刺激により脱落膜化を誘導した．非刺激子宮角と刺激子

宮角から蛋白を抽出し，clone　28を用いたウェスタンブロットに供した．また，妊娠ならびに非妊娠マウス子宮に

対し，clone28による免疫組織染色を行った．【成績】組織抽出液を用いたウエスタンブロットにより，非刺激子宮

に比して刺激子宮において活性化型c－Srcの発現増強を認めた．また免疫組織染色では，妊娠・非妊娠に関わらず，

腺上皮細胞には活性化型c－Srcはほぼ一定のレベルで発現していた．　一方，妊娠子宮の脱落膜化した間質細胞にお

いては，活性型c－Srcの発現増強が認められた．【結論】ヒトのみならずマウス子宮内膜間質細胞の脱落膜化におい

てもc－Srcは活性化しており，　c－Src活性化は種を超えて内膜分化に共通したメカニズムである可能性が示唆され

た．

134 GnRHアゴニスト製剤使用上の新たな工夫

埼モ医科大学　総合医療センター　産婦人科 ○伊東　宗毅，石原　　理，斉藤　正博

　林　　直樹，竹田　　省

壱

　子宮内膜症，子宮筋腫に対する薬物療法のひとつとして，さまざまなGnRHアゴニスト製剤（GnRHa）は，現在

重要な位置を占める，しかし，その効果が強力な薬剤を選択するほど，短期的にはホットフラッシュなど更年期障

害様症状が，長期的には骨塩減少などが問題となり，その対策が必要となる．そこで，t種類のGnRHaを組み合

わせることで，十分な効果と低エストロゲン症状の軽減が同時に得られる可能性がないか試みた．月経困難症，過

多月経，不妊症などを主訴とする子宮内膜症4例（平均34．5才）および，子宮筋腫4例（平均42．5才）に対して，

リュープリン1．88mg（LU）を2クール投与後，スプレキュアMPI．8mg（MP）を2クール以上，各4週毎に投与

した．MPへ変更時およびMP変更後2クール終了時に，血中エストラジオール（E，）およびLHを測定し，同時

に更年期症状の程度と性器出血の有無についての問診を行なった．MPへ変更時点では，全例において血中E、は10

pg／ml未満（感度以下），　LHは0．5mlU／ml以下に抑制され，無月経となり，5例にホットフラッシュなど更年期障

害様症状が出現した．MP変更後2クール時点で，　LHは7例において05mlU／ml以下に維持されたが，　E、は7

例において10から22．9pg／mlに上昇した．また，子宮内膜症の1例および子宮筋腫の3例に性器出血が認められ

た．更年期障害様症状は，E、が10pg／ml以下にとどまった1例のみで継続した．各種GnRHa製剤が選択可能となっ

た現在，低エストロゲン症状を軽減し，各症例のQOLを最善とするための工夫が要請されている．酢酸リュープロ

レリン酢酸ブセレリン逐次投与法は，GnRHa療法をおこなうべき症例の一部，とくに子宮内膜症症例について，低

エストロゲン症状の軽減のために有用である可能性が示唆された．
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135 子宮筋腫核出術後の子宮構造変化について一MRIによる検討

島根医科大学　医学部　産科婦人科　○高橋健太郎，栗岡　裕子，尾崎　智哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　金崎　春彦，宮崎　康二
ψ

【目的】近年，女性の晩婚化，高齢出産などの増加傾向が社会現象となっており，それに伴う子宮筋腫が不妊の原因

や妊娠合併症として問題となる症例が増加している．また，GnRH　analog投与後に筋腫核出術を施行する症例も増

加している．しかし，術後妊娠可能であると判断するための検査やその所見に関する報告に乏しく，子宮内膜や筋

層の復元についての報告は見られない．今回，我々はMRIを経時的に撮影し，筋腫核出術後の子宮の構造変化につ

いて検討した．【方法】子宮筋腫核出術を施行し，同意を得た19症例を対象とした．術前と術後2，6，8，12，24週後

に撮影したMRI画像において壬宮内膜矢状軸長の変化，　junctional　zoneの回復程度，子宮筋層所見をあわせて検討

した．【結果】1）子宮内膜矢状軸長の減少率は平均で術後2週間で265％，術後4週間で32．8％，術後12週で49．9

％で，それ以降の変化はほとんど見られなかった．2）junctional　zoneの回復は筋腫の大きさ，数に関係なく術後

2週間で70％の症例において達成され，術後12週で100％回復した．3）核出術後2週間のMRI所見において筋

層内の著明な出血浮腫を認めた症例は術後12週を過ぎても筋層に不整を認めたが，術後24週で全例軽減されて

いた．4）経時的な造影画像hでの筋層内所見の変化は術後12週以降は認められなかった．【結論】子宮筋腫核出術

後12週でJ！・宮内膜および予宮筋層は正常構造に復元すると思われる．また，術後2週間で筋層に著明な出血を認め

た場合には回復に24週を要するものと考えられた．以Lの事より，子宮筋腫核出術後12週経てば妊娠の許可を下

してよいと判断された．

■

●

136 エストロゲン依存性腫瘍に対する新たな薬物治療の試み

金沢大学大学院　医学系研究科・医学部　産婦人科　○村上　弘一・，生水真紀夫，瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　浩司，井上　正樹
魯

【目的】エストロゲン依存性腫瘍であるチ宮筋腫やf宮内膜症に対する薬物治療はGn－RHアナログ（Gn－RHa），ダ

ナゾール（DZ），プロゲステロン（P）の全身投与が主体であるが，その臨床効果は不十分であり副作用も大きな問

題となっている．今回我々は，Gn－RHaおよびDZの直接作用を検討し，その作用に影…響する薬剤についても検討し

た．【方法】文書による同意を得て採取した子宮筋腫・子宮内膜症より得られた初代培養細胞を用いて，Gn－RHa

（Leuprorelin，　LP），　DZを添加し，細胞増殖能の変化を：’H－Thymidine－uptake　testおよびWST－1　testにて測定した．

また，アロマターゼ（Arom）阻害剤のfadrozol（FD），　MEKインヒビターのPD98059（PD），　p38MAP　kinase

インヒビターのSB203580（SB），環境ホルモンとされるbisphenol　A（BPA），4－nonylphenol（NP）の影響を検討

した．【成績】r宮筋腫・r宮内膜症細胞においては，E，（1びM）およびT（107M）は細胞増殖を促進したが，　LP

（107M），　DZ（10’5M）にて有意に細胞増殖は抑制された．　FD（2xlO7M）はTの作用に拮抗した．24時間のPD

（10’5M）添加は細胞増殖を有意に抑制したが，　DZ＋PDによりさらに細胞増殖が抑制された．　SBは細胞増殖に影響

を与えなかった．BPA（105M）およびNP（106M）により細胞増殖が促進された．【結論】子宮筋腫・予宮内膜症

に対するGn－RHaおよびDZの直接的な細胞増殖抑制作用がみとめられた．また，　DZとPDの併用は細胞増殖をよ

り抑制した．今後は，これら薬剤を病巣局所に投与し持続的に薬理効果を期待できる新たな治療法の開発が必要と

考えられた．

ψ

ゆ
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137 不妊症患者に対する子宮動脈塞栓術（UAE）の有用性について

177（371）

国際医療福祉大学　臨床医学センター，山王病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○島田　　薫，本田　育子，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉沢　滋明，奥山　輝明，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猿賀まち子，野口奈緒子，岡部　依子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　　香織，井上　正人

　　　　　　　　　　　山近総合記念病院　外科　　佐藤　哲也

●

■

挙児希望のある子宮筋腫患者に対しては，従来開腹手術による筋腫核出術が行われてきたが，最近，子宮筋腫や子
宮腺筋症に対して子宮動脈塞栓術（UAE）が試みられるようになった．　UAE後の妊娠出産例は報告されているが，
妊孕性への影響が明らかにされていないため，不妊治療中の患者への適応は結論に至っていない．今回，不妊を主
訴に来院し，その治療中にUAEを選択した症例について，　UAE後の不妊検査治療経過を検討した．症例1は38
才の続発性不妊患者で，子宮腺筋症に対しUAEを施行，症例2は34才の原発性不妊患者で，　r一宮腺筋症に対し
UAEを施行，症例3は42才の原発性不妊患者で，6年前の筋腫核出術後の筋腫再発に対しUAE施行，症例4は
41才の原発性不妊患者で，3年前の筋腫核出術後の筋腫再発に対し1年前にTCRを施行するも妊娠に至らずUAE
を施行した．各症例のUAE前後でのbaseline・FSHについて検討した．症例1は，前2．7mlU／ml，後2．9，症例2
は，前＆7，後10．0，症例3は，前7．9，後9．8，症例4は，前14．0，後6．6であった．配偶子操作治療を症例1と3に行っ

た．UAE前後でのVeeck分類Gradelおよび2の’r均移植胚数を検討した．症例1では，前3個，後2．5，症例3
　　　前2．3個，後1．7であった．症例3は，UAE後，初回のIVF－ETで妊娠が成立したが，流産した．症例1では，

は，UAE後1年6ヶ月，症例3は1年5ヶ月経過したが妊娠に至っていない．症例2は，　UAE後亀ヶ月で不妊症
腹腔鏡検査治療を行った．UAEはり冬痛に対し，極めて有効であったが，月経時の出血量がUAE前に戻ったためLe－
uplinを使用中である．薬物治療は，　UAE前は無効であったが，　UAE後では著明な子宮の縮小をみた．症例41屯
1年AIHを行うも妊娠に至っていない．以上より，　UAE後の卵巣機能については，　FSH値の正常閾への下降を認
める報告もあり，UAEは有用な治療法の一つであるが，不妊症例では適応に際して慎重に検討する必要があると考
えられる．

138 卵管鏡下卵管形成術後の妊娠症例からみた，卵管不妊治療法の選択

大和市立病院　産婦人科　○土屋　慎一

慶懸義塾大学　医学部　産婦人科 末岡　　浩，谷垣　礼子，佐藤　健二

中林　　章，吉井　紀子，浅田　弘法

小澤　伸晃，久慈　直昭，吉村　泰典

噸

噂

【目的】卵管内腔病変に対する治療法として，低侵襲な卵管鏡ド卵管形成（falloposcopic　tuboplasty：FT）が開発さ

れた．そして経頸管的アプローチによるtranscervical　FT（TCFT）のみならず，遠位端側の病変に対して腹腔鏡

下に卵管采側からアプローチするtransfimbrial　FT（TFFT）の開発により治療適応はさらに拡大した．この2法を

用いた治療成績の検討から，卵管不妊に対する治療適応と，体外受精を含めた治療の選択について再考察すること

を目的とした．【方法】子宮卵管造影及び通気または通水によって両側卵管通過障害と診断された不妊患者に対し

て，子宮鏡下選択的卵管通水法で機能的閉鎖を除外し，器質的閉鎖患者のみを対象とした．卵管近位部病変例に対

してはTCFT，卵管遠位部閉鎖ないしは卵管周囲の癒着病変には腹腔鏡下にTFFTを施行し，通過成績及び卵管内

腔病変より妊娠予後を検討した．【成績】406名，757閉塞卵管に対するTCFTによる卵管通過性回復成績は，卵管

別では89．0％，少なくとも片方の卵管が通過性回復を生じた患者別成績は95．8％であった．一一方，TFFTの治療成

績は，患者ベースで92．9％，卵管ベースで932％であった．妊娠は74例認め，問質部病変を有している例が75．7

％と高率であり，クラミジア陽性の多発性閉塞・強度卵管周囲癒着症例にはあまり認めなかった，また，FT治療

後に妊娠が成立するまでの期間は平均7．3ヶ月であった．【考察】問質部病変を有する卵管通過障害患者は，本治療

にとって有用性の高い適応であることが示唆された．またTFFTの開発により，卵管遠位部閉鎖ないしは卵管周囲

の癒着病変にも治療効果を得ることが可能となり，FT治療の適応が拡大した．　・方，妊娠症例の内86．7％がFT

施行後1年以内に妊娠成立しており，FT治療後の期間として1年経過した時点で，またクラミジア陽性の多発性

閉塞・強度卵管周囲癒着症例においては，他の治療法の併用，体外受精への移行を考慮すべきと考えられた．

曹
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139 卵管留水腫がIVFの妊娠率，生産率に及ぼす影響

　　一卵管留水腫摘出前後の成績の比較一

濁協医科大学　医学部　産婦人科 ○中野　貴史，正岡

　星野　恵子，

薫，野口

一三ツ矢和弘，稲葉

崇夫

憲之

【目的】卵管性不妊患者に卵管留水腫（HYD）が存在するとIVFの妊娠率が低下し，かりに妊娠しても流産率が増

加するという報告が年々多くなっている．今回この点を確認する目的でHYD摘出前後のIVFの成績を比較検討し

た．【方法】1993年1月から2000年12月までの8年間に当科で卵管性不妊のためIVFを施行した299周期を対象

とした．【成績】（1）299周期中HYDの存在が確認されたのは17例，28周期（9．4％）であり，うち9例，10周期は

HYD摘出後に再度IVFを施行した．（2）HYD（一）例のIVF271周期の妊娠率は594％に対し，　HYD（＋）の28

周期では35．7％であり有意に低かった（p　＝　O．0158）．（3）HYD（＋）で妊娠した10周期中5例が流産，2例が外妊

で生産率は30．0％であり，HYD（一）周期の生産率76．4％と比べ有意に低かった．（p　一　O．OOl2）（4）HYDを摘出し

た9例に10周期のIVFを行い，9周期で妊娠し（妊娠率90％），流産は2周期であった（流産率22．2％）．妊娠率，

流産率ともHYD摘出前に比べ有意に改善した．【結論】以上から，　HYDはIVFの妊娠率を低下させ，流産率を上

昇させること，また，HYDの摘出はこれらを有意に改善させることが確認された．したがって，　HYDが存在する

場合は摘出後にIVFを施行することが望ましい．

e

の

140 経卵管采卵管鏡下卵管形成（TFFT）の治療成績に関する考察

済生会神奈川県病院　産婦人科

慶態義塾大学　医学部　産婦人科

○春日美智チ，木村　陽子，村田　美穂

　小関みつほ，岸　　郁子，秋葉　靖雄

　小西　康博，巾野眞佐男

　末岡　　浩，吉村　泰典

【目的】卵管内腔の観察と癒着剥離を目的として開発された卵管鏡下卵管形成（falloposcopic　tuboplasty：FT）は，

これまで経頚管的アプローチ（trans－cervical　FT：TCFT）により，特に従来の観血的治療法で効果が低かった子

宮卵管接合部（UTJ）を中心とした近位部卵管の通過障害に対し有効性が高いことが立証されてきた．しかし，卵

管留水症をはじめとする卵管遠位部の病変の中には卵管の延長を伴っているものが多く，10cmのFTカテーテル

長を上回る場合には，有効な治療および観察が困難であった．これに対し，腹腔鏡下に卵管采から逆行性にFT

カテーテルを挿入する経卵管采卵管鏡ド卵管形成（trans－fimbrial　FT：TFFT）を施行した．　TFFTの妊娠成績か

ら，その有効性と適応について検討した．【方法】1996年10月～2001年5月の期間に，子宮卵管造影検査および了・

宮鏡下選択的卵管通水にて近位部卵管の内腔癒着と診断した卵管通過障害に対して，腹腔鏡下にTCFTを施行し

近位部の治療を行った．その結果判明した卵管留水症に対して，腹腔鏡ドに両側下腹部の5mm径鉗子挿入孔から

FTカテーテルを挿入し，卵管采側より逆行性にFTカテーテルを前進させて卵管形成を行った．【成績】TCFT

により通過性回復の得られなかった26症例に対しTFFTを行ったところ，通過性回復成績は卵管ベースで78．7
％（37／47），患者ベースで96．2％（25／26）であった．術後自然妊娠率は6ヶ月以内で15．4％（4／26），術後1年以

内経過例で19．2％（5／26）であった．TFFT症例は卵管末梢部に病変を有する卵管を適応としたことからも，腹腔

内癒着を高頻度に認めクラミジア抗体陽性率も有意に高かった．FTカテーテルのアプローチ部位によって治療成

績と適応を拡大することが可能であることを示した．【結論1予後不良とされてきた卵管膨大部閉塞例において，192

％の自然妊娠率が得られたことからTFFTは有効であることが示唆された．

o

←

○



179（373）
●

o

141 レボビストを用いた超音波卵管疎通性の評価とその有用性

国際医療福祉大学　臨床医学センター，山王病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○本田　育子，小林　善宗，倉沢　滋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　輝明，島田　　薫，井上　正人

■

超音波卵管造影検査は，安全性や簡便性など多くの利点を有している．今回，レボビストを用いて超音波卵管造影

検査を行い，疎通性評価を腹腔鏡下色素通水検査結果と比較し，その有用性について，検査後の妊娠例を含めて検

討した．対象は578回のレボビストを用いた卵管造影検査で，このうち腹腔鏡検査後1年以内にレボビスト造影検

査を行ったのは，143名284卵管，レボビスト検査後に腹腔鏡検査を行ったのは，47名94卵管である．腹腔鏡下色

素通水検査で狭窄あるいは閉塞と診断された卵管には，子宮鏡下recanalizationを行った．レボビストは200mg／

ml，12mlを投与し，疎通性は経膣走査カラードプラ法で判定し，正常・狭窄（疎通性あり），閉塞に分けて評価し

た．超音波装置は横河メディカルシステムLOGIQ500を使用した．腹腔鏡検査後にレボビスト検査を行った284

卵管のうち，狭窄36卵管，閉塞33卵管にrecanalizationを行い，成功卵管を疎通性あり，不成功卵管をrecanali－

zation前の疎通性として検討すると，色素通水検査で疎通性ありは279卵管，閉塞は5卵管，レボビスト検査で疎

通性ありは255卵管，閉塞は29卵管で，一一致率は90．1％であった．レボビスト検査後腹腔鏡検査を行った94卵管

では，レボビスト検査で疎通性ありは77卵管，閉塞は17卵管，色素通水検査で疎通性ありは86卵管，閉塞は8

卵管で，一・致率は90．4％であった．578回の検査後，1年以内にのべ178回の妊娠が成立した．このうち，自然妊

娠，AIH妊娠，　GIFT妊娠IVF－ETR／ZIFT妊娠など卵管を用いた妊娠は，122妊娠で，造影検査と同一周期が49

妊娠，検査後3ヶ月以内では96妊娠（7＆7％）であった．以上より，レボビスト卵管造影検査は卵管疎通性の評価

方法として有用であり，その後の妊娠成立に対しても有効な検査方法と考えられる．

142 不育症に対する低分子ヘパリン＆低用量アスピリン療法について

福井医科大学　産科婦人科　○折坂　　誠，小辻　文和
画

ψ

【目的】不育症は，反復流産や習慣流産など，妊娠は成立するが流早産を繰り返し，生児を得られない病態の総称で

ある．不育症についてはいまだ不明な点も多く，治療方針も確tz：されていないが，近年，抗リン脂質抗体症候群に

伴う不育症に対して，血液凝固学的・免疫学的機序によるヘパリン療法の有用性が報告されている．今回は，原因

不明の不育症症例に対し，低分子ヘパリンと低用量アスピリン療法を行い，その有用性を検討した．【方法】原因不

明の不育症4症例に対し，妊娠初期より低分子ヘパリン（751U／kg／day持続点滴静注）およびアスピリン（81mg／

day内服）による管理を行った．なお治療に際しては，十分なインフォームド・コンセントを得た上で行っている．

【成績】現在，1例が生児を獲得し，3例は妊娠継続中であり，胎児発育には異常を認めていない．治療経過中，3

例に歯肉出血，1例に血小板減少を認めたが，いずれも軽度であり自然軽快した．【結論】原因不明の不育症症例に

対しても，低分子ヘパリンと低用量アスピリン療法は有用であると考えられた．また，化学流産や枯死卵を繰り返

す症例でも有効であったことから，ヘパリンとアスピリンが，妊娠初期の脱落膜の微小循環を改善することにより，

妊娠予後を改善する可能性が示唆された．今後は，その適応や投与法，安全性について，さらに検討をすすめてい

きたい．

φ

ψ
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143 　　　　夫リンパ球免疫療法による習慣流産妻T細胞

　　　　　　receptor（TCR）clonalityの変化

聖マリナンナ医科大学　横浜市西部病院　産婦人科　○林　　和彦，与那嶺京子，苅谷　卓昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口　泰之

　　　　聖マリナンナ医科大学　医学部　産婦人科　　石塚　文平

φ

【日的】母児免疫失調が原因と考えられる習慣流産妻に夫リンパ球免疫療法を施行し，児獲得率が向上することは周

知の事実である．遮断因rや抗HLA－class　II抗体の出現をMLC反応やリンパ球クロスマッチで行うことで，治療

効果の指標にしているが，細胞性免疫から検討した知見は少ない．正常未妊婦および習慣流産妻の夫リンパ球療法

前後についてTCRのclonalityを比較し，夫リンパ球療法による妻末梢血のT細胞clone　levelの変化について検

討した．【方法】患者のインフォームドコンセントが得られたのちに，習慣流産妻の夫リンパ球免疫療法前後および

正常未妊婦末梢血のリンパ球からmRNAを抽出，　TCR遺伝子CDR3領域のVβfamily特異的な22個のPrimer

とCβPrimerを使用してRT－PCR法を行い，増幅したDNAをSSCP法で分析し，得られた集積T細胞cloneの

patternおよび出現clone数について検討した．【結果】正常未妊婦ではT細胞cloneの集積はheteroな集団でse－

mear　patternを示していたが（clone数／解析Vβ数はO．71・＋　－O．38），習慣流産の治療前ではsmear　patternの中に多

くのcloneが集積していた（同比3．06＋－1．08）．これらの集積cloneは多くがCD8陽性細胞に出現していた．しかし

ながら，習慣流産の治療後では多くの集積cloneの消失が確認された（同比0．99＋－O．68），【結論】習慣流産妻末梢

血中にはT細胞cloneが集積していることが示された．これらの集積cloneのある部分は夫リンパ球免疫療法によ

り消腿した．習慣流産の病因に集積したT細胞が関与している町能性，夫リンパ球免疫療法の効果の一つとしてこ

のような免疫応答が抑制される可能性が示唆された．

e

ゆ

144 習慣流産に対する免疫療法の再評価

新潟大学　医学部　産婦人科　○高桑　好一，三井　卓弥，菅谷　　進

　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一

　現在，原因不明習慣流産に対し，夫リンパ球を用いた免疫感作療法（以ド免疫療法）が広く実施されている．わ

れわれは，昭和58年より，習慣流産に対する免疫療法を行い，その有効性につき報告してきた．今回当科で本療法

を施行した症例の検討を行い，免疫療法の有効性などにつき再評価を行ったので報告する．われわれは免疫療法の

対象症例の選択基準として，（1）3回以上の初期流産を反復している（2）一般的原因検索により原因が不明である

（3）夫婦間リンパ球混合培養試験により測定される遮断抗体活性が陰性である，ことの3点を用いている．このよ

うな症例に対し，インフォームドコンセントを得て夫リンパ球による免疫療法を行っている．平成12年12月まで

に，本治療を行いその後妊娠が成立した原発性習慣流産89症例中妊娠が継続した症例は71例（79，8％）であった．

免疫療法の適応がありながら，未治療で次回妊娠が成疏した16症例，18妊娠における妊娠継続例は5例（27．8％）

であり，免疫療法施行により，妊娠予後は有意に改善した．一方，遮断抗体活性が陽性であり，免疫療法の適応と

ならない症例での次回妊娠継続率は68．4％（19例中13例）であった．以上により，われわれの行っている免疫療

法の有効性が確認された．

o

■
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145 プロテインS異常に対してヘパリン療法を行い

　　妊娠継続に成功した習慣流産の1例

　　　　九州大学　医学部　産科婦人科　○小金丸泰子，江上　りか，野崎　雅裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　仁雄

習慣流産の原因の一一’iつに凝固因子異常がある．今回われわれはプロテインS活性低下が認められ，妊娠初期よりヘ

パリン療法を行い妊娠継続に成功した一一例を報告する．症例は36歳で，7経妊1経産，1回の妊娠初期の流産と3

回の妊娠中期の子宮内胎児死亡，1回の早産の既往がある．今回一11月2511から7日間を最終月経として

妊娠成立した．3月8日（妊娠5週5口）に初診し，妊娠を確認し，習慣流産に対して凝固因子の検索を行った．

PT－T　10．8sec　PT－％111％APTT－T　26．4sec　Fibrinogen　338　mg／d1　AT　III　IO3％プロテインC活性75％と正常で

あったが，プロテインS活性は53％と低下していた．プロテインS活性の異常に対して，妊娠8週からカプロシン

10000単位を連日皮下注し，妊娠16週から12000単位に増量した．現在妊娠経過は順調である．プロテインSの構

造異常を疑い，ダイレクトシーケンス法によりプロテインSのゲノムDNA（全エクソン1～15）とその近傍につい

て遺伝子解析を行ったが異常部位はなかった．凝固因子異常の60％にプロテインSの異常があるといわれている．

今回その構造異常はなかったが，プロテインSの量的な異常も含めた検索が可能になればさらに病態の解明が進む

ことと思われる．

4

146 反復流産患者において抑馨状態はさらに流産をひき起こす

名古屋市立大学　医学部　産婦人科 ○杉浦　真弓，飯沼　由朗，尾崎　康彦

　鈴森　　薫

φ

費

反復流産の50％以上は原因不明である．流産は単一一一のサイトカインの変動によってひき起こされるのではなく，母

児接点におけるTHI／TH2バランスが崩れてTHI優位な状態で起こる現象であるという仮説が存在する．つまり，

正常妊娠は精神神経免疫内分泌ネットワークによって複雑に制御されていると考えられている．精神的ストレスが

免疫に影響すること，また流産と関係することは古くから言われてきたが，明らかに証明するものは存在しない．

1995年以来，当科において心理社会因子と反復流産について研究を行ってきた．その一部として患者の精神状態，

性格がその後の妊娠帰結へ与える影響について検討したので報告する．原因不明2回の流産歴を持つ90組のうち

同意の得られた61組について半構造化面接，NEO　Five　Factor　lndex（NEO－FFI），　Rosenberg’　s　Self－Esteem　Scale

and　Symptom　Checklist－90　Revised（SCL－90－R）を施行した．その後45組が妊娠し，10組が流産した（22．2％）．今

回は妻のNEO－FFI，　Self－Esteem，　SCL－90－Rのそれぞれの因子がその後の流産を予知しうるかを検討した．まず，

Mann－WhitneyのU検定を用いて身体化症状，強迫症状，対人過敏，抑響，不安，敵意，恐怖症性不安，妄想様観

念，精神病性症状の9因子を検討したところ抑欝のみが流産と関係していた（p・　O．008）．さらに抑欝状態が流産に

影響するのか抑欝になりやすい妻の性格が影響するのかを検討するため抑欝，神経症性格の2因子をstepwise重

回帰に投入したところ，抑欝のみが流産帰結に影響を与えることが判明した（O、038）。Neugebauerらは流産後半年

以内に大馨病を発症しやすいと報告したが，反復流産患者はさらに抑響状態が次の流産をひき起こす可能性が示さ

れた．SCR－90－Rは簡単な質問状であり，抑欝状態が判明した反復流産患者に精神科的治療を行うことで次回流産を

予防する可能性が示された．
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147 夫妻の核型正常と言われていたが，流産組織染色体検査から

　　　　相互転座に気付かれた習慣流産の2症例

　　　　　　　　田村クリニック　○田村　昭蔵

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科　　小澤　伸晃，吉村　泰典

　　　　　　　中島産婦人科医院　　中島　　洋

も

夫妻の核型正常と言われていたが，希望により流産組織染色体検査の結果相互転座を確認し得た症例を経験した，
［症例1］2回流産後の夫妻の染色体検査で異常なしと言われていたが，4回目流産時，流産組織の染色体検査を施行
したところ，46，XY，der（5）のほか46，XX，t（5；10）（pl2；p11．2）核型細胞が認められ，妻が相互転座保因者である

ことが同時に判明した．

［症例2］2回流産後，3回目も流産で流産組織染色体核型（以下流組核型）は47，XY，＋21と判定された．その後他所

で夫妻の染色体検査を受け異常なしと判定された．4回目妊娠は胎児がLimb－body　wall　complexで核型は46，XY，

5回日妊娠で健常児出産，6回目妊娠は流産で流組核型は46，XX，＋12，－21で相互転座が示唆されたが，協力が得られ

ず，7回目妊娠は流産で流組核型は69，XXY，8回目妊娠は満期骨盤位分娩で児は生後4日目死亡，9回目妊娠は流
産で，流組核型は47，XY，＋marと判定され，転座由来が強く疑われたが尚協力が得られず経過していたところ10
回目妊娠で羊水染色体検査を希望して突然来院した．検査には夫妻の染色体再検が不可欠と説得し，併行して検査
を進め，FISH法も併用したところ妻と胎児が共に相互転座，　t（12；21）（p12．3；q21）の保因者と判明した．そこで

湖って6・7・9回目の流組核型を再検したところ，それぞれ46，XY，＋der（12）t（12p；21q），－21，69，XXY，47，XY，

＋der（21）t（12p；21q）と判明，5回1」妊娠の健常児も保因者であった．8回目の出産児について問い合わせたと
ころ核型47，XY，＋12pの染色体異常児であったとのことであるが，＋12pではなく＋der（21）t（12p；21q）と考え
られる．

夫妻の染色体検査に関し，症例1はG一分染法未施行の不充分検査例であり，症例2は極めて識別困難な転座症例で
あった．いつれにせよ異常なしとの先入観から誤診，誤判定に陥る惧れあり，稀なことではあるが診療上留意すべ
きことである．これに気付くhにも流組核型検索の有用性は高い．

9
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148 ART妊娠後と自然妊娠後の初期流産の染色体異常の比較

倉敷中央病院　臨床検査科

　倉敷中央病院　産婦人科

小野レデイースクリニック

○高橋　　司，磯崎八重子

中堀　　隆，本田

高橋　　晃

馬岡　　陽

徹郎，梅岡弘一郎
曹

【目的】1970年代の研究でlfl然流産の染色体異常の頻度は，50～60％であることがすでに知られている，しかし，体

外受精や顕微授精などの生殖補助技術（ART）では，自然妊娠より，流産の頻度が高いとの報告がある．今回，　ART

妊娠後と自然妊娠後の初期流産の染色体異常の比較を行ったので報告する．【対象】1993年から2000年までに，絨

毛組織で染色体分析が可能であった妊娠12週までのART妊娠後流産24例（通常媒精群17例，　ICSI群7例）と自

然妊娠後流産222例を対象とした．絨毛組織は，in－situ法で培養し，（｝一分染法で染色体分析を行った．【結果】通常

媒精群の353％（6／17）が染色体異常で，異常の内訳はトリソミー一　3例，Xモノソミー1例，倍数体2例であった．

ICSI群の42．9％（3／7）が染色体異常で，異常の内訳はトリソミー2例，複合異数体1例であった．自然妊娠群の

57．2％（127／222）が染色体異常で，異常の内訳はトリソミー73例（XXX　1例含む），Xモノソミー18例，複合異

数体9例，倍数体19例，構造異常による部分トリソミー・部分モノソミー8例であった．ART妊娠後と自然妊娠

後の初期流産の染色体異常の比較において，染色体異常の頻度に有意差は認められなかった．常染色体トリソミー

異常のうち16番染色体のトリソミーは，自然妊娠後で34．7％（25／72），Chandleyらの報告で32．4％（308／950）と

出現頻度が高い染色体異常であるにもかかわらず，ART妊娠後ではみられなかった．また，通常媒精群での染色体

異常は，すべて生産児にも認められるものであった．【結論】自然妊娠後初期流産は，染色体異常頻度・染色体異常

の種類とも今まで報告されているものと同様であった．自然妊娠後，ART妊娠後初期流産の染色体異常頻度に有意

差は認められなかった．

o
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149 自然流産症例における流産絨毛の染色体異常とその臨床背景について

兵庫医科大学　産婦人科

先端研　発生・生殖

○伊田　昌功，堀内　　功，霞　　弘之

　小森　慎二，香山　浩二

　澤井　英明

【目的】妊娠の診断が確定されても約15％は自然流産になる．このことは自然淘汰の結果であるため，その原因の

半数は染色体異常と考えられている．今回我々は236例の自然流産症例について，流産絨毛の染色体異常とその臨

床背景を分析することを目的とした．【方法】1980年から2001年3月の間に自然流産となった患者において，イン

フォームドコンセントを行い流産手術時に絨毛を採取し染色体分析を行った．236例の自然流産症例のうち，染色

体分析可能であった209例について流産絨毛の染色体異常とその臨床背景を分析した．【成績】209例のうち，染色

体異常が142例（67．9％），正常であったものが67例（32．1％）であった．年齢と染色体異常の関連は，35歳から

39歳までは49例中39例（79．6％），40歳以上は11例中9例（818％）と他の年齢層に比べて有意に高く，35歳未

満と35歳以上との間で有意差を認めた．流産回数と染色体異常との問に関連はなく，胎児心拍を認めた症例と認め

なかった症例の間においても染色体異常との関連は認めなかった．また染色体異常核型の内訳は，常染色体のtr1－

somyが89例（62．7％）と最も多く，次いでpolyploidy　19例（13．4％），monosomy　X　l2例（8．5％）の順であった．

【結論】自然早期流産の約2／3に数的異常を中心とした染色体異常が認められた．その発生率は妊婦の年齢とともに

上昇したが，流産回数との問には関連はなかった．

り

壱

150 凝固第XII因子遺伝子多型と不育症との関係

名古屋市立大学 医学部　産婦人科　○飯沼　由朗，杉浦　真弓，牧野亜衣子

　　　　　　　　　　尾崎　康彦，鈴森　　薫

り

【日的】血栓性疾患が不育症の原因のひとつとして注目されている．反復流産における凝固第XII因子（FXII）活

性低下もその一つであり，当科も含めた数施設で初期流産との関係が報告されている．最近FXIIの遺伝子多型と

活性低下が強く関係していると報告があった．今回我々は反復流産におけるFXII遺伝子多型について検討したの

で報告する．【対象および方法】対象は，平成12年4月より平成13年3月までの間に当科を受診した過去連続2

回以上の初期流産歴を持つ83人の女性で，コントn一ルは流産歴のない67名の女性である．同意のもとでFXII

の活性および遺伝子多型を調べた．【成績】コントロール67人中1人にFXII活性低下がみられたのに対し反復流

産患者83名中10人に低下がみられ有意差が認められた．　一方遺伝子多型に関してはwild　type（CC），　heterozy－

gote（CT），　homozygote（TT）は，反復流産患者において各々8人（FXII活性；154．8±44．8），36人（112．7±30．2），

39人（66．2±29．2）だった．コントロールにおいては，11人（164．6±26．7），20人（114．3±28．1），36人（70．4±1＆1）

であり有意差を認めなかった．【考察】東洋人ではFXIIの遺伝子の変異が多く，その活性は西洋人の半分程度であ

る．この変異はFXIIの開始コドン近くにあり，活性に強く影響する．しかし遺伝r一多型の頻度は反復流産患者と

コントロールの間に有意差を認めなかった．事実，東洋人が西洋人と比較して流産率が高いわけでない．抗FXII

抗体が活性の低下の一因かもしれないが変異に非依存性の活性低下が存在するため，FXII活性は反復流産患者に

検査すべき項目である．【結論】反復流産患者においてFXII活性低Fはコントロールに比べ高頻度に認められたが，

遺伝子多型頻度には差が認められなかった．反復流産患者におけるFXII活性低下は遺伝子多型によるものではな

く，他の原因によるものと推測される．
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151 習慣性流産症例における血漿Adrenomedullin値の

　　　検討一子宮動脈血管抵抗との関連一

岡山大学　医学部　産科婦人科

岡山市民病院

　　栗林病院

○中塚　幹也，羽原　俊宏，野口　聡一

小西　秀樹，

浅桐　和男

高田　雅代

工藤　尚文
穐

AdrenomedullinはcAMP産生を介しlft1管拡張作用を持つpeptideであり，副腎，肺，心臓，大動脈，胎盤など種々

の臓器に発現し，本態性高血圧症，心不全，妊娠中・毒症などの症例では血漿Adrenomedullin値が高値を示すこと

が知られている．私達は，習慣性流産・不育症の中に，血流抵抗が高く子宮循環が不良である一群があることを報

告してきたが，今回，血漿Adrenomedullin値と子宮動脈血管抵抗（PI：Pulsatility　Index）値との関連を検討した

ので報告する．【対象・方法】2000年9月～2001年3月に当科不妊・不育症外来を受診し同意の得られた66症例

を，2回以上の流・死産の既往を持つ不育症群（n＝33）とcontrol群（n＝33）とに分類した．黄体期中期に経膣超

音波下にr宮動脈PI値を測定し，採血後，血漿を凍結保存した．血漿Adrenomedullin値はRIAにて測定した．
【成績】血漿Adrenomedullin値はcontrol群3．9±2．2（fmol／L），不育症群5．5±2．0で，不育症群において有意に高

値であった（p＜0。0001）．また，抗核抗体陽性症例（n＝21），抗リン脂質抗体陽性症例（5症例）の血漿Adrenome－

dullin値は，各抗体の陰性症例に比して，それぞれ有意に高値であった．子宮動脈PI値はcontrol群2．16±O．38

（mean±S，D．），不育症群2．66±O．46で，不育症群において有意に高値であり（p＜O．OOOI），血漿Adrenomedullin

値とr・宮動脈PI値の問に正の相関が認められた（r＝0．727，　p＜O．OOOI）．【考察】不育症症例のうち特に血管抵抗が

高く了・宮循環の不良な症例で血［漿Adrenomedullin値は高値を示しており，臨床上有用なマーカーとなる可能性が
ある．

，
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152 双胎妊娠はその妊娠方法により臨床予後は変わるか？

新潟大学　医学部　産科婦人科　○鈴木　美奈，永田　裕予，小島　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　菅谷　　進，藤田　和之，倉林　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　田巾　憲一

b

【日的】不妊治療の発達により，双胎妊娠，分娩管理の機会が増えた．文献上，ARTによる双胎妊娠予後は母体，

新生児共にHigh　riskとされている．果たして実際の現状はどうなのか検討した．【対象と方法】1994年～2000年の

問，当科にて管理した双胎146例を自然妊娠群56例（A），排卵誘発群41例（B），ART群49例（C）に分け，妊

娠新生児予後を比較した．【結果】母体年齢でA，B，　C群はそれぞれ29．7±18．1才，30．6±14．8才，33．5±11．6

才でA－C間（P＜O．OOOI），　B－C問（P＝O．OOO3）で有意差があった．その他には胎児奇形率でA－C間（A＝O％，C

＝ 10．20／，，P　＝＝　O．011），重症妊娠中毒症発生率でA－B間（5．1±4．9％，17」±14．5％，　P＝0．05）で有意差を認めた．しか

し，分娩週数，36週未満の前期破水率，両児のapgar　score（1分後）と膀帯動脈血ガスPH，出生体重，　IUGR率，

IUFD率に3群間で有意差は認められなかった．【結論】当科におけるARTによる双胎は，自然妊娠や排卵誘発に

よる双胎に比し母体の年齢は高いが，妊娠経過，新生児予後は文献報告より良好であった．しかし，奇形率は高く

今後の不妊治療を行う上で課題となった．

セ
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153 子宮性不育症の手術療法についての考察

兵庫医科大学　産婦人科　○辻　　芳之，伊田　昌功，奥　　久人

　　　　　　　　　　　　　香山　浩二
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奪

●

【目的】不育症の原因には中隔，双角子宮などの先天奇形によるものが約20％を占めることが知られている．これ

ら子宮奇形による不育症は治療により挙児可能であり，早期に診断することと適切な手術選択が重要である．当院

で過去3年間に手術治療を行った5症例の子宮性不育症例について検討した．【方法】5症例の流産回数は2回2

例，3回2例，5回1例，年齢は30，　31，32，35，37歳であった．全例とも前医で不育症の治療を受けていた．1例は子

宮卵管造影を行っていたが不適切な撮影角度のために，双角子宮であることを見逃され，いずれの症例も子宮の異

常を指摘されたものはなかった．5例中2例はリンパ球免疫療法を受けていた．当院初診時，経膣超音波断層法で

5例中5例とも子宮断面像の子宮内膜像から双角子宮の疑いをもたれ，sonohysterographyにて確診された．その後

子宮鏡，子宮卵管造影，MRI検査で診断を確定した．手術は子宮体部が腹腔外に露出可能な6－7cmの小開腹切開と

し，ピトレシン（lOOm一単位／ml）で術中IE血を行った．　Hiscusカテーテルで，子宮腔内を生理食塩水で満たし，術

中超音波にてモニターしながら正確に5mmの厚さを内膜側に残しながら中隔の切開を行い，その後，卵管起始部

からlcmの位置から左右に子宮内腔に切開を入れ，さらにそれを左右に縫合する西田らのJones　一　Jones変法を

行った．　【成績】手術時間は平均2時間15分（2時間一2時間30分），出血量は平均128g（80g－190g）であった．

挙児を跨躇している1例を除き，4例が術後1年以内に妊娠し3例が既に健児を得，1例が現在妊娠中期で順調に経

過している．【結論】経膣超音波断層法により双角子宮などの子宮性不育症は簡単に発見できるが，意外と見落とさ

れ，安易にリンパ球免疫療法がされている例があることがわかった．Jones－Jones変法の手術成績は非常に良好で

あり，不育症診療で初診時経膣超音波断層による子宮の形態異常は見逃してはならないといえる．

◎

154 Epigenetic　instability　in　ES　cells　leads　to　imprinted　gene

　　　　　expression　defects　in　cloned　mice

　　　　福島県立医科大学　医学部　産婦人科　○阿久津英憲，柳田　　薫，片寄　治男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　章

　ハワイ大学マノア校医学部生物発生学研究所　　柳町　隆造

砂

【目的】ES細胞を利用した再生医療では体細胞核からクローン胚発生を経てES細胞を得，さらに分化誘導した細

胞，組織（器官）を作出する．クローン胚発生の過程ではゲノムのリプログラミングが正常に起こる必要がある．

今回我々はマウスES細胞からクローン体を作成しその遺伝子発現を調べた．

【方法】1）様々なES細胞系列からクローンを作成しその胎盤及びクローン産仔で刷り込み遣伝子（lmprinting

Genes；IG）H19，lgf2及びPeg1の発現を比較検討した．対象遺伝子の発現をNothern　blot　analysisで1則定した．2）

対照と比較しクローンにおけるIGの異なる発現パターンが核移植前のドナーES細胞で既に認められるか，ある

いはリプログラミングが忠実におこなわれないためなのか検討をした．

【結果】1）クローン産仔及び胎盤ではH19及びIgf2の発現は対照群と比べ異なる発現パターンをとるものが多かっ

た．2）各種ES細胞系列間でHl9の発現を調べたところ発現差が大きかった．さらにv6．5（C57BL／6　x　129／sv）ES

細胞のsubclones毎でH19発現は異なっており，選択した特定のsubcloneからクローンを作成しそのH19発現を

みると対照群と異なった発現パターンが認められた．

【考察】ES細胞ではIGのepigeneticな環境は非常に不安定で，培養初期の同系列ES細胞subclonesから得られた

グループ問でさえもIGの異なる発現パターンがみられた．そしてこれらES細胞をドナーとして得たクローン体

でもIG発現は異常のままでありクローンにより正常』な発現パターンを取り戻すことはできなかった．従って，　ES

細胞を用いたtherapeutic　cloningにおいてはepigeneticに異常がおきていても安全なのかの更なる基礎的研究が

必要である．
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155 体外受精・胚移植治療におけるLarginine併用療法の効果の検討

名古屋市立大学　医学部　産科婦人科　○佐藤　　剛，生田　克夫，青山　和史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　寛和，鈴森　　薫

［日的］L－arginine（Arg）1よ，一酸化窒素（NO）の前駆物質であるとともに，成長ホルモン（GH）分泌促進作用を

もっている．このため，Argを投与することにより，　NO介した卵巣，卵胞周囲の血流増加およびGHの血中濃度

のk昇による発育卵胞に対する好影響が期待される．そこで，体外受精・胚移植治療におけるpoor　responderおよ

び，良好胚の得られない症例に対し，Argを併川しその有用性を検討した．［方法］当院における体外受精・胚移植

治療患者のうち，過去の2回以hの治療において，gonadotropinに対する反応の悪い症例や良好胚の得られない症

例のうち，本研究に同意が得られた18例を対象とし26周期で検討を行った．gonadotropinによる過排卵刺激の間

Arg　gg／dayを経口投与し，血中GH，　estradio1，　L－arginine値の変動や発育卵胞数，　f宮内膜厚，回収卵子数，初

期胚の質などを検討した．同一症例のArg非併Jll周期（98周期）をコントロールとした．［成績］Arg併用周期で，

採卵時子宮内膜厚，キャンセル率，良好胚獲得率，移植胚の状態において改善がみられた．また，血中GH濃度，

1！arginine濃度は有意に上昇した．しかし，成熟卵胞数回収卵子数，血中estradioi値，受精率はArgを併用して

も変化がみられなかった．Argを併川した3周期において妊娠の成立がみられた．［考察］体外受精・胚移植治療に

おいてL－arginineを併用することにより，子宮内膜，初期胚の質の改・善と移植対象胚の質に向上みられ，　Arg投与

による微小循環の改善，血中GHヒ昇による卵胞の発育環境の向上などが好影響を及ぼしている可能性が示され
た．

、

，

6

156 筋肉を介したアンドロゲンの骨塩量（BMD）に及ぼす影響

鹿児島大学　医学部　産婦人科　○宇都　博文，堂地　　勉，桑波田理樹

　　　　　　　　　　　　　　　　山元志奈子，沖　　利通，大石　友美

　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹，吉満　伸幸，永田　行博

【目的】アンドロゲン（A）は骨塩鼠（BMD）に影響を及ぼすことが知られている．一・方，　Aは筋肉量や筋力に影

響し，筋肉量や筋力はBMDに影響を及ぼすことが知られている．しかし，　Aが筋肉を介してどのようにBMD

に影響を与えているかは必ずしも明確でない．そこで高A環境が特徴的である多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者

で血清A値，筋肉量，BMD相互の関連性を検討した．【方法】右利き右足蹴りの続発性無月経PCOS患者76例

（28．1±6．7歳）を対象とした．年齢，身長，体重，無月経期聞を調査した．DEXAで左右上肢，躯幹，左右下肢の

筋肉量とBMD（躯幹は腰椎BMD，　L2－L4）を測定した．血清E、，テストステロン（T）をRIAで測定した。身体各

部位の筋肉量，BMD，　A値の相h二の関連性を単変量，多変量解析でもとめた．【成績】（1）T値は身体各部位の筋肉

量（右上肢；r＝O．34＊から右下肢；0．50＊＊）と正の相関を示した．（2）身体各部位の筋肉量はその部位のBMD

（腰椎；r・・＝・O．30＊から右下肢；0．68＊＊）と正の相関を示した．（1）（2）で認められた相関は年齢，身長を補正した

後も依然として有意であった＊＊，（3）T値と左右一ヒ肢，腰椎BMDとは相関しなかった（r＜0」）．　T値と左右BMD

（左；r＝O．34＊，右；O．45＊）は正の相関を認めたが，左右下肢の筋肉量を補正するとこれらの相関は消失した．

（4）E、無月経期間と身体各部位の筋肉量やBMDとの相関はいずれも弱かった（r＜0．25）．（＊P＜O．05，＊＊P＜O．01）

【結論】ヒトにおいて，テストステロンは液性因子としてよりも筋肉量や筋力を介したメカニカル因∫としてBMD

に影響を及ぼしている．

矯
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157 凍結胚盤胞より発育した3胚葉胚からのマウスES細胞の樹立

石渡産婦人科病院

　　　　　　　　　　　慈恵医大　解剖

　　　　　　　日大　生物資源動物細胞

聖マリアンナ医大　東横病院　産婦人科

○時枝由布子，石渡　　勇，井口めぐみ

　岡根　夏美，石渡T一恵子

　石川　　博

　佐藤　嘉兵

　木ロ　ー成

t

【目的】凍結胚盤胞から胚性幹細胞ES細胞を樹立すること【方法】vitrification法で凍結したddY系マウス胚盤胞

を解凍し，ヒト子宮頚部扁平上皮癌無血清細胞株SKG一皿一SFの培養上清より抽出した胎児成長因子（ETFs）を添加

した10％FCS含有αMEM溶液を用い37℃，5％CO、，湿度飽利の条件下に静置培養した．培養シャーレ面に平坦型

に発育する3胚葉胚の一部で多層増殖する小型円形細胞をcolonial　cloningした．クローニングした細胞を白血病

細胞抑制因子（LIF）10　ng／mlおよびETFsを添加した10％FCS含有Ham’sFl2培養液で，さらにLIF（lng／ml）

添加10％FCS含有Ham’sF12で培養した．継代は0．25％trypsinで細胞分散させ，1：4splitで行った．この長期

培養系の細胞生物学的性状（形態，増殖，染色体，異種移植など）について検討した．【成績】15個の胚盤胞からの

うち，長期培養系が一つ樹立した．細胞は類円形で円形の核を有し，核細胞質比が大きく，増殖は速く（倍化時間

約18時間），容易に継代（6ヶ月で25回以上）できた．ヌードマウスへの移植も容易で3胚葉由来組織からなる奇

形腫を形成した．染色体数のモードは40で，核型も性状であった．【結論】この長期培養系は長期継代可能，染色

体が正常，ヌードマウスに奇形腫を形成などの性状を有し，性状ES細胞と考えられた．

管

158 マウスES細胞の凍結保存法の研究

石渡産婦人科病院

　　　　　　　　　　　慈恵医大　解剖

　　　　　　　H大　生物資源動物細胞

聖マリアンナ医大　東横病院　産婦人科

○石渡　　勇，時枝由布子，井口めぐみ

　岡根　夏美，石渡千恵子

　石川　　博

　佐藤　嘉兵

　木ロ　ー成

●

噺

【目的】ES細胞の性状を保持し安定した保存は困難で，多分化能を失う可能性もある．そこで，本研究では，　ES

細胞の性状を維持しうる最適な凍結保存法と融解法を開発することを目的とした．【方法】lng／ml　LIF，10％牛胎児

血清（FCS）含有Ham’　s　F12培地で継代培養中のマウスES細胞をセルバンカー（DMSO含有）および15％glyc－

erol，10％FCS含有Ham’sF12を用いて，それぞれ，（1）急速冷却凍結法（室温より一気に一80℃さらに液体窒素

内へ）と（2）緩速冷却凍結法（4℃，3時間，－20℃，1時間後液体窒素内へ）を用いて凍結保存した．また（3）室

温より一80℃への凍結時間（0分～240分）と細胞の生存率についても検討した．解凍は一気に37℃の温浴槽で振盤

しながら行った．尚，解凍保護剤には1ng／ml　LIFを添加したものと，添加しないものを用いた．【成績】cell　viabil－

ityはそれぞれ（1）85％，（2）76％，（3）93％で，最適冷却温度勾配は一1．67℃／minであた．また，凍結保存剤へのLIF

の添加の影響は見られなかった。どの凍結法もES細胞の性状が保たれていた．　ES－11細胞はLIFを除去すること

によって，胚様体embryoid　bodyや血管構築がみられた．【結論】ES細胞の生存率および性状保持に最も適した凍

結法は室温より一80℃まで60分かけて凍結（冷却温度勾配一1．67℃／min）する緩速冷却凍結法であった．
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159 　　「不妊患者支援のための看護iガイドライン

ー不妊の検査と治療のプロセスー」の作成

　　聖路加看護大学　看護学部　看護学科
　　　高知女子大学　看護学部　看護学科
　三重県立看護大学　看護学部　看護学科
東京医科歯科大学　医学部　保健衛生学科
都立保健科学大学　保健科学部　看護学科
　　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院
　　　　　　　　杏林大学医学部附属病院
　　　　　　　蔵本ウィメンズクリニック

○森　　明子，有森　直子
　岸田　佐智
　村本　淳子
　清水　清美
　長岡由紀’
　浅見万里子
　福井トシ子，高崎由佳理
　福田貴美子

通院由の不妊患者の身体的・心理社会的ストレスは大きい．他の医療チームメンバーとともに患者を支援するた
め，不妊看護の役割や機能を明確にする必要がある、【目的】治療を求めて医療機関を訪れた不妊患者を支援する看
護実践に関する具体的な指針を作成する．【方法】看護領域の情報源として適切であると思われるデータベース
EBN，　CINAHL最新看護索引，国立国会図書館雑誌記事索引の4つによる文献検索を行なう．Agency　for　Health
Care　Policy　and　Research（AHCPR）による分類を参考にしつつ，看護では重要な患者の態度・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経験などに関する
質的研究を観察研究の一一部に位置づけたエビデンスの分類を独自に作成する．一つ・つの文献に対し，エビデンス
を査定し，内容を要約・　　　　　　　　　　　整理するためのエビデンステーブルを作成する．エビデンスから推奨文への変換後，医療
者および不妊の当事者を含む生殖医療に関する複数の有識者による外部レビューを受け，洗練する．【結果および考
察】861文献が検索され，入手可能で，必要とされる不妊看護の実践領域に関係し，読む価値のある重要と考える119
文献を選択した．医療機関で不妊治療にたずさわる看護者を主な対象に，エビデンスの質の評価に基づく「不妊患
者支援のための看護ガイドラインー不妊の検査と治療のプロセスー」を作成した．前文に続く本文を「初回受診時
の看護」「不妊の検査と看護」「不妊の治療と看護」の3つの章で構成した．各章は実践の具体的な指標となる推奨文
とその解説からなり，推奨文の後にそれを裏づける文献とそのエビデンスの強さを表記した．外部レビュー者のコ
メントを踏まえ，修正・加筆した．今後は，実践を可能にするシステムを開発すること，本ガイドラインの不妊患
者に対する効果を明．らかにすること，定期的に見直し，ガイドラインの改善をはかることなどが課題である．（本研
究はHlO～12年度厚生科学研究費補助金による研究の一・部である）

層

，

160 不妊看護の臨床看護実践能力レベルー当センターに勤務する

　　　　　　　　　　看護者の調査から

杏林大学医学部付属病院　総合周産期母子医療センター　○平野　真理，篠崎るり予，高崎由佳理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　淳子，砥石　和子，福井トシ子

督

日的：不妊看護に対する，臨床看護実践能力レベルを明らかにする．対象：当センターに勤務し不妊看護に携わっ

た経験をもつ助産婦・看護婦．方法：1．研究者が対象者に対して「代理出産に関する事例」「不妊治療に対する意思

決定上の葛藤を表出している事例」の2事例を提示し，自由記述による回答を求めた．2．研究者らが開発した臨床

看護実践能力レベルのうち「生命倫理」のカテゴリー「生命倫理を意識・理解できることから，生命倫理を踏まえ

た行動・看護が展開できる」ことがレベルで記載された評価表に対象者が自己評価を行なった．3．　1の回答分析を

行ない，2の評価を集計し，1と2に整合性があるか否かを検討した，回答期間：平成13年5月20日～平成13

年5月31日、結果：助産婦40名（7＆4％）看護婦ll名（29．6％）計51名．1年日6名（11．8％）2年目II名（21．6

％）3年目7名（13．6％）4年「i6名（11．8％）5年日3名（5、9％）6年［i4名（7．8％）7年目3名（5．9％）8年目以hll

名（21．6％）で平均年齢26．9±5．8歳であった．生命倫理レベル1「助産・看護業務に関連する，生命倫理について

意識できる」27名（52．9％），レベル2「助産・看護業務に関連する，生命倫理を正しく理解できる」17名（33．3％）．

レベル3「助産・看護業務に関連する生命倫理をふまえた行動がとれる」6名（11．8％）．レベル4「生命倫理に関す

る個人の選択を尊重し，受け入れた看護を展開できる」1名（2D％）で平均レベルは1．6であった．レベルが1．2

の者は提示された事例に対する回答と自己評価が一致していた．レベルが3．4の者で，事例に対する回讐と自己評

価が一致していたのは3名で，整合性を認めなかったのは，4名であった．これらのことから，不妊治療を受ける

対象の生命倫理に関連する意識をもち，対象の理解に努めながら不妊看護を行なっているが，具体的な行動や看護

を展開していくことが，課題として明らかとなった．

■

滞

‘
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蝉

161 インフォームドコンセントに焦点をおいた生殖医療のための

　　　　　　　　クリニカル・パス活用の実際

　～患者の納得と円滑な不妊外来診療を行うために～

蔵本ウイメンズクリニック ○中村　　静，福田貴美子，東島　利紀

　蔵本　武志

φ

【目的】一般不妊治療とARTを受ける患者は，不妊治療を受けるにあたり，それぞれに違った不安や悩みを抱えて

いる．一般不妊治療を受ける患者は漫然と治療を受けるのではなく，自分の検査結果を知り，今後の治療方針につ

いて理解し納得する必要がある．一方，ARTを受ける患者は治療方法や成績また治療に伴って起こる副作用など
の知るべき情報が多く，これらを得た後初めて納得した治療を受けることができる．昨年我々は，本学会でこの二

者の治療上の特殊性を考慮し，患者の納得と円滑な外来診療を行うためにインフォームドコンセントに焦点をあて

考案した一般不妊とARTのクリニカル・パス（以下パス）を発表した．今回は，その外来診療における有用性を
検討した．【方法】従来，その都度カルテを通し実施・説明していた事柄を，患者に対して必要な医療ケア項目が漏

れなく系統的に行えるように，一枚のフローシートtに抽出した．このパスは医師をはじめとする全スタッフが共

有し，確実に遂行されたかどうか実施者のサインにより確認できるようにした．さらに，治療に対する患者の理解

を深めるため，パスはコピーし患者にも渡し再確認できるようにした．評価方法としてはパスを使用した患者全員

にアンケートを配布し，さらにチーム内では医療ケア項目の実施漏れがなかったかカルテの見直しを行った．【結果

　考察】パスを使用した142名（回収率43．7％）にアンケート調査を行った結果，91．9％の患者がインフォームド

コンセントにおいて満足したと答えていた．また，95．2％は安心して当院で治療が受けられたと答えていた．パス

を用いることで患者の不妊治療に対する理解が深められ，治療への安心感や満足度を高められたと考えられる．ま

た，実施されるべき医療ケア項目が明瞭となったため，外来診療での煩雑性の解消にもつながり，キャリア差など

による抜け落ちもなくなっていた．

■

162 採卵時の麻酔法と管理についての実態調査

埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科

順天堂大学　医学部　産婦人科

○照井　克生，田谷　順子，石原　　理

　竹田　　省

　木ド　勝之

嘱

【目的】採卵の鎮痛法や麻酔法は，施設によって多様であり，その実際についての報告は少ない．そこで全国規模の

アンケー。ト調査を行い，本邦での採卵時の麻酔管理の実態を明らかにしたい．【方法】日本不妊学会見解に基づく，

「体外受精・胚移植，およびGIFTの臨床実施に関する登録施設」474の全施設を対象に，2000年12月に郵便により

アンケート調査を実施した．調査項目は，主な麻酔法，麻酔法の内容，麻酔担当者，モニタリング，合併症の有無，

である．【結果】474施設中312施設（65．8％）より回答を得た．主な麻酔法は，鎮痛薬・鎮静薬の全身投与法が61

％と最も多く，静・脈麻酔・全身麻酔（41％），区域麻酔（19％）の順であった．鎮痛・鎮静薬として最も多く用いら

れていたのは，ジアゼパムとペンタゾシンの組み合わせ（54％）であり，ケタミンとジアゼパム（14％）の組み合

わせが次に多かった．静脈麻酔では，チオペンタール48％，ケタラール32％の順であり，プロポフォールの使用

は17％と少なかった．区域麻酔法では，局所浸潤麻酔（71％），脊椎麻酔（19％），硬膜外麻酔（10％）の順であっ

た．麻酔担当者は，術者と同一の産婦人科医である場合が最も多く（73％），術者以外の産科医の場合（55％），看

護婦（27％）の順であり，麻酔科医が担当している施設は11％ときわめて少なかった．モニタリングは，52％の

施設で心電図，血圧計，パルスオキシメータを全て監視しており，十分な配慮がなされている実態が伺えた．麻酔

に関連した合併症で入院を要した例を経験した施設は15あり，ほとんどが悪心・嘔1吐によるものだった．【結論】

採卵時の麻酔法は多岐にわたっており，比較的充分なモニタリングで実施されている．麻酔科医の関与はまだまだ

少ない実態も明らかとなった．

）
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163 生殖医療領域おける電子カルテの導入とデータベース機能の応用

婦人科詠田由美クリニック　○詠田　由美，池上　芳美，守田　道由

【目的】平成ll年4月電子カルテは厚生省認可を受け，正式に診療録として承認された．電子カルテの使用目的は

医師の診療と医療事務処理の労力を軽減することである．さらに電子カルテはいくつかのデータテーブルより成

り，そのデータベース機能を利用してカルテと同一のデータを生殖医療領域に活用でき，今後広く普及することが

予測される．今回われわれはその試みとして，電｝カルテデータベースを利用した自院内生殖医療データーベース

を作成したので紹介する．【方法】院内にはサーバーコンピューター1台，クライアントコンピューター7台を設置

し，受付，診察室，処置室，培養室，情報処理室に配置し，情報を共有した．電子カルテレセプト総合管理システ

ムにはMicrosoft　Access　97を使用したデータベースProfessional　Doctor　32（Pro　Doc）を使用した．　Pro　Docは32

個ののデータテーブルよりなり，診療内容，投薬，処置，医療事務処理を行った日々の記録を患者ID番号をもとに

データテーブルに記録する．Pro　Docデータテーブル中の患者名簿，薬剤，注射，検査に関するデータベースを利

用し，同・患者ID番号による情報の統一一性のもと，自医院に必要な新たな生殖医療データベースを作成した（NGT

dbase　system）．【成績】NGT　dbase　systemには患者台帳・妊娠台帳・HSG台帳・AIH台帳・培養液台帳・IVF

台帳・凍結胚台帳・卵台帳・個別調査票を含み，診療録，患者へのデータ提供（コンピューター画面を使用したイ

ンフォームドコンセント），院内カンファレンス（スタッフとのデータ共有），統計解析に使用した．【結論】電チカ

ルテは今後，真正性の確保，見読性の確保，保存性の確保が求められ，その使用については更なる改良が必要と考

えられるが，そのデータベース機能を利用して生殖医療領域での広い活用が期待される．

◆

昌

164 本邦における多嚢胞性卵巣症候群患者の耐糖能についての検討

島根医科大学　医学部　産科婦人科　○栗岡　裕子，高橋健太郎，尾崎　智哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　大西　雄一，宮崎　康二

【目的1多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の耐糖能を肥満因子の関与を含め明らかにすることを］的とした．【方法】多

嚢胞卵巣を認める患者（PCO）48名を対象としLH／FSH＞1．0でBMI≧25の肥満患者（ob－PCO）7名，普通体重PCO

患者（n－PCO）30名，　LH／FSH≦1．0の普通体重患者（atyp－PCO）ll名に分類した．視床ド部性排卵障害および正常

月経婦人16名（肥満5名；ob－cont，普通体重：n－contll名）を対照とした．全例にtestosterone（T）を測定し75

90GTTを行い，負荷前，後30分，60分，120分の血糖（BS）とInsulin（IRI）を測定した．　Insulin抵抗性の指

標にはlnsulin　index（1．1．），HOMA，　FBS／IRIを用い，負荷前後のBSと，　IRIの総和（ΣBS，ΣIRI）も検討した，

【結果】（1）PCO群と対照群では耐糖能，ΣBS，ΣIRIに有意差は認められなかった．（2）PCO群において肥満症例

はInsulin抵抗性を示した．（3）普通体重では多嚢胞卵巣の有無で，耐糖能，ΣBS，ΣIRIに有意差は認められなかっ

た．（4）n－PCOとatyp－PCOで比較するとIJ．とΣBSに有意差が認められた．（5）全例を肥満と正常体重に分けた

場合，肥満群ではHOMAが高値，ΣBS，ΣIRIが有意に高値であった．（6）Tと各群のInsulin抵抗性には関連は認

められなかった．【結論】（1）肥満が少ない本邦のPCoSでは肥満因子の方が耐糖能異常に関与していた．（2）PCO

でもLH有意の患者とFSH有意の患者は異なる耐糖能を示した．また，　LH有意の患者のΣBSが低値であること

は，食後満腹感が得にくく将来的に肥満に至る可能性が示唆された．

■

砂
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165 トルコ鞍上部胚芽腫治療後の下垂体機能不全のため

hMG－hCG治療により双胎妊娠を獲得しえた一例

札幌医科大学　医学部 産婦人科　○北島　義盛，遠藤　俊明，

　　　　　　木谷　　保，山崎　清大，

　　　　　　林巧，千田学，
　　　　　　工藤　隆一一
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藤井　美穂

逸見　博文

長澤　邦彦

■

，

　症例　27歳　0回経妊0回経産．平成5年より多尿，平成6年より無月経，平成9年より左視力低Fとなり脳外

科受診した．トルコ鞍上部の胚芽腫の診断にて平成9年12月9日入院，組織生検を施行した．病理診断はgermi－

nomaであった．平成10年1月より放射線療法局所20Gy，全脳30Gy施行．そのため下垂体機能不全となった．ま

たそのことにより副腎機能不全，甲状腺機能低下症，尿崩症を呈しそれぞれハイドロコルチゾン（15mg／day），チ

ラージンS（100mg／day），デスモプレッシン点鼻薬（5pg／day）による補充療法をおこなっていた．平成10年2

月9日，続発性無月経を主訴として当科初診初診時内分泌学的検査所見はFSH＜O．5　mlU／ml，　LH＜0．5　mIU／ml，

エストラジオール＜5pg／mlとゴナドトロピン分泌不全による排卵障害であった．一一方血中プロラクチンは41　ng／

mlでテルグリド投与を開始した．またF－T3　3．57　Pg／ml，　F－T4　2．16　ng／dl，　TSH　O．OlμIU／ml，　ACTH〈5．O　pg／ml，

コルチゾール20．4　pg／mlであった．また，無月経に対しては平成10年4月よりカウフマン療法を施行した．平成

ll年3月結婚し，挙児希望となったため，血t中プロラクチン値が6．4　ng／mlとなっていた時点でhMG－hCG療法を

開始した．治療一一回目にて双胎妊娠となった．その後も上記のホルモン補充療法は妊娠経過中も継続した．妊娠は

順調に経過し平成13年3月妊娠36週にて2080gの男児と2380gの女児を帝王切開にて娩出した．母児ともに異常

は認められなかった．

166 副作用軽減を目的としたゴナドトロピン療法の投与方法の検討

夢

徳島大学　医学部 産科婦人科　〇三浦　尚子，田中　　優，

　　　　　　　清川麻知子，上村　浩一・，

　　　　　　　井川　　洋，斉藤誠一郎，

　　　　　　　安井　敏之，苛原　　稔，

尾形　理江

桑原　　章

松崎　利也

青野　敏博

■

卜

【目的】ゴナドトロピン療法の副作用である多胎妊娠やOHSSを軽減する治療法を開発する目的で，　FSH低用量持

続療法（低用量療法）とFSH－GnRHパルス療法（パルス療法）の有用性を，通常法と比較検討した．【方法】視床

ド部性排卵障害（60症例）またはPCOS（46症例）をそれぞれFSH通常法（FSH・150・IU連日投与），低用量療法

（FSH　751U連日投与より開始し卵胞径が11mmに達しなければ1週間ごとに37．5・IUずつ増量），パルス療法（卵

胞径が11mmに達するまでFSH　150・IUを連日投与し，その後GnRHを20μ／2時閻パルス状に投与）の3群に分け

て，排卵障害に対する治療効果と副作用の発生率を比較検討した．【成績】低用量療法とパルス療法の排卵率と妊娠

率は通常法と比較して差は認められなかった．通常法の視床下部性排卵障害およびPCOS症例における多胎妊娠率

は，それぞれ12．5％，30．3％であったのに対し，低用量法とパルス療法では多胎妊娠が認められなかった．また通

常法のOHSS発生率は視床下部性排卵障害で40。9％，　PCOSで43．2％であるのに対し，低用量療法ではそれぞれ

12．0％，25．0％，パルス療法ではそれぞれ0％，13．4％と有意に低く，その発生率はパルス療法で特に低かった．【結

論】低用量療法およびパルス療法は通常法による排卵率，妊娠率を保ったまま多胎妊娠やOHSSの発生を予防でき，

特にPCOSなどのOHSSのハイリスク患者に対してはFSH－GnRHパルス療法が有用であることが示唆された．

『
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167 周産期医療との関連からみた不妊症治療　耐糖能異常を中心に

宮崎医科大学　産婦人科　○肥後　貴史，鮫島　　浩，三部　正人

　　　　　　　　　　　　　III内　憲之，岡田　俊則，米田由香里

　　　　　　　　　　　　　池ノーL　克 4

不妊症と周産期医療との関連は多胎妊娠の問題のみでなく，患者のもつ合併症の妊娠前管理も重要なポイントであ

る．我々は耐糖能異常を中心に不妊症患者の前方視的研究をスタートした．対象と方法：2000年1月より登録した

不妊症の248例を対象とした．これらの患者に随時血糖，尿糖，尿蛋白を調べ，糖尿病のrisk因子を持っている患

者には7590GTTを施行した．必要があれば妊娠前のコントロールを行った上で不妊治療を行い，妊娠成立後は随

時血糖を測定，適応があれば7590GTTを施行した．結果：糖尿病のhigh　riskは111例（45％）であった．既に糖

尿病と診断されていた6例を除き，7590GTTを施行した110例では境界型30例，糖尿病型2例であった．妊娠例

は糖尿病を含む7590GTT施行群（ll6例）では34例（流産10例），未施行群（132例）では44例（流産14例）

であった．妊娠継続した中で3例の妊娠糖尿病が発症したが，いずれも妊娠前は境界型であった．考察：不妊症患

者は糖尿病のhigh　risk因f一を持つものが約45％と多く，しかも7590GTTを施行した中の29％に耐糖能異常が

認められた．また妊娠成吃後，54例中3例に妊娠糖尿病が発症した．妊娠を目的とした不妊治療の場では，妊娠前

からの管理が可能であり，周産期医療に及ぼす利点は大きいと考えられた．

◎

噸

168 遠赤外線治療にて妊娠に至った10不妊症例

アモルクリニック　○児島　孝久
◇

遠赤外線は8～15ミクロンの波長を有し人体の波長と同じため身体深部まで到達できる特徴がある．その結果血流

の改善や細胞の活性化がおこり卵巣の機能改善（特に卵胞発育）が期待される．不妊症の希望者に対し遠赤外線治

療を試みたので報告する．2000年1月より遠赤外線治療器（サンビーマー／サンマット）を貸し出し自宅で朝晩照

射をしてもらい，計47症例に実施し，10症例が妊娠に至った．妊娠例の平均年令は33．2才，不妊期間3．4年，不妊

因rは男性因子2例，内膜症2例，卵管因r－1例，黄体機能不全5例で，既往治療はクロミド9例，HMG8例，　AIH

7例，IVF7例であった．遠赤外線治療期間は19日～90日間で，遠赤外線治療中や治療後，発育卵胞数や卵胞径，

排卵までの日数などに明らかな変化は認めなかった．妊娠に至った周期はシゼン妊娠4例（HCG妊娠2例含む），

クロミド妊娠1例，IVF妊娠5例であった．これらの症例を検討した結果，遠赤外線治療だけでの妊娠例は2例で，

残りの8例は従来の不妊治療に遠赤外線治療を併用した症例であった．特に遠赤外線治療を併用して妊娠に至った

ART妊娠が5例存在したことより，難治性のART症例に試してもいい治療法と思われた．遠赤外線治療の適応や

方法，使川期間など今後症例を増やして検討する必要がある．

，

拶‘



193（387）

169 IVF周期におけるpoor　responderに対する排卵誘発法の検討

杉山レディスクリニック

東京医科大学　産科婦人科

○杉山　カー，内海　靖子，

　根本　和美，家永　　聡

　臼田　三郎，金城　　洋，

　紅露　有子，中田　敏英，

　鈴木　良知，井坂　恵一，

自井安砂子

杉山　里英

福嶺　紀隆

高山　雅臣

¢

し

【緒言】Poor　responderに対しては，各施設で種々の対策が試みられているが決定的な治療法はない．また，採卵が

可能であってもその妊娠率が有意に低いことが知られている．そこで，今回我々はそれら症例に対し以下の各種排

卵誘発法を用いてIVFを施行し，患者負担（hMG使用量など），採卵数，妊娠率などからその有用性について検討

した．【対象と方法】今回の検討ではpoor　responderを，過去の排卵誘発で成熟卵胞3個以F（A群）もしくは卵

胞期初期のFSH値が15mlU／ml以上の症例（B群）と定義した．対象となるのは，平成12年8月から平成13年
5月までに当院で体外受精を予定していた41名52周期のうち，（A群）9周期（平均3＆1才，33才～44才），（B

群）14周期（平均39．3才，29才～45才）で，重複例は（B群）に含めた．（A群）に対してはGnRH－a併用hMG
の大量投与法4周期（A－1），自然排卵周期5周期（A－2）を施行し，（B群）に対しては全例でFSH正常化までKauf－

mann療法を施行し，　GnRH－a併用short法にて排卵誘発した9糊期（B－1），自然排卵周期5周期（B－2）により

検討を行った．【結果】（A群）において9例中2例（A－1で2例，A－2妊娠例なし，妊娠率22．2％）で妊娠が成立

し，1例が流産した．排卵誘発に使用したhMG量は平均で3276．21U，平均採卵数は2。6個（最多5個，最少1個）

であった．（B群）においては14例中5例（B－1で4例，B－2で1例，妊娠率35．7％）で妊娠が成立し，1例が流産

した．【結論】成熟卵胞数が少ない場合（A群）にはhMG大量投与法（A－1）が有効であった．（A－2）では患者

負担が少なく採卵がロr能であったが，形態良好胚がほとんど得られなかった．FSH高値の場合（B群）にはKauf－

mann療法によりFSH値を是正してから排卵誘発することで，妊娠例が得られた．自然周期（B－1）よりも，排卵

誘発周期（B－2）で良好な妊娠率であったが，最終的に形態良好胚が獲得できたことがその要因と推測される．

◇

170 L－long　GnRH－a法による卵巣刺激キャンセル例及びGnRH－a

　延長例の検討（前周期排卵未確認症例において）

杉山レディスクリニック

東京医科大学　産科婦人科

0内海　靖子，杉山　カー，金城　　洋

　家永　　聡，白井安砂子，根本　和美

　臼田　三郎，高山　雅臣

9

鮭

【目的】IVFETにおいてGnRH－aを治療周期の前周期の黄体期中期から使用するLuteal－long法（以ドL－long法）

は最も一般的な卵巣刺激法の1つである．今回我々はL－long法を施行し，治療月経周期第2日日に行った血中E、

や超音波検査によりFSH製剤の注射をキャンセルした症例（A群）またはGnRH－aを延長し，　FSH製剤の注射開

始を延期した症例（B群）が多く存在すること，またGnRH－aを延長し，血中E，≦30pg／mlを確認してからFSH

製剤の注射を開始しても良好な妊娠率が得られたので報告する．【方法】平成13年1月より5月にL－long法（前周

期高温7日目よりGnRH－a　900μg／日開始，治療周期第3日目よりFSH製剤の注射開始）予定で，諸種の事情により，

厳密な排卵の確認が出来無かった症例14例，14周期を対象とした．GnRH－aの開始時期は電話で患者報告による基

礎体温のみを元にした7例と排卵2～3日前の超音波検査と基礎体温を元にした7例で両者ともに卵胞の消失を超

音波検査では確認していない．【結果】全14例中A群3例，B群6例（妊娠率67％），予定通り3日目から注射が

開始できたC群は4例（妊娠率25％）であった．【結論】1，A群，　B群に1例ずつLUF症例が存在したことより前

周期の排卵の確認は重要である．2，A群はGnRH－a無効例でGnRH－a使用中も通常周期様の卵胞発育，血中E，の上

昇を認めた．3，B群はGnRH－aのdown　regulation遅延例で，14日以内に全例が血中E，≦30pg／mlとなり，良好な

妊娠率が得られた．

ひ
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171 LHRH－aのshort法とlong法の比較における卵胞刺激開始日の

　　　　　　　estradiolおよびLH値と妊娠成績

倉敷成人病センター　不妊治療部　○本山　洋明，藤井　好孝

【目的】ARTの卵胞刺激においてGonadotropin（Gn）による卵胞刺激開始日のestradiol（E，）とLH値にはLHRH－

aのshort法とlong法との問で大きな差がある．この差と妊娠率との関連性を検討する．【方法】対象は1997年か

ら2000年まで4年間の40才未満のART　707周期（ICSI；529，　c－IVF；168，変性卵二10周期）で，　LHRH－aのshort

法547周期，long法160周期である．初回は91％の周期がshort法であった．月経3日HにE，，，　LHを採lfiLしGn

を開始した．【成績】short法ではE、が200pg／ml以上が20周期で，この群のLHの平均値は44．11U／L，　hCG切替

日の平均値は8．0日tlであり，生産妊娠率は35％（7／ll）であった．以下同様にEzが100pg／ml以上200pg／ml

未満は81周期，LH＝30．21U／L，9．3日日，35。8％（34／81）．50以ヒ100未満は147周期，　LH＝22．41U／L，9．9日目，

34．0％（50／147）．50未満は299周期，LH　一　14．81U／L，11．6日目，43．5％（130／299）であった．一方long法ではEe

が200pgを越える例は無く，100以一ヒは2周期のみであった．50以k　100未満は11周期，　LH＝2．OIU／L，10．7日H，

27．3％（3／11）．50未満は147周期，LH・＝・3．21U／L，　l　l．7日目，32．7％（48／147）であった．【結論】E，，　LHはshort

法が有意に高値であった．short法のE、とLHは逆相関しE、が高いほど切替日は早まった．生産妊娠率はshort

法の50未満群が最高であったが，short法，10ng法を通じてE2とLHの高低による有意差は無かった．従って患者

負担軽減の観点からもshort法が第一一選択と思われる．

●

172 ARTにGnRH－antagonistを用いた10症例の検討

徳島大学　医学部　産婦人科　○堤　ゆかり，山野　修司，森出　直子

　　　　　　　　　　　　　　檜尾　健二，中川　浩次，青野　敏博
◇

【目的】GnRH－antagonistの併用が，　ARTの卵巣刺激における早発排卵，早期黄体化，及びARTの成績へ及ぼす影

響について検討した．【対象】卵胞期初期のFSH値が101U／ml以上の症例や，　hMGに低反応を示す症例を除外し

た20－39歳のART適応症例のうち文書による同意を得られた夫婦10組を対象とした．11記条件を満たし，同時期

に採卵日固定法でARTを実施した9例をコントロールとした．【方法】月経開始3日目よりパーゴナル1501Uを連

日投与し，パーゴナル投与開始6日目からhCG投与日までGnRH－antagonist（NS75A，　O．25mg）を連日投与した

（antagonist使用群）最大卵胞径が18mmを越えた峙点でhCGIO，OOO単位投与し，35時間後に採卵を行った．コン

トロール群では我々が従来より行なっている採卵日固定法を実施した．【結果】hCG投与日血清LHは9／10例で10

mlU／ml以ドであり，残り1例も14．4mlU／mlであきらかなLHのh昇は認めなかった．また血清プロゲステロン値

のヒ昇も認めなかった．FSHの投与量は平均16．6アンプル，　GnRH－antagonistの投与日数は’F均4。7日で，全例で

採卵が可能だった．antagonist使川群およびコントロール群の受精率はそれぞれ79．7％，86．0％，分割率はそれぞれ

843％，83．8％，妊娠率はそれぞれ22．2％，25，0％で両者間に有意差はなかった．【まとめ】GnRH－antagonistを用い

ることで，LIO症例すべてで，早発排卵，早期黄体化を抑制することができた．2．GnRH－agonistを川いた方法と比

較してARTの成績に差を認めなかった．

噸

噸
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173 bromocriptine－rebounnd（BR）法におけるIVF妊娠率改善の機序

奪

杏林大学　医学部　産婦人科

　　山王病院

北里サプライ

○菅原　新博，神野　正雄，星合　敏久

　酒井　　謙，矢崎　智子，田中　逸人

　岩下　光利，中村　幸雄

　小野寺潤子

　井上　　保

φ

【日的】我々は新卵巣刺激法bromocriptine－rebounnd（BR）法が妊娠率を改善する事を提唱してきた．今回は1．

卵成熟，2．PRL日内変動，3着床の改善における機序を検討した．【対象および方法】40歳未満の正常』月経周期，正

常血清PRL値を有する卵管性不妊，軽症男性不妊，および原因不明不妊のIVF症例を対象とした．初回体外受精

はlong（L）法を用い，非妊娠例の反復体外受精ではL法かBR法を用いた．そして反復体外受精でのL法，　BR

法群間で1．良好形態胚数，2．術前PRL日内変動，3．　2個以上の良好形態胚を移植した胚移植あたりの妊娠率（子宮

着床能）を比較・検討した．【結果】1．反復体外受精での胚数，良好胚数，妊娠率はL法反復よりBR法で有意に増

加した．hMG投与中の血清PRL値は，初回1、法の妊娠群より，非妊娠群で有意に高く，非妊娠群に対する反復体

外受精ではL法よりBR法で有意に高かった．　BR法はbromocriptine投与中の低PRL状態が代償性にPRL反応

性を改善し，bromocriptine中止後rebound現象で血清PRL値を一ヒ昇し，よって卵成熟を改善すると考えられた．

2．採卵前日のPRL日内変動（睡眠時高値）が妊娠達成に重要で，　BR法はこれも有意に改善した．3着床率はL法初

回群で54％，L法反復群で27％，　BR法群で43％とBR法は卵成熟促進効果とは独立して子宮着床能を増加するこ

とも示唆された．【結論】BR法は卵成熟，　PRL日内変動，およびr・宮着床能を改善することにより体外受精妊娠率

を向上するものと示唆された．

174 非刺激周期未熟卵体外受精におけるHCG投与の影響

φ

IVF大阪クリニック

関西医科大学　産科婦人科

○西垣　明実，河田　　淳，西原

　朴木　和美，熊谷明希子，當仲

　山崎　雅友，岩本　英熈，中岡

　福田　愛作，森本　義晴

　神崎　秀陽

卓志

正丈

義晴

晦

【目的】1999年より未熟卵体外受精（IVM－IVF）の臨床応用を開始し，凍結融解胚移植を含め17例の妊娠を得た．

しかしその妊娠率は満足すべきものではなかった．ChianらはIVM－IVFに対してHCG投与により成熟率の改善と

妊娠率の上昇を報告している．そこで当院においても妊娠率の向一ヒを目指しHCG投与IVM－IVFを行い妊娠率お

よび他のパラメー・ターに与える影響を検討した，【対象と方法】IVM・IVF適応となった症例に対して，非刺激周期

に7mm以上の小卵胞が複数個観察された場合にHCG　10，000単位を投与し，36時間後に採卵した．子宮内膜7mm

以下の症例では胚凍結を行い次周期以降に胚移植を行った．得られた卵子は24時間IVM培養i液で培養し，成熟し

た卵子にICSIを行った．今回の試みをHCG投与群（25症例72周期）とし，これ以前に施行したHCG非投与群
（65症例82周期）と採卵数，成熟率，受精率，分割率，胚のグレード，妊娠率について比較検討した．なお採卵数，

成熟率については規則月経周期，不規則月経周期，PCO症例に分類した．【結果】採卵数はHCG投与群の規則月経

周期，不規則月経周期症例については非投与群に比べ有意に増加した．成熟率，受精率，分割率，胚のグレードに

ついては両群間に差はなかった．新鮮胚移植での妊娠率は現時点で40％（2／5ET）であるが症例数が少なく非投与

群（17．9％：5／28ET）との問に有意差はなかった．【考察】HCG投与により採卵数の増加を認めた．妊娠率につい

ても新鮮胚移植において良好な結果を得ている．HCG投与によるギャップ結合の切断が未熟卵でも誘起され，その

結果卵成熟過程にも影響する可能性が示唆された．また移植した胚のグレードに差が認められないにもかかわらず

妊娠率が向上した点より，HCGが着床に対して影響する可能性も考えられる．
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175 ヒト未成熟卵の体外成熟・顕微授精が有用と考えられた顕微授精

　　　　　　　　　一胚移植の反復失敗例の1例

三重大　医学部　産婦人科

鈴鹿回生総合病院　生殖医療センター

0箕浦　博之，川戸　浩明，田中　慶介

　野出　直美，豊田　長康

　磯部　哲也

体外受精（顕微授精）一胚移植の反復失敗例の中には，受精は成立するものの良好胚が得られず妊娠に至らない症

例が少なからず存在するが，確疏された対応策がなく治療に苦慮することが多い．今回我々は，1周期の体外受精

および6周期の顕微授精により良好胚が得られなかった反復失敗例に対し，未成熟卵の体外成熟・顕微授精を施行

し良好胚を得ることに成功し妊娠に至った1例を経験したので報告する．症例は，34歳の婦人4年間の続発不妊．

不妊因子は乏精子無力症．乏精子無力症に対する投薬治療・人工授精を反復するも妊娠に至らず体外受精一胚移植

の適応とした．体外受精では受精卵が得られず，以後6周期の顕微授精を施行した．6嗣期に計15個の卵を採取し

MII卵12個に顕微授精を試み7個の受精卵が得られたが，すべて受精卵が卵割しないかVeeck分類grade4・5
の変性胚となり妊娠に至らなかった．十分なインフォームドコンセントを得て未成熟卵の体外成熟・顕微授精を施

行した．非刺激周期に2方向’F均径12mmの卵胞を穿刺し未成熟卵を得，36時間IVM培養液（TCM－199，　101U／ml

hCG，75mIU／ml　FSH，10％SSS）中で体外培養した後，顕微授精を施行したところgradelの4細胞期胚を得，子宮

内に移植したが妊娠に至らなかった．胚移植時の子宮内膜厚が6．5mmであった反省から，2周期目は卵胞2方向’ド

均径14mm子宮内膜厚7．Ommとなった時点で採卵，体外成熟・顕微授精を施行しVeeck分類grade2の8細胞期
胚を得，子宮内に移植したところ18日後妊娠反応陽性．現時点（妊娠8週）まで妊娠経過は順調である．未成熟卵

の体外成熟は，受精は成立するもののその後の胚発生が不良な症例に試みる価値のある治療法であると考えられ

た。

り

∂

176 当院における未熟卵子体外培養の成績

レディースクリニック京野　○拝郷　浩佑，福永　憲隆，T・葉せつよ

　　　　　　　　　　　　　大平知沙子，中條友紀r・，京野　廣一
◇

近年，卵巣刺激を行わないで未熟卵子を回収し，体外培養後に成熟した卵子に顕微授精一胚移植を行う未熟卵子体

外培養が多嚢胞性卵巣症候群の患者等に利用されている．当院においても，この方法を経験したので報告する．【対

象および方法】2000年6月から2001年4月までに当院にて，インフォームドコンセントを行った後に未熟卵子体

外培養を行った12症例，26周期を対象とした．卵胞径が7mm以上のものを2個以上確認した後に，未熟卵子の回

収を行った．未熟卵子は10ng／ml　E，＋101U／ml　FSH＋201U／ml　hCG＋20％卵胞液＋TCMI99で培養し，24時間後

に第一極体を放出した卵子に対して顕微授精を行った．翌日，化学的透明帯開口法を施行し，胚移植を行った．　一

方で，子宮内膜の状態が悪い場合（内膜厚が薄いなど）には，前核期胚で凍結を行い数ヶ月後にホルモン補充周期

または自然周期に凍結胚を融解し胚移植を行った．【結果】平均採卵数は9．2　±（｝．O個，24時間後の成熟率は46．7％

（77／165）であった．受精率，分割率，良好胚率はそれぞれ85．7％（66／77），100％（33／33），45．5％（15／33）であっ

た．採卵周期に胚移植を行った12周期での妊娠率は＆3％（1／12）であった，一一方凍結融解後に胚移植を行った8

周期での妊娠率は25．0％（2／8）であった．妊娠した症例のうち1症例は妊娠8周口に超音波で稽留流産と診断され

た．2症例は現在妊娠継続中である．【考察】未熟卵子回収後の体外培養での成熟率が46．7％と低い為，今後は未熟

卵子の体外培養系の確立が期待される．また，未熟卵子体外培養を行う場合では子宮内膜と胚の成長を同調させる

為に前核期胚で1度凍結し，後にホルモン補充周期，または自然周期にて胚移植を行うことが妊娠率の向上につな

がるのではないかということが示唆された．

噸
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177 前核期における胚評価法の検討1

東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○伊藤嘉奈子，雀部　　豊，間崎　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，西村　崇代，祖母井　英

　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，安部　裕司，久保　春海

φ

【目的】前核期における前核の状態や核小体の同期性を指標に良好胚を選択する方法か報告されており，一・定の成果

を挙げている．今回我々はこの胚評価法の臨床的有用性の検討を目的とした．【方法】2000年9月から2001年4

月までの67症例70周期，405個の胚について検討した．方法は媒精または顕微授精16－18時間後に前核と核小体の

評価を行った．前核については両前核の大きさ（同じ：A，異なる：B）と距離（接着：a，接する：b，離れる：c），

核小体に関しては同期性の有無（同期性あり：5，同期しかけ：3，同期性なし：0）を評価し，後方視的に胞胚形成率，

妊娠率との関係を検討した．【成績】胞胚形成率はA（34．1％）がB（IO．6％）に比べ，5（69．2％）が3（33．3％）と

0（19．8％）に比べ有意に高かった（p＜O．05）．a（47．6％），b（25．7％），c（12．5％）でaに高い傾向を認めたが有意

差は認めなかった．妊娠率／着床率においては，移植胚にAを含んだ症例が68症例，Aを含まない症例が2症例で

あったため有効なパラメーターとはならなかった．移植胚にaを含んだ場合（83．3％／438％）がaを含まない場合

（222％／12．2％）と比べ，移植胚に5を含んだ場合（86．4％／43．2％）が5を含まなかった場合（1＆8％／13．5％）に比

べ有意に高かった（p〈0．001）．【結論】胞胚形成率は前核の大きさが同じで核小体の同期性をもつ胚が有意に高く，

妊娠率／着床率では両前核が接着しているもの，核小体が同期しているものを含んだ移植において高かったことか

ら，前核の大きさと距離，核小体の同期性を指標とした前核期胚評価法を行うことにより良好胚を選択できる可能

性が示された．この評価法は単一胚移植のための胚選択法の新しい候補として今後も検討の価値があると考える．

●

178 前核期における胚評価法2　移植日が臨床成績に及ぼす影響

東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○渋井　幸裕，雀部　　豊，伊藤嘉奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　間崎　和夫，西村　崇代，祖母井　英

　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，安部　裕司，久保　春海

ゆ・

■

【目的】近年，前核期における胚評価の有用性が報告されている．今回，従来の形態的指標であるVeeck分類と前

核期評価を比較し，臨床応用の際の指標を検討した．また，さらに胚移植日別の臨床成績を検討し，移植日が臨床

成績に及ぼす影響を検討することを目的とした．【方法】2000年9月より2001年5月までに採卵を施行された84

症例84周期において2前核を形成した450個の胚に前核期評価を行い，そのうち胚移植に供された152個の胚を

対象とした。方法は媒精または顕微授精16～18時間後に前核と桑刻・体の評価を行った．前核は両前核の距離（a：

接着，b：接する，　c：離れる），核小体は同期性の有無（5：同期性あり，3：同期しかけている，　o：同期性なし）

について評価し，後方視的に臨床成績を検討した．【成績】各群において妊娠例に移植された胚の割合（％）はa－

5：87，a－3：83，　a・0：0，　b－5：73，　b－3：46，　b－0：4，　c－0：0で，　a－5，　a－3，　b－5は他の群に対し有意に高率であった．移植胚

にa－5，a－3，b－5のいずれかを含む症例の妊娠率は46．8％（22／47），妊娠しなかった率は1．7％（1／58）＊，移植胚に

Veeck分類grade　lないし2のいずれかを含む症例の妊娠率は59．6％（28／47），妊娠しなかった率は62．0％（36／

48）＊であった（＊P＜O．05）．移植胚にa－5，a－3，　b－5のいずれかを含む症例の移植日別妊娠率はDay2：93．8％（15／16），

Day3：100％（4／4），Day4：80％（4／5），Day5：42．9％（3／7）であった．【結論】前核期評価においてa－5，　a－3，　b－

5は良好胚であることが考えられた．その良好胚は妊娠率において従来法と比較して特異性が高く，また移植日に

関わらず好成績であった．

噌
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179 卵胞発育におけるIGF－1およびIGFBP－3の関与についての検討

　　　一GHを併用した体外受精の排卵誘発において一

新潟大学　医学部　産科婦人科　○菅谷　　進，永田　裕子，小島　由美

　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　美奈，藤田　和之，倉林　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲・

o

噂

【目的】Poor　responderに対しGHを併用して排卵誘発を行い，その臨床的有用性について検討を行った．同時に卵

胞発育におけるIGF－1とIGFBP・3の関与について検討を行った．【対象および方法】平成12年4月から平成13年

3月の間に当科において体外受精を行ったpoor　responder　9例を対象とした．　Poor　responderの定義はhMG4501U

を連日投与したにも関わらず，発育卵胞数が3個以下であった症例とした．インフォームド・コンセントを得たの

ち対象症例の再治療周期の月経3日目よりhMG4501U／GH41Uを連日投与し排卵誘発を行い，　GHを併用しない前

周期と比較検討した，【結果】対象症例の平均年齢は38」±2．1歳，体外受精の施行回数は5．6±21回であった．GH

併用前に対しGII併用周期において，　hCG時E、（328．8±85，31〕g／ml　vs　704．5±4238pg／ml），卵胞数（2．5±1．9個vs

5．4±3．1個），採卵数（1．5±1．0個vs　4．4±2．8個），受精数（12±1．0個vs　3．3±1．8個），移植胚数（L2±1．O個vs　2．4

±0。7個）のいずれも有意に高値であった（p＜O．05）．血中IGF－1はGH投与により誘発開始時と比較してhCG投与

時に有意な上昇を認めた（217．4±80．4ng／ml　vs　377．3　±　137．5ng／ml：p＜O．05）が，　IGFBP－3に変化は認められなかっ

た．9例のうち卵胞発育が促進された5例と卵胞発育に変化が認められなかった4例において誘発開始時とhCG
投与時の血中IGF－L　IGFBP－3の比較を行ったところIGF－1は促進群と不変群で差を認めなかったが，　IGFBP－3は

hCG投与時において促進群と比較し不変群で有意に高値を示した（3．19±0．50μg／ml　vs　3．9．　9±O．19μg／ml：p＜

0．05）．【結論】GHを併用した排卵誘発はPoor　responderの卵胞発育の促進に有用であった．　GHを併用した卵胞発

育においてはIGF－1とIGFBP－3が関与していることが示された．

心

ゆ

180 GnRHa／hMG／hCG刺激周期における黄体賦活療法の検討

　　　　　　　　一hCG投与は有効か？一

慈恵医大　産婦人科

慈恵医大青Ji病院　産婦人科

○遠藤　尚江，廣嶋　牧子，舞床　和洋

　大浦　訓章，許山　浩司，田中　忠夫

　秋山　芳晃

●

【目的】IVF－ETにおける黄体補充療法には，プロゲステロン単独投与やプロゲステロンにhCG投与を併用する方

法が一般的であるが，両者の有用性や副作用については余り比較検討されていない．今回GnRHa／hMG／hCG刺激

周期におけるhCG投与による黄体賦活療法の有効性について検討した．【対象および方法】平成12年4月から平成

13年3月までの12ヶ月間に体外受精H的でGnRHa／hMG／hCGによって卵，巣刺激を行った後胚移植をした76周

期に対し，患者の同意を得た上で，黄体補充療法として黄体ホルモン（ジドロゲステロン30mg／day）の単独投与

群（P群）35周期と，黄体ホルモンにhCG3000単位／日x3Elを併川した群（P＋hCG群）41周期に分け，それぞれ

の着床率，妊娠率，流産率，黄体中期の子宮内膜エコー像，黄体期中期のPl／E，　ratio，　OHSSの有無について比較

検討した．採卵時のE、値が3000pg／ml以上の症例は対象外とした．なお，統計学的処理はstudent・T・test，　Mann－

Whitney　test及びXL　testを用いた．【結果】2群問で妊娠率において統計学的には有意差を認めなかったが，　P群で

は34．3％，P＋hCG群は17．1％とP群の方が高い傾向が見られた．人院管理を必要としたOHSSの発症はP群1

例，P＋hCG群2例の計3例に認められた．黄体期のEzはP群では10552±155．8　pg／ml，　P＋hCG群は1679。5±

174．8　pg／mlとP＋hCG群に有意に高く（p＝O．Ol），同様に黄体期のP，はP群では71．3±13．2　ng／ml，　P＋hCG群は

125．0±12．5　ng／mlとP＋hCG群に有意に高かった（p　一　O．004）．　P、／EL，　ratioも，P群では67．5±8．9，　P＋hCG群は86，5

±8．6とP＋hCG群に有意に高かった（p　・・　O．03）．また，子宮内膜エコーパターンや子宮内膜厚には有意差を認めな

かった．【結論】GnRHa／hMG／hCG刺激周期におけるhCG黄体賦活療法の有効性は認められなかった．

o

9
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181 クロミフェンーHMG周期におけるGnRHaによる

　　　　LHサージ誘発後採卵の有用性

加藤レディスクリニック　○寺元　章吉，小林　　保，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修

o

（目的）従来，体外受精における卵子成熟化はHCGのLH作用をもってLHサージの代用としてきたが，　HCG本来

の作用に関してはほとんど注意が払われずにきた．これに対し当院では，GnRHaによるLHサージの誘発を利用し

た採卵を行い，薬剤による修飾を極力排除した体外受精を行ってきた．そこで今回はHCG採卵との比較をもとに，

GnRHa採卵の可能性・有用性を検討してみた．（方法）対象は’98年1月より’01年3月の期間のクロミフェンー

HMG周期によるHCG採卵2940例（37．6±4．8歳），GnRHa採卵2728例（37．8±59歳）である．　HCG1万単位投与

後36時間またはGnRHa噴霧後34時間に採卵した．　GnRHa噴霧は300μgl回噴霧と300pg　x　2回（2時間間隔）噴

霧の2群に分類した．（結果）HCG：GnRHal回噴霧：2回噴霧各群の採卵率は89．6：81．2：89．2％，受精率は75．2：

78．5：75．3％，妊娠率は21．2：25．4：25．6％であった．r一宮外妊娠はHCG群で3．8％（15／399周期），　GnRHa群で1．1

％（5／471周期）であった．（考察）採卵率，受精率の結果よりHCGのLH作用とGnRHaによるLHサージとの問

に効果の点で差がないこと，1回噴霧より2回噴霧の方が効果が確実なことが判明したが，注目すべきは，GnRHa

群で外妊率が有意に低率であったことである．この結果は，移植胚が卵管内に移動し胚盤胞へ発育後子宮内に回帰

　着床すると仮説し，HCGが卵管の卵子輸送機能を抑制するとの最近の知見を考慮すれば，半減期の長いHCG

投与による不自然な体内HCGの存在が外妊率を上昇させるとの推論を指示するものであろう．卵管機能には未解

明な問題が未だ多く今後検討を重ねる必要があるが，本研究はGnRHa採卵の外妊予防の可能性を示唆するものと

考えられる．

o

182 卵巣刺激方法による妊娠成績　hMG投与前の経口避妊薬効果の検討

レディースクリニック京野 ○大平知沙子，京野　廣一・，福永　憲隆

　千葉せつよ，中條友紀子，拝郷　浩佑

，

目的；培養，胚移植があるレベルまで到達した今，妊娠率向上のために如何にして質の高い良好卵を得るかが課題

である．卵巣刺激法は患者の卵巣機能，年齢によりその方法を使い分ける必要がある．またhMG投与前の経口避

妊薬（以下OC）の使用は卵胞期初期の内分泌環境を改善し，良質の卵子が得られるとの報告がある．今回はhMG

投与前にOCを投与し，その効果を検討した．方法：実際の治療前周期D2－3の小卵胞（10mm以下）が左右あわ

せて6個以上の時long　protocol（L），6個未満の時short　protocol（S）とした．そしてOCの有無により各々short

protocol（OCS133例，156周期，　S36症例，37周期）とlong　protocol（OCLIO7症例，　l　lO周期，　L31症例，31

周期）の4群に分けて採卵数，受精率，妊娠率を比較検討した，成績m：OCS，S，OCL，L群の採卵数，受精率（％），

妊娠率（％）は各々（6．5±4．9，76．0，31．9），（6．2±4．7，72．7，21．9）（IO．9±7．7，75．9，48．6）（＆7±5．1，77．9，28．6）であった．結論：

OCをhMG投与前に使用することにより，有意差は無いものの，採卵数，妊娠率の改善する傾向がみられた．

6
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183 Estrogen－reboundとGnRH－aを併用した新しい卵巣刺激法

　　　　一Poor－Responderへの応用　第2報一

横田産婦人科　○横田　佳昌，横田　英巳，横田美賀子

　　　　　　　　浅野目和広
馬

【目的】当院のPoor－Responder（P．R．）の患著に，　Estrogen－rebound（E．R）とGnRH－aのflare－upを組み合わせた

新しい卵巣刺激法を応用して良好な成績が得られたので報告する．【対象，方法】当院でARTを施行した患者で採

卵数5個以一ドであったShort－pr（，tocol（S一法）8名，　Long－protocol（L一法）15名の計23名をP．R．とし，月経周期5

日目よりプレマリン25mgを14日間投与した．プレマリン投与後4日目よりブセレリン900μg／dayとhMG投与

を同時に開始し，総投与量，投与ll数，卵胞数，採卵数，　Estradiol（E，）値を前回の治療周期と比較検討した．【結

果】1）前回S一法で卵巣刺激した8名のP．R．の患者では卵胞数，採卵数，　Eu値は，わずかな増加が認められ，1例が

妊娠した．2）前回L一法で卵巣刺激した15名のP．R．の患者では卵胞数，採卵数，　Ez値は増加傾向が認められ，5

例が妊娠した．【結論】ER．周期とS一法の組み合わせはPRに有用であると思われた．今後は反復不成功例について

も症例を増やし，検討していく予定である。

尋

184 体外受精由来ヒト胚の1胚培養における至適培養液量の検討

加藤レディスクリニック

永遠幸マタニティクリニック

○菊池　理仁，小嶋　飛鳥，内山　一・男

　嶋田奈央子，桑山　正成，小林　　保

　山ド　直樹，寺元　章吉，加藤　　修

　豊北　美穂，道倉　康仁

■

【H的】当院ではクロミフェンを用いた自然周期による採卵法を行っているため，期待される採卵数は一般の刺激周

期法に比べて少なく，胚盤胞培養対象の症例においても，約4割が1胚培養となっている．しかしながらヒト1

胚培養の試みに関する報告例はほとんどなく，また家：畜胚の研究では，胚盤胞培養の際，1胚培養は複数胚培養に

比べて，胚盤胞発生率が有意に低下することが知られている．本研究では，ヒト胚においても1胚培養により胚発

生率が低下するのかを知るとともに，これまでの報告から1胚培養において胚発生率に最も影響を与えると考えら

れる培養液量について至適液量の検討を行った．【方法】インフォームドコンセントの得られたIVF適応患者にお

いてDay2移植後の余剰胚156個を培養試験に用いた．うち同一一患者の同一一周期において，余剰胚が3個以1二の場

合，培養液量10，20および50μ1の微小滴中へそれぞれ1胚つつ導人して胚盤胞培養を行った．培養はPl＋SSS

（lrvine）／G2．2（IVF　Science）を用い，培養後の胚盤胞への発生率と胚品質を比較検討した．【結果】各培養液量で

の胚盤胞発生率はそれぞれ10μ1（28．8％），20μ1（48．6％）および50μ1（36。4％）であり，20μ1区が最も高い値であっ

た．また良質胚の発生率もそれぞれ10pl（25．7％），20μ1（40．0％）および50μ1（272％）と20μ1区において高い傾

向が認められた．【結論】本試験の結果より，至適培養液量（20μ1）での培養により，1胚培養においても一般の複

数胚培養と同程度の高い胚盤胞発生率が期待できることが明らかになった．今後，液量の違いによる発生率の変動

要因，すなわち培地中グルコース，各アミノ酸濃度やアンモニア，あるいは成長因子濃度の変化について解析を行

いたい．

Q
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185 surfactant添加培地のヒト胚の体外発生能に及ぼす効果

日本大学　医学部　産婦人科　○長田　尚夫，津端　捷夫，山本　樹生

　　加藤レディスクリニック　　桑山　正成，内山　一男，畑　　景子

　　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

導

【目的】卵管の卵管粘膜上皮ならびに卵管粘液中には，卵管内環境構築物質として肺サーファクタント様リン脂質

（SFリン脂質）が存在し，胚の発生・発育に重要な役割を果していることが知られている．本研究では，ヒト体外

受精胚の体外発生培養において培地へのSF添加の効果を知るため，各濃度のSF添加培地で体外培養した胚の胚

盤胞への発生能を検討した，【材料と方法】インフォームドコンセントの得られた患者より提供された廃棄予定余剰

胚（凍結保存前核期胚91個）を体外培養試験に用いた．融解後，形態学的に正常と判定された生存胚をそれぞれ

10，　100および200μg／ml　SF添加のPl＋10％SSS（前期培養：Irvine）およびG22（後期培養）培地中で，37℃，5

％CO，，　5％02，90％N、の気相下で6日間の体外培養を行った．各区の胚の発生状況の観察は毎日行い，分割率，4

細胞期胚率および胚盤胞への発生率を比較した．同時期にSF非添加で同培養条件にて培養した，当院のルーティ

ンにおける凍結一融解および非凍結前核期胚（計121個）の発生成績を対照区として比較した．データは3回の反

復試験結果の合計で，推計学処理は）C　L’検定により行った．【結果】SFIO，100，200μg／ml添加区，新鮮対照および凍

結対照区の胚の体外培養後の分割率ならびに胚盤胞発生率はそれぞれ，90，　9．　0，　87．1，94．6および90．8％ならびに

5＆1，71，　46．7，41．1および47．7％であった．SFIOOptg／ml添加区と凍結一融解，非凍結対照区間の胚盤胞発生率に有意

差（P＜O．05）が認められた，【結論】以上の結果より，SFの培地への添加が体外受精由来胚の体外培養において胚

盤胞への発生を促進する可能性が示唆された．臨床応用へ向けて今後，実験動物などを用い正常な産子への発生な

ど安全性の検討を行いたい．

ψ

186Sequential　media（G，一，／G，一，　vs．　Cleavage　medium／Blastocyst　medium）および

　　　　　　　　　　　　　　Single　mediaにおける臨床成績の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中威づみ，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，馬渡　善文，竹本　洋一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸，岩本　智子，長野亜紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，竹本　佳世

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学農学部附属農場　　楠　比呂志

，

ψ

【目的】今回我々は，ヒトIVF－ETにおける初期発生を大きく左右する培養液，特に最近注目をあびているsequen－

tial　mediaについて，従来のsingle　media（HTF）との臨床成績を比較検討し有用な結果を得たので報告する．【方

法】過排卵処理後に採取されたM－II期卵子を4～5時間前培養行った後，　ICSIを施行した．その後，3ガス（0、：

CO，：N、＝5％：5％：90％）内で，1採卵3日目（8細胞期胚）までを，　GI，又はCleavage　mediumで，それ以降を

G，、又はBlastocyst　medium，または2．全期間10％非働化血清添加HTFのマイクロドロップ（50μ1）内で培養した．

【結果】Gl．2／G，，，　Cleavage　medium／Blastocyst　mediumおよびHTFにおける受精率，採卵2日後の3～4細胞期胚

への発生率，採卵5日後の受精卵あたりの胚盤胞への発生率および妊娠率，流産率は〔G12／G，・．，，：76．2％（279／366），

79．6％（222／279），41．7％（10／24），46．9％（15／32），20．0％（3／15）〕〔Cleavage／Blastocyst　medium：81．9％（570／

696），85．1％（485／570），47．0％（74／158），50．2％（93／185），24．7％（23／93）〕，　〔HTF：79．8％（1402／1757），64．0

％（897／1402），24．2％（22／91）16．3％（8／49），22。2％（6／27）〕であった．【結論】1．Single　mediaよりSequential

mediaの方が胚発生能に対し良好な効果をもたらした．2、Sequential　mediaの中ではG12／G、．2よりCleavage／Blast（｝－

cyst　mediumの方が臨床成績は良好となる傾1fiJを示した．

む
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187 体外共培養に用いられる各種feeder　cellの検討

セントマザS・一・産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○岩本　智子，田ill　温，永吉　　基

　粟田松一郎，馬渡　善文，田中威づみ

　竹本　洋・，高崎　博幸，長野亜紀子

　鍬田　恵里，竹本　佳世

　楠　比呂志

〔目的〕分割卵の長期培養や未成熟造精細胞の生殖補助医療（ART）において，共培養の有用性が確認されている．

共培養の成績は使用するfeeder　cellの特性に大きく左右されることが知られている．そこで今回我々は，購入可能

な各種feeder　cell及び生体より採取した卵管上皮細胞・子宮内膜上皮細胞を対象とし，　ART領域において最も有

用なfeeder　cellの確認のための検討を行ったのでその結果について報告する．尚，この実験は全て患者の同意の下

に行われた．〔方法〕実験培養に川いた細胞は，市販の株を購人したもの（ヒト前立腺ガン細胞・ヒト膀胱ガン細胞
・ ベロ細胞・HeLa細胞・ヒト成人皮膚由来繊維芽細胞・マウス繊維芽細胞）と，当院で初代培養したもの（卵管上

皮細胞・子宮内膜」二皮細胞）である．凍結状態で購人したものは常法に準じて解凍した後にカルチャーボトルに一一4

旦まいてモノレイヤーを形成させた．卵管ヒ皮細胞・f宮内膜ヒ皮細胞は検体を眼科用はさみで細切した後，カル

チャーボトルにまいた．カルチャーボトルに生えた細胞はトリプシン処理により回収し，微小滴培養法を行いモノ

レイヤー形成の有無をみた．〔結果〕1．定着が良くモノレイヤーを形成しやすい細胞は，ベロ細胞・ヒト成人皮膚由

来繊維芽細胞・ヒト前立腺ガン細胞・ヒト膀胱ガン細胞・HeLa細胞・マウス繊維芽細胞であった．2．モノレイ

ヤーを形成が長期間持続する細胞はべロ細胞・ヒト成人皮膚由来繊維芽細胞であった．3．継代培養及び，凍結に強

い細胞は，ベロ細胞・ヒト成人皮膚山来繊維芽細胞であった。4，生体培養を行った，卵管L皮細胞，及び子宮内膜

Il皮細胞は定着が困難であった．〔結論〕ARTに際し最適なfeeder　cellは，ベロ細胞又はヒト成人皮膚由来繊維芽

細胞であることが判明した．

188 ヒト体外受精卵の長期培養における共培養の有用性について

セントマザー産婦人科医院

神戸大学農学部附属農場

○竹本　佳世，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一一郎，馬渡　善文，田中威づみ

　竹本　洋・，高崎　博幸，岩本　智チ

　長野亜紀子，鍬田　恵里

　楠　比呂志

噸

〔目的〕体外受精胚移植における臨床成績向Lには，胚の発生能を高める事が重要でありこのため現在では，Sequen－

tial　mediaの使用及び体外共培養の有用性が注Hを浴びている．今回我々は，後者の観点より実験を行い，有用な結

果を得たので報告する．〔方法〕1．Feeder　cellには，　Vero細胞とヒト成人皮膚由来繊維芽細胞を用いた．2．受精後2

日目の余剰胚及び凍結融解余剰胚を患者の同意のもとに使用した．3．それぞれのFeeder　cellをトリプシン処理後，

細胞浮遊液でマイクロドロップを作り，ミネラルオイルで覆い，37℃5％CO、　in　airで培養した．　Feeder　cellがcon－

fluentに達した後に共培養を開始した．培養液は，排卵前後のヒト卵管液の成分を参考にして当院にて作製したヒ

ト人工卵管液とMEMを川い，共に非働化ヒト血清を10％の割合で添加して使用した．1個のマイクロドロップ
（約50μ1）に1～3個の胚を静置し，21．1おきに’卜肚のメディウムチェンジを行い観察した．〔結果〕1．受精後2日Mの

良好4細胞期胚の胚盤胞まで発生率は，新鮮胚の場合は，Vero細胞＋ヒト人工卵管液で83．3％（5／6），　Vero細胞

＋MEMで66．7％（8／12），ヒト成人皮膚由来繊維芽細胞＋ヒト人Il卵管液で71．4％（5／7），ヒト成人皮周由来繊維

芽細胞＋MEMで66．7％（4／6）であった．凍結融解胚を用いた場合は，　Vero細胞＋ヒト人工卵管液で100％（5／5），

Vero細胞＋MEMで100％（5！／5），ヒト成人皮膚由来繊維芽細胞＋ヒト人Il卵管液で100％（4／4），ヒト成人皮膚

由来繊維芽細胞＋MEMで75．0％（3／4）であった．2．凍結に適さない余剰胚（廃棄予定）の共培養下における胚盤

胞への発生率は，37．5％（3／8）であった．〔結論〕ヒト体外受精胚は，Feeder　cel1と共培養する事により，その発

生能が一ヒ昇する事が判明した．特に，凍結融解胚を使用した共培養で良好な成績を示した．また，胚発生の速度が

遅い胚を共培養する事により，その胚発生能が改善する傾向を認めた．

煽

噂
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189 夫リンパ球免疫療法後の胚移植で妊娠成立したIVF反復不成功症例

トヨタ記念病院　不妊センター

トヨタ記念病院　産婦人科

○森脇　崇之，早川　美奈，II比　博子

中村　　哲

小口　秀紀，

鈴木　正樹，

田村

一 三輪

壼浩，岸上　靖幸

忠、人

覇

【目的】夫リンパ球による免疫感作療法は習慣流産の治療法としてよく知られているが，その作川機序は未だ不明で

ある．一方，不育症と不妊症の境界は明瞭ではなく，不妊症には非常に初期の流産を繰り返している例も含まれて

いると考えられ，そのような例では免疫療法が有効である可能性がある．今回，12回の胚移植で成功せず，夫リン

パ球免疫療法後の胚移植で妊娠に至った症例を経験したので報告する．【症例】35才，原因不明不妊でIVFを繰り返

している症例．23才で結婚後すぐに自然妊娠し初期に人工妊娠中絶した．その後6年間の不妊のためIVFの適応と

なり，他院で6回の採卵と，4回の新鮮胚移植，5回の凍結胚移植，1回の新鮮胚盤胞移植，1回の凍結胚盤胞移植

を施行されており，新鮮胚移植で1回化学流産している．初回のIVFで受精しなかったため受精障害として以降は

ICSIを施行されている．移植胚のgradeは常に良好であった．当院に受診後は，夫婦の染色体検査，妻の自己抗体，

内分泌検査に異常無きを確認した．当院でのIVF－ETでも妊娠に至らなかったため，経過から同種免疫異常は否定

できないと考え，夫婦の同意の元に夫リンパ球を3回皮内注射後，凍結保存胚をホルモン補充療法ドに融解胚盤胞

移植し単胎妊娠に至った．妊娠5週に夫リンパ球皮内注射を1回追加後，妊娠13週まで柴苓湯と低用量アスピリン

を投与し以降順調に経過した．【結論】胚のgradeが良好な原因不明のIVF反復不成功例では，他に期待できる手

段がない場合，夫リンパ球免疫療法も施行してみる価値があると考えられた．

姻

190 除核ドナー卵子へのGV移植による老化卵子の発生能改善効果

　　　　　　　　　　（ウシモデル試験結果）

加藤レディスクリニック　0桑山　正成，水野　仁二，寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

齢

」

【目的】高齢の難治療不妊患者では，採取卵子はIVF治療により体外で受精，分割するが胚移植後の妊娠率は極め

て低く，さらに海外ではこの症例においてドナー卵子の移植により良好な妊娠出産例が報告されていることから，

この不妊原因が卵子の老化によるiir能性が指摘されている．本研究では，老齢不妊ウシをアニマルモデルとして，

除核したGV期ドナー卵子細胞質への老化卵子GVの移植が，再構築卵子の体外成熟，受精および胚発生率を改善

するか否かについて検討を行った．　【方法】老化卵子は反復不受胎黒毛和種ウシ（15～19才齢）卵巣内小卵胞から

超音波誘導のOPUにより，ドナー卵子は食肉市場卵巣（3才齢）から直接吸引採取して用いた．卵丘細胞卵子複合

体を20000xg，　IO分間の遠心分離処理後，ピペッティングにより卵丘細胞を部分裸化してGVを可視化した．老化卵

子GVのカリオプラストを，除核ドナー卵子の囲卵腔内へ挿入し，2度の0．75KV／cm，70μsの直流パルスによりサ

イトプラストと電気融合を行った．再構築卵子は10％FBS添加m199中で24時間の成熟培養後，受性能獲得誘起

処理した凍結融解精子を用いて媒精した．体外培養はIVDIO1（機能性ペプチド研）を用いて8日間行い，媒精48

時間後に胚の分割状況を，6，7および8日目に胚盤胞への発生状況を観察，判定した．一部の老化卵子は，同様に

IVM－IVFIVCを行い発生率を比較した．【成績】非処理老化GV卵子およびドナー細胞質へGV移植した卵子の

IVM－IVF後の分割率，8細胞期胚率はそれぞれ72．2、　33．3および71．8，　38．5％であった．また，非処理老化GV卵子

からは胚盤胞は得られなかったが（0／18），GV移植卵子は12．8％（5／39）が胚盤胞へ発生した．【結論】老齢不妊ウ

シ由来卵チに起った体外受精後の胚の胚盤胞への発生停止が，ドナー卵子細胞質へのGV移植により解除されるこ

とが明らかとなり，同法による老化卵子の品質改善の可能性が示唆された．

敬
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191 FISH法を用いた再凍結胚の分析

セントルカ産婦人科 ○大津　英子，公文　麻美，平井　香里

　熊迫　陽子，長木　美幸，宇津宮隆史

【目的】最近ARTの著しい技術向上により，胚盤胞の凍結も一定の成績が得られるようになってきた．さらに再凍

結融解余剰胚の再凍結まで実施されつつある．そこで胚盤胞の再凍結胚の安全性を確認するひとつとして染色体解

析を行った．【方法】緩慢凍結された2PN胚を融解後，対外培養iにてDay3まで培養し移植した際の余剰胚を胚盤

胞まで発育させた25症例を対象とした．発育した胚をvitrificationで再凍結した．再凍結融解後の染色体分析は形

態良好胚3個と形態不良胚2個及び，vitrificationl回凍結の形態良好胚3個と形態不良胚1個，また新鮮胚のうち

アレストを起こした胚7個をFISHに供した．　FISHはCEPI（VISIS社）を用いた．余剰胚の追加培養，　vitrifica－

tion，染色体分析はインフォームドコンセントのもとに実施した．【成績】2PN凍結融解後のLti存率は80％（10／15）

であった．この再凍結形態良好胚3個のうち分析できた352割球の93％（329／352）は2倍体であり，残りは1～8

倍体で観察された．不良胚2個から148割球検討した結果，2倍体は71％（105／148）でやや低く，3～4倍体が26

％（39／148）と若干高く検出された．また，ll・1凍結の良好胚は2倍体が85％（128／150），3～4倍体が10％（15／

150）その他5％（7／150）であり不良胚からは2倍体が53％（9／17），3倍体35％（6／17），残りは1倍体12％（2／

17）であった．アレストした胚のうち分析できた38割球の58％（31／53）が2倍体であり，1倍体が25％（13／53）

残りは3倍体13％（7／53），8倍体2％（1／53），5倍体2％（1／53）であった．【結論］2PN凍結後の初期胚移植後の

余剰胚であっても，胚盤胞まで4割以上発育させることは可能である．またこの胚盤胞を再凍結しても染色体の数

的異常が高頻度に生じるロif能性は少ないと思われた．

幽

脅

192 核移植産子の安全性に関する検討

加藤レディスクリニック　○水野　仁二，桑山

　　　　　　　　　　　　加藤　　修

正成，寺元　章占
疹

【目的】人において若いドナー卵子細胞質を老齢患者卵子に注入し卵子の品質や発生能力を改善できる可能性が示

唆されている（Mol　Hum　Reprod，1998；4：269－280）．核移植技術により患者とドナーの細胞質を丸ごと交換するこ

とにより患者卵子の品質を最大限に改善できるかもしれない．本研究はマウス卵子を川い核移植技術の安全性を知

るために試験を行った．【材料と方法】F1マウス（C57BL／6JxCBA）卵子を実験に用いた．雌PN（前核）あるい

は雌雄両PNは顕微操作により抜き取った．カリオプラストは速やかに予め除核しておいたドナー卵子の囲卵腔に

挿入した，そして卵子は電気融合（lkv／cm，70μsec，2回）により再構築した．融合確認後，常法に従い4日間培養

し胚盤胞への発育を観察した．一部の胚盤胞は偽妊娠雌に移植を行った．妊娠雌数，子供の数，そしてそれらの形

態学的正常性，生時体重，胎盤重量を測定した．核移植産子は6週齢にて繁殖能の確認された個体と交配し繁殖能

を確認した．【結果】PN区と両PN区の融合率は94％及び97％であった．胚盤胞への発生率はそれぞれ63％及び

60％で対照区に比べ有意に低かった（80％，P＜O．05）．移植後の妊娠率はそれぞれ60％，50％で対照区60％と差

が認められなかった．産子生産率はそれぞれ31％，36％と対照区に比べ有意に低ドした（54％，P〈0．05）．核移植

産子の生時体重，胎盤重量は全ての1）くで差が認められなかった（平均生時体重1．17±O．12g，胎盤重量O．89±O．01g）．

また全ての核移植由来産子は性成熟し，交配により妊娠し正常な子供を分娩した．【結論】今回の結果から顕微操作

と電気融合により体外及び体内での発育の低下が認められた．しかしながら，今回の核移植卵子の発生率は実験に

用い得ることが，そして核移植産子の形態学的，生殖学的正常性は本試験で用いた核移植技術が将来の人ART

のための研究に役立つ可能性を示唆するものである．

1

辱



205（399）

■

193 卵管水腫合併不妊例における水腫吸引術後胚盤胞移植の有効性

加藤レディスクリニック　○奥野　　隆，寺元　章吉，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，貝嶋　弘恒，加藤　　修

唱

（目的）超音波造影剤レボビストによる卵管水腫の診断および水腫吸引術後胚盤胞移植の有効性を検討した．（方

法）対象は’OO年12月より’Ol年3月の期間にレボビストにより卵管水腫と診断し，吸引術後に胚盤胞移植を行っ

た26例（35．7±3．1歳）である．採卵前後の時期に経膣超音波誘導下にレボビストをバルーンロック付き北里製5

Frシリコンカテーテルにて子宮内へ注入し，卵管を経て水腫内へ流入する様子を観察・位置確認した．胚盤胞に

到った時点で，既に確認済の水腫を23G針により経膣的に穿刺吸引し，同日または翌日に胚移植を行った．（結果）

26例中13例に妊娠が成立したが，内1例は子宮外妊娠，2例は流産であった．各例の胚移植歴は5．0±4．1回（1

～
14回，10回以上5例），クラミジア抗体陽性率は96％であった．吸引水腫液の性状は全て漿液性で，2例の黒褐

色を除き他は無色～淡黄色であった．回収液量は平均19、5（35～53）ml，　PH値は7．53±O．20（7．3～＆1），浸透圧は

276±11（255～306）mmol／kgであった．両側性水腫は12例（46％）であった．（考察）卵管水腫を合併した卵管

性不妊例では，体外受精胚移植の成功率が低いことは従来より指摘されている．このような例ではクラミジア陽性

例が多く，卵管機能の傷害により胚の発育環境が損なわれている可能性が高いため，当院では胚盤胞移植を行って

きたがそれでも妊娠率は改善しなかった．そこで我々は，水腫合併症例では黄体中期に予宮腔内に貯留液が観察さ

れることが頻回にあることを注目し，卵管から子宮への水腫逆流液が着床の障害になるとの仮説を立て，移植直前

の水腫吸引を実行した．その結果判明した水腫液の高いPH値は，例え少量の逆流でも胚の発育障害となる可能性

を強く示唆し，吸引術後の高い妊娠率と相まってこの仮説を指示するものと考えられた．

餌

194 IVF－ET周期における血中レプチン値の検討

自治医科大学　産科婦人科　○アユスタワティ，柴原　浩章，種市　明代

　　　　　　　　　　　　　平野　由紀，鈴木　達也，藤原　寛行

　　　　　　　　　　　　　高見澤　聡，大口　昭英，出居　貞義

　　　　　　　　　　　　　佐藤　郁夫

砂

【目的】レプチンは摂食調節以外に，生殖機能や免疫系に対しても重要な作用を有する．今回我々はIVF－ET治療周

期における血巾レプチン値を測定し，その特徴を検討した．【方法】対象はBMIが正常（18．9－24．9　kg／M2）で，　IVF－

ET後に妊娠成立した17例と不成立の12例．排卵誘発法はGnRH　agonist（long　protocol）の後，　FSH／HMGのstep

down投与を，また黄体賦活にはhCG，プロゲステロン製剤の投与を基本とした，採血は次の4点で行った．1）月

経開始後FSH投与開始前（ART－1），2）採卵前hCG投与時（ART－2），3）採卵1週後（ART－3），および4）採卵

2週後（ART－4）．血中レプチン値およびE，値はARTI－ART4で，　P　．，値はART2－ART4で，βhCG値はART4で測

定した．【結果】血中レプチン値は妊娠・非妊娠例ともART－1に比しART－2で上昇し，これをピークとしてART－

3，ART－4で減少した．妊娠例では非妊娠例に比しART－4でE，値，　P，値およびβhCG値が高値を呈したが，レプチ

ン値に差はなかった．なおレプチン値とE，，値の問に相関性を認めなかった．【結論】妊娠成立に伴い採卵2週後に

E、値が高値となりレプチン産生が促進される可能性，あるいは絨毛からのレプチン産生が既に報告されているこ

と等から，血中レプチン値がIVF－ETによる妊娠成立を早期に予測可能か検討したが，予知できなかった．

4
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195 胚の発生速度による品質評価法の検討

加藤レディスクリニック　○内山　一一男，桑山　IE成，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，寺元　章吉，加藤　　修

【目的】IVF周期における移植胚の選別は，妊娠率向上および多胎妊娠さける意味で重要であり，一般的に胚の形態

学的評価に基づいて行われている．当院においてもこれまで，現在広く用いられている形態評価基準であるVeeck

変法により胚の評価を行って来た．しかしながら，形態的良好胚の複数移植後の妊娠不成立や，また形態不良の複

数胚移植による多胎妊娠が生じる場合がある．この問題点の解決のため，胚の発生速度を加味した評価法により，

より高い精度で胚の品質判定行えるか否か検討したので報告する．【対象・方法】2001年3月より5月にDay2に1

胚移植を行った192症例を対象とした．胚の観察は媒精後28，44時間および移植直前（49～52時間）の3回行い，

それぞれ胚の発育段階および形態学的正常性を判定して記録した．移植胚の発育段階別の妊娠成立状況を比較検討

した．【結果】胚発生段階別の妊娠率は，媒精後28時間でPN：ll．9，　PN消失：22．6，　2cell：19．7％，44時問で2celt：

6．7，3cell：25．0，4cell：26．7，5cel1：5．6％．移植峙2cell：O，　3celi：13．3，　4cell：23．3，　5cell：14．8，　6cell以上16％であっ

た．すなわち4細胞期への発育速度の速い胚で移植後の高い妊娠率が得られた．また同じ形態的良好胚でも発生が

遅延したものは妊娠率が有意に低かった．【結論】以hの結果より，胚の発生速度による判定が，胚品質評価法とし

て有効であることが明らかとなった．また，この評価法を従来の形態学的評価法とともに用いる事で，さらに判定

精度が高まることが示された．

の

醒

曾

196 再凍結胚融解胚移植の有効性について

IVF大阪クリニック

関西医科大学　産科婦人科

○朴木　和美，大垣　　彩，福田　博恵

　川田　浩子，熊谷明希子，當仲　正丈

　山崎　雅友，西垣　明実，西原　卓志

　岩本　英煕，中岡　義晴，河田　　淳

　福田　愛作，森本　義晴

　神崎　秀陽

齢

【目的】余剰胚の有効利用や卵巣過剰刺激の回避を日的とした凍結融解胚移植は，ARTにおいて必要不可欠となっ

ている．しかし，凍結融解胚移植後の余剰胚は再凍結されない事が多い．凍結融解後の余剰胚の再度凍結保存が治

療上有効であるかは明らかでない．そこで我々は凍結融解後の余剰胚を再度凍結し，融解胚移植を行いその成績を

retrospectiveに検討した．　【対象と方法】IVFまたはICSIにより得られた受精卵及び分割胚を凍結融解胚移植し，

その際良好余剰胚があったため，再度凍結保存した症例はll例であった．　Day2／Day3胚の再凍結は9症例（A

群），胚盤胞の再凍結は2症例（B群）であった．Day2／Day3胚は緩慢・急速凍結法で再凍結し，胚盤胞余剰胚は

Vitrification法により再凍結を行った．【結果】再凍結胚の融解後の胚生存率はA群で69．6％（16／23個），　B群で

80．0％（4／5個）であった．胚移植率はA群で66．7％（9例中6例），B群で100％（2例巾2例）であった．胚移植

あたりの妊娠率はA群33．3％（6例中2例），B群50．0％（2例中1例）であった．　A群の妊娠例の2例中1例は流

産になったが，もう1例は双胎妊娠であった．妊娠35週で無事出産し，児には異常を認めていない．B群での妊娠

例は現在妊娠継続中である．【考察】凍結・融解胚の再凍結・融解による妊娠出産の報告例は過去に少ない．今回の

検討により，2回の凍結・融解操作を繰り返し行っても胚の妊孕性は保持されることが確認された．胚移植の機会

がさらに得られることから，余剰胚の再凍結の実施は胚の有効利用という点で有益な方法であると示唆された．

昏
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197 Zona－free　blastocyst　transferの臨床成績

h

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　　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，岩本　智子，長野亜紀子

　鍬田　恵里，竹本　佳世

　楠　比呂志

a

噸

目的：胚移植時における子宮体部内膜厚が常に薄い症例の着床率は厚い症例に比較し低値となる．このような子宮

内膜の菲薄化した症例に対し着床率の向上を図る為に，新しく胚盤胞の透明帯を酵素処理後に移植するZona－

free　blastocyst　transferを施行し，臨床上有用な結果を得たので報告する．なお，本法実施は全て患者の同意のもと

に行われた．方法：胚移植時の子宮内膜厚が7mm以下で過去の胚盤胞移植で2回以上着床に失敗した症例を対象

とした．採卵3日目では，Cleavage　mediumその後はBlastocyst　mediumを用いて体外培養を行った．採卵5日目

に桑実期胚以上に発育した症例および融解後さらに3日間sequential　media内で培養した凍結胚症例を対象とし

た．1．プロテーゼが（101U／ml）内に桑実期胚，胚盤胞を浸漬し，透明帯を完全に除去した．2．Blastocyst　medium

で4回洗浄後，約1時間同medium内で培養後移植した．3．明らかに黄体機能不全を示す症例に対してはプロゲス

テロン膣剤＋エストロゲン製剤を2～3週間投与した．結果：1．桑実期胚または胚盤胞における透明帯完全除去後の

妊娠率はそれぞれ〔桑実期胚：13D％（3／23）〕，〔胚盤胞：48．3％（15／31）〕であった．2．凍結融解胚または新鮮胚の

桑実期胚，胚盤胞における妊娠率はそれぞれ〔凍結融解胚一桑実期胚：2＆5％（2／7）〕，〔凍結融解胚一胚盤胞：7＆5

％（11／14）〕，〔新鮮胚一桑実期胚：6．2％（1／16）〕〔新鮮胚一胚盤胞：23．5％（4／17）〕であった．結論：子宮内膜の

常に薄い症例に対し，Zona－free　blastocyst　transferは，特に凍結胚症例において臨床h有用であることが判明した．

198 異個体問GV期核移植由来の再構築卵子の受精及び発生能

日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　○小林　　護，佐藤　嘉兵

今

【目的】GV期核移植の研究は，老化個体卵子の再構築や発生上のブロック機構の解明等への有効な手段として注目

されている，本実験では，同系統異個体及び異系統異個体へのGV期核移植を行った再構築卵子の，第2減数分裂

中期までの成熟能及び受精・発生能についての検討を行った．【方法】GV期の未成熟卵子はddY及びB6D2Fl

系統のマウスより採取した．採取したGV期卵子の核膜崩壊を防ぐために，100μMのIBMXを感作させた．マイク

ロマニピュレーターを用いて，GV期の核を少量の細胞質と共に分離（karyoplast）し，　GV期の核を除去した卵子

の囲卵腔内に注入した．GV期の核を含むkaryoplastと除核卵子のペアに対して2．lkV／cm，60μ　secの直流電流を

1回与えることにより電気融合を誘起させ，GV期の再構築卵子を作出した，約12－14時間，10％FBSを含むHTF

培養液中で成熟培養を行い，第2減数分裂中期まで成熟した卵子に対し，IVFを行い，それらの卵子の受精・発生

能について検討を行った．【結果】GV期の核を含むkaryoplastと除核卵子間の電気融合率に差は見られなかった．

再構築卵子のM－II期への成熟率は70％以ヒであり，controlと差がなかった．また，再構築卵子へIVFを行った結

果，受精率は低率（約50％）であったが，同系統間由来再構築卵子では8細胞期，異系統問由来再構築卵子では4

細胞期までのの発生が確認できた．以上の結果より，同系統・異系統共に異個体のGV期卵子細胞質がGV期核移

植時のレシピエントとして用いることが可能であることが示された．しかしながら，受精率が低率であることから，

今後，受精率の向Lについて検討を行っていく予定である．
■
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199 MRIを用いた精索静脈瘤の治療効果判定と予後予測因子の検討

京都府立医科大学　泌尿器科

京都府立医科大学　放射線医学

○郡　　仁哲，納谷　佳男，落合　　厚

　河内　明宏，藤戸　　章，三木　恒治

　伊藤　博敏，西村　恒彦 ‘

【目的】精索静脈瘤は男性不妊症の原因疾患の・つとして考えられている．我々は，MRIでの精索静脈瘤の描出能

および，高位結紮術前，3ヶ月後，6ヶ月後，12ヶ月の血流動態の変化を腹腔鏡所見とあわせて観察し，静脈瘤の

治療前後における変化が精液所見の変化とどのように関連しているのか比較検討を行った．【対象と方法】理学的に

精索静脈瘤と診断された男性10名，Grade　IからIIIの20病変を対象とした，撮像は1．OT超伝導MRI（Semens

社製Magnetom　Expert）およびphased　array　coilを使用し，　turboSTIR法（TR／TE／TI／＝7980ms／60ms／150ms）

にて精索を含む5mmスライス厚の冠状断像を撮像した．得られた画像より，高位結紮術後の精巣からの主な還流

路，静脈瘤の改善度，骨盤内静脈うっ血の状態を検討した．またそれらの結果と精液所見の変化との関係を比較検

討した．【結果】全20病変において，精索内の脈管は著明な高信kjに描出され，容易に同定された．またほとんど

の症例で6ヶ月後から内腸骨静脈系への還流が認められるようになった．また術前よりMRI，腹腔鏡所見で骨盤内

静脈の拡張のある群では，骨盤内静脈の拡張のない群に比較して精液所見の改善（精子濃度と運動率）が有意に低

かった．【結論】turboSTIR法は均一一な脂肪抑制を得られるだけでなく，流れの遅い脈管を高信号に描出するために，

精索静脈瘤を明瞭に描出し，非侵襲的かつ広範囲の画像的評価が可能である．turboSTIR法を用いることにより，

MRIによる精索静脈瘤の診断と治療効果判定が可能となり，また術前より骨盤内静脈の拡張のある症例では精索

静脈瘤の治療効果があまり期待できないと予測された．

4
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200 造精機能障害におけるclonidine負荷試験の有用性と

　　　　Growth　Hormone（GH）の役割

浜松医科大学　泌尿器科　O寺田　央巳，鈴木　和雄，藤出　公生

【目的】cloinidine負荷試験はGH分泌刺激試験であるが，一方では精母細胞のmeiosisで発生するlate　arrestの鑑

別診断法として従来の精巣生検に代わる低侵襲かつ簡便な方法となる可能性が本検討で示唆された．そこで，本試

験と精巣生検結果を比較するとともに反応良好例に対しclonidineを投与し精子数の増加効果も評価した．【対象】

染色体異常を除いた精液所見が10million／ml以下の乏精子症（oligozoo），および無精子症（azoo）症例251例のう

ち，精巣生検の結果がmaturation　arrest（MA）のもの70例（oligozoo：50例，　azoo：20例）と精子数20million／

ml以Lの健常成人control　20例を加えた90例を対象とした．【方法】負荷試験は血圧測定後，　TSH，LH，　FSH，　PRL，

testosterone（T），　free－T，SM－C，DHEA，IGFBP－3，　IGH測定用採血を施行．150μgを経11投与後の採血は30分毎に120

分まで行った．充分なinformed　consentを行ったヒで就寝前1錠を投与した。【結果】負荷試験に大きな副作用は

なく，負荷試験後のoligozoo　50例中35例とcontrol全例が良好な反応を示した．これらの病理報告はlate　arrest

と一致し，反応不良例のoligozoo　15例，　azoo　20例はearly　arrestであった．【考察・結語】造精機能過程における

精母細胞のmetaphase－1以降への成熟にはGHの存在が必要であることが示唆され，これらは精巣生検を行わなく

とも本負荷試験によりGH刺激の欠如した造精機能障害の鑑別がロ∫能となると推察された．さらにclonidine負荷

試験は本剤に対する治療適応を判定するための試験としても位置づけられる．

●
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201 精索静脈瘤手術前後の精液所見変化と妊娠との関係

　　　　　（全運動精子数を指標として）

209（403）

富山医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○明石　拓也，太田昌一郎，布施　秀樹
∂

e

【はじめに】精索静脈瘤手術の治療成績について術前一般精液所見と妊娠とに一一定の関係がないことを以前報告し

た．今回，不妊を主訴とする患者の精索静脈瘤手術前後において精液量，精子濃度，精子運動率から全運動精子数

（total　sperm　motility：TM）を算定し，このTM値に基づき患者を3群に層別化し各群の手術による精液所見の改

善度，およびその妊孕性との関連性について検討したので報告する，【対象と方法】不妊を主訴に当科外来を受診し

た患者で精索静脈瘤の手術を受け，術前後の精液検査，術後の妊娠の有無が確認できた36名を対象とし，TM値か

らGradeA（＞20　×　106），B（5～20　x　106），C（〈5x10りと3群に分類した．効果判定は術後TM値によりGrade

が上昇（GradeA→A，　B→A，　C→A・B）したものを有効とした．術前後のTM値の変動についても検討した．

【結果】GradeA，およびBはCに対し術後TM値の増加が有意に大きかった，術後有効率はGradeA：94％，　B：

60％，C：23％であった．36名中妊娠したものは16例（44％）であった．そのうち自然妊娠は8例であり（術前

GradeAないしB：26％，C：13％），　C群での自然妊娠例は少なかった．術後精液所見が有効と思われたものの妊娠

率および自然妊娠率はそれぞれ52％，20％であった，

つ

202 乏精子症患者におけるY染色体微小欠失の検討

輪

千葉大学　医学部　泌尿器科

　　旭中央病院　泌尿器科

高橋ウイメンズクリニック

○市川　智彦，清水　亮行，今本　　敬

　山崎多佳子，鈴木　啓悦，伊藤　晴夫

　鈴木　規之，中津　裕臣，村上　信乃

　高橋　敬一

’

i．i

t

【目的】無精子症患者において，約10－20％にY染色体におけるdeleted　in　azoospermia（DAZ）領域の微小欠失が

認められている．乏精子症患者においても，精子濃度が10万／ml未満のような，高度乏精r症を呈するものでは，

DAZ領域の微小欠失をもつ症例が報告されている．以上のことから高度乏精子症患者におけるY染色体微小欠失

の意義について検討した．【方法】不妊症を主訴として男性不妊症外来を受診した患者のうち，精子濃度が100万／

m1未満であった症例を対象とした．問診，理学的所見，内分泌検査，染色体検査，　DAZ欠失の有無の検査などを

行った．また，患者の同意が得られた症例では，末梢血よりDNAを抽出し，　DAZ以外の領域についてもY染色体

微小欠失の有無をpolymerase　chain　reacti（）n（PCR）法を用いて検索した．【結果】染色体異常を認めた症例はなかっ

たが，DAZの欠失を認めた症例が1例あった，この症例では，精巣容積は両側とも18cc，　LHやテストステロンは

正常範囲であったが，FSHは軽度一ヒ昇していた．前医においても乏精子症を指摘されていたが，初診時の精液所見

は精子濃度5万／ml，運動率0％であった．補中益気湯およびメコバラミンの内服を開始し，その後の精液検査では

精子濃度700万／m1，運動率48％まで上昇した。本人の同意を得て，精液よりDNAを抽出し，　PCR法にてDAZ

の有無を検索したところ，末梢血と同様DAZの欠失を認めた．【結論】DAZ欠失を認める症例でも精子濃度が500

万／ml以Lを示す可能性があることから，このような乏精子症患者に対して顕微授精を行う際も，DAZなどの遺伝

子検索や，挙児を得た場合の遺伝についてインフォームド・コンセントを得てから行うことが望ましいと考えた．

9
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203 未培養羊水細胞間期核FISH法の分析結果に及ぼす

　　　　　　羊水中の血球混入の影響

住金バイオサイエンス株式会社　染色体検査課　○柿本　篤志

　　　　　　　　　　　　　　田村クリニック　　田村　昭蔵

つ

6

近年，出生前診断用の簡便なFISH法キットが発売され，迅速な対応が必要とされる周産期医療現場において，未

培養羊水細胞間期核FISH法が普及し始めてきた．本法は短期間で異数性染色体異常を検出でき，培養を必要とし

ないため増殖不良が無い等の利点がある．しかし利便性が高い反面，羊水中の血液混入による影響を受け易い等の

本法特有な問題点がある．今回は，羊水中の血球混入量とその中の母体由来細胞との関連性を検討した．［材料］胎

児核型が男性と判定された羊水（80例）を対象とした．［方法］1）羊水20ml中2mlを本法用に分注し，残り18ml

（羊水G－band法用）を800rpmで遠沈後，ゲージを用いて血球混入量を測り，それを7段階（1：0．2ml，2：0．lml，

3：0．05ml，4：0．02m1，5：0．Olml，6：微量混人，7：0ml；旧視不能）に分類した．2）分注した羊水2mlに溶血処

理を施し卓上遠心機で遠沈．その沈渣をスライドガラス上に直接固定し，FISH法（AneuVysion：Vysis社，　USA）

を施行．3）蛍光顕微鏡下で100細胞以上分析．［結果］本検討の血球混人量区分別の症例数は1：6例，2：8例，3：

10例，4：13例，5：12例，6：24例，7：7例となった．また，観察細胞に占めるXシグナル2個陽性細胞の比率
を各区分別の平均値で示すと1：728％，2：50．3％，3：40．3％，4：34．6％，5：22．9％，6：52％，7：2．5％となっ

た．［考察・結語］血球混人量が多ければ母体由来細胞混入率も高くなっていた．FISH法所見上，胎児が男性の場合

はYシグナルを指標として母体由来細胞を明確に区別して結果判定できるが，胎児が女性の場合はシグナルを用

いての判別が不可能である．しかし，混入の度合いを窺い知ることは判定ヒ留意されるべきことであり，本検討結

果を参考にすればその混入率がある程度推測され，当該検出結果に対して有効な情報となる．しかしながら正確な

データを提供するためにも羊水穿刺時の血球混入を回避することが強く望まれるところである．

う

砂

204 ソノヒステログラフィーによる不妊症例に対する

　無症候性の隆起性子宮内腔病変の診断

大阪大学　産婦人科

大阪府立成人病センター

○馬渕　誠士，竹村　昌彦，下崖浩一・郎

　田原　正浩，武田　　卓，池淵　佳秀

坂田　正博，東

村田　雄一二

木村　　正

千尋，田坂　慶…

φ

不妊症の原因の一つに，粘膜Fj二宮筋腫や子宮内膜ポリープのような隆起性子宮内腔病変がある．これらのなかに

は，過多月経などの臨床症状を呈さず，原因不明不妊として分類されてきた症例が存在している。我々はこのよう

な無症候性の隆起性子宮内腔病変を診断するために，不妊症患者に対するsonohysterography（SHG）をスクリー

ニング検査として実施している．これは卵胞期初期において，経膣超音波下にプラスチックチューブを用いて子宮

内に生理食塩水を注入しながら拡張した子宮内腔を観察するものである．この検査により発見された隆起性病変に

対してはチ宮ファイバースコープ検査を行い，診断の確定を行っている．その1：で病変に対する治療として，（1）

胎盤鉗子による非直視下内膜ポリープ除去術，（2）内膜全面掻爬術，（3）レゼクトスコープを用いた直視下病巣切

除術を実施している．この治療による無症候性隆起性子宮内腔病変の除去が，妊孕性に対してどのような影響を与

えるかについての客観的評価は現在のところ困難である．しかし我々は，治療後に不妊症に対して無治療，または

それ以前の治療の継続のみで妊娠に至った症例を経験している．治療後の妊娠許IS∫は，（1）については次回の排卵

周期より，（2）および（3）の場合は一二度の月経または消退出血L周期を観察した後としている．これらの症例を報告

することで，不妊症検査の一つとしての隆起性子宮内腔病変診断の必要性を明らかにし，そのスクリーニング法と

してのSHGの有用性と必要性を報告するt

も
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205 不妊症における甲状腺検査

岩手医科大学　医学部　産婦人科　○東梅　久子，吉崎　　陽，利部　輝雄

）

o

【目的】甲状腺疾患は不妊症に影響を及ぼすことが知られている．甲状腺機能の異常および抗甲状腺抗体の陽性が不

妊症に及ぼす影響について検討した．【方法】過去4年間に挙児を希望して当科を受診し，甲状腺疾患の既往のない

356症例を対象とした．平均年齢は33±5歳，平均不妊期間は5±4年であった．不妊外来におけるroutine検査と

して不妊治療開始前にFT．，，　TSH，抗サイログロブリン抗体（TGAb），抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（TPOAb）

を測定し，不妊症との関連について検討した．【成績】1）甲状腺機能が異常であったのは20例（5．6％）であり，TSH

高値17例，TSH低値3例であった．抗甲状腺抗体が陽性であったのは157例（44％）であり，　TGAbのみ陽性45

例，TPOAbのみ陽性15例，　TGAbおよびTPOAb陽性97例であった．2）高プロラクチン血症の合併は甲状腺機

能が異常であった症例のうち7例（35％），抗甲状腺抗体のみが陽性であった症例の61例（45％）にみられた．3）

自己抗体検査を施行した79例のうち19例（24％）が抗甲状腺抗体陽性であった．自己抗体陽性であった．4）専門

医を受診した43例のうち異常所見を指摘されたのは14例（33％）であり，3例に生検を施行した，細胞診はクラ

ス3，2例，adenocarcinoma　l例であった．甲状腺機能が異常であった症例のうち再検査後に治療が必要であると診

断されたのは3例（15％）であった．4）甲状腺機能が正常で抗甲状腺抗体が陽性の症例は，甲状腺検査にて異常を

認めない症例と比較して妊娠率，流産率には有意差はなかった．【結論】甲状腺機能が正常であれば抗甲状腺抗体は

陽性であっても，必ずしも不妊症の原因となるとは限らないが自己抗体の陽性率が高いこと，高プロラクチン血症

の合併率が高いことなどから慎重な管理を要する．
噌
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206 着床前遺伝子診断のためのSpindle　ViewTMを用いた効率的な

　　　生検割球選択方法の検討（マウスモデル試験）

加藤レディスクリニック　○青山　直樹，青野　文仁，青木麻紀子

　　　　　　　　　　　　　桑山正成，寺元章吉，加藤修

ゆ

“

【目的】着床前診断において，胚割球染色体の構造的異常を検出する方法が広く試みられているが，解析率や手技の

煩雑さが問題となっている．そこで我々は，モデルにマウス（4～8細胞期）胚を用い，手技が簡略で，且つ高率に

染色体像を得られる手法を確立するため，2つの方法を比較した．【方法】（1）割球中の核膜を光顕観察し，核膜消

失1時間後に割球を摘出し，定法に従い染色体標本を作製した．（2）Spindle　ViewTMImaging　System（CRi）を用い

て胚を観察し，Spindleが観察された割球を摘出して，同様に標本を作製した．　B6C3F1マウス由来4～8細胞期

（57個）を体外培養し，1時間毎に胚を観察，核膜消失した割球を1時間後に摘出，固定した．Spindle　ViewTMで

spindleが観察できた割球は直ちに摘出して同様に固定した．胚の光顕観察時に割球が重なり，観察が困難なケース

では，厚さ約100μmガラス板で胚をマウントして扁平にすることにより観察を行った．固定後，O．025％トリプシ

ンにて氷冷下3分間処理後，2％ギムザ液で10分間染色し，karyotypingした．【成績】（1）微分干渉顕微鏡観察に

より核膜消失が認められた割球の存在した胚は全体のうち61％で，そのうちkaryotypingが可能だった胚は14

％であった．（2）Spindle　View「i　tで観察しspindleが認められた割球の存在した胚は全体の60％で，　karyotyping

が可能だった胚は，67％であった．【結論】Spindle　ViewTXiを用いてkaryotypingが可能であった割合，すなわち

実質的な診断可能率は40％で，従来の方法の8．8％と比較して有意に高く，同法の有用性が示唆された．

e
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207 不妊診療における2つの卵管疎通性検査hysterosalpingo－contrast

　sonography（HyCoSy）とsono－hysterosalpingography

　　　　　　　　　　（sono－HSG）の比較・検討

　　　　　聖マリアンナ医科大学　医学部　産婦人科　○斉藤寿一一郎，藤脇伸一一郎，堀越　裕史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷内　麻子，代田　琢彦，斎藤　　要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林　　靖，石塚　文平

●

［］的］卵管疎通性検査には通常，卵管通気検査や子宮卵管造影（HSG）が行われているが，卵管通気検査には診断

能の問題，HSGには装置，　X線被曝，ヨード過敏症の問題がある．今回，より簡便に正確に卵管疎通性を診断する

方法の確立のため，経腕超音波を用いて1超音波診断用造影剤を使用するHyCoSyと2．　sonohysterography
（SHG）の施行時にCO，．ソーダバブルを使用するson｛）－HSGの2つの方法を行い比較・検討した，［方法］HyCoSy

は8．OFr．バルーン付きカテーテルを使用し超音波診断用造影剤（Schering社レボビスト）を注入し経膣超音波で卵

管疎通性を，終r後に腹腔内（子宮・卵管周囲）への造影剤の広がりを観察した．sono－HSGは同様のカテーテルを

子宮頚管内に圃定した後，生理食塩水3～5mlを緩徐に注水しながら経膣超音波で子宮内腔・筋層を観察した後，カ

テーテルの側管からCO，，ソーダバブルを緩徐に注人し，子宮内腔で生じた気泡が卵管口から卵管を通じ腹腔内に

流出するのを，通気終了後には腹腔内の気泡の分布を観察した．［成績］卵管疎通性検査について腹腔鏡下卵管疎通

性検査を基準としたaccuracyはHyCoSy86．4％（22卵管），sono－HSG81．4％（43卵管）であり，　HSGを基準とした

accuracyはHyCoSy78。6％（42卵管），sono－HSG82．9％（105卵管）であった．［結論］2つの方法は，ともに日常使

用する器械を使いリアルタイムに簡便に正確にX線被曝も無く繰り返し左右別の卵管疎通性の評価が可能であ
り，同等の診断能を有していた．sono－HSGでは子宮内腔・筋層の観察も可能であった．両方法とも今後HSGの代

用として広く一般的に用いられるべき検査法と考える．

6

ひ

208 早発卵巣不全（POF）患者の血中に存在する抗透明帯抗体検出法の開発

　　　　　　　自治医科大学　産科婦人科

　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所

　　　　　　　　　　　　中央クリニック

公立学校共済組合近畿中央病院　産婦人科

　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科

○高見澤　聡，柴原

　長谷川昭子

　本Ill光博

　繁田　　実

　香山　浩二

浩章，佐藤　郁夫
夢

【目的】POFの病因の一・つに透明帯（ZP）に対する自己免疫の関与が示唆されてきた．これまで抗ZP抗体の検出

法として，ヒトZPと抗原性を強く交叉し，大量に入手1】∫能なブタZPが用いられてきたが，特異性に問題があった．

今回我々は微量のヒトZPを用いて患者血清中に存在する抗ZP抗体検出法の開発を試みた．【方法】摘出ブタ卵巣

より採取したブタ卵子およびIVF，　ICSIの際のヒト未受精卵を患者の同意を得て実験に供した．ともに機械的に卵

細胞を除去しZPのみとし，それぞれPBSで100μg／mlとなるように可溶化した．ニトロセルロース（NC）膜Lに

O．2μ1ずつ，×1，x3，　x　9倍希釈のdotを作成し，3％のBSA添加PBSにてブロッキングを行った．被検血清はPOF

患者5名，陰性コントロールとして同意を得た健康男性3名，陽性コントロールとしてヒト・ブタ透明帯共通抗原

であるブタ透明帯糖蛋白ZP4に対するモノクローナル抗体（5H4）を用い反応後，　PBSで洗浄し，次いでペルオキ

シダーゼ標識抗ヒトIgG抗体で反応，　PBS洗浄後，クロロナフトールおよび過酸化水素で発色させた．反応の強度

はコンピューター解析（NIH　image）により判定した．【結果】可溶化ヒトZPとPOF患者および健康男性，5H4

との反応によるNIH　image値は，　x　9倍希釈においてそれぞれ，10．1±3．1，6．6±O．9，11．4であり，ブタZPでは，13．3

±4．0，12．6±3．4，43．3であった．症例数は少ないが，ヒトZPとの反応においてPOF患者で高く，ブタZPにおいて

は陰性コントロールと差がない傾向が示唆された．【結論】本法によりPOF患者の抗ZP抗体の存在とその特異的

検出の可能性が得られた．

御

◎



213（407）
ψ

209 不育症における第12因子欠乏症の検討

東海大学　医学部　母子生育学系　産婦人科　○杉　　俊隆，岩崎　克彦，牧野　恒久

’

o

（目的）第12因子（FXII）は抗凝固，線溶系促進機能があるとともに，　kallikrein－kinin系の蛋白の一一員で妊娠維持

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．今回我々は，

当院不育症患者のFXII活性および抗原量を測定し，　FXII欠乏症の患者について抗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の活性を測定した．また，　FXII

活性低下例についてはサンドイッチEHSAを用いてその抗原量を測定した．さらに，患者血清中の抗FXII抗体の

有無を検討した．（成績）191人の不育症患者をスクリーニングしたところ，FXII活性は不育症群で93．7±35．3％，

正常群で125．7±46．3％であり，不育症群で有意に低下していた（p＜O．OOOI）．また，34人（17．8％）がFXII活性

60％未満であり，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（p　一　O．0056，オッズ比11．7）．

また，FXII活性低下症例は抗原量も低下しており（r　・＝　O．671，　p　＝＝　O．OOOI），　FXII欠乏症であることが示された．　FXII

活性低下症例34人中18人（529％）が何らかの自己抗体陽性であり，13人（38．2％）は抗リン脂質抗体陽性であっ

た．このことより，不育症におけるFXII欠乏には自己抗体が関与している事が示唆された．また，　FXII活性低下

不育症患者の中には，抗FXII抗体を持つ症例のあることがWestern　blotとsurface　plasmon　resonanceにより示

唆された．（結論）自己抗体を介したkallikrein－kinin系の破綻という新しい不育症の機序が示唆された．

噌

o

210 抗アネキシンV抗体IgGおよびIgA陽性患者の生殖維持破綻

東海大学 医学部　母子生育学系　産婦人科　0新井　　正，松林　秀彦，近藤　朱音

　　　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一一郎，鈴木　隆弘，牧野　恒久

φ

邑

【日的】アネキシンVはリン脂質結合蛋白として，陰性荷電リン脂質，特にホスファチジルセリン（PS）に結合す

る．アネキシンVはPSに凝固因子が結合することを妨害することにより抗凝固作用をもつが，アネキシンVの生

理的役割については不明である．そこで，我々は抗アネキシンV抗体が生殖維持の破綻，特に反復流産や反復体外

受精不成功に関連があるか検討した．【方法】同意を得た患者血漿を用い後方視的解析を行った．対象は238名の反

復流産患者，48名の反復体外受精不成功患者，179名の非妊婦コントロールおよび120名の妊婦コントロールであ

る．抗アネキシンV抗体はELISA法にて行った．リコンビナント・アネキシンV（興和）はプレートにコートし，

10％BSAでブロックした後，1／100希釈血漿を添加し，さらに抗ヒトIgGおよびIgAを加え，基質で発色させた．

陽性コントロールにはSLE患者から得た強陽性血漿を用いた．【成績】我々のELISA法はアネキシンVに用量依

存性，抗体依存性に反応した，さらに，抗アネキシンV抗体の特異性は，吸収試験とドットプロットで確認した．

カットオフ値を非妊婦コントロールの99パーセンタイルに設定すると，抗アネキシンV抗体IgGは反復流産患者

の5．5％および反復体外受精不成功患者の8．3％に認められ，この頻度は非妊婦コントロールの1．1％および妊婦コ

ントロールの0％に比べ有意に高かった．同様に，抗アネキシンV抗体IgAは反復流産患者の2．1％に認められた

が，この頻度は反復体外受精不成功患者の0％，非妊婦コントロールのO．6％および妊婦コントロールの0％と有意

差は認められなかった．【結論】抗アネキシンV抗体lgGが生殖維持破綻のひとつのリスクファクターである可能

性がある．

o
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211 精子不動化抗体の受精阻害機序の解明一精子膜流動性の検討

徳島大学医学部産婦人科○中川浩次，山野修司，堤ゆかり
　　　　　　　　　　　　　　森出　直子，檜尾　健二，鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博
ら

【目的】精子不動化抗体は精子の先体反応を抑制することにより受精阻害を起こすが，その機序を解明するために精

｝不動化抗体が精fの頭部の細胞膜の流動性に及ぼす影響を検討した。【方法】実験1．高力価の精子不動化指数を示

す女性患者血清から精製したIgG　2．25mg／mlを含む精子不動化抗体群またはヒトIgGを2．25mg／mlを含むHTF

中で，洗浄精子を5％CO、，　in　airで2時間培養した．0．05　nmol／mlの［3H］lysoPAFを加え，インキュベーション20

分後および60分後の［3H］】ysoPAFの膜内移行率をBSA抽出法で検討した．実験2．精壬不動化抗体を含む培養液

中で精子を2時間培i養後，引き続き抗体陽性培養液中で2時間培養する＋→＋群と精製したヒトIgGを添加した培

養液中に移して2時間培養する＋→群とに分け，膜内移行率ならびに［3H］lysoPAFの結合率（60分後）の変化を

検討した．市販のヒトIgG7．5％を添加した培養液中で4時間培養したものを対照とした．【結果】実験1精子不動

化抗体群および対照群の膜内移行率（平均値±SE）はインキュベーション60分後に9．0±13，　13．4±1．3であり，精

子不動化抗体群が有意に低値を示した（p＜O．05）．実験2．結合率は＋→一群が他の2群に比べ有意に高率であった

（P＜0．05）．60分後の膜内移行率は＋→＋群，＋→一群，対照群でそれぞれ7．4±O．9，13．4±1．5，15．5±2．4であり，＋→一

群は＋→＋群より有意に高値を示し（P＜O．05），コントロール群と同等であった．【結論】精子不動化抗体は，精子

の細胞膜の流動性を低ドさせるが，抑制は可逆性であることが判明した．

○

，

212 イムノビーズテストは抗精子抗体のスクリーニングに有用か？

徳島大学　医学部　産科婦人科

　高松市民病院　産婦人科

国立善通寺病院　産婦人科

○滝川　稚也，山本　哲史，前川　正彦

　鎌田　正1晴，青野　敏博

　黒部　　来

　森　　英俊

φ

（目的）我々は，精子不動化試験によって検出される抗体の不妊症発症機序の一つとして精子の先体反応抑制による

受精阻害作用があることを報告してきた．今回我々は，抗精子抗体のスクリーニング検査法として知られているイ

ムノビーズテスト（IBT）の有用性をみる目的で，　IBT陽性血清が受精系に及ぼす影響について検討した．（方法）

同意の得られた不妊外来受診患者および卵管因子による体外受精施行患者47例にIBTを行った．さらに同意の得

られた患者から採取した体外受精未受精卵は高濃度塩溶液に保存した．未受精卵は脱塩後，患者血清を加えて精子

と混合培養し，ヒト透明帯貫通試験（ZPT）を行った．（成績）精子不動化抗体1湯性血清と6例のIBT陽性血清

（精r・不動化抗体陰性）をそれぞれ添加してZPTを行うと，前者では透明帯に結合及び貫通した精子を認めなかっ

たが，後者では透明帯に結合した精子数が71．8±16．6／卵，貫通した精子数が5．0±2．1／卵であった．体外受精の成績

をみると47症例のうち8例がIBT陽性であったが，受精率はIBT陽性群（75．3±27．4％）でありIBT陰性群（67．4

±23．4％）との間に差を認めなかった．（結論）IBTで検出される抗体には受精阻害作用がないことが明らかとなっ

た．このことは不妊症原因となる抗精子抗体のスクリーニング法としてIBTが有用でないことを示唆している．

■
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213 POFにおける自己免疫性機序の関与とその病態

順天堂大学　医学部　産婦人科　○地主　真理，武内　裕之，木下　勝之

膚

φ

【目的】POF（premature　ovarian　failure）は40歳以前で高ゴナドトロピン性の無月経を生ずる疾患で，その病態は

heterogenousであり発症機序は未だ解明されていない．今回，当教室で診断した76例のPOF症例に対して，患者

背景やその病態について検討した．【方法】40歳未満の2度無月経症例のうち，染色体が46，XX，血中FSH≧40mIU／

mlの条件を満たす76例をPOFと診断した．全ての症例に内分泌検査，経膣超音波断層法，自己抗体の測定を行い，

POFの自己免疫性機序の関与とその病態について検討した．患者背景は，1F均年齢：30±6（歳），　BMI：20±2．1，

初経：12．7±1．7（歳），平均無月経期間：24．1±325（月）であった．【結果】自覚症状としては，無月経以外ではhot

flashが21例（27．6％）にみられた．合併症は，子宮内膜症が4例（5。2％），　SLEが5例（6．6％），強皮症が2例

（2．6％），ルポイド肝炎が1例（1．3％）であり，自己免疫疾患が8例（10．5％）に合併していた．また，経膣超音波

断層法で両側卵巣が描出されたのが32例（42．1％），片側のみ描出されたのが14例（28．4％）であった．76例中39

例（51．3％）に何らかの自己抗体が検出されたが，その内訳は抗核抗体：38例（50％），サイロイドテスト：4例

（5．2％），マイクロゾームテスト：7例（9．2％），抗胃壁抗体15例（6．6％），抗ミトコンドリア抗体：1例（1．3％）

であり，抗核抗体に次いで甲状腺性の自己抗体が高い傾向にあった．【結論】POFには自己免疫性疾患の合併や自

己抗体陽性例が多く，一部のPOFの病態には発症に何らかの自己免疫性機序が関与している可能性が示唆された．

，

214 ヒト子宮頸部腺細胞を用いたイムノグロブリン結合因子の発現および

　　　　　　　　　　　　活性化調節機構の解明

徳島大学　医学部　産科婦人科　○山本　哲史，滝川　稚也，吉川　修司

　　　　　　　　　　　　　　　前川　正彦，鎌田　正晴，青野　敏博

●

壷

【目的】Fcγリセプター活性を持つイムノグロブリン結合因子（lgBF）は，分子シャペロンであるprotein　disulfide

isomerase（PDI）などにより活性化され，女性内性器において抗精子抗体の産生を抑制すると考えられている．さ

らに我々は，ラット子宮頸部におけるIgBFおよびPDImRNAの発現が排卵期に有意に増加することを報告してき

た．本研究では，ヒト子宮頸部腺細胞を用いて，IgBFの産生および活性化に対する性ステロイドホルモンの作用を

検討した．【方法】1）無血清培地にて培養したヒト子宮頸部腺癌細胞（TCO－2）に，17β一estradiol（E、）およびpr（）－

gesterone（P）を添加し24時間培養した．2）total　RNAを抽出し，　ABI　PRISM　7700を用いて，　GAPDHを内部コ

ントロールとして定量的RT－PCR反応を行なった．同様の検討をPDIについても行なった．【成績】1）lgBFmRNA

量（lgBF／GAPDH，　mean±SD）は，　E，，添加により濃度依存性に有意な増加を示した撫添加：8．3±6．5，0．lpM：25．3

±21．5，1μM：32．6±12．7（p＜0．05），10μM：41．8±2＆3（p〈0．05）1．しかしP添加による影響は認められなかった

（無添加：＆9±3．6，0．1μM：9．0±4．1，1μM：＆2±2．8，10μM：7．9±2．8）．2）PDImRNAについても，　E、添加による有

意な増加が認められた1無添加：26．8±3．0，　O．lpM：26．5±4．1，　lpM：34．8±5．0（p＜0．02），10μM：45．8±4．1（p＜

0。02）｝．一方P添加による影響は認められなかった（無添加：20．0±2．8，　O．lpM：19．0±4．1，　1μM：24．7±3．6，10μM：

24．0±＆0）．【結論】ヒト子宮頸管における活性化IgBFの産生はE，により刺激され，排卵期に上昇して抗精子抗体

の産生を抑制している可能性が示唆された．
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215 黄体中期子宮内膜におけるNK細胞サブポピュレーションとKIRs，

　　　　NKT細胞，　yδT細胞との関連性についての検討

弘前大学　医学部　産科婦人科　○福井　淳史，藤井　俊策
食

【目的】着床周辺期に子宮内膜に存在するNK細胞サブポピュレーションとKiller　Inhibitory　Receptors（KIRs），

NKT細胞，γδT細胞との問の相関関係について検討した．【方法】2001年1月から5月までの間に当科にて子宮内

膜日付診を施行した40例を対象とし，患者の同意のもと黄体中期に子宮内膜を採取し，以下のモノクローナル抗体

（CD3，　CDI6，　CD45，　CD56，　CDI58a，　CD158b，　TCR　panγ／δ）を用いて，　f宮内膜NK細胞サブポピュレーション，

KIRs，　NKT細胞，γδT細胞をフローサイトメトリーにて測定した．【成績】1）CD16CDs6biiglc細胞はCD3CD158b＋

細胞（KIR）と有意な正の相関（R＝　O．338，　p＜O．05）を示し，　CD3＋CD56’細胞（NKT細胞）と有意な負の相関（R

＝ n505，　p＜0．001）を示した．2）CDI6℃D56〔liuL細月包は，　CD3CD158a＋細胞（R＝　－O．486，　p〈ODI）ならびにCD3CD

l58b＋細胞（R　・　－O．473，　p＜0．Ol）と有意な負の相関を示した．【結論】黄体期子宮内膜から妊娠初期脱落膜に最も豊

富であるCD16CDs6bright細胞はKIRsの発現によりその細胞傷害活性が抑制されているtl∫能性が示唆された．また，

細胞傷害性を持つCD16＋CD56din’細胞とKIRsの発現との関連性が示唆された．さらに，　NKT細胞と負の相関をし

たことからNKT細胞がeffector細胞となり，細胞傷害活性を増しているP∫能性が示唆された．

■

216 多嚢胞性卵巣（PCO）とHLA抗原系との関連性に関する研究

　　　　　　一PCR－RFLP法による遺伝子解析

新潟大学　医学部　産婦人科

竹山病院

〇三井　卓弥，高桑　好一・，菅谷　　進

　田巾　憲一一

　田村　正毅

■

多嚢胞性卵巣（以下PCO）は高アンドロゲン血症，排卵障害，それに伴う月経不順を示す異常であり，不妊症といっ

た生殖機能系の異常のみならず，耐糖能異常をはじめとした内分泌系異常の原因として注目されている．その発症

原因は不明であるが，近年遺伝的要因の関与が指摘されている．ヒト主要組織適合抗原であるHLA（Human・Leu－

kocyte　Antigen）は，ヒトの抗原系の中で最も豊富な多型性を有し，遺伝的な素因のある疾患との関連性が指摘さ

れており，PCOの症例集団において，特定のHLAの型の頻度が高いあるいは低いことが想定される．今回われわ

れは，PCO症例21例を対象としPCR－RFLP法を用いてHLA　typingを行った．同意を得たうえで採血を行い，末

梢tfn中のリンパ球よりDNAを抽出し，　HLA抗原の多型性を支配するDNA領域をPCR法により増幅した．増幅さ

れたDNAをそれぞれの遺伝r・領域に特異的な制限酵素で切断　その電気泳動パターンより遺伝子型を判定した．

その結果，PCO症例では，コントロール群と比較し，　DQBI＊0302が高頻度に認められ，その関連性が示唆された．

●

会
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217 子宮内膜症患者の腹水及び血清中におけるIL－18の検討

兵庫医科大学　産婦人科　○奥　　久人，堀　　理照，辻　　芳之

　　　　　　　　　　　　香山　浩二

噛

φ

【目的】子宮内膜症は，生殖年齢の女性の約10％に発生し，月経痛と不妊を引き起こす疾患である．子宮内膜症の

主たる病変は腹腔内であり，これまでにもIL－1β・IL－6・TNF一α・IL－10・TGF・IFN－Yなどが腹水中に増加してい

ることが報告されてきた．しかし，これらのサイトカインと子宮内膜症に随伴する臨床症状との相関性は明らかで

はない．IL－18がCOX－2を介してPGE、を強く誘導することがOKAMURAらによって発見された．そこで，前述

のサイトカインよりもPGE、の産生能が強いと報告されているIL－18と，子宮内膜症との関連ついてに検討を行っ

た．【方法】正常月経周期を有する子宮内膜症患者10名と非子宮内膜症患者5名に対して，術前にト分な説明のヒ

同意を得，開腹手術あるいは腹腔鏡手術の際に腹水を採取しELISAを用いて検討した．また，手術時に採取した患

者血清も1司様に検討した【成績】子宮内膜症患者の腹水中のIL－18の濃度は66，57－－6630pg／mlと最大で6630pg／ml

まで増加しており，非子宮内膜症患者の腹水でのIL－18レベルは血清のIL－18とほぼ同レベルであった．有意差を検

討してもp≦O．005と子宮内膜症患者腹水でのIL－18のレベルの有意な一ヒ昇を認めた．その一方で，血清中のIL－18

レベルについては有意な差は認められなかった．【結論】血清中IL－18のレベルについては子宮内膜症との関連は認

められなかった．しかし，子宮内膜症患者の腹水中ではIL－18の発現は有意に増加しており，IL－18が子宮内膜症患

者での腹腔内の癒着や月経困難症の発症に関与していることが示唆された．

218 子宮内膜／頚管組織存在下での末梢血リンパ球サブセットに対する

　　　　　　　　　　　　精漿のin　vitro作用

弘前大学　医学部　産科婦人科　○藤井　俊策，福井　淳史

）

尋

【目的】精漿が，子宮内膜あるいは子宮頚管組織存在ドで末梢血．リンパ球（PBL）サブセットに及ぼす影響について，

in　vitroで検討した．【対象と方法】分泌期中期子宮内膜／頚管組織は，子宮または卵巣の腫瘍性疾患のために摘出さ

れた組織の一・部を，インフォームドコンセントを得たうえで実験に供した．また，精漿は妊孕性を有する男性から

得られた正常精液検体をろ過して使用した．基本培養液には10％FBS加RPMI　1640を用い，　Cell　Culture　Insert

（Becton　Dickinson）のouter　wellに2mm角に細切した分泌期中期子宮内膜組織または子宮頚管組織（いずれも上

皮を含む）を入れ，精漿を0～10％濃度で添加し，inner　wellにHistopaque（Sigma）で調整したPBL浮遊液を入

れ，18時間培養した．培養前後において，PBLサブセットをフローサイトメトリーにて測定するとともに，種々の

サイトカインやケモカインについて培養一ヒ清中の濃度をELISAにて，組織中のmRNA発現をRT－PCRにより検

討した．【結果】精漿の添加により，PBL中のNK細胞のうち，　CD16CD56b「19hl細胞が増加し，　CD16＋CD56dlm細胞

が減少した．また，培養液中のGM－CSF（granulocyte－macrophage　colony－stimulating　factor）濃度は精漿の濃度依

存性に増加し，％CDI6細胞と正の相関を認めた．さらに，子宮内膜組織存在下では培養液中のRANTES（regulated

on　activation　of　normal　T　cell　expressed＆secreted）とTGF（transforming　growth　factor）一βが増加し，これらの

濃度はGM｛）SF濃度と相関し，精漿添加により促進された．子宮頚管組織存在下では培養液中のIL－6が増加し，頚

管組織中のIL－6ならびにIL－6R　mRNA発現も増強した．しかし，　PBLサブセットの変化との間に有意な関連性は

認められなかった．【結論】精漿に含まれる生理活性物質が，子宮内膜組織中の細胞からサイトカインやケモカイン

の産生を促し，子宮内膜における免疫状態を変化させる可能性が示された。

“
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219 当科におけるcontrolled　ovarian　hyperstimulationとその限界

埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○斉藤　正博，石原　　理，伊東　宗毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末永　昭彦，林　　直樹，清水　香子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出谷　順予，山田　祐士，竹田　　省 ，

　controlled　ovarian　hyperstimulation（COH）は，不妊治療プログラムヒ重要な方法論である．しかし，　COHにと

もなう多胎や卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の可能性があり，当科における91－93年症例の検討では，　hMGを用い

たCOHにより，多胎妊娠が20．2％（22／109），OHSSが27．5％（30／109）に発生した．そこで，これらの問題を最

小にするため，当科で行なった試みを述べ，その成績を検討する．当科不妊外来で1998－99の二年間に成立した妊

娠症例549例のうち，COH周期に妊娠した199例を対象とした．これら妊娠例のうち，54例はクロミフェン投与

周期，145例はhMG投与周期で，123例（61．8％）では配偶者間人［授精（AIH）が併用された．また前回の検討

から，多胎やOHSSのリスク軽減のために，多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対し腹腔鏡下卵巣表面焼灼術を積極

的に施行する，原則としてLH含量の少ないhMG製剤によるstep－up法を用いる，　hCG投与量を最小限にする，

GnRHagonistの併用を極力控えるなどの対策をとった．今回の検討で，クロミフェン周期における流産率は13．0

％，多胎およびOHSSは，それぞれ19％（双胎1例のみ）および0．0％であった．一・方，　hMG周期では流産率12．4

％，多胎およびOHSSは15．9％（23／145）および10．3％（15／145）であった．またII度以ヒのOHSSは5例（3．4

％）のみで，いずれも無排卵症例であり，人院を要した4例は，いずれもPCOSであった．前述した総合的な対策

によりOHSSの頻度は著しく低ドし，現在PCOS以外の症例においては，ほとんどOHSSのリスクなしにCOH

を行なうことが可能となった．しかし，多胎妊娠は依然として一定頻度で発生し，移植胚数を制限することにより

多胎発生を理論的に防止できるIVFと比較すると，その限界があることは否定できない．

6

220　不妊症・不育症における子宮内膜異常症例の長期予後に関する臨床的検討

新潟大学　医学部　産婦人科　○倉林　　1二，加勢　宏明，永田　裕子

　　　　　　　　　　　　　　小島　由美，松下　　宏，鈴木　美奈

　　　　　　　　　　　　　　八幡　哲郎，菅谷　　進，藤田　和之

　　　　　　　　　　　　　　高桑　好・，田中　憲一

■

【目的】不妊症・不育症における子宮内膜組織診で発見されたヂ宮内膜増殖症あるいは子宮体癌症例の長期i後，妊

孕性におよぼす影響について検討する．

【方法】当科で1989年1月から2000年12月までに，不妊症・不育症の原因検索のために子宮内膜組織診を行った
2573例を対象とした．不正出血症例や他院で内膜異常を指摘され紹介受診した症例は除いた．初回の子宮内膜組織
診は原則として黄体期中期にひと掻き診で行った．内膜異常が疑われる組織標本は，一人の婦人科病理専門医にて

再度診断された．初回採取のヂ宮内膜組織診断で子宮内膜増殖症あるいは子宮体癌を異常内膜症例として，その頻
度，治療法とその効果，生児獲得の有無などを解析した．

【成績】（1）異常内膜症例は24例（93％）あり，平均年令は32．0±4D才，未経産19例，1経産5例，反復流産5
例，多嚢胞性卵巣症候群（PC（，S）が7例あった．組織診断の内訳は，単純型子宮内膜増殖症10例，複雑型子宮内

膜増殖症7例，複雑型子宮内膜異型増殖症3例，子宮体癌4例（類内膜腺癌3例，腺扁平上皮癌1例）であった，
（2）子宮内膜増殖症20例巾，排卵誘発，黄体ホルモン療法，ダナゾール療法（2例）等を行ない，10例の内膜正常

化を確認し，1例は複雑型子宮内膜増殖症のままであった．生児獲得12例，分娩無し6例，脱落2例であった．経
過観察中に子宮体癌となった症例はなかった．（3）子宮体癌症例はすべてPCOSであり，1例はF宮全摘，残る3
例に黄体ホルモン（MPA）大量療法を行い，1例は無効で子宮全摘，1例は内膜正常化するも妊娠せず，1例は複雑
型子宮内膜異型増殖症を確認し体外受精にて妊娠分娩した．子宮摘出した2例とも再発を認めていない．
【結論】（1）不妊症・不育症女性は子宮内膜異常のハイリスク群であり，特にPCOS女性はf宮体癌の合併に十分注

意すべきである．（2）妊孕性温存の必要な子宮体癌症例に対して，黄体ホルモン大量療法は試みる価値のある治療
法である．

6

◆

8
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221 当科におけるPCOS合併不妊症に対する腹腔鏡下卵巣表面焼灼術の成績

埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○林　　直樹，伊東　宗毅，末永　昭彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤正博，山田祐一ヒ，石原理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

ψ

PCOSに対する腹腔鏡下卵巣表面焼灼術（以下本法）は，排卵周期回復の点で，その有用性が認められている．当

科では，clomipheneに抵抗性の排卵障害を有し，　HMGによる卵巣刺激（ARTを含む）にて妊娠しない，もしくは

OHSSの既往ないしリスクのある症例に対し積極的におこなってきた．今回，当科において本法を施行したPCOS

合併不妊症の予後について検討したので報告する．（対象と方法）1997年より1999年の3年間に，前述の適応で本

法を施行したPCOS合併不妊症50症例を対象とした．腹腔鏡下にモノポーラ電極により両側卵巣表面に各々20

～
40カ所の焼灼をおこなった．手術後3～6カ月の自然周期での妊娠を試みた後，clomiphene，　HMGによる卵巣刺

激，IVFへとステップアップした．他の不妊因了・をさらに合併する場合は，適宜その対策（AIII，　IVF，　ICSIなど）

を優先する方針とした．（成績）2000年末までに31例（62％）が妊娠した，妊娠成立周期は，自然周期5例，clo－

miphene周期5例，　HMG周期5例，　IVFI3例，　ICSI　3例であった．卵巣刺激周期での継続妊娠6例のうち多胎は

双胎1例のみであった．入院管理を要するOHSSの発生はなかった．また同一症例での本法施行前後のIVF／ICSI

の成績を比較すると，施行後では，採卵数は少ないが，成績が改善される傾向がみられ，OHSSのリスクを回避で

きることが判明した．（結論）PCOS合併不妊症に対する本法の有用性が示唆された．

■

222 超音波検査にて子宮内膜異常所見を有する不妊患者の

　　　　　子宮鏡所見と妊娠予後との関係

昭和大学　医学部　産婦人科　○岩崎　信爾，小田　　力，藤間　芳郎

　　　　　　　　　　　　　　根岸　桃r－，田原　隆三，岡井　　崇

●

［目的］妊娠成立において子宮内膜環境は重要であるとされ，子宮内膜異常の診断法としては超音波検査およびhys－

terofiberscope（HFS）が行われている．今回当教室不妊外来において経膣超音波検査で内膜異常所見を認めた患者

にHFSを行い，内膜異常と内腔の腫瘤所見とその治療後の妊娠率について検討した，［対象および方法］平成ll

年および12年の不妊外来通院患者478名において卵胞期の経膣超音波検査にて子宮内膜に異常所見を認めた88

例（1＆4％）に対しHFSを施行した．　HFSにて異常を認めた症例に対しResectoscope下切除術，又は子宮内膜掻

爬術を行い，その後の不妊治療における妊娠率を検討した．［結果］1）HFS診断：，polyp　35例；39．8％，　polypoid

4例；4．5％，polyposis　6例；6．8％，粘膜下筋腫9例；10．2％，ヒ記以外のEM不整ll例；12．5％），正常23例（26．1

％）．2）妊娠率（妊娠数／症例数）：HFSにおける内膜異常所見と治療後の妊娠妊娠率との関係においてはpoiyp：

lL4％（4／35），　polypoid群：0％（0／4），　polyposis群：50％（3／6），粘膜下筋腫群22．2％：（2／9），　EM不整群：9．1

％（1／ll）であり，　HSFにて内膜異常を認めた全ての患者における妊娠率は15．4％（10／65）でった．またHSF

所見が正常であった群の妊娠率は39．1％（9／23）であった．［結論］HFSにおいてr一宮内膜に異常所見を認めた群で

は器質的要素を手術的に取り除いても内膜所見が正常な群と比較し妊娠率は低く，機能的な不妊原因が存在する可

能性が示唆された。またpolypoidと内膜不整iについては治療の効果が低い傾向が認められた．
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223 機能性不妊に対する過排卵刺激療法時の妊娠成立に関与する因子の検討

9

群馬大学　医学部　周産母子センター　○安藤　一道

　　　　群馬大学　医学部　産婦人科　　上条　隆典，山田　清彦，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

【目的】機能性不妊に対し子宮腔内人工授精を併用しゴナドトロピン製剤を用いた過排卵刺激療法（COII／IUI療

法）を実施した時の妊娠成立に関’｝する因子について後方視的に検討した．【方法】1992年6月一2001年5月までに

当科不妊外来を受診し，機能性不妊の診断の下にCOH／IUI療法を実施した73症例215周期について，年齢・既往

妊娠歴の有無・過排卵刺激法・治療回数・hCG切替日の卵胞数など妊娠成立に関与すると思われる因子について

検討した．【成績】1）妊娠成立例は24例25周期で，妊娠率は対症例32．9％，対周期11．6％であり，OHSSにて入院

管理を要した周期は2周期（O．9％），多胎妊娠は双胎妊娠を1例（4．0％）認めたのみであった．2）妊娠症例の年齢

（中央値及びrange）は33歳（26－42歳）で非妊娠例と有意差を認めず，また40－44歳の対症例妊娠率は3／4（75

％）であった．一方既往妊娠歴の有無と対症例妊娠率をみると，原発不妊例36．7％，続発不妊例31．8％と有意差を

認めず，またゴナドトロピン製剤の種類および投与法別にみた対周期妊娠率もhMG製剤12．1％，　FSH製剤9．8％，

Fixed　dose法22／163（13．5％），Step－down法3／40（7．5％），Low－dose法0／13（0％）でありいずれも有意差を認め

なかった．3）治療回数と妊娠率との関連をみると5周期目までに全例妊娠し（25／194；12．9％），6周期目以降で妊

娠例を認めなかった（0／22；0％）．hCG切替ilの卵胞数と妊娠率との関連を見ると，14mm以上の卵胞数が5個以

h，あるいは18mm以一ヒの成熟卵胞数が2－3個以上の場合に有意（p＜OOI）に妊娠率が高値を示した．4）ステッ

プワイズ変数選択による判別分析の結果，成熟卵胞数と治療回数が妊娠成立に最も寄与する因子であった．【結論】

機能性不妊に対するCOH／IUI療法は40歳以上の症例に対しても有用で，妊娠成立に関与する因子として成熟卵

胞数と治療回数が最も重要であることが明らかとなった．

も

224 過去6年間の男性不妊症の臨床統計

長崎大学　医学部　泌尿器科　○江口　二朗，野俣浩・郎，金武　　洋

　広瀬クリニック　泌尿器科　　広瀬　　建
■

1995年4月から2001年3月までの過去6年間に，不妊を主訴として当科を受診した男性不妊症患者154名につい

て，臨床的な検討を行った．患者の年齢は34．2±5．3歳，不妊期間48．5±42．4ヶ月，原因疾患の内訳は，特発性造精

機能障害89例（57．8％），精索静脈瘤26例（16．9％），染色体異常12例，低ゴナドトロピン性性腺機能低ド症3

例，逆行性射精2例，慢性腎不全2例，両側停留精巣1例，性機能障害1例であった．精路通過障害は20例（13、0

％）で，そのうち精巣止体レベルでの閉塞5例，両側精管欠損症5例，両側精管結紮術後3例，その他の精管レベ

ルでの閉塞4例，精管末端部での閉塞3例であった．また，精液検査において精f濃度が2000万／ml以一kかつ運動

率が50％以上を示したものは23例，無精子症は61例（39．6％）であった．精索静脈瘤の10例には，顕微鏡ド低

位結紮術を行っている．精路通過障害には，2例に顕微鏡下精巣上体精管吻合術，2例に顕微鏡ド精管精管吻合術，

2例に経尿道的精丘切除術，12例にICSI目的で精巣および精巣上体内精子回収術が行われている．また，　ART

の成績向上に伴い，かつてはほとんど妊孕性がないと思われた無精子症かつmaturation　arrestの11症例にも同様

の精了回収が行われている．

ψ

●
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225 日本人若年男性の生殖機能調査　精液所見の季節変動について一

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○野澤資亜利，岩本

　　　　　　　　　　　　　　　　星野　孝夫，馬場

　　　　　　　　　　　　　　　　　山川　克典，西田

晃明，矢島

克幸，松ド

智保，吉池

通孝

知彦

美紀

φ

【目的】近年，内分泌撹乱物質との関連で男性生殖機能の低下が懸念されているが，その検証のために1996年より

ヨーロッパ諸国を中心とした国際共同研究「正常男性の生殖機能調査」が進められている．その一環として我々は

日本人若年男性の生殖機能調査を行い，さらに対象者の一一一部については，精液所見の個人内変動，季節変動等を検

討する日的で，精液検査とlftl液検査を年4回行う調査を平行して実施した．今回は精液所見の季節変動に関する解

析結果を報告する．

【対象および方法】川崎市の大学に通う18－24歳の男r一学生を対象とした生殖機能調査（期間：1999年5月一2000

年5月，調査項目：生活朔慣等の質問票，診察，精液検査，内分泌ホルモン測定のための採血を各1回）の参加者

より再募集した男性に対して，精液検査と採血を3回追加し，合わせて1年間に4回（各季節1回ずつ）実施した．

なお本調査は実施機関の倫理委員会の承認ならびに調査参加者の文書による同意の下に行われた．

【結果】調査参加者335名中ll2名（33．4％）が同意し，最終的に72名（21．5％）が4回の検査を終えた．平均年齢

は20±1．4歳，平均精巣容量は左が22．7±4．4ml，右が222±4．8mlであった．4回の測定結果を季節毎に集計して求

めた平均精子濃度は，春（3，4，　5月）が87．3　×　IO‘／ml，夏（6，　7，　8月）が71．1×106／ml，秋（9，10，11月）が64．9

×　IO‘’／mL冬（12，1，2月）が56．7　×　IOG／mlで，春の値が他のどの季節の値に対しても有意に高かった．また精子濃

度の最高値を記録した回がどの季節であったかを調べると，72例の内訳は，春が33例（45．8％），夏が12例（16．7

％），秋が15例（20．8％），冬が12例（16．7％）となり，春に最高となる割合が有意に高かった．

【結論】川崎市の男子大学生を対象とした生殖機能調査で1年に4回精液検査を行った結果，精子濃度が春に高くな

る傾向が認められた，本研究は厚生労働省厚生科学研究生活安全総合研究事業として行われた．

御

226 当科における機能性不妊についての検討

横浜市立大学　医学部附属市民総合医療センター　婦人科

横浜市tL大学　医学部附属病院

○神田　義明，石川

　村瀬真理r－，榊原

　平原　史樹

雅彦，石山　朋美

秀也，池田万里郎

9

当科の不妊外来では機能性不妊症例に一定期間タイミング指導や排卵誘発を行い，妊娠に至らなかった症例に対

し，積極的に腹腔鏡を行っている．しかし，腹腔鏡を施行しても妊娠に至らなかった症例に対しての治療方法は一

定の見解を得ていない．そこで今回我々は腹腔鏡後の機能性不妊について検討した．当科で腹腔鏡，大量通水を施

行し，6ヶ月以上不妊治療を行った機能性不妊患者を対象に検討を行った．腹腔鏡施行までの不妊期間，治療期間

と関係なく腹腔鏡，大量通水により約60％の妊娠率が認められた．また，外来にて機能性不妊と診断された症例の

うち腹腔鏡，大量通水により子宮内膜症が約50％，卵管性が約5％を占め，外来では診断し得なかった不妊原因が

60％以上に認められたため，診断において有用であると思われた．また腹腔内洗浄，大量通水により腹腔内，卵管

内環境が改善されたため，腹腔内に妊娠を阻害する物質や潜在性卵管因子があるのではないかと思われた．今後腹

腔内環境や潜在性卵管因子についてさらなる研究が必要と思われた．腹腔鏡後待機にて妊娠が成立した症例は全例

9ヶ月以内であった．そのため腹腔鏡後の待機期間は6～9ヶ月以内が妥当であると思われた．IVF施行時年齢が37

才以上では良好胚率が6％と著しく劣っており，加齢による卵子の質の悪化が示唆された．機能性不妊には卵子の

質の異常，精子の透明帯貫通異常や原因不明の受精障害等，IVFを施行して初めて明らかになるものも存在するの

で積極的に行うべきものと考えられた．今回の検討結果より腹腔鏡を施行する時期は不妊期間や治療期間とは関係

なく，36才までに腹腔鏡を行い，37才以上の不妊患者は腹腔鏡は施行せず，IVFを勧める方が良いと思われた．
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227 不妊症における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の有用性に関する検討

　　　　　　　山田赤十字病院　○竹内　茂人

鈴鹿回生総合病院不妊センター　　磯部　哲也，田窪伸一郎

三重大学　医学部　産科婦人科　　野田　直美，箕浦　博之，豊田　長康

目的］子宮筋腫は，生殖年齢の後半期に多く発生する疾患である．しかし，近年晩婚化の傾向にあり，挙児を希望

する年齢も高くなり，妊孕性を温存し子宮筋腫のみを核出する必要性が増している．以前は開腹下で子宮筋腫核出

術を行っていたが，最近低侵襲で早期に社会復帰が可能な腹腔鏡下子宮筋腫核出術が行われるようになってきた．

我々は子宮筋腫のみられる不妊症症例に腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行してきたので，その治療成績について報告

する。［方法］対象症例は，子宮筋腫がみられ，何らかの治療を受けても妊娠しない，または明らかに子宮内腔の拡

張をきたしている13症例（年齢：33．2±3，0）である．腹腔鏡ド手術は，腹腔鏡下に筋腫の切開，核出を行い，腹腔

外から筋腫核出，止血および縫合を行う腹腔鏡補助F子宮筋腫核出術（LAM）を行った．子宮筋腫の大きさ，位置，

重量，および出血量，手術時間，妊娠率について検討した。［成績］（1）個数：2．6±O、8，（2）位置：前壁；0．8±02，後

壁；0、8±0．4，底部；0、9±0．3，漿膜下；O．8±O．3，筋層内；1．8±0。5，（3）大きさ（cm）：47±0．5，（4）重量（g）：139．0±35．7，

（5）手術時間（min）：203．6±17．Z（6）出血量（g）：381．5±89．3，（7）自然妊娠率：75．0％（5／12），（8）累積妊娠率

（12ヶ月）：75．0％（9／12），（9）継続妊娠率（％）：66．7（8／12）．［結果］腹腔鏡下子宮筋腫核出術は，従来からの腹

式子宮筋腫核出術と同様の妊娠率が得られ，特に合併症もなく，安全に施行でき，有用な治療方法であると思われ

た．

●

■

228 電子内視鏡技術を応用した子宮鏡の使用経験

鹿児島大学　医学部　産婦人科　○中江　光博，沖　　利通，桑波田理樹

　　　　　　　　　　　　　　　宇都　博文，大石　友美，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　堂地　　勉，永田　行博

噺

［目的］従来より当科では，子宮体癌の診断および頸部浸潤有無・不妊症例・子宮内膜ポリープなどの診断，子宮内

手術に子宮鏡を用いてきた．消化器内視鏡では一般化している電子内視鏡でその画像はファイバースコープに比較

して非常に優れていると言われる．今回，r宮鏡へ電子内視鏡技術を応用した子宮鏡を使用し，若干の知見を得た

ので報告する．［対象］対象は過去1年間に当科で子宮鏡を行った200例と電子内視鏡を行った10例である．［結

果］ヒステロファイバースコープ（観察用3mm，処置用5mm）と電子内視鏡（処置用5mm）はともに，子宮内腔

に突出する病変の把握には非常に有用であるが，構造上ファイバースコープでは画像がモザイク状になり，子宮内

膜の色調特に血管像や内膜表面の腺口構造がわかりにくいが，電子内視鏡では子宮内腔表面の所見が硬性鏡に匹敵

する良好な画像を得られ，頚管拡張の必要率・痛みの程度は処置用のヒステロファイバースコープと同等である．

［結論］電子内視鏡構造を持つ処置用∫宮鏡は，先端のflexibilityの高さの点で患者への痛みが少なく，従来のファ

イバースコープ画像を凌駕する点で優れている．

，
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229 当院における卵管鏡下卵管形成術の治療成績

庵

山形大学　医学部　産婦人科　○高橋　俊文，堤　　誠司，戸屋真由美

　　　　　　　　　　　　　　こ浦　明香，森　亜紀子，吉田　雅人

　　　　　　　　　　　　　　齋藤　英和，倉智　博久

‘

堵

【目的】近年卵管性不妊に対し，卵管鏡下卵管形成術が行われ良好な成績が報告されている．今回当科における卵管

鏡下卵管形成術の治療成績について検討したので報告する，【対象・方法】平成9年2月から平成13年4月に，片

側および両側卵管閉塞の診断にて卵管鏡下卵管形成術を施行した31症例（55卵管）を対象とした．患者背景は，

平均年齢32．8（24－41）歳，平均不妊期間4．5（1－11）年，原発性不妊26例（81％），続発性不妊6例（19％）であっ

た．卵管鏡下卵管形成は，卵管鏡下卵管形成システム（ファロプロストFTカテーテルシステム，テルモ）を使用

し，全例に腹腔鏡を併用し，インジゴカルミン通過試験を行い通過性の認められない卵管に対し実施した．【成績】

卵管閉塞部位は，両側問質部が21例（42卵管），片側問質部・対側峡部が1例（2卵管），片側問質部・対側卵管采

部3例（6卵管），片側問質部が7例（7卵管）であった．手術で卵管疎通性が認められたのは39卵管（71％），卵

管疎通性の認められなかったのは10卵管（18％）であった．卵管穿孔・破裂は7卵管（13％）に認めた．術後卵管

造影にて卵管の疎通性が確認されたのは21卵管中15卵管（71％），再閉塞したのは21卵管中6卵管（29％）であっ

た．妊娠成立は8例（26％）に認められ，うち7例が術後の待機療法中に妊娠した．妊娠成立までの期間は卵管形

成術後1カ月から11カ月に分布し，術後6カ月以内に6例が妊娠した．妊娠成立した8例中7例がAmerican　Fer－

tility　Societyの卵管癒着スコアが4点以下で，5点以上で妊娠したのは1例のみであった．体外受精胚移植に移行し

たのは9例（29％）であった．【結語】卵管鏡下卵管形成術は低侵襲であり，術後早期の妊娠成立が期待でき，卵管

性不妊特に卵管問質部閉塞の治療法として，有用であると考えられた．

230 当科における不妊症患者に対するTCR施行例の検討

創

田附興風会北野病院　産婦人科　○高畠　桂子，竹田　英香，曽根　　知

　　　　　　　　　　　　　　　小島　謙二，矢野　樹理

◇

＜目的＞Transcervical　Resection（TCR）は粘膜下筋腫，子宮内膜ポリープや子宮奇形に対して有効な治療法であ

り侵襲も比較的少ないことより近年普及してきている．当科でのTCR導入以来の不妊症例に対する成績よりTCR

の妊娠成立に対する有用性を検討した．〈対象〉平成9年4月より平成12年12月までに当科にてTCRを施行し

た77症例のうち不妊症患者は29例であった．このなかで術後6カ月以止経過観察することができた18例を対象

とした．〈結果〉対象症例18例中13例に妊娠が成立したが，このうち4例が流産し1例が卵管妊娠であった．順

調に経過した8例のうち3例が経膣分娩し1例は子宮筋腫核出術の既往があったため帝王切開した．2例は妊娠継

続中であり，2例は他院で分娩した。妊娠までの期間は術後4カ月より22カ月で平均＆46カ月であった．妊娠例の

平均年齢は32．8才，不成功例の平均年齢は35．8才で妊娠例のほうが若い傾向にあった．妊娠例は子宮内膜ポリープ

8例，子宮筋腫3例，両者合併1例，子宮内膜過形成1例であった．不成功例では子宮内膜ポリープ2例，子宮筋

腫2例，子宮内膜過形成1例で両者に大きな差はなかった．合併症として1例に子宮穿孔がおこった．〈結論〉子

宮内病変を認める不妊症例にTCRを行うことで72％が妊娠に至った．妊娠例は術後1年以内に妊娠に至る場合が

多く，TCRにより子宮内環境が改善されたと考えられた．

鳶



224（418）
4

231 腹腔鏡下了宮筋腫核出術の妊娠成立に対する成績

矢野産婦人科　○矢野　浩史，矢野知恵子，古谷　公一

【目的】2000年4月から2001年5月までに腹腔鏡ド子宮筋腫核出術を施行した挙児希望患者ll例について検討し

た．【方法】全症例に対してGnRH　analogにより筋腫の縮小を行った．全身麻酔下に軽い砕石位で気腹して，手術

を開始した．スコープ用の5mmトラカールを膀下部に，左右の下腹部にそれぞれ5mmと10mmの鉗子用トラ

カールを穿入した．3例については下腹部中央に5mmトラカールを追加した．ピトレシンを局注し，筋腫核をミ

オー・・一ムボ・・一・・ラーで牽引し，バイポーラー鉗子（STORZ）にて剥離，切開を繰り返して核出した．筋層縫合にはバイ

クリルを，癒着防止にはインターシードを使用した．摘出筋腫核は電動式モーセレーター（エチコンエンドサージェ

リー）により回収した．【結果1腹腔鏡補助ド子宮筋腫核出術（LAM）は3例に，全腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）

は8例に対して行った．LAMの際にはつりあげ法を併用した．モーセレーターの導入後は全てLMで施行した．

患者平均年齢は34．0±3．2歳，3例に対してFTカテーテル，チョコレート嚢腫核出などの手術を併用した．直径2

cm以Lの筋腫は合計14個あり，その平均径は36．9±14．3mm（20～86mm）であった．手術時間は’F均280．3±74．0

分（185～410分），摘出筋腫は合計25個（1～10個）であった．術後退院日数は平均4．1±0．7日（3～5日）であっ

た．術後5ヶ月以上経過した6例の内3例が自然妊娠した（妊娠率50％）．妊娠経過は順調である．【考察】経験症

例の増加により手術時間の短縮ならびにトラカールの本数を減らすことが可能となった．また，モーセレーターの

導人により全症例LMが可能となった．腹腔鏡下筋腫核出術は術後自然妊娠率も高く，有用であると思われた．

ψ
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232 反復卵管妊娠に対して腹腔鏡下保存手術を選択する意義はあるか？

東海大学　医学部　産婦人科　○鈴木　隆弘，和泉俊一郎，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　井面　昭文，村野　孝代，貴家　　剛

　　　　　　　　　　　　　　渥美　治世，牧野　恒久

厭

【目的】当科では子宮外妊娠（卵管妊娠）に対して，とくに挙児希望患者においては原則として保存治療を選択して

いる．保存治療の中でも腹腔鏡下乎術は様々な議論の最中であるもののその適応範囲は広く，多数の症例に選択さ

れている．しかしながら反復して卵管妊娠が発生した症例に対し保存手術を選択するかどうかは，IVF－ETという

手段が存在するため否とする意見も多いようである．そこで当科において反復卵管妊娠に対して腹腔鏡下保存手術

を施行した患者の予後としての術後再妊娠について検討した．【方法】1992年12月から2000年12月まで卵管妊娠

に対して腹腔鏡ド保存手術を施行した症例のうち，卵管妊娠の既往がある，つまり反復卵管妊娠に対して保存手術

を施行した16症例（Group　A）の術後再妊娠を，初回卵管妊娠に対して保存手術を施行した34症例（Group　B）の

術後再妊娠と比較した．【成績】IVF－ETにより再妊娠した症例は除外し，　Lost　foliow　up例は再妊娠なしとして検

討に含めた．Group　A，　Group　Bにおいてそれぞれ再妊娠率は50．0％vs　55．9％，術後初回の再妊娠において，対患

者再外妊率は12．5％vs・23．5％，再妊娠あたりの外妊率は25．0％vs　42．1％であった．【結論】反復卵管妊娠に対して腹

腔鏡下保存手術を選択しても，その後の外妊率は高くならず，再妊娠の状況は良好であり，その意義が確認された．

〆
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233不妊症例に対する外来経膣腹腔鏡（transvaginal　hydrolaparoscopy）の有用性

順天堂大学　医学部　産婦人科 ○桜井　明弘，佐藤　雄一，中野　義宏

　武内　裕之，木下　勝之
箏

や

【緒言】当教室では，外来における経膣腹腔鏡（THL：transvaginal　hydrolaparoscopy）を積極的に施行している，

THLは局所麻酔のみで卵管・卵巣および子宮内腔を観察できる．不妊症例に対する外来でのTHLの有用性を検討

した．【方法】2001年5月までの1年間に不妊症を主訴とした20例（33．6±4．5歳）に外来でTHLを施行した．　THL

の施行条件は，子宮が前傾前屈，可動性良好，手術既往がないことである．THLの適応はHSGでの卵管閉塞例

（6例）と，機能性不妊症（13例），腹腔鏡下卵管形成術後（1例）である．THLのセットは3mmの硬性鏡と4．2

mmの外筒，専用のベレース針とダイレーター（オリンパス社製）で構成されている．膣内洗浄後，卵管色素通水

検査のため子宮腔内にヒスキャスTM（住友ベークライト社）を留置した。後膣円蓋に2％1idocaine　5mlを局注して，

（ベレース針をダグラス窩へ刺入し，さらに外筒を腹腔内に挿入した．ベレース針とダイレーターを抜き）スコープ

を挿入し，生理食塩水を注入しながら腹腔内の観察と卵管色素通水を行った．THL終了後，ダグラス窩から抜去し

た外筒付きのスコープで子宮内腔を観察し検査を終了した．【成績】THLと子宮内観察の施行時間はそれぞれ9．5

±3．9，2．4±08分であった．THLによる疹痛はVAS（visual　analogue　scale）で5．2±2。1点で，ほとんどの症例で，

HSGでの疹痛より低かった．軽度の下腹痛を訴えたのが2例あり，直腸穿孔などの重篤な合併症はなかった．子宮

附属器は20例で38卵巣，19例で37卵管が観察でき，子宮内膜症は2例に色素病変のみ認められた．HSGで卵管

閉塞が疑われた6例全例で両側卵管の疎通性が確認し得た．【結論】THLは直視下に骨盤内の卵巣，卵管，腹膜病

変が観察でき，HSGでの卵管閉塞所見を否定できるなどの多くの情報が得られた．さらに外来で局所麻酔ドに施行

が可能なため，HSGに代わる不妊スクリーニング検査に用いられる可能性が示唆された．

234 多嚢胞性卵巣症候群に対するHolmium　Yag　laserによる

　　　　　　　ovarian　drillingの治療成績

慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

済生会神奈川県病院

0浅出

　末岡

　吉村

　岸

弘法，清水　亜紀．丸山　哲夫

　浩，久慈　直昭，小澤　伸晃

泰典

郁子，秋葉　靖雄，中野眞佐男

勢

e

【背景および目的】多嚢胞性卵巣は，排卵障害を主訴とする不妊症で受診される頻度の高い疾患である．診断および

治療法には未だに議論があるが，排卵障害の治療には，内科的治療すなわちクロミフェンあるいはhMG製剤を用

いる方法と，外科的治療すなわち腹腔鏡下の卵巣表面蒸散術（ovarian　drilling）の2つの方法がある．今回我々は，

Holmium　Yag　laserを使用したovarian　drillingを施行し，良好な排卵率および妊娠率を得たのでここに報告する．

【対象および方法】対象は，済生会神奈川県病院産婦人科および慶慮義塾大学医学部産婦人科不妊外来を受診した排

卵障害を主訴とする不妊症患者のうち，ovarian　drillingを1997年5月から2001年3月にかけて施行した12症例

である．不妊症のスクリーニングにおいて排卵障害以外の原因が見あたらない症例を対象とした．また，多嚢胞性

卵巣症候群の診断は，日本産婦人科学会の基準によった．また，今回対象として症例は，クロミフェンを使用して

も排卵が不確実であり，かつ，hMG製剤による排卵誘発を行うことにより卵巣過剰刺激症候群となった症例であ

る．治療法は気腹による腹腔鏡下手術でHolmium　laserを用いて両側卵巣表面に小孔を約30～60カ所開けるよう

にして行った．【結果】2症例を除き自然排卵周期へ回復した．排卵周期への回復が無かった症例の1例は2周期は

排卵したもののその後無排卵になり，現在はhMG・hCGを行っている症例であり，また，もう1例は全く治療に反

応しなかった症例である．累積妊娠率は3ヶ月で25％，12ヶ月で75％でいずれの妊娠も単胎であった．妊娠症例

の1例の妊娠は体外受精によるもので，もう1例は排卵誘発剤使用による妊娠であるが，そのほかの症例は排卵誘

発剤を使用しない周期における妊娠であった．【考察】Holmium　Iaserを用いた卵巣焼灼術は多嚢胞性卵巣症候群の

治療に有効な治療方法の一つであると考えられた．

轄
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235 卵巣腫瘍を合併したRokitansky－KUster－Hauser症候群の1例

熊本大学　医学部　産科婦人科　○小野田　親，田中　信幸，鄭　　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　新田　　愼，岡村　　均
辱

先天性膣欠損の代表疾患で，MUIIer管の分化異常と考えられるRokitansky－KUster－Hauser（R－K－H）症候群では，

通常，組織発生を異にする卵巣には異常は認められない．今回我々は，卵巣腫瘍を合併したR－K－H症候群に対し，

腹腔鏡下に卵巣嚢腫核出術ならびに造膣術を施行した症例を経験したので報告する．症例は22歳，0回経妊0回経

産の独身女性で，無月経を主訴に平成10年12月に近医産婦人科を受診し，R－K－H症候群と診断された．腹痛など

の症状がないためにしばらく放置していたが，平成12年9月に造膣術を希望して再診，当科を紹介された．精査の

結果，左卵巣嚢腫（皮様嚢腫）合併R－K－H症候群と診断，一卜分なinformed　consentの後，平成13年2月に手術を

施行した．まず，腹腔鏡下に腫瘍の破綻なく皮様嚢腫の核出術を行い，次いで，骨盤腹膜を利用したDavydov法に

準じて腹腔鏡補助下に経膣的に新生膣腔を作成，円蓋部に相当する部分は腹腔鏡下に縫合した．R・K－H症候群の合

併症としては泌尿器系や骨の異常が時に認められるが，卵巣腫瘍の合併は少ない．我々が渉猟し得た限りでは6

例の報告がみられるのみで，その組織型は未熟奇形種，穎粒膜細胞腫，ブレンナー腫瘍などであった．頻度は稀な

がら，これら合併症の存在にも十分な注意を払う必要があろう．膣欠損症に対する造膣術には種々の方法が考案さ

れているが，近年，腹腔鏡下手術の急速な発展・普及に伴い，骨盤腹膜を利用したDavydov法への応用が注目され

ている．腹腔鏡補助Davydov法は侵襲性，安全性ならびに美容の面からも，その対象の多くが10代，20代である

だけに，有用性が高いと考えられる．

236 クラミジア感染治療後不妊症例における腹腔鏡下卵管鏡所見の検討

国際医療福祉大学　臨床医学センター，山王病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○小林　善宗，本田　育予，倉沢　滋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　輝明，島田　　薫，井上　正人

【目的】クラミジア感染後の不妊症における卵管卵巣周囲の癒着は，腹腔鏡下卵管形成術治療が有効であるが，卵管

内病変が進行していれば卵管形成術の治療効果は期待できない．クラミジア治療既往のある不妊症患者の腹腔鏡診

断治療時に同時に腹腔鏡ド卵管鏡検査を行い卵管内病変を検討した．【方法】H8．7～H13．3に針状腹腔鏡（直径3．O

mm，Olympus）による診断治療時に，経卵管采卵管鏡（直径2．9mm，Stroz）検査を行った．クラミジア感染治療の

既往のある不妊症211名，392卵管を対象に，明らかな卵管内異常所見として卵管粘膜癒着（mucosal　adhesions）

または全周の1／3以上の卵管粘膜剥離欠損（loss　of　mucosal　folds）の発生頻度を検討した．対象の平均年齢は34．4

歳（22～46歳），平均不妊期間は6．4年（1～17年）であった。【結果・結論】全392卵管では68卵管（17．3％）に

卵管内異常所見がみられた．卵管内異常発生率をみると，卵管卵巣周囲癒着のない卵管の5．4％（10／186）に対して，

癒着のある卵管で2＆2％（58／206）と有意に高かった．癒着のある卵管での卵管内異常発生率は，卵管采に癒着の

ない癒着卵管での94％（11／117）に対して，卵管采に癒着のある場合52．8％（47／89）と有意に高かった．卵管采

癒着の程度で卵管内異常発生率を比較すると，軽度癒着32．O％（8／25），高度癒着（一部卵管疎通有り）45．8％（11／

24），完全閉塞（卵管留症）70．0％（28／40）で卵管采癒着が高度なほど高率になった．クラミジア感染治療後の不妊

症の診断治療にあたり，卵管采の癒着があれば卵管内腔の観察は必要不可欠といえる．

φ
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237 FTカテーテルによる卵管形成術後の再癒着症例についての検討

近畿大学医学部産科婦人科○向林　学，辻 勲，星合　　昊

軍 当院では卵管閉塞症の治療法の一つとして，FTカテーテルによる卵管鏡下卵管形成術を行っている．現在まで48

症例に施行した結果では，37例（77．1％）で通過性改善（手術直後）を認め，術後6カ月以上経過した30症例の中

で妊娠例は10例（33．3％）であり，術後に施行した子宮卵管造影（HSG）で15例中4例に再閉塞を認めた．　HSG

により再閉塞を認めた症例についてFTカテーテルによる治療部位や卵管内腔所見，クラミジア感染の有無につい

て検討を行った．治療部位別では間質部閉塞が3例，峡部閉塞が1例であり，各症例の卵管内腔所見からは再閉塞

例と非再閉塞例との差は認められなかった．クラミジア感染については再癒着例では4例中2例，非再癒着例では

18例中3例にクラミジア感染を認め，FTカテーテル後の再癒着とクラミジア感染との関連が推察された．

や
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238　運動精子と精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）との関連性に

　　　　　　　　　　　対する検討（第3報）：男子不妊症患者における

　　　　　　　　　精液中活性酸素の妊孕性に対する影響と妊娠予後調査

横浜市立大学　医学部　泌尿器科

横浜赤十字病院　泌尿器科

　　　　　広川クリニック

○湯村　　寧，斎藤　和男，小川　毅彦

　佐藤　和彦，菅野ひとみ，鈴木康太郎

　穂坂　正彦

　岩崎　　晧

　広川　　信

ゆ
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【はじめに】男子不妊症患者の30％に精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species以ドROS）が検出され，精子運動
性や受精能との関連が報告されているが臨床上妊孕性とはどの程度関連があるのかは未だ不明である．そこで今回
はROS陽性の患者と陰性の患者の妊娠率に差があるかを調査検討した．【対象及び方法】1994年6月より2000年6
月までに当院男子不妊外来を受診した無精子症を除く精液検査の際に同意を得た86名の患者を対象とし精液量，
精子濃度，運動率をCeli　Soft　3000またはC－MEN　Versionl．02にて測定し，　ROS　Ievelは精液O．5mlにlumino14．2

pmol／mlを40pl添加しその化学発光をluminometer1251で測定した．さらに患者が妊娠にいたったかを電話によ
るアンケートで調査した．【結果】86名の患者のうち1年以上の外来観察により妊娠の成立・不成立が診断し得た
35例とアンケートに返答のあった29例を加えた64人の患者のうち，精液中にROS陽性の患者は17人，陰性の患
者は47人であった．患者平均年齢，妻の平均年齢は陽性群でそれぞれ34．3歳と31．9歳，陰性群で32．5歳と31．5
歳と年齢に大きな差はなかった．妊娠した患者は陽性例で4人（23．5％），陰性例で21人（44．7％）と陰性群の妊娠
率が高かったが有意差はみられなかった．また両群で妊娠した患者の妊娠に至るまでの期間は陽性群で39．5±9．2
ヶ月，陰性群で17．9±12．5ヶ月（mean±SD）と陽性群は妊娠に至るまでに陰性群の2倍以上の期間を要していた．

【結論】ROSは精子運動性や受精機能に影響を及ぼすことは知られているが実際臨床でROSと妊孕性について調
べた報告はまだ少ない．今回の調査ではROS陽性の患者は陰性の患者に比べて妊娠率も低く，妊娠までに長期間を

要した．以上よりROSは男子不妊症の要因となっている可能性が示唆された．
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239 体外受精におけるヒト胚発生と精子核クロマチン構造の関係

福島県立医科大学　医学部　産科婦人科　○片寄　治男，呉竹　昭治，菅沼　良太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳田　　薫，佐藤　　章

【目的】今回我々は，胚盤胞形成能に関わる精子側の因子を調査する目的にsperm　cllromatin　structure　assay

（SCSA）を用いて同意を得て回収した精子核の質的検討をし，胚発生能との関連を検討した．【方法】2000年7月か

ら2001年1月の問に胚盤胞培養iを実施した44周期（251VF周期，191CSI周期）を対象とした．1．acridine　orange

（AO）test：液化精液に10％SSS添加mHTFを充分量加え混和遠心（300Xg，　5min）して精漿を除きlmLの精子浮

遊液を作成した．スライドグラスヒにスメアを引き，風乾後速やかに酸処理を施した、以後の操作，判定は既報と

同様に行った．2．flow　cytometry：対象の内15周期（81VF周期，71CSI周期）に行った．精子浮遊液500μ1をsam－

pling　tubeに容れ一30℃で測定まで凍結保存した．室温解凍後，　low　pH　detergent（O．1％TritonX－100，0．15M　NaCl，

O．08N　HCI，　pH　1．4，30　sec）続いて6mg／L　AO処理し，　Becton　Dickinson社製FACScan（soft：CELL　Quest）を使

用して10，000精子を測定した．Cytogramとgreen（ds－DNA）およびred（denatured　DNA）の蛍光強度histogram

を得，パラメーター（Xgreen，　Xred，　COMP（cell　outside　the　maill　population））とした．胚盤胞形成率はday5

の胚盤胞数を受精卵数（2PN）で除した％で表した．【成績】胚盤胞形成率はICSI周期の場合％green（AO　test）

と負の相関が（r＝0、789，p＝0．0005），COMPとiEの相関が認められた（r　＝　O．948，　p＝　O．OO11）．　IVF周期ではSCSA

の結果と相関するパラメーターはなかった．【結論】DNA　packagingの良い精子核をほとんどの精子に含む症例は

ICSIの場合，胚発生に関しては不利に働く可能性がSCSAにより指摘された．

曝

口

240 両側萎縮精巣且つFSH　20mIU／ml以上症例に対するTESE－ICSIの成績

愛知医科大学　医学部　泌尿器科

　　　　　水野病院　泌尿器科

ナカジマクリニック不妊センター

○「1比　初紀，瀧　　知弘，山田　芳彰

本多　靖明，

山本　雅患

浅田　義正

深津　英捷
隊

【目的】TESEが広く行われるようになってきたが，非閉塞性無精子症はその定義が曖昧であるためその成績を比較

することが困難である．今回精巣サイズが両側とも10ml以下で且つFSH　20mIU／ml以下の無精子症でのTESE－

ICSIの成績を検討した．【対象及び方法】無精子症患者のうち上記条件を満たすもの20例（Kleinfelter症候群3

例を含む）を対象とした．年令は23－50歳（平均32歳），妻の年令23－35歳（平均30歳），精巣サイズ右2－10ml（平

均6．5ml），左2－10ml（平均5．6ml），LH　2．4－20．2mlU／ml（平均8．3mIU／ml），　FSH　21．4－76．7mlU／ml（平均34．7mlU／

ml），テストステロン63．8－693ng／dl（平均415ng／dl）であった．【結果】4例（20％）に精子が存在したが，　Kleinfel－

ter症候群の3例はいずれも精子は存在しなかった．採取された精予は凍結保存されICSIに供されたが，現時点で

は妊娠例は一例もなかった．また精」㌦の有無に関して各種パラメーターを比較したが有意差は認められなかった．

【結論】今回検討した両側萎縮精巣かつFSH　20mlU／ml以上の症例では20％に精了・が存在した．しかしTESE前に

精子が存在するかを予測することは不可能であった．

噂

■

り
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241 精子運動率の経時的変化がIVF－ETの治療成績に及ぼす影響

長崎大学　医学部　産科婦人科　○宮村　泰豪，蓮尾　敦子，北島　道夫

　　　　　　　　　　　　　　　藤下　　晃，石丸　忠之

む

夢

【目的】IVF－ETの予後には，男性因子の関与が大きい．顕微授精により重篤な男性因子をもつ不妊症患者も受精，

妊娠の機会を得るようになった．しかしながら近年，顕微授精において人為的に1精子を選択することにより重篤

な男性不妊因子を次世代に持ち越す可能性が懸念されている．従ってこのような観点から，通常のIVF－ETでも良

いのか，顕微授精が本当に必要かを見極めることはいまだに重要な課題と思われる．従来より精子運動能の経時的

変化と受精率には関連があると言われてきた．そこで今回精子運動率の変化と体外受精時の受精率および受精卵の

質との関連を検討した。【方法】1998年4月から2000年12月までに当科でIVF－ETを施行した59例を対象とし

た．患者の承諾を得，IVF－ETの媒精時に使用した精子の一部を用いて，精子運動率の変化を経時的に観察した．

媒精時の運動率と比較して24時間後の運動率が50％以上であった群と50％未満の群に分け，両群間でIVF－ET

の受精率，良好受精卵の割合および妊娠率を比較検討した．【成績】媒精時の精子の運動率と比較し，24時間後の

運動率が50％以上あった群と50％未満の群とを比較した場合，前者は後者と比較して受精率（77．8％v．s．38．7％）

および良好受精卵の割合（57．4％v．s．21．0％）が有意に高くなっていた．その結果妊娠率も前者では34．2％と後者の

95％と比較して有意に高値となっていた．【結論】精子運動能が一一定期間保たれない患者は，受精障害および受精

卵の質の悪化により妊娠率が低下すると考えられた．精子運動能の経時的変化の観察は，IVF－FTの治療予後を予

測し，顕微授精の適応を決定するための情報を得る有用な検査であると考えられ，しいては般臨床においても有

用な精液検査の一一つと成り得ると考えられた．

o

242 ヒト卵胞液・腹水中に存在するRANTESの精子運動性に及ぼす影響

鈴鹿回生総合病院　生殖医療センター　○磯部

　　　　三重大学　医学部　産婦人科　　箕浦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田

哲也

博之，田中　慶介，野田　直美

長康

，

膣内に射精されたヒト精子が，受精の場である卵管膨大部に達するまでに種々のケモカインに暴露されることが明

らかにされつつある．これらの，ケモカインが男性および女性生殖器の感染症・子宮内膜症などの不妊症と関連す

る病態で増加することが知られている．しかし，これらのケモカインの精子運動性に及ぼす直接的影響に関する報

告はほぼ皆無である，そこで，我々はヒト卵胞液・腹水中に存在することが確認されているRANTESの精子運動

に及ぼす影響につき検討した。文章により同意を確認した健康男性より供与された精液よりパーコール法を用いて

運動精子を調整し以ドの実験に使用した．運動精子よりAGPC法により総RNAを調整しRT－PCRによりRAN－

TES受容体mRNAの存在を確認した．　RANTESのchemokineticな作用を精子運動のコンピューター解析によ

り，またchemoattractic作用をcapillary　assayおよびtwo　chamber　assayにより検討した．その結果，　RANTES

には有意なchemokineticな作用は認められなかったが，生理的濃度で卵胞液に匹敵するchemoattractic作用を有

することが判明した．さらに，卵胞液のchemoattractic作用は抗RANTES抗体により部分的に中和されたことか

ら，RANTESは卵胞液中に存在する主なchemoattractantの一つであると思われる．ヒト卵胞液や女性内性器に存

在するケモカインが精子の機能に直接的に影響を与えている可能性が示唆された．
噛
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243 酸化ストレスによる精子運動能障害に対するメラトニンの効果

高知医科大学　医学部　産科婦人科　○木元　正和，森岡　信之，松岡　志保

　　　　　　　　　　　　　　　　　泉谷　知明，深谷　孝夫

【目的】近年精漿中に存在するCu，Feなどの微量元素により喚起される酸化ストレスが精子運動能を障害する可能

性が示唆されている．我々は，強力な抗酸化能を有するメラトニン（M）が精漿中に高濃度に存在し，精子の脂質

過酸化を抑制する可能性を明らかにした．今回，in　vitro培養系を用い，酸化ストレスに伴う精子運動能障害に及ぼ

すM添加の影響について検討した．【方法】精液検査及びIVF－ET時に同意の得られた残余精液を検体とした．単

層撹拝密度勾配法により運動精子を回収，10％SSS添加HTFで5～10xlO6／mlに調整した．1）活性酸素種生成の

ため精子浮遊液にCu（CuSOド5H、0）O，　IO，　20，　40nM／ml（各々n＝7）を添加し，37℃・5％CO、下で20時間培養し

た．培養前後に運動精子数をFl視法で測定し運動精子残存率を算定した．2）Cu　40　nM／mlに加えMO，　O．1，1．0，10

ng／m1（各々n＝　10）を添加し20時間培養後運動精子残存率を測定した．3）培養後，精子中脂質過酸化物（LPO）

濃度をLPO－586kitで測定した．【成績】1℃u　O～40　nM／ml添加により運動精了・残存率は各々100．8±2．2，　87．0±9．6，

4＆8±9．3，　17．0±6．7％（Mean±SE）と用量依存的に低下した（P〈O．OOOI）．2．　Cu　40n　M／mlに加えMO～10　ng／ml

添加した際の運動精子残存率は各々17．7±5．2，19．2±4．9，　43．9±5．6，　69．8±6．8％と用量依存的に上昇した（P＜

0．OOO1）．3．精子中LPO濃度はCu添加により増加したが，　M添加により低ドした．【結論】Cu添加による精子脂質

過酸化の充進に伴う精子運動能障害は，Mの添加により防御されることが明らかとなった．

つ

や

244 男子不妊症患者の精子運動性と精液中活性酸素に対するリコペンの効果

　　　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　　湯村　　寧，斎藤　和男，菅野ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦，佐藤　和彦，穂坂　正彦

●

男子不妊症患者の精液中に検出される活性酸素は，精子運動性や妊孕性に関与すると言われ男子不妊症の成因の一・

つに考えられている．しかし，それに対する抗酸化剤の有用性は，体外受精などの精漿の無い形では認められるも

のの，経口投与による男子不妊症に対する治療効果にはいまだ不明なところが多い．…方，リコペンは，トマトよ

り抽出される強力な抗酸化作用を持つカルチノイドで，精巣や前立腺に高濃度で検出されるとの報告がある．この

理由は不明であるが，その効果が精液内に及ぶことも考えられるため，男子不妊症例に対してこれを投与し，Com－

plementary　Medicineとしての有用性を検討した．

【方法】投与前の3回の精液検査で，いずれも活性酸素陰性を示した5名と陽性を示した5名を対象とした．年齢は

30歳から45歳で，全例1年以一tlの不妊歴を持ち，配偶者に産婦人科的な異常を認めず，内分泌学的あるいはその

他の特定できる不妊の原因を認めず，また，治験に際しインフォームド・コンセントが得られている。リコペンは

35mg／dayを3ヶ月間連続投与し，その前後において精r・運動率，精液中活性酸素が測定された．活性酸素はルミ

ノールによる化学発光度を測定し，その積分値により陰性，陽性を定めた．

【結果】陽性例，陰性例ともに精子濃度，精子運動率に投与前と投与後では有意な改善は認められなかった．しかし，

5例の精液中活性酸素陽性例において，3例が投与後に陰性となり，また，そのうちの1例では，投与前に3回の体

外受精が不成功であったが，投与後に体外受精による妊娠に成功した．

【結論】経過観察期間が短いため今後の詳細な調査期間を必要とするが，少なくとも，活性酸素陽性例においては，

補助的な治療薬となり得る可能性が示唆された．

亀

存

呼
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245 ヒト精子の運動能に対するクロラムフェニコールの影響

塗

山梨医科大学　産科婦人科　○山中　智哉，平田　修司，正田　朋子

　　　　　　　　　　　　　内田　雄三，藤江　道子，永井聖一郎

　　　　　　　　　　　　　水野　薫子，小川　恵吾，笠井　　剛

　　　　　　　　　　　　　星　　和彦

，

［目的］これまで，精子形成や精子運動能に及ぼす種々の抗生物質の影響についての報告がされてきたが，日常の臨

床において膣内に局所投与されることがあるクロラムフェニコールの精子に対する直接的影響についての検討は

みられない．そこで今回われわれは，精子の運動能に対するクロラムフェニコールの影響について検討した．［方法］

健常男性より同意を得て採取した射出精子を，swim　up後，0－2000pg／mlのクロラムフェニコールを含む培養液中

で，37℃にて1－8時間培養した．精子の運動率（総運動率および前進運動率）ならびに運動パラメーター（VAP，

VSLおよびVCL）の変化をCASAを用いて解析した．同時に，ミトコンドリア膜電位を反映する蛍光色素JC－1

を用いて精子のミトコンドリア膜電位を解析した．また精子運動能に対し，細胞膜に存在するNa，K－ATPaseが関与

することがいわれているが，その膜蛋白に対するクロラムフェニコールの影響を検討した．［成績］クロラムフェニ

コールは，精子の総運動率および前進運動率を抑制した．この抑制効果は濃度依存的かつ時間依存的であった．ま

た，VAP，　VSLおよびVCLはクロラムフェニコールにより濃度依存的かつ時間依存的に低下した．さらに，クロ

ラムフェニコールは濃度依存的に精子のミトコンドリア膜電位を低下させた．［結論］クロラムフェニコールが精子

に直接的に作用し，その運動性を濃度依存的かつ時間依存的に抑制することをはじめて明らかにした．このクロラ

ムフェニコールによる精子運動性の抑制効果の少なくとも一部は，ミトコンドリアの機能抑制と関連していること

が明らかになった．

246 ブタ精液中のRLPが精了受精能と先体反応に及ぼす影響

●

東北大学大学院　農学研究科　動物生殖科学分野　○佐々田比呂志，佐藤　英明

　　　　　　　　　　　　　静岡大学　農学部　　高坂　哲也

A

覧

【目的】家畜の生産性を向hさせるためには，優秀な種雄の選定や種雄の受胎性を向上させる実用的技術の開発が必

要不可欠である．これまで，我々はブタ精漿中に存在する精子の受精能刺激因子についてrelaxinにimmunoreac－

tiveな物質（RLP）に着回し，本物質が分子量約13000の蛋白質であり精子の頭部に結合することを明らかにした．

そこで，RLPが受精能獲得や先体反応を誘起するブタの受精促進因子として精漿内の重要な因子の一つであるこ

とを明らかにする目的で，今回は，RLPがブタ精子の受精能獲得をin　vitroで誘起するかどうかを調べた．【方法】

精子の受精能獲得ならびに先体反応の評価をCTC法で行った．ブタ精巣上体尾部精子をRLPでインキュベーショ

ン後，CTC染色性の変化を調べた．　CTC染色パターンを3つに分類した．すなわち，パターン1では精子頭部が

CTCの蛍光で均一にそまっているFパターン精子で受精能未獲得型の精子，パターン2では精子頭部の後帽域に

染色性を欠くBパターン精子で受精能獲得型精子，パターン3では精子頭部赤道域だけがわずかに染色されるAR

パターン精子で先体反応型精子とした．【結果】添加したRLPの濃度に比例して，インキュベーション2時間まで

に，Fパターン（未受精能獲得型）精子が急減する一方，　Bパターン（受精能獲得型）精子の比較的緩やかな増加

とARパターン（先体反応型）精子の急増が認められ，この変化は4時間まで継続して推移した．この結果，　RLP

の濃度に依存してブタ精子の受精能獲得と先体反応が誘起され，その効果は150μg／mlでプラトーに達することが

明らかとなった．以ヒ，ブタ精漿中に存在するRLPはCapacitationとAcrosome　reaction（spontaneous）を比較

的ゆっくりと誘起することが示唆された．
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247 20世紀後半期（1970～2000）における若年健康日本人男性の

　　　　　　　　精液所見に関する統計分析

慶麿義塾大学　医学部　産婦人科

　　立川共済病院　産婦人科

川崎市立川崎病院　産婦人科

○末岡　　浩，谷垣　礼子，佐藤　健二
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【目的】精液所見の変化について諸家から調査報告がなされたが，精液性状の低ドの事実が肯定，否定の両面からの

報告が混在し，また，疫学統計は種々のバイアスに関する考慮が必要であることが指摘されてきた．年齢や健康状
態などの特定した母集団に対し，同一条件で測定してきた本邦における正常精液所見の経時的推移を検討すること
を目的とした．【方法】非配偶者間人工授精では20～25歳の健康男性で，精液量2．Om1以E，精子濃度50　×　IO6／ml

以上，精子運動率50％以上の良好群をドナー登録者としている．1970～89年までの精子データは各ドナー別には
存在せず，人」1授精に用いられた精液所見の集計であるが，1990～2000年のデータは提供者別に分類した精液所見
の集積であるためこの2群のデータは別個に統計処理を行った．【成績】精液所見の総集計データ数26，000件につ
いて精子濃度及び運動率の検討を行った．精r濃度について全サンプルを対象に分析すると，1970～89年群及び
1990～2000年の両群において減少の傾向を示した．とくに，後者において回帰係数は一　1．162を示し，有意な減少
を示した．各ドナーの初回サンプルについてのみを抽出して分析すると回帰係数は一〇．993であり，統計学的に有意

とはいえないまでも減少の傾向を示した．季節変動についての分析では，1年を4期に分類し，全サンプル及びド
ナーの最初の6ヵ月のサンプルにおける中央値について検討した．何れの分析でも精子濃度は7～9月が最も低値
を示した．さらに，各ドナーの最初の春夏の精f濃度の変化を中央値から検討すると，回帰係数は一1．351と負の傾
向を示した．精子運動率については1970～89年群で軽度の減少傾向を示したが，1990年以降では減少傾向を示さ
なかった．【結論】20世紀後y・p”の30年間における本邦の正常精液所見を右する健康な若年男性の精子数は，明確
な有意性を示さないまでも低ド傾向にあることが示された．
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248 この10年間で精液所見はわるくなっているか？
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【目的】近年，外因性内分泌撹乱物質や晩婚化などの影響で，男性の妊孕性の低下が懸念されている．そこで，精液

所見がどのように変化しているのか，現在と10年前との比較検討を行った．【方法】最近2年間（現在）および，

1990年から2年間（過去）に当科を初診した不妊カップルのうち，この時期に初回精液検査を施行した症例を対象

とした，症例数は，各々105例と150例であった．なお，無精r症例は今回の検討では除外した．精液所見につい

ては精液量，精子濃度，運動率，奇形率の各項目について比較検討した．また，WHOの正常基準に満たない男性

因子をもつものの割合を現在および過去で比較した．統計的処置はunpaired　t－testおよびカイ2乗検定で行った．

【成績】現在および過去の精液所見はそれぞれ，精液量2．7±1．4vs．3．2±1．6ml（mean±SD）（p＜O．Ol），精子濃度98．6

±69．9vs．　1　1　1．7±74．8（×　10‘ソml）（p＝0．155），運動率60．2±16．7vs．64．8±20．6％（p＝0．056），および奇形率264±13．5

vs」9．1±11．4％（p＜0．001）で，精子濃度を除くすべての項Hで現在よりも過去の方が精液所見は良好であった．

WHOの基準を下回るものの比較では，精液量2ml未満の乏精液症の割合のみ，現在の方が過去より有意に高率で

あり（p〈O．005），他の項目に有意差は認めなかった．また，どれか1項目を下回る比率も現在で44．8％，過去で36．7

％であり，有意差を認めなかった．【結論】10年前と比較し現在の精液所見は精液量，運動率，奇形率ともに高度で

はないものの不良となっていた．また，乏精液症も増加しているため，女性因子を考慮しつつ，ARTを含めてより

積極的な不妊治療を今後必要とする可能性が示唆された．
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249 腹水中精子回収試験における精子側因了の分析
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【H的】不妊症のAIH一腹腔鏡検査時に行う腹水中精子回収試験（peritoneal　sperm　recovery　test：PSRT）は，卵管

内精子輸送能つまり卵管内精子到達を知る上で重要である．さらに，AIH時に経膣超音波検査で子宮内に注入した

精子浮遊液の卵管への輸送を観察すると，急速輸送から輸送なし（子宮腔内停留）まで，精子輸送の診断が可能で

ある．この超音波検査の精子輸送とPSRT両者の組み合わせから，精子側の受動的，能動的な卵管到達の検討が可

能で，その限界を推測した．【方法】AIH一腹腔鏡検査におけるAIH時の経腔超音波検査により，輸送ありのうち急

速輸送と診断した101名，輸送なし（子宮腔内停留）72名を対象に静止浮遊液所見とPSRT結果を比較検討した．

精子側各種パラメーター計測は，HTM－IVOS－10（HAMILTONUSA）を用いた，【結果・結論】急速輸送101名で

は，精液所見異常が35名（34．7％）であったが，全例PSRT陽性（腹水中精子回収）であった．これは受動的な卵

管内精子到達であり，最も不良な精子浮遊液所見は，総運動精子数L6　x　106個，　path　velosity　20．8μm／secであった．

一
方，輸送なし72名では，PSRT陰性が23名（31．9％）存在したが49名はPSRT陽性であった．この超音波検査

で輸送なしで，PSRT陽性とは能動的な精子の卵管内到達を意1味しており，49名中16名（32．7％）は精液所見異常

で，その最も不良な精子浮遊液所見は，総運動精子数5．3　×　IO6個，　path　velosity　25．4μm／secであり，精子の能動的

な卵管到達の限界と推測できた．

250 サイトカラシンB処置したマウス胚盤胞のハッチングと収縮運動
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【目的】サイトカラシンB（CB）で処置してハッチングの完了を抑制したマウス胚盤胞について，ハッチングの過

程と収縮運動を観察し，ハッチングに果たすアクチンフィラメントと収縮運動の役割を検討した．【方法】まず，胚

盤胞への発生に影響を及ぼさず，ハッチングの完了を抑制するCBの濃度を検討した．すなわち，過排卵処置マウ

スから，hCG注射後72時間に桑実胚を採取し，O．1，0。2，0．3，0．4および0．5μg／mlの濃度のCBを含む培養液で培養し

た．次いで，胚盤胞への発生に影響を及ぼさず，胚盤胞ハッチングを有意に抑制する濃度のCBを含む培養液で桑

実胚を培養し，胚盤胞形成後72時間までの形態変化を，倒立位相差顕微鏡に装着したCCDカラーカメラとタイム

ラプスビデオで撮影・記録した．【結果】0．4μg／mlのCBを含む培養液で桑実胚を培養すると，胚盤胞へは94．0％が

発生するとともに，それらの4．3％がハッチングを完了した．胚盤胞への発生率は，対照のCBを含まない培養液で

培養した桑実胚のものと相違なかったが，ハッチングを完了したものの割合は，対照の胚に比べて有意に低かった．

一
方，CB処置胚盤胞では，対照の胚盤胞に比べ，透明帯から栄養膜細胞を突出したものの割合と栄養膜細胞の突出

を増大して透明帯に裂け目を形成したものの割合が有意に低いとともに，透明帯から栄養膜細胞を突出するのに要

した時間は有意に長かった．さらに，胚盤胞形成後32時間までの弱度の収縮回数は，CB処置胚盤胞と対照の胚盤

胞との間で相違なかったが，強度の収縮回数は，CB処置胚盤胞で有意に多かった．【結論】アクチンフィラメント

を介した栄養膜細胞の運動は，透明帯からの栄養膜細胞の突出を促進するとともに，栄養膜細胞の透明帯からの突

出部を増大することによってハッチングに役割を果たしていることが考えられた．また，胚盤胞のハッチング能力

の低さと高頻度の強度の収縮運動とは関係のあることが推察された．

｝
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251 マウス卵子凍結保存に及ぼすフリーラジカルの影響
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目的）精子の凍結保存時に発生するフリーラジカルが融解後の生存率の低ドの・因となることが報告されている．

しかし，卵子の凍結保存に関するフリーラジカルの影響に関しては不明な点が多い．今回マウス卵の凍結融解時に

各種のフリーラジカルscavengerを添加し，融解後の生存率，受精率に及ぼす影響に関し検討した．方法）ICR

マウスを過排卵誘発し，卵子卵丘細胞複合体（COC）をpropandiol＋sucroseを耐凍剤とし緩徐凍結，急速融解し

た．凍結時および融解時にCu，Zn－SOD（活性酸素消去酵素），　Catalase（H、0、消去酵素），　SNP（NO供与剤），　L－

NAME（NOS阻害剤），Hb（NO消去剤）を各種濃度で添加し，融解後の生存率，体外受精後の受精率に関し比較

検討した．成績）1）Catalase添加では融解後の生存率，受精率に影響は認められなかった．2）SOD　50U／ml添加に

より生存率，受精率（53．2％，28A％）はcontrol（38％，　14．3％）に比し有意に上昇した．さらに，　SODとcatalase

の同峙添加により受精率が有意な上昇を認めた．低濃度（10－7M）のL－NAMEは生存率，受精率を上昇させたが，

高濃度のL－NAME，　SNP添加により生存率，受精率は有意に低一ドした．3）1μg／mlHb投与により生存率，受精率は

有意な上昇を示した．4）O．1μg／ml　Hb，　50U／mlSOD同時添加により有意な生存率，受精率の上昇を認めた．結論）

フリーラジカルscavenger，特にHbとSODの同時添加はマウス卵凍結保存の成功率の上昇に寄与することが示

唆された．
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252 Hatching障害と加齢の関係一ヒト体外受精卵における検討一
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【目的】体外受精胚移植において，形態良好胚を移植してもなかなか妊娠に至らない症例をしばしば経験する．8

細胞期胚以降の発育障害かhatchillg障害か着床障害のいずれかの可能性が考えられるが，これに関する報告はな

い．今回，我々は患者の同意のもと，体外受精余剰胚（4細胞期胚）を胚盤胞以降まで培養し，卵発育のどの過程

でどの程度の障害が起こっているかを検討し，若干の知見をえたので報告する．【方法】対象は当科で過去3ヶ月間

に体外受精胚移植を受け，1一分なinformed　consentのヒ同意をえた15症例15周期である．採卵時，受精後18

時間後，その後は24時間毎に，卵をビデオテープに録画し卵形態観察した．症例を20才代（A群），30～34才

（B群），35～39才（C群），40才以上（D群）の4群に分類し，統計学的有意差検定を行った．【成績】胚盤胞率

（day　5）：A群；42．1％（8／19），　B群；23．1％（3／13），　C群26．7％（4／15），　D群14．3％（1／7）．　Hatched　blastocyst

率：A群：268％（3／19），B群；15．4％（2／13）％，　C群；13。3％（2／15），D群；O．O％（0／7）．透明帯厚：A群；

7．162±0．122＆micro；m，　B群；8．125±0269＆micro；m，　C群8．245±0．586m，　D群ll．230±1．740＆micro；m．以L

から年齢とともに特に30才以降に，胚盤胞率・hatch率が低ドする．【結論】30才以降にhatching過程の障害が存

在し，40才以降では透明帯が厚いとこともhatching障害の一一因となりうる．

o
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253　マウス着床前期胚におけるsurvivinのapoptosis抑制効果についての検討
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［目的］survivinはIAPファミリーに属する新たなapoptosis抑制因子として注目されており，胎児の発達過程にお

けるapoptosis制御への関与などが考えられている．今回我々はマウス着床前期胚におけるsurvivinのapoptosis

抑制効果について検討した．［方法］1）マウス未受精卵，受精卵各15個よりmRNAを抽出し，　RT－PCRを行った．

2）マウス未受精卵，受精卵を4％PFAにて固定後，抗survivin抗体を用いて免疫染色を行った．3）マウス2細胞

期胚をantisenseおよびsense　oligo添加下に72時間培養し，　control，　sense，　antisense群においてblastocyst　de－

velopment率，　apoptosis陽性fragmentation　and　arrest率を比較した．4）apoptosisを誘導しない程度に希釈（l

pM）したstaurosporineを各群に添加し同様に比較，培養を行った．［成績］1）survivinおよび新たなsplicing　vari－

antはマウス着床前期胚の全てのstageで発現がみられた．2）タンパクレベルにおいても，全てのstageに認めら

れた．3）blastocyst　development率は，　control群96％，　sense群93％，　antisense群65％で有意にantisense群に

おいて低下し，apoptosis陽性のfragmentation　and　arrest率は，　control群3．7％，　sense群7．0％，　antisense群35

％で有意にantisense群において上昇していた．4）staurosporine添加群ではblastocyst　development率は，　con－

trol群93％，　sense群87％，　antisense群13％でantisense群において顕著に抑制され，　fragmentation　and　arrest

率は，control群6．6％，　sense群13％，　antisense群87％でantisense群において著明に上昇していた．［結論］sur－

vivinはマウス着床前期胚においてapoptosis抑制因子として重要な働きをしていることが示唆された，

254 マウス卵のimpedance（IMP）値と受精・胚発育能との関連
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【目的】マウス卵のIMP値測定法を開発し，卵の受精・胚発育能との相関を検討した．【方法】8週齢の雌マウスに

pregnant　mare　serum　gonadotropin　5単位を投与後48時間にhCG　5単位を投与して過排卵誘発した．　hCG投与後

約15時間に採卵，卵丘細胞を除去後，形態学的に正常な卵を実験に用いた．IMP値の測定は，独自開発の機器
（特許請願＃2001－152257，北里サプライ）で行った．卵丘細胞を除去した未受精卵（第一一一極体のあるもののみ）を吸

引保持し，micromanipulatorに接続した2本の微小電極で3時と9時方向より卵を挟み，容量リアクタンス（raw

Zc），抵抗（raw　Zr）およびIMP値（raw・IMP）を測定した．電極の位置は変えず，卵を直ちに電極間から抜き取

り，この状態で再度測定を行いblank値とした（Zc－b，Zr－b，IMP－b）．各々のraw値からblank値を引算し，卵のZc，

Zr，IMP値とした．　IMP測定を終えた卵は直ちに媒精droplet（運動精子濃度300ρ00／ml）に入れて媒精した．媒精

後24時間に2細胞期胚への発育を確認し，受精と判定した．2細胞期胚はさらに72時間培養し，胞胚への発育を

観察した．【結果】総計109個のマウス卵のIMP値と胚発育を調べた．35個の卵は受精せず（groupl），74個の卵

が受精し2細胞期胚に至った．そのうち26個の卵はその後発育を停止し（group　2），48個は胞胚まで発育した
（group　3）．Zr値は，3群で有意差がなかった．　Zc値は，　group　3（240±100）がgroup　l（－480±310）より有意に

高かった．IMP値は，　group　3（－83±33）がgroup　l（76±40）および2（35±39）より有意に低かった．【結論】

卵のZc値が高く，　IMP値が低いほど，卵の受精・胚発育能はより高いと示された．本研究では第一極体が放出さ

れた卵のみを実験に用いたので，核成熟は一様に正常とみなせる．ゆえに各卵の受精・胚発育能の違いは，細胞質

と膜の成熟の差と考えられる．卵のIMP値とZc値は卵細胞膜および細胞質の成熟を反映する無侵襲かつ他覚的な

指標と考えられた．
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255 胞胚培養のための培養液改良の試み　Blastocystへの

　　　　　発生に及ぼすアミノ酸の効果一

日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　○富山　僚子，佐藤　嘉兵

　　　　　日水製薬（株）診断薬研究部　　水口　昌宏
や

マウス胚培養のための培養液は現在までに多く作製されている．培養胚では体内で発生した胚に比較して遅れた発

生を示すものも多いことが指摘され，blastocystにおける質評価の重要性が指摘されている．本研究では，　blast（）－

cystへの発生用培養液にアミノ酸を添加し，胚の発生率・発生速度について検討し，培養液の改良について試みた．

過排卵処理を施し交配させた雌マウスの卵管より前核期卵を回収し，実験に用いた．培養液は修正HTF液を用い，

media　supplementとして，　NEAA（MEM　non－essential　amino　acids　solution，　Gibco）およびMAA（MEM　amino

acids　solution，　Gibco）を用いた．回収した前核期卵は，　NEAA添加群，　MAA添加群，アミノ酸非添加群に分けて

培養を行い，非添加群は更に8－cell期にNEAA添加群，　MAA添加群，アミノ酸非添加群に分けて培養を継続した。

培養開始時よりアミノ酸を添加して培養した胚は，高率にhatched　blastocyst（NEAA：208％，　MAA：42．2％，非

添加：＆6％）へ発生した．一・方，8－cell期よりアミノ酸を添加し培養iした胚のhatched　blastocystへの発生率は，

NEAA：18．2％，　MAA：21．2％であり，培養開始時よりアミノ酸添加して培養した群に比べては低率であったもの

の，非添加群と比較し高率であった，また，培養後3日までは全ての群における胚がほぼ同じ速度で発生したが，

培養i後4日目に非添加群の胚がearly　blastocystまでの発生しか確認できなかったのに対し，　NEAA添加群の約40

％の胚にハッチング開始を認め，体内での発生とほぼ同じ速度で発生した．以上の結果より，アミノ酸の培養液へ

の添加はマウス胚の発生に有効であると考えられた．特に，expanded　blastocyst／hatching　blastocystへの発生まで

はNEAA添加が有効であり，ハッチング開始から終了まではMAA添加が有効であることが示唆された．

◎

q

256 肥満婦人の月経異常には肥満よりも体脂肪分布異常が関与する

鹿児島大学　医学部　産婦人科　○大石　友美，桑波田理樹，沖　　利通

　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　英樹
●

［目的］肥満は月経異常を伴うことが知られている．しかし，肥満の程度とこれらの異常の程度は必ずしも相関しな

い．肥満が体脂肪組織の過剰な蓄積と定義すると，その蓄積の絶対量よりも蓄積部位の異常（体脂肪分布異常）が

様々の内分泌・代謝異常と関連することが明らかになりつつある．しかし肥満婦人の月経異常と体脂肪分布異常の

関連性については必ずしも明確でない．本研究の目的は多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）以外の肥満女性の月経異常に

肥満や体脂肪分布の異常がどのように関連しているかを調査することである，［方法］Body　mass　index（BMI）≧

25の83人の肥満女性を月経の状態により2群に分類した．無月経や希発月経を伴う39例（31．6±4．9歳）を対象と

し，正常月経を有する44例を対照とした．躯幹脂肪量，下肢脂肪量，躯幹／下肢脂肪量比，体脂肪量，体脂肪率を

全身型DExA（QDR2000，　Hologic）で測定した．これらの因子を群間で比較した．［成績］月経異常群の躯幹／下肢

脂肪比は1．48±O．29であり対照の1．25±0．38より有意に高かった（P＜O．Ol）．躯幹脂肪量も14．9±4．1と12．9±3．8

kgであり，対象で有意に高かった（P＜0．05）．しかし，年齢，身長，体重，初経年齢，　BMI，体脂肪率，体脂肪量，

下肢脂肪量は両群間で差を認めなかった．［結論］肥満の程度より体脂肪分布異常が，様々な内分泌・代謝異常の発

生に重要な役割を果たしているということが明らかとなりつつある．肥満婦人の月経異常においても肥満度よりも

体脂肪分布の異常が関与していることが示された．

●

φ

｛
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257　不妊患者におけるNRAMP1（Natural　Resistance－Associated　Macrophage

　　　　　Protein　1）遺伝子とChlamydia　Trachomatis感染との関連について

済生会下関総合病院　産婦人科

lll口大学　遺伝ヂ実験施設

○出村　博史，石松　正也，高崎　彰久

　森岡　　均

　岸　　文雄

◇

嘩

【目的】NRAMP1はマクロファージ特異的に発現し，自然抵抗性を担う機能分子である．近年，細胞内寄生性病原

体に対する感受性とNRAMPIの関連が明らかになり，NRAMPIプロモーターの3種の多型性（Al，　A2，　A3）では，

A1対立遺伝子に発現レベル低下による易感染性がr想された．今回，不妊症患者において細胞内寄生性細菌である

Chlamydia　Trachomatis（C）感染とNRAMP1遺伝子との関連を検討した．【方法1当院を受診した151例（妊婦

78例，不妊患者73例）を対象とした．遺伝子の収集に関しては，医薬品等治験・臨床研究審査委員会に審査承認

を得た上で検体提供者の同意のもとに研究に供せられた．検体を用いてNRAMPI対立遺伝子頻度を遺伝子解析し

た．また，C抗体価（lgA，　IgG）をEIA法にて，子宮頚管内のC抗原をPCR法にて測定した．【成績】NRAMP
lプロモーターの対立遺伝f一頻度は妊婦ではAllO（6．4％），　A233（21．2％），　A3113（72．4％），不妊患者ではA

l16（11．0％），　A217（11．6％），　A3113（77．4％）であり，　Alの頻度が不妊患者で高頻度にみられた．　C陽性例

（抗原あるいは抗体いずれか陽性）は妊婦で28例（35．4％），不妊患者で36例（49．3％）と不妊患者で高い傾向にあっ

た．さらに不妊患者で子宮卵管造影を施行した36例のうち，卵管因r－（卵管閉塞・水腫，卵管采周囲癒着）あり

10例ではAl　6（30％），　A23（15％），　A311（55％），卵管因子なし26例ではAl　5（9．6％），　A26（11．5％），　A

341（78．9％）であり，卵管因子ありでAlの頻度が高かった．また，　C陽性例も卵管因子ありで6例（60％），卵

管因子なしでは12例（46％）と卵管因子ありで高い傾向にあった．【結論】不妊患者特に，卵管因子をもつ症例に

NRAMPIのA1対立遺伝子，　C感染が高頻度に認められた．　C感染およびその重症化にNRAMPIが関与している

可能性が示1唆された．

258 当院で経験した子宮・膣欠損症

太田西ノ内病院　産婦人科　○田村みどり
◎

躯

当院では1990年からの10年間に5例の子宮・膣欠損症（MRK症候群）を腹腔鏡により確定診断した．うち2例は

当院で造膣術を施行している．いずれの例も性交に充分な膣が存在せず，造膣術の適応と考えられた．症例11990

年，24歳4か月時に無月経により初診，腹腔鏡を施行し確定診断した．造膣術を薦めるも希望せず．その後の経過

不明．症例21992年，17歳時に無月経により初診，腹腔鏡を施行し確定診断した．後日造膣術を薦めていた．症例

31992年，22歳時に無月経により初診，腹腔鏡を施行し確定診断した．後日造膣術を薦めていた．症例415歳時に

無月経により初診．1995年，19歳時腹腔鏡を施行し確定診断した．4か月後に再人院，吊り上げ式腹腔鏡ドに腹膜

を用いて造膣術（Davydov変法）を施行．手術時にアクリル製のprosthesisを挿入，縫合固定し，術後4日目に摘

出した．その後夜間のみprosthesisを挿入し，術後9日目に退院後は自己拡張を行っていた．症例515歳8か月時，

無月経により初診．MRIにより子宮・膣欠損を疑われ，19歳時に腹腔鏡を施行し確定診断した．1999年（23歳）

吊り上げ式腹腔鏡下に腹膜を用いて造膣術を施行．瘤状の痕跡子宮と仙骨子宮靱帯を縫合固定し，アクリル製の

prosthesisを挿入，固定して終了したが，　prosthesisの先端部が腹膜縫合部から突出しており，術後1週間で膣式に

腹膜再縫合を追加した．prosthesisによる自己拡張が困難であったため，退院1週間後からヘガール拡張器の17

号を用い2～3日毎に拡張を行った．20日後には20号まで拡張可能となり，その後8週間週1回の拡張を行い，3

か月後より性交可能となった．
■

▼
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259 メンフェゴール塗布コンドームは殺精子力を持つ

帝京大学　医学部　泌尿器科　○押尾　　茂，芦沢　好夫，足立　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　友政　　宏，梅田　　隆
タ

【目的】避妊法としてのコンドーム法は性行為感染症やエイズの予防の観点から，再認識されている．一一方，メンフェ

ゴールは我が国で開発された界面活性剤型殺精子薬で，長期間にわたり世界的に使用されている．また，近年，性

行為感染症の起因ウイルスや細菌に対して抑制あるいは阻害作用を持ち，エイズの起因ウイルスであるHIVを不

活性化することが報告され注目を集めた．避妊法として殺精子薬をコンドーム内部に塗布することは，その化学的

殺精子作用とコンドームの物理的精子遮断機構を併せ持つ，高い避妊効果が期待される．本研究では新規に開発さ

れたメンフェゴール塗布コンドーム（市販名：メンフェドーム，MFG））の殺精子効果の検討を行った．【対象およ

び方法】精液提供に対する同意を得た5名のボランティアから3日以上の禁欲期間をおき，マスターベーション法

で精液の採取を行った．オカモト（株）より提供を受けた市販品に塗布されているゼリーと同一・i成分のゼリー（25

mgメンフェゴール／100mg含有）を各試験管に25mgずつ秤量し，37℃で保温した．射精直後の精液O．5mlを試験

管内に速やかに投入し，ガラス棒で撹絆し，精液と液化ゼリーが実用時と同様に混合されることを再現した．直後

に精子運動率と生存率の測定を行なった．【結果】観察時に精液の液化は進行していないが，顕微鏡観察Fでゼリー

成分は認められず，本実験条件ドでは液化したゼリー成分が精液と十分に混和していることが推測された．検討し

た5例全例で，精子運動は観察されず精子の完全な死滅も観察された．【考察および結論】試験管内で再現した疑似

使用環境下では，本ゼリーは射精直後の精液にも十分に浸透して，高い殺精子効果を持つことが示された．メンフェ

ゴール塗布コンドームは，強い殺精子力とコンドームの物理的精子遮断機構を併せ持つ，新しい避妊法と考えられ

る．

融

260 透明帯ZPA合成ペプチドによる抗体産生とイヌの発情抑制効果

　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　○堀　　理照，香山　浩二

兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　　長谷川昭了・

　　　　　　　　　　ダイコクドーメディカル　　浜本　昇一，鴻上　英晴

o

【目的】哺乳動物の卵の周囲をとりまく透明帯は，その強い抗原性と組織特異性から，避妊ワクチンへの応用が研究

されている．天然のブタ透明帯のペットおよび野生動物への応用はすでに試験的に実施され，避妊効果が報告され

ている．本研究ではワクチンの材料として天然のものより計画的に大量生産できる合成ペプチドを抗原として用

い，イヌの発情が一1　ILできるか否かを検討した．【方法】イヌの透明帯成分のひとつZPAのNo．50－67に対応する

18アミノ酸からなるペプチドを化学合成し，キャリアタンパクとしてジフテリアトキソイドを結合した．5ヶ月令

のビーグル犬（♀）に完全フロインドアジュンバントともに，皮下注射し，その後，発情の有無を観察しながら1

ヶ月の間隔で4回の追加免疫を行った．血中抗体価の．ヒ昇は合成ペプチドに対するELISA法で判定した．最終免疫

後，剖検して卵巣の組織学的検査を行った．【成績】対照の同月令の動物は実験期間少なくとも1回の発情を来した

が，免疫に用いた動物は発情の兆候を全く示さなかった．血中抗体価は初回免疫後1ヶ月で著明にE昇し，その後

実験終了まで高力価を維持した．正常のイヌ卵巣組織を用いて免疫組織染色を行ったところ，いずれの動物の血清

も透明帯に特異的な反応が認められた．免疫動物の卵巣の病理組織学検査では，原始卵胞は存在するものの，発育

卵胞の著明な減少と間質線維化を認めた．【結論】透明帯タンパクZPAの18アミノ酸からなる合成ペプチドによ

り，イヌに不妊を誘導することに成功した．不妊発症の機序は，おそらく透明帯が傷害されることに起因する卵胞

発育不全と考えられた．従来，天然の抗原を用いた場合，同種抗原は免疫寛容のため抗体産生が起こらないとされ

てきたが，合成ペプチドを免疫原とした場合，同種の配列で高い避妊効果が得られることが判明した．

■

ワ
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261 Pure　gonadal　dysgenesisの1例

近畿大学　医学部　産科婦人科　○辻 勲，向林　　学，星合　　昊

，

¢

今回，われわれは内性器・外性器とも正常女性型を示す性腺形成異常症を経験し，そのカウンセリングについて苦

慮したので報告する．－23歳の原発性無月経を主訴に当科初診，ホルモン検査ではFSH　112．1mlU／ml，

LH　72．91mlU／ml，　E，9．5pg／ml，テストステロン0．3ng／m1，染色体検査では46XYであり，エストロゲンおよびゲ

スターゲン投与で消退出血を認めた．またHCG負荷テストにおいてもテストステロン，　E、の上昇は認められず

Pure　gonadal　dysgenesis可能性があると診断していた．当時の外来において染色体検査結果についてのカウンセ

リングは行われず，以後Kaufmann療法を周期的に行っていた．■結婚に伴い挙児を主訴に再診となった

ため，性腺の形成異常の疑いがあるとして腹腔鏡検査を行い，正常の子宮・卵管を認めるが，索状性腺のみであり，

排卵誘発や妊娠についての治療は困難であるとカウンセリングするに至った．わが国の生殖医療を取り巻く環境は

大きく変わりつつあり，今後非配偶者間においても精子・卵子・胚を用いた生殖医療が可能となれば，違った治療

の選択も可能と思われた．

聯

262 副作用の軽減を目的としたGn－RH　agonistの新しい投与法の開発

御茶ノ水・浜田病院産婦人科○合阪幸三，小畑清…郎

　帝京大学　医学部　産婦人科

帝京大学　市原病院　産婦人科

　　千葉・山王病院　産婦人科

森　　宏之

大岡史子，貝原学
渡邉　剛也

‘

●

【目的】子宮内膜症の治療薬としてGn－RH　agonistは優れた治療効果を有する反面，　estrogen低下に伴う卵巣欠落症

状が副作用として問題となる．現在我が国で市販されているGn－RH　agonist注射製剤は3種類（リュープリン：A，

ゾラデックス：B，スプレキュアMP：C）で，このうちCは血中estrogen値を極端に低ドさせず副作用発生が起

こりにくいとされているがその反面子宮内膜症に対する臨床効果が発揮されるまでに時間を要すると報告されて

いる．今回我々は，A，　Bを先行投与させた後でCを投与することにより，　add　back　therapyを併用することなく

Gn－RH　agonist投与の際の副作用を軽減する新しい投与法を開発した．【方法】子宮内膜症の症例で，十分なイン

フt一ムドコンセントにより同意に得られた12例を対象とした．まずAもしくはBを2回投与後，3回目よりC

に切り替え治療を継続した（合計6回投与）．下腹痛，内診時圧痛の程度，卵巣欠落症状を0－3の4段階にスコアリ

ングし評価の指標とした．治療中の血中estradiol（E）値の変化を観察した．【成績】下腹痛，内診時圧痛は治療前：

2．5±1．7，2．7±L9，2回投与後：1．8±1．2，1．6±1．0，6回投与後：1．3　±　08，1．3±0．6と，治療により著明に改善した．卵巣

欠落症状は2回投与後：2．4±1．5と上昇したが，6回投与後は1．8±1．6と改善が認められた．血中E値は，投与前：

204．6±llO。2，2回投与後：12．5±3．7，6回投与後：3＆7±22．6pg／mlと，症例によるバラツキは大きかったが，大部分

の症例がいわゆるtherapeutic　windowに収まっていた．【結論】血中E値の抑制効果の異なる2種類のGn－RH　ag－

onist注射製剤を組み合わせることにより，治療効果を損ねることなく副作用を軽減することが可能であることが

明らかとなった．

M
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263　GnRHアゴニストとダナゾールの子宮内膜アロマタービ発現抑制機序の違い

京都府立医科大学　産婦人科　○石原　広章，北脇　　城，門　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　楠木　　泉，小柴　寿人，塚本　克美

　　　　　　　　　　　　　　本庄　英雄
t

【目的】正常子宮内膜にはエストロゲン生合成酵素であるアロマターゼの発現がなく，エストロゲン合成能がない．

対照的に，壬宮内膜症，子宮腺筋症，あるいは子宮筋腫を有する患者の正所性子宮内膜にはアロマターゼが発現す

る，我々は，これらの疾患をもった症例にGnRHアゴニストあるいはダナゾール療法を行うことにより，正所性子

宮内膜のアロマターゼ発現が減弱あるいは消失することを示してきた．そこで今回，この作用が子宮内膜に対する

直接作用であるか否かについて検討した．【方法】上記の疾患のために摘出された子宮より増殖期子宮内膜を患者の

同意を得て採取した。細切した内膜を種々の濃度のブセレリンまたはダナゾールを添加した培養液で48時間器官

培養した．内膜片をホルマリンで固定，パラフィン包埋切片を作製し，streptavidin－biotin法によりアロマターゼを

免疫組織化学的染色した．【成Wt　1　10－Y　一一　lo－7Mブセレリン添加群では，無添加群に比してアロマターゼ染色性の低下

は認められなかった．　・方，ダナゾール添加群では，1　O’9’　Mでは染也性の低下は起こらなかったが，107M添加の5

例中2例においてアロマターゼ染色性の著明な低下を認めた．これらの系に109Mのエストラジオール17βを同時

添加しても結果は変わらなかった．【結論】ダナゾールは，その直接作用により子宮内膜局所でのエストロゲン産生

能を抑制することが明らかとなった．発現抑制は薬剤の全身投与でも得られることから，この効果は中枢の抑制を

介した作用と子宮内膜への直接作用の両者の経路によるものと考えられた．一一方GnRHアゴニストは，直接作用が

少なく中枢を介した作用が中心であることが明らかとなった，いずれの内分泌療法も，病巣を縮小させるだけに留

まらず，11｛所性r宮内膜の性質をより正常化することが示された．

⇔

暫

264 子宮内膜症局所及び子宮内膜におけるcyclooxygenase－2の局在

H本大学　医学部　産婦人科　OT一島　史尚，早川　　智，山本　樹生

　　　　　　平田クリニック　　平田　善康
如

【目的】子宮内膜症組織ではcyclooxygenase（COX）発現の充進が報告され，　prostaglandin合成を介した月経痛や

不妊との関連が指摘されている。COX－2局在，発現強度と内膜症病態との関連について検討することを目的とし

た．【方法】子宮筋腫，∫宮内膜症により開腹f‘術，腹腔鏡下手術を行った閉経前の女性を対象とした．インフォー

ムドコンセントのもとに子宮内膜，子宮腺筋症，卵巣子宮内膜症性嚢胞の組織を採取し，COX－2の局在を免疫組織

学的に検討し，COX－2　mRNA発現についてcompetitive　RT－PCRを行い定量的に解析した．【成績】子宮体部子宮

内膜，子宮腺筋症，卵巣r・宮内膜症性嚢胞にCOX－2蛋自の局在を認めた．腺細胞のみならずマクロファージや而［管

内皮に局在を認めた．competitive　RT－PCRによる解析では生殖年齢の子宮内膜は一定レベルのCOX－2発現を認

め，分泌期では増殖期に比べて増加していた．閉経後には蛋白，mRNAレベルともに激減した，子宮内膜組織に比

較し異所性子宮内膜症，特にr一宮内膜症性嚢胞壁ではCOX－2　mRNA発現の著しい充進を認めた．【結論】正常子宮

内膜と同様に子宮腺筋症，子宮内膜症性嚢胞，腹膜組織においてもCOX－2が認められた．特に異所性子宮内膜症に

おいてCOX－2　mRNA発現が増加することより，局所のprostaglandin産生充進が，病態形成に関与する可能性が示

唆された．

◎

「
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265 子宮内膜症の進展におけるHGF役割

’

鳥取大学　医学部　産科婦人科　○永野裕美子，坂本　靖子，山内　延広

　　　　　　　　　　　　　　　　藤井亜希子，大畠　順恵，谷lI文紀

　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　壮一，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

φ

噸

【目的】Hepatocyte　growth　factor（HGF）は間葉系細胞から分泌され，　c－met受容体を介して多彩な作用を発揮す

る増殖因子である．HGFは癌あるいは肉腫細胞の増殖や浸潤を促進する．本研究では類腫瘍的性格を有する子宮内

膜症の発生・進展におけるHGFの役割を知ることを目的とした．【方法】同意の得られた37例（子宮内膜症25

例，非子宮内膜症12例）を研究対象とし，腹腔鏡下手術時に腹水を採取した．腹水中HGF濃度はELISA法で測

定した．その産生源を知るために，子宮内膜と内膜症間質細胞，腹膜細胞および腹腔マクロファージを分離培養し

てHGF遺伝子発現を検討した．子宮内膜と内膜症問質細胞ではc－met遺伝子と蛋白発現を検索した．　HGF（0－50

ng／ml）存在下における内膜症間質細胞の増殖能をMTT　assayで，浸潤能をmatrigel　invasion　assayにて検討し

た．【成績】子宮内膜症患者腹水中のHGF濃度は非子宮内膜症患者に比して有意に高く（2．38±O．19・vs　1．70±0．14

ng／ml），　rASRM　scoreとの間には正の相関（r＝O．556，　p＝0．0003）を認めた．　HGF遺伝子の発現量は腹膜細胞，子

宮内膜および内膜症間質細胞に多く，腹腔マクロファージでは少なかった．子宮内膜と内膜症間質細胞ではc－met

の発現も認められた．HGFの添加は子宮内膜と内膜症間質細胞の増殖には影響を及ぼさなかったが，両方の浸潤能

を有意に促進した，浸潤能は内膜症間質細胞においてより高かった．【結論】骨盤腹膜と内膜症病変を主たる産生源

とするHGFは子宮内膜症患者腹水中で増加しており，間質細胞に存在するc－met受容体を介して本症の進展に関

与する可能性が初めて示された．

266子宮内膜症のアロマターゼ発現とアロマターゼ阻害剤の治療剤としての可能性

ひ

金沢大学大学院　医学系研究科・医学部　産婦人科　○可西　直之，瀬川　智也，村上　弘一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生水真紀夫，井上　正樹

右

【目的】子宮内膜症にはアロマターゼ（Arom）が発現されているが，その分子生物学的発現調節機構についてはい

まだに不明な点が多い．今回我々は，子宮内膜症におけるAromの発現様式および発現調節機構を解析し，子宮内

膜症発症に対するAromの影響とArom阻害剤の治療への可能性について検討した．【方法】文書による同意を得

て採取した正常子宮内膜および子宮内膜症（チュコレート嚢腫）におけるArom　mRNA，　Aromプロモーターの発現

を定量的RT－PCR法で測定した．内膜症組織を10～20分割し，各分画のArom発現を免疫組織染色によるArom

発現および内膜症組織の分布と比較した．内膜症より得られた初代培養細胞を用いて，Arom活性の変化を3H－

Androstenedioneを用いたWater　assayで測定し，ステロイド添加による細胞増殖能の変化を”H－Thymidine－

uptake　testにて測定した．【成績】正常内膜のArom　mRNA発現およびArom活性は測定感度以下であった．子宮

内膜症組織においてはArom　mRNAの発現がみとめられたが，その発現分布は一様ではなく，内膜症組織（内膜上

皮細胞，内膜問質細胞，マクロファージ）の分布とほぼ一致していた．プロモーター発現においては，内膜症では

PIIがL4より優位に発現していた．　Arom活性は，　PGE，，，　IL－1β，　cAMPで充進したがDEXでは充進しなかった，　E，

（10sM）およびT（10、M）は細胞増殖を促進したが，　Tの作用はArom阻害剤であるfadrozol（2x1QsM）にて拮抗

された．【結論】子宮内膜症においてはAromが主にPIIを介して発現されており，その発現分布は内膜組織成分と

ほぼ一・致していた．また，Arom阻害剤は子宮内膜症の治療薬として使用できる可能性が示唆された．
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267 子宮内膜症モデルラット脾細胞移入によるNK細胞活性の抑制

秋田大学　医学部　産婦人科　○太田　博孝，田中　秀則，田中　俊誠

【目的】子宮内膜症では，自己免疫異常がみられ，うちNK細胞活性の低下は大きな特徴である．今回，子宮内膜症

を有する動物のNK細胞を含めた脾細胞を同種動物に移入した時，移入された動物（recipient）のNI（細胞が抑制

されうるか否かをみるために，子宮内膜症モデルラットを用いて実験を行った，【方法】8週齢のウィスター今道系

雌ラットを用いて，子宮内膜症モデルを作製した．1ヶ月後モデルラットの脾臓を無菌的に摘出，脾細胞を分離し，

正常ラットの尾静脈より注入した．4日後，脾NK細胞活性を5’Cr　release法により測定した．同時に子宮を摘出，

子宮内膜におけるNK，マクロファージ，　CD4，　CD80）分布を免疫組織学的に検討した．なおラットは，対照群（無

処置群），対照脾細胞移入群（B），子宮内膜症モデル群（C），モデル脾細胞移入群（D），異所性群の5群に分類し

た．【成績】脾NK細胞活性は，　C群で対照群の42％に，　D群ではさらに39％（、P＜0．0001）と著明に低下した．

免疫組織学的に子宮内膜におけるNK陽性細胞数は，各群間で著明な変動を認めた（P＜O．OOOI）．すなわち，　B

群では，対照群よりNK細胞数が有意に増加し，逆にC，　D群でNK細胞数はそれぞれ，対照群の62．0，55．1％まで

減少した，異所性群ではさらにNK細胞数は減少し，対照群の389％まで著明に減少した．マクロファージ陽性細

胞数も5群間で有意に変動し，C群，　D群で対照群より有意に減少した．　CD4陽性細胞数は正所性子宮内膜の4

群聞では有意の差を認めなかった．しかし，異所性群を加えた5群問の比較検討では異所性群で有意に減少した

（P＜0．002）．【結論】本研究より，子宮内膜症モデル動物で生じた異常な免疫反応は免疫担当細胞を介して同種動物

にも移入し，自己免疫異常を再現させうることを明らかにした．

奄

o

268 腺筋症が体外受精胚移植法による妊娠に及ぼす影響に関する検討

秋田大学　医学部　産婦人科

秋田大学　医療技術短期大学部

○佐藤　敏治，清水　　靖，福田　　淳

　河村　和弘，本田　陽子，柿沢由紀代

　出中　俊誠

　児玉　英也

燭

【背景および目的】我々は体外受精胚移植法（以ドIVF－ET）で妊娠した腺筋症合併妊娠が妊娠中期に流産となった

症例を経験した．腺筋症が妊孕性に及ぼす影響や腺筋症合併妊娠における異常についての報告は数少ない．そこで

本研究では腺筋症が体外受精胚移植法による妊孕性や腺筋症合併妊娠における異常』について検討した．【方法】1992

年10月から2000年12月の間に行われたIVF－ETのうち子宮内膜症を適応とした123例を研究対象とした．対象

症例を超音波ないし腹腔鏡所見から腺筋症を合併する群（以下，内性群）と腺筋症を合併しない群（以下，外性群）

とに分けた．2群間の妊娠率，流産率，早産率，および生児獲得率を後方視的に検討した．統計学的検討はt一検定，

）C、，検定で行った．【成績】対象症例123症例のうち内性群は18例，外性群は105例であった．2群問の年齢，不妊

期閻，IVF－ET回数，採卵数，受精卵数に有意差はなかった．また妊娠率は外性eW－　51．4％（54／105），内性群50％

（9／18），流産率は外性群14．8％（8／54），内性群0％（0／9），早産率は外性群5．1％（2／39），内性群22．2％（2／9）で

あった．生児獲得率は外性群9　7．3％（38／39），腺筋症群77．7％（7，／9）であった．全ての項目で有意差はなかった．

【結論】2群間の妊娠率は同等であった．早産率は内性群で高い傾向にあったが，いずれの項目も統計学的有意差は

なかった．内性群で早産した2症例はともに妊娠中期の早産であり，生児を得ることはできなかった．2症例の子

宮の大きさは1例が超手拳大，もう一方の大きさは双手拳大であった．

む
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269 内膜症婦人腹腔内マクロファージの活性化に関する検討

　一特に細胞表面機能関連分子の発現について一

高知医科大学　産科婦人科 ○泉谷　知明，山本　寄人，楠目　智章

　前田　長正，森岡　信之，深谷　孝夫

，

【目的】内膜症婦人腹腔内マクロファージの活性化について，マクロファージ細胞表面機能関連分子であるHLA－

DR，　ICAM－1，およびCD69の発現を指標として検討した．【方法】腹腔鏡下に診断した子宮内膜症婦人40例および

非内膜症婦人25例を対象とした．末梢血および腹腔鏡ドに採取した腹水を試料とした．Flow　cytometryを用いて

末梢血単球および腹水単球上のHLA－DR，　ICAM－1，およびCD69の発現を測定し，腹水単球の発現を末梢血単球の

発現でそれぞれ除し，マクロファージ活性化率とした（HLA－DR活性化率，　ICAM－1活性化率，およびCD69活性

化率）．それぞれの活性化率とr－ASRM　scoreとの関連性を検討した．また，それぞれの活性化率間の関連性につい

ても検討した．検体採取については患者より同意を得た．【結果】初期（1＋II期）内膜症婦人では，いずれの活性

化率も非内膜症婦人に比較し有意に低値であった．進行（III＋IV期）内膜症婦人では，いずれも非内膜症婦人と有

意差を認めなかった．r－ASRM　scoreと活性化率との間には有意の正相関を認めた（HLA－DR；p＝，Ol5，　ICAM－1；

p　＝　．046，CD69；p＝．008），いずれの活性化率も内膜症の進行とともに増加したが，非内膜症のmean＋S．D．を超える

値は認めなかった．活性化率間にはいずれも正の相関を認めた（HLA－DR×ICAM－1；p＝．006，　HLA－DR×CD69：

p　・．OOOI，　ICAM－1　×　CD69；p＝．0045）．【結論】初期内膜症婦人で認められた腹腔内マクロファージの活性化率の低

下は異物に対する免疫応答の低下を示し，内膜症発症との関連性を示唆するものである．マクロファージは内膜症

の進行にともない活性化するものの，非内膜症婦人に比較し不十分なものと考えられる．

轍

270 子宮内膜症患者腹腔内単核球の60kd　human　heat　shock　proteinに対する

　　　　　　　　　　　　　　　　反応性の検討

東北大学　医学部　産婦人科 ○野田　隆弘，寺田　幸弘，村ヒ　　節

　八重樫伸矢，岡村　州博

”

【目的】近年ストレス蛋白であるhuman　60kd　heat　shock　protein（hsp60）が自然免疫系の活性化因子として注目さ

れている．また子宮内膜症患者の腹腔内にも存在し子宮内膜症の病態との関連が推測される．hsp60が腹腔内免疫

環境にどのように影響するか，腹腔内免疫細胞のhsp60に対する反応性が子宮内膜症例と非内膜症例とで差がある

のかを明らかにする事が本研究の目的である．【方法】良性疾患に対して腹腔鏡を行った17例よりインフォームド

コンセントを得た上で腹水を採取しFico1比重遠心法で腹腔内単核細胞（PFMC）を分離し細胞数1．0　×　IO6／mlに調

整し96ウエルマイクロプレートで培養した．recombinant　human　hsp60を添加し．hsp60添加後のTNFα濃度を

ELISA法で測定した．【成績】hsp60添加は濃度依存性にTNFα産生を刺激した．添加後のTNFα濃度は6時間後

に最高値を示した．hsp60刺激によるPFMCのTNFα産生は抗CD14抗体によってコントロールの36％に減少し

たされた．hsp60添加後のTNFα濃度は子宮内膜症例に高い傾向にあり，初期子宮内膜症患者は非子宮内膜症患者

に比べ有意（p＝O．031）に高値を示した（非子宮内膜症n＝7；4511．8±7515．8，初期子宮内膜症n＝5；14067±4179．5，

進行子宮内膜症n＝5；9135．4±3776．0）．【結論】hsp60はPFMCのTNFα放出刺激となった．この反応はマクロ

ファージ細胞膜表面のCDI4を介しているものと考えられた．子宮内膜症患者のPFMCは非子宮内膜症患者と比

較し反応性が高まっていた．human　hsp60は子宮内膜症患者に見られる炎症性サイトカイン優位の腹腔内環境の一

因となっていることが示唆された．
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271 子宮内膜症症例のIVF－ET治療成績に関する検討

名古屋大学　医学部　産科婦人科　○野村　昌男，久野　恵子，斉藤　調子

　　　　　　　　　　　　　　　　勝股　克成，塚原慎・郎，安藤　寿夫

　　　　　　　　　　　　　　　　正橋　鉄夫，水谷　栄彦

【目的】チョコレート嚢胞に対して手術療法を行った症例では排卵誘発に対する卵巣の反応性が低ドし，IVF－ET

の妊娠率も低くなる可能性が指摘されている．しかし未だ1一分な検討はなされていない．今回我々は子宮内膜症，

特にチョコレート嚢胞を有し，何らかの手術療法を施行した症例におけるIVF－ETの成績について解析し，子宮内

膜症が卵巣の反応性ならびに妊娠率に及ぼす影響について後方視的に検討した．【方法】1996年1月から2000年12

月までに当院にて体外受精を行った不妊症患者のうち，腹腔鏡または開腹手術等により確認された子宮内膜症を有

する症例46例について検討した．卵管性不妊症例46例を対照とし，子宮内膜症群と対照群における体外受精時の

発育卵胞数，採卵数，hMG投与量，受精率，妊娠率等について検討した．また子宮内膜症症例のうち，チョコレー

ト嚢胞を有し，それに対して手術操作が加えられた症例についても検討した．【成績】子宮内膜症群と対照群の問に

発育卵胞数，採卵数，hMG投与量，受精率，妊娠率に差は認められなかった．チョコレート嚢胞術後群とくに両側

核出術後群と対照群の問では，採卵数（7．9±5．4vsl1．6±6，9），　hMG1アンプルあたりの採卵数（O．22±O．17　vsO．39

±O．33）は，術後群で有意に少なく，PeakE　、，も（1594．4±ll51．6vs2420．1±1503．3）術後群で有意に低値であった．

受精率，妊娠率に有意差は認められなかった．【結論】子宮内膜症例全体では卵管性不妊症例と比べ卵巣の反応性に

差を認めなかった．チョコレート嚢胞術後の症例では卵巣の反応性が低ドする傾向を認めたが，IVF－ETの妊娠率

には差を認めなかった．以Lよりチョコレート嚢胞に対する手術療法はIVF－ETの成績に影響しないと考えられ
た．

卿
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272 精索静脈瘤において超音波検査でみられた

　精巣微小石灰化像の程度について

東邦大学　医学部　第・泌尿器科

東邦大学　医学部　第一二泌尿器科

○小林秀行，永尾光一・，須山太助

　工藤　貴正，川h　稔史，中島　耕一一

　中居　敏明，野澤　英雄，栗田　　稔

　原　　　啓，三浦　一陽，石井　延久

　澤村　良勝

噂

【目的】精巣微小石灰化（testicular　microlithiasis）は，精細管内腔の特徴的な石灰化像の病態であり，成人では精

巣機能障害あるいは，腫瘍を示唆するとの報告がある．今回，我々は，精索静脈瘤でみられた精巣微小石灰化像の

うち，5個以上の石灰化像をclassic　Testicu且ar　Microlithiasis（CTM），5個以Fの石灰化像をlimited　Testicular

Microlithiasis（LTM）に分類し，検討した．【方法】1998年1月から2000年8月までに精巣超音波検査を施行し精

索静脈瘤を認めた224例中，15例に精巣微小石灰化像を認めた．精巣微小石灰化像を認めた15症例をCTM，　LTM

に分類し，どちらが多くみられるか検討した．【結果】すべての症例において両側の精巣に石灰化像がみられた，

CTMは7例で，　LTMは8例であった．　CTMの7例のうち，5例は無数の石灰化像がみられた．【考察】精巣微小

石灰化像の原因は不明である．Bennettらは精巣微小石灰化像104例rli，39例がCTM，65例がLTMと報告して

おり，精巣微小石灰化像は，5個以下のことが多いことを示している．また，CTMは悪性腫瘍の頻度が高いと報告

している．今回，精索静脈瘤においてみられた精巣微小石灰化像は，CTMに比べてLTMが多く見られ，両側精巣

に石灰化がみられた．精巣微小石灰化像の原因や不妊との関係を追及すべく，症例を重ねて，また，CTMの精索静

脈瘤では悪性腫瘍の発生も考えられ，定期的に経過をみていく必要があると考えられた．

，

贈
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273 停留精巣患者からみた男了不妊症の検討

名古屋市立大学　医学部　泌尿器科 ○池内　隆人，佐々木昌一，小島　祥敬

　梅本　幸裕，窪田　泰江，神谷　浩行

　田貫浩之，山本洋人，郡健1郎

，

【目的】停留精巣は男子不妊症の原因となる疾患の1つである．不妊の確率は，両側性の停留精巣では70－80％と言

われており，成人後に発見されたものでは将来の妊孕性は期待できない．しかし片側性の症例においては，乳幼児

期に手術を行えば造精機能は影響を受けないとも言われている．今回我々は，男jt一不妊症患者の中で停留精巣症例

に着目し，停留精巣患者の妊孕性および造精機能障害の指標について検討した．【方法】1980年から2000年までに

当院泌尿器科を受診した男子不妊症患者341例のうち停留精巣およびその既往のある12例（23－38歳，平均28．9

歳）を対象に，性ホルモン値，精巣重量，精液検査および精巣組織所見について検討した．【結果】12例中，両側例

は9例，片側例は3例であり，小児期に精巣固定術を受けたものは10例で，手術時年齢は3－13（平均9．8歳）歳で

あった．受診時の性ホルモン値は，LH　2．1－16．4（平均値7．7；基準値1．1－8．8）mIU／ml，　FSH　11－41．6（平均値2L3；

基準値1．8－13．6）mIU／ml，テストステロン53－707（’F均値408．5；基準値320－1030）mlU／mlであった．精巣重量は

0－6．Omlと全例に精巣の萎縮を認めた，精液所見は両側例では7例で無精子症，2例で乏精子症，片側例では1例で

無精子症，2例で乏精r一症と診断された．精巣生検は7例に施行され，そのうち3例はhypospermatogenesis，2

例はmaturation　arrest，1例はSertoli　cell　onlyであった．後者3例のうち2例は手術未施行症例であった．出産に

ついては1例のみにAIHにて挙児を得た．【考察】停留精巣の（既往のある）男子不妊症患者においては，　FSH

値のみならず精巣重量がより造精機能障害の有意な指標になると思われた．これらは小児期に行われた手術後でも

十分に計測可能であり，ARTが進歩した今日でも，将来の妊孕性を推察する上で重要な指標であると共に停留精巣

症例では特に小児期からの長期的な経過観察が必要と思われた．

274 DBYはAZFa領域の主精子形成責任遺伝子のひとつである

轍

金沢大学　医学部　泌尿器科　○鈴木ひろみ，高　　栄哲，並木　幹夫

　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

し

【目的】AZFa（Azoospermia　factor）領域の欠失はSertoli　cell　only　syndrome（SCO）を呈する．この領域にはDFFRY

（Drosophila　fat－faces　related　Y），　DBY（DEAD／H　box　polypeptide，　Y　chromosome）やUTY（ubiquitously　TPR

motif　Y）などの遺伝子が存在しており，精子形成に関与していると報告されている．今回，無精子症患者に対し，

文章にて遺伝子検索を行う旨を説明し同意を得た後，Y染色体ゲノム上の欠失をSTS（sequence　tagged　site）法に

より確認し，精巣生検組織の一部を用いてcDNAを合成し，その発現について検討した．【方法】ゲノムDNAは末

梢血から採取し，精巣cDNAは精巣生検組織からTotal　RNAを抽出しcDNAを合成した．1）各々の遺伝子ゲノム

に対応するプローブおよびSTSプローブを作製し，遺伝子ゲノムの有無とY染色体微小欠失を確認した．2）無精

子症患者より得た精巣cDNAを用いRT－PCRをおこない，その発現について検討した．　PCR上欠失を認めた例に

対して，この産物をナイロン膜に写し，特異プローブを用いサザンプロットにてその有無を確認した．【結果】現在

約20例について検索を終了しているが，いずれの遺伝子ゲノムが存在しているにもかかわらず，AZFa領域の

DFFRY，　DBY，　UTYのすべてを発現していなかった症例は1例であり，　DBYのみが発現していない症例は5

例（5／20）と高率であった，これらの組織表現型はすべてSCOであった．【結論】AZFa領域の精子形成責任遺伝

子はDBYであるロ∫能性が高く，転写機構の異常によるものと考えられた．
聯
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275 内分泌撹乱物質ビスフェノールAのヒト精子運動能への影響

東京大学　医学部　産婦人科

CREST

○池田　千秋，藤原　敏博，生月　弓子

　大井なぎさ，藤本　晃久，大須賀　穣

　矢野　　哲，武谷　雄二

　堤　　　治

「

【目的】ビスフェノールA（BPA）はポリカーボネイト製プラスチック，飲料用缶のコーティング材など日常生活

用品に広く含まれ，エストロゲン作用を有する内分泌掩乱物質の一つと考えられる．…方，精子はエストロゲンレ

セプターを有することが知られており，その影響が危惧される．今回BPAのヒト精子運動能への影響をcomputer－

assisted　sperm　analyzer（CASA）を用いて検討した．【方法】当院にて精液検査を行いインフォームドコンセント

を得た男性10例を対象とした．用手法にて採取した精液を常温で十分に液化させPercoll処理後，　Swim－up法にて

回収した運動良好精子を研究に供した．この精子浮遊液に各々O　nM－1　mMのBPAを添加し24時間後の運動能を

CASAを用いて測定した．【結果】培養開始から24時間後の精子運動パラメーターの変化率（％）はそれぞれBPA

濃度OnM，　l　nM，100　nM，10pM，　l　mMの順に，平均経路速度（VAP）は，55．8±15．3，53．4±14．0，52．2±15．2，50．0

±15．0，0．O±0であり，直線速度（VSL）は，52．2±16．8，49。7±16．2，48．6±17．0，46．1±16．7，0．O±0，曲線速度（VCL）

は，67．0±14．8，　64．1±13．3，63．3±13．3，　61．4±14．0，0．0±0（mean±SD）であった．【結論】BPAは10μMまで精子運

動能に明らかな影響を与えなかったが，逆に1mMでは完全に精子能は認められず，このことから高濃度のBPA

は精子に対してtoxicに作用すると考えられた．

響
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276 Andorogen　recepter遺伝子上exon　1の3塩基リピート分析と

　　　　　　　男性不妊との関連性に関する検討

慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

大和市立病院

○中林　　章，末岡　　浩，浅田　弘法

　松田　紀子，谷垣　礼∫，佐藤　健二

　小澤　伸晃，久慈　直昭，吉村　泰典

　t屋　慎一

o

【目的】遺伝子のtripletリピートと疾患の関わりが解明される中，　andorogen　recepter（AR）遺伝一“　exon　1におけ

るCAGリピート数と男性不妊との関係が指摘されつつあり，　AZF遺伝子群と同様造精機能に関わる遺伝子の1
つと考えられている，CAGリピート数の伸長・短縮がその産物であるポリグルタミン鎖を伸長・短縮させ，　AR

の構造や機能に影響を及ぼしている可能性が高い。我々は，本邦における男性不妊患者とすでに児を得た男性の

CAGリピート数を解析し比較を行い，さらにリピート数の伸長・短縮症例の検討を行った．【方法】当院の不妊症

外来を受診した乏精子症および無精子症を主徴とする男性不妊患者100名（患者群）を対象とし，すでに挙児を得

ている男性100名をコントロール群としてインフォームドコンセントを得た上で採取したリンパ球のDNAを検

体とした．AR遺伝子exon　lに対するプライマーを用いてPCRを施行し，　CAGリピート数をGenomic　Analyzer

により測定した．解析は，まず無作為抽出した一部の症例の塩基配列分析を行い，Gelle　Scanによる解析の回帰係

数を求めた上で，全症例のリピート数の解析をGene　Scanにて行った．【成績】男性不妊患者におけるCAGリピー

ト数は平均22．6（最小値12最大値34）であり，コントロール群では平均23．2（最小値17，最大値28）であった．リ

ピート数27の伸長症例で精巣悪性腫瘍の発生例を認め，またリピート数16の短縮例でAZF遺伝子欠失との合併

例を認めた．さらにリピート数12や34の症例では2x106／ml以下の重症乏精子症例を認めた．【結論】患者群とコ

ントロール群におけるCAGリピート数の比較では，平均リピート数の明らかな差は認めなかったが，患者群では

リピート数が広い分布を示し，それらの症例においてはARの機能異常による男性不妊の発生への関与が示唆され
た．

ワ
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277 IVFを受ける夫の精液検査結果での心理と現状

セントルカ産婦人科 ○宿利　佳子，原井　淳子，斉高　美穂

　二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史

■

【目的】現代社会では不妊は妻の方にその原因や治療まで焦点のあたる事が多く，夫の半数以上にも原因がある事は

あまり知られていない．今回IVFを受ける夫を対象に，精液検査で正常であった人，異常であった人の結果の受け

止め方と，その後の生活への影響の違いを知る為に，様々な比較を行ったので報告する．【対象：方法】当院で平成

12年3月～同年10月までにIVFを行った夫婦116組の夫へ質問紙を，採卵時に採精に来た夫，又は妻へ配布し，

次回来院時に回収．100名の回答を得た．回収率は862％であった．【結果】100名の回答の内，精液検査の結果で，

正常で安心したと答えた人は全体の38％，異常を指摘された人は全体の55％で，その内ほぼ全員が何らかの不安

やショックを受けていた．無回答は全体の7％であった．IVFを受ける事で，酒や煙草を減らす又はILめた人は正

常，異常とほぼ同率であるが，異常の人は正常の人に比べ健康食品や身体に良い物の摂取に気を遣っていた．又イ

ライラや不眠等IVFが原因で体調を壊した人は異常の人が正常の人よりも多く見られた．異常の人はカウンセリ

ングについても若干ではあるが正常の人より受けた人が多く，今後受けてみたい人も多かった．特に精液検査で医

師より，「異常」と言われた時にカウンセリングを望んでいる．IVF費用を考えての仕事量については正常，異常共

に変化は見られなかった．【考察】正常，異常共に仕事や行動面での変化に差は見られなかったが，異常の人は精神

的，肉体的にストレスを受けている割合が正常の人に比べ高かった．今後男性不妊は増える事が必至であり，泌尿

器科との連携を取りながら，時間的な制約等，男性特有の問題と共に，精神的な面も十分配慮したサポートが必要

だと思われる．

278 減胎手術の経験が患者夫婦に及ぼす影響

禽

セントルカ産婦人科 ○實崎　美奈，清原あゆみ，指山実千代

　宇津宮隆史　　　　　e

匂

，

［目的］排卵誘発剤の使用や生殖補助医療等の不妊治療により当院では11．4％が多胎妊娠に至っており，諸事情か

ら減胎手術を受けることを希望する夫婦もある．今回，当院において減胎手術を受けた夫婦に対する質問紙調査を

行うことで，これらの夫婦は減胎手術を受けたことをどのように捉え，またそのことがその後の出産・育児におい

てどのような心理的影響を及ぼしているのかを調査した．［対象・方法］1993年より2000年までの間に当院におい

て減胎手術を受けた夫婦27組に対し，インフォームドコンセントを得た後に当院作成の無記名・選択式の質問紙

を郵送により配布・回収した．［結果］質問紙を配布した夫婦27組中5組は宛先不明，13組より回答を得た（実回

収率59．1％）．減胎手術を受けることを決断するにあたり84．6％が夫婦以外には相談していなかった．また減胎手術

後，減胎手術を受けたことについて考えたかどうかを出産前・出産後で比較すると妻側はいずれも76．9％であった

のに対し夫側は約半数であった．その内容について妻側では「誕生した児への影響」「生命倫理に反することをして

しまった」の順に多かったのに対し，夫側では出産前後とも「手術を受けて良かった」が最も多かった．減胎手術

を受けたことを将来子供に話すかどうかとの問いに「話さない」と回答したのは妻側84．6％に反して夫側では36．4

％に止まった．［考察］減胎手術を受けた夫婦は減胎手術を受けることを夫婦と生まれてくる子供の問題として捉え

ており，この時点で夫婦の意思は統一されている．しかし手術後，比較的夫側は肯定的に手術を受けたことを捉え

ているのに反し，妻側では後悔や自責感から否定的に捉えているという差が生じてきている．以上の事実から不妊

症診療においては，望まない多胎妊娠を予防すべく策を講じることが先決であると考える．

※本邦では減胎手術は必ずしも認められた方法ではないが，本演題のアンケート内容は今後の検討に有用と考え採川した．

4



248（442）
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279　　　　　　　　挙児希望の夫婦の一選択肢としての養子縁組

　　　一環の会の夫婦面接を受けた育て親希望の96組の夫婦についての報告

　　　　　　　関東労災病院　○星野　寛美

特定非営利活動法人　環の会　　横田　和子 Y

乳幼児虐待の急増が報道される中，当会では，1991年発足以来，妊娠・出産・育児に悩む女性の相談に応じ，必要

な場合には乳幼児の特別養子縁組の仲介も行っている．特別養子縁組を行う際には育て親が必要となるが，当会で

は，独自に育て親希望者を募っている．平成10年1月より平成12年12月までの3年間に，育て親となることを希

望し，当会の面接を受けた夫婦は96組あったが，その医学的背景について報告する．

【当会の相談システム】育て親となることを希望し，当会に連絡してきた夫婦には，当会の説明会に参加して頂き，

当会の趣旨すなわち子どもの福祉を中心とした養子縁組について理解して頂く．当会では，r一どもには自分のルー

ツを知る権利があると考え，養子であることをオープンにしながら育てることを前提としている．そのような趣旨

が納得できる夫婦には，面接を行い，面接の結果，育て親候補者として適切と判断できる夫婦にのみ，当会の育て

親候補者として登録して頂いている．

【面接を受けた96組の夫婦】妻の年齢は21歳から48歳におよび平均34．7歳であった．結婚期間は6ヶ月から17

年におよび平均7．6年であった．医学的背景として，不妊症は86例（82．6％）で，その内生殖補助技術による治療

を受けたことのあるケースは50例（52．1％）であった．不妊症でありながら，生殖補助技術による治療を受ける前

の段階で，当会の夫婦面接を受けたケースは36例で，不妊症の86例中419％に及んだ．

【考察】不妊治療技術の進歩に伴い，挙児を希望し産婦人科を受診する女性の数は増えているが，生殖補助技術によ

る治療を受ける前の段階で，妊娠・出産よりも子育て，すなわち生物学的な親にならなくても社会的な親になれさ

えすればよいと考える夫婦がこれだけ多いということを，不妊治療に臨む医療者側も認識し，治療の早い段階から，

一 選択肢として「養子縁組」があることを提示することも必要なのではないかと考えられる．

9

，

280 最近3年間の多胎妊娠発生に関する全国調査成績

徳島大学　医学部　産婦人科　○出中　　優，尾形　理江，三浦　尚子

　　　　　　　　　　　　　　清川麻知子，上村　浩一一，桑原　　章

　　　　　　　　　　　　　　　井川　　洋，斉藤誠一郎，安井　敏之

　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔，青野　敏博

禽

【日的】本邦での不妊治療による多胎妊娠発生の現状を把握する目的で，1997～1999年の3年間にわたる多胎妊娠

の発生状況に関する全国調査を実施し，前回の調査（1994～1996年）と比較し，最近の動向を検討した．【方法】

全国の主な不妊治療施設にアンケート調査を行い，1997年1月～1999年12月の3年間に成立した3胎以h妊娠症

例を対象に，症例の背景，妊娠に至った治療法，胎数，妊娠の転帰などを調査した．【結果】1）3胎以ヒ妊娠は682

例で，前回に比して・若下増加しているロ∫能性があった．2）3胎以上妊娠の発生原因はその98．7％が不妊治療による

もので，特に3／4が体外受精胚移植法で発生し，割合も著明に増加していた．3）3胎以上妊娠に占める4胎以一Lの

割合は，一般排卵誘発では前回と大差ないのに対し，体外受精では減少していた．4）3胎以上妊娠に対する減数手

術施行率は増加傾向にあり，主に2胎を日指して行われていることがわかった．【考察】不妊治療での3胎以ヒ妊娠

は若下増加傾向にあり，一般排卵誘発，体外受精胚移植ともにさらなる多胎予防の努力が必要と考えられた．また，

減数手術は現実的に施行されている現状が明らかとなった．

ψ
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249（443）

座長 演題分類 演題番号 日付 会場 開始　　終了

國

麻生　武志　　受精・着床（1）

園

石塚

石丸

稲葉

井上

井上

今井

苛原

岩本

圖

文平

忠之

憲之

正樹

正人

　裕

　稔

晃明

診断・検査（3）

統計（1）

ART（1）

卵管・子宮（3）

卵子・排卵・胚（2）

精子・排精（5）

その他（3）

統計（2）

宇津宮隆史　　ART（14）

困

遠藤克性機能ほか

囹

岡村　　均　　内視鏡（2）

囲

片山恵利子

加藤　　修

加藤　　紘

守殿　貞夫

圖

ART（9）

ART（4）

卵管・子宮（2）

診断・検査（2）

木「　勝之　　診断・検査（1）

圓

久保　春海　　その他（5）

倉智　博久　　内視鏡（1）

回

46～50　　11月8日（木）　第4会場

203～207　 11月9口

219～222　11月9日

　1～5　11月8日
134～137　11月8日

96～99　 11月8日

238～241　11月9日
164～168　 11月8日

223～226　11月9日

（金）　第4会場

（金）　第6会場

（木）　第1会場

（木）　第9会場

（木）　第7会場

（金）　第8会場

（木）　第11会場

（金）　第6会場

189～193　　11月9日（金）　第3会場

256～261　　11月9日（金）　第9会場

232～237　　11月9日（金）　第7会場

41～45

16～20

129～133

199～202

11月8日

11月8日

11月8日

11月9日

（木）

（木）

（木）

（金）

第3会場

第2会場

第9会場

第4会場

72～75　　11月8日（木）　第5会場

277～280　　11月9日（金）　第ll会場

227～231　11月9日（金）　第7会場

9：00～9：50

9：40～10：30

9：00～　9：40

9；00～　9：50

10：30～ll：10

9：40－－10：20

9：00～　9：40

10：40～11：30

9：40～10：20

9：00～　9：50

10：00～11：00

9：50～10：50

10：40～11：30

9：00～9：50

9：40～10：30

9：00～9：40

10：50～11：30

9：50～10：30

9：00～9：50

香山　浩二　　妊娠・流産・不育（3）　150～153　　11月8日（木）　第10会場　　10：20～11：00

小林　俊文　　子宮内膜症（1）　　　　104～108　　11月8日（木）　第7会場　　　11：00～11：50



250（444）

圖

佐賀　正彦

佐藤　　章

佐藤　和雄

佐藤　嘉兵

佐藤　英明

団

妊娠・流産・不育（1）

その他（1）

ART（13）

ART（15）

精子・排精（7）

末岡　　浩　　ART（3）

鈴森　　薫　　妊娠・流産・不育（2）

囲

高山　雅臣

武谷　雄二

田中　　温

田中　憲一一・

田中　忠夫

田中　俊誠

田中　啓幹

田辺　清男

目

受精・着床（3）

卵巣・性ホルモン

ART（6）

ART（7）

ART（12）

卵子・排卵・胚（4）

精子・排精（2）

精子・排精（3）

津端　捷夫　　ART（10）

囮

寺川　直樹　　子宮内膜症（2）

團

豊田　長康　　受精・着床（2）

困

並木　幹夫　　その他（4）

回

野口　昌良　　手術

野田　洋一　　卵子・排卵・胚（1）

團

畑俊夫卵子・排卵・胚（3）

142～145

154～158

184～188

194～198

246～249

ll月8日（木）　第10会場

11月8日（木）　第11会場

11月9日（金）　第2会場

11月9日（金）　第3会場

11月9日（金）　第8会場

9：00～9：40

9：00～9：50

9：50～10：40

9：50～10：40

10：20～11：00

ll～15　　11月8日（木）　第1会場　　　10：40～11：30

146～149　　11月8日（木）　第10会場　　　9：40～10：20

56～60

113～118

26～30

31～35
179～183

250～255

80～83

84～87

11月8日（木）

11月8日（木）

11月8日（木）

11月8日（木）

ll月9日（金）

ll月9日（金）

ll月8日（木）

ll月8日（木）

第4会場

第8会場

第2会場

第3会場

第2会場

第9会場

第6会場

第6会場

169～173　　11月9日（金）　第1会場

262～266　　11月9日（金）　第10会場

51～55　　11月8日（木）　第4会場

272～276　　11月9日（金）　第11会場

119～124　　11月8日　（木）　　第8会場

92～95　　11月8日（木）　第7会場

100～103　　11月8日（木）　第7会場

10：40～ll：30

9：40～10：40

10：40～11：30

9：00～　9：50

9：00～　9：50

9：00～10：00

9：40～10：20

10：20～ll：00

9：00～9：50

9：00～9：50

9：50～10：40

9：00～　9：50

10：40～11：40

9：00～9：40

10：20～11：00

齢

，

9

層

5

亀



も

響

勘

砲

国

平川　　舜　　ART（11）

国

深谷　孝夫　　精子・排精（6）

布施　秀樹　　ART（8）

囮

星　　和彦　　ART（5）

闘

牧野　恒久　　生殖免疫（1）

國

水谷　栄彦

水沼　英樹

峯岸　　敬

宮川　勇生

宮崎　康二

固

毛利　秀雄

森　　宏之

森澤　正昭

森本　義晴

四

子宮内膜症（3）

生殖免疫（2）

ART（2）

卵管・子宮（1）

卵管・子宮（4）

精子・排精（1）

中枢性ホルモン

精子・排精（4）

精巣・性ホルモン（1）

吉田　英機　　精巣・性ホルモン（2）

吉村　泰典　　その他（2）

251（445）

174～178　　11月9日（金）　第1会場

242～245　　11月9日（金）　第8会場

36～40　　11月8日（木）　第3会場

21～25　　11月8日（木）　第2会場

208～213　　11月9日（金）　第5会場

267～271

214～218

　6～10

125～128

138～141

76～79

109～112

88～91

61～66

11月9日（金）　第10会場

11月9日　（金）　第5会場

ll月8日（木）　第1会場

ll月8日（木）　第9会場

ll月8日（木）　第9会場

11月8日（木）

11月8日（木）

11月8日（木）

11月8日（木）

第6会場

第8会場

第6会場

第5会場

9：50～10：40

9：40～10：20

9：50～10：40

9：50～10：40

9：00～10：00

9：50～10：40

10：00－－10：50

9：50～10：40

9：00～9：40

11：10～11：50

9：00～9：40

9：00～9：40

11：00～ll：40

9：00～10：00

67～71　11月8日（木）　第5会場　　　10：00～10：50

159～163　　11月8日（木）　第11会場　　9：50～10：40
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蟻

s

σ

v

孕

や

tr

※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

國

合阪幸三

青木育美

青木耕治

青木　隆

青木麻紀子

青野敏博

青野文仁

青山和史

背山航也

青山直樹

赤樫圭吾

明石拓也

赤星晃一

秋葉靖雄

秋山芳晃

阿久津英憲

浅井光興

浅桐和男

浅田弘法

浅田義正

浅野敦之

浅野目和広

浅見万里子

芦沢好夫

東　千尋

麻生太行

麻生武志

安達知子

足立陽一一

渥美治世

佐藤　章

阿部宏之

262

72

129

105

27，206

111，166，172，211，

212，214，280

27，82，206

113，129，155

119

206

68

10，201

87

140，　234

180

154

122

107，116，151

77，85，　90，　138，

234，276

240

46

183

159

79，　259

51，126，204

70

49，128

248

79，259

232

154

127

安部裕司

飴谷由佳

綾部拓哉

般　演　題

アユスタワティ

新井　正

新井理水

荒川　修

荒川創一

荒木　勤

荒木康久

有木さおり

有森直子

粟田松一郎

安藤一一道

安藤　幸

安藤寿夫

安藤　索

園

飯田悦郎

飯沼由朗

家永　聡

井川　洋

生田克夫

井口裕樹

井口めぐみ

池内隆人

池上芳美

池田千秋

池田万里郎

生月弓子

池ノ上克

池淵佳秀

井坂恵一

177，178

119

109

　　194

210

248

17

64

94

91

109

159

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

223

23

271

118

16，42

146，150

56，169，170

111，166，280

113，129，155

81

157，158

61，273

5，163

275

226

275

167

204

56，169

253（447）

石井延久

石川智子

石川　博

石川雅彦

石川睦男

石塚文平

石原　理

石原楷輔

石原広章

石松正也

石丸忠之

石lll朋美

石渡　勇

石渡千恵子

和泉俊一郎

泉谷知明

磯崎八＄1　r一

礒島晋三

磯部哲也

伊田昌功

di川智彦

出居貞義

伊藤嘉奈子

伊藤直樹

伊藤晴夫

伊藤博敏

伊藤理廣

伊藤美穂

伊東宗毅

伊藤元博

稲葉憲之

井上　保

井上正樹

井ヒ正人

井上善仁

66，272

114

157，158

226

251

143，207

134，162，219，221

94

104，263

32，257

108，241

226

157，158

157，158

210，232

243，269

33，148

37

175，227，242

149，153

202

194

177，178

68，72

202

199

6

72

134，219，221

105

2，25，139

173，254

136，266

50，99，137，141，

236，249

40



254（448）

井面昭文

今本　敬

苛原　稔

岩井千恵

岩垣重紀

岩崎　晧

岩崎克彦

岩崎信爾

岩下光利

岩田壮占

岩渕正之

岩部富夫

岩本晃明

岩本智子

岩本英煕

圏

上村浩一・

臼田三郎

宇田川康博

内田昭弘

内田　浩

内田雄三

内野貴久子

内山一男

宇津宮隆史

内海靖子

宇都博文

祖母井英

馬岡　陽

梅岡弘一一郎

梅咲直彦

梅田　隆

梅本幸裕

浦田憲一郎

232

202

111，166，280

248

72

238，244

209

222

55，118，173，254

77，78，247

79

106，115，265

87，225

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

34，89，96，174，

196

166，280

56，169，170

121

23

132，133

245

103

18，184，185，195

22，41，　127，　191，

277，278

56，169，170

95，156，228，252

177，178

33，148

33，148

92

79，259

61，69，273

125

困

江頭昭義

江上りか

江rl二朗

遠藤あかね

遠藤俊明

遠藤尚江

囹

大井なぎさ

大井川智子

大石友美

大浦訓章

大岡史子

大垣　彩

大口昭英

大久保和俊

大久保毅

大藏健義

大澤淑子

大須賀穣

太田昌一郎

太田博明

太田博孝

太田行信

大高　究

大津英子

大西雄一

大庭三紀子

大橋いく子

大橋浩栄

大橋由政

大島順恵

大濱紘三

大原　聡

大平知沙子

大桃幸夫

岡井　崇

11，13，14

145

224

18

58，165

180

275

80，101

156，95，228，252，

256

180

262

34，196

194

71

26

74

78，247

31，275

10，201

248

267

126

105

22，41，127，191

164

20

4

17

121

106，115，265

24，88

121

35，43，91，　176，

182

17

222

小笠原綾子

岡田俊則

岡田　弘

岡田喜親

尾形理江

岡根夏美

岡部依子

岡村州博

岡村　均

岡本山記子

小川　修

小川恵吾

小川毅彦

小川博和

沖　利通

荻田和秀

沖津　摂

奥　久人

小［秀紀

奥野　隆

奥野　博

奥山輝明

小倉啓司

尾崎智哉

尾崎康彦

長田尚夫

小澤伸晃

押尾　茂

小田　力

落合　厚

女川珠穂

小野田親

小野寺潤子

iJ、畑清一一良K

折坂　誠

31

167

64

36

111，166，280

157，158

50，99，137，249

47，48，ll7，270

103，235

120

71，112，工24

245

238，244

80

95，156，228，252，

256

51

46

153，217

189

27，39，181，193，

195

71，112，124

50，99，　137，　141，

236，249

124

’131，135，164

113，129，146，150

185

62，65，77，85，138，

147，234，276

79，259

222

199

76

235

173

262

142

）

o

脚
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や

囲

カーンカレク

貝嶋弘恒

貝原　学

利部輝雄

柿沢由紀代

柿本篤志

笠井　剛

可西直之

樫田史郎

梶原　健

春日美智子

霞　弘之

加勢宏明

可世木久幸

片桐由起子

片山恵利子

片寄治男

香月孝史

勝股克成

勝又木綿子

門　紀子

加藤　修

加藤真吾

加藤　紘

加藤浩志

金崎春彦

金山尚裕

兼子　智

金子智子

金武　洋

鎌田正晴

鎌田泰彦

上条隆典

紙谷章弘

守殿貞夫

　108
18，39，　181，　193，

195

262

205

268

203

245

266

130

80，101

140

3，149

220

94

177，178

16，42

154，239

24

271

118

104，263

18，19，26，27，39，

82，181，184，185，

190，192，193，195，

206

65

130

37

131，135

53，73，100

20，87

102

224

211，212，214

107

6，223

81

64

神谷浩行

唐澤康広

苅谷卓昭

河内明宏

川上稔史

河田　淳

川田浩子

河内谷敏

川戸浩明

河村和弘

瓦林達比古

神崎秀陽

神田義明

菅野ひとみ

圖

貴家　剛

菊地　盤

菊池信正

菊地　宏

菊池理仁

木ロー成

岸　郁子

岸　文雄

岸上靖幸

岸田佐智

北川武司

北島道夫

北島義盛

北村公也

北村誠司

北脇　城

城戸京子

木下勝之

木下俊彦

金　宗興

木村　正

木村俊雄

木村　慎

木村陽子

69，273

37

143

199

272

34，89，96，　174，

196

34，196

102

59，175

63，253，268

40

34，174，196

226

238，244

232

75

6

45

184

157，158

140，234

257

189

159

110

108，241

58，165

53，100

16，42

104，263

22，41，127

75，162，213，233

105

7

51，204

93

68

140

255（449）

木元正和

木谷　保

京野廣一

清川麻知子

清原あゆみ

金城　洋

圓

久慈直昭

楠井千賀

楠木　泉

楠比呂志

楠目智章

工藤尚文

工藤貴正

工藤隆一

國方建児

久野恵子

久保敏子

久保春海

久保田俊郎

窪田裕樹

窪田泰江

熊谷暁子

熊谷明希子

熊谷　仁

熊迫陽子

隈本　巧

公文裕巳

公文麻美

倉沢滋明

倉智博久

倉林　工

蔵持和也

蔵本武志

栗岡裕子

栗田　稔

243

165

35，43，91，176，182

111，166，280

278

56，169，170

65，77，85，90，138，

234，247，276

51

104，　263

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

269

107，ll6，151

66，272

58，165

46

271

4

177，178

49，128

61，69

69，273

63

34，89，96，174，196

63

22，41，127，191

15，　98

81

22，41，127，191

50，99，　137，　141，

236，249

102，229

86，152，179，220

31

11，13，14，161

131，135，164

272



256（450）

栗林　靖

呉竹昭治

黒木　遵

黒澤貴子

黒島正子

黒部　来

鍬田恵里

桑波田理樹

桑原　章

桑山正成

回

小池浩司

小泉智子

小泉仁嗣

高　栄哲

鴻上英晴

高坂哲也

合田上政

河野由佳子

香山浩二

紅露有子

郡健二郎

郡山　智

小金丸泰子

小柴寿人

小嶋飛鳥

小島加代子

小島謙二

児島孝久

小嶋康夫

小島由美

小島祥敬

小関みつほ

児玉英也

207

239

121

114

87

212

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

95，156，228，252，

256

111，166，280

18，19，26，27，82，

184，185，190，192，

195，206

136

92

109

274

260

83，246

64

15，98

3，54，　149，　153，

208，217，260

56，169

61，69，273

87

145

104，263

184

15，98

230

168

119

86，152，179，220

61，69，273

140

63，253，268

小辻文和

後藤　栄

後藤淳子

小西秀樹

小西康博

小橋川啓

小塙　清

小林真一郎

小林　恭

小林　保

小林秀行

小林　護

小林善宗

小松淳子

小松節子

小峰富美子

米田由香里

小森慎二

古山将康

近藤朱音

圖

斉高美穂

斎藤和男

斎藤　要

斉藤調子

斉藤寿一郎

斉藤誠一郎

齋藤英和

斉藤正博

斉藤理恵

酒井　謙

酒井のぞみ

榊原秀也

坂田亜希

坂田正博

坂田　優

坂本英雄

坂本靖子

142

38，93

53，100

107，116，151

140

70

20

37

112

26，39，181，184，

193

272

198

50，99，　137，　141，

236，249

46

77，85

74

167

3，149

51，126

210

277

238，244

207

271

207

111，166，280

102，　229

134，21　9，221

248

55，118，173，254

77，132，133

226

130

204

49

70

106，ll5，265

佐久間雄一

桜井明弘

笹尾拓己

佐々木昌一・

佐々田比呂志

雀部　豊

指山実千代

佐竹紳一郎

佐藤　章

佐藤郁夫

佐藤英子

佐藤英明

佐藤和彦

佐藤嘉兵

佐藤健二

佐藤　剛

佐藤哲也

佐藤敏治

佐藤直樹

佐藤雄一

佐藤由美

佐村　修

鮫島　浩

猿賀まち子

澤井英明

澤村良勝

回

塩川滋達

塩田恭子

塩谷雅英

繁田　実

七里泰正

實崎美奈

地主真理

篠崎るり子

柴原浩章

渋井幸裕

島津　章

島田　薫

87

75，233

68

61，69，273

　83，246

177，178

277，278

119

239

76，194，208

122

83，　246

238，　244

157，158，198，255

65，85，90，138，

247，276

113，129，155

137

268

63，　253

233

47，48，117

88

167

50，99，137，249

54，149

272

55

37

38

3，208

124

278

213

160

76，194，208

177，178

112

50，99，137，141，

隔

亀

■

●
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韓

嶋田奈央子

清水亜紀

清水亮行

清水香子

清水清美

清水聖子

清水　靖

清水康史

下屋浩一郎

宿利佳子

生水真紀夫

正田朋子

白井安砂子

白井将文

代田琢彦

神野正雄

団

末岡　浩

末永昭彦

末松　誠

菅沼信彦

菅沼良太

菅谷　進

菅原新博

杉　俊隆

杉浦真弓

杉岡美智代

杉崎亜矢

杉野法広

杉本利幸

杉山　武

杉山智子

杉山里英

杉山カー

鈴木和雄

鈴木康太

236，　249

184

85，132，133，234

202

219

159

248

268

49

51，126，204

277

136，266

67，245

56，169，170

66

207

118，173，254

65，77，78，85，90，

138，140，234，247，

276

31，219，221

62

53，100，110

239

86，144，152，179，

216，220

173，254

209

146，150

11，13，14

248

130

36

16，42

248

56，169

56，169，170

200

70

鈴木康太郎

鈴木隆弘

鈴木達也

鈴木典子

鈴木規之

鈴木ひろみ

鈴木啓悦

鈴木正樹

鈴木美奈

鈴木良知

鈴木留美

鈴森薫

澄井敬成

須山太助

固

238

210，232

76，194

55

202

274

202

189

86，152，179，220

56，169

36

113，129，146，150，

155

40

272

清野朝史　　102

瀬川智也　　136，266

瀬戸　裕　　109

千石一雄　　251

圖

郡　仁哲　　199

曽根　知　　230

園田桃代　　40

囲

田内悦子

高井真司

高木誠次

高木　博

高倉賢二

高桑好一

高崎彰久

高崎博幸

高崎由佳理

高田佳世子

高田雅代

15，98

120

68

1

38，93

144，216，220

32，　257

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

159，160

53，100

107，ll6，151

257（451）

高橋　晃

高橋敬一

高橋健太郎

高橋　純

高橋慎一朗

高橋　司

高橋俊文

高畠桂子

高松　潔

田上慶子

高見澤聡

高山尚子

高山雅臣

瀧　知弘

滝川稚也

滝口修司

田口俊章

田口泰之

田窪伸一郎

田熊直之

竹居孝二

竹井裕二

竹内茂人

武内裕之

竹田　省

武田　卓

竹田英香

武谷雄二

竹林浩一・

竹原祐志

竹村昌彦

竹本佳世

竹本洋一・

田坂慶一

田島敏秀

多田　伸

立木　仁

33，148

202

131，135，164

85

109

33，148

102，229

230

248

72

76，194，208

130

56，169，170

240

212，214

130

45

143

227

251

81

76

57，227

75，213，233

134，162，219，221

204

230

31，114，275

38，93

16，42

204

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

204

16，42

121

68



258（452）

田貫浩之

舘野政也

田中　温

田中威づみ

田中慶介

田中憲一一

田中壮一郎

田中忠夫

田中哲二

田中俊誠

田中信幸

田中逸人

田中秀則

田中　優

田辺清男

谷内麻子

谷垣礼子

谷川秀郎

谷口文紀

種市明代

田原正浩

田原隆三

玉田さおり

玉舎輝彦

田村昭蔵

田村貴央

田村博史

田村正毅

田村みどり

田村圭浩

田谷順子

俵　史子

固

61，273

119

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

57，59，175，242

86，144，152，179，

216，　220

25

180

92

63，253，267，268

103，　235

173，254

267

111，166，280

20，87

207

65，85，90，138，

247，276

63，253

106，115，265

76，194

204

222

76

72

1　47，　203

111

32，257

216

258

189

162，　219

73

千島史尚　　264

千田　学

千葉せつよ

張　　慶

目

塚田和彦

塚原慎一郎

塚本克美

塚本泰司

辻　　勲

辻　芳之

土屋慎一一

堤　　治

堤　誠司

堤ゆかり

角田啓道

津端捷夫

囮

鄭　俊明

寺井章人

寺川直樹

寺田央巳

寺田幸弘

寺元章吉

照井克生

圏

砥石和子

堂地　勉

當仲正丈

東梅久子

藤間芳郎

百目鬼郁男

遠山裕一

時枝由布子

土橋正樹

冨永英一郎

58，165

35，43，91，176，

182

126

1　21

271

104，263

68

237，261

1　53，　217

90，1　38，276

31，114，275

229

172，211

76

185

235

112，124

106，ll5，265

200

47，48，117，270

18，26，27，39，82，

1　81，184，185，190，

192，193，195，206

162

160

95，156，228，252

34，89，96，174，196

205

222

82

79

157，158

64

87

富山僚子

友政　宏

戸屋真由美

豊北美穂

豊田長康

困

中江光博

中居敏明

永井　敦

永井聖一郎

中江光博

永尾光一

中岡義晴

長岡由紀子

中川浩次

長木美幸

長澤邦彦

中島一雄

中島耕一

中島潤子

中島　洋

中條友紀子

中田敏英

永田裕子

永田行博

詠田由美

中津裕臣

中塚幹也

中西桂子

中野　隆

中野貴史

中野仁雄

中野眞佐男

中野義宏

長野亜紀子

永野裕美子

中林　章

255

79，259

229

12，19，84，184

52，57，59，　175，

227，242

95

272

81

245

228，252

66，　272

34，89，96，　174，

196

159

172，211

22，41，127，191

58，165

119

66，　272

20

147

35，43，91，176，182

56，169

86，152，179，220

95，156，228，252

5，163

202

107，ll6，1　51

38，93

119

2，139

145

140，234

75，233

29，44，97，　186，

187，188，197

106，115，265

65，90，　138，247，

，

肉

噸

贈

含

や

の

噸
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ヤ

夢

満

響

■

御

サ

中堀　隆

中村英二郎

中村　哲

中村　静

中村聡一

中村仁美

中村康彦

中村幸雄

永吉　基

奈須家栄

並木幹夫

納谷佳男

楢原久司

回

新美　眞

新村末雄

西　美佐

西浦理佳

西垣明実

西田智保

西原卓志

西見大輔

西村崇代

西村恒彦

西山博之

西山和加子

新田　愼

二宮　睦

圏

根岸桃子

根本和美

根本　央

回

276

33，148

112，124

189

161

47，48

51

130

55，118，173，254

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

125

274

199

125

122

250

19

52，　59

34，96，174，196

225

34，174，196

66

177，178

199

71，112，124

15，98

235

277

222

56，169，170

25

野口聡一一　107，116，151

野口崇夫　　2，　139

野口奈緒子

野口昌良

野崎雅裕

野澤英雄

野澤資亜利

野田克己

野田隆弘

野田直美

野田洋一

野俣浩一郎

野見山真理

野村昌男

囮

拝郷浩佑

橋爪淳子

橋本径子

蓮尾敦子

長谷川昭子

畑　景子

畑　俊夫

葉梨秀樹

馬場克幸

羽原俊宏

浜井晴喜

濱崎哲史

濱田ゆかり

浜本昇一・

早川　智

早川美奈

林　和彦

林　　巧

林　輝明

林　直樹

林　雅敏

原　鐵晃

原　直範

原　　啓

原井淳子

原田綾子

50，99，137，249

122

145

66，　272

225

1

270

52，57，59，　175，

227，242

38，93

224

15，　98

271

35，43，91，176，182

12，19，84

82

108，241

3，54，208，260

18，185

80，101

55

225

107，116，151

37

108

3，54

260

264

189

143

58，165

18

134，219，221

74

24

12，19，84

66，272

277

130

原田　省

原田真木子

半田雅文

国

259（453）

106，ll5，265

37

37

東島利紀　　ll，13，14，161

樋口壽宏　　71

肥後貴史　　167

檜尾健二　　172，211

日比初紀　　240

日比博子　　189

平井香里　　22，41，127，191

平田修司　　67，245

平田善康　　264

平野章治　　10

平野真理　　160

平野由紀　　76，194

平原史樹　　226

廣井久彦　　114

廣岡　孝　　110

広川信　238
弘島大輔　　36

廣嶋牧子　　180

広瀬　建　　224

廣田　穰　　121

国

Huang　Thomas

深津英捷

深堀能立

深谷孝夫

福井淳史

福井トシ子

福田愛作

福田貴美子

福田　淳

福田博恵

福永憲隆

福嶺紀隆

藤井亜希子

藤井俊策

　　21

240

6

243，　269

21　5，　218

159，160

34，89，96，174，196

11，13，14，159，161

63，253，268

34，196

35，43，91，176，182

56，169

106，115，265

215，218



260（454）

藤井知行

藤井美穂

藤井好孝

藤江道子

藤澤正人

藤下　晃

藤田和之

藤田公生

藤戸　章

藤波隆一

藤野　剛

藤本晃久

藤脇伸一一郎

藤原敏博

藤原　浩

藤原寛行

藤原睦子

藤原義倶

布施春樹

布施秀樹

舟本　寛

古井憲i司

古井辰郎

古谷公一

囚

31

58，165

8，171

245

64

108，　241

86，152，179，220

200

199

12，19，84

109

31，275

207

31，275

71

194

38，93

73

10

10，　201

119

110

72

4，　231

逸見博文　　165

圏

朴木和美

穂坂正彦

星　和彦

星合敏久

星合　昊

星野恵子

星野孝夫

星野寛美

星本和倫

堀　理照

堀内　功

堀内俊孝

34，174，196

238，244

21，67，245

173，254

237，261

2，139

225

279

74

217，260

149

47，48

堀越裕史

本庄　考

本庄英雄

本田育子

本田徹郎

本多靖明

本田陽子

国

舞床和洋

前　和幸

前喜代子

前川正彦

前田長正

牧野亜衣子

牧野恒久

正岡　薫

間崎和夫

正橋鉄夫

増崎英明

松岡志保

松川裕子

松崎利也

松下　聡

松下知彦

松下　宏

松田公志

松田紀子

松波和寿

松林秀彦

松原寛和

松本ゆみ

松山　薫

馬渕誠士

丸山智美

丸山哲夫

馬渡善文

207

40

104，　263

50，99，137，141，

236，　249

33，148

240

268

180

114

119

212，214

269

150

209，210，232

2，25，139

177，178

271

108

243

45

111，166

122

225

220

124

65，90，276

1

210，232

113，129，155

15，98

53，100

204

94

77，85，132，133，

234

9，28，29，30，44，

60，97，123，186，

187，188，197

國

三浦一陽

三浦明香

三浦尚子

三木恒治

水口昌宏

水谷栄彦

水沼英樹

水野薫子

水野仁二

道倉康仁

三井卓弥

三ツ矢和弘

水口玲子

三並伸二

嶺真一郎

峯岸　敬

箕浦博之

三春範夫

三部正人

宮　香織

宮川勇生

三宅　馨

宮崎康二

宮崎瑞夫

宮村泰豪

宮本淳子

三輪忠人

圏

向林　学

村尾明美

村上弘一

村上信乃

村上　節

村瀬真理子

村田昌功

村田美穂

村田雄二

66，272

229

111，166，280

199

255

271

223

21，245

190，192

10，12，19，84，184

144，216

2，25，139

49

94

125

6，223

52，57，59，175，

227，242

88

167

50，99，137，249

125

46

131，135，164

120

108，241

160

189

237，261

23

1　36，　266

202

47，48，117，270

226

63

140

51，126，204

●

’

■

，

管

噛



も

9

噌

■

鯉

レ

村野孝代　　232

村本淳子　　159

団

望月　修　　36

元石睦郎　　11，13，14

本山洋明　　8，171

許山浩司　　180

本山光博　　208

百枝幹雄　　114

森　明子　　159

森亜紀子　　229

森　英俊　　212

森　宏之　　109，262

森岡信之　　243，269

森岡均　32，257
森田順子　　47，48

守田道由　　5，163

森出直子　　172，211

森本義晴　　34，89，96，174，196

森山明宏　　126

森脇崇之　　189

團

八重樫伸夫

矢崎智子

矢澤聡美

矢島通孝

安井敏之

矢内良昌

柳田　薫

柳町隆造

矢野浩史

矢野樹理

矢野知恵子

矢野　哲

矢野ともね

八幡哲郎

270

118，173，254

16，42

225

111，166，280

61

154，239

154

4，231

230

4，231

31，275

105

220

山内延広

山内憲之

山川克典

山崎裕行

山崎雅友

山崎友記子

山崎清大

山崎多佳子

山崎隆文

山崎英樹

山崎裕行

山下直樹

山田清彦

山田耕平

山田祐士

山田芳彰

山中智哉

山中英壽

山野修司

山本哲史

山元志奈子

山本樹生

山本洋人

山本雅憲

山本百合恵

山本寄人

矢本希夫

回

106，ll5，265

167

225

12，19，84

34，89，96，174，196

45

165

202

64

95，156，228，252，

256

10

26，39，181，184，

193

223

15，98

219，221

240

245

6

172，211

212，　214

156

185，264

69，273

240

132，133

269

92

湯村　寧　　238，244

國

横井崇子

横田和子

横田英巳

横田美賀子

93

279

183

183

261（455）

横田佳昌

吉井　毅

吉井紀子

吉池美紀

吉川修司

吉木尚之

吉崎　陽

吉田　淳

吉田壮一・

吉田英機

吉田宏之

吉田雅人

吉田麻里子

吉満伸幸

吉村泰典

吉本真奈美

四倉正己

与那覇斎

与那嶺京子

米澤真澄

囮

183

77，85

138，247

225

214

128

205

66，274

106，ll5，265

70

16

102，229

121

156

16，62，65，77，78，

85，90，　132，　133，

138，140，147，234，

247，276

88

79

57

143

73

李　相燦　　7

囹

和田恵子

渡部　淳

渡辺伸也

渡邉剛也

渡邉英明

渡辺政信

渡部昌実

渡邉芳明

251

71

83

262

15，50，98，99，137，

249

70

81

80，101
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趣

関連学会のお知らせ

ランチョンセミナーのご案内

　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

をお待ちしております．

参加費：無料（昼食を用意しております）

11月8日（木）

1）子宮内膜症の不妊治療一現状と問題点一

　　日時：11月8日（木）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル5階花A（第3会場）

　　座長：武谷雄二（東京大学大学院医学研究科産婦人科教授）

　　演者：牧野恒久（東海大学医学部母子生育学系産婦人科部門教授）

　　共催：日本不妊学会／アベンティスファーマ株式会社

2）ゴナドトロピンの作用機序

　　日時：11月8日（木）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　5階　花B（第4会場）

　　座長：石川睦男（旭川医科大学産婦人科教授）

　　演者：峯岸　敬（群馬大学医学部産婦人科教授）

　　共催：日本不妊学会／武田薬品工業株式会社

3）一般不妊治療における安全で効果的なFSH製剤の使い方

　　日時：ll月8日（木）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　5階　花C（第5会場）

　　座長：吉村泰典（慶磨義塾大学医学部産婦人科教授）

　　演者：苛原　稔（徳島大学医学部産婦人科教授）

　　共催：日本不妊学会／セローノ・ジャパン株式会社



11月9日（金）

4）実地医家におけるARTの現状と問題点

　　日時：11月9日（金）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　4階　コンコードC（第2会場）

　　座長：木下勝之（順天堂大学医学部産婦人科教授）

　　演者：福田　勝（福田ウイメンズクリニック院長）

　　共催：日本不妊学会／日本オルガノン株式会社

1

孕

5）OC処方は産婦人科医のサバイバルになるか

　　　～私の経験から～

　　日時：11月9日（金）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　5階　花A（第3会場）

　　座長：武谷雄二（東京大学大学院医学系研究科産婦人科教授）

　　演者：北村邦夫（日本家族計画クリニック所長）

　　共催：日本不妊学会／ワイスレダリー株式会社 鴫

6）免疫の立場からみた習慣流産

　　　～正常妊娠との対比～

　　日時：11月9日（金）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　5階　花B（第4会場）

　　座長：星合　昊（近畿大学医学部産婦人科教授）

　　演者：斉藤　滋（富山医科薬科大学産婦人科教授）

　　共催：日本不妊学会／三菱ウェルファーマ株式会社

7）高プロラクチン血症と不妊症に関する提言2001

　　日時：11月9日（金）12：00～12：50

　　場所：京王プラザホテル　5階　花C（第5会場）

　　座長：青野敏博（徳島大学名誉教授）

　　演者：矢内原巧（昭和大学名誉教授）

　　共催：日本不妊学会／日本シェーリング株式会社

轍



ART　（Assisted　Reproductive　Technology）

　　　　　　　　　　　Forum，01

日本に於けるAssisted　Reproductive　Technologyのさらなる発展，飛躍の一助となることを目的とす
る．

1　日　時：11月9日（金）16：05～18：05

　　　　　　　　　　　　　　18：05～18：45（懇親会）

，

ll会場：京王プラザホテル
　　　　　　　　　4F　花C

　　　　　　　　　4F花B（懇親会）

　　　　　　　〒160－8330　東京都新宿区西新宿2－2－l

　　　　　　　TEL：（03）3344－Ol11（代）

ψ

皿　講演内容：

　　　　『Overview　of　ART　in　Korea』

　　　　　　座長森崇英（京都大学名誉教授）

　　　　　　演者　Y．S．　Chang（Emeritus　Professor，　Seoul　National　University）

　　　　『An　experiences　of　new　ART　techniques　and　ES　cells　in　Maria　Hospital』

　　　　　　座長　末岡　浩（慶磨義塾大学医学部産婦人科学助教授）

　　　　　　演者　J．旺Lim（Director，　Maria　lnfertility　Hospital）

　　　　『21世紀への提言』

　　　　　　座長　中村幸雄（杏林大学医学部産婦人科教授）

　　　　　　演者　飯塚理八（慶慮義塾大学名誉教授）

　　　　『Current　limitations　and　future　directions　for　preimplantation　embryo　culture　systems』

　　　　　　座長　入谷　明（近畿大学生物理工学部長）

　　　　　　演者　Jeremy　G．　Thompson（Senior　Lecturer，　University　of　Adelaide）

IV参加費：無料

勇

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

　　　　　　　TEL：03－3495－8761　FAX：03－3495－8762

阜

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　AUSTRALIA　PTY．　LTD．

　　代表世話人　飯塚理八（慶懸義塾大学名誉教授）

　　　　　　　　森　崇英（京都大学名誉教授）

　　　　　　　　入谷　明（近畿大学生物理工学部長）



第6回男性不妊症手術手技フォーラムのご案内

下記の要領にて第6回男性不妊症手術手技フォーラムを開催します．

ご興味のある方はどうぞふるって多数の御参加をお待ちしております．

記

1　日時：平成13年11月9日（金）16：30～18：30
躍

皿会場：京王プラザホテル4階花A
　　　　　　新宿区西新宿2－2－1TEL：03（3344）Oll1

1皿　講演内容　『射精障害の機序とその対策』

　　　　　　　1．射精の自律神経支配と神経再建

　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　医学部尿路生殖機能学　　　　　木原和徳　先生

　　　　　　　2．後腹膜リンパ節郭清をいかに行うか

　　　　　　　　　　　天理ようつ相談所病院泌尿器科　寺地敏郎　先生

届

IV会費：2，000円

第6回男性不妊症手術手技フォーラム

　開催世話人

　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科

　　　　　　　　　　　　岩本晃明

　世話人

　　関西医科大学泌尿器科

　　　　　　　　　　　　松田公志

後援1日本不妊学会

共催：株式会社　キースマック ）

亭

1



　　　　　　　　日本学術会議

　　第46回日本不妊学会公開講座

非配偶者間体外受精をめぐる諸問題

下記の内容により公開講座を開催いたします．多数の御参加をお待ちしています．
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1　日　時：平成13年11月9日（金）午後6時～8時

ll会場：新宿京王プラザホテル南館4階「扇」
　　　　　　　東京都新宿区西新宿2－2－1

　　　　　　　TEL：03－3344－Ol11

皿　対　　象　一般（入場無料）

IV定　員先着（400名）

り

｝
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　　　テーマ

　　　座　長

非配偶者聞体外受精をめぐる諸問題

青野　敏博（徳島大学名誉教授）

「生殖補助医療の現状」

　吉村泰典（慶慮義塾大学医学部産婦人科学教授）

「生殖補助医療における倫理上の問題」

　武部　啓（近畿大学原子力研究所副所長）

「出生した子供に関する法律的問題」

　石井美智子（東京都立大学法学部教授）

「欧米における生殖補助医療に対する法律的規制の現況」

　楊島次郎（三菱化学生命科学研究所社会生命科学研究室主任研究員）

主　催　日本学術会議

第46回日本不妊学会

事務局：〒181－8611　東京都三鷹市新川6－20－2

　　　　杏林大学医学部産婦人科教室

　　　　TEL：0422－47－5511（代表）

　　　　FAX：0422－47－3177（直通）
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投　稿　規　定

1．本誌掲載の論文は，原則として会員のものに限る．

2．投稿論文は，本会の目的に関連のある原著，総説，

　　論説，臨床報告，その他で，他誌に未掲載のもの
　　に限る，

3．臨床例（臨床材料を含む）または動物を対象とし

　　た実験的研究においては倫理面を考慮すること．

　　なお，被験者からインフォームド・コンセントを

　　得た場合はその旨を記載する．

4．投稿論文は，編集委員会が依頼する複数の審査委

　　員の審査を受け，採否，掲載順，その他の編集に

　　関する事項については，編集会議でこれを決定す

　　る．掲載は原則として受理順とする．

5，論文は，原則として刷り上がり6ページ以内とし，

　　超過は4ページ（計10ページ）まで認める．なお，

　　超過ページならびに費用を要する図，表，写真，

　　カラー印刷は実費を著者負担とする．

6．投稿論文は，ワードプロセッサまたはコンピュー

　　タソフトを用いて作成する．原稿は，A4版用紙に

　　和文では35字×25行の横書きとし，現代仮名つ
　　かいと常用漢字を用いる．英文論文では，12ポイ

　　ントの字体でダブルスペースで印字する，1ペー

　　ジ当たり25行とする．なお，専門家に校閲を受け

　　ておくこと．ただし，編集委員会で校閲が必要と

　　認めた場合にはその費用を著者負担とする．原稿

　　は，原本1部と査読用コピー2部を添え，写真は
　　原稿を含めて3部とする．

　　　論文は，審査終了後に最終原稿1部と原稿を記

　　録したフロッピディスク（FD）を送付する．　FD

　　のラベルには，機種，ソフト等を記入する．

7．原著，総説，論説，臨床報告などには，必ず600
　　字以内の和文ならびに，200words以内の抄録（題

　　名，著者名，所属を含む）を添付する．各抄録の

　　下に和文ならびに英語5語以内のKey　wordsを
　　付記する．

8．投稿原稿は，表紙（題名，著者名，所風住所，
　　ランニングタイトルを和文ならびに英文で明記），

　　英文抄録，和文抄録，本文（緒言，対象／材料およ

　　び方法，結果，考察，引用文献）の順に並べ，図

　　表ならびに写真は稿末に・括してまとめ，符号を

　　記入し，かつ本文中に挿入すべき位置を明示する，

　　ランニングタイトルは和文で25字以内，英文で
　　401etters以内とする．なお，投稿原稿，図表，写

　　真は返却しない．

9．海外の人名，地名などは原語，数字は算用数字と

　　する．学術用語および諸単位は，それぞれの関連

　　学会用語集に従い，度量衡はメートル法により，

　　所定の記号を用いる．

10．文献は次の形式により，引用順に末尾一括記載す
　　る．著者，編者名は3名までとし，以下は他（et　al．）

　　とする．

　a）雑誌の場合

（2001年4月1日改定）

　　　著者名（年次）題名．誌名　巻数：頁一頁とする．

　　和文誌名は該当誌の規定または慣用に略名に従
　　い，英文誌名はlndex　Medicusに従って略したも

　　のを用いる．ページは通巻のページ数で最初と最
　　終ページを記入する．

　　英文例）Daitoh　T，　Kamada　M，　Yamano　S，　et　al．

　　（1995）　High　implantatien　rate　and　consequently

　　high　pregnancy　rate　by　’i？～　z・ぽ々ひ　fertilization－

　　embryo　transfer　treatment　in　infertile　women

　　with　anti－sperm　antibody．　Fertil　Steril　63：87－91

　　和文例）宮崎豊彦，久慈直昭，末岡　浩，他（1995）

　　体外受精・胚移植不成功例に対する卵巣刺激前ダ

　　ナゾール投与の効果．日不妊会誌　40：104－109

　b）単行本の場合
　　　著者名（年次）題名．書名．編者名，発行所，

　　発行地，pp頁一頁とする．（英文の場合は編者名，

　　書名．順）

　　英文例）Collins　JA（1995）Unexplained　infertility．

　　In：Keye　WR　Jr．，　Chang　RJ，　Rebar　RW，　et　al．

　　（eds．），1st　ed，　infertility：Evaluation　and　Treat－

　　ment．　WB　Saunders　Co．，　Philadelphia，　pp249－262

　　和文例）三浦一陽（1994）男性不妊症．アンドロ

　　ロジーマニュアル．白井將文編，第1版，新興医
　　学出版，東京，pp152－166

11．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．

12．同一著者による論文の掲載は同一号に1編のみと
　　する．

13．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．

14．特別掲載を希望する論文は，受付順によらず，速や

　　かに審査掲載される，なお，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．

15．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．

16．掲載に要した経費などは，学会から著者に直接請

　　求書を送付する．諸費用は速やかに下記口座に送
　　金する．

　　郵便振替口座：00170－3－93207

　　銀行預金口座：三和銀行麹町支店　普：3706039

　　　　　　　　　社団法人日本不妊学会宛

17．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）〒102－0083

　　　　　　東京都千代田区麹町5－3　K－WING　3F
　　　　　　（株）MAコンベンションコンサルティング内

　　　　　　社団法人　日本不妊学会

　　　　　　TEL　O3－3288－7266

　　　　　　FAX　O3－5275－ll92



日本不妊学会雑≡士莇　投稿申込票
（この用紙をコピーしてこ利川ください）

タイトル：和文
一　一　一　一　一　一　r　－　一　一　一　一　一　齢　一　一　一　一　一　・　曽　”　－　9　曹　r　一　需　卿　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　・　．　曽　階　一　曹　馴　曹　”　一　，　一　一　一　一　一　一　一　耐　一　【　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　7　－　r　－　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　一　一　一

英文
山　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　一　冒　丁　冒　7　－　T　T　T　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●　P　一　一　r　r　P　隠　一　P　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　■　■　桿　r　F　－　一　，　一　一　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

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名以上の場合は，別紙に同様の様式でご記人ドさい）

フ　リ　ガ　ナ　　　　　　会　員　番　号 フ　リ　ガ　ナ　　　　　　　会　員　番　号
一一＿一＿一一一一＿一一一＿＿＿一＿＿＿冒一一凶凶一一一一一一國一■一一－9門門【一F－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一幽齢，一，F一

一　一　一　一　一　回　r　－　－　1　－　1　一　曹　’　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　闇　一　曽　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　謄　鱒　F　－　F　－　P　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

氏　　　　　名　　　　　　［所属機関名］ 氏　　　　　名　　　　　　［所属機関名］

No． No．

＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　r　　F　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　P　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　7　　－　　，　　w　　嘘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　一　一　n　囚　門　門　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　9　■　圏　一　一　曽　曹　【　【　F　－　一　一　一　一　一　一　π　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

1．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　］ 2．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　コ

No． No．

一　　＿　　＿　　一　　＿　　一　　一　　一　　，　　一　　P　　一　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　F　　「　　胃　　一　　一　　｝　　一　　一　　冒　　π　　胴　　一　　而　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　『 一　一　一　一　一　冒　一　一　r　－　　一　一　一　凶　一　凶　一　一　’　一　一　一　一　一　一　一　幽　一　・　幽　謄　，　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　■　■　一　一　一　一　一　一　・　”　一　一　一　『　　一　一　置　　『　一　一　一　，　一　一　一　一　一

3．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　］ 4．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　］

No． No．

一　　一　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　一　　一　　＿　　＿　　一　　＿　　一　　＿　　＿　　T　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　P　　，　　F　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　1　　雫　　一　　n　　・　　曽　　一　　　　　一　　一　　　　　一 一　一　一　一　r　－　一　｝　r　＿　一　一　＿　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　＿　一　＿　辱　F　r　P　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　曹　需　一　P　P　瞬　一　一　　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　圏　■　一

5．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　］ 6．　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　］

本文ページ数二 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：　　　　　　個 図：　　　　　　個

写真：　　　　　枚 ［カラー印刷：白黒印刷］　希望

ランニングタイトル：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一齢一一一一一一一一顧
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醜　　静　　π　　＿　　曽　　噌　　r　　”　　曹　　P　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　幽　　■　　h　　P　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　臨　　一　　■　　■　　■　　囲　　騨　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　辱　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　■　　－　　冒　　一

（和文25字以内，英文401etters以内）

キーワード：　和文
一　齢　一　一　一　邑　一　國　■　■　帽　謄　”　璽　，　一　瞬　圃　”　願　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　國　一　國　一　圃　P　，　r　－　一　胃　卿　辱　一　一　・　曽　■　一　一　曽　曹　曽　艀　曽　一　一　，　P　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　－　p　，　一　一　r　－　一　一　一　一　曽　卿　r　胃　曾　r　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　曽　一　，

（各5語以内）英文

別刷希望数：　　　　　　部 50部単位とし，希望部数を記人（別刷は有料です）。

フロッピーの添付→機種名： ソフト名：

※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，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：本誌への投稿は，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）：

TEL：

FAX：

E．mail
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　第46回日本不妊学会総会・学術講演会を前に第46巻4号（抄録掲載PV）も無事発刊となりました．

本年度から…般演題の応募をインターネットによるオンライン登録にのみ一一本化し，会員の皆様には

不都合を感じさせるところもあったかも知れず，深くおわび申し上げます．懸念された一・般演題応募

題数も例年同様に御応募頂き，安心した次第です．今年度巾には日本不妊学会のホームページも立ち

．ヒがり，来年度からは本誌の英文誌化もいよいよ開始致します．このような学会の大きな転機とも思

われる時期を経て，今後，本誌のあり方や電fジャーナル化など検討課題は多々残されております．

これからも会員の皆様からの多数の御投稿や御意見が本学会自身の向一Lに結びつくものであり，御協

力の程をお願い申しあげます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員　安藤　索）
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