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〔泌尿紀要16巻9号1970年9月〕

ラットの前立腺および精嚢におよぼす

  gestonorone caproateの影響

シェーリングA．G．中央研究所（西ベルリン）

       J． D． Hahn

EFFECTS OF GESTONORONE CAPROATE ON PROSTATE

     AND SEMINAL VESICLES OF THE RAT

J． D． HAHN

From the Mdin Laboratory， Schering AG， BerZin一’P17est

  The effect of long acting gestonorone caproate on the accessory sex glands and on the

function， morphology and enzyme histochemistry of the testicle as well as on the libido of

adult male rats were investigated． The weight of the prostate and seminal vesicles fo1工owing

treatment ier 6 and 15 weeks was reduced approximately 40－70 ％， whereas the weight， and the

histologica！ and histochemical appearance of the testicles remained unchanged as compared to

the controls． An effect on the libido was not observed．

  Afive－week treatment of hypophysectomized male rats supple皿ented with human chorionic

gonadotropic hormone resulted in a reduction in weight of prostate and seminal vesicles of

approximately 30 ％ compared to hypophysectomized contro！ animals supplemented with hurnan

chorionic gonadotropic hormone．

  From these experiments， it is assumed that gestonorone caproate has a direct effect on

prostate and seminal vesicles independent of the pituitary gland． The basic mechanism of

this effect is unknown at present．

 Flocks1）によると60才以上の男子の約65 ％h：前立

腺腫であるという．そのうち多くの患者では高令，

あるいは他の合併症により外科療法をおこないえな

い．このような患者では保存療法が必要で，現在ま

で多くはエス1・Ptゲン療法が，また一部ではアンドロ

ゲン療法がおこなわれてきた．エス1・ロゲン療法では

しばしば好成績がえられるがgynecomastiaなどの

副作用のため，多くの患者に実施しえない．さらにエ

ストμゲンは高令者の前立腺の線維筋性基質に刺激

作用をおよぼす可能性も論じられてきたところであ

る4・5），

 アンドμゲン療法では治療上好ましいLH分泌抑

制のほかに，ある程度アンドμゲンを代償することに

なる．Lasnitzkiの臓器培養による研：究4）に基づぎ前

立腺の病因を考察すると，アンドロゲン代償は好まし

くないとみなさねばならない。これら研究によると，

アンドロゲンに対する前立腺組織の感受性は年令とと

もに増大する．すなわち若年組織においては構造を維

持するに必要なアンドロゲン量でも，高令者の前立腺

では肥大をもたらすにじゅうぷんと考えられる．さら

にアンドロゲン療法により潜伏性前立腺癌が刺激され

る可能性がある．

 Gellerとその協力者3）がプロゲステロンカプロアー

トについて報告した好成績に刺激されてわれわれは一

群のプロゲストーゲン（progesterone，！7α一hydroxy－

progesterone－caproateおよび gestonorone capro－

ate）について動物実験をおこない，付属性腺，聖丸

の機能，形態，組織化学および性欲におよぼす影響を

検討した。これら3種のprogestogensのうち，

gestonorone caproate（Fig．1）が治療用として最：も
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興味のあることが判明したので，ここでは同ホルモン

を中心として報告する．

．実 験 方 法

 Sprague－Dawley系成熟雄ラットを1群10匹とし，

3群につきgestonorone caproate， progesterone，

17α一hydroxy－progesterone caproateのいずれかを毎

日30mgずつ6週間皮下投与した．動物はその後屠

殺して，精嚢，前立腺，および聖丸の重量を測定した．

聖：丸については組織学的検査もおこない，各窒丸では

精細管50本につきその直径を測定した．投与最終日に

雌ラットに対する性行動を観察した，テスト時間8分

における各動物の交尾回数を記録し，それらにつき目

的が完全に果たされたかどうかをチェックした．

 さらに別の実験では成熟雄ラッM4匹にgesto－

norone caproate毎日10 mgずつユ5週間投与した．

それらとほぼ同じ体重の雄ラット14匹を対照とした．

o L
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     Fig． 3 a－d
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最初の10週の間，発情雌ラヅトを使って，通常の交尾

試験により性行動を観察した．

 5分間における交尾回数を記録し，行為の完全性，

すなわち挿入およびとりわけ交尾後雄が自分の性器を

なめる点をチェックした．

 試験は30分間の休止期間を置いて繰り返した，15週

後動物は屠殺して，前立腺，精嚢，窒丸の重量を測定

した，窒丸は組織学的検索をおこなった．酵素として

indoxylesterase， hydroxy－butyric dehydrogenase

およびsteroid 3β一〇1－dehydrogenaseを調製した。

成 績

 9estono「one caP「oate’P「09este「one，または17－

hydroxy－progesterone caproate投与6週後に付属性

腺および聖丸の重量を測定し，対照群と比較したもの

をFig．2に示す，臓器重量を縦座標にとりmgで画

す．水平な点線は非投与群における測定値とその平均

誤差を示す．progesteroneとgestonorone caproate

の投与では付属性腺に実質的な萎縮が見られ，非投与

対照群に比し50～70％低い．いっぽう，17α一hydroxy－

progesterone caproate投与では前立腺と精嚢の重量

にごくわずかの影響が認められたにすぎない．聖：丸重

量が投与中ごくわずかに減少しただけである，

 窒：丸精細管の直径には投与による影響はまったく見

られず，また組織学的検索でもFig・3a～bに示す

ごとく，退行性変化は見られなかった，Leydig細胞

は正常で，精子形成にも影響はなかった。副聖球道に

は常に多数の精子が認められた．副窒丸上皮には退行

性変化はまったく認められなかった（Fig・3c～d）・

 gestonorone caproate投与中の性欲について見る

と，実験動物はすべて発情雌ラットに刺激されて，8

分間で平均4％回交尾を試み，そのうち4／5が完全に

果された．この所見は対照群のものとまったく同じで

あり，したがってgestonorone caproate 6週間投与

は性欲に対してほとんど，あるいはまったく影響をお

よぼさなかった．

 投与期間を15週間延長した実験でも，gestonorone

caproateによる性欲の著明な減退を認めえなかった1

雄ラットを発情ラットと5分間ずつ2回にわたって同

居させたテストを10回おこなったが，その結果対照雄

動物14匹では1回のテストにつぎ平均交尾回数10．9回

（＝100％）であった．いっぽう，投与群14匹ではテ

スト1回での平均回数は8．9で，すなわち対照群の81

％であった．しかし交尾試験ではかなりのばらつぎが

あることを考えると，交尾回数の19％減というのは，

性欲の有意な減退とは考えられない．

 gestonorone caproate 15週投与後の精嚢，前立腺，

聖丸の重量をFig・4に示す．図から明らかなごと

く，この長期間投与の数値は6週投与後のものとおお

むね一致する，15週投与後の聖：丸に退行性変化は見ら

れず，その状態も6週投与後のものと一致している．

 窒丸の種々の酵素にっき組織化学的に検索したとこ

ろ，9estonorone c．aproateは酵素の弓虫干と分布パタ

ーンのいずれにも，影響をおよぼさなかった．Fig．

5～7は15週投与後のindoxy1－esterase，α一glycero－

phosphate－dehydrogenaseおよびsteroid－3β一〇1－de－

hydrogenaseの組織化学像を示すものである．比較
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用として非投与対照群の酵素のパターンと，estradio1

毎日1mgずつ15週間投与した動物の酵素像を示す．

同一期間estradiol投与による高度の酵素変化と対比

するとき任意の聖丸酵素に対するgestonorone ca－

proateの影響が欠如している状態はとりわけ印象的

である．ラット墾田においてα一91ycero－phosphate－

dehydrogenaseが見られるのは成熟精子の精子細胞

が存在する場合のみに限られることから11），われわれ

の得た組織化学的所見により，9estonorone caP「oate

を投与しても精子形成は大部分影響を受けないことが

確認される．

 作用機序を明らかにするためつぎの実験をおこなっ

た．

 1）9estonorone caProateの抗アンドロゲン作用の

可能性を体重約IOO 9の去勢雄ラットについて実験し

た。去勢後1週間目から本剤1日10mgを7日間投

与した．同一期間testosterone propionate 1日

0・1mgを皮下投与した．8日目に動物を屠殺して付

属性腺の重量を測定した．その結果，gestonorone

caproateはまったく抗アンドμゲン作用を示さなか

った．

 2）9estonorone caProateのいわゆる精子形成作用

を成熟下垂体摘出雄ラットで試験した．下垂体摘出日

から本剤1日5mgを21日間皮下投与した．下垂体摘

出非投与ラッbを対照とした．豊：丸の1側を摘出し，

実験開始時にその重量を測定した．22日目に動物を屠

殺し，各動物における残りの胴丸の重量を測定した．

二つの聖丸の重量差から特定の試験物質が下垂体摘出

後の聖丸萎縮をどの程度にまで阻止できるかが明らか

になる．残りの聖丸についても組織学的検索をおこな

った，

 結果はgestonorone caproateは下垂体摘出後の肇

丸精細管の萎縮を阻止することはできなかった．この

ことから本剤はprogesteroneとは違って精子形成作

用のないことが明らかである．Fig．8に本試験におけ

るprogesteroneと9estonorone caProateとの作用

の相異点を図示する．

 3）さらに確認しなくてはならない聞題として，付

属性腺に対するgestonorone caproateの作用は主と

して末梢作用によるものか，または下垂二一視床下部

に対する作用によるものかどうかという問題が残って

いる．この点を解明するために，Sprague－Dawley系

成熟雄ラット55匹の下垂体を摘出し，その日から毎日

HCG 4単位とgestonorone caproate 30 mgを5週

間皮下投与した．別の同一重量の雄ラット50匹には

HCGのみを投与し，対照群としたr

435

 下垂体を摘出し，HCGとgestonorone caproate ．を

投与した実験群の精嚢，前立腺，肇丸の重量をFig．9

に示し，HCG単独処置の対照群と比較した，図から

も明らかなごとく，実験群の精嚢と前立腺の重量は対

照群のそれに比し明らかに低い．いっぽう投与中の豊

丸重量の低下はごくわずかである．

 gestonorone caproate投与6週後でも15週後でも，

精嚢と前立腺との重量が著明に低下したことは，翠丸

重：量が同時にごくわずかにしか低下していないという

点で注目すべきことである。また組織学的変化も聖丸

では認めることは．できなかった．LeYdig細胞は正常
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で，精子形成は影響を受けなかった．肇丸は正常の場

合ゴナド］・Pピン分泌の低下に対しては，Leydig細

胞の萎縮や精子形成上皮の退縮などの形できわめて敏

感に反応する6・8・13）ことから，付属性腺の重量減少を

全面的にgestonorone caproateの抗ゴナドトロピン

作用によるものと説明することはできない．

 プロゲステロンは聖丸内では男性ホルモン作用性の

代謝物質に変化して聖：丸内の精子形成を維持できるこ

とが知られていることから2・7，12），gestonorone ca－

proateも同様な作用を有するのではないかと考えら

れた．しかし試験の結果では本剤にはまったく精子形

成作用もなく，またアンドμゲン標的臓器受容体にお

ける拮抗作用という形での抗アンドロゲン作用も有し

ていないことが判明した．

 別の試験では下垂体を摘出し，HCGで処置した雄

ラットにgestorlorone caproateを投与した．対照群

として下垂体摘出後HCGのみを投与したラットを用

いた．この試験でも，中枢調節機序除去後では，実験

群の前立腺と精嚢の重量は対照群のそれ以下であっ

た．しかしながらその重量低下は非摘出無傷ラットに

おける試験結果と比較して軽度なものであった，

 gestonorone caproate投与中の付属性腺重量の低

下が，下垂体非摘出ラットにおいてより著明であった

事実から，本剤に抗ゴナドトロピン作用のあることは

明白である．さらに下垂体摘出ラッbにおける試験結

果から，付属性腺に対する9estonorone caproateの

作用は今一つの作用機序に基づいているように思われ

る．残念ながらわれわれはその機序についてはまだ熟

知していないが，しかしそれにはゴナドトロピン抑制

作用が含まれていないことは確かである（聖目からの

アンドロゲン分泌に対する直接的な抑制作用のほか

に，付属性腺のアンドロゲンに対する感受性の低下も

考えられる）．

 下垂体一視床下部組織とは無関係なこの作用によ

り，少なくとも動物実験では，山並機能もしくは性欲

に認むべき障害を惹起することなしに付属性腺を抑制

することが可能であるという事実が生ずるものと考え

られる．

 以上のことからgestonorone caproate lま前立腺腫

の保存療法に対していくつかの可能性を提供するもの

である．それはエス1・ロゲン療法またはアンドロゲン

療法よりも種々の点ですぐれている一方，副作用も大

部分が避けられるものである．

 最後に動物実験，臨床実験においてgestonorone

caproateの黄体ホルモン作用を検定したさい，本剤

にデポー作用が認められたことについて触れて見た

い．皮下投与の場合，本剤の効果持続期間は確実に10

～14日間である9・10）．このことは本剤を前立腺腫の治

療に使用することを考えると重要である．なぜなら本

疾患はかなり長期間にわたる治療が必要だからであ

る，したがって，デポー製剤に対する要望がぎわめて

大きいと考えられるゆえんである．

要 約

 持続性gestonorone caproateが成熟雄ラヅトにお

ける付属性腺，肇丸の機能，形態，酵素組織化学およ

び性欲におよぼす影響を研究した，投与6週後および

15週後における前立腺と精嚢の重量：は，対照群に比し

約40～70％減少した．いっぽう聖丸についてはその重

量，組織学的所見，組織化学的所見に変化はなかっ

た．性欲に対する影響も見られなかった．

 さらに下垂体摘出後HCGで処置したラットにつ

いてもgestonorone caproateを5週間投与したが，

下垂体摘出HCG処置の非投与群に比し，前立腺と

精嚢の重量は約30％減少した．

 以上の結果からgestonorone caProate lま下垂体と

は無関係に前立腺および精嚢に直接的に作用すると考

えられる．しかしこの作用の基礎となる機序について

は現在のところ不明である．．
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