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第1章　 緒 言

悪露の塗抹細胞学的研究は古来幾多の発表を見る

が主として血球成分につき行われたものである.

抑々人腟内容が性周期と密接な関係を有すること

はPapanicolaou1)(1933)が 証明 して以来広 く諸

家の認 める所 であるが褥婦に関するものは少なく

Papanicolaou, Favreau2),石 川3),下 村4),塚 本5),

江川6)等の報告を見るのみであり,剥 脱細胞を詳細

に観察して性器復古に伴なうホルモン作用の推移を

検討したものは少ない.

著者は正常並びに異常褥婦につき悪露の塗抹細胞

像の分娩後逐日変化を観察して,そ の所見を把握す

ると共に分娩後の性機能の変化を如何に反映してい

るかを検討し2～3の 知見を得たので報告する.

第2章　 実 験 方 法

1) 標本採取並びに染色法

岡大第2産 院にて分娩 した者につき分娩後7日 間

逐日後腟円蓋部より乾燥小綿球にて悪露を塗抹採取

し,直 ちにアルコール ・エーテル等量液に10分以上

固定しパパニコローEA367)染 色を施した.

2) 標本観察

腟上皮細胞分類 はPapanicolaou1)8)を 始めとし

数多く見られるが著者はMurray9)の 分類を参考に

した石川3)の分類に従つた.即 ち腟粘膜上皮の深層

に由来するものより基底,深 層,表 層下部,表 層上

部,核 濃縮,顆 粒,角 化前,角 化細胞の8種 類に分

類した.但 し核濃縮細胞は核が完全に濃縮 したもの

で濃縮移行型のものは表層上部細胞とした.

標本検鏡は成可く群集箇所を避け異つた数ケ所よ

り細胞200ケ 以上を計算しその百分率を求めた.そ

のうち角化傾向を示す核濃縮 ,顆 粒,角 化前,角 化

の各細胞の和の百分率を角化係数とし,表 層上部細

胞より表層の酸好細胞の百分率を求めて酸好係数と

した.

第3章　 実 験 成 績

正常妊娠分娩産褥を経過した30名 の正常群と妊娠

中毒(妊 娠浮腫を除 く),出 血多量(分 娩時及び分

娩後2時 間迄に1,000cc以 上),子 宮収縮不良(産

褥第5, 6, 7日 のうち2日 以上に子宮底の長さ10cm

以上),早 産,晩 産 の各 々10名の異常群に就て観察

した.そ の成績は次の通りである(第1表 参照).

第1表　 腟上皮細胞分類



2408　 鳥 取 行 雄

第1節　 腟上皮細胞

第1項　 各分類細胞の消長

1) 基底細胞

全標本を通じて全 く認められない.

2) 深層細胞

両群産褥各日を通じて1%内 外の出現率を有し,

大小は様々で密集して出現する傾向を認める.原 形

質は通常塩基好性が強 く,大 きい空胞を有する事あ

り,核 の大きさは不同で時には数個のものもあり,

種々なる形態的変化に富むが産褥第7日 頃には一般

に軽度となる.

3) 表層下部細胞

両群産褥各日を通じて約10%の 出現率を認め,分

娩後数日間は本細胞に舟状のものを見る.

4) 表層上部細胞

出現率は両群につき産褥第1日 は約70～80%%で あ

り,そ の後漸増 して第7日 に至ると約85%と なる.

5) 核濃縮細胞

両群の出現率は産褥第1日 は7.4～2.8%で あり,

以後一般に漸減 し第7日 には1.8～0.6%と なる.

6) 顆粒細胞

両群の出現率は産褥第1日 は11.9～6.0%で あり,

その後一般に漸減し第7日 には3.0～0.6%と なる.

7) 角化前,角 化細胞

両細胞の和の出現率を両群につき見るに産褥第1

日は7.0～2.4%で あり,そ の後一般に漸減し第7日

には0.6～0%と なる.

第2項　 角化係数

核濃縮,顆 粒,角 化前,角 化の各細胞は並行的の

消長を認め,こ れら4細 胞の和の出現率で示す本係

数は表層上部細胞 と相拮抗した出現を見る.又 両群

を通じて産褥第1日 が最高(21.1～11.3%)で,そ

の後一般に急激に減少し第7日 には最低(4.0～1.7

%)と なる.但 し子宮収縮不良群は正常群に比し産

褥第1日 の本係数は低 く有意の差を認める.

第3項　 酸好係数

角化係数に類似の変動を見るが個人により又同一

人にも逐日の差違が強 く,角 化係数に比しその推移

が不安定で一律的でない.

第4項　 群集性

産褥第1～2日 頃は多量の血液成分の中に遊離散

在するもの多 く,第3日 頃より数個の小集団をなす

ものがやや増加する.こ の傾向は両群の間に差違は

な く,深 部の細胞に比較的著明である.

第5項　 辺縁性状

両群を通じて角化度の進んだ細胞には多角形的な

ものを認めるが,各 日を通じて一般に円味を帯び辺

縁のちぢれ,曲 折は軽度である.

第6項　 空胞形成

表層下部及び深層細胞の細胞質には屡々多数の小

空胞又は核を圧排した大きい空胞を認めることがあ

る.

第2節　 その他の細胞

第1項　 赤血球

両群共に産褥各日を通じて種々の数に見られるが

一般に初期に多 く,漸 減し第7日 に至るも全 く消失

を認めない.

第2項　 白血球

両群共に産褥各日を通じて種 々の数に見られるが

一般に初期に少なく,第2日 頃より著明に増加し,

第3～5日 頃には赤血球よりも多数となる.白 血球

の百分率は第1編 の如 く分娩直後には純血液の性状

に近 く,分 娩後2時 間を経過すると分泌液としての

性状が著明となり,大 部分は分葉核で桿状核,淋 巴

球等は減少する.こ れら白血球は退行変性を示すも

の多 く,貧 喰作用は第3日 頃より著明となる.

第3項　 組織球

両群共に産褥第1日 は一般に少なく,第2～3日
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以後は殆どの標本に種々の数に認められ,貧 喰作用

を著明にあらわすものが多い.

第4項　 頸管内膜細胞

深層細胞と比較的よく似た小細胞で遊離状又は小

集団を作り,核 は形よりもむしろ大きさに変化があ

り核縁は明らかであるが細胞縁は明らかでない.そ

の出現は80例中12例(15%)に 見 られ,個 々の例に

於ける持続的出現は少な く,両 群間に差は見られな

い.

第5項　 ヂンチチウム細胞

遊離状又は帯状の脱落を見るもので,そ の出現は

80例中7例(9%)に 認められ,両 群間に差を認め

ない.又 個々の例に於ける持続的出現は殆 どない.

第6項　 脱落膜細胞

ヂンチチゥム細胞と同様にその出現は少なく, 80

例中4例(5%)に のみ認められた.

第3節　 分娩前後の腟上皮細胞分類

分娩前後の腟上皮細胞の出現率の推移を観察する

ため正常な20名につき妊娠10ケ 月,分 娩 時(破 水

前),産 褥第1日 の3期 を連続追求した成績は第2

表,第1図 の通りであり,著 明な変化は分娩開始と

共に一般に角化係数の上昇と深部の細胞の優位出現

を来し産褥第1日 に最高を示すことである.

第1図　 分娩前後の角化係数分布

第2表　 分娩前後の腟上皮細胞分類

第4章　 考 按

Papaniaolaou1)(1933)は 基底層上部細胞と高度

の喰菌作用を営む多数の白血球は喫歯類並びに人類

に共通する産褥所見であるとし,又1943年8)に は定

型的産褥所見は分娩後7～10日 で消失すると述ベて

いる.そ の後Favreau2),石 川3),下 村4),江 川6)

等の本期に関する報告を見るが,分 娩後の逐日変化

を同一例につき連続追求したものは少ない.

腟上皮細胞について見るに深部の細胞はFavreau,

石川,下 村,江 川は種々なる形態上の変化が本期の

特徴であるとしたが著者も同所見を認めた.表 層下

部細胞には舟状細胞として一般に分娩後数日間残留

するものを見るとPapanicolaouは 述べ,下 村は非

定型のものが見られるとしたが著者も同細胞を産褥

初期に認め妊娠性変化の遺 残が偲 ばれ る. 1938年

Murray9)は 表 層上部細胞と核濃縮細胞の出現は相

拮抗 して変化する事を始めて報告し,こ れは主とし

て卵巣機能に由来するとしたが,著 者 も本期の両細

胞にほぼ同様の消長を認めた.又 核濃縮,顆 粒,角

化前,角 化の4細 胞は相互に並行的な消長を示した.

核濃縮細胞は石川によると産褥第3日 以後には見ら

れないとし,江 川,著 者は初期に多く第7日 にも僅

かに認めた.顆 粒細胞は石川は認めないとし,江 川,

著者は核濃縮細胞に伴つた出現率の推移を見た.角

化前及び角化細胞も同じ出現傾向を示すが第7日 に

至れば殆ど見られない. Smolka10)は 無核角化細胞

は屡々腟外からの混入があり,又 細胞変性乃至融解

により出現することがあるため,人 腟内容に於ては

参考所見となるが意義付けの目標には出来ないとし

ている.著 者の角化前,角 化細胞の出現率の推移は

核濃縮,顆 粒細胞に比 して逐日の差違が大 きく安定

性を欠いている.

近年腟塗抹細胞像と各種ホルモンの関係について

は多 くの研究を見るがShorr11), Ferin12), Loeser13)

等はEstrogenは 腟上皮の角化を促進 し, Progee

terogen及 びAndrogen等 は その作用を抑制する
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と報告している.然 してEstrogenは 腟上皮細胞の

角化のみならず増殖を促進する作用を有するとされ

て い る.又Estrogen以 外の ホル モ ン例え ば

Androgenに もWied14)(1952)は 或程度の増殖促

進作用があるとしてEstrogenに 最 も特異な作用は

角化促進作用であると述べている.従 来腟上皮細胞

に見られるEstrogen作 用度を表現する方法には種

々のものを見るが著者は複雑な内分泌系の下に於け

るEstrogen作 用を最もよく反映するとされている

上皮の角化度を示す角化係数並びに酸好係数を求め

た.し かるに松枝15)は この両係数で表現する方法

では算定誤差が強 く響 き,且 つ他の中層及び深層細

胞因子に対する顧慮が全然払われていない点不充分

であるとして, Estrogen作 用 としての各細胞の動

きを全体的に把握し,角 化と増殖現象の強弱を数的

に表現する綜合的判定法を発表 している.著 者の産

褥第7日 までの中層及び深層細胞の出現率は著明な

変動を示さず,角 化の進んだ表層細胞とはその趣を

異にしている,中 層及び深層細胞に見られる出現率

の消長は腟粘膜上皮に及ぼす分娩による器械的作用

が一つの役割を演ずるのではあるまいか.勿 論角化

現象は感染その他の因子によつても影響を受けるこ

とは諸家16)17)の認める所である.亦 角化係数並び

に酸好係数は尿中Estrogenの 排泄と密接な関係に

あることはRubenatein18), Aeppli19), Roth20)等

の指摘する所である.

著者の角化係数は産褥第1日 が最高でその後一般

に急速な減少を認 め, Favreau,江 川の成績と一致

し,守 屋21),田 部井22)の 褥婦尿中Estrogen定 量

と比較して並行関係を認める.酸 好 係数 はWach

tel23),松枝に依ると絶対的なものでな く,細 胞外液

のpHに より容 易 に変化すると報告している.著

者は個人により,又 同一人にも逐日の変動が強 く,

角化係数に比し一律の推移を認めない.

分娩前後の角化係数は妊娠10ケ 月に低 く,陣 痛発

来と共に上昇して産褥第1日 に最高に達し,そ の後

一般に急速な減少を見た.こ の角化係数の変化は分

娩前後に於ける小林24),守 屋の尿中Estrogen定 量

の推移とは並行を認めない.

一方Cohen25)等 は妊娠末期の妊婦尿中のEstrogen

の99%は 蛋白結合型のものであるが分娩直前には遊

離型が急速に増加するとしてい る.又 津野26)は 血

中Estrogenの 生物学的作用の主体をなす ものは遊

離型Estrogenと している.

以上の如 く分娩前後に於ける角化係 数の変 化 は

Estrogenの 絶対量を反映するものではなく,複 雑

な内分泌系の下に於けるEstrogen作 用を主として

示すものと推察される.又 酸好係数はPundel27)の

述べる如く角化係数の参考として求めるべきものと

思われる.

正常並びに異常各群の角化係数の推移を比較検討

するに晩期妊娠中毒群の妊婦 では血液又は尿中の

Estrogen量 並 びに腟 上皮 の角化度は低下すると

Savage), Schumann29)等 は述べたが本症を有した

褥婦に関する報告は未だ見出されず,著 者は正常群

との間に差違を認めなかつた.そ の他の異常各群と

正常群の間にも同様の成績を得たが唯子宮収縮不良

群は正常群に比 し産褥第1日 の角化係数が有意に低

く興味ある所見である.

その他腟上皮細胞の群集性,辺 縁性状,空 胞形成

等の性状には分娩後の逐日変化は軽微であり,血 球

成分は腟上皮細胞の消長と共に注目すべき変化を見

る.

血球成分は第1編 の成績の如 く分娩直後は殆んど

純血液に近 く,分娩2時間後より著明に分泌液として

の性状を呈する様 にな る.正 岡30)に よると産褥第

3～5日 にして赤血球と白血球はその数的位置を転

倒するとし,白 血球中の大部分は分葉核で著明な貧

喰能を有 し,そ の他に極 く少数の桿状核,リ ンパ球

等を証明 し,数 的消長を示すものは専 ら分葉核であ

るとした.著 者は正岡と同様の所見を得ると共に著

明な退行変性を認め諸家の成績と一致する.

組織球は分娩後一般に多くな るとPapanicolaou

は述べ,下 村は時にあらわれ高度の喰菌作用を営む

とし,江 川は全例の82%に あらわれるとした.著 者

もほぼ同様の成績である.

頸管内膜細胞,ヂ ンチチウム細胞,脱 落膜細胞は

時に見られるが持続的出現は創傷治癒過程に於ける

併発症 と関係あるものと思われる.

第5章　 結 論

正常並びに異常褥婦80名 につき産褥7日 間の悪露

の塗抹細胞像を逐日観察 してその所見を把握し,こ

れが分娩後の性機能の推移を如何に反映するもので

あるかを検討し次の結果を得た.

1) 悪露の塗抹細胞像は個人により相当の差違を

認めるが産褥経過と共に一定の変化を示す.

2) 角化係数の変化は塗抹細胞像の推移を判定す

る有力な目標であり,妊 娠10ケ月に低 く,分娩開始

と共に上昇して産褥第1日 に最高に達し,そ の後一
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般に急速な減少を来たす.

3) 正常群と異常群間の角化係数には認むべき差

違はない.但 し子宮収縮不良群は正常群に比し産褥

第1日 の角化係数は低 く有意の差を認める.

4) 角化係数はEstrogenの 絶対量を反映するも

のではなく,複雑な内分泌系の下に於けるEstrogen

作用を主として標示するものと思われる.

以上の如く悪露の塗抹細胞像は分娩後一定の変化

を示し,且 つ性機能と密接な関係を認めるものであ

り,性 器復古過程に於ける産道創傷治癒の状況並び

に性機能の推移を知る上に意義を有する.

稿を終るに臨み御指導御校閲を戴いた恩師八木前

教授並びに橋本教授に深謝すると共に高知床志博士

の御鞭健 と助産婦諸姉の御協力を感謝する.
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In order to investigate the cytological pictures of lochia and influences by sex hormones, 

the cytological examination by Papanicolaou's staining was daily performed on lochia of 80 

normal and abnormal puerperas during the 7 days after delivery. The discharge was taken 

from the posterior fornix of vagina by usual small sponge. Ishikawa's classification was 

employed for that of vaginal epithelial cells.

The percentage of the keratinized cells (keratinization-index) was obtained by microscopic 

examination performed to avoid the thickend parts as far as possible.

The result derived from the observations is as follows,

1) Although the cytological pictures of lochia markedly differ with the individual 

patients, there is present the definite picture with the process of puerperum.
2) The change of keratinization-index is one of the most reliable basis for diagnosing 

the transition of the cytological pictures, in which the 10 th gestational month shows the 

lowest value, beginning to rise at the onset of labor and then the highest is obtained on the 

first day of postpartum, after which time the rapid lowering is found.

3) The keratinization-index does not demonstrate the absolute quantity of estrogens, but 

the estrogenic activities as a whole in perplexing endocrine system.

As has been stated, the cytological pictures of lochia demonstrate the definite changes 

after labor and, furthermore, have the close relationship to the sexual functions. This pro
cedure is, therefore, of great importance for recognizing the healing process of puerperal 

involutions of genital organs and the transitions of the sexual functions.
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