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〔泌尿紀要28巻6号1982年6月〕

Multiple exposure photography

による精子運動の研究

method

一各種薬剤の影響一

神戸大学医学部泌尿器科学教室（主任：石神二次教授）

            羽  間     稔

STUDIES ON HUMAN SPERMATOZOAL MOTILITY
         WITH THE USE OF THE MULTIPLE

         EXPOSURE PHOTOGRAPHY METHOD

         一 EFFECTS OF VARIOUS COMPOIJNDS 一

                             Minoru HAzAMA

Fr・m the DePartment・ゾσ勿」・gy， S・加・1 ・f Medicin・， K・ろ・翫細吻（Di・ect・r’Pr・f．ノ． Ishigami？

    The effects of various compounds， such as Kallikrein， 17P－estradiel， progesterone， prolactin，

L－arginine， caffeine， and Solcoseryl， on sperm motility were studied． These compounds were added

to fi”esh human semen offered by 28 volunteers who had presented with various findings， and the per－

centage of motile sperm and spermatozoa！ velocity were evaluated by objective semen analysis with

the new multiple exposure photography （MEP） method using a stroboscope for photography and

a computer for data analysis． Kallikrein slightly increased the percentage of motile sperm but the

difference was not statistically significant． This effect was observed mainly in specimens of good

sperm motiHty， but the mean spermatozoal velocity was not changed． No clcar in丑uerlce on sper皿

皿otility was obtained with 17β一estradiol， progesterQne， and L－arginine in seminal fiuid． Prolactin

slightly lowered the percentage of motile sperm， and significantly reduced the mean spermatozoal

velocity． These results may suggest that there is a correlation between male infertility and elevation

of serum andfor seminal prolactin level． Caffeine significantly increased the percentage of motile

sperm， but decreased the mean spermatozoal velocity． These findings seem to be due to the fact

that immotile live spermatozoa start to move slowly on the addition of caffeine． Solcoseryl suppressed

the sper皿movement．

   These results are compared and discussed with the results of other reperts．

Key words： Multiple exposure photography， Sperm motility， Sperm velocity， Male infertility，

           Medical drugs

              は じ め に

 精子運動能は妊孕力の良否を決定する重要な因子の

1つである．しかし，この運動能を短時間に簡便かっ

客観的に把握することは容易ではなく，現在まで幾多

の試みがなされてきたがいまだ満足しうる検査法を得

るには至っていない．著者は，近年，この目的のた

めに新しい multiple exposure photography method

（以下MEP法）を開発1）し，臨床研究における精子

運動能の客観的な評価を試み，本法の妥当性を報告し

てきた．最近では，data処理に長時間を要するMEP

法の欠点を改善するためcomputerを応用し，その簡
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便化を図っている2）．

 ところで，in vitroにおける各種薬剤の精子運動

能への影響に関する報告は多いが，そのほとんどが

direct observation methodなど主観的な精液検査法

によって行なわれたものであり，MEP法など容観的

な方法により評価されたものは少ない，そこで今回，

精子運動率および精子運動速度に対する7薬剤の影響

をMEP法により検討し，興味ある知見を得たので

報告する．

実 験 方 法

（1）新しいMEP法について

 これに関しては前鞭・2）に詳しいが概要を述べると

以下の通りである．すなわち本法は精子の運動を写真

上にとらえる撮影段階と，この写真をもとに各パラメ

ーターを算出する解析段階の二部に大別される．撮影

段階は，まず充分に混和した精液の一部を希釈せずに

深さ10μm計算盤に入れ，これを位相差顕微鏡のス

camera

×冠フ

U multipulser

duration 4 A sec．

 jntervat controtlable

      （160 msecJ

X1

10pm counting

chamber   にニコ

yellow filter
＠
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 phase contrast microscopy

Fig． 1． Assembly of the system for multip！e exposure photography

Fig． 2． ph5’s”eww．o’一n’｛ib’s’i’ 吹|?奄U”t”tt’iil｛6”ltt” 撃№奄戟f5P”h”6t”fittina’n seminal specimen taken with the new MEP method
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テrジ上に静置する．そしてsignal generatorにより

発光間隔160msec，閃光時間4μsecに制御したstro－

            siide projectOr

boscope（xenon Iamp使用）を光源として，顕微鏡

に取りつけた35mm still cameraで1秒間撮影をお

こなうものである（Fig．1）．．この過程により1秒間｝こ

6回stroboscopeが発光するので，運動する精子はそ

の軌跡にしたがい6つの頭部が鎖状に断続した形で認

められ，非運動精子は同位置で6回の閃光を受けるた

K

writing ’ @pen ．

   ！ oxs．
  ．eeoe N

ぐノ
““．LK

避

ノ
・二：。

〈）K〈
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graphic tablet

Fig． 3． lmages of photographed spermatozoa are
      projected on a graphic tablet and traced

      with a writing pen

     Straight line Zigzag line

Fig， 4． Diagrams of two kinds of measurements
      of spermatozoal velocity

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ SAMPLE＝： 3i ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  TOTAL：＝R4C．r MOTI［LE＝一， 9i MOT］IL，1’i’Y＝ ：S’7．±”1．

                  ’
  TOT自L（RE貞し）＝ 40．8 X i〔｝（6）   MO’T’1しE（RFAI＿）＝ itti．2 X ゴ．0（6）

      （DIREC’r D：［STANCE）        （POLYGONAL D工ii∋．r自NCE三）

      MEAN： ］O．7 Sb＝ 9．3 MEAN，＝ 34．e SDny 8．8

       MEAN OF RATIC］ ： i ．±4

    ＝r＝＝＝＝＝ DIS丁R工BU’ギエON ‘ll＝． DIRECT Dコ：Sl’自N疇E： ＝・1＝＝：．一＝＝＝＝＝＝．；

       o－io le，一・20 2e－30 ；30－4g 4e一・・u：’o so一・・60

         i ii 3S L8． ：4 R
      6e－7e ’70－Bo Bg－ge go一±oo too－
         o o o o o
    ＝・＝＝＝＝＝ D工S了RIBU丁10N OF』 P〔ユLYGONAL DISTANCE． ＝＝＝＝＝＝＝

       o・一io io一一Lle L．o－30 30－40 40－ge se一一60

         a ．M R6 42” 16 ．3
      6，0一一フ0  7〔｝一8e  …ile一～；〔1 学O－」．〔｝9 iO｛ト・・

         i      e      o      o      a

    一＝＝3臨需需一・…一＝零一一＝DIS’T’RIBU T’：［ON〔〕F lqAT工1：｝＝一一・一義一＿．．．＿＝＿．一．＿

      i．O－t．i i．i－i．2 ±．Li．一一i，3 ’i．3・一i．4 i．4一一i．S ±．g．一一i，6

        S9 i 4 9’ ±G LX ’   s
      i．6一一i．： i，’7・一t．8 i．8一一i．9 ±．9一・L）．O 2，a・一

        2       3       2       臼       2

Fig． 5． Printout of the resulets of semen analysis supplied by a computer
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め運動精子に比べ理論1二6倍の明るさで頭部から尾部

まで明瞭に撮影される（Fig．2）．

 次の解析段階では，まずこのスライド写真をslide

pr（）j ectorでgraphic tablet上に大きく投影する．

tablet表面｝こは磁力線がX軸方向とY一方向にグリッ

ド状に張られているので，投影された各精子頭部の像

をwriting penで押さえていくと，電磁波によって

生じた磁界の変化がpick upされ， graphic compu－

ter terminalでペン位置に相当するデジタル情報（X，

Y座標）に変換されcomputerに入力される（Fig・3）・

この際，非運動精子は1点として，運動精子は運動の

軌跡にしたがった6点を一一reとして入力されるように

した．精子運動速度はFig・4に示すように，個々の

精子について，この6点を折れ線で結んだ距離（zig－

zag line）を折れ線運動速度，第1と第6の頭部を直

接結んだ距離（straight line）を直線運動速度とした．

そして，これら2種類の速度の平均，標準偏差，分

布，さらに精子濃度，精子運動率を自動的に算出し，

ラインプリンターからprint outきれるようにプログ

ラムした（Fig．5）．

② 各種薬剤の添加実験

 各種の薬剤が精子運動におよぼす影響について検討

するため，上記のMEP法を用いて以下のような実験

を行なった．対象精液は28名の健康なボランティア

（年齢20～26歳）から，禁欲3一一5日後に用手法で提供さ

れtもので，すべてがいわゆるnormozoospermiaで

はない．採取され7精液は1時間室温に放置し，充分

に液化させた後，それぞれ0．2mlずつ9本の試験管

に分注した．そして，これに後述する各薬剤を溶解さ

せた生理食：塩水0・2m1ずつを加えよく混和した．各

薬剤の濃度は多くの研究報告を検討し，最も効果が大

きいとされている濃度を用いた．すなわち，最終濃度

がKallikrein I KU／ml，17β一estradiol 320 nM／ml，

progesterone 320nM／ml， prolactin 50 ng／ml， L－argi－

nine 5 mM／ml， caffeine 10mMfml， Solcoseryl 250

ml／1となるように調整した．このうちKallikreinに

ついてはkininogenの基質としての新鮮ヒト血清O．02

m1を加えたものと加えないものの2種類を作製，使

用した．またcontrolには生理食塩水0．2 m1のみを

加えた．これら精液と試験薬剤の混合液を室温下に置

き，添加1時間後，3時間後の精子運動率，精子運動

速度をMEP法により算出し， controlの成績と比較

検討した．なお，用いた精液の精子濃度は20×106～

148×106／ml（平均69×lo6／ml）であり， t検定で各

測定値の有意差を判定した．

1． control

結 果

 Table lには対象精液に生理食塩水のみを加えた検

体の添加1時間後（採取2時間後），添加3時間後（採

取4時間後）の精液所見のrange，平均値およびその

標準偏差値を示しt．すなわち，添加1時間後の精子

運動率22．9±13．1％（2．9～57．2％），平均直線運動

速度23．4±3．8μm／sec（16．2～30．7μm／sec），平均折

れ線運動速度31．1±4．1μm／sec（21．1～37．6μm／sec）

であり，添加3時間後はそれぞれ22．3＝』11．7％（L8

～54．4％），26．9土4．3μm／scc（18．4～37．8μm／scc），33．6

土4．8μm／sec（22．3～4L6μm／sec）であっt．以下，

同一の対象精液を用いて，各薬剤の精子運動に対する

影響について述べる．

Table 1． Means±standard deviation of spermato－
     zoal velocity and percentage of motile

     spermatozoa in 28 control specimens after

     1 hour and 3 hours incubation at room

     temperature

Controi （N＝28）

！ncubation time

1 hr

（range）

3 hrs

｛renge）

90 motile spermatozoa

    〈Vo）

Mean spermatezoai vekx）ity （strambt）

    （μm／seC．）

Mean spermatozaal velocity （zigzagl

    （”mlsec．）

22．9±13．1 Z．3±11．7
（2．9へ．57．2）   （1．8～54．4）

23．4±3．8 26．9±4．3
（16．2一一30．7＞ （18．4一一37．8）

31．1±4．1 33．6±4．8
（21．1一一37．6） （22．3一一41．6）

2． Kallikrein

 lKU／ml添加1時間後の運動率25．8」＝12・4％，直線

運動速度23．5土3．1μm／sec折れ線運動速度32．3±

3．5μm／sec，で3時間後はそれぞれ27．1±15．7％，26．2±

4．5μm／sec，33．8土5．O ymfsecであった．またKal－

likreinと新鮮ヒト血清0．02 m1を加えたものでは，

1時間後の運動率26．4±14．3％，直線運動速度23．5

±3・3μm／scc，折れ線運動速度31．6土4．6μm／secで，

3時間後はそれぞれ25．2±14．1％，26．5±4．3μm／sec，

33．9土4．O pm／secであった．血清添加の有無にかかわ

らずcontr・1と比べて精子運動率は上昇傾向を示した

が有意差はなく，運動速度にも差がなかった（Fig．6）．

そこで，これらの成績を1時間後のcontrolの運動率

により，30％以上のもの（A群），15～30％（B群），

15％未満（C群）の3群｝こ分け，運動率の差により
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Kallikreinの効果に相違があるかどうかを検討した．

添加3時間後の運動率を，Kallikreinと血清．添加，

Kallik「einのみ添加， controlの順に平均値で示すと，

．A群（．8例）では40． O％，39．4％，31．7％であったの

に対し，B群（ll例）では24． 7％，29． 8％．23．7％，

G群（9例）では12． 6％，13．0％，II．1％となり，運

動率の良好なA群でKallikreinによる運動率［上昇が

認められだ．しかし添加1時間後の運動率，平均運動

                                  653

速度は，各群の間にほとんど相違はなかった．（Fig・7，

8， 9）．

3．17β一estradio1

 添加1時間後の運動率23，3±14．4％，直線運動速度

23．4士3．7μm／sec，折れ線運動速度31・9士4・9μm／sec

で，3時間後はそれぞれ21．7士ll．7％，25．7±3．5

μm／sec，32．4±4．．8μm／secであっt．これらはすべて

controlと有意差はなかった（Fig．10）．
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Fig． 6． Effects of in vitro additions of Kallikrein and Kallikrein plus fresh human

      serum compared with controls on the percentage of motile spermatozoa

      and mean spermatozoal velocity in ejaculated human semen

Percentage

Kallikrein 十 serum

Kallikrein

L－arginine
Control
  （1 hour）

of motile spermatozoa

    睡塞翻・ea・

       s，p，

e 20 40 9e O 20 40 90 O 20 40 90

Kallikreln 十 serum

Kallikrein

L－arglnine
Control
 （3 hours）

＝i≡ii．

             O 20 40 90 O 20 40 70 O 20 40 9， ・
                 A           B           C

               〈N＝8） （N ＝11） （N＝9）

Fig． 7． Effects of in vitro additions of Kallikrein plus fresh human serum，

      Kallikrein and L－arginine compared with controls on the percentage

      of motile spermatozoa in human semen． specimens， diyided into three

      groups with the percentage ef motile spermatozoa in controls after

      1 hour incubation． （A｝一1．30％， 15％spt｛！B〈30％， C〈15％）
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Fig． 8． Effects of in vitro additions of Kallikrein plus fresh human serum，

      Kallikrein and L－arginine compared with controls on the mean

      spermatozoal velocity （straight） in human semen specimens， divided

      into three groups with the percentage of rnotile sperrnatozoa in con－

      trols after 1 hour incubation． （A－30％， 15％＄B〈30916， C〈15％）

L

 1
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KaUikrein rl一 serum

Kallikrein
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 Control
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                 A            B            C

                ｛N＝8｝ （N＝11） CN＝：9）

Fig． 9． Effects of in vitro additions of Kallikrein plus fresh human serum，

      Kallikrein and L－arginine compared w五th controls on the mea皿spe－

      rmatozoal velocity （zigzag） in human semen specimens， divided into

      three groups with the percentage of motile spermatozoa in controls

      after 1 hour incubation． （A＞＝30％， 15％：：｛B〈30％， C〈15％）
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4． progesterone

 添加1時間後の運動率22．4±12．3％，直線運動速

度22．7±4．oμm／sec，折れ線運動速度31．7±4．4μm／

secで，3時間後はそれぞれ19．3土9．2％，27．1土4．8

ptm／sec，34．1＝L4．8μln／secであった．これらはcontrol

と有意差はなかっアこ（Fig．10）．

5。prolact三皿

 添加1時間後の＝運動率20。9±10．1％，鷹線運動速

度22．3±3．9μm／sec，折れ線運動速度31．2±3．7μm／

secで，3時間後はそれ1それ18．0土11．7％，23．8土4．4

μm／sec，31・8土5・9μm／secであった． controlと比較

して運動率はやや低下傾向を示したが有意差は認めら

れなかった．しかし3時間後の直線運動速度は有意に

低下していた（Fig・！O）・

6． L－arginine

 添加1時間後の精子運動率20．1±11．8％，直線運

動速度22．3土33μm／sec，折れ線運動速度29．7土3．9

μm／secで，3時間後はそれぞれ19。8±13．1％，25．5
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Fig． 11． Effects of m vitro additions of L－argmme， caffeme and Solcoseryl

        compared with controls on the percentage of motile spermatozoa

        and mean spermatozoal velocity in eJaculated human semen

土4．6μm／sec，32．1±4．9 pm／secてあった．これらの

成績はc・ntrolと比へ，わすかに低値てあったか有意

の差はなかった（F1911）またKalhkremと同様，

運動率によりA，B， Gの3群に分け検討したが，精子

運動率，運動速度とも群間に大きな特徴はなかった
（Fig 7， 8， 9）
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7． caffeine

 添加1時間後の精子運動率29．1±11．9％，直線運．

動速度17．1 i 2・1 ym／sec，折れ線運動速度26．7±4．1

μm／secで，3時間後はそれぞれ27．9」＝10．5％，19．1±

3．2μm／sec，28．4±8．7μm／secであった． controlに比

して運動率は上昇傾向を示したが，運動速度は両者と

も｝こ有意に低下していた（Fig．11）・この機序を探るた

め，各精子の速度分布をみると，添加1時間後，3時

間後で共通に，caffeineによって速度の遅い精子の比

率が著明に増加することが明らかとなった（Fig．12），

8． Solcoseryl

 添加1時間後の精子運動率17．8±ll．2％，直線運

動速度20．1±3．6μm／sec，折れ線運動速度30．2土

4・9μm／secで，3時間後はそれぞれ14．8土10．3％，19．3

土3．2μm／sec，27・8土5，3μm／secであった．精子運動率

はcontro1と比べて低下傾向を示し，特｝こ3時間後は有

意の低下を示した．また両運動速度も1時間後の折れ

線運動速度を除いて有意の低下が認められた（Fig． 11）

考 察

 精子運動能が授精能と深いかかわりがあることは周

知の事実であるが，その動態を的確に表現することは

非常に困難である．そのため，日常の臨床で用いられ

る運動能の指標としては，肉眼的観察という主観的判

定法により，精子運動率についてのみ検索されている

のが実状である．しかし，これだけでは運動能の一面

を見ているに過ぎず，妊孕力をはかるパラメーターと

して充分とは言えなかった．そこで著者は精子運動能

を的確に，しかも客観性をもってとらえるtめに，新

しいMEP法を開発1・2）し，精子運動率だけでなく

個々の精子の運動速度も算出し，より有用な指標とす

ることを考えた．さらにこの方法が発展すれば，従来
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は困難であった運動形式の計量化の可能性もあり，授

精能をより的確に反映するパラメーターが得られるも

のと考えている．

 こうしに新しい精液検査法の開発の努力とともに，

男性不妊の研究分野では古くから精子運動能に影響を

およぼす多くの因子について検討がなされてきたが，

中でも精子運動を賦活あるいは抑制する各種の薬剤に

ついての報告は数多くみられる3）．

 kininogenからkininを遊離する酵素kallikrein

は血漿のほか各種臓器，体液にわたって広く存在する

物質である．Schi114・5）は精子無力症患者の精液に種々

の濃度のKallikreinを加え，これにより精子運動率

が上昇し，添加24時間後まで持続したことを報告して

いる．そして，このK：allikreinの精子運動賦活作用

が最大であったのは1KUtmiであり，これにkini－

nogen． sourceとしての新鮮ヒト血清を加えると作用’

はきらに増大すると述べている．同様にSteinerら6），

光川ら7），Sato8）もKallikrein添加により精子運動率，

平均精子運動速度が増加することを報告している．ま

たSchil15・9）はKallikreinが運動率を上昇させるだ

けでなく，very gOod f（）rWard progreSSion spermを

増加させること，きらに運動率の増加はfructolysisの

増加と平行することを観察している，Leid1ら10）もKa1－

likrein添加により精子の酸素消費が増加すると述べ

ており，これらはKallikreinによる精子代謝の増大

を示すものであるとしている．そして，これらの本態

としては，kininによる精子膜の透過性の充進， kinin

の物質移動の直接作用あるいはKallikrein処理精子

細胞内cyclic AMP濃度の増大から示唆される細胞

内代謝系の関与などが考えられている，

 これらの報告に対して，著者の成績ではKallikrein

添加により精子運動率が上昇傾向を示したものの有意

差はなく，精子運動速度については直線，折れ線とも

にcontrolとほぼ同等であった．またYadwebらは10

KU／ml，100 KU／mlのKallikrein添加｝こより精子運

動率および子宮頸管粘液通過性の改善がなかったと述

べ，Maklerら12）も本研究と類似のMEP法の判定IC

より，運動率，直線運動速度ともにKallikrein添加に

よって変化しなかったと報告している．このように

Kallikrein添加による精子運動賦活作用の有無につい

ては異なった結果が報告されているが，Schiilら13）は

運動率の非常に良好な精液ではkininによる精子運動

賦活作用は明確でなく，またその逆に運動率の非常に

悪い精液（主観法で20％以下）でも賦活作用を認めなか

ったが，申開的な運動率20～50％のものでは平均40％

の運動率の上昇がみられ，kininに対する効果が最も
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良かったと述べており，対象精液の質により反応に相

違があることを示唆している。そこで，今回の対象精

液をMEP法判定1こよる運動率により3群に分けた，

この際，前報2）に述べたようにMEP法による正常ヒ

ト精子運動率は採取1時間後で，平均40％と，主観的

判定法の成績に比し低値であることから，今回の対象

精液を採取2時間後判定で，便宜上，A群（30％以上），

B群（15～30％），C群（15％未満）に分け， Kallikrein

の効果を検討した．その結果，運動率の良好なA群で

精子運動率の上昇傾向がみられたのに対し，運動率の

低いB，C群ではcontrolと差がなかった．この事か

ら運動率の悪い精液より良い精液の方にKallikrei11の

運動賦活作用が認められるものと考えられt．一方，男

性不妊切者へのK：allikrein投与によるSchillenら14），

Schillら15），Kamidono16）のin vivo studyでは，量的

質的精子運動の改善，quick moving spermatozoaの

増加，精子形態の改善が共通して報告されており，そ

の機序として睾丸，副性器の血流改善17），血管透過性

の四国による局所栄養状態の改善，blood－testis barri－

er透過性充進によるSertoli細胞の機能への影響8），

細胞増殖の賦活作用19）等のきまぎまな原因によるspe－

rmat・genesisへの作用が考えられている．いずれにし

ろ，in vivoにおけるKallikreinの作用機序は複雑iな

もので，未だその本態は明確でない．今後きらに症例

を重ね，対象思者あるいは精液の質によるKalhkrein

の効果の違いをin vitroはもちろん， in viVQにおい

てもMEP法などの客観的評価法により明らかICし

ていく必要があると考える．

 次に17β・estradiolについては，精子運動率，精子

運動速度とも変化を示さなかったが，Hyneら20・21）も

洗浄精子に320 nM／mlの】7β一estradiolを加え，精

子運動率｝こ変化なく？sperm penetration testでも

sperm migrationが刺激されなかったと同様の報告を

している．これに対し，Beckら22）はTyrode－Rillger

solutionを mediumとした sPerm Penet「ation test

で生理的濃度（0．5ng／ml）の17β一estradiolはsperm

migrationを賦活しナこと述べ， Chengら23）もmedium

にmodi丘ed Tyrode’s solutionを用いると320 nMf

mlの17β一estradiolはsperm migrationを増加さ

せたと報告している．さらに，このsperm migration

の増加はHyneら20・21）の報告と同様に空腹時ヒト血清

をmediumに用いアこ場合には観察されなかったこと

から，空腹時ヒト血清には17β一estradiolによるspe－

rm migrationの賦活に拮抗する成分が含まれている

のだろうと述べている．

 progestcroneについても，今回の実験ではcontrQ正
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と差がなかっtが，これに対しkesserUら24）は頸管粘液

を用いたsperm penetration testでprogesteroneに

よるsperm migrationの抑制とqualitativc motility

の低下を観察し，Hyneら21）もprogesteroneは洗浄精

子の呼吸，解糖，運動率を抑制すると報告している．

そして，その機序はprogesteroneが精子の原形質膜

の透過性を充進させ，解糖や酸化の過程に必要な補因

子の消耗を促進させるためであるとしている．これら

洗浄精子｝こよる実験結果から，17β一estradiol， proge－

steroneの2つのsteroid hormoneはTyrode’s solu－

tionの中では精子運動に変化を与えるが，精漿申で

は有意の変化を示さないと思われる，これは精漿中に

も空腹時血清と類似のsteroid hormoneの作用に関

連する何らかの因子が存在するためではないかと考え

られた．

 男性不妊におけるprolactinの役割については未解

決の部分が多い．Segalら25・26）は不妊患者に血中あるい

は精漿中のprolactin値の高いものが多かったと報告

し，Grayら27）は高prolactin血症が正常群に比べ乏精

子症群，無精子症群に多くみられるが，形態学的には高

prolactin血症群の方が正常精子の比率が高いと述べ

ている．またFalaschiら28）も血中prolactin値と精子濃

度の問に相関はないが，高prolactin血症は対照群より

も乏精子門門に多くみられたと報告している．これら

に対し，Rjoskら29）は男性不妊愚者のうち血中prola－

ctin高値を示すものはわずかで，精子数，精子運動率

とも相関がなく，血中prolactinと男性不妊の関係は

否定的であると述べている．一方，in vi亡ro実験では，

Shahら30）が洗浄精子に生理的濃度のprolactinを加

えると，cyclic AMP濃度の上昇，果糖利用，ブド

ウ糖の酸化の充進がみられたと報告し，prolactinの

エネルギー代謝への関与を示唆している．しかし，今

回の添加実験では運動率がやや低下傾向を示し，直線

運動速度は3時間後に有意の低下がみられ，精子運動

の抑制が観察された．これは洗浄精子の実験と異な

り，精漿中のprolactinにさらに50 ng／ml添加した

ため，最終的に高prolactinの状態となって運動性を

抑制しtものと想定され，この事は高Prolactin状態

と男性：不妊との何らかの関連性を示唆するものと考え

ている．

 1962年にKrampitzら31）fosi正常精液には乏精子症や

無精子症患者精液に比べ高濃度のarginineが存在す

ることを報告し，Pappら32）も同様の結果を得て，その

原因を正常精液ではarginase活性が低いためであろ

うと予測している．これらのことから男性不妊の臨床

で乏精子症や精子無力症思者に非必須アミノ酸である

arginineを経口投与する治療法が試みられ，効果が

あったとする幾つかの報告33～35）もみられるが，無効

という成績36・37）もあり一定の評価を受けてい1ない．

in vitro実験では， Kellerら38）がヒト精子にL－argi－

nineを加え，運動率の低い検体ほど運動賦活がみら

れたと報告している．そして，その程度はもとの運動

率と反比例し，L－arginine添加の至適濃度は23。Cと

37。Cで0．OO4 Mであったと述べている．まアこ，こ

の作用はD－argininc， L－ornithine， L－homoarginine

等では認められず，L－arginineだけにみ1られたとも

述べている．しかし，今回のL－arginine添加では精

子運動率，精子運動速度とも平均値として有意な変化

はみられなかっt．また，運動率により3群に分類し

て検討しても，群間に特徴はなく運動率の低い群に運

動の賦活が認められるということはなかった，しかし，

症例数も少ないため，今後さらに精子無力症患者精液

を対象としてL－arginineの作用を検討していく必要

があると思われる．

 caffeineは精子運動に影響を与えるといわれるメチ

ルキサンチンの中でも最：も多くの検討がなされている

化合物である．これが精子の運動性を高め，呼吸を促進

することを初めてウシ精液で観察したのはDrevius39），

Garbers，ら40）であった．その後，ヒト精子でも同様に運

動率を上昇させ，forward progressionを促進すること

をBunge4i）， Haesungcharcrnら42）， Schil15）および

Schoenfeldら43）が報告した．彼らによるとcaffeine

による運動率の増加は初期値に対して30～50％であっ

たが，今回の実験では平均27％の増加がみられ，Mak－

lerら12）もMEP法を用いて対象症例の2／3に初期値に対

して30～50％の運動率増加をみたと報告している．ま

た，精子運動速度についてははMaklerら12）は変化がな

かったと述べているが，今回の実験では直線折れ線運

動速度とも平均すると有意に低下した．これを各精子

の運動速度分布でみるとcaffeine添加により速度の

遅い精子の比率が顕著に増加していることがわかる．

さら｝こMaklerら12）の超生体染色による観察からも，

これらの機序はcaffeine ICよって非運動生存精子が活

性化され，ゆっくりとした運動を始めるために，運動率

は上昇するが運動速度は平均するとかえって低く．なっ

たものと考えられる．一方，caffeineは精子の解糖作

用に働く酵素であるcyclic nucleotide phosphodieste－

raseのinhibitor44）と考えられているが， Garbersら45）

はcaffeine添加の実験からウシ精子の運動能および

代謝の少なくとも一部はcyclic AMPあるいはcyclic

GMPにより制御されていると述べている，またHos－

kinsら46）も哺乳類の精液にcaffeineを加えると数分
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間で精子内のcyclic AMP濃度が上昇することから，

これがcyclic AMP依存性のprotein kinaseを活性

化し，caffeineによる精子運動賦活作用の引き金にな

ると推測している．

 Mattheusら47）は精子無力症患者精液にSolcoserylを

添加し，運動率の低下したものが17％に対して上昇し

たものが26％あり，入工授精の際の保護剤としてSol－

coserylは有用であると述べている．また，その続報

としてHeiseら48）がSolcoserylを不妊患者に投与し，

44％の精子無力症患者の精液所見が一時的に正常化し

たと報告している．しかし，今回の実験では彼らが最

も効果があったとする250ml／lの濃度でも精子運動

率，運動速度ともにCQntrolに比して低値となり，少

なくともin vitroではSolcoserylは精子運動を抑制

するという結果であった．

結 語

 各種薬剤が精子運動におよぼす影響を検討するた

め，客観的な精液検査法であるMEP法を用いてin

vitroの添加実験を行ない以下のような結果を得た．

 1）Kallikreinにより精子運動率は上昇傾向を示し

たが，統計学的に有意ではなかった．この上昇は運動

率の良好な精液に主として認められた．平均精子運動

速度には変化はなかった．

 2）17β一estradio1とproprogesteroneの2つの

steroid hormoneは精漿中では精子運動に影響を与え

なかった．

 3）prolactinにより運動率はやや減少し，直線運

動速度も有意に低下した，これは高prolactin状態と

男性不妊の関連性を示唆するものと考えられた．

 4）L－atginineは精子運動に変化を与えなかった．

 5）caffeineにより精子運動率は初期値に対し平均

27％増加したが，平均精子運動速度はかえって有意に

低下し・た．これは非運動生存精子が緩徐な運動を始め

るためと考えられた．

 6）Solcosery1は精子運動を抑制した．

 稿を終えるにあたり，終始御指導ならびに御校閲を賜わり

ました恩師石神嚢網教授に深甚なる感謝の意を表します．ま

た本研究に際し直接御指導いただきました守殿貞夫助教授に

深謝するとともに御協力をいただいた教室の諸先生方ならび

に北村新三助教授をはじめとする神戸大学計算センターの

方々に深く感謝いたします．

 なお本論文の要旨は第33回日本泌尿器科学会西日本総会に

おいて発表した．
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