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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、る中毒症煎症愚漸100例と正常妊娠分娩例100例を無

　　　　　　　　eg　1輩緒　　欝　　　　　　　　　藻別的に選択し胎盤醜量と児体慮との関係をみると第

　著者は箪1編に於て教室10年間の中毒症患蒋につき　　　1図の如くである，即ち・・…般に胎盤電愚増加に従い児

臨床的検討を爽施しその概要につき報告したが，それ　　　体重の増加が総められたが，中灘痙例と対照例との間

等の成績からも中握症は揖児両麿に大なる影響を及ぱ

す薯を再確認した。一方中慧症と胎盤との関連性に就　　　　第1図　　胎盤窟盤と児体璽の関係　　〔中毒症〕

いては真柄＠，加来⑳⑳を始め今β迄数多くの研究⑳

⑳＠⑭⑯⑲が行われ，更に今日も尚両者の関係につい　　　　　　　温

ての追求が実施されつつある。云う迄もなく胎盤は生

体内で母児両者間に介在し，特にその機能の如何は極　　　　　　　se°

めて重要な臨床的意義を有している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400　従つて胎盤機能に関しては従来からも産科学の簸も

興昧ある問題の一つとして各方面からの検討が進めら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵩oo
れ，これ又今日まで数多くの関連研究が発表されてい

る。しかし胎盤機能の多様性より残念乍ら何れも一一部　　　　　　胎，。。

の灘が把握さ2・teV：すぎず練な・機鰍蕪・開　　鰻

発がのぞまれている。　　　　　　　　　　　　　　　　　盤

　　．　　　　の．　o　G●　，．

’　．・・．°’‘・　・t’

．　・・t・：・’・籍

’　　　“”慶零．・

著都姻河鱒㊥の獺せ。囎撒を始め。，　　児憾鋤2’°esc°°　4ec°g

・ビンテス　5，尿中エスト・ゲン値の測定法等2～3　　　　　　　　　　　〔非・臆症〕

の新しい機能検査法によつて中番疲時の胎盤機能を検

討したのでその成績概要に就き以下報告する。　　　　　　　　　eOO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E◎o　　　　　　　第2章　対　　象

　検査対象は儒州大学産婦人科に，定期検診の為来院せ　　　　　　　姻

る妊婦並びに入院分娩せる産婦。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30e
　　　　　　　第3章　検査成綾

　　　劇節胎雌量と児履の蘇　　　膨
先ず最網台顯銑児樋との関係に就いて鮒　　塞

した。即ち昭和35～39年の5年間に当科に入院分娩せ　　　　　　’児体璽1°°°　25°°　1°°°噛　svae　4°的o
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には特別な差は認められなかつた。　　　　　　　　　　　　　第2目　母児両者に関連する因子との関係

　即ち胎盤重量は胎児発育との間には平行関係はある　　　　i）　中襟症の有無との関係

が，中毒症の有無との間には一定の関連性は認められ　　　　先ず母児両者に関連すると考えられる中毒症では第

なかった。　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　3図の如くで，正常群との間には特別な差異は全く誌

　　　　第2節　血管指数法に閲する検討　　　　　　　められなかつた。

　次に胎盤機能検査法中最も簡便な河合等⑫の提唱し

た胎盤血管指数法に就いて先ず検討を行つた。　　　　　　　第3図　申毒症・非中襟症血管指数別分布

　　　　第1項　血管指数判定法　　　　　　　　　　　　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
　本摺数の判定法は第1表の如くであり詳細は二だ略す

るが，胎樋働静脈の太さの縣とそのammaより，　5°

胎盤機能を1点から4点までに分類し4点を最も機能　　　40

不良状態とするものである。　　　　　　　　　　　　　　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　第1表胎盤血管指数’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fO
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エん↑

1　　　　2　　　　3　　　　4
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4　　　　　　　　又中襟疲例100例（内19例は霞痙）の症型分類別で

　　　　’－m｝　　　　　　の検耐は第2表の如くで，特に症型による差異は明ら
A：動脈
v瀞脈　　　　かではない・

錦2項検査成績　　　　　　　　　第2衷　妊娠中毒症分類
検査肇繍鷺轍。例1嚇転数別の謎蝿巨

分布情況では第2図の如く1点例が152例，2点例が　　　純
・・ev，・点例・154例であり，・点蹴舘か・例のみに　猛

すぎず，機能が良好である1～2点例が全体の約2／a　　－ti

近くに認められたe’　　　　　　　　　　　　　　合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型
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　　　　　　　　　更に申羅症のTriasと本指数との関係は第3衷の

，、　　　如くで・これ又一定の関係は認められなカつたが・浮

　　　　　　　　腫，高血圧例では，、尿蛋白陽性例に比し2点以上の例

　　　　　　　　数の多い傾向がある。
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更に2～3の因子との闘速性についてみると以下の
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如くである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii）在胎週数との関係
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予定日超過例では従来からも胎盤機能の低下が問題　　　　第6図　　平　均　母　体　年　AII

となつているが，早産例及び予定口趨過例と本指数と　　　　　　オ

の関係は第4図の如くであり，早魔例並びに正期魔例　　　　　30

では漸減傾向がみられるのに対し，予定日超過例では

一一
閧ﾌ関係はみられず，此等の差異に就いては興味の　　　　　29

ある処である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28

第4図　　早産，予定日超過
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7図　　aPsvar’s　score

l　・2　5　4　　1♂
　　　簾3目　母体側囚子との関係

　　i）・　経還握s［1

　先ず経藤別の関係は第5図の如くでありt物に初

産，経産に．よる差異は認められなかつた。

第5図　　初　 経　 産　 別
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　ii）　仮死及び切迫仮死との関係

a）　次に仮死例は6〔｝例に認められたが仮死率との関

　ii）　母体平均年令

又舗姻の麟鞠年令聯、図の如くで，。　第桜』仮　死率
減一定・関係は認められなかつた．　　　　　　・　21・1・

第4鼠　胎児・新生児との関係　　　　　　　　　　例　 数　　　20　　　22　1　16　　　2

i）A・9ar撒と醐係　　　　　％　・3…　3・・129・・5…
　出生児のApgar指数との関係は第7図の如くで，

河合等と同様，宜謄指数の増加につれてApgar指数　　　b）又37例の切迫仮死例に就ぎ、切迫仮死率との闘

も低下する傾向があり各群間1こは有意差はないが，1。　　係をみると第5衷の如くで一定の傾向はみられなかつ

2点群と3・4点群の間には推計学的にも5％の危険　　　た。

率で有意差を認めた。　　　　　　　，　．　　　　　　　C）　この切迫仮死例を更に原因の明らかなもの（贋
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次に近時注目を集めつつある硫酸アトロピソ（以下

　第5表　切迫仮死率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫アトと略）の胎児心拍数に及ぼす影響よりする機能
　　　　　　　・12　3　4　判舷所謝。、テ。，蹴き少。く検討を試み
　｛列　　　数　　　　　13　　　　　　13　　　　　　　9　　　　　　　2　　　　　　　たo

　　％　　　　8・6　　ユ4・41　16・7　　50・0　　　　従来より胎盤機能を知る上で各種薬剤を母体に投与
　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して胎児血中の濃度或は胎児に及ぼす影響より胎盤機

帯巻絡等）と，全く不明なものとに分けてみると第8　　能を推測する種々な方法が行われてきたが，最近簡単

図の如くで，4点例を除き原因の明らかな例では漸減　　　且安全適確な検査法として硫アトの母体投与によつて

傾向が，又不明例では漸増傾向がみられる事は興味深　　　生ずる胎児心拍の変化発現時聞よりする判定法が

い。即ち出生時に膀帯等の異常の認められる症例では　　　Hellman⑰⑱等により推奨されている。

胎盤機能の低下よりはむしろ他に，又原因不明な例で　　　余も本法につき少しく検討を実施したので，その成

は膀帯等と共に胎盤自体の機能に低下傾向があるので　　　績につき報告する。

はないかと考えられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　第1項　対　　象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当科外来及び入院妊婦の中から心疾患等の合併症を

　第8図　原因の明不明による切迫仮死率　　　　　　　有しない妊娠8ヵ月（28週）以降の正常妊婦及び予定

明　　　日超過，中毒症患者，総計75例を対象とした。尚妊娠

，。　　　　　　　　欄　月数別では・・ヵ月力・55例，9・8ヵ月猷…例であ

50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先ず薬剤投与による副f乍用のない事を妊婦に説明し

40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不安を除去，又検査の目的を充分に諒解せしめる。仰

50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臥安静後5％糖液を点滴静注（1分間60滴）し5分間

20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母体並びに胎児心拍数を記録。その後全例に硫アト1
｝O @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎎（5％糖液10ccに溶解）を点滴チ＝一ブより2分前

　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　　後でゆつくりと注入。注入終了後母体及び胎児心拍数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の変化を30分間に亘つて追求する。

　　　　第，項血管指数蹴、、ての小括　　　尚記録鰍送り1秒間2・　5cmと喘巳心撒は15秒

以上血管指数による胎轍能判定法蹴き3・・例を　毎1分削こ4回の測定f直を採肌た・

対象として・．．3の検討を講誠績では，多少の差異　代鋤嬬雛況購9図の如くで・上麟ア殴
はあるが略々河合等㊥の報告と同様の結果を認めた。　　　与前下は投与後の母体心拍数及び胎児心拍数の増加

特に中毒症例に関しては正常例との間にも，又症型別　　　情況である。

でも判然たる差異はなく，只症状別で多少の差異を認

めたに過ぎなかつた。同時に他の因子に就いても少し　　　第9図　硫アト，注入前後の変化情況

く検討を実施したが，特に児のApgar　score，切迫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、篤

仮死等の面でいささか興味ある所見を認めた。従つて　　　一　1一・　・S　，．一一・一・一．．・．・一一．．・一一…一一；tt．t－t　－一・tt－・籠

本法では中毒症独自の明白な機能低下を証明する事は

出来なかつたが，中毒症例では各種合併症や，産科操　　　　mu。．、．．”N、＿a．。t。k．、os“　」一““、＿＿掃．＿蝋．．．、，．，．．　v

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝猟、．作が増加する事，又組織学的にも梗塞の著明化のある

事等より充分なる注意が大切であると考えられた。更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徽，，

膿贈難鷲糠瀕踏譲蒸灘　　癌曝締榊梱一曝轟一軸

欝灘課諜ぬ欝差振1彗1瓢禦　鰍酬辮瞬繍紳脚一
　　　一　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　’’”　　　　　　　　　　．　　　「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　曳

今少し細別化すべきと思われた。　　　　　　　　　　　　　　　．…’・’”“　…’　‘’tt　　　　　　　　　　．

　第3節　硫酸アトロピンによる胎児心拍数の変化に

　　　　よる胎盤機能検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3項　検査成績
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第6表　　　　　　胎児心拍数増加発現時間
旛一遡・分1・1・1・i・い1…　1・・1・2・3・41・5116

非中毒症

中毒症
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1 1　　50

　　25

　　　第1同　中襟鑓の有無による発現情況　　　　　　　　第M図　妊娠週数別発現時間

　先ず申毒症の有無による変化の発現情況は第6表の

如くかなりのパラツキがみられ，又その代衷的症例の

情況は脚図の如くである・　　　　　　　姦

第10図　　心拍数変化状況　　　　　　　2e

　　弔体臓　　　　　　　　　ダ・．tttt・t’・－tt”ttt’tt’’””…”　　　　　？°

糠　．八〆φ賊へ／　　　　　　15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

中毒症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・°∴’1靴、：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●’　　　　o　　　　．
r　　　　　　。　　　　　　　5　　　　　　　1◎　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　5　　　　　　．●　　の　　　　　節　　　　　　　　◎

　　　　　　　　　　　　　　　’㌔”z・、、／、

－4v＞ゾへ直／桝・V／　　　28・・32・・－8－・裸

第12図　妊娠10カ月胎児心i抽数増加発現時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一30
　胎児心拍数増加発現時間は今圃の成績では非中轟

症，中諺症間には全体的には特別な薯差は認められな

カ、つたo　　　　　　　　　・　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2°

　そこで妊娠週数別につ老飲に検討してみた。

　　　第2目　妊娠遁1数による検討　　　　　　　　　　　　　、1。

　　i）　成績概要

　先ず妊娠週数別の心拍数増加発現情況は第11図の如

くで一般に妊娠36週前では発現時間が早く　38週以

降では多少の変動はあるが一般に延長傾向を示す症例

　　　　　　　　　　　　・騨「瞬後
　　　　　　　　　A　　　o中躍礎

　　　　　　　　　　　　▲離脇縢塁
　　　　　　　　　　ん　　　たヨ　　　

　　・．篤．：・△鐘灘昆警男

　▲　・　・　　　◎・　°　。腰　．
。， @　。　　　魯．“　・。。
・　．　・・㌔・°轟゜　◎　嚇＾

P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3β　　　　　　　　　　　38　　　　　　　　　　　＃0　　　　　　　　　　　42　　　　　　　　　　　4‘蝦

がかなり出現する。特に42週以降では全例延長の傾向　　　ていること，一般に中襟症の有無に関連性のないこと

がみられ，この鄭は真に興味深いと考えられ，この点　　　等を認めた。

に就き更に少しく2～3の検討を行つた。　　　　　　　　　iii）検査日より分娩日までの発現時間

　　ii）妊娠10ヵ月胎児心拍数増加状況　　　　　　　　前記の成績より逆に検査施行日より分娩になるまで

　症例中の妊娠10ヵ月以降の例のみについて検討する　　　の日数と変化の発現時間との関係を図示すると第13図

と第12図の如くである。尚⑳は非中毒症，○は中毒症　　　の如くで，検査日より4日以内に分娩せるものの大部

でAは検査日より数日内に分娩になつた非中襟症，△　　　分の症例に時間の延長傾向を認めた。即ち分娩が近づ

は検査日より数日内に分娩になつた中毒症例である。　　　くと一般に本法成績の延長傾向がみられ，分娩予測え

これより心拍数増加発現時間が15分以上例ではその他　　　の応用の可能性が一応推測された。

の例に比し大部分が検査日より数日内に分娩が完了し　　　　iv）　その他
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第13図　検査目より分娩日までの発現時間　　　　　　　　余も今回E8t．法にっき少しく検討を試みteが，そ

分
30
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10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の成緻は以下の如くである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1項　対　　象
　孚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査対象は当科に定期検診の為来院せる妊婦並びに

。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院分娩せる産婦及び褥婦約200例。
●富　　　●

’：’ @σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2項　測定方法
ロ　　■　　　t　　の　　　ロ　ロ

．、：ﾇ三t一ニー一一，　．　　　今醸施・酬融（神剛法）⑳・鞭麟隅
　　　・　・’・”　，　　　　　　　　　　　の如くであり，多少の問題点はあるが再現性も良好，
　　9　　　　　　　　　　　　　の　，

　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　叉同一検体での測定誤藻は10％以下であり乱つ他法に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比し極めて簡便で墾際臨床上充分応用し得る方法であ
0　　　　　　　10　　　　　　20　　　　　　30　　　　　　40臼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る躰を塾礎爽験で確認した。

　その他母体々璽，分娩を完了した55例に就きその胎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14図　妊婦尿のEstrogen簡易測定法
盤i重量，新生児体璽等との関連性に就いても検討した　　　　　　　　　　　　（神戸川）

が特に著明な変化は認められなかつた。　　　　　　　　　　　　Quln。1　2arng　　　　　　　　2％p．　ts’ltra
　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暑
　　　　第4項硫アトァスト蹴いての小括　　　、、毘合π1欄占1

　本検査成績の遅延を直ちに胎盤機能の低下と速断し

てよいか否かは尚かなり問題のあるところである。即

ち妊娠週数の増加に伴う遅延例の出現は胎盤機能低下　　　　　　　　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一騨塾　　o

　水、　fT　1’henol
1・5ml　　tnCaUste！t；

　　　　　　　4m1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　－一→　　　e，・：，・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　．，，
説の他母体・特に胎児の体醗異1こよる硫ア吸応性　　　　　・。。・。
の変化，更に胎盤闘門の硫アト通過性に対する閾値の　　　　　　　　　　　　　　　　　蝦轍蹴

変化等姻諸説⑪⑭⑩⑭が出されている。　　　　　　　購，

　著者の今回の成績では胎盤重盤や血管状態，母体或　　　　　　520　540　560mμ

は児体璽との間に関連は余りなく，むしろ分娩時期と　　　Allenの補正吸光度S＝E5却一（Eruo十E、s6。）×エ！2

響蕪灘鶴灘台潔聖職）一鱒吸光度×璽血の
与燈，投与法等に．関し慎璽なる検討が必要と思われ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

る・　　　　　　　　　　　　　第噸妊娠分娩によるE・t．の変化
　又今回の検討成績では中毒症の有無によつては特に　　　　先ず基本的な面として妊娠月数との関係を検索し

雛は認められなかつたが・幡症例の大多数が醗　た。200例蹴いての成績聯15図の如くで，か励

例であつた慕も関連する事が充分予想され，爽際的な　　　の巾の変動がみられるが一一般に妊娠週数の増加につれ

実施にはかなりの困難を伴うが今簾章こ重蹴や撒　測雛も増加蜘旬があ晦娠38・一一40週例で最離例力｛

型例につき慎童に検討すべきと思われる。　　　　　　　認められた。叉42週を過ぎると一般に漸減傾向がみら

　　　　第櫛妊婦m＊エスFmゲン測定　　　れた。
　そこで著者は更に尿中エストリオール法（以下

Est．法と略）につき少しく検討を行つた。　　　　　　　　第15図　　　妊娠各・週の尿中Est．

　周知の如く胎盤はゴナドトロピソを始め各種のステ　　　M
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殉
ロイドホルモンを産生し，これ等が妊娠の維持，胎児　　　24

の発育，分娩の発来，乳汁分泌などに重要な役割を果

している。

　此等胎盤性ホルモンは妊娠に特有なものであり，そ　　　16

の結果近時これらの尿中代謝物を測定することにより

胎盤機能判定に資せんとする試みが行われつつある。

中でも妊婦尿中エストロゲンの90％以上がEst．であ　　　　e

る事，又Est・のみを対象とする場合には測定法を大　　　　4

幅に簡略化し得る事等より実際臨床上の応用が各方面

で行われている・　　　　　　　　　　　　2。242832364。42“遍
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　翼に同一人につき各月の変化情況を追求した成績は　　　る。以上よりEst・値は胎盤機能の一端を示すものと

第16図の如くであり，3例共姫娠月数の増加につれ尿　　　考え中諺症等2剤3の点に就きEst，値との関係に就

中Est，値の明らかな増加傾向がみられた。　　　・　　　き検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4項　中毒症に於ける尿中Es’c．検査成績

　第16図　　全一人各月追求　　　　　　　中毒症4Q例1（軽症26例，重症14例）の成績は簗18

　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図に示す如くであり，全体の分布情況は第15図と同様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の傾向がみられるがやや低下例の多い琳が先ず泣目さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れた。特に，電症例では1例を除き全例が非中襟癒例の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値以下である琳は撚めて興味深く，中襟症に於け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る胎盤機能の一面の低下がうかがわれるのではないか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と考えられた。

第18図　　中毒症における尿r・1・iEst．

28　32　36　40　44W　　　　　 8

又分娩後の3例の褥婦に就いて分娩当日より魔褥5

日目迄通続的に追求した情況は第17図の如くで，分娩　　　　　　　　2°　24　2e　s2　36　40　44週

後の急激な減少が認められた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5項　尿中Est・と新坐児体璽，胎盤重盤

　第17図　　分娩后の尿中Est・　　　　　　　　　　　　　との関係

吼，　　　　　　　　馴台轍鰍胤搬蠣製・考えら泌融
　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児体璽，胎盤璽鑑等と本法の測定値との関係｝こ就き検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　討せる成績は以下の様である。先ず測定後2遇間以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に分娩せる新生児体重との関係は第19図の如く多少め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パラツキはあるがEst．値の増加につれて新生児体璽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も増加の傾向が推測されたo

第19図　　　尿中Est．と新生児体璽

窺　125A・5臼　　　・。

　此等の事実はEst．が明らかに分娩を境としてその　　　　’t　t

排泄の激変する事を示すものであり，胎盤の存在或い

は簾雁めて搬なる髄性鮪するもの叛られ　　　2sc°　t°°°　sc°°　・f°°°q
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　又胎盤重星との闘係も第20図の如く新生児体重と　　　　先ず，鋤．管指数では3点例が4例で他は総て1～2

同様Est．値の増加につれて胎盤重量も増加の傾向が　　　点例であつたが点数差により特に他の2者との間には

みられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係は認められなかつた。

第2咽　尿中Es‘・と胎鞭量　　　　辮表血管撒．硫アトテスト．尿中

24

2

16

i2

8

4

Est、成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　o　　　　．
　　　　　　　　・　　　e・　　　　　　　症
　　　　　　　　　　o　　　　　o
　　　　　§σ　　　　　　　　゜
　　　．　　　　の　・　．　　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　No，
　　　　　●　　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　ワ

在

胎

週

血

管

指

数1数

硫発
て現

亥時

ト間

Est，

値

分ま

娩で

にの
な日

る数

備

　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　1
．　．　°　，　　　　　　　．　　　　　　　　　　　2

　　・　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　3

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

。　　．　　．　　　　　　　　　　　　5

500　　　9　　　　　se◎　　　60ag　　　　　7

　　　　第6項　その他　　　　　　　　　　　　　　　9

　その他子宮内胎児死亡2例の測定値では正常妊娠セこ　　　10

比して何れも極めて低値を示し僅かに1解／dayであ　　　　11

り，又双胎1例の測定値は40㎎／dayと正常妊娠の略

々2働値を示した事も鰍深いと考えられ編　　　14

　　　　第7項妊婦尿中Est・測定法に関する小括　　　15

　妊婦尿中のEs七．値は以上の成緻より胎児驕盤系の　　　　16

機能の一端を一応かなりよく反映するものではないか　　　　17

と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18

従来からも妊婦尿中エストロゲンの90％以上がEst，　　　19

である事が確認されており，BrOWn⑤，　Taylor⑩一＠・

G，ee。，⑫⑩，　Wt⑲㊥，麟⑯等の成績でも何描　　21

尿中E8t・が醗鶴の一一eeをよく示すものとしT・　23

その臨床応用の有用性を認めて居る。　　　　　　　　　　　24

徐の今回の検討成績でも本法は母児に危険を与える　　25

事なく胎児一胎盤系の機能の一端を検討し得る上，妊　　　　26

娠経過等とも密接な関連性があり真に有用な検査法の　　　　27

－一一 ﾂである慕を認めた。特に．中毒症例では・一・一般に低下　　　　28

傾向があり，又璽症例程低値を示す辮実は真に興味深　　　　29

く，轍更に追求さるぺき点の多陣を認めた．しか　　30

し今日尚胎盤から分泌される多くのステロイドを支配　　　　（21以下は中灘症）

する機構等が不明であり・それ等の解明により本法の　　　　然し硫アトテストと尿中Est．値との間には第21図

慰義が更に確立される事が切墾される。　　　　　　　　　の如き関係があり，即ちEst・値の低下につれて硫ア

　第5節　血管指数，硫アト・テスト及び尿中Est．　　　トテストによる胎児心拍数発現時間も延畏する傾向が

　　　　値の総合検討　　　　　　　　　　　　　　　　　みられたが，症例は総て37週以降の症例でありかかる

　以上血管指軌硫アト・テスL尿中Est・値等に　　点尚慎重なる検討が必要である。

就いての夫々Q検討成績を寵述したが30例につき3つ　　　又硫アトテzトが分娩開始時期と多少の関連を有す

の検査法を併用した成績概要は第7表の如くである。　　　る寧より分娩迄の目数との関係をみると，検査終了日

1 38．4 1恵 工0分
17

@瑚ノdny

35穎 虚一旨酬

2 42．0　　　b 2 ユ8 6 0

3 38．1 1 8 20 10

4 40．1 1 13 20 5

5 41．5 1、 13 18 5

6 38．3 1 10 22 19

7 41．ユ、 2 ユ2 6 3

8 38．2 2 ユ7 2 1

9 39．0 1 10 20 コ、1

10 41．0 1 9 to 2

11 38．2 1 10 20 17

12 37．4 ユ ユエ 17 7

13 39．5 2 17 6 3

14 41．1 ユ 14 8 2

15 38．2 3 13 18 10

16 40．3 3 13 10 5

17 42．3 ユ 19 6 2

18 38．0 2 ユ2 16 15

19 39．4 1 7 161 1

20 40．1 2 11 16 22、

21
38．5 1 17 4 0 混軽22
42．1 1 19 6 2 純　軽

23
38．4 2 14 20 10 純軽24
39．3 2 18 4 2 純電25
38．3 1 10 ユ8 8 混軽26
38．5 1 15 4 1

純軽27
39．0 2 7 16 8 純　軽

28
41．2 3 23 2 1 混　重

29
4Q．0 3 9 20 11 純軽30
37．2 1 23 2 0 純　重
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第21図erアトテスト尿中E，t．の関係　　　余が今1碗行した1811鰍丁・ii・d・・hi・・nine

m9／dαy

　20

10

Est．

重酔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Resin　Spenge摂取歪率｛，所謂Triosorb　Testは雫詐に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射性ヨードを被検者に直接投与する琳なく実施でぎ

　　．　　　　　　　　　　　　　　　る点に大きな利点を有する方法である。かかる点妊娠

　・・．・　一一　　　　　　　　　　　婦人の甲状腺機能検査法としては現在最も臨床応用の

　　・　・。　　　　　　　　　　　　できる方法と云えよう。
　　の　．
．’ @　・°　　　　　　　　　　　　　　　　　第2項　検査対象

　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　信大産婦人科に入院或は来院せる各種患漸約200例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中穏症例28例）に就き突施した。
　o　　　　　　σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3項　検査方法

　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　18：1醸識TriiodQthirQnine　Resin　Spongeは

　　　　’　°“’－　　　　D・i・・b。t・kthのT・i。・。・b　Kit鞭用，　rYr　nの如き

　　　　　　゜”　　　　　　　操作後摂ll購竜計蹄し温度，㈹欄の補正は型の如く⑭

　　　　　　　’　　　一■　　　　　⑲⑳に行つた。

硫。㍉。、鞠欄1・　　2・分　　　第噸翻燃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第工目　成績概要　　　　　　　，

より1週間以内に分娩になつた18例では硫アトテスト　　　検査成績を一括炎示すると脇22図の如くで，従来の

の延長（ユ3分以上）しているものが14例，Est．値が　　　報告の如く他の疾患に比し妊娠中期，後Wlの妊婦では

低値のものが12例にあり，此れに対し1週間以後に分　　　明らかな低値が謝められた。　・

娩せるユ2例では硫アトテストは8例が10分以内。又

Est．値も12例全例が何れも16瑠／day以上の値を示　　　　第22図　　　Triosorb　Test成績

す事は興味深いと考えられた。又中毒擢では図立つ点　　　諮

は少いが，璽症例3例では総て硫アトテストの延長と

Est．値の低下の認められた事も注目すべきであり，　　　S°

更に他の方法とも組合わせて検索を行えばより一・一・ma，　　　4

中巌症時の胎盤機能の情況をつかむ鐵が可能ではない　　　5。

かと考えられた。

　　　　1第6節胎盤機能に関する小括

　以上胎盤機能の判定についての余の成績を記述した　　　　1°

が，特に硫アトテスト，Est．測定法等の2N3の面

馳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t，

す÷鶴琴予≒ナ÷÷芋脂
　　i．鷲ぺr　一一・　’：

　　　’｝

簾欝繊作用㈲。胎盤機能を此等1轟1響暮1灘llll

の成績のみより律する寧は極めて危険である審は云う

までもないところであり，余の成績でも全例に総て明　　　　　第2田　妊娠各月掻取率

確な平衝関係を得ることはできなかつた。かかる点，　　　　更に．少しく詳細に妊娠各月の情況をみると第23図め

肝機能検査法等と同様に更に各方面からの数多くの検　　　如くで，対照群に比し妊娠3ヵ月以降では低値の傾向

査法が開発され，それ等の綜合的な判断の上に立つて　　　を示す辮を認めたが，4ヵ月以降の各月間並びに予定

の診定が必要である事が痛感された。　　　　　　　　　　日超過例の間には特に有意差は認められなかった。分

　　　　　　第7節　Trlosorb　Tost　　　　　　　　娩終了後は再び増加傾向を示し，産褥7日買では略々

　前節の小括でも述べた如く，余の実施せる胎盤機能　　　対照と同様の値に戻る察が認められた。

検査法中では特に最後のEst．法でいささか興味ある　　　　　第3目　中番症患者の摂取率

知見が認められた。そこで同じ内分泌サイクルの一一・ea　　　次に妊娠7ヵ月以降の28例の中毒症例についての

を形成し，且つ以前からも中糠症の発癌との関連性を　　　Triosorb検査結果に第24図の如くで，予定日超過例

重視されている甲状腺機能の中騒症例における変化情　　　を除き各月共正常例に比しやや低値を示す例の多い事

況にっき小検討を試行した。　　　　　　　　　　　　　が注目された。しかし中毒症の症型による差異は全く

　　　　第1項　トリオソルブテスト　　　　　　　　　　認められなかつた。
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第23図　　妊娠各月摂取躍　　　　　　　　下（T．B．P，とIll勧の増加1によるとする説⑲が出され

50

40

50

20

iO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。中毒症例ではEst．値の低下があり，11：icの面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からはTriosorb摂取灘の増加が一応予想されるが，

　　：　　　　　　　　　　．　　’　　　　　此れに反して逆に低値を示す事ほ今後検酎すべき興昧
　　■
：↓　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　ある問題であり，T・B．P．の変動と共にjE常例に比

一sL噌　・　　　．　　　　　。　　　　　：　　　竃　　　’

F’卓‡丁心若辿，T　T　し甲撒機㈱体嚇F欄璽御洲…lt111　LXれる・
　　一一漕」一・†占二，ゼ　　　　 獅項卜財ソノレフテスト小括
　　　　・：一一　’：讐’　　　以上T・i・・。・bT・・tでは輔棚については1也の
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の範囲から胎盤機能な推測しようとするものであり，　　その意味づけに尚慎重なる検割は必要であるが胎盤機

特殊な器具を必要としない極めて実際的な簡単な方法　　　能の一面をよく反映することを確認した。

ではあるが，此等の主要∫血L管の変化のみからは椎測で　　　　更に此等3者を綜合検討せる症例についての成績で

きぬ多くの複雑なる機能が未端で行われる事を考える　　　は血管指数と他の2諸との閥には有意義な関連性を認

時，今後尚充分なる検討が必要と思われる。　　　　　　　める事はできなかつたが，硫アトテストとEst，測定

　余の今回の検討成績でも河合等⑫と略々圃様で，大　　　法の間には多少の関連性のある事を認め，更に今後追

多数が正常機能と判定され，又分娩前に機能の判定が　　　求すべぎ興味ある問題と考えられた。

不可能である事も本法の一つの欠点と考えられる。　　　　然し今回の各種機能検査法によっては余の最も主眼

　近時MEの発逮によつて、各種の分娩監視装醗が発　　　とした中毒症の胎盤機能異’1｝㌃の確謝は満足すべき成果

表されているが，此れを応用して子宮腔内の胎児の諸　　　を得る事はできず，本間題に関しては尚今後多方面よ

変動をかなり詳細に把握する籍が可能となつた事は周　　　りの検討の必要性のある寓を痛惑した。

知の如くである。以前からも子宮収縮剤，興奮剤，麻　　　　尚Est．測定法により多少興味ある知見を得たの

酔剤等の影響に闘する検討力｛多くなされてきたが，今　　　で，これに関塵してTriosorb　Testにより甲状腺

出では胎児心音図等にょり心拍数の変化の観寮が爽施　　　機能にっいても検討を墾施したが，中糠症に関しての

でき，かかる面よりの胎盤機能検査が試みられつつあ　　　Triosorb摂取率にっいてはやや低下の傾向が翻めら

る。即ち1－lellman⑰⑱らは硫アトの母体静磁こよる　　れたに過ぎず，これ又今後の検討の必要性が謝められ

胎児心拍の変化を数計的に処理することによつて，薬　　　た。

剤投与から胎児心拍の変化発現までの時關は薬剤の胎　　　　胎盤機能判驚法は今後も多方面よりの検討方法が猷

盤移行の時闘的関係を示すとし，かかる見地より驕盤　　　行される寓と考えられるが，その機能の復雑性な考慮

機能の簡単で安全な検査法として有用である窮を発衷　　する時，その判箆には楓めて慎煎な態度が必要である

した。此れに関してはSovia⑰，　Hon⑳，　Luft⑳，　　　寧は歎うまでもない処である。然し胎盤機能1灘齢1臨

M，nd。z　－Bauer⑭を始め本邦でも4・林⑭，鈴木⑭等　諌上極めて聾な鰍を有するものであり，購かの

の追試成績が出されており，その価値を認めているも　　方法で推測が可能であるならば各種産科疾患時にも益

のも少くない。しかし余の検討成緻では妊娠週数や分　　する処極めて大であり，今後もその解明に多くの努力

娩時期との間には興味ある知見を得、又数例の申番症　　　が払われるべきである慕を痛感する。

重症例では遅延向がみられたが，軽症例では特別な幾

異は認められず，その応用価値については尚一腰の検　　　　　　　　　　第5章　結　　驕

討の必要性のある事を認めた。　　・　　　　　　　　　　著潜は中樋症を主眼に胎盤機能検査法に関して2N

　更に胎盤の一つの機能として省種のホルevの分泌　　　3の検討を試み以下の如き成績を得た。

が知られており，此の様な胎盤性ホルモンの定量によ　　　　1）　胎盤璽盤と児体璽との関係は，一・般に胎盤憲盈

る胎盤機能判定法もかなり以蘭より注目が集められて　　増加に従い児体重の増加が調められたが，中毒症例と

いた。従来は主として尿中のpregnandio1が追求さ　　　対照例との間に．は特別な彊は認められなかつた。

れてきたが測定値と実際の胎盤機能との一致性に闇題　　　　2）　血管指数法については対照例と中毒症例との間

があり，且つ測定手技の複雑性も相まつて臨原的な検　　　には判然たる差異は認められなかつたが，中毒症例で

奪法とは云い得ない情況であつた。ところがホルモン　　　は各種合併症や産科操作が増加する寧，又組織学的に

研究の進展により、妊婦尿中エストロゲンの90％以上　　　も梗塞の著明化のある事等より充分なる注意が大切で

がEst，である卑，又Est．のみを対象とした時には著　　　あると考えられた。尚本法は今後更に他因子を加味し

るしくその検査方法を簡略化し得る事等が判明するに　　　て，その判定点数を今少し細別化すべきであると考え

至り，Est．による胎盤機能判定法が脚光をあびるに　　　られた。

至つた。即ちSmith⑭，　Breitner⑥，　Zondek⑯，　　　　3）硫アト，テストについては，これ又対照と中毒

Greene⑫⑬，　Taylor⑲｝＠，本邦でも中山⑲⑳，橋　　　症の間には薔差は認められなかつたが，分娩時期との

本⑯等による諸検討が出され，本法の有用性が立証さ　　　間に関連性がある様に思われ，一応胎盤機能の一部を

れると共に中毒症胎盤に、ついても低下傾向の存在する　　　示すものではないかと考えられた。

等の興味ある知見が報告されているa　　　　　　　　　　4）妊婦尿中Est．測定では，中毒症例では～般に

　余も神戸川⑳の発表せる簡易尿中Est，測定法によ　　　低下傾向が認められ，又重痘程低値を示す專契は真に

り少しく検計を試みたが，中山等の報告とよく一致し，　　興昧深く，最もよく胎児胎猛系の機能の一端を反映す
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