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Von

Masaru Yui.

Eingegangen am 21. April 1933.

Uber die zyklischen Veranderungen des Endometriums veroffentlichten Hitschmann 

und Adler 1908 eine epochemachende Arbeit. Nachdem Schroder 1913 diese nachgepruft 

hatte, wies er einige Fehlpunkte auf und berichtigte sie, um dann die heute gelaufige 

Theorie aufzustellen. Seitdem begann man diesbezuglich in intensive Forschungen 

uber die zyklischen Veranderungen nacheinander einzutreten. Zunachst nahmen Unter

suchungen vor Stockard und Papaiclova 1917 an Meerschweinchen, Long und Evans 

1920 an Meerschweinchen und Ratten, Allen und Doisy 1922 und Zondeck und Asch

heim 1926 an Mausen. Danach wurden diese Untersuchungen von vielen Autoren 

nachgepruft. Aber unter den an Meerschweinchen vorgenommenen Untersuchungen 

gibt es keine Arbeiten, welche sich auf die Gesamtheit der inneren Geschlechtsorgane 
erstrecken. Besonders wurden die Pars indivisa uteri und die Tuben leider ganz ver

nachlassigt. Auch was das Uterushorn, in das das befruchtete Ei einzubetten ist, an

belangt, so ist von den zyklischen Veranderungen der wichtigen funktionellen Schicht 

niemals die Rede.

Auch die Beobachtung uber den Zyklus selbst ist so ganz ungenugend, dass sogar 

der den grossten Teil des ganzen Zyklus einnehmende Dioestrus nur sehr oberflachlich 

behandelt wird. Uber die zeitliche Beziehung zwischen dem Ovarialzyklus und dem 

Zyklus der einzelnen verschiedenen Teile der inneren Geschlechtsorgane scheinen eben
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falls noch keine genauen Untersuchungen zu bestehen. Im Vergleich zu Ratten und 

Mausen zeigen Meerschweinchen einen deutlich langdauernden Zyklus. Daher sind sie 

zu den Versuchen in dieser Richtung besonders gut geeignet.

Um die oben augefuhrten, noch nicht genugend bearbeiteten Punkte klar zu stellen, 

machte ich mich an eine diesbezugliche Untersuchung. Bei meinen Versuchen wurden 

geschlechtsreife, weibliche Meerschweinchen, deren Geschlechtszyklus durch die Unter
suchung des Scheidensekretes als regelmassig erkannt wurde, gebraucht. Die Zahl der 

gebrauchten Tiere betrug insgesamt 81.
Was die Einteilung des Zyklus aubelangt, so wurde der gauze Verlauf je nach dem 

Bestandteil und Aussehen des Scheidensekretes und nach den histologischen Befunden 

aller Teile der inneren Geschlechtsorgane in folgende 4 Phasen eingeteilt: Dioestrus, 

Prooestrus, Oestrus und Metoestrus. Weiter teilte man Prooestrus und Metoestrus je in 

Anfangsstadium, Mittelstadium und Endstadium. Die langste Phase, der Dioestrus, 

wurde auf die ersten 14 Tage festgelegt und so beobachtet. Die Untersuchung erstreckte 

sich auf alle Teile der inneren Geschlechtsorgane und den Scheideninhalt. Das Schei

densekret wurde 3-5 mal taglich zur Untersuchung aufgenommen.

Die Ergebnisse der Untersuchung seien in folgender Weise zusammengefasst:

I. Dauer des Zyklus.

Die Dauer des Zyklus betragt durchschnittlich 15-31 Tage: Der Dioestrus 13-14 

Tage, Prooestrus 4-36 Stunden, Oestrus 4-28 Stunden und Metoestrus 4-28 Stunden.

Der Geschlechtszyklus kommt nicht immer regelmassig, sondern nicht selten auch 

unregelmassig zum Vorschein. Ausserdem kann es schwierig sein, durch die Unter

suchungen des Scheidensekretes allein den Zyklus zu beurteilen, da das Scheidensekret 

sich auch mit dem von der Pars indivisa uteri kommenden vermischen kann.

II. Zyklische Veranderung des Scheidensekretes.

Im Anfang des Dioestrus finden sich im Scheidensekret geringe Mengen von degene

rierten Plattenepithelzellen und massig Leukozyten. Vom 4. -6. Tage an treten zahl

reiche. Schleimzellen auf. Vom 7. -13. Tage an erscheien zahlreiche Leukozyten und 

einige degenerierte Schleimzellen. Vom 14. Tage an nehmen die ersteren plotzlich ab, 

an deren Stelle zahlreiche Schleimzellen auftreten. Beim Prooestrus werden hauptsach

lich Schleimzellen und beim Oestrus nur Schollen (Verhornungsepithel) nachgewiesen. 

Beim Metoestrus verschwinden die letzteren und es tritt nur Plattenepithel auf, das aber 

bald wieder abnimmt. Nur die Leukozyten nehmen allmahlich zu.

III. Zyklische Veranderung der Scheide.

Beim Dioestrus ist die Scheidenschleimhaut am 1. -3. Tage mit hochgradig degene

riertem geschichtetem Plattenepithel bedeckt. Am 4. -5. Tage wandelt es sich plotzlich 

in 3 -8 schichtiges Zylinderepithel um und hypertrophiert stark. Vom 6. -9. Tage an 

beginnt es wieder zu degenerieren und wird dann allmahlich abgestossen. Vom 10. -14. 

Tage an proliferiert das Epithel wieder bis zu einem 3-10 schichtigen Zylinderepithel.
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Beim Prooestrus tritt zwischen der Zylinderepithel- und Basalschicht eine Platten

epithelschicht auf. Auf der Oberflachenschicht der letzteren ist eine Verhornung zu 

beobachten. Beim Oestrus verfallt die oberste Schicht, die Zylinderepithelschicht, in 

hochgradiger Degeneration und wird dann vollstandig abgestossen; infolgedessen 

wird die darunterliegende Verhornungsschicht blossgelegt. Beim Metoestrus wird 

die Verhornungsschicht abgestossen und die Plattenepithelschicht blossgelegt. Auch 

die letztere verfallt in Degeneration, um schliesslich allmahlich abgestossen zu 

werden.

IV. Zyklische Veranderung der Portio vaginalis.

Die Portio vaginalis zeigt eine fast gleiche zyklische Veranderung wie die Scheide, 

nur dass bei der ersteren die Erscheinung der Verhornungsschicht hochgradiger ist als 

bei der letzteren, so dass sie schon beim Mittelstadium des Prooestrus zu einem Teil und 

beim Endstadium zum grossen Teil blossgelegt wird.

V. Zyklische Veranderung der Zervix uteri.

Am 1. -3. Tage des Dioestrus ist die Zervix uteri im allgemeinen nur mit einschich

tigem Zylinderepithel bedeckt. Jedoch kann man auch eine 2-6 schichtige Anordnung 

beobachten, deren einzelne Zellen eine hochgradige Degeneration zeigen. Am 4. -5. 

Tage beginnen plotzlich eine Proliferation und Hyperplasie der Epithelzellen, die dann 

am 6. -11. Tage wieder degenerieren und allmahlich abgestossen werden. Am 12. -14. 

Tage kommen Schleimzellen zum Vorschein und entwickeln sich bis zu 2-3 Schichten. 

Im Anfangsstadium des Prooestrus beobachtet man zwischen der Zylinderepithel- und 

Basalschicht eine Plattenepithelschicht, deren obere 1-2 Schichten eine Verhornung 

aufweisen. Das Zylinderepithel proliferiert schnell und so deutlich, dass es sich 20-30 

schichtig anordnet. Diese Proliferation beginnt im Endstadium des Prooestrus verhalt

nismassig schnell abzunehmen und wird im Oestrus weiter schwacher. Degeneration 

wird dabei haufig beobachtet. Diese wird im Metoestrus allmahlich starker, in dessen 

Endstadium das Epithel zum grossen Teil bis zu einer, zum Teile bis zu 2-6 Schichten 

abgestossen wird. Die Degeneration wird weiter noch deutlicher, und auch das Platten

epithel verschwindet zum grossen Teil.

VI. Zyklische Veranderung des Corpus uteri.

Am 1. -3. Tage des dioestrus ist die Schleimhaut mit einschichtigem Zylinderepithel 

bedeckt, das keine Degeneration zeigt Am 4. -7. Tage wandeln sich die Epithelzellen 

in Schleimzellen um, die eine leichte Hypertrophie zeigen. Die Drusen beginnen zu 

sezernieren. Jedoch zeigt die Tunica propria weder Verdickung noch Wucherung. Am 

8. -10. Tage kann man Hyperplasie und Degeneration nicht mehr beobachten . Am 11. -

14. Tage erscheinen wieder die Schleimzellen, welche deutlich hyperplasiert sind . Was 

die Drusen anbelangt, so sind sie zahlreich und gut entwickelt, sie aber sezernieren nicht. 

Die Epithelproliferation ist im Anfangsstadium des Prooestrus nicht zu beobachten . 

Obwohl sich aber im Mittelstadium eine schnelle und hochgradige Proliferation zeigt ,
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so nimmt sie doch schon zum Endstadium hin deutlich ab. Danach wird diese Abnahme 

allmahlich noch deutlicher, und im Metoestrus kann man nirgends mehr Epithelzellen 

ausser einschichtigem Zylinderepithel nachweisen.

VII. Zyklische Veranderung des Uterushornes.

Das Uterushorn ist die Einbettungsstelle der befruchteten Eier; infolgedessen ist 

die hier vor sich gehende zyklische Veranderung am deutlichsten. Hier ist die sich an 

der zyklischen Veranderung beteiligende Schicht hauptsachlich die funktionelle. Ich 

teilte die Veranderung in folgende 4 Phasen:

1. Proliferationsphase,

2. Atrophische Phase,

3. Sekretionsphase und

4. Desquamationsphase.

Die funktionelle Schicht des Uterushornes zeigt vom Endstadium des Prooestrus bis 

zum 3. Tage des Dioestrus eine so deutliche Proliferation, dass man eine deutliche Mitose

erscheinung und starke Leukozyteninfiltration beobachten kann. Die Drusen sind gut 

entwickelt, aber sezernieren nicht. Dieses Stadium wird als die Proliferationsphase 

bezeichnet. Am 4. -5. Tage des Dioestrus ist das Uterushorn hochgradig atrophiert. 

Die funktionelle Schicht ist bis zu 1/10 Dicke in der Proliferationsphase atrophiert. Die 

Entwicklung der Drusen ist sehr schwach geworden. Dieses Stadium ist die atrophische 

Phase. Am 6. -12. Tage, in der Sekretionsphase, entwickelt die funktionelle Schicht 

wieder. eine lebhafte Proliferation und die Drusen beginnen zu sezernieren. Das Stadium 

vom 13. Tage des Dioestrus bis zum Mittelstadium bezeichnet man als die Desquamations

phase. In dieser ist die funktionelle Schicht deutlich verdunnt und zeigt auch eine 
hochgradige interstitielle Blutung und Degeneration, um dann zum Teil abgestossen zu 

werden.

VIII. Wechselbeziehung zwischen den zyklischen Veranderungen der einzelnen 

Uterusteile.

1) Dioestrus.

a. Am 1. -3. Tage sind die Portio vaginals mit einem hochgradig degenerierten 

mehrschichtigen Plattenepithel, die Zervix uteri mit einem hochgradig degenerierten 

Zylinderepithel und das Corpus uteri mit einem kaum degenerierten einschichtigen 

Zylinderepithel bedeckt. Das Uterushorn zeigt den Befund einer lebhaften Prolifera

tionsphase.

b. Am 4. -5. Tage wandeln sich die Epithelzellen sowohl in der Portio vaginalis als 

auch in der Zervix uteri uberall in Schleimzellen um und hyperplasieren stark . Es tritt 
eine 2-6 schichtige Zylinderepithelschicht auf. Im Corpus uteri wandeln sich die Epi

thelzellen zwar in Schleimzellen um, eine Epithelproliferation aber wird nicht beobachtet . 
Die Drusen beginnen zu sezernieren und zeigen den Befund der Sekretionsphase. Dabei 

weist das Uterushorn eine hochgradige Atrophie auf.
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c. Am 6. -11. Tage degeneriert die Epithelschicht der Portio vaginalis und Zervix 

uteri hochgradig und wird allmahlich abgestossen. Das Corpus uteri ist mit einem 

einschichtigen Zylinderepithel bedeckt und zeigt keine Degeneration. Am Uterushorn 

kann man den Zustand einer deutlichen pragraviden Veranderung beobachten.

d. Am 12. -14. Tage wandelt sich das Epithel der Portio vaginalis und Zervix uteri 

wieder in Schleimzellen um. Dabei hat das Epithel das Aussehen eines mehrschichtigen 

Zylinderepithels. Auch im Corpus uteri treten Schleimzellen auf, jedoch kann noch 

keine Epithelproliferation beobachtet werden. Das Uterushorn befindet sich in der 

Desquamationsphase.

2) Prooestrus.

a. Anfaugsstadium: In der Portio vaginalis kommt eine Plattenepithelschicht zwi

schen der Zylinderepithel- und Basalschicht zum Vorschein. Auch in der Zervix uteri 

tritt sie auf, ihre oberen 1-2 Schichten sind verhornt und die Zylinderepithelschicht ist 

sehr deutlich gewuchert. Im Corpus uteri sind zwar die Epithelzellen stark hyper

trophiert, zeigen aber noch keine Wucherung. Das Uterushorn befindet sich in einer 

Desquamationsphase und ist daher mit einer dunnen funktionellen Schicht bedeckt.

b. Mittelstadium: In der Portio vaginalis wird eine Degeneration der in der 

obersten Schicht liegenden Zylinderepithelschicht und in der oberen Schicht des Platten

epithels eine Verhornung beobachtet. In der Zervix uteri beobachtet man nicht einen so 

deutlichen Unterschied wie im Anfangsstadium. Das Corpus uteri beginnt plotzlich 

deutlich zu proliferieren, wobei die Plattenepithelschicht keine Verhornung zeigt. Die 

funktionelle Schicht des Uterushornes verfallt zum Teil in Degeneration und wird kaum 

abgestossen.

c. Endstadium: Die Verhornungsschicht in der Portio vaginalis ist zum grossten 

Teil blossgelegt, und in der Zervix uteri und im Corpus uteri geht der Proliferations

vorgang ziemlich deutlich zuruck. Das Uterushorn tritt in die Proliferationsphase ein 

und zeigt eine lebhafte Mitoseerscheinung, die funktionelle Schicht ist dagegen noch 

dunn, und auch die Entwicklung der Drusen ist noch unvollstandig.

3) Oestrus.
In der Portio vaginalis ist die Verhornungsschicht blossgelegt, sowohl in der Zervix 

uteri als auch im Corpus uteri geht der Proliferationsvorgang allmahlich zuruck, haufig 

1asst sich auch schon Degeneration beobachten.

4) Metoestrus.

In der Portio vaginalis wird die Verhornungsschicht abgestossen; infolgedessen 

wird die Plattenepithelschicht blossgelegt und dann die Degeneration allmahlich hoher . 
Obwobl der Zustand der Epithelschicht im Anfangs- und Mittelstadium im Vergleich zu 

dem des Oestrus keine grossen Unterschiede zeigt, so wird die Degeneration der Epithel

schicht doch, je nachdem es dem Endstadium zu geht, um so hochgradiger. Im End

stadium wird die Epithelschicht zum grossten Teile einschichtig, zum Teil kann sie aber
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auch mehrschichtig bleiben. Die Degeneration ist in diesem Stadium noch hochgradiger. 

Das Corpus uteri zeigt im Aufangs- und Mittelstadium keine deutlichen Unterschiede 
im Vergleich zu dem Oestrus, jedoch ist es im Endstadium fast uberall mit einer ein

schichtigen Epithelschicht bedeckt. Das Uterushorn entwickelt eine hochgradige Proli

feration.

IX. Die zyklische Veranderung der Tuben.

Verf. stellte fest, dass auch die Tuben eine bestimmte zyklische Veranderung zeigen, 

wenn diese auch sehr leichten Grades ist.

1) Dioestrus: Am 1. -2. Tage sind die Tuben mit einschichtigem Zylinderepithel 

bedeckt, welches keine Degeneration zeigt. Am 3. -5. Tage wandeln sich die Epithel

zellen in die Schleimzellen um, welches etwas hypertrophiert sind. Aber eine Epithel

proliferation ist noch nicht zu beobachten. Am 6. -14. Tage wird weder eine Hyper
trophie der Epithelschicht noch eine Degeneration beobachtet. Dagegen gehen weder 

im Infundibulum noch in dem Fimbriae tubae die Epithelzellen in die Schleimzellen 

uber. Infolgedessen hypertrophieren sie niemals. Daher ist keine bemerkenswerte 

Veranderung nach weisbar.

2) Prooestrus und Oestrus: In alien Teilen wird die Falte deutlich und die Epi

thelschicht nimmt an Dicke etwas zu; infolgedessen wird die Anordnung der Kerne 

unregelmassig, wodurch die sog. pseudostralifizierte Anordnung (,, Pseudo-stralified 

arrangement ") beobachtet wird. Manchmal kann sich die Epithelschicht zu 2-3 

Schichten proliferieren.

3) Metoestrus: Die Epithelschicht nimmt an Dicke ab und es werden zahlreiche 

Vakuolenbildungen beobachtet. Vom Oestrus an bis in den Metoestrus verandern sich 

die interstitiellen Zellen der Tunica propria, welche zum Teil ein Deciduazellen ahnliches 

Bild zeigen. Kurz gesagt, ist die zyklische Veranderung der Tuben am geringsten.

X. Zyklische Veranderung der Ovarien.

1) Follikel.

a. Dioestrus: Im Beginn des Dioestrus treten nur kleine Follikel auf, welche sich 

allmahlich entwickeln und vergrossern, so dass man nachher mittelgrosse und grosse 

Follikel finden kann.

b. Prooestrus: Die Reifung der Follikel wird fast vollkommen.

c. Oestrus: Im Oestrus vergrossern sie sich maximal und enthalten eine grosse 

Menge Liquor folliculi. Dabei erreichen sie eine vollstandige Reifung . Im End
stadium des Oestrus machen einige Graf'sche Follikel eine spontane Ovulation durch

- Gleichzeitig mit der Ovulation verfallen jedoch andere Follikel in atretische Verande . 
rung.

d. Metoestrus: Daher kann man im Anfangs- und Mittelstadium des Metoestrus 

keine Follikel beobachten. Erst im Endstadium kommen kleine Follikel zum Vor

schein.
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2) Corpus luteum.

a. Dioestrus: Im Aufangsstadium des Dioestrus beobachtet man das Corpus 

luteum im Vaskularisationsstadium, welches am 3. -9. Tage das Blutestadium erreicht. 

Vom 10. Tage ab beginnt die Degeneration, die dann am 11. -14. Tage allmahlich immer 

hochgradiger wird.

b. Prooestrus und Oestrus: Im Prooestrus und Oestrus ist das Corpus luteum 

deutlich verkleinert und unregelmassig gestaltet. Dabei erreicht die Degeneration ihr 

Maximum.

c. Metoestrus: Im Metoestrus degeneriert es fast vollstandig.

Aus dem am Ende des Oestrus geplatzten Graf'schen Follikel entstehen frische 

Corpora lutea des Proliferationsstadiums. Das Mittel- und Endstadium entspricht dem 

Vaskularisationsstadium.

XI. Zeitliche Beziehung zwischen dem Zyklus der Ovarien und dem des Uterus, der

 Scheide und der Tuben.

1) Zyklus der Ovarien und Uterus.

a. Zyklus der Ovarien und des Uterushornes: Das Corpus luteum zeigt in der 

funktionellen Schicht eine hochgradige pragravide Veranderung. Mit der Degeneration 

des Corpus luteum geht die pragravide Veranderung zuruck und die funktionelle 

Schicht wird zum Teil abgestossen. Das Follikel zeigt eine deutliche Proliferationsphase 

und atrophiert deutlich erst dann, wenn die Follikelfunktion verschwunden ist.

b. Zyklus der Ovarien und des Corpus uteri: Die Wirkung des Corpus luteum auf 

das Corpus uteri ist im Vergleich zu derjenigen auf das Uterushorn von weit geringerem 

Grade und nur vorubergehend. Ohne Epithelproliferation beginnen die Drusen am 

4. -7. Tage des Dioestrus abzusondern, jedoch wird keine Proliferation der Tunica 

propria beobachtet, wie sie im Uterushorn zu sehen ist. Die Follikel wirken hauptsach
lich auf die Epithelzellen ein und verursachen in der Mitte des Prooestrus eine voruber

gehende hochgradige Proliferation.
c. Zyklus der Ovarien und der Zervix uteri: Das Corpus luteum wirkt auf die 

anderen Teile des Uterus anders als auf das Uterushorn, und zwar nur auf die Epithel

schicht so vorubergehend, dass sie nur am 4. -5. Tage des Dioestrus eine deutliche Proli

feration zeigt, um schon nach dem 6. Tage hochgradig zu degenerieren. Auch das 

Follikel hat eine andere Wirkung als auf das Uterushorn und fordert nur die Epithel

proliferation, wobei man in der Tunica propria keine deutliche Veranderung beobachten 
kann. Denn vom Ende des Dioestrus ab hypertrophiert die Epithelschicht, um im 

Anfang des Prooestrus eine lebhafte Epithelproliferation hervorzurufen. Dagegen geht 

schon im Oestrus, wo die Follikel vollstandig gereift sind, die Proliferation deutlich 

zuruck, und es wird eine teilweise Degeneration beobachtet.

d. Zyklus der Ovarien und der Portio vaginalis: Die Wirkungsweise des Corpus 

luteum auf die Portio vaginalis ist ganz ebenso wie auf die Zervix uteri, nur dass es
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am 4. -5. Tage des Dioestrus vorubergehend eine Epithelproliferation verursacht. Die 

Tunica propria wird nicht beeinflusst. Auch die Follikel wirken proliferationsfordernd 

nur auf die Epithelschicht, aber nicht auf die Tunica propria ein.

Fur die Wirkungsweise auf die Epithelschicht ist etwa charakteristisch, dass sie, je 

nach dem Reifungszustand der Follikel, Verhornung zeigt und mit der vollstandigen 

Reifung der Follikel die Verhornungsschicht bosslegt. Im Metoestrus, wo die Follikel 

ganz verschwinden, wird die Verhornungsschicht ganz abgestossen. Kurz gesagt, kann 
man annehmen, dass das Auftreten der Verhornungsschicht nichts anderes ale ein 

Brunstzeichen ist.

2) Zyklus der Ovarien und der Scheide.

Die Scheide machte nicht nur eine fast gleiche zyklische Veranderung durch, 

sondern steht auch in einer, mit dem Ovarialzyklus gleichen zeitlichen Beziehung wie 

die Portio vaginalis.

3) Zyklus der Ovarien und Tuben.

a. Zyklus des Corpus luteum und der Tuben: Als die Wirkung des Corpus luteum 

auf die Tuben kann man nur eine am 3. -5. Tage des Dioestrus auftretende Umwandlung 

der Epithelzellen des Isthmus und der Ampulla in Schleimzellen und eine leichte Hyper

trophie der Epithelschicht bezeichnen. Dabei ist eine Epithelproliferation nicht zu 

bemerken.

b. Zyklus der Follikel und Tuben: Im Prooestrus und Oestrus wandeln sich die 

Epithelzellen des Isthmus und der Ampulla in Schleimzellen um und proliferieren zum 

Teil bis zu 2-3 Schichten. Die interstitiellen Zellen der Tunica propria zeigen zum Teil 

ein den Deciduazellen ahnliches Bild. Kurz gesagt, ist die Wirkung des Corpus luteum 

und der Follikel auf die Tuben von geringem Grade.

XII. Zusammenfassung.

1) Alle inneren weiblichen Geschlechtsorgane der Meerscheinchen machen wieder

holt eine bestimmte Veranderung durch, die dem Reifungs- und Degenerationsvorgang 

des Corpus luteum und der Follikel folgt. Das Scheidensekret ist mit der zyklischen 

Verandernng der Scheide und der Pars indivisa uteri wiederholt einer bestimmtem 

zyklischen Veranderung unterworfen.

2) Das Corpus luteum hemmt die Follikelreifung nicht.

3) Das Corpus luteum zeigt deutliche Unterschiede in seiner Wirkungsweise je nach 

den Stellen, den Uterushorn, wo die befruchteten Eier einzubetten sind, und den anderen 

Stellen: Im Uterushorn beeinflusst es hauptsachlich die funktionelle Schicht und 

verursacht eine pragravide Veranderung. Mit dem Zuruckgehen der Funktion des 

Corpus luteum tritt die Schleimhaut ins Desquamationsstadium. Im Corpus uteri wird 

eine Drusenabsonderung, wenn auch nur eines geringen Grades, beobachtet. In anderen 

Teilen tritt nur eine vorubergehende Epithelproliferation auf.

4) Die Follikel haben eine ganz gleiche Wirkungsweise wie das Corpus luteum. Im
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Uterushorn wird eine hochgradige Proliferationsvorgang der funktionellen Schicht 
beobachtet. In den anderen Teilen kann man eine Epithelwucherung bemerken. In der 
Tunica propria ist keine deutliche Veranderung nachweisbar. Mit dem Zuruckgehen 
der Follikelfunktion atrophiert das Uterushorn deutlich, wobei man in der Pars indivisa 
uteri nur eine Epitheldegeneration konstatieren kann.

5) Das Corpus luteum und der Follikel wirken zu verschiedeneu Zeiten voneinander 
unabhangig: Im Uterushorn verursacht das Corpus luteum am 6. -12. Tage des 
Dioestrus eine pragravide Veranderung, wahrend die Follikel vom Ende des Prooestrus 
bis zum 3. Tage des Dioestrus das Bild einer Proliferation hervorrufen. Das Ubergangs
stadium der beiden Funktionen ist als die Desquamationsphase zu betrachten. Das 
Stadium, in dem die beiden nicht in Funktion sind, ist die atrophische Phase, two man 
eine hochgradige Atrophie nachweisen kann. Auch in der Pars indivisa uteri tritt am 
4. -5. Tage des Dioestrus durch Funktion des Corpus luteum eine Epithelproliferation 
auf. Vom Ende des Dioestrus an bis in den Oestrus zeigt die Pars indivisa uteri durch 
die Follikelfuuktion eine gleiche deutliche Erscheinung. Im Mittelstadium, wo die 
beiden Funktionen refraktar sind, weist die Epithelschicht eine hochgradige Degenera
tion auf.

Zum Schlusse mochte ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. K. Ando, fur seine 
uberaus freundliche Leitung und Durchsicht meiner Arbeit meinen herzlichsten Dank aus
sprechen.
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第1章　 主要文獻及ビ研究目的

第1節　 主 要 文 獻

雌 性 内生 殖 器 系 ニ於 ケ ル週 期性 變 化 ニ關 スル知 見 ハStockard及 ビPapanicolaou (1917)ノ

研 究 ヲー楔 機 トシテ爾後 頓 ニ長 足 ノ進 歩 ヲ遂 ゲタ リ.從 ツ テ兩 氏 ノ業 績 ヲ中 心 トシテ 其 ノ前 後

ニ分 チ テ主要 文 獻 ヲ紹 介 スル コ ト トス.

I)雨 氏 以 前 ノ研 究.

Lataste (1889)ハ 海〓腟粘膜 ニ週 期性變 化 ノ存 ス

ル コトヲ認 メ,且 臚 胞成熟時 及 ビ排 卵時 ニ於テ腟粘

膜 ノ肥 厚 最 著 シキ コ トヲ注 意 シ週 期 性 變 化 ハ臚 胞 成

熟 現 象 ニ關 聯 ス ト唱 へ,次 デMorau (1889)ハ 「マ ウ
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ス」 ニ就 キ妊 娠 時腟 粘 膜 ヲ檢 シ角 化 層 ノ發 現 ス ル ヲ

報 ジ, Rettner (1892)ハ 海 〓 ニ於 テ 分 娩 後15日 ニ腟

粘 膜 ニ角 化 層 ノ形 成 セ ラ ル ル ヲ發 見 セ リ.尚 ホ 氏 ハ

非 妊 海 〓 腟 粘 膜 ニ週 期 性 變 化 ノ存 スル コ トヲ力 説 セ

リ. Latasteハ 再 ビ多 數 動 物 及 ビ婦 人 腟 粘 膜 ヲ檢 シ

組 織 的 ニ發 情 期 ト性 的 休 止 期 ノ2期 ヲ區 別 シ發 情 期

ニ ハ角 化 層 ノ發 現 ス ル ヲ認 メ, Konigstein (1907)ハ

「ラ ツテ」,海 〓 及 ビ「マ ウ ス」ニ就 キ詳 細 ナ ル研 究 ヲ

ナ シ其 ノ交 尾 期 ヲ判 定 ス ル コ トノ困 難 ナ ル コ ト ヲ述

ベ タ リ. B1air-Bell (1908), Harschall (1910)モ 亦 交

尾 期 判 定 ノ困 難 ナ ル ヲ嘆 ジ タ リ.

爾 後 ニ於 ケル 研 究 ハ 排 卵 現 象 ヲ主 ナ ル 目標 トシテ

ナ サ レタ ル 者多 ク, Bischoff (1884), Reichert (1811),

 Leo-Loeb (1811), Hersen (1876), Rubaschkin (1905),

 Bouin, Ancol (1910), Leo-Loeb (1911)及 ビLams

 (1913)等 之 ニ屬 シ,就 中Leo-Loebハ 排 卵 現 象 ト黄

體 形 成 ニ關 ス ル多 數 ノ業 績 ヲ發 表 シ, Long及 ビ 其 ノ

門 下 モ亦1919-1921ニ 亙 リ多 數 ノ研 究 ヲ發 表 セ リ・

Fellner Otfried (1913)ハ 卵 巣 「ホ ルモ ン」Feminin

投 與 ニ ヨ ル腟 粘 膜 ノ變 化 ヲ報 告 シ, Barrington (1915)

ハ 妊 娠 時腟 粘 膜 ノ研 究 ヲ ナ セル モ新 知 見 ナ ク唯 「ム

チ カ ル ミ ン」 染 色 ニ ヨ リ 粘 液 ヲ證 シ 得 タル ノ ミナ

リ.

敍 上 ノ如 ク 「雌 性 内 生 殖 器 ハ週 期 性 變 化 ヲ 營 ム モ

ノ ナ ラ ン」 トハ 既 ニ古 ク ヨ リ多 數 學 者 ノ注 意 セ ル 所

ナ リシモ 之 ヲ 確證 シ得 ベ キ徹 底 的 研 究 ヲ 缺 如 セ リ.

然 ル ニHitschmann及 ビAdler (1908)ハ 婦 人 子

宮 内膜 ノ週 期 性 變 化 ニ關 スル劃 期 的 ナ ル業 績 ヲ發 表

シ,次 デRobert Schrader (1913)ハ 之 ヲ追 試 シ其 ノ

誤 謬 ヲ 正 ス ト共 ニ現 今 ニ於 ケル定 説 ヲ完 成 セ シ メ タ

リ.此 子 宮 内膜 ノ週 期 性 變 化 説 ニ刺 戟 セ ラ レ動 物 雌

性 内生 殖 器 系 ニ於 ケ ル週 期 性變 化 ニ關 ス ル研 究 ハ 勃

興 ヲ見, 1917ニ 至 リStockard及 ビPapanicolaouノ

業 績 ヲ得 タル ナ リ.

II)Stockard及Papanicolaouノ 研 究

氏等ハ卵巣 ノ週期性變化 ニ隨 伴 シ子宮及 ビ腟 ニ於

テ モ亦週期性變化 ノ存 スベキ コ トヲ確信 シ,更 ニ一

歩 ヲ進 メ腟 脂膏(Vaginal smear)ガ 腟 ノ組織的變化

ニ應 ジテ變 化 スベキ コトヲ推定 シ其 ノ連 續的檢査 ヲ

行 ヘ リ.其 ノ結果15-16日 ノ間隔 ヲ以テ整然 タル週

期性變 化 ヲ反覆 スルノ事實 ヲ發見 スルニ至 レリ.尚

ホ此變化 ト同時 ニ卵巣,子 宮及 ビ腟 等 ニ起 ル組織的

週 期性變 化 ヲモ確定 セ リ.此 大業績 ハ週期性變 化 ノ

研究上實 ニ一新紀元 ヲ劃 シ且性「ホル モ ン」ノ研究上

モ確乎 タル基礎 ヲ樹立 セル者ナ リ.左 ニ其 ノ要旨 ヲ

紹介 スベシ.

(1)腟 脂膏 ノ週期性變化

週期 ハ15-16日 ノ持續 ニテ反覆 ス.全週 期 ヲ其 ノ

外觀 ト内容 ニヨ リ交尾間期 及 ビ第1-4期 ノ5期 ニ

分 テ リ.

第1期-内 容 ハ粘 液 性 且 無 數 ノ上 皮 ヲ有 シ核ハ

(余 ノ交尾前 期 ニ一 致ス)小 ニ シテ「ピク ノーゼ」ヲ呈

シ原形質 ハ甚 ダ シク變 性 シ難染 性網状像 ヲナス.

尚 ホ第1期 ト第2期 ノ中間 ニ於 テ少數 ノ角化細胞

(Cornified zelle)ヲ 認 ム(之 期 ハ余 ノ交尾 期 ニ一致

ス)

第2期(交 尾後期切期 ニ一致 ス)一 夥 シク多數 ノ上

皮 ヲ認 メ核 ハー部 ニ輕度 ノ變 性 ヲ呈 ス原形 質豊富好

染性 ニ シテ腟 内容ハ「チーズ」様 ヲナス.

第3期(交 尾後 期中期)-「 チーズ」物質ハ 液化セ ラ

レ且上皮 ハ次第 ニ減少 シ白血球 ハ之 ニ代 リテ多量 ニ

發現 シ上 皮 ニモ進入 ス.

第4期(交 尾後期終期)-第3期 状態 ノ一 層増進 セ

ル者 ニ シテ 時 ニ出血 ヲ認 ム.

交尾間期-最 初第1週 ハ主 トシテ白血球 ニシテ少

數 ノ不規則 ナル形状 ヲナセル細胞 ヲ混 ズ.第2週 ハ

上皮 ハ次第 ニ増 加 シ尚 ホ之 ニ第1期 及ビ第2期 ノ上

皮孤立散在 ス.

(2)子 宮ニ於 ケル週期性變化
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交 尾間期 ハ單層 ノ骰 子形 氈毛 上皮ニ シテ初期 ニハ

變性徴 ヲ認 メズ固 有 層 ニハ少 數 白 血 球 ヲ認 メ軈テ

「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

第1期 、交尾 前期)-骰 子形上皮ハ肥厚 シ單層 ノ圓

柱上皮 トナ リ旺盛 ナル分 泌 ヲ營 ミ 「ム チ ン」 ヲ含有

シ核 ハ密 ニ配列 シ其 ノ位置 ハ高 低常ナ ラズ シテ恰 モ

多層 圓 柱 上皮 ノ状 ヲ呈 シ所謂僞性多層化(Pseudo

stralified Arrangement)ヲ ナス.同 時 ニ多 數白血球

ハ固有層 ニ集 團シ軈 テ上皮 ニ向 ヒ移動 ヲ開 始 シ充血

著明ナ リ.

第2期(交 尾後期初期)-白 血球 ハ多數 上皮直 下ニ

集合 ス.

第3期(交 尾後期中期)-白 血球 ハ上皮 ニ進入 シ遂

ニ之 ヲ貫キテ子宮腔 ニ達 ス末期 ニハ上皮 ハ悉 ク崩壌

ス.此 機轉 ハ實 ニ白血球 ノ侵蝕作用 ニ歸 スベキ者ニ

シテ破壌セ ラ レタル上皮下 ニハ散在性 ニ血腫 ヲ形成

ス.上 皮 ノ再生 ハ子宮腺 ノ頸部 ニ行ハ レ脱落 ト再生

トハ同時ニ現 ル破壌 セ ラレ タル上皮ハ固有層 ノー部

ヲ伴 ヒテ剥脱 ス.再 生 現象ハ迅速 ニ行ハ レ第4期 後

6-10St.ニ ハ認テ新生上皮 ヲ以テ被覆 ス.

(3)腟 ニ於 ケル週 期性變 化

腟 モ亦子宮 ト同様 ノ變 化 ヲナス唯上皮ハ群 ヲナ シ

テ脱落 スルコ トナク單 獨ニ脱 落スル ヲ異 ニス.上 皮

剥脱ハ腟入ロ ヨリ始 マ リ次第 ニ上方 ニ及 ボシ白血球

浸潤ハ第3期 最著 シク集 團 ヲナ シテ上皮 ニ進襲 ス.

粘膜固有層(以 後ハ 固有 層 ト記 ス)ニ ハ著 シキ充血

ヲ認 メ粘膜 上皮 ガ固有層 ノ一 部 ヲ伴 ヒテ剥 脱 スル時

ハ少 量 ノ出 血ヲ伴 フヲ常 トス.上 皮 ノ強 ク腟腔 ニ膨

出セル部位ハ白 血球稍 々多數 浸潤ス.

交 尾間期-上 皮ハ持續性 ニ剥脱 シ常 ニ脂膏 中 ニ存

在 ス.

(4)卵 巣ニ於 ケル週期性變化

第1期(交 尾前期)-初 期 ニハ既 ニ大 ナルGraaf氏

臚胞 ヲ認 メ臚胞 膜 ノ充血 ハ最初 ハ輕 度ナル ガ漸次 増

強 シ第2期 初期 ニハ最著明 トナル.腟 及 ビ子宮 モ同

時 ニ最高度 ノ充 血 ヲ呈 ス.臚 胞 ハ第1期 ニ既 ニ略 ボ

成熟 ヲ完成 ス.排 卵ハ第2期 ノ終 又ハ第3期 初期 ニ

認 ム.子 宮 及 ビ腟 ニ於 ケル白血球 ハ此際 固有層 ヨ リ

上皮 ニ進入 ス.

子宮及 ビ腟粘膜 ノ増殖 ト變 性 トハ黄體機 能 ト密接

ナ ル關係 ヲ有 シ黄 體機能 ノ旺盛 ナル時期 ハ子 宮及 ビ

腟 モ亦強 キ増殖 ヲナ シ,黄 體機能 ノ衰滅 ト共 ニ軈 テ

子 宮及 ビ腔粘膜 モ亦變 性ニ陷 ルナ リ.

兩氏(1919)ハ 更ニ其 ノ第2報 ヲ發表 シ海〓腟 入

口ハ常 ニ上皮被膜 ヲ以テ閉鎖セ ラ レ唯交 尾期 ニ際 シ

テ ノミ開 口 シ且此機轉 ハ規 則正 シク反覆 ス ト述 ベタ

リ.

然 レドモ此事 實ハ兩氏 ノ創見 ナ ラズ シテ 既 ニLe

 Gallois (1812)ノ 記載 ア リ後年Bischoff (1852)ハ 膜

様閉鎖 ナラズ トナ シ, Lombard Kelly及 ビPapani

colaou (1927)ハ 正 シク上皮 性被 膜 ナ リト力説 セ リ.

III)兩 氏以後ニ於ケル研究

Stockard及 ビPapanicolaou以 後 ノ主 ナ ル 研 究 者

ハLong及 ビEvans (1921), Allen及 ビDoisy (1922), 

sells (1922), Engle (1925), Wood (1925), Zondek

及 ビAschheim (1926),水 野(1926),戸 苅(1927),

 Lombard Kelly (1929),伊 藤(1929), Hartmann及

ビOlbers (1931), Fellner Otfried (1932)等 ノ諸 氏

ニ シテ 孰 レモ「ラ ツテ」,「 マ ウ ス」及 ビ海 〓 ニ 就 キ各

有 益 ナ ル業 績 ヲ發 表 シ タ リ.又Klass Dierks (1927)

及 ビ池井(1929)ノ 諸 氏ハ婦人腟粘膜 ニ於テ モ亦週期

性變 化 ヲ螢 メル コ トヲ確認 シタ リ.

今海〓 ニ就テ ナサレ タル主要 論文 ノ大要 ヲ摘録 ス

レバ次 ノ如 シ.

Long及 ビEvans (1921)ハ 海〓 ニ ツキ追 試 セル ニ

偶 々其 ノ1頭 ニ於 テ上皮層 下 ニ角化層 ノ發現セ ル コ

トヲ觀察 シ,且 同一所見 ガ「ラ ツテ」ニ於 テハ屡 々一

定 ノ間隔 ヲ以テ規則 正 シク反覆セ ラルル ノ事實 ヲ注
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意セ リ.其ノ門 下Selleハ 尚ホ詳細 ナル研 究 ヲ續 行 シ

此事實 ヲ確認 セ リ.

SelleハStockarl及 ビPapanicolaouト 同様間歇期

及 ビ第1-4期 ノ5期 ニ分 チ觀 察 シ次 ノ如 キ所見 ヲ

得 タ リ.

間歇期-腟 粘膜 ハ多層 扁平上皮 ニ シテ間歇期 ノ中

期 ニ於 テ最菲薄 トナ リ僅 ニ1-2層 トナ ルモ軈 テ終

期 ニ近 クヤ急激 ニ増殖 シテ10-12層 トナ リ,表在層

ノ ミハ著 シク肥大 シ原形質 ハ多 數 ノ空胞 ヲ形成 ス,

然 ル ニ腟脂膏 ハ常 ニ不變 ニシテ多 數白 血球 ト少數 ノ

小 圓形細胞 ヲ認 ム.

第1期(余 ノ交尾前期 ニ一致 ス)-腟 脂膏ハ上皮 ノ

ミ甚 ダ大量 ニ出現稍大 ニ シテ圓形 又ハ不規 則 ナル形

状 ヲナ シ原形質 ニハ多數空胞 ヲ有 シ其 ノ他少量 ノ白

血球 ヲ認ム.

腟粘 膜ハ強 キ増殖 ヲナ シ10-12層 トナ リ最 上 層

ハ不規 則ナ ル形状 ノ大 ナル細胞 ヨリナ リ多 數空胞 ヲ

形 成 ス.續 テ稍小 ナル類圓 形細胞 ヲ認 メ次 ニ角 化層

ノ存在 セル コ トヲ確認 シタ リ.更 ニ最 下層ニハ固有

ノ多層扁平上皮 ヲ有 ス.

第2期(余 ノ交 尾期 ニ一致 ス)-腟 脂膏 ハ總テ角化

上 皮 ノ ミニ シテ白血球 ハ全 ク認 メズ.腟 粘膜 ハ表層

細胞 ハ總テ剥 脱 シテ角化層 ヲ露出 ス.

第3期(余 ノ交 尾後期初期 ト一致 ス)-脂 膏 ハ角 化

上 皮 ト小ナル有 核 細 胞 ヲ認 メ白 血 球ハ全 ク發 現セ

ズ.斯 テ角化 上皮ハ次第 ニ減 ジ有核細胞 ハ愈 々増加

シStockard及 ビPapanicolaouノ 所謂 「チーズ」様期

(Oheesy stage)ト ナル.白 血球 ハ盛 ニ上皮 ニ進入 シ

1箇 ノ細胞 中5-10餘 箇 ノ白血球 ヲ含有 セル者稀ナ

ラズ.

第4期(交 尾後期 中期及 ビ終期)-白 血球 ハ遂 ニ上

皮 ヲ穿 通 シ腟 腔 ニ達 ス.此 事實ハ第4期 特有 ノ所 見

ニ シテ脂膏 ハ最初 ハ上皮 尚ホ多數白血球少數 ナルガ

少 時ニ シテ白血球急激 ニ増 加 シ腟 上皮ハ2-4層 ト

ナ ル.

Stockard及 ビPapanicolaouノ 見 タル第4期 ノ出 血

ハ恐 ラ ク脂膏 採取 時 ニ生 ジタル外傷性出 血ナ ラ ン.

尚 ホ1週 期 ノ持續 ハ15.87日 ナ リ.

伊藤(1929)ハSelleノ 研究 ノ腟 脂膏及 ビ腟 粘膜 ノ

ミニ止 マルヲ遺憾 トシ且Stockard及 ビPapanicolaou

ト相 一致 セザ ル點 ヲ闡明 セ ントシテ研究 ヲ企 テ次 ノ

如 キ結論 ヲ得 タ リ.

海〓雌性内生殖器 ハ顯著 ナル週期 性變化 ヲ營 ミ各

臟 器 ノ變化 ノ間 ニハ密 接ナ ル關 係ア リテ常 ニ相平 行

シ腟内容物 モ亦 之 ニ隨 伴 ス.腟 内容 ノ細胞性成分 ニ

ヨ リテ之 ヲ交尾 間期,交 尾前期,交 尾 期及 ビ交尾 後

期 ノ4期 ニ分 チ1週 期 ハ平均15.31日 ナ リ.

(1)腟 脂膏 ノ週期性變化

交尾間期-大 多 數ハ中性嗜 好白血球(以 後 ハ中性

白血球)ニ シテ有核 細胞 ハ最初 ハ少數 ナルガ次第 ニ

増量 ス.

交尾前期-多 角形 ニシテ 原形質 ハ蜂窩状 ヲナセ ル

上皮即 チ粘液細胞 ヲ多 數發現 スル ヲ特徴 トス.核 ハ

「ビクノーゼ」ヲ呈 シ1側 ニ偏在 シ初 期 ニハ尚 ホ白血

球 ヲ發現 ス.

交尾期-主 トシテ 角 化 細 胞 ヲ發 現 シ白 血球 ヲ見

ズ.

交尾後期-夥 シク多 數 ノ上皮 ヲ發 現 スル ヲ特 異 ト

ス最初 ニハ尚 ホ角化細胞 ヲ認 ムルモ軈 テ消退 シ中性

白血球 ヲ發生 ス.上 皮 ハ漸次減少 シ遂ニハ白血球 ノ

ミヲ證明 ス.

尚 ホ交 尾前期 及ビ交 尾期 ニハ多量 ノ細 菌 ヲ認 メ交

尾間 期 ニハ全 ク發現 セズ.

(2)腟 ニ於 ケル週期 性變 化

交 尾間期-初 期ハ腟 上皮 ハ2-10層 ノ多 層扁平 上

皮 ナルモ最 上位 ノ細胞 ハ漸 次其 ノ高 サヲ増 シ,中 間

以後 ハ多層 圓柱 上皮 ト變 ジ終期 ニハ1-6層 圓 柱上

皮 トナル.白 血球ハ多數上 皮 ニ進入 シ更 ニ之 ヲ貫キ

腟 腔 ニ達 ス.

交尾前期-間 期 ノ終 ヨリ前期 初期 ニ亙 リ腟 上皮 ハ
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基底 ノ一層ヲ除 キ總 テ肥 大 シ原形質 ハ蜂窩状 ヲナシ

粘液細 胞 ノ状 ヲ呈 ス.上 皮 ハ爲 ニ多數皺 襞 ヲ形 成 シ

次 デ基底層 ヨ リ定型的多層扁平 上皮 ヲ現 シ少 時 ニシ

テ其 ノ上層 ニ角化層 ヲ發生 ス白 血球 ハ初 期ハ尚 ホ發

現 スル モ終 ニハ全 ク證明 セズ.

交尾期-角 化層 ヲ露出 シ白血球 ヲ認 メズ.

交尾後期-角 化層 ハ全 ク剥脱 シ扁平 上皮 ハ相續 テ

脱落 シ白血球 ハ上皮 ニ進入 シ軈テ之 ヲ貫通 シテ腟腔

ニ達 ス.

(3)子 宮 ニ於 ケル週 期性變 化

交尾間期-初 期 ノ上皮 ハ尚ホ退 化像 ヲ認 メ腺 ニハ

多數 ノ「ミトーゼ」ヲ認 ム.其 ノ後 ハ上皮 ハ單層短圓

柱上皮 トナ リ退化像 ナク休 止状態 トナル.

交尾前期-始 メハ短圓柱 上皮 ニシテ核 ハ基底 ニ位

シ次第 ニ肥厚 シ長圓柱 上皮 トナ リ核 ハ配列 ヲ亂 シ多

層圓柱 上皮 トナル.

交尾期-交 尾前期性變化 ハ一層 著明 トナ リ上皮肥

厚 シ核 ノ配列ハ愈々不規則 ナ リ.

交尾後 期-白 血球ハ上皮 ヲ穿通 シ軈 テ變性 ヲ現 シ

多數 ノ「クロマ トリーゼ」ヲ證明 ス.固 有層 モ亦 白血

球發現 ト共 ニ間質細胞 變性 ス.

(4)卵 巣 ニ於 ケル週期性變化

交尾間期-交 尾期 ニ破綻 セル臚胞 ハ速 ニ黄體 ヲ形

成 シ次第ニ發 育増大 シ,臚 胞ハ初期 ニハ僅少 ノ臚胞

液 ヲ有セル中等大 ノモ ノ多 數 ニシテ次第 ニ發育 増大

ス.

亦尾 前期-臚 胞 ハ愈 々増大 成熟 シ前週期 ノ黄體 ハ

一般 ニ退化變性 ヲ始 ム.

交尾期-臚 胞 ハ成熟 シ交尾 期終末 ニ於テ特發的 ニ

破裂ス.

交尾後期-新 ニ破裂 セル臚 胞ハ黄體形成 ノ初期 ノ

状 ヲ示 シ排卵後 ハ爾餘臚胞 ハ總テ閉鎖 ス.

次 ニ最近發表 セ ラレタルHartmann及 ビOlbers

 (1931)竝 ニFellner Otfried (1932)等 ノ研 究 ヲ紹 介

スベ シ.

Hartmann及 ビOlbersハ 專 ラ子宮 頸部ニ就 キ研 究

シ之 ヲ交尾 間期.交 尾前期,交 尾期 及 ビ交尾後期 ノ

4期 ニ分テ リ.

交尾間期-單 層 圓柱 上皮核 ハ基底 ニ位 シ密 ニ配列

シ固有層 ハ稍鬆疎 ナ リ.

交尾前期-初 期 ハ6-8層 トナ リ核 ハ中央 上皮ハ

強キ皺襞 ヲ螢 ミ固有層 ハ緻密 ニシテ強 ク充 血ス.

交 尾期-核 ハ消失 シ上 皮ハ次 第 ニ脱落 シ深在 層 ニ

ハ空胞 ヲ形成 ス.

交 尾後期-上 皮ハ既 ニ2-3層 トナ リ多數空胞 ヲ

發 現 シ皺 襞ハ全 ク消失 ス.管 腔 ニハ多數 ノ上皮 ヲ認

ム.

交 尾間 期初期-單 層骰子形 上皮 ニ シテ至 ル所 上皮

再生 ヲ見,間 期 第1日 ニハ單層圓柱 上皮 トナル.

如斯子 宮頸部ハ腟 ト同様 ニ週期性變 化 ヲ營 ミ就 中

交尾前期 ニハ増 殖最著 シク交尾期 ノ終ル ト共 ニ再 ビ

急激 ニ舊ニ復 ス.

Felluer Otfried (1932)ハ 卵 巣「ホルモ ン」Feminin

ノ詳細 ナル研究 ヲナ シ且同時ニ海〓腟 及 ビ子宮頸 部

ノ週期性變化 ヲモ併 セ檢 シ タ リ.氏 ハ實驗上海〓 ハ

唯交尾期 ニ於 テ ノ ミ交尾 スル者 ニア ラズ シテ如何 ナ

ル時期 ニ於 テモ交 尾 シ且妊娠 ノ可能 ナル コ トヲ述 ベ

依 リテ從來呼唱 シツツアル交尾 期ナル名稱 ハ妥 當 ヲ

缺 クモ ノトナ シロレニ角 化期(Schollenstadium)ナ

ル新 シキ命名 ヲ用 ヒ角 化 間 期(Zwischen Schollen

 stadinm),角 化 前期(Vorschollenstadium),角 化期

(Schollenstadium)及 ビ角 化後期(Nach schollen

 stadium)ノ4期 ニ分類 セ リ.

(1)腟 ニ於 ケル週期性變化

角 化間期-中 央 部ハ2-5層 ノ低 キ扁 平上皮 ニ シ

テ角 化層 ヲ見 ズ且乳嘴形成輕 度ナ リ.角 化 期 ニ接 近

ス ルニ從 ヒ上皮 ハ次第 ニ肥厚 シ乳嘴 モ亦 増加 シ扁 平

上皮 ノ表在 層細 胞 ハ著 シク肥 大 シ原形質 ハ難染性核

ハ基底 ニ位 ス.カ クテ表在 及 ビ深在 ノ2層 ヲ分 ツニ

至 ル.
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角化期-扁 平上皮 ト表在層 トノ中間 ニ急激 ニ角 化

層 ヲ發 現 ス. Stenshornハ 角化層 ナル名 稱 ヲ排 シ代

フル ニ壓 縮層(Verdichlungs-zone)ヲ 以 テセ リ.氏

ガ説 クガ如 クMallory氏 染色 ヲ施 スモ角 化 ヲ證明 ス

ル コト能 ハズ恐 クハ角化 ノ途 中ニアルモ ノナ ラ ン.

次 デ漸次其 ノ厚徑 ヲ増 シ眞 ノ角化 ヲナ シ軈 テ角化後

期 ニ至 ル ト共 ニ剥脱 ス.角 化後期又ハ角化期 ノ3日

後 ニ腟 ニ出血 ヲ證明 ス.

(2)子 宮頸部 ニ於 ケル週 期性變 化

腟 ノ上部殊 ニ子宮腟部及 ビ頸部 ニ於テ最著明 ナル

變 化 ヲ營 ムコ トヲ指摘 シ且從來 ハStieve (1927)ノ

妊娠 時及 ビ月經時 ニ於 ケル變 化 ノ報告以外此部 ニ關

ス ル業績 ナキ コトヲ述 ベ同 ジク4期 ニ分 チ記載 シタ

リ.

角化間期-大 半 ハ多 層扁平上皮 ニ シテ一部 ノ ミ單

層短 圓柱上皮 ヲ有 ス管腔 ニハ同一短 圓柱上皮 ノ被 覆

ヲ蒙 レル絨毛 ヲ有 シ固 有層 ニハ少數 ノ腺 ヲ認 ム.

角 化前期-上 皮 ハ著 シキ増殖 ヲ營 ミ5-10層 高圓

柱上皮 ヨ リナ リ多數絨 毛ハ盛 ニ管腔 ニ進入 シ之 亦各

數層 ノ高圓 柱上皮 ヨ リ被 ハル.如 斯 増殖セ ル頸 管上

皮及 ビ多數絨毛 上皮ハ對側上皮 ト密 カニ相 對 シ配列

シ爲 ニ管腔 ハ甚 狹隘 トナル.又 之等上皮ハ 大ナル窩

(Lacune)ヲ 作 リ多數 白血球 ヲ包藏 ス.腺 モ多 數 ナ

リ.

角化期-上 皮 増殖ハ愈 々著 シク管腔ハ擴 大 シ絨毛

ハ對側 ノモ ノ ト接 觸 シ,増 殖 セル上皮ハ外 方 ニ飜出

シテ子宮腟 部 ヲ被 ヘル者 ア リ.

角化 期後2日 ニシテ肥 大セ ル表在 層ハ總 テ剥脱 シ

扁 平上皮 ヲ現 シ尚 ホ少 數 ノ絨毛 ヲ認 ム.

以上 ヲ以テ文獻 ノ大要 ヲ盡 シ タリ.

第2節　 研 究 目 的

今 先 人 ノ採 用 セル檢 査 目標 ヲ通 覽 スル ニStockard及 ビPapanicolaouハ 卵 巣,子 宮,腟 及

ビ腟 脂 膏, Selleハ 腟 及 ビ腟 脂 膏,伊 藤 ハ卵 巣,子 宮,腟 及 ビ腟 脂 膏, Hartmann及 ビOlbers

ハ 子 宮 頸 部 及 ビ腟,

 Fellner Otfriedハ

子宮 頸 部及 ビ腟 ナ リ

其 ノ孰 レモ 内 生 殖器

ノ全 部 ニ亙 レル者 ナ

シ, Stockard及 ビ

Papamicolaou竝 ニ

伊 藤 ハ其 ノ大 部 分 ニ

亙 リテ研 究 セル モ子

宮 固 有 部 及 ビ輸 卵 管

ニ就 テ ハ何 等 論 ズ ル

所 ナ シ,元 來 子 宮 固

有 部 ノ週 期 性 變 化 ニ

關 シテ ハ,古 來 何 人

モ顧 ル 者 ナ シ.余 ノ

Fig. a.

(雌性海〓内生殖器各部ヲ示ス)
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1931-1933ノ 研 究 中Hartmann及 ビOlbers (1931)及 ビFellner Otfried (1932)ノ 報 告 ア リ

然 レ ドモ兩 者 トモ子 宮 體 部 ト子 宮 頸 部 トヲ同 一物 ト見 做 シテ 單 ニ子 宮 頸 部(Ceruise)ト シテ記

載 セ リ.之 全 ク誤 謬 ニ シテ海 〓 ニ於 テ ハ子 宮 角(Uterushorn)ノ 他 ニ尚 ホ特 殊 ナル 子 宮 固 有

部(Pars indivisa uteri)ヲ 有 シ,之 ヲ組織 的 所 見 ニ基 キ子宮 體 部(Corpus uteri),子 宮 頸 部

(Cervix uteri)及 ビ子 宮 腟 部(Portio vaginalib)ノ3部 分 ニ別 ツ コ トヲ得.之 等 各 部 ハ各 々 一

定 ノ週 期 性 變 化 ヲ營 ム モ ノ ナ ル ガ故 ニ其 ノ各 部 ニ就 キ テ各 別 ニ檢 査 スル ヲ必 要 トス ル者 ナ リ.

又 妊 卵 ノ着 床 ス ベ キ子 宮 角 ニ關 シテ モ 唯 上 皮 ニ於 ケ ル 變 化 ノ ミヲ記 載 シ重 要 ナル 粘 膜 機能 層 ニ

就 テ ハ全 ク論 ス ル所 ナ シ.

從 來 ノ週 期 其 ノ者 ニ關 スル 記 載 ハ總 テ不 充 分 ナ リ.殊 ニ週 期 ノ大 部 分 ニ亙 ル交 尾 間 期 ニ關 ス

ル觀 察 ハ更 ニ簡 單 ニ取 扱 ハ レタ リ.又 卵 巣 週 期 殊 ニ黄 體 及 ビ臚 胞 機 能 ト子 宮 及 ビ腟 週 期 トノ時

期 的關 係 ヲ追 求 シ之 ヲ詳 細 ニ闡 明 セル 者 ナ シ.

由來 海 〓 ノ性 週 期 ハ「ラ ツテ」及 ビ「マ ウ ス」ニ比 シ著 シク 長 期 ニ亙 ル者 ナ リ.從 ツ テ週 期 性 變

化 ノ詳 細 ヲ研 究 スル ニ最 適 當 ナ ル動 物 ナ リ ト云 フ コ トヲ得 ベ シ.且 又性 「ホ ル モ ン」ニ關 スル研

究 ニ海 〓 ヲ試 獸 ニ供 スル コ ト漸 次 多 カ ラ ン トス.

之等 ノ事 情 ハ余 ガ本 研 究 ヲ企 テ タ ル動 機 ナル ト共 ニ其 ノ研 究 目標 トセ ル トコ ロ ナ リ.

第2章　 實 驗 方 法

第1節　 實 驗 動 物

實驗動物ハ總 テ成熟雌性海〓 ヲ用 ヒ可及的同體重又ハ之 ニ近キ動物ヲ選べ リ.動 物ハ商人 ヨ

リ購 ヒ豫メ腟脂膏ヲ檢 シ其ノ規則正シキ週期ヲ呈 セル者 ノミヲ使用 シ且終始其ノ腟脂膏 ト體重

ヲ檢 シツツ實驗ニ供 シタ リ.雄 性動物 ヨリ完全ニ隔離飼養 セルコ ト勿論ナ リ.

第2節　 飼 養 方 法

海〓ハ寒暑 ト濕潤 トニハ甚抵抗力弱 ク屡々斃死 スルガ故ニ冬季 ニハ暖房ヲナシテ特 ニ室温 ニ

意ヲ用 ヒ夏季 ニハ窓扉 ヲ開放 シ充分ナル通風ヲ計 リタ リ.糞 尿 ノ落下ヲ容易ナラシムルタメ飼

養箱ハ傾斜 ヲ作 リ且底面ニハ稍粗ナル金網 ヲ貼 リ毎 日清掃ヲナ シタ リ.飼 料 ハ主 トシテ 「オカ

ラ」及 ビ青草 ヲ用 ヒタリ.

第3節　 實 驗 方 法

脂膏採取 ニハ長サ約10cmノ 硝子製「ピペツ ト」ヲ用 ヒ其 ノ尖端ハ火焔上ニテ鈍圓ナラシメ且

少 シク屈曲ヲ作 リ一端 ニ「ゴム」球ヲ附 シ,豫 メ淨水ニテ外陰部ヲ清拭 シ「ピペッ ト」ニ少量ノ水

ヲ吸引 シ其 ノ儘靜ニ腟内ニ送入 シ「ピペツ ト」内 ノ水 ヲ1-2囘 壓出又ハ吸引 シ而ル後腟脂膏 ヲ

採 リ之ヲ「オ ブエク ト」上ニ塗抹 ス.脂 膏檢査ハ1日3-5囘 連續鏡檢 シ1日1囘 ハ必ズ「ヘマ ト

キシリンーエオ ジン」染色ヲ施 シ其ノ他ハ其ノ儘檢 シタリ.
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週 期 ノ分 類 ハ腟 脂 膏 ノ内 容 ト外 觀 及 ビ内 生殖 器 各 部 ノ組 織 的 所見 ニ 基 キ テ 交 尾 間 期(Dioe

strus),交 尾前 期(Prooestrus),交 尾 期(Oestrus)及 ビ交 尾後 期(Metoestrus)ノ4期 トナ シ,

更 ニ交 尾 前 期 及 ビ交尾 後 期 ハ初 期,中 期 及 ビ終 期 ノ3小 區 別 ヲナ シ,尚 ホ最 長 期 ニ亙 ル交 尾 間

期 ハ第1-14日 ニ 區 分 シ詳 細 ニ觀 察 セ リ.

實 驗 ニ使 用 セル動 物 總 數 ハ總 テ81頭 ナ リ.試 獸 ハSegon氏 鉗 子 ヲ以 テ紋 殺 窒 息 死 ニ至 ラ シ

ムル ヲ常 トス.屠 殺 直 前 ニ ハ再 ビ腟 脂 膏 ト體 重 ヲ檢 シ屠 殺 後 ニ ハ直 ニ 内生 殖 器 ノ全 剔 出 ヲ ナシ

先 ヅ 肉 眼 的 檢 査 ヲ行 ヒ然 ル後 各 部 ノ計 測 ト計 量 ヲナ ス.尚 ホ子 宮 角 ハ剔 出後 ハ強 ク攣 縮 スル ガ

故 ニ原 位 置 ノ儘 計 測 ヲ行 ヒタ リ.其 ノ後 次 ノ如 キ所 置 ヲ ナ ス.

卵 巣-1側 ハ10%「 フオ ル マ リン」固 定,「 バ ラ フ イ ン」包 埋, 10μ ノ連 續 切 片 トナ シ「ヘ マ ト

キ シ リ ンー エオ ジ ン」染 色,他 側 ハ一 部 ハ「アル コー ル」固 定,「 チ エ ロ イヂ ン」包 埋, Best氏 「グ

リコグ ー ン」染 色 ヲ ナ シ殘 部 ハ「フオ ル マ リ ン」固 定 後 凍 結 切 片 トナ シ「ズ ダ ン」III及 ビ「ニ ル ブ

ラウ 」脂 肪 染 色 ヲ行 ヒタ リ.

輸 卵 管-1側 ハ「フオ ル マ リン」固定 後 「チ エ ロ イチ ン」包 埋,然 ル 後 次 ノ如 キ染 色 ヲ施 シタ リ.

 (1)「 ヘ マ トキ シ リ ンー エオ ジ ン」染 色, (2) Mallory氏 原 法, (3) Pasini氏 法, (4)「 ム チ カ

ル ミ ン」染 色, (5) Van Gieson氏 法.他 側 ハー 部Best氏 「グ リコグ ー ン」染 色,殘 部 ハ「ズ ダ ン」

III及 ビ「ニ ル ブ ラウ」脂 肪 染 色 ヲ ナ ス.サ レ ドモ凍 結標 本 ハ輸 卵 管 甚細 小 ナル タ メ毎 常 之 ヲ作

製 シ得 ザ リキ.

子 宮 角-之 ヲ輸 卵 管 端,中 央 部 及 ビ固 有部 端 ノ3部 ニ分 チ其 ノ各 部 ニ就 キ敍 上 セル總 テ ノ染

色 ヲ行 ヒタ リ.

子 宮 固 有 部-同 様 ノ染 色 ヲ ナ シタ リ.

腟-上 部,中 央 部 及 ビ下 部 ノ3部 ニ分 チ其 ノ各 部 ニ就 キ總 テ 同様 ノ染 色 ヲ施 シタ リ.

尚 ホ 種 々 ノ時 期 ニ於 テ「リチオ ンカ ル ミ ン」ノ生 體 染 色 ヲ行 ヒ使 用 量 ハ4%溶 液 ヲ 第1日2.0g

 2囘,第2日3.0g 2囘,第3日4.0g 2囘 腹 腔 注 射 ヲ ナ シ注 射 終 了後 第2日 ニ屠 殺 「ヘ マ トキ シ

リ ン」單染 色 ヲ ナ ス.

尚 ホ 「グ リコグ ー ン」染 色 ニハ 同 一條 件 ノ下 ニ肝 臟 切片 ヲ作 リ之 ガ對 照 トナ シタ リ.

第3章　 實 驗 成 績

第1節　 腟脂膏ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

交 尾間期第1日

腟 入 口ノ粘膜 ハ輕度 ノ紫 藍色又 ハ淡紅色 ヲナ シ脂

膏 ハ透 明少量 ニシテ粘液 ヲ認 メズ稀薄漿液性 ナ リ中

性 白血球 ヲ中等量發現 シ,上 皮ハ少 數 ニシテ或 ハ列

ヲナセ ル儘剥脱 セル者ア リ又 ハ個 々 ニ脱落 セル者 ヲ

認 ム.大 小 不同 〓 シテ圓形 又ハ不規 則 ナル多稜 形 ヲ

ナ ス核ハ中央 ニ位 シ稍 大 ニシテ圓 形或ハ橢 圓 「クロ

マチ ン」 ニ乏 シク原形質ハ微細網 工 ヲナ シ淡染性空

294



海〓雌性内生殖器ノ週期性變化 1375

胞 少數 ナ リ.其 ノ他 原形 質 「エ オ ジン」濃 性核ハ「ピ

クノーゼ」 ヲ呈 セル變性 稍高度ナル多 數 ノ扁平 上皮

ヲ發現 ス.尚 ホ之等 上皮 ノ他 ニ交尾前期 ニ由來セ ル

變 性強度 ナル粘液細胞 及 ビ交 尾期 ノ所 産 ナル角化上

皮 ヲ散見 ス.

第1日 要 旨一 中等量 ノ中性白血球及 ビ變 性扁平上

皮 ヲ認ム.

交尾間期第2日

腟粘膜ハ薔薇 紅色 又 ハ紫藍色 ヲナ シ脂膏 ハ尚ホ少

量白濁粘稠 ナル者 ア リ又ハ透 明水 様性 ナル者 ア リ.

白血球 ハ第1日 ニ比 シ著 シク増加 主 トシテ中性白血

球 ナ リ.扁 平上皮 ハ第1日 卜殆 ド同様大 小種々 ノ核

ハ常 ニ中央 ニ位 シ胞體 ニ比 シ著 シク大,多 クハ高度

ノ變性 ヲ認 メ「ピクノーゼ」又 ハ空胞 ヲ認ム.原 形 質

ハ「エオジ ン」濃染空胞 ヲ形成 ス.茲 ニ注 意ス ベキハ

第1-3日 ニ於 テ比較的屡 々多數 扁平上皮 ノミヲ發現

シ全 ク交尾後期 ト同一 ナル所 見 ヲ呈 スル コ トア リ.

之ハ交尾間期初期 ハ交 尾後期 ノ延長 トモ做 スベク扁

平上皮ハ不断ニ變 性剥脱 ヲ續 行セル爲屡 々多量 ノ扁

平上皮 ヲ排 泄スルナ リ.且 腟 ニ於 テハ腟下部ハ屡 々

交尾間期初期 ニ於テ一 部尚ホ交尾後期 ノ像 ヲ惹起 ス

ルコトア レバナ リ.

第2日 要旨-(1)白 血球稍増量. (2)上 皮 ハ第1

日 ト略ボ同様ナ リ. (3)屡 々多量 ノ變性扁 平上皮 ヲ

發現ス.

交尾間期第3日

腟粘膜ハ薔薇紅色内容ハ透明又ハ輕度 ニ溷濁 シ稍

粘稠少量 ノ粘 液 ヲ認 メ白血球 ハ次第 ニ増加 ス主 トシ

テ中性白血球ナルガ少數 ノ「エ オ ジン」白血球 ヲ混 入

ス.

第3日 モ亦變性 セル扁平上 皮ヲ多 數排 泄 ス.

第3日 要旨-(1)白 血球 ハ次第 ニ増量 シ主 トシテ

中性白血球 ナ リ. (2)尚 ホ多量 ノ變 性高度 ナル扁平

上皮 ヲ發現 ス.

交尾間期第4日

腟粘膜 ハ淡紅 色脂膏 ハ輕 ク白濁 シ稍粘稠粘液 ハ

絮状 ヲナス,白 血球ハ多數發現主 トシテ中性 白血球 ニ「

シテ「エオ ジン」白血球 ハ少數 ナ リ.時 ニ粘液細 胞化

セル圓柱上 皮 ヲ稍多 數發 現ス.

第4日 要旨-白 血球多數,時 ニ中等量 ノ粘液 細胞

ヲ發現 ス.

交尾間期第5日

腟 粘膜淡紅色脂膏 ハ第4日 同様多量粘 液ハ俄 ニ増

加 シ白濁又 ハ黄色膿 様 ヲナ シ粘稠 ナ リ.

腟 粘膜 ハ白 血球浸 潤輕度 ナル ニ茲 ニハ大量 ノ中性

白血球 ヲ認 ム.尚 ホ稍多 量 ノ粘液細胞 ヲ發現 ス.

第5日 要 旨-(1)脂 膏 増加 シ多量 ノ粘 液 ト白血球

ヲ有 ス. (2)屡 々稍多 量 ノ粘液細胞 ヲ發 現 ス.

交 尾間期第6日

腟 粘膜淡紅色脂膏 ハ白 濁 粘 稠 中 等 量 ノ粘液 ヲ有

ス.白 血球ハ「エ オ ジン」白血球 ヲ主 トシ甚大 量ナ リ.

少數 ノ圓柱上皮 ヲ混 ジ不規 則多稜形 ヲナ シ核 ハ少 シ

ク大 ニシテ1側 ニ偏 在少 數空胞 ヲ形成 シ,原 形質 ハ

「エ オ ジン」淡染性多 數空胞 ヲ有 ス.又 一 時的 ニ大 量

ノ粘液細胞 ヲ發現 ス.

第6日 要 旨-(1)主 トシテ大量 ノ白血球 ヲ認ム.

(2)多 量 ノ粘液細胞 ヲ發現 ス.

交尾間期 第7日

腟 粘膜 ハ淡 紅色,脂 膏ハ 白色 又 ハ黄色,粘 稠粘液

少量.白 血球 ハ夥 シク多數 主 トシテ「エ オ ジ ン」白血

球 ナ リ.上 皮ハ少數,圓 形又 ハ多稜形核 ハ中央 ニ位

シ屡 々變性 ス.

第7日 要旨-(1)「 エ オジ ン」 白血球大量 ナ リ.

(2)變 性上皮ハ少量 ナ リ.

交 尾間期第8日

腟粘 膜淡紅色脂膏多 量白血球極 メテ多量.上 皮 ハ

變 性セル圓柱上皮 ニシテ 中等 量 ヲ認 ム.

交 尾間期第9日

腟 粘膜 ハ淡紅脂 膏ハ 白濁稍粘稠 ナ リ白血 球ハ甚多

量圓柱 上皮 ハ少數屡 々變 性 ヲ呈 ス.
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交 尾間期第10日

腟 粘膜 ハ淡紅脂膏 ハ白色 ニ稍黄色 ヲ帯 ビ粘稠 ナ リ

粘 液中等量.白 血球 ハ甚大 量ニ シテ上皮ハ少數圓 形

又 ハ多稜形 ナ リ核 ハ小 ニシテ1側 ニ壓排 セラ レ又 ハ

稍 大 ニシテ中央 ニ位 セル者 ア リ.

第10日 要 旨-(1)著 シク大量 ノ白血球, (2)少

數 上皮, (3)中 等量 ノ粘液.

交尾間期第11日

腟 粘膜ハ少 シク褪色脂膏 ハ多 量白濁又 ハ粘液膿様

時 ニ少 量透 明 ナル者 ア リ.白 血球 ハ稍減 ジ上皮ハ少

數 主 トシテ粘液細胞化 セル圓 柱上皮 ニシテ多稜形,

板状又 ハ尾 ヲ有 セル梨子状形,西 洋凧状及 ビ紡錘 状

等 ヲナス.

第11日 要 旨-(1)多 量白血球, (2)少 數 ノ粘 液

細胞化 セ ル圓柱上皮, (3)中 等量粘液.

交 尾間期第12日

腟粘膜 ハ淡紅色脂膏 ハ粘液膿 様粘 稠大量 ナ リ.又

少 量 ノ白濁セ ル粘液 ヲ洩 ラス コトア リ.白 血球 ハ第

11日 ニ比 シ稍減 ゼルモ尚ホ比較 的多量,上 皮 ハ少 數

第11日 ト大差 ナ シ.

第12日 要 旨-(1)白 血球 ハ比較的多 量ナ リ. (2)

圓柱 上皮少 數, (3)粘 液 ハ中等量 ナ リ.

交尾間期第13日

腟 粘膜 ハ淡紅色 脂膏 ハ稍黄 色 ヲ帯 ビ粘稠 ニ シテ著

シク大量 ナ リ.白血球 ハ第12日 ニ比 シ稍多 數 トナル

上皮ハ少數 ノ粘 液細胞 ヲ認 ム.

第13日 要 旨-(1)多 量 ノ白血球, (2)少 數 粘液

細胞, (3)中 等量 ノ粘液.

交尾間期第14日

黄 色粘稠 液 ヲ多量 ニ認 メ特 異ナル ハ俄 ニ白血球 著

シク減少 シ之 ニ代 リテ粘液細胞 化セ ル多數圓柱 上皮

ヲ發現 スル コ トナ リ.圓 形,多 稜形,橢 圓形,板 状

又ハ梨子状 ヲナ シ核ハ小 ニシテ偏 在 シ 「ヘマ トキ シ

リン」濃染性 「クロマチ ン」ニ乏 シク原形質豐 富無構

造瀰蔓性 ニ好染 ス.

第14日 要 旨-白 血 球 俄 ニ減少 シ之 ニ代 リテ粘液

細胞 ヲ急激 ニ増加 ス.

第2項　 交 尾 前 期

初期-腟 粘膜 ハ紫藍色 ヲナ シ腟 入 口閉鎖 ス.脂 膏

粘稠中等量白 血球 ハ尚 ホ中等 量ヲ認 メ赤血球多數發

現 シ粘液比較的多數 ナ リ.

前期 ノ特徴ハ多數 ノ粘液 細胞 ヲ發 現 スル コ トニシ

テ其 ノ形 状ハ第14日 ニ於 ケル ト同一 ナ リ.

中期-最 早 白血球 ヲ發現セ ズ シテ總テ粘 液細胞化

セ ル圓柱 上皮 ナ リ,上 皮 ハ既 ニ變 性 ヲ開始 シ核 ハ小

ニ シテ不規 則ナ ル形状 ヲナシ核及 ビ原形質ハ難染性

空胞 ヲ形成 シ「ピクノーゼ」,「ク ロマ トリーゼ」ヲ認

ム.其 ノ他原形質 ニ「ヘマ トキシ リン」濃染 セル小 顆

粒 ヲ有セル者 ア リ.

終 期-圓 柱上皮 ハ極 度 ノ變 性 ヲナ シ境 界ハ稍 不明

瞭 トナ リ又ハ變性細胞 一團 トナ リ瀰 蔓性汚穢 ニ着色

セル者 ア リ核 ハ「ピク ノーゼ」ヲ呈 シ無核 トナ レル者

又ハ空胞 ヲ形成 セル者等 ア リ.

變 性セ ル粘液細胞 ハ次第 ニ減 ズル ト共 ニ角化 上皮

ヲ發 現 ス.

交尾前期要旨-I)初 期-粘 液細胞化セル圓柱上皮ヲ多數發現 スルモ尚ホ同時ニ中等量 ノ白

血球及 ビ赤血球竝ニ粘液 ヲ認 ム.

II)中 期-1)粘 液細胞ヲ夥 シク多數發現 シ最早白血球及 ビ赤血球 ヲ證明 セズ. 2)圓 柱上

皮ニ變性徴 ヲ認 メ,角 化上皮ヲ時ニ發現 ス.

III)終 期一粘液細胞 ハ變性極度 トナ リ同時ニ著 シク減少 シ之ニ代 リテ角化上皮ヲ増加 ス.
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第3項 交 尾 期

交尾期 初期 ニハ尚 ホ變性極度 ナル粘液細胞 ヲ認 メ

同時 ニ鱗状又ハ板状 ノ角化 上皮 ヲ混 在 ス.少 時 ニシ

テ變性圓柱上皮ハ消退 シテ角 化上皮 ノ ミヲ發 現ス.

白血球 ハ全 ク證明 セズ.角 化 上皮 ハ層 ヲナシテ剥脱

セル者 ア リ又ハ個 々 ニ散在 セル者ア リ.然 レ ドモ交

尾期 ニ於 テハ腟粘膜 ハ時 トシテ同 時 ニ種 々異 ナル像

ヲ呈 スル コトア リ.依 リテ腟 内容 モ常 ニ定型的 ナラ

ズ シテ稍複雜 ナル像 ヲ見 ルコ トモ稀有ナ ラズ.

交尾期要旨-初 期ニハ尚ホ變性圓柱 上皮ヲ混 ズルモ次第ニ少量 トナ リ遂ニハ角化上皮ノミヲ

發現 シ白血球 ハ全 ク認 メズ.

第4項　 交 尾 後 期

之 ヲ初期,中 期及 ビ終期 ノ3期 ニ分 チ敍述 ス.

後期 ニ於 ケル主要 成分ハ主 トシテ扁平 上皮 ニ シテ

白血球ハ中期以後發 現ス.

初期-時 ニ尚ホ交尾前期 ノ所産 ナル變性圓柱 上皮

又ハ交尾期 ニ由來セル角化 上皮 ヲ認 ムルモ軈 テ夥 シ

ク多量 ノ扁平上 皮 ノミヲ發現 ス.此 際出現 セル上皮

ハ扁平上皮最 上層 ノ細胞 ニ シテ扁平ナル紡錘状,橢

圓形又ハ不規則 ナル三角形等 ヲナ シ核 ハ中央 ニ位 シ

小,紡 錘状,桿 状又 ハ「コンマ」状等 ヲナ シ色素 ニ濃

染 「クロマチ ン」少 量原形 質ハ瀰蔓 性 ニ強 ク「エ オジ

ン」 ニ濃染 ス.其 ノ他 少數 ノ扁 平上皮,深 在層 ヨ リ

剥脱セル上皮 ヲ認 メ其 ノ形 状ハ扁平ナ ラズ シテ寧 ロ

橢圓形,紡 錘形 及 ビ不規則 ナル多稜形 ヲナ シ核 ハ大

ニシテ中央 ニ位 シ多 量 ノ「クロマチン」ヲ有 シ原形質

「エオジン」濃染 性ナ リ.白 血球ハ全 ク發現 セズ.脂

膏 ノ外觀ハ「チーズ」様 ヲナ スStockord及 ビPapani

colaouノ 唱 フル「チーズ」様期(Cheesy stage)之 ナ リ.

中期-扁 平上皮 ハ初期 同様尚ホ甚多量 ニ シテ表在

層 ヨ リ剥脱 セル稍小且扁 平ナル紡錘形,橢 圓形 及 ビ

三角形 ヲ呈 セル者竝 ニ深在層 ニ由來 セル稍大 ナ ル橢

圓形 又ハ不規則 ナル多稜 形細胞 ヲ混在 ス.特 異 ナル

ハ中期 ニ至 リテ始 メテ少 數白血球 ヲ證明 スル コ トニ

シテ次第 ニ増量 ス.

終期-上 皮 ハ大小種 々概 ネ圓形又ハ多稜形 ヲナ シ

次第 ニ變性 シ核 ハ胞體 ニ比 シ稍大 ナルモ其 ノ境界不

明瞭 ニシテ「クロマ トリーゼ」又ハ「ビ クノーゼ」ヲ認

メ原形質「エナ ジン」好染無構造 ナ リ.カ カル上皮 ハ

數箇又ハ10數 箇集團 シ又 ハ個 々散在 ス.白血球 ハ急

激 ニ増加 シ主 トシテ中性白血球 ナ リ.

交尾後期要旨-初 期 ハ多量ノ扁平上皮 ノミヲ發現 シ白血球 ハ全ク發現 セズ.唯 最初 ニハ強 キ

變性ヲナセル圓柱 上皮又ハ角化上皮 ヲ混 ズルコ トアリ.

中期ハ初期同様 多數 ノ變性扁 平上皮 ヲ認 ム特有ナルハ始 メテ白血球 ヲ證明ス.

終期ハ扁平上皮ハ少數 トナリ白血球次第ニ増量ス.

第5項　 本節ノ總括的觀察

(1)交 尾間期

第1日 ハ脂膏少量殆 ド粘液 ヲ缺如 シ中等量 ノ白血球 ト稍少數 ノ扁平上皮ヲ認 ム,第2-3日 ハ

上皮ハ減少スルモ白血球次第ニ増加 ス.注 意スベキハ屡々此期ニ於テモ多數 ノ扁 平上皮 ヲ發現

シ高度 ノ變性 ヲ示 セリ.

第4-6日 ハ脂膏甚多量 トナ リ粘液及 ビ白血球 モ亦著 シク増量 ス.又多量ノ粘液細胞化 セル圓
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柱 上 皮 ノ ミヲ發 現 ス殊 ニ第6日 ニ著 シ.

第7-13日 ハ上皮ハ變性 シ白血球 ハ夥 シク多數發現 ス粘液ハ中等量ナリ.

第14日 ハ俄然白血球ヲ減 ジ之ニ代 リテ多量ノ粘液細胞化セル圓柱 上皮ヲ認ム.

(2)交 尾前期

初期ニハ尚ホ白血球 ヲ發現ス粘液細胞化セル圓柱 上皮ハ夥 シク多數 トナ リ赤血球 ヲ同時ニ認

ム.

中期 ハ最早白血球 ヲ認 メズ シテ主 トシテ粘液細胞ヲ認 メ漸次角化上皮ヲ發現 ス.粘 液細胞ハ

變性ス.

終期 ニハ粘液細胞 ノ變性極度 トナリ同時 ニ其 ノ數 ヲ減 ジ角化上皮増加ス.

(3)交 尾期

最初ニハ粘液細胞ヲ認ムルモ軈 テ角化 上皮ノミヲ發現 ス.

(4)交 尾後期

角化上皮ハ急激 ニ消退 シテ扁平上皮ノミヲ多量ニ發現 シ所謂 「チーズ」様期(Cheesy stage)

ノ状 ヲナス.中 期 ハ初期同様多量 ノ扁平上皮ヲ發現 シ特異ナルハ白血球 ヲ始 メテ認 ムルコ トナ

リ.終 期ハ扁平上皮ハ稍急速 ニ少數 トナ リ白血球著 シク増加ス.

要旨

交尾間期-最 初ハ變性セル扁平上皮 ト中等量ノ白血球ヲ認 メ,第4-6旨 ハ粘液ハ多量 トナ リ

屡 々多數 ノ粘液細胞 ヲ發現 ス,第7-13日 ハ大量ノ白血球 ト少量 ノ變性高度 ナル圓柱上皮ヲ有

シ,第14日 ニハ白血球 ハ俄然減少 シ大量 ノ粘液細胞 ヲ發生 ス.

交尾前期-初 期ニハ大量 ノ粘液細胞 ト少數ノ白血球及 ビ赤血球 ヲ認 メ,中 期 ニハ白血球ハ全

ク缺如 シ粘液細胞 ノミヲ證明ス.終 期 ハ粘液細胞 ニ極度 ノ變性 ヲ認 メ漸次少數 トナ リ之ニ代 リ

テ角化上皮ヲ發現ス.

交尾期-粘 液細胞ハ消失 シ主 トシテ角化上皮 ヲ認 ム.

交尾後期-初 期ニ於テ角化上皮ハ急速 ニ消退 シ主 トシテ扁 平上皮ヲ多量ニ發現 ス.中 期 ハ初

期同様大量ノ扁平上皮ヲ發生 シ始 メテ少數ノ白血球 ヲ認 ム.終 期 ハ扁平上皮 ニ著明 ナル變性 ヲ

認 メ且急速ニ減少ス白血球 ハ次第ニ増加 ス.

上述 ノ所 見中未記載 ノ事實 ヲ再録 シテ其 ノ起因ヲ説明スべ シ.

(1)交 尾間期第4-6日 ニ於 テ突如 トシテ多數粘液細胞ヲ發現 シ交尾前期及 ビ交尾間期第14

日ト鑑別ニ苦 シムコ ト稀 ナラザル事實.前 者ハ黄體機能 ニヨリ腟止皮増殖ヲ惹起 シ夫 ヨリ剥脱

セル者 ニシテ後者 ハ臚胞機能ニヨル腟上皮増殖 ノ結果ナリ.前 者ハ軈テ多量ノ白血球頁ト變性 セ

ル圓桂上皮ヲ發現 シ後者ハ角化上皮ヲ出現 スルコ トニヨリ別 ツコ トヲ得べ シ.時 ニ内生殖器殊

ニ卵巣 ノ所見ヲ必要 トスル コトアリ.

(2)交 尾間期第7-13日 ハ其 ノ所 見殆 ド相等 シク單ニ脂膏檢査 ノミニテハ其 ノ第何日ナ リヤ
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ノ決定ハ殆 ド不可能 ナリ.之 亦内生殖器ノ各部ヲ檢 セザ レバ決定スルヲ得ズ.

(3)交 尾 前期,交 尾 期 及 ビ交 尾 後 期 ノ各 期 ヲ別 ツ コ トハ 比 較 的 容 易 ナ リ.サ レ ドモ 時 トシテ

同 時 ニ各 期 ニ於 ク ル構 成 成 分 ノ總 テ ヲ發 現 シテ其 ノ鑑 別 ノ困 難 ナル コ トア リ.

(4)海 〓 ハ總 テ 規 則 正 シキ週 期 ヲ保 持 スル者 ニ ア ラズ シテ不 規 則 ナ ル者 稀 有 ナ ラ ズ.尚 ホ 子

宮 固 有 部 ヨ リ由來 セル脂 膏 モ之 ニ混 入 ス從 ツテ腟 脂 膏 ノ ミニ ヨル 週 期 ノ判 定 ハ愈 々困 難 ヲ加 フ

ル 者 トス.

(5)伊 藤 ハ脂 膏 中 交 尾 前期 及 ビ交 尾 期 ニ於 テ 一種 ノ細 菌 ヲ認 メ交 尾 間 期 ニ ハ發 現 セズ ト唱 フ

レ ドモ余 ハ 多數 ノ脂 膏檢 査 ヲ 行 ヒ シモ細 菌 ヲ認 メタ ル コ トナ シ.

(6) Stockard及 ビPapanicolaouハ 交 尾後 期 ニ於 テ出 血 ヲ認 メ, Selle及 ビ伊 藤 ハ否 定 シ

Fellnerハ 之 ヲ 是認 シタ リ,余 ハ交 尾 後 期 ニ於 テ ハ出血 ヲ認 メタ ル コ トナ ヲ モ交 尾 前 期 初期 ニ

於 テ比 較 的大 量 ノ赤 血 球 テ證 明 シタ リ.

第6項　 週 期 ノ 持 續

(1)週 期 ノ全持續 日數

余ハ81頭 ノ成熟雌性海〓ニ就キ 各季節ヲ通 ジテ其ノ117週 期ヲ檢査 シタル結果ハ次表 ノ如

シ.

持續日數　 例 數　 百 分 率

9          3    2.5% 

10         9    7.7% 

14         6    5.0%

15         30   25.0% 

16         27   22.5% 

17         27   22.5% 

18         15   12.5%

最 短 ナル ハ9同 最 長 ナ ル ハ18日 ナ リ,最 多 數 ナ ル ハ15日 ニ シテ25%ヲ 占 ム.其 ノ平 均 持 續

日數 ハ15.31日 ナ リ.

今 先 進 諸 家 ノ成 績 ト比 較 スル ニStockard及 ビPapanicolaou 15.65日, Selle 15.85日,伊 藤

15.31日, Fellner Otbried 16-16.50日, Hartmaun及 ビOlbers14.5日 ナ リ.余 ト伊 藤 ト ハ 偶

然 全 ク 一 致 セ ル ヲ知 ル.

(2)週 期 各期 ノ持 續 日數

交 尾 前 期4-36St.,交 尾 期4-28St.,交 尾 後 期4-28St.,交 尾 間期13-14T.ナ リ.

而 シテ交 尾 前 期 及 ビ交 尾 期 ハ比 較 的 短 時 間 ニ經 過 スル者 多 ク交 尾 後 期 ハ稍 長 ク24St.前 後 ナ

ル 者 多 シ.之 等3期 ヲ合 シヲ36-48St.ナ ル者 最 多 シ.
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第2節　 腟 ノ 週 期 性 變 化

第1項　 交 尾 間 期

交 尾間期第1日

腟腔 ハ交尾 後期 ニ比 シ著 シク狹隘壁 ト壁 ト相 接觸

セル者 ア リ.横 斷 面ハ星芒状皺襞 輕度表面殆 ド平滑

ナ リ.交 尾後 期 ニ著明ナ リン乳嘴形成 モ著 シク輕度

トナル.

交尾後期 ニ於ケル扁平上皮 ハ變性及 ビ破壊現 象ハ

交尾間期初期 ニテ モ尚ホ繼續 シ乳頭部 ニテハ扁 平上

皮 ノ最 下層 ナル單層 ノ骰 子形又 ハ短圓柱 上皮 ノ ミヲ

殘存 ン單層骰子形上 皮又 ハ短圓柱 上皮 ノ状 ヲ呈 シ乳

頭 間部 ニ於テ ハ2-3層 又 ハ4-5層 ノ多層扁平上 皮

ノ像 ヲナス.

上皮ハ變 性著明細胞 ノ境界 不明瞭核 ハ胞體 ニ比 シ

稍 大 ニンテ中央 ニ位 ン不規則 ナル圓形又ハ橢圓形 ヲ

ナス.染 色不良屡 々「クロマ トリーゼ」又 ハ「ビ ク ノ

ーゼ」 ヲ現 シ原形質ハ微細網工又 ハ無 構造 ニンテ空

胞 ヲ有 セル者 ア リ.變 性核 ヲ有 シ原形質 ハ 「エオ ジ

ン」濃染胞 體ハ萎縮周 圍細胞間 ニ間隙 ヲ作 レル者ヲ

散見 ス.白 血球 上皮進入ハ尚ホ比較的強度 ナ リ.

基底層 ハ乳頭 部1-2層 乳頭 間部4-5層10-66μ

核 ハ紡錘形又 ハ橢圓形「ク ロマチ ン」豊富 ナ リ.基 底

層細胞 ハ上皮 ニ比 ン染色佳良 稍濃染 ス.白 血球 進入

中等空胞 ヲ發現 ン結締織繊維進入 ス.

上皮ハ屡 々列 ヲナ ンテ剥脱 ス.固 有層 ハ稍緻密 輕

度 ノ浮腫 ヲ有 シ充血乏 ンク白 血球 ハ上皮 直下 ニ比較

的多數 ニ集合 ス.主 ニ中性 白血球 ニンテ「エオ ジン」

白血球 ハ少數間質細胞 モ比較的乏 シ.

脂 肪 ハ甚少 量 ニシテ上皮ハ核周圍 ニ微細 顆粒 ヲ發

現 ス.「 グ リコゲ ーン」ハ上皮及 ビ白血球 ニ微量 ヲ認

ム.

第1日 要 旨-(1)上 皮ハ變 性著明乳頭部 ハ單層骰

子形又 ハ短圓柱 上皮 ノ状 ヲナ ン,乳 頭間部 ハ多層 扁

平上皮 ノ像 ヲ呈 ス. (2)白 血球上皮進 入著 明ナ リ.

(3)皺 襞及 ビ乳嘴形成 輕度. (4)固 有層 ハ白 血球 多

數. (5)脂 肪 及 ビ「グ リコゲー ン」少量.

交尾間期第2日

腟 腔ハ尚 ホ狹隘一 部少 シク擴大 ス.横 斷面 ハ星芒

状少數 ノ副皺襞 ヲ形 成 ス表面 ハ概 ネ平坦乳嘴 モ輕度

ナ リ.上 皮 ノ状ハ第1日 ト略 ボ同一 ニ ンテ一部 ハ短

圓柱又ハ骰 子形 上皮 ニシテ單層 ナルガ一 部ハ3-5層

多 層扁平上皮 ニ シテ變 性著明 白血球 ハ第1日 ニ比 シ

稍減少 ス.基 底層 ハ1-5層 空胞 ヲ形 成 ス.固 有層 ハ

第1日 ト同様比較 的緻密充血輕度 白血球ハ大差 ナ ク

主 トシテ 中性 白血球 ナ リ.

脂 肪 ハ 第1日 ヨ リ稍 増 量「グ リ コゲ ー ン」ハ 甚 微 量

ナ リ.

第2日 要旨-(1) .上皮 バ一部ハ多層扁 平上皮一部

ハ殆 ド扁平上皮剥脱 ンテ基底 ノ1層 ヲ殘 ン其 ノ状短

圓柱 又ハ骰 子形 上皮 ノ像 ヲナス. (2)上 皮 ノ變 性著

ンク白 血 球 進 入ハ稍 減 少 ス. (3)脂 肪少 シク増 加

「グ リコゲー ン」甚 微量ナ リ.

交尾間期第3日

腟 腔稍廣 ク皺襞 ハ大差 ナ シ.上皮 ノ状 ハ第1-2日

ト殆 ド同様 ニシテ一部 ハ單層 ノ短圓 柱又 ハ骰 子形 上

皮 他部ハ多層扁平上皮 ニ シテ白血球進入再 ビ増加 シ

上皮變性 著明ナ リ.

變 性細胞 ハ衣第 ニ萎縮 ン周圍 ニ間隙 ヲ生 ジ遂 ニ吸

收 セ ラレ空 胞 ヲ形成 シ多 數 ノ白血球 ヲ包藏 ス.

基底層 ハ1-2層 核 ハ橢 圓形又ハ紡錘形「クロマチ

ン」多數結締 織進入 ヲ屡 々認 ム.固 有層緻密 白血球 多

數 ナ リ.脂 肪ハ上皮 ニハ微量「グ リコゲー ン」ハ只 白

血球 内ニ少 量ヲ發 現 ス.

第3日 要 旨-(1)上 皮 ハ第1-2日 ト同 様 變 性著

明白血球進入再 ビ増加 ス. (2)脂 肪 ハ微 量 「グ リコ

ゲー ン」ハ 白血 球 ニ少量認 ム,

300



海〓雌性内生殖器ノ週期性變化 1381

交尾間期第1-3日 總括

卵巣 ニ於テハ交尾後期 初期及 ビ中期 ニハ全ク臚胞ヲ發現 セズ且黄體未 グ成熟不充分ナ リ.ヨ

リテ腟粘膜 ハ交尾後期 ヨリ變性 ヲ現 シ爾來交尾間期第1-3日 マデ此状 ヲ持續 セリ.即チ全 ク交

尾後期 ノ延長 ト見做 スコ トヲ得べク上皮 ハ盛 ニ變 性剥脱 シ乳頭部ニテハ扁平上皮 ノ最下位 ノ上

皮ノミヲ止 メ單層骰子形又ハ短圓柱上皮 ノ状 ヲナシ,乳頭間部ニテハ3-5層 ノ扁平.上皮 ヲ有 シ

變性徴著明ニシテ細胞境界不明瞭 トナリ難染性核ハ「ピクノーゼ」又 ハ「クロマ トリーゼ」ヲナ

シ,原 形質 ハ「エオ ジン」ニ濃染 シ胞體著 シク萎縮 セル者モ認 ム.白 血球進入尚ホ著明ナリ.

交尾 間期 第4日

黄體ハ間期第3日 ヨリ成熟 期 ニ達 ス.黄 體機能 ノ

影響ヲ蒙 リ腟粘膜 上皮 ハ俄然著明 ナル上 皮増殖 ヲ惹

起 ス.

腟腔 ハ稍廣 クナ リ皺襞 ハ急速 ニ極 メテ著 明 トナ リ

樹枝様分岐 ヲナス.特 記 スべキ コトハ上皮ハ總 テ圓

柱 上皮 トナ リ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 シ肥 大著 シキ コトナ

リ.尚 ホ注意 スべキハ上皮 ノ配列 ノ状 ノ稍特異 ナル

コトニシテ次 ノ3種 ノ配列 型 ヲ有 ス.即 チ第1型 ハ

固有ノ多層圓柱上皮 ノ像 ヲナ シ3-8層 ニ配列 ス,第

2型 ハ皺襞著 シキ タメ上皮 ハ絨毛状 ヲナ シテ腟腔 ニ

突出シ時 トシテ強 ク延長迂 曲 シ,絨 毛 ノ中心 ニハ 固

有層 ヨリ結締織繊維進 入 シ之 ヲ中隔 トシテ其 ノ兩側

ニ4-8箇 宛1列 ニ配列 セル者 ナ リ.第3型 ハ上皮細

胞20-60箇 集合 シテ ー 團 トナ リ 圓錐状 又ハ乳頭状

外觀ヲ呈 セル者 ナ リ.如 斯3種 ノ配列 ヲ同時 ニ發現

スル者 トス.

上皮ハ最上層ハ圓柱形又ハ骰子形 ヲナ シ或 ハ花瓣

状 ヲナス,下 層 ニ至 ルニ從 ヒ其 ノ大 サヲ増 シ圓柱形

ヨ リ不規 則ナル多稜形 又ハ梨子状形 トナル核 ハ基底

又 ハ1側 ニ壓排 セ ラレ甚小 ニシテ點状又 ハ新月状 ヲ

ナ シ原形質 ハ稍粗網 ヲナ シ「チチ カル ミン」ニ ヨ リ粘

液 ヲ證 明ス.白 血球 ハ第1-3日 以來尚 ホ比較的 多數

出現シ空胞形成著 シ.基 底 層 ハ俄然1層 トナ リ又ハ

缺如 シ基礎膜 ヲ有 セル コ トア リ.固 有層 ハ緻密浮腫

輕度充血乏 シ白 血球 ハ多 數ナ リ.脂 肪 ハ第3日 ニ比

シ稍場量 シ上皮 ニハ少數 ノ小顆粒 ヲ證 明 シ白血球 ニ

モ微細顆粒 ヲ多 數發現 スヨ リテ其 ハ總量 ハ比較的 多

量 ナ リ「グ リコゲ ーン」モ白血球 ニ ノ ミ少量 ヲ有 ス.

第4日 要 旨-(1)上 皮ハ俄然多層 圓柱上皮 トナ リ

粘液細胞化 シ肥大 著 シク特異 ナル3種 ノ上 皮配列 型

ヲ發現 ス. (2)皺 襞 ハ急速 ニ甚著明 トナル. (3)基

底 層 ハ1層 トナル. (4)上 皮 ニハ「ミトーゼ」ヲ詔 メ

ズ,白 血球及 ビ空胞 多數 ナ リ. (5)脂 肪 ハ少 シク増

加「グ リコゲー ン」ハ少 量ナ リ.

交 尾間期第5日

所 見ハ第4日 ト殆 ド同一 ナ リ.腟 腔 及 ビ皺 襞 モ大

差ナク上皮ハ粘液細胞化 セル圓柱上皮 ニ シテ3-6層

ニ配 列 シ稀 ニ14層 ニモ達 セル者ア リ78-299μ ヲ有

ス.上 皮配列 ノ状 モ第4日 ト同様ナ リ.上 皮肥大ハ

更 ニ著 シク上層 ハ圓柱 又ハ花 瓣状 ヲナ シ核 ハ不規 則

ナル圓形又ハ橢圓形 ヲナス.下 層 ニ於テ ハ細 胞ハ顯

著 ナル肥 大 ヲナ シ不規則 ナル多 稜形又 ハ梨 子状 ヲナ

シ,核 ハ邊 縁ニ位 シ著 シク縮 小 シ原形質ハ稍 粗大網

工 ヲナ シ又 ハ無構造淡染性明 カルキ感 ア リ.

白血球 ハ急速 ニ減少 シ.空 胞 形成 ハ尚 ホ盛 ニシヲ

1箇 ノ細胞 ノ全部空胞化 セル者 ア リ,又ハ2-3箇 融

合 シテ大空胞 ヲ形成 シ空胞 内 ニ白血球 ヲ藏 セル者 ア

リ,基 底層 ハ第4日 同様1層,一 部ハ之 ヲ缺 キ基礎

膜 ヲ有 セル者 ア リ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.固 有 層ハ少

シク鬆疎 トナ リ充 血輕度,中 性 白血球ハ著 シク減少

スレ ドモ「エオ ジン」白血球 ハ稍増 加「シ塩基嗜 好性白

血球 ハ稀 ナ リ.脂 肪 ハ上皮 ニハ同様微 量ヲ證 明スル

モ白血球上皮進入 減ゼ ルタメ從 ツテ脂 肪 ノ總量 ハ第
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4日 ニ比 シ稍 著 シ ク減 少 ス.「 グ リ コゲ ー ン」 モ少 量

ナ リ.

第5日 要旨-(1)上 皮ハ多層 圓柱 上皮肥大著 シク

固 有ナル3種 ノ配列型 ヲ示 ス. (2)腟 腔 稍廣濶皺襞

甚高 度.基 底 層1層 乳嘴 ヲ認 メズ. (3)白 血球 ハ急

速 ニ減少 スルモ空胞 ハ多數,「 ミトーゼ」ヲ發 現セズ.

 (4)脂 肪 及 ビ「グ リコゲ ーン」ヲ減 ズ.

交尾間期第6日

第4-5日 ト同 ジク多層圓柱 上皮 ノ状 ヲナ シ3-5

層 時 トシテ8-25層 ニモ配列 シ50-92μ 又ハ132-

364μ トナル.多 クハ定型的多層 圓柱上皮 ニシテ絨毛

状及 ビ圓 錐状 ヲナスハ少數 ナ リ.上 皮 ノ肥 大ハ第5

日ニ比 シ著 シク輕度 ナル モ尚ホ粘液細胞 ノ状 ヲナシ

又 ハ粘液 ヲ失 ヒテ固有 ノ圓柱上皮 ノ像 ヲ呈 セル者ア

リ.粘 液細胞 ノ状 ヲナセル者ハ其 ノ形態第5日 ニ於

テ叙述 セシ ト同 様ナ リ.

特異 ナルハ 第4-5日 ニ稍 減少セ ル白 血 球 ガ第6

日ニハ夥 シク多數進襲 シ來 リ上皮 ハ次第 ニ著 明ナル

變 性ヲ惹起 シ來 ルコ トナ リ.核 及 ビ原形 質共 ニ難染

性 トナ リ汚穢 ニ着色細胞 ノ境 界ハ稍 不明ニ シテ間隙

ヲ認 メ空胞 形成著 シク上皮ハ盛 ニ剥脱 ス.

基底層ハ1層,固 有層 ハ緻密 俘腫輕度充血少 シク

増加 ス.白 血球 ハ「エ オジ ン」白血球 ヲ多數發現 ス.

脂 肪ハ再 ビ増加上 皮遊 離縁 ニハ少 量ヲ認 メ且白 血球

ハ増加 ニ伴ヒ テ上皮 及 ビ固有層 ニモ中等量 ノ脂 肪 ヲ

有 ス「グ リコゲー ン」ハ極 メテ微細 ナル顆粒 ヲ少量 ニ

認 ム.

第6日 要旨-(1)上 皮 ハ多 層圓柱上皮.粘 液細胞

シ化肥 大著 シキ者 卜既 ニ粘 液 ヲ排泄 シテ縮 小セ ル者

トヲ認 ム. (2)白 血球進入再 ビ著 シク増加 シ同 時 ニ

上皮 ニ高度 ノ變 性 ヲ惹起 ス.空 胞形 成著明 ナ リ. (3)

脂 肪 ハ稍増 加「グ リコゲ ー ン」ハ大 差 ナシ. (4)固 有

層ハ浮腫 輕度充 血稍増加「エオ ジン」白血球 ヲ多數發

現 ス.

交尾 間期第4-6日 總括

此期 ニ於 ケル上皮増殖 ハ全ク交尾間期第3日 ヨリ成熟期 ニ達 シタル黄體 ノ生物學的機能ニ〓

スベキ者ニシテ交尾間期初期 ニ於 テ變性剥脱 ヲ續行セル腟上皮ハ俄然急速 ニ多層圓柱上皮 トナ

リ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 シ著 シキ肥大ヲ示 ス,基 底層 ハ1層 時 ニ缺如 セル者 アリ乳嘴ヲ形成 セズ.

粘膜固有層 ニハ何等著變ナシ.

第6日 ニ於テハ一時減少 セル白血球進入ハ再 ビ旺盛 トナリ之 ト共 ニ上皮ハ一部粘液ヲ排泄 シ

テ縮小セル者 ヲ認 メ軈テ上皮 ニ著 シキ變性 ト破壤 ヲ發現 シ盛 ニ剥脱 ス.

交尾間期 第7日.

多層 圓柱上 皮ハ殆 ド剥 脱セ ラ レ上皮ハ概 ネ單層 圓

柱上皮13-20μ ニシテ肥 大ヲ認 メズ一 部2-3層 圓

柱上皮 ノ像 ヲ呈 セル者 アリ.上 皮 ハ強ク變 性徴 ヲ現

シ一般 ニ難染性汚穢 ニ着色 シ核 ハ稍大 ニ シテ中央 又

ハ基 底 ニ位 シ多 クハ 「クロマ トリーゼ」及 ビ 「ビク

ノーゼ」ヲナ シ空胞 ヲ形成 シ,原形質 ハ粗 大網 工 ヲナ

シ小 空胞 ヲ形成 シ白血球進入甚多數 ナ リ.基 底層ハ

1-8層7-66μ 核 ハ橢圓又 ハ圓形「ク ロマチ ン」微 細

且多量 白血球多 數,空 胞 ヲ作ル.固 有層 ハ稍鬆疎 充

血 増加 シ「エ オジン」白 血球 急激 ニ増 加ス.脂 肪ハ第

6日 同様.「 グ リコゲ ーン」モ稍 多量出現 ス.

第7日 要 旨-(1)上 皮 ハ殆 ド單 層圓柱上 皮 ニシテ

胞大 ヲ認 メズ白血球多 數進入變 性著明 ナ リ. (2)基

底層 ハ多層化 ヲナ シ一部乳嘴 ヲ形 成 シ白 血球多 數進

入空胞 ヲ形成 ス. (3)固 有層 ハ充 血稍著 シク浮 腫中

等 白血球多 數 ナ リ. (4)脂 肪 ハ大差 ナ ク 「グ リコゲ

ー ン」ハ少 シク増 量ス.

交 尾間期第8日

腟腔 ハ狹 ク皺襞輕度 ナ リ上皮 ハ殆 ド總テ單層 圓柱
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上皮20-33μ,核 ハ稍大 ニ シテ基底 ニ位 シ稍不規 則

ナル圓形,橢 圓形又 ハ横桿状 ヲナ ン 「ヘマ トキ シ リ

ン」ニ濃染 「ク ロマチ ン」ニ乏 シ原形質ハ稍 細小 ナル

網工 ヲナス.要 スルハ第8日 ハ殆 ド變 性徴 ヲ認 メズ

白血球進入少數 ナ リ.基 底層 ハ2-5層40-99μ 稍

多數 ノ室胞 ヲ形成 シ白血球進入著 シ.腟 下端 ハ空胞

及ビ白血球少數 チルガ上 方ニ赴 クニ從 ヒ稍 多數出現

ス.固 有層 ハ第7日 ニ比 シ浮腫 輕度 充血及 ビ白 血球

ヲ減 ズ.脂 肪ハ僅 ニ減 ジ 「グ リコゲ ーン」 ハ少量 ナ

リ.

第8日 要 旨-(1)上 皮 ヲ殆 ド總テ單層圓柱上皮 ニ

シテ肥大 ヲ認 メズ且變性 ハ殆 ドナ シ.白 血球進入 ハ

少數ナ リ. (2)基 底層ハ多層. (3)固 有層 ハ浮腫.

充血及 ビ白血球 共 ニ減 少 ス. (4)脂 肪僅 ニ減 ジ 「グ

リコゲー ン」微量 ナ リ.

交尾間 期第9日

腟腔 ハ狹隘皺襞輕度,上 皮 ハ殆 ド單 層 圓柱 上 皮

26-36μ 核ハ胞體 ニ比 シ稍 大ニ シテ基底又ハ 中央 ニ

位 シ「ク ロマ チ ン」乏 シク原形質 ハ微細 網工 ヲナ シ白

血球 浸潤再 ビ増加 ス.基 底層 ハ1-4層33-42μ 白

血球 ハ多 數進入 シ空胞 ヲ形 成ス固有層 ハ浮腫少 シク

増加充 血及 ビ白血球浸潤再 ビ稍増 加ス.脂 肪 ハ上皮

ニハ微 量白血球 ニハ中等量,「 グ リコゲ ー ン」稍 増加

ス.

第9日 要旨-(1)上 皮 ハ殆 ド總 テ單層圓柱 上皮,

白血球 進入再 ビ増加 ス.變 性 ヲ認 ム. (2)基 底層1-

4層 多 數白血球 及 ビ空胞 ヲ有 ス. (3)固 有層 ハ浮 腫.

充血及 ビ白血球 ハ再 ビ増強 ス. (4)脂 肪 ハ大 差 ヲ見

ズ「グ リコゲー ン」稍増加 ス.

交尾間期第7-9日 ノ總括

黄體 ハ妊卵着床 ニ關係 ナキ部位ニ於テハ其 ノ生物學的作用輕微ニシテ且一時性 ナリ.腟 粘膜

頁上皮モ交尾間期第3-6日 ニ亙 リ上皮ノ増殖ヲ惹 起シタルモ間期第7-9日 ニ於テハ著 シキ變性

ヲ見,多 層圓柱上皮ハ殆 ド剥脱 シテ單暦圓柱上皮 トナ リ肥大ヲ認メズ一般ニ難染性汚穢 ニ着色

シ核 ハ中央又ハ基底 ニ位 シ多 クハ「ピクノーゼ」又ハ「クロマ トリーゼ」ヲ呈 シ空胞 ヲ有 シ原形質

ニモ小室胞ヲ形成 シ白血球進 入甚多數 ナリ.

交尾間期 第10日

腟腔及 ビ皺襞 ハ大差 ナ シ.特異 ナルハ第10日 ヨ リ

土皮ハ再 ビ増殖 ヲ開始 セ ルコ トナ リ.上皮 ハ2-5層

ノ多 層 圓柱上皮 ニ シテ時 トシテ10層 ニモ達 セル コ

トア リ(52-104μ).然 レドモ腟 ノ上部 ニ於テ ハ依然

1-2層 ニ止ル.上 皮 ハ肥大セズ圓柱形,花 瓣状又 ハ

不規則ナル圓形及 ビ多稜形 ヲナシ核ハ基底 ニ位セル

者多 タ一部 ハ中央 ニ位 シ橢圓形又 ハ圓形 ヲナ シ時 ニ

半月状,「 コ ンマ」 状又ハ星芒状 ヲナス.「 クロマチ

ン」中等 量 「ミトーゼ」 ヲ發現 スルモ未 ダ少 數ナ リ

原形質ハ稍 粗ナル網 工 ヲナシ白血球進 入ハ第9日 ト

大差 ナク大空胞 ヲ多數形 數 シ大量 ノ白血球 ヲ包藏 ス

結締織繊維 ハ毛細管 ヲ伴 ヒテ上皮 ニ進 入 ス.上 皮 ハ

一部 ニ於 テ粘 液細 胞 ニ變化 ス基 底層 ハ再 ビ1層 トナ

リ乳嘴 ヲ認 メズ,固 有層 ハ緻密 ニシテ浮腫 輕度充 血

稍著 シク小毛 細管ハ上皮 ニ進入 ス多數 白血球 ヲ認 メ

「エオ ジン」 白血球 ト中性 白血球 トノ比 ハ1:3ナ リ

脂 肪ハ稍増量 シ上皮遊 離縁及 ビ基底 ニ多 數 ノ小顆 粒

ヲ有 シ白血球 ニモ證 明 シ固有層ハ 中等 量出現 ス 「グ

リコゲ ーン」ハ第9日 ト大差ナ シ.

第10日 要旨-(1)上 皮ハ再 ビ増殖 ヲ開始 シ2-5

層多層圓柱上皮 ノ状 ヲ呈 シ變性 ヲメズ,少 數 ノ 「ミ

トーゼ」ヲ證明 ス.上 皮胞 大ヲ見 ズ. (2)腟 ノ上部 ハ

尚ホ1-2層 ナ リ. (3)白 血球 上皮 進入及 ビ空胞多

數 ナ リ. (4)基 底 層 ハ1層 ナ リ. (5)固 有層 ノ充血

稍 著 シク白血球多 數俘腫乏 シ. (6)脂 肪及 ビ 「グ リ
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コ ゲ ー ン〓ハ共 ニ稍 増 量 ス.

交尾間期 第11日

第10日 ト其 ノ所 見略 ボ同様 ナ リ.上 皮ハ2-7層

ノ多 層圓柱上 皮32-78μ ニ シテ腟 ノ上部ハ尚 ホ1層

ニ止 ル者多 シ.核 ハ胞 體ニ比 シ稍 大ニ シテ橢圓又 ハ

多 稜形 ヲナシ時 ニ1側 ニ壓排 セ ラ レ不規 則ナル形状

ヲナ シ「クロマチ ン」乏 シク 「ミトーゼ」ヲ認 メズ,

原形質ハ稍粗大 ナル網工 ヲナス白血球上皮進入ハ更

ニ増強 シ空胞 モ亦多數 ナ リ.基 底層 ハ1層4-7μ 固

有層ハ少 シク鬆疎充 血稍 減ズ,白 血球ハ多數發現 ス.

脂 肪ハ上皮 ニ乏 シケ レドモ白血球 ニハ比較的多量 ヲ

認 ム「グ リコゲー ン」ハ微 量ナ リ.

第11日 要旨-(1)上 皮 ハ總 テ2-7層 ノ多數圓柱

上 皮ナル モ腟 ノ上 部ハ尚 ホ單 層ナ リ,白 血球進入及

ビ空胞形成 ハ著明 ナ リ. (2)基 底層ハ1層. (3)固

有 層ハ少 シク鬆疎充血輕度 白血球 甚多數 ナ リ. (4)

脂 肪ハ白血球 ニ稍多量「グ リコゲー ン」ハ微量 ナ リ.

交尾間期第12日

腟腔 ハ第11日 ニ比 シ稍 廣 ク皺襞 モ著明ナ リ,上皮

ハ總テ3-10層 ノ多層 圓柱 上皮39-132μ ナ リ.粘

液細胞 トナ リ上層 ノ細胞 ハ圓柱形,花 瓣状又 ハ骰子

形 ヲナ シ,下 層 ノ細胞 ハ稍 著 シク肥 大 シ多稜形又ハ

梨子状形核ハ胞體 ニ比 シ大,ノ 不規 則ナル多稜形又

ハ長橢圓形 「クロマチ ン」 中等量原形質 ハ粗網又ハ

微細顆粒状 ヲナ ス.白 血球 ハ多數進入 且屡々大空胞

ヲ作 リ空胞 ニハ多 數白血球 ヲ包藏 ス.基 底層ハ1層

7-17μ,固 有層 ハ浮腫及 ビ充血 ハ第11日 ト同様ナ

ルガ白血球著 シク多数主 トシテ「エオ ジン」白血球 ヲ

發現 ス.脂 肪ハ上皮 ニハ微量 ナルモ白血球 進入多 數

ナルタメ脂 肪總量ハ著 シク増量 シ固有層 モ亦多 量 ヲ

認 ム「グ リコゲー ン」ハ微量 ナ リ.

第12日 要 旨-(1)上 皮ハ 殆 ド總 テ3-10層 ノ多

層圓柱上 皮ニ シテ只腟 ノ上部ハ尚 ホ單層 ナ リ. (2)

白血球上皮進 入及 ビ空 胞 形 成ハ第11日 ニ比 シ更 ニ

高度ナ リ. (3)基 底 層ハ1層 ナ リ. (4)固 有層 ハ浮

腫及 ビ充 血輕度 白血球 ハ第11日 ニ比 シ 尚 ホ増加 ス.

(5)脂 肪 モ増加「グ リコゲ ーン」ハ微 量ナ リ.

交 尾間期 第13日

腟 腔及 ビ皺襞 ハ大差 ナシ上皮 ハ3-10層 稍厚 徑 ヲ

増 シ52-221μ トナ リ最上層 バ一 部骰子形 又ハ圓柱

形 下層ハ其 ノ大 サ ヲ増 シ不現 則ナル多稜形 又ハ梨子

状 ヲナ シ,核 ハ前日 ニ比 シ稍 小ナ レ ドモ正 シキ圓形

又 ハ橢圓形 ヲナス然 レ ドモ少數ハ 不正形 ヲナ シ 「ク

ロマチ ン」 ニ乏 シク中央又 ハ基底 ニ位 シ原形質 ハ稍

粗 ナル網 工 ヲ作 リ 白血球及 ビ空胞 ハ 第12日 ノ如 ク

多 數發現 ス.基底層 ハ1-2層 固有層 ハ稍 鬆疎充 血乏

シク白血球 ハ更 ニ増加 ス.脂 肪 ハ第12日 同様 多量

「グ リコゲー ン」ハ甚少數 ナ リ.

第13日 要 旨-(1)上 皮 ハ 全 部3-10層 ノ多層 圓

柱 上皮 ニ シテ白血球 及 ビ空胞 ハ第12日 同 様 多 數 ナ

リ. (2)基 底層 ハ1-2層. (3)固 有層 ハ鬆疎充 血ハ

乏 シキモ白血球 ハ更 ニ増 加 ス. (4)脂 肪及 ビ 「グ リ

コゲ ーン」ハ大差 ナ シ.

交 尾間期第14日

腟腔 及 ビ皺襞 ハ第13日 ト同 様 ナル ガ上 皮 ハ 總 テ

4-10層 ノ多 層圓柱上皮 ニシテ特異 ナルハ 著明 ニ粘

液細胞 ノ所 見 ヲ呈 シ第11-13日 ニ比 シ 上皮 ハ遙 ニ

肥 大 シ,固 有ノ圓柱形 ナ ラズ シテ寧 ロ豊 満 ナル多 稜

形 又ハ梨 子状形 ヲナシ核 ハ次第 ニ縮小 シ不規 則 ナル

形状 ヲナセ ル者多 ク新月状,「 コ ンマ」状又ハ星芒状

ヲナ シ基 底或 ハ中央 ニ位 シ「クロマチ ン」乏 シ.原 形

質ハ粗大 網工 ヲナ シ多量 ノ粘 液 ヲ證 明ス上皮 ハ全 ク

變性 徴 ヲ認 メズ.尚 ホ第11-13目 ハ 多數 ノ白血球 及

ビ空 胞 ヲ發 現 シタルモ 第14日 ニハ俄 ニ甚 シク減少

ス.基 底層 ハ1-2層 ナルガ一部既 ニ乳嘴 ヲ形成 ス.

第14日 ノ終末 ニ於 テ圓 柱 上 皮 ト基底層 トノ中間

ニ始 メテ1-2層 ハ扁 平上皮 ヲ發現 ス.是 レ交尾 前期

ニ達 セル ノ確徴ナ リ.

固有層 ノ浮 腫 及 ビ充 血 ノ状 ハ第13日 ト同様 ナル

ガ特 異ナル ハ著 シク白血球 ヲ減 ゼル コ トナ リ.脂 肪
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ハ 白 血 球 減 少 ニ 伴 ヒテ 甚 量 少 量 トナ リ 「グ リ コ ゲ ー

ン」 ヲ認 メズ.

第14日 要 旨-(1)上 皮 ハ總 テ3-10層 ノ多 層 圓

柱 上皮 ニシテ著 明 ニ粘 液細胞 ノ状 ヲナシ肥 大高度 ナ

リ.白 血球 上皮 進入 及 ビ空胞ハ著 ンク減 ズ. (2)基

底層 ハ1-2層 既 ニ乳嘴 ヲ形成 ス. (3)固 有層ハ鬆疎

充 血乏 シク特異ナルハ白 血球 ヲ急速 ニ減 ゼル コトナ

リ. (4)脂 肪減少「グ リコゲー ン」モ殆 ド發現 セズ.

(5)第14日 ノ終末 ニ於テ 扁 平上皮 ヲ發現 シ之 ヲ楔

機 トシテ交尾 前期 ニ移行 ス.

交尾間期第10-14日 ノ總括

臚胞機能 ノ影響ヲ蒙 リ上皮ハ再 ビ増殖ヲ開始ス.第10-12日 ハ腟 ノ上部ハ尚ホ單層 ナルモ其

ノ他 ハ部位ニ於テハ2-5, 2-7, 3-10層 ト次第 ニ増殖 シ多層圓柱 上皮 トナ リ未 ダ肥大 ヲ認 メ

ズ,白 血球空胞形成 ハ次第ハ増加 シ變性徴 ヲ認 メズ.第13日 以後ハ腟 ハ總テ3-10層 ノ多層圓

柱 上皮 トナル.第14日 ニハ上皮ハ始 メテ明カニ粘液細胞 ノ所見ヲ呈シ肥大甚著明ナ リ,且急速

ニ白血球及 ビ室胞 ヲ減ズ.尚 ホ卵巣 ニ於テハ此際Graaf氏 臚胞ハ略ボ成熟 ヲ完成ス.

Fig. b.

交尾前期初期 ニ於ケル腟粘膜 上皮 ノ配列 ヲ示 ス

I.固 有 ノ多層 圓柱 上皮　 II.絨 毛状配列　 III.圓 錘状又 ハ「ポ リープ」状配列

第2項　 交 尾 前 期

此期 ニハ腟及 ビ子宮固有部 ハ極 メテ短 時間内 ニ甚

著 明ナル週期性變 化 ヲ營ム者 ナル ガ故 ニ粘膜 ノ全部

ニ亙 リ同 時ニ同一變化 ヲ惹起 セズ シテ種 々複雜 ナル

所 見ヲ呈 スル コト稀有 ナラズ.余 ハ腟脂膏 ノ内容及

ビ組織 的所見 ニ基キ初期,中 期 及 ビ端 期 ノ3期 ニ別

チ觀 察 セ リ.

初 期-此 期 ニ於 ケル上皮 ノ配列 ハ次 ノ順序 ナ リ.

粘液細胞化 セ ル多層 圓柱 上皮 十多層 扁平上皮十

基底層

最上層 ヲ占 ムル圓 柱 上 皮 ハ第14日 同様粘 液細 胞
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ニシテ肥 大著 明ナ リ.既 述 セル如 キ3種 ノ配列型 ヲ

同時 ニ發現 ス.第1型 ハ定型的 多層 圓柱 上皮 ニシテ

4-11層 ニ配列 シ,第2型 ハ前期 初期 ニ於テ最屡 々

發現 スル者 ニシテ下 位ナル扁 平上皮 ヨ リ圓柱 上皮 ニ

進入 セル中隔 ヲ中心 トシテ其 ノ兩側 ニ4-11箇 ハ上

皮 ガ1列 ニ配列 シ絨毛状 ヲナ シテ腟腔 ニ突出 セル者

ナ リ,第3型 ハ比較的 稀ニ シテ7-13箇 或 ハ夫 レ以

上 ハ上皮 細胞 ガ1群 トナ リ其 ノ外 觀恰モ圓錐状 又ハ

乳頭 状 ヲナセル者 ナ リ.

之等上皮 ハ下層 ニ至 ルニ從ヒ其 ノ大サ ヲ増 シ不規

則 ナル圓形,紡 錘形,多 稜 形又ハ梨子状形 ヲナ シ,

原形質 ハ甚豊富 ニ シテ粗大網 工ヲナ シ核 ハ胞 體 ニ比

シ稍 々小,最 初 ニハ大半 ハ正常 ナル橢 圓形又ハ圓形

ヲナシ「クロマチ ン」中等量 ニシテ中央ヌ ハ少 シク邊

縁 ニ位 ス.少 時 ニシテ核ハ次第 ニ小 トナ リ1側 ニ壓

排 セラ レ「コンマ」状,星 芒状 及 ビ新月状 ヲナ シ原形

質 モ稍 汚穢 ニ着色 シ多量 ハ小 空胞 ヲ形 成 シ白血球 ハ

全 ク上皮 ニ進入 セズ.扁 平上皮 ハ最初ハ1-2層 ナ

ルガ速 ニ2-4,更 ニ4-11層13-130μ トナル.且

圓柱上皮 ニ多 數 ノ中隔 ヲ送 リ略ボ直角 ニ進入 シ僅 ニ

1-2箇 ハ分枝 ヲナ ス.扁 平 上皮 ノ核 ハ橢圓形,圓 形

及 ビ紡錘形 ヲナシ中等 量 ノ微細「ク ロマチ ン」ヲ認 メ

「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ見ズ.角 化 ハ未 ダ發現 セズ.

基 底層 ハ1-4層 色素 ニ濃染核ハ胞體 ニ比 シ稍大.多

數「クロマチ ン」ヲ有 シ概ネ中央 ニ位 ス「ミトーゼ」ヲ

認 メズ毛細管 ハ結締織繊維 ト共 ニ上皮 ニ進入 ス.少

時 ニ シテ中隔 ハ急激 ニ増 加 シ盛 ニ迂曲分岐 ヲ營 ミ時

エ著 シク延長 ス.同 時ニ圓柱上皮 モ亦旺盛 ナル増殖

ヲナシ遂 ニ腟腔 ハ上皮 ヲ以テ満 サル ニ至 ル.尚 ホ初

期 ニハ腟 内容 ニ少數 白血球 及 ビ中等量 ノ粘液 ヲ認 メ

更 ニ中等量 ノ赤 血球 ヲ發現 ス.固 有層 ハ稍鬆疎 充血

輕度白 血球 ハ甚少量「ミトーゼ」ハ少數 ナ リ.

中期-上 皮 ノ配列 ハ次 ノ順 序 ナ リ,

變性圓柱上皮十角化層十多層扁平上皮十基底

層.

最上 位ニアル圓柱 上皮ハ次 第 ニ變 性 シ核 ハ極極 メ

テ小1側 ニ壓排 せ ラレ點 状,線 状,新 月状又 ハ星 芒

状 ヲナ シ難染性 多數 ノ「ビク ノーゼ」ヲ認 メ無核 細胞

モ次第 ニ増 加 ス.原 形 質ハ萎縮 シ周 圍細 胞 トノ間 ニ

間隙 ヲ生 ジ難染性汚穢 ニ着 色多數小空胞 ヲ形成 ス.

扁 平上皮 ヨ リ進入 セル中隔 ハ扁 平上皮層 ニ先 チテ

角化 ス.

中期 ニ特有 ナ ルハ角 化層 發現 ナ リ.

即チ扁平上皮 ハ最 上 層1-2層 ニ角 化 ヲ開 始 シ速

ニ進行5-10層 ニ達 ス. Jaffeハ 海〓 ハ角 化現象ハ

「ラツテ」及 ビ「マウ ス」ノ如 ク著明 ナラズ ト唱 フ レ ド

モ余ハ常 ニ著 シク角化 ヲ認 メ タリ.

扁 平上皮 モ急速 ニ増 殖 シ9-10層 又ハ夫 レ以 上ニ

及 ブ 「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ見 ズ.基 底層2-4層

ニテ多 數乳嘴 ヲ形成 ス.細 胞 ハ稍肥 大 ヲ認 メ核 ハ圓

形又 ハ橢圓形「クロマチ ン」多量屡 々「ミトーゼ」ヲ發

現 シ毛 細管及 ビ結締織 繊維 ハ上皮 ニ進 入 ス.固 有層

ハ稍 緻密 トナ リ充血増 加白血球少數「ミトーゼ」ヲ見

ズ.

終 期-上 皮 ノ配列ハ 次 ノ順序 ナ リ.

變 性高度 ナル圓柱 上皮 十角化層 十多層扁平上皮

十基底層.

圓桂 上皮 ノ變性 ハ甚 強度 ニシテ中隔ハ俄 ニ減 少 シ

分 岐及 ビ延長 モ輕 度ナ リ.上 皮ハ整 然 タル配列 ヲナ

セル者ナ ク其 ハ境界 不明 トナ リ瀰蔓 性汚穢 ナル着 色

ヲナ シ或ハ極度 ハ變 性 ヲナシ盛 ニ剥 脱セ ラ レ僅 ニ一

部ハ中隔 上ニ殘 骸 ヲ止 ム.

角 化 ハ 愈 々進 行 シ14-20層85μ ニ達 ス 角 化 層 ハ

「へ マ トキ シ リンー エ オ ジ ン」ニ ヨ リ赤 色 ニ,　Mallory

氏 原 法 ニ ヨ リ琥 珀 色 ニ, Pasini氏 法 ニ ヨ リ美 シキ 桃

色 ニ染 色 ス.甚 稀 ニ角 化 層 ニ 白 血球 ヲ認 ム.

扁平 上皮 ハ5-11層 核ハ 圓形又 ハ橢圓形 「ミトー

ゼ」 ハ少數 ナ リ.基 底 層 ハ次 第 ニ増殖 シ多 數乳嘴 ヲ

形 成 シ「ミ トーゼ」ヲ證 明 シ毛細 管 進入 ヲ認ム.固 有

層 ハ次第 ニ緻密 トナ リ充 血増 加 ス白 血球 ハ甚少數主
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ニ「エオ ジン」白血球 ナリ「ミトーゼ」稀 ナ リ.

脂肪ハ初 期甚微量.中 期及 ビ終期 ハ變性圓柱 上皮

ニ比較 的多量 ノ小及 ビ中顆 粒 ヲ發現 ス.角 化層 ニハ

少 量 ノ微細顆粒 ヲ認 メ其 ノ他 ノ部位 ニハ證明 セズ.

「グ リコゲー ン」ハ圓柱 上皮 ニハ比較的大 量 ハ微細 顆

粒 ヲ有ス其 ノ他 ニハ發現 セズ.

交尾前期要旨

初期-(1)最 上層 ハ4-11層 ノ圓柱上皮ニシテ粘液細胞化ヲナ シ肥大著 シク白血球ハ全ク發

現 セズ. (2)特 異ナルハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ扁平上皮 ヲ發現 シ最初ハ1-2層 ナル ガ

2-4層 更ニ4-11層 トナル. (3)扁 平上皮ヨリ圓柱上皮ニ中隔 ヲ送 リ盛 ニ増殖分岐延長ヲナス.

之 ト共 ニ圓柱上皮ハ旺盛ナル増殖 ヲ營 ミ腟腔ハ全ク上皮 ヲ以テ充満 ス. (4)固 有層 ハ稍鬆疎 ニ

シテ充血乏 シ. (5)脂 肪 ヲ認 メザルモ「グリコグーン」ハ圓柱 上皮ニ比較的屡 々發現ス.

中期-(1)最 上層ナル圓柱上皮ニ變性 ヲ認 ム. (2)扁 平上皮ノ上層 ニ角化 ヲ發現 シ急速ニ増

進 ス.　(3)扁 平上皮モ亦増殖 ス. (4)基 底層 ハ2-4層 ニシテ乳嘴ヲ形成 シ屡々 「ミトーゼ」ヲ

發現 ス. (5)固 有層 ハ少 シク緻密充血増加. (6)脂 肪ハ圓柱上皮内ニ急激ニ増加,「グ リコグー

ン」モ多量ナ リ.

終 期-(1)圓 柱 上 皮 ノ變 性 極 度. (2)角 化 盆 々著 明 トナ リ14-20層 ニ達 ス. (3)扁 平上 皮 ハ

「ミ トー ゼ」ヲ發現 ス. (4)基 底 層 ハ次 第 ニ増 殖 乳 嘴 ハ増 加 ス. (5)固 有層 ハ浮 腫 輕 度 充 血増 強

ス.「 エオ ジ ン」白 血球 少 シク發 現. (6)脂 肪 及 ビ「グ リコグ ー ン」ハ多 量 ナ リ.

第3項　 交 尾 期

交尾前期終期 ニ於 テ極度 ノ變 性 ヲ現 シタル圓柱上

皮ハ交 尾期 ニハ殆 ド總 テ剥脱 シ下層 ナル角 化層 ヲ露

出 ス.然 レ共尚 ボ一部 ニハ強度 ニ變 性セル圓柱 上皮

ノ殘骸 ヲ止 ム.角 化 層ハ13-23μ ヨ リ52-65μ ト

ナ リ全 ク白血 球 ヲ發 現セ ズ.下 位ナル扁 平 上 皮ハ

8-17層39-148μ 上層 ハ固有 ノ扁 平 上 皮 ニシテ核

ハ壓平 セル紡錘形又ハ 「エ ン ドテール」様 ヲナ シ「ク

ロマチ ン」ニ富 ム.下層 ニ赴 クニ從 ヒ其 ノ大 サ ヲ増 シ

横橢圓形又ハ多稜形 ヲナシ核 モ略ボ同型 ヲナ シ 「ク

ロマチ ン」 中等核 小體 ヲ認 メ原形質 ハ無構造白 血球

ヲ發現 セズ稀 ニ角 化層 トノ境界 ニ中性白血球集 團ス

基底層ハ1-2層 ノマ短 圓 柱 上 皮核 ハ胞 體 ノ大部分 ヲ

占 メ橢圓形 ヲナ シ屡 々「ミトーゼ」ヲ認 メ,乳 嘴 形成

多數 ナ リ.固 有層 ハ充 血稍 著 シク「エ オジ ン」自血球

ヲ増 シ浮腫 ハ輕度 ナ リ.

脂 肪及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ圓柱 上皮 ノ殘留 セ ル時

ノ ミ稍 多量證明 ス.

交尾期要旨-(1)前 期終期 ニ極度ノ變性ヲナシタル圓柱 上皮ハ此期ニ於 テハ殆 ド總 テ剥脱 シ

角化層ヲ露出ス. (2)角 化層 ノ下位ナル扁 平上皮8-17層 白血球ハ全 ク發現セズ. (3)基 底層

ハ1-2層 「ミトーゼ」ヲ發現 シ乳嘴多數 ナリ. (4)固 有層 ハ充血稍著 シク「エオ ジン」白血球稍

増加浮腫輕度.(5)脂 肪及 ビ「グ リコグーン」ハ圓柱 上皮 ノ殘存 セル トキハ多量ニ發現ス.

交尾前期及 ビ交尾期 ノ總括

交尾前期ニハGraaf氏 臚胞ハ殆 ド成熟 シ更 ニ交尾期 ニバー層發育増大 シ全 ク成熟ヲ完成 シ其

ノ旺盛ナル生物學的機能 ニヨリ腟粘膜ハ顯著ナル上皮増殖 ヲナス.即 チ交尾前期初期ニハ圓柱
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上皮ハ著明ニ増殖 シ特 異ナルハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ扁平上皮ヲ發現 ス.前 期中期ニハ

圓柱上皮ハ變性 シ同時 ニ扁平上皮 ノ上層 ニ角化ヲ發生ス.其 ノ後 角化 バ一層進行 シGraaf氏 臚

胞 ノ全ク成熟 セル交尾期ニハ總 テ角化層 ヲ露出 ス.

第4項　 交 尾 後 期

初期,中 期及 ビ終期 ニ分 チ述 ブベ シ.

初期-上 皮配列 ヲ示 セ バ次 ノ順序 ナ リ.

6-17層 多層 扁平上皮 十2-3層 基底層

上皮 ハ6-17層 ノ多 層扁平上皮 ノミヨ リナ リ交尾

前期 及ビ交 尾期 ニ比 シ著 シク厚徑 ヲ減ズ.上 層1-2

層 ハ固有 ノ扁 平上皮 ノ状 ヲナ シ核 ハ中央 ニ位 シ小桿

状,新 月状及 ビ「エ ントデール」様 ヲナ シ又 ハ壓平 セ

ラ レタル紡錘状等 ヲ呈 ス.下 層 ノ細胞ハ橢圓形,不

規則 ナル多稜形又ハ紡錘状 ヲナ シ核 ハ主 トシテ 中央

ニ位 シ稍大,橢 圓形,圓 形又 ハ紡錘状 ヲナ シ多量 ノ

「クロマチ ン」ヲ有 ス.原 形 質豊富「エ オジ ン」好染 無

構造ナ リ.初 於 ニ於 テ モ既 ニ上皮バ 一部變 性ヲ現 シ

「ビク ノーゼ」又「クロマ トリーゼ」ヲナ シ原形質 ハ強

ク「エオジ ン」濃染胞 體ハ萎縮 シ周圍細胞 トノ間 ニ間

隙 ヲ形成 ス.

特 異ナル ハ白血球 ハ全 ク後現 セザ ルコ トナ リ.

基底層 ハ發育 極 メテ著明2-3層 ヨリ5-6層 トナ

リ核 ハ「クロマチ ン」豊富原形質 ニ乏 シク「ミトーゼ」

ヲ屡 々發現 ス.乳 嘴 ヲ多數證明 ス.乳 嘴 ハ多 クハ1

箇 ノ鈍端 ニ終 リテ 棍 棒 状 ヲナ シ又 ハ2-3箇 ニ分岐

シ其 ノ末端ハ同 ジク鈍 端ニ終 レル者.又 ハ其 ノ末端

多少鋭利 トナ リ紡錘状 ヲ呈 セル者其 ノ他乳嘴状及 ビ

「ボ リーブ」状等種 々 ノ形状 ヲナ シ主 トシテ基底 細胞

ヨリ形成 セラ レ約150-200μ 固有層 ニ進入 ス.固 有

層 ハ浮腫 及ビ充血輕度 白血球 少數 ナ リ.腟 内容 中 ニ

ハ多量 ノ角化上皮 又ハ角化層 ヲ證明 ス.如 斯角化層

ノ剥脱 ハ交尾期 ヨ リ開 始セ ラ レ交尾後期 初期 ニ於テ

完 成セ ラルナ リ.

尚ホ注意ス ベキハ腟 下端 ハ屡 々不規則 ナル像 ヲ呈

スル コ トア リ.即 チ交尾 後期初期 ニ於 テモ屡 々尚 ホ

交 尾前 期 ノ像 ヲ發現 ス.故 ニ腟 脂膏檢 査ニ當 リテ ハ

可及的「ピペ ッ ト」ヲ深 ク挿 入 シテ檢 セレザバ往 々其

ノ判斷 ヲ誤 ルコ トア リ.且 腟 粘膜 ニ於テ モ廣 ク各 部

位ニ亙 リテ組織的 ニ檢 セザ レバ 不測 ノ誤謬 ニ陷 ル コ

トア リ.

中期-上 皮 ノ配列 ハ次 ノ順序 ナ リ.

5-13層 扁平上 皮十1-3層 基底層

此期 ニ於 テハ上皮變 性 ハ比 較的著明 トナ リ難 染性

核 ハ小 ニ シテ「ビクノーゼ」及 ビ「クロマ トリーゼ」ヲ

認ム.特 異 ナルハ娥然白 血球 ハ群 ヲナシテ多 數上皮

ニ侵襲 スル コ トナ リ.殊 ニ表 層 ニ群集 シ1箇 ノ細 胞

中10餘 箇進 入セ ル者 稀ナ ラズ 主 トシテ 中性白血球

ナ リ.基 底層 ハ1-3層17-59μ 多數乳嘴 ヲ形成 シ

「ミトーゼ」ヲ屡 々發 現ス,固 有層 ハ浮腫 輕度充 血最

著 シ白血球 ハ主 トシテ「エ オジ ン」自血球 ナ リ.

終 期-上 皮ハ次 ノ順序 ニ配列 ス.

1-5層 扁 平上皮 十1-2層 基底層

上皮 ノ變性愈 々高 度 ニシテ盛 ニ剥 脱セ ラ レ乳頭 部

ハ僅 ニ1-2層,乳 頭 間部ハ2-5層10-39μ トナ ル.

核 ハ小桿状又 ハ紡錘状 ヲナ シ「ク ロマチ ン」ニ乏 シク

「ピク ノーゼ」ヲ呈 シ原形質ハ「エ オジ ン」濃染胞 體著

シク萎縮 ス.白 血球上皮進入 ハ尚 ホ極 メテ多 量 ナ リ.

基底層 ハ多 クハ1-2層 稀 ニ4-5層17-23μ ヲ有 シ

乳嘴形成 ハ急速 ニ減少 ス屡 々「ミトーゼ」ヲ認 ム.固

有層 ハ輕 度 ノ浮腫 ヲ有 シ充 血稍 輕度 白血球 少 シク増

加 ス.脂 肪ハ初期 ハ殆 ド發現 セズ中及 ビ終期 ニ於テ

白 血球進入 ト共 ニ中等量 ヲ出 現ス.「 グ リコゲー ン」

ハ初 期 ハ發現 セズ中期 ハ白 血球進 入 ト共 ニ其胞 體内

ニ稍 多量 ノ小顆粒 ヲ認 メ終期 ニハ急速 ニ増加 シ殊 ニ

扁平上 皮 ノ上層 最多 數ニ出現 シ全週期中最多量 ナ リ.
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交尾後期要旨

初期-(1)交 尾期ニ開始 セル角化層 ノ剥脱 ハ後明初期ニ於テ完成 シ全 ク扁平上皮ヲ露出ス.

白血球ハ全ク發現 セズ. (2)基 底層ハ發育著 シク乳嘴最著明 ナリ. (3)固 有層ノト浮腫及 ビ充血

輕度白血球少數 ナリ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコグーン」ハ殆 ド證明 セズ.

中期-(1)扁 平上皮 ハ變性著 シク特異ナルハ多數白血球 ノ進入ヲ認 メ遂ニ上皮ヲ貫 キテ腟腔

ニ達 ス. (2)基 底層 ニハ多數ノ乳嘴 ヲ形成 ス. (3)固 有層 ハ浮腫輕度充血甚著明「エオ ジン」白

血球多數 ナリ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ヲ増加ス.

終期-(1)上 皮ノ變性高度 ニシテ盛 ニ剥脱 シ菲薄 トナル白血球 ハ尚ホ多數 發現ス. (2)基 底

層ハ俄 ニ乳嘴 ヲ減 ズ. (3)固 有層ハ浮腫輕度充血少 シク減少白血球ハ寧ロ多數ナ リ. (4)脂 肪

ハ大差ナキモ「グリコゲー ン」ハ最多量ナ リ.

交尾後期ノ總括

卵巣ニテハ排卵直後 ハ臚胞 ハ總テ變性 ス,腟 ニ於テハ角化層 ハ悉ク剥脱 シ扁平上皮ヲ露出 シ,

軈テ上皮ニ變性 ヲ認 メ中期以後 ハ更 ニ變性ハ増進 シ白血球浸潤 モ一層顯著 トナル.

要之ニ交尾後期ニ於 テハ臚胞機能一時全ク衰滅 シ爲 ニ腟粘膜 ニ著明ナル退行變性 ヲ發現 スル

ナリ.

第5項　 本節ノ總括的觀察

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第4-5日-交 尾後期以來變性 ト破壊 卜ヲ續 行シタル腟 上皮 ハ俄然著 シキ上皮

増殖ヲナ シ最早變性 ヲ見ズ特異ナルハ多層圓柱上皮 トナ リ3-8層 ニ配列粘液細胞化シ肥大著

シキコトナリ.基 底層ハ1層 時 ニ缺如 シ乳嘴ヲ認 メズ.第6日 ニハ白血球多數進入シ上皮ハ再

ビ變性ヲ現 シ一部ハ粘液ヲ失 ヒテ胞體者 シク縮小セル者 アリ.

此期ニ於クル上皮増殖 ハ全ク黄體機能ニ〓スベキ者 ニシテ,黄 體ハ妊卵着床 卜關係 ナキ部位

ニ於テハ其ノ生物學的作用ハ輕微且一時性ニシテ腟 ニ於テモ單ニ上皮増殖 ヲ惹起セルノミニシ

テ粘膜固有層 ニハ著變ヲ認 メズ.第6日 以後 ハ最早黄體ハ腟 ニハ作用 セズ シテ上皮 ハ次第 ニ變

性著明 トナル.

(b)交 尾間期第6-9日

増殖 セル圓柱上皮 ハ殆 ド剥脱 シテ單層圓柱 ヒ皮 トナ リ著 シク變性 シ一般 ニ難染性核 ニハ 「ピ

クノーゼ」及 ビ「クロマ トリーゼ」竝ニ室胞 ヲ認 メ白血球進入甚著明ナリ.

(c)交 尾 間 期 第10-14日

上 皮 ハ第10-12日 ハ腟 ノ大 半 ニ於 テ2-5層 乃 至3-10層 トナ リ次 第 ニ増 殖 シ多 層 圓 柱 上 皮

トナ ル.サ レ ドモ 上 皮肥 大 ヲ認 メズ白 血 球 及 ビ空 胞 ハ次 第 ニ増 加 ス. 第13日 以後ハ腟 ハ全部3

-10層 ノ多層圓柱上皮 トナリ第14日 ニハ上皮ハ始 メテ明カニ粘液細胞 ノ所見ヲ呈 シ肥大甚著

明ナリ且急速ニ白血球及 ビ空胞 ヲ減 ズ.此 期 ニ於ケル上皮増殖ハ全 ク臚胞機能 ニ〓 スべキ者 ニ
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シテ臚胞ハ次第ニ成熟ス.

(2)交 尾前期及 ビ交尾期

交尾前期初期ハ圓柱 上皮ハ粘液細胞 トナ リ肥大著 シク最高度 ノ増殖 ヲナシ白血球 ハ全ク發現

セズ.特 異ナルハ圓柱 上皮 ト基底 層 トノ中間ニ始 メテ扁 平上皮ノ出現 スル コトニシテ最初ハ

1-2層 ナルガ速 ニ4-11層 トナリ且多數中隔 ヲ圓柱 上皮ニ送 入ス.中 期 ハ圓柱 ヒ皮ニ變性 ヲ認

メ且特異ナルハ扁 平上皮 ノ上層 ニ角化シ發現 シ急激 ニ増進ス.扁 平上皮モ亦著 シク増殖ス.終

期ハ圓柱 上皮 ノ變性極度 トナ リ角化ハ14-20層 ニ達 シ扁平上皮ハ5-11層 トナル.

交尾期-前 期終期ニ於テ極度 ノ變性 ヲナシタル圓柱 上皮ハ總テ剥脱 シ下層 ノ角化層 ヲ露出ス

扁平上皮ハ8-17層 白血球ハ全ク發現 セズ.

如斯Graaf氏 臚胞ノ成熟 ト共 ニ腟 上皮ノ著明ナル増殖 ヲ促 シ軈テ角化 層 ヲ發 生 シ最 上層ノ

圓柱上皮ハ遂 ニ極度ノ變性 ヲナシテ剥脱 シ茲 ニ角化層 ヲ發現ス.

(3)交 尾後期及 ビ交尾間期第1-3日

交尾期 ニ開始 セル角化層 ノ剥脱ハ交尾後期初期ニ於テ完成 シ全ク扁平上皮ヲ露出シ6-17層

ニ配列 シ著 シク厚徑 ヲ減ズ.既 ニ一部ニ變性 ヲ認 メ白血球 ハ未 ダ發現 セズ.

中期 ハ扁平上皮ハ5-13層 變性著明 トナリ多數白血球 ノ進入ヲ認ム.

終期ハ變性高度 ニシテ上皮ハ盛 ニ破壊剥脱 シ白血球 ノ進入著明ナリ.乳 嘴 ハ後期初期ニハ尚

ホ多數 ナルモ終期ニハ急速ニ減少 ス.

交尾間期第1-3日-交 尾後期ノ延長 ト目スべク上皮ノ變性甚高度多數 ノ白血球進入ス.乳頭

部ハ單層骰子形又ハ短圓柱 上皮ニシテ時 ニ1-2層 扁平上皮,乳 頭間部ハ2-5層 ノ多層扁平上

皮ナ リ,變 性極度ナルタメ細胞ノ境 界ハ不明ナ リ.

此期 ニ於ケル上皮ノ變性 ハ卵巣 ニ於テハ排卵後バ一時全ク臚胞ヲ發現セズ且其 ノ後 モ中及 ビ

小臚胞 ノミニシテGraaf氏 臚胞ヲ發生セザルタ メナ リ.

第3節　 子宮固有部ノ週期性變化

子宮固有部 ハ既述 セル如 ク子宮腟 部,子 宮頸部及

ビ子宮體部 ノ3部 ヨ リ成 ル.子 宮固有部 ハ恰 モ中隔

子 宮 ノ如 キ状 ヲナシ腟 部 ノミハ單 一ニ シテ頸部及 ビ

體 部ハ2ツ ノ管腔 ヲ有 ス.此 部位 ハ最著明 ニ且複雜

ナル週期性變化 ヲ營 ム部位 ナルニモ拘 ハ ラズ從來 先

進 學者 ニヨ リテ全 ク顧 ラ レザ リシモ ノナ リ.

(A)子 宮腟部ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

交尾 間期第1日

上皮 ハ乳頭部 ハ1-3層.乳 頭間部 ハ4-8層 ノ多

層扁平上 皮ヨ リナ リ變 性著明細胞 ノ境界 不明且細 胞

間 ノ連絡鬆疎 トナ リ間隙 ヲ形成 ス.一 般 ニ難染汚穢

ニ着色 シ核 ハ稍大 ニ シテ中央 ニ位 シ不規 則 ナル形 状

ヲナ シ「ビク ノーゼ」其 ノ他變性徴 ヲ發現 ス,原 形質

ハ無 構造ナ リ白 血球上 皮進入ハ腟 ニ比 ス レバ稍 少數

ナ リ.基底層 ハ1-4層 ニシテ多數乳嘴 ヲ形成 シ或 ハ
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垂直 ニ又ハ鋭 角 ヲナ シテ固有層 ニ130-260μ 進入 ス

乳嘴ハ種 々ノ形 状 ヲナ シ總 テ基底 細胞 ヨリ形 成セ ラ

レ且屡々變 性 ヲ認ム.固 有層 ハ稍鬆疎充 血乏 シク白

血球 少數ナ リ.脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ微 量ナ リ.

第1日 要 旨-(1)上 皮 ハ1-8層 多 層 扁 平上 皮 ニ

シテ變 性著 シク白血球 進入ハ腟 ニ比 シ稍少量 ナ リ.

 (2)基 底層 ハ1-4層 乳嘴多 數.變 性細 胞 ヲ介在 ス.

 (3)固 有層 ハ浮 腫輕 ク充血及 ビ白血球 モ著 明ナ ラズ.

 (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ微量 ナ リ.

交尾間期第2日

上皮ハ乳頭部 ハ1肩 骰子形又 ハ短 圓柱 上 皮 或 ハ

1-2層 扁 平上皮 ニ シテ乳頭 間部 ハ2-4層 時ニ5-6

層多層扁平上皮 ニ シテ核 ハ胞體 ニ比 シ大.橢 圓形,

多稜形及 ビ圓形 ニシテ總 テ不規則 ナル形 状 ヲナ シ,

「クロマチ ン」ニ乏 シク難染性屡 々「ビク ノーゼ」ヲ呈

ス,原 形質ハ無構造汚穢 ニ着色 シ細胞間 ノ連 絡ハ鬆

疎 トナ リ間隙 ヲ形成 ス白 血球比較 的少數 ナ リ.基 底

層 ハ1-3層 多 數 ノ變 性細 胞 ヲ認 メ乳嘴 ハ輕度 ナル

モ稍多數主 トシテ基底細胞 ヨ リナ ルモ一部上皮細胞

ヲ混 ジ白血球 ハ少數 ナ リ.固 有層 ハ浮腫輕度充血 ハ

稍 増加 シ白血球 ハ第1日 ト大 差 ナシ.

脂肪 ハ上皮 ニハ微細 顆粒 ヲ稍著 シク發現 ス,「グ リ

コゲー ン」ハ微量 ナ リ.

第2日 要 旨-(1)上 皮ハ乳頭部 ハ單 層骰子形又 ハ

短 圓柱 上皮.乳 頭 間部ハ2-4層,多 層 扁平上皮 ナ リ.

上皮 ハ變性著 明白血球進入ハ稍輕度 ナ リ. (2)基 底

層 ハ1-3層 變性 ヲ認ム. (3)固 有層 浮腫少 シク増

加充血及 ビ白 血球 モ稍 著 シ. (4)脂 肪 ハ増加 スルモ

「グ リコゲー ン」ハ微 量ナ リ.

交尾間期 第3日

上皮 ノ状ハ第2日 ト略ポ同様 ニシテ乳頭 部ハ單層

骰 子形又 ハ短圓柱 上皮.乳 頭 間部ハ數層 ノ多層 扁平

上 皮ニ シテ孰 レモ變性著明 ナ リ.基底層 ハ1-2層 乳

嘴多 數屡々變 性細胞 ヲ認 メ空胞 ヲ形成 ス.固 有層 ハ

第2日 ト大 差ナ ク充血ハ次第 ニ増 強 ス脂肪 及 ビ 「グ

リコゲー ン」モ大差 ナ シ.

第3日 要 旨-(1)上 皮ハ乳頭 部單 層骰子形又 ハ短

圓柱上皮,乳 頭 間部ハ多層扁 平上 皮 ニシテ孰 レ モ變

性著 シ. (2)基 底層1-2層 屡 々變 性 ス. (3)固 有

層 及 ビ脂肪,「 グ リコゲ ー ン」ハ第2日 ト大差 ナ シ.

交尾間期第1-3日 ノ總括

上皮ハ多層扁平上皮 ニシテ乳頭部 ハ多層骰子形又ハ短圓柱上皮 ヨリ成 リ孰 レモ變性甚著明 ナ

リ白血球進入ハ比較的少數ナ リ.交 尾後期 ノ延長 ト見做スべク此状態ヲ惹起 セシ原因ハ卵巣 ニ

於テ一時臚胞ハ全 ク發現 セズ且其ノ後 モGraaf氏 臚胞 ヲ發生 セザルガ故ナリ.

交尾間期第4日

皺襞 ハ娥ニ高度 トナ リ且特異 ナルハ上皮 ハ總 テ圓

柱上皮 ト化 シ且粘 液細胞 ノ状 ヲナ シ肥大著 シキ コ ト

ナ リ.大半 ハ3-5層 ノ多層 圓柱 上皮 トナ リ43-92μ

ヲ有 ス一部 ハ單層 圓柱 上皮16-23μ ヨ リナル.多 層

ニ配列 セル者ハ腟 ニ見 タル ト同様3種 ノ配列型 ヲ有

マ リ.孰 レモ核 ハ基底 ニ位 シ圓形 又ハ橢圓形其 ノ他

不規則 ナル形状 ヲナ シ甚小 ニシテ1側 ニ壓排 セラ レ

原形質 ハ微細網工又 ハ無構造甚豊富淡染性 ナ リ,白

血球 ハ全 ク發現セズ.基 底層ハ1層 ニシテ乳嘴 ヲ認

メズ.固 有層浮腫稍輕度 充血及 ビ白血球 モ著 シク減

少 ス.脂 肪 ハ少 シク増加 シ「グ リコゲー ン」ハ甚微 量

ナ リ.

第4日 要 旨-(1)上 皮 ハ總 テ圓柱上皮 ト化 シ且粘

液細胞 ノ状 ヲナ シ肥大著 シ,一 部 ハ單層 圓柱他 ハ總

テ3-5層 多層 圓柱 上皮 ナ リ白血球發現 セズ. (2)皺

襞 ハ娥 ニ著 明 トナル. (3)基 底層 ハ1層 ニシテ乳 嘴

ヲ形成 セズ. (4)固 有層 ハ浮 腫輕度 白血球 及 ビ充 血

ハ減少 ス. (5)脂 肪 ハ少 シク増加「グ リコゲ ー ン」ハ

同 様ナ リ.
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交尾間期第5日

皺襞 ハ更 ニ著明 トナ リ上皮ハ總 テ3-6層 ノ多層

圓柱上皮39-156μ ニ シテ腟 ニ於 ケル ト同様 ノ3種

ノ配列 型 ヲ示 セ リ.總 テ粘液細胞 ニ シテ下層 ニ至ル

ニ從 ヒ愈々肥 大 ス.即 チ最上層ハ多 クハ圓柱状又 ハ

橢 圓形 ニシテ10×16μ 或 ハ16×23μ ノ大 サヲ有 シ,

下層ニ赴 クニ從 ヒ多 稜形又 ハ梨 子状 形 ヲナ シ約33×

26μ トナル.上 層細胞 ノ核 ハ多 クハ中央 ニ位 シ又ハ

基 底ニ存 シ稍 小且不規則 ナル圓形 又ハ橢圓形 ヲナシ

「ク ロマチ ン」ニ乏 シ,下 層 ノ者ハ甚小 ニシテ1側 ニ

壓排 セ ラレ點 状,新 月状又 ハ星芒 状 ヲナ シ原形質ハ

甚豊満 無構遣淡染性 ニシテ明 カルキ感 ヲ有 ス.白 血

球 稀,「 ミトーゼ」ヲ認 メズ.基 底層 ハ1-3層 時 ニ5

層6-78μ ナリ核ハ橢圓 「クロマチ ン」豊冨 「ミトー

ゼ」 ヲ發 現セズ乳嘴 形成 ヲ證明 セズ.固 有 層浮腫 輕

度 白血球 少數充血稍 増加 ス.脂 肪 及 ビ 「グ リコゲ ー

ン」 ハ大 差ナ シ.

第5日 要 旨-(1)上 皮ハ總 テ多層 圓柱 上皮 ニシテ

粘液細胞化 シ肥 大著 明ナ リ白血球 稀.「 ミトーゼ」ヲ

認 メズ. (2)皺 襞 ハ更 ニ著明 ナ リ. (3)基 底層1-3

層乳嘴 ヲ認 メズ. (4)固 有層 及 ビ脂 肪竝 ニ 「グ リコ

ゲ ーン」ノ状 ハ第4日 ト大差 ナ シ.

交 尾間期 第6日

第6日 ニハ上皮 ニ著 シキ變性 ヲ惹起 シ曩 ニ第5日

ニ於テ増殖肥 大セ シ上皮ハ粘 液ヲ失 ヒテ縮小 シ細 胞

ノ境界稍 不明 トナ リ各細 胞間 ニ間隙 ヲ生ジ難染 性汚

穢 ナル着色 ヲナス又核 ハ高度 ノ變 性 ニ陷 リ白血球 多

數進入空胞 ヲ形 成 ス.上皮 ハ乳頭 部ハ1-2層 乳頭 間

部 ハ5-6層 トナ リ,盛 ニ剥脱 ス.基 底層ハ1-4層

トナ リ乳嘴 ヲ形 成 ン屡 々大空胞 ヲ有 シ白血球 ヲ包藏

ス.固 有層 ハ浮腫 輕度「エ オ ジン」白血球稍 増加 充血

大差 ナシ.脂 肪 ハ稍 減少「グ リコゲ ー ン」少量 ナ リ.

第6日 要 旨-(1)上 皮 ニ高度 ノ變 性 ヲ認 メ盛 ニ剥

脱 シ乳頭部1-2層,乳 頭間部5-6層 圓柱 上皮 トナ

リ白血球 進入著 シク多 數 ノ空胞 ヲ形 成 ス. (2)基 底

層1-4層 乳嘴 ヲ形成 ス. (3)固 有 層浮腫 及 ビ充 血

ハ大差ナ ク「エオ ジン」白血球稍増 加 ス. (4)脂 肪ハ

少 シク減 ジ「グ リコゲー ン」少 量ナ リ.

交尾間期第4-6日 ノ總括

皺襞俄 ニ高度 トナ リ且多層扁平上皮 ハ剥脱 シ急速 ニ總テ圓柱 上皮 ト化 シ粘液細胞 トナ リ肥大

著 シ,第4日 ハ一部尚ホ單層 ナルモ第5日 ニハ總 テ3-6層 ノ多層圓柱上皮 トナ リ肥大最高度

ナ リ.此 現象 ハ腟 ニ於ケル ト全 ク同様 ニ黄體機能 ニ〓 スべキ者 ニシテ,茲 ニ於テモ黄體 ノ生物

學的作用 ハ輕微且一時性 ニシテ第6日 ニハ早 クモ腟部上皮ニ高度 ノ變性ヲ惹起 シ盛 ニ上皮剥脱

ス.

交尾間期第7日

上皮ハ著 シキ變性 ヲナ シ増殖 セ シ多層圓柱 上皮 ハ

殆 ド剥脱 シテ單 層 圓 柱 上皮 トナ リ一 部 ノ ミ4-6層

多層圓柱上皮 ナ リ.孰 レモ核 ハ不規 則 ナル圓形,橢

圓形 又ハ横橢 圓形 ヲナ シ中央 ニ位 シ多 クハ 「ビ クノ

ーゼ」又ハ「ク ロマ トリーゼ」ヲナス.原 形質 ハ「エオ

ジン」 濃染稍 溷濁無構造 ナ リ胞體 ハ縮小 シ細胞間 ノ

連 絡鬆疎 トナ リ間隙 ヲ作 リ白血球 進入 ハ稍多數 ニシ

テ空胞 ヲ形成 ス.基底 層 ハ1-3層 乳嘴形成中等 少數

ノ空胞 ト中等量 ノ白血球 ヲ有 ス.固 有層 ハ浮腫 ハ輕

度 白血球及 ビ充 血ハ増加 ス.脂 肪 ハ稍著 シク増加 シ

核周圍及 ビ基 底部 ニ比較的多 量 ノ微細顆粒 ヲ有 シ且

上皮 内 ノ白血球 ニモ中等量 ヲ證明 ス.「 グ リコゲー

ン」ハ少量 ナ リ.

第7日 要 旨-(1)上 皮ハ變 性著 シク多 層圓柱上皮

ハ殆 ド剥脱 シテ概 ネ單 層圓柱 上皮 トナ リ肥 大 ヲ認 メ

ズ白 血球 進入ハ多 數ナ リ. (2)皺 襞 輕度. (3)基 底

層1-3層 乳嘴 ハ大 差ナ シ. (4)固 有層ハ浮腫 ハ大
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差ナキモ充 血及ビ白血球 ハ稍 増強 ス. (5)脂 肪 比較

的著 明ニ發現 シ「グ リコゲー ン」ハ少量ナ リ.

交尾間期第8日

第7日 ハ殆 ド同一所見 ヲ呈 シ上皮ハ概 ネ單 層13-

26μ 短圓柱上皮 ニシテ稍深 ク固有層 ニ彎入 シ其 ノ尖

端ニ乳嘴 ヲ形成 ス,核 ハ基底又 ハ中央 ニ存 シ不規 則

ナル圓形又ハ橢圓形 ヲナ シ屡々變性 ス白血 球 ハ第7

日ニ比 シ少數ナ リ,原 形質ハ小顆粒状 ヲナ シ其 ノ遊

離縁ハ稍 不規則 ナ リ.基 底層ハ1層 乳嘴ハ第7日 ト

同様 ニンテ深 ク固有層 ニ進入種々 ノ形状 ヲナ シ比較

的多 數 ノ中性 白血球及 ビ少數 ノ大 空胞 ヲ有 シ白血球

ヲ包藏 ス,固 有層ハ浮腫輕度 充血及 ビ白血球 ハ第7

日ニ比 シ減少 ス.脂 肪 ハ次第 ニ増加 シ上皮遊離縁及

ビ核周圍 ニ極 メテ微細顆粒 ヲ認 ム基 底層 及 ビ固有層

モ稍多 シ「グ リコゲー ン」ハ少量 ナ リ.

第8日 要旨-(1)上 皮ハ單 層短圓柱 上皮 ニ シテ變

性著明白血球 ハ稍 減少 ス. (2)基 底 層1層 乳嘴 ハ第

7日 ト大 差ナク多敷 白血球 ト少數空胞 ヲ有 ス. (3)

固有層ハ浮腫輕度 充血及 ビ白血球 モ少數 ナ リ. (4)

脂肪ハ増量 シ「グ リコゲー ン」ハ大差 ナ シ.

交尾間期第9日

上皮ハ殆 ド單 層短 圓 柱 上皮13-20μ ナ ルガ一部

ハ3-4層 ニ配列 セル者 ア リ.皺 襞 及 ビ乳嘴 ハ輕度,

核ハ多 クハ基底 ニ位 シ時 ニ中央 ニ存 シ圓形,橢 圓形

及 ビ横橢圓形 ヲナシ屡 々變性 核ヲ認 ム.原 形質ハ微

細顆粒状遊離縁稍濃染 ス白 血球 ハ甚多 數進 入ス.基

底層ハ1-4層 白血球及 ビ空胞多數 ナ リ.固有層ハ浮

腫輕度充血ハ大差 ナク白血球増 加ス.脂 肪 ハ大差 ナ

ク「グ リコゲ ーン」稍増加 ス.

第9日 要旨-(1)上 皮ハ單 層變性著 明白血球進入

多數ナ リ. (2)皺 襞輕度. (3)基 底 層1-4層 白 血

球 及 ビ空胞 多數 ナ リ. (4)固 有層 ハ浮腫輕度 充血大

差 ナク白血球ハ増加 ス. (5)脂 肪 ハ大 差ナ ク「グ リ

コゲー ン」ハ少 シク増加 ス.

交尾間期 第10日

交尾間期 第7日 以來殆 ド同一 ノ所 見 ヲ呈 シ上皮 ハ

單層短圓柱 上皮13-17μ ニシテ 核ハ 基 底 ニ位 シ 不

規 則 ナル橢圓形,圓 形 又ハ半 月状 ヲナ シ屡 々 「ビ ク

ノーゼ」及 ビ「ク ロマ トリーゼ」ヲ呈 シ原形 質ハ「エ オ

ジン」濃染白血球進入夥 シク多 數ナ リ.皺襞 輕度 基底

層1層 乳嘴 ハ稍深 ク固有層 ニ進 入 シ白血球 及ビ空胞

ハ少 シク減少 ス.固 有 層ハ稍鬆疎 トナ リ充 血及 ビ白

血球 ハ大 差ナ シ.脂 肪 ハ少 シク減少「グ リコゲー ン」

大差 ナ シ.

第10日 要 旨-(1)上 皮ハ單 層 變 性 ヲ認 メ白血球

進入著明 ナ リ. (2)基 底層1層,乳 嘴ハ大差 ナキモ

空胞及 ビ白血球 ヲ減 ズ. (3)固 有層稍 鬆疎 充血 及 ビ

白血球ハ大差 ナ シ. (4)脂 肪稍減少「グ リコゲー ン」

大 差 ナシ.

交 尾間期第11日

上皮 ハ單 層圓柱 上皮20-23μ 皺 襞 輕 度 核ハ 基 底

圓形 又 ハ橢圓形少 シク不規 則 ノ状 ヲナ シ又屡 々變 性

該 ヲ認 メ,原 形質 ハ小 顆粒状 又ハ密 ナル網工 ヲナ シ

白血球 ハ更 ニ増 加ス.基 底層ハ1-3層 乳嘴ハ甚 輕

度 ナ リ固有層 ハ鬆疎充 血及 ビ白 血球 稍増加 主 トシテ

「エオ ジン」白血球 ナ リ.脂 肪 及ビ「グ リコゲー ン」少

シク増 加ス.一 部上皮 ハ粘液細胞化 セル者 ア リ.

第11日 要旨-(1)上 皮ハ單層 圓柱上皮,變 性 ヲ認

メ白血球 ハ更 ニ増加 ス. (2)基 底層1-3層 乳嘴 ヲ

形成 セズ. (3)固 有層 ハ浮腫ハ大差 ナク充 血及 ビ白

血球 ヲ増 加 ス. (4)脂 肪 及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ共 ニ

少 シク増 加 ス,

交尾 間 期 第7-11日 ノ總 括

此 期 ニ於 テ ハ上皮 ハ強 度 ノ變 性 ヲ ナ シ増 殖 セ シ圓柱 上皮 ハ殆 ド剥 脱 シテ大 半 ハ單 層 圓 柱 上 皮

トナ リー 部4-5層 多 層 圓柱 上 皮 ノ状 ヲ ナ ス.核 ハ 「ピク ノー ゼ」又 ハ 「ク ロ マ トリー ゼ」 ヲ ナ シ
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原形質 ハ「エオ ジン」濃染胞體 ハ屡 々萎縮 シ且上皮 ノ連絡 鬆疎 トナリテ間隙 ヲ形成 シ白血球進

入 ハ甚多數ナリ.此 現象ハ黄體 ハ此期 ニ於テハ最早茲 ニハ作用 セザルガタ メナ リ.

交 尾間期第12日

第7-11日 ニ亙 リテ變 性ヲ持續 シタル上皮 ハ第12

日 ニ於テハ總 テ粘液細胞 トナ リ肥 大著 シ.一 部 ハ多

層 化 ヲナ シ3-4層 ノ多層 圓柱 上皮 トナ リ一部 ハ尚

ホ單層ナ リ23-78μ.單 層 ナル者ハ花瓣状又 ハ多稜

形 ヲナ シ核ハ基底 ニ位 シ小 ニ シテ不規 則 ナル圓形 又

ハ 橢圓形 ヲナ シ又屡 々新月状 ヲナス「クロマチ ン」ニ

乏 シク原形質 ハ豊富 ニ シテ粗網 ヲナス.多 層ナ ル者

ハ上 層ハ其 ノ大 サ稍 小不整 ナ ル多 稜形.圓 形又ハ花

瓣状 ヲナ シ下層 ニ至 ルニ從 ヒ大ナル多稜形 又ハ梨子

状 形 ヲナ ス,核 ハ屡 々新 月状 又ハ「コ ンマ」状ヲナ シ

1側 ニ偏在 シ又 ハ圓形 或ハ橢圓形 ヲナシ中央 ニ位セ

リ.白 血球 及ビ空胞 ハ比較 的多 數,皺 襞 及ビ乳嘴 モ

著 シク上皮 ハ屡 々固有層 ニ彎入 ス.乳 嘴 ハ中等數 ノ

空胞 ヲ認 メ白血球 ハ少 數ナ リ.基底層 ハ1-3層 少 數

ハ白 血球 及ビ毛細 管 ノ進入 ア リ固 有層 ハ稍鬆疎 充血

及 ビ白 血球 ハ第11日 ト大差 ナシ.脂 肪 ハ稍多 數「グ

リコゲー ン」ハ微 量 ナ リ.

第12日 要旨-(1)上 皮 ハ總 テ粘 液 細 胞 トナ リ肥

大著 明ナ リ.一 部ハ多層圓柱 上皮 トナ リ一 部ハ尚ホ

單 層 ナ リ孰 レモ變 性 ヲ認 メズ,白 血球 進入ハ尚ホ多

數 ナ リ. (2)基 底層1-3層 乳嘴著 明. (3)固 有層稍

鬆疎 充血及 ビ白 血球 ハ大差 ナシ. (4)脂 肪 ハ稍多 數

「グ リコゲーン」ハ微量 ナ リ.

交尾間期第13日

上皮 ハ總テ粘液細胞 化 シ肥 大著 シク大半 ハ多 層圓

柱 上皮 ニシテ2-3層 又ハ7-10層 ニ配列 シ一部ハ

尚ホ單層圓柱 上皮 ナ リ.皺 襞稍著 明上皮ハ屡々固有

層 ニ彎入 ス.上 皮細胞 ノ形 状ハ第12日 ト同様 ナ レバ

茲 ニハ省略 ス.白 血球 ハ著 シク減 少 シ空胞 モ少數 ト

ナ ル.時 ニ 上皮及 ビ空胞 内 ニ赤 血球 ヲ發現 スル コ ト

ア リ.基底層 ハ1-3層 時 ニ缺如 シテ基礎膜 ヲ有 セル

コ トア リ.乳 嘴 ハ全 ク發現 セズ固有層 ハ鬆疎充 血及

ビ白血球 ハ稍増 加 ス.脂 肪 ハ上 皮 ニハ微細顆粒 ヲ認

メ白 血球 ニ稍多 量 ヲ證 明 ス 「グ リコゲー ン」 大差 ナ

シ.

第13日 要 旨-(1)上 皮 ハ總 テ粘 液 細 胞 化 シ大半

ハ多層圓柱 上皮一 部 ハ單層 ナ リ白血球 及ビ空胞 ハ少

數 ナ リ. (2)基 底層1-3層 時 ニ缺如 ス乳嘴 ハ全 ク見

ズ. (3)固 有層 ハ稍鬆疎 充血及 ビ白 血球 稍増加 ス.

 (4)脂 肪 及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ大差 ナ シ.

交尾間 期第14日

上 皮ハ總 テ粘 液 細 胞 ニ シテ肥 大著 シク殆 ド2-4

層 又ハ7-11層 ハ多層 圓柱上皮 トナ リ又 ハ絨毛状或

ハ「ボ リーブ」様 ニ配列 セル者 ア リ.其 ノ他一 部 ニ於

テハ尚ホ單層 ナル者 ア リ.多 稜形 又ハ梨子 状形 ヲナ

シ原形 質ハ強 ク肥大 シ豊 満核 ハ基底又 ハ1側 ニ壓排

セ ラレ新月状,「 コ ンマ」状或 ハ星芒 状 ヲナセル者最

多 シ.一 部 ハ正常 ナル圓形又 ハ橢 圓形 ヲナ セル者 ア

リ.白 血球 辰ビ空胞少 數ナ リ,基 底層2-3層10-

23μ 白血球少數空胞 及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.第14

目 ノ終 ニハ上皮 ト基底 層中間 ニ1-2層 扁平 上皮 ヲ

發 現 シ之 ヲ楔機 トシテ交 尾前期 ニ移行 ス.皺 襞 ハ稍

著 シク上皮ハ屡々 固有層 ニ彎入ス.乳 嘴 ハ甚少數 且

輕度.固 有層 ハ浮腫輕度 充血及 ビ白 血球 輕度脂肪 ハ

著 シク減 ジ「グ リコゲー ン」ヲ證明 セズ.

第14日 要 旨-(1)上 皮 ハ總 テ粘 液 細 胞 ニ シテ 肥

大著 シク2-11層 ノ多層 圓柱 上皮 ノ状 ヲナ ス.一 部

ハ 尚 ホ單 層 ナ リ. (2)基 底層2-3層 乳嘴 甚輕度 白血

球 少數空胞 ヲ認 メズ. (3)固 有層 ハ浮腫 輕度充 血及

ビ白血球少數. (4)脂 肪 ハ著 シク減 ジ 「グ リコゲ ー

ン」ハ全 ク發現セ ズ.
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第2項　 交 尾 前 期

初期,中 期 及 ビ終 期 ニ區別 シテ敍述 スベ シ.

初期-上 皮 ノ配列 ハ次 ノ順序 ナ リ.

粘 液細胞化 セル多 層圓柱 上皮十多層扁平 上皮十

基底層

圓柱 上皮ハ交 尾間期終期 ト同様粘液細胞化 シ肥大

著 シク殊 ニ下層 ノ細胞 ホ ド其 ノ大サ ヲ増 シ多稜形或

ハ板状 ヲ呈 シ又ハ尾 ヲ有セ ル者 ア リ原形質ハ甚豊富

粗網 ヲナ シ淡染 性明 カルキ感 ア リ,核 ハ著 シク小 ト

ナ リ新月状 ノ「コンマ」状又 ハ小桿状 ヲナシ1側 ニ壓

排セ ラル.白 血球 及 ビ「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セズ細

胞間 ニ少 シク間隙 ヲ生ズ.圓 柱 上皮 ノ配列 ハ既述 セ

ル如 キ3種 ノ配列型 ヲ同時 ニ現 シ即チ4-11層 ノ多

層圓柱 上皮 ノ状 ヲナセル者,扁 平上皮 ヨリ送 入セ ラ

レシ中隔 ヲ中心 トシテ其 ノ兩 側ニ4-11箇 ノ細胞1

列 ニ竝列 セル者及 ビ十數箇又 ハ数十箇 ノ細胞相集 リ

テ圓錐状又ハ「ボ リーブ」状 ニ配列 セル者等 ア リ.

圓柱上皮ハ基 底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮 ヲ發

現 スル ヲ特 徴 トシ最初 ハ1-2層 ナルガ 急激 ニ増殖

シテ8-9層 トナル.角 化ハ未 ダ發 現セ ズ唯時 トシテ

上層1-2層 ガ稍 強 ク「エオ ジン」ニ濃染 セルコ トア

リ.核ハ上層 ニ於テハ壓平セ ラ レタル紡鍾形又 ハ「エ

ンドテ ール」様 ヲナ シ下層 ニ於テハ圓形 又ハ橢 圓形

ヲナ シ「ミトーゼ」ヲ認 メズ「クロマチ ン」微細稍大量

ナリ核小體 ヲ認 ム ルコ トア リ.白 血球 ハ全 ク發現セ

ズ.基 底 層ハ2-3層 核ハ圓形 及 ビ橢 圓形多 數「クロ

マチ ン」ヲ有 シ原形質 ト共 ニ 「ヘ マ トキ シ リン」ニ濃

染ス「ミ トーゼ」ハ比較 的多數 ニ出現 シ白血球 ハ少數

ニシテ毛 細管 ハ繊維 卜共 ニ基底層 ニ進入 ス乳嘴 ハ著

シカラズ.固 有層 ハ浮腫輕度充血 及ビ白血球 ハ多 カ

ラズ「ミトゼ」ハ少數 ナ リ.脂 肪ハ圓柱 上皮 ニハ中等

量 ヲ認 メ其 ノ他ハ微量 ナ リ「グ リコゲ ン」ハ圓柱 上

皮 ニハ稍多量 ナルモ其 ノ他 ハ微量 ナ リ.

中期-上 皮 ノ配列 ハ次 ノ順序 ナ ツ.

變 性セル圓柱上皮十角 化層 十多層扁 平上皮十基

底層

最 上位ナ ル圓柱 上皮ハ初期 同様血 液細胞 ノ状 ヲナ

ス モ既 ニ變性 ヲ認 メ核 ハ星芒状,新 月状,線 状,桿

状又 ハ點状等 ヲナ シ1側 ニ壓 排セ ラ レ愈 々難染 性 ト

ナ リ遂 ニハ無核 トナ リ又ハ 「ビ ク ノーゼ」又 ハ「クロ

マ トリーゼ」等 ヲ呈 ス,原 形 質ハ稍 粗 ナル網工 ヲナ

シ難染性屡 々「ヘマ トキ シ リン」嗜好性小顆粒 ヲ含 有

ス.細 胞 ノ連絡 ハ鬆疎 トナ リ間隙 ヲ生 ジ次第 ニ剥 脱

ス.上 皮ハ7-9層 又 ハ夫 レ以上 ニ 配列 セル多層 圓

柱上皮 ノ状 ヲナ シ又 ハ絨 毛状或 ハ「ボ リーブ」状配列

ヲナセル者 ア リ.扁 平 上皮 ヨ リ送入 セル中隔 ハ腔 ニ

比 シ甚少數 ニ シテ扁 平上皮 ニ先チテ角化 ス.圓 柱上

皮 ニハ白 血球 及 ビ「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セズ.

中期 ニ特 有 ナ ル ハ角 化 層 ノ出 現 ス ル コ トニ シテ 最

初 ハ 扁 平上 皮 ノ表 在3-4層 ニ於 テ ノ ミ角 化 ヲ認 メ

タ ル モ少 時 ニ シテ速 ニ増 進 シ14-30層90-130μ ニ

モ 達 シ腔 ニ於 ケル ヨ リモ遙 ニ強 度 トナ ル.扁 平 上 皮

ハ 最 初 ハ8-11層39-104μ ナ ル ガ 其 ノ後 増 殖 シ テ

14-15層169-260μ トナ リ「ミ トー ゼ」及 ビ白 血球

ヲ認 メズ.基 底 層 ハ1-2層 屡 々「ミ トー ゼ」ヲ認 メ白

血 球 ヲ有 セ ズ核 ハ 圓 形,橢 圓 形 又 ハ紡 錘 形 ヲ ナ シ「ク

ロ マ チ ン」多 數 ナ リ.

尚 ホ注意 ス ベキハ一部 ニ於 テハ圓柱上皮 ハ全 ク剥

脱 シテ既 ニ角 化層 ヲ露出 セル者ア リ.固 有層 ハ浮腫

乏 シク白 血球 及 ビ「ミトーゼ」モ稀ナ リ充 血著 シカ ラ

ズ,乳 嘴 モ大 差ナ ク結締織繊維 ハ上皮 ニ多 數進入 ス.

一 部 ハ乳嘴著明 ニ發 育 シ深 ク固有層 ニ進 入 シ多 クノ

腺 様横斷面 ヲ現 セル者 ア リ.脂 肪 ハ圓柱上 皮 ニハ粗

大顆粒 ヲ稍多 數認 メ角化 層ハ微細顆 粒 ヲ中等量 證明

ス.「グ リコゲー ン 」モ圓柱上皮 ニ比較的多數 發現 ス

其 ノ他 ノ部 位ハ脂 肪「グ リコゲー ン」共 ニ發生 セズ.

終期-上 皮配列 ハ次 ノ順序 ナ リ.

極度 ニ變 性 セル圓柱 上皮 十角化層 十多 層扁平上

皮 十基底層又 ハ角化層 十多 層扁平上皮 十基底層
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終期 ニハ大半 ハ既 ニ角化 層 ヲ露出セル モ一部ハ尚

ホ圓柱上皮 ヲ止 ム.殘 存セル圓柱 上皮ハ變 性極度 ニ

シテ完全 ナル形態 ヲ存 セル者 ナ ク瀰蔓性汚穢 ナル着

色 ヲナ シ「ヘマ トキ シリン」嗜好性 小顆粒 ヲ有 ス.腟

ニ於テハ前期終期 ハ尚ホ角 化層 ヲ露出 セザ ルニ子 宮

腟 部 ニ於テハ既 ニ殆 ド大半 ハ圓柱 上皮 ヲ剥脱 シテ角

化 層 ヲ露出 セ リ其 ノ厚徑39-325μ 白血球 ヲ見 ズ.

扁 平上皮 ハ3-19層39-169μ 核 ハ 「エ ン ドテール」

様,橢 圓形.圓 形及 ビ紡鍾形 ヲナ シ微細 「クロマチ

ン」 ヲ多 量ニ有 ス.基 底 層ハ2-3層 「ミトーゼ」少

數空胞 ヲ形成 シ白血球 ヲ認 メズ.固 有層 ハ殆 ド浮腫

ヲ認 メズ充血 及 ビ白血球輕度 ナ リ乳嘴ハ多 數ナ リ.

脂肪 ハ變 性圓柱 上皮及 ビ中隔 内 ニ比較的多數存 在 シ

角化層 ニモ微細顆 粒多 數證 明 ス,「グ リコゲー ン」ハ

圓柱 上皮 ノミニ比較的多數 ニ存在 ス.

交尾前期要旨-初 期 ハ(1)最 上位ハ粘液細胞化 セル圓柱 上皮ニテ肥大著 シク4-11層 ニ配列

ス.(2)圓 柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮ヲ發現 シ最 初ハ1-2層 ナルモ速 ニ8-9

層 トナル.上 皮ニハ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ發現 セズ. (3)基 底層2-3層 屡 々「ミトーゼ」ヲ

認 ム乳嘴著明ナラズ. (4)固 有層ハ浮腫,充 血及 ビ白血球輕度「ミトーゼ」少數. (5)脂 肪及 ビ

「グ リコグー ン」ハ稍多量ナ リ.

中 期-(1)最 上位 ナル 圓 柱 ヒ皮 ハ比 較 的 高度 ナル 變 性 ヲナ ス. (2)中 期 ノ特 徴 ハ角 化層 出 現

ニ シテ最 初 ハ扁 平 上 皮 ノ表 在3-4層 ニ角 化 ヲ認 メ急 速 ニ14-30層 ニ及 ブ. (3)最 下 位 ナル 扁

平 上 皮 ハ8-11層 ヨ リ14-15層 トナル. (4)基 底層1-2層 屡 々「ミ トー ゼ」ヲ認 ム. (5)固 有

層 ハ浮 腫 乏 シ白 血球,「 ミ トー ゼ」及 ビ充 血輕 度 ナ リ.(6)尚 ホ注 意 スべ キ ハ ー部 ニ於 テ既 ニ角

化 層 ヲ露 出 セル コ トナ リ.

終期-(1)既 ニ大半ハ圓柱 上皮ヲ剥脱 シテ角化層ヲ露出ス.一 部 ハ變性極度ナル圓柱上皮ヲ

僅 ニ保持ス. (2)扁 平上皮3-15層. (3)基 底層 ハ2-3層 「ミ トーゼ」及 ビ空胞少數乳嘴 ハ輕

度 ナレドモ多數ナ リ白血球ヲ有 セズ. (4)固 有層ハ緻密充血及 ビ白血球乏 シ. (5)脂 肪及 ビ「グ

リコゲー ン」ハ多數 ナリ. (6)上 皮皺襞 ハ稍著明白血球ハ全ク發現 セズ.

第3項　 交 尾 期

此期 ニ於テハ變性 圓柱 上皮 ハ總 テ剥脱 シ角化層 ヲ

露 出ス.厚 徑 ハ17-156μ 白 血球 ヲ認 メズ.次 層 ナ

ル扁平上皮ハ乳頭部 ハ2-8層7-105μ,乳 頭間 部ハ

9-17層50-208μ 「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ有 セズ.

乳頭部 ヨリ毛細 管及 ビ繊維 ハ上皮 ニ進入 シ 「エオ ジ

ン」白血球 モ一 部基 底層 ニ達 ス.基 底層1-2層13-

26μ 比較的多 數 ノ「ミトーゼ」ヲ發生 シ白 血球少 數ナ

リ.乳 嘴ハ多 數ナルモ固有層 ニ深 ク進入 セル者ナ ク

廣 ク堤状 ヲナ シ其 ノ末端多 數 ノ乳 頭 ニ分 岐セル者又

ハ肉叉状及 ビ半 島状等 ヲナス,乳 嘴 ノ内部ニハ扁平

上皮進入 シ其 ノ外 側 ヲ1-2層 基底細胞 ヲ以 テ 被 包

セ リ.固 有層 ハ殆 ド浮腫 ヲ認 メズ充血及 ビ白血球 ハ

稍急激 ニ増 加 シ「エ オジ ン」白血球 ヲ主 トス.脂 肪 ハ

交尾 前期 ニ比 シ著 シ ク減少 シ「グ リコゲー ン」ハ全 ク

證 明セズ.

交尾期要旨-(1)角 變性圓柱上皮ハ總テ剥脱 シテ角化層 ヲ露出ス. (2)次 層 ハ扁平上皮ニシ

テ2-17層 ニ配列 シ白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ有 セズ. (3)基 底層 ハ1-2層 「ミトーゼ」比較的
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屡 々發現 ス白血球少數乳嘴ハ多數ナ レドモ輕度ナ リ. (4)固 有層 ハ浮腫 ヲ有 セズ充血及 ビ白血

球 ハ急速ニ増加ス. (5)脂 肪ハ著 シク減少「グリコグー ン」ハ全ク發現 セズ.

交尾 間期第12-14日,交 尾前期及 ビ交尾期 ノ總括

交尾間期第7-11白 ニ亙 リテ退行變性 ヲ示 シタル腟部上皮ハ臚胞成熟機縛 ニ隨伴 シテ交尾間

期第12日 ヨリ再 ビ増殖 ヲ惹起ス.即 チ上皮 ハ總テ粘液細胞 トナリ肥大著 シク一部ハ單層ナル

モ一部ハ既ニ多層化ヲナ シ3-4層 ノ多層圓柱上皮 トナ リ白血球及 ビ空胞 ハ尚ホ多數ナ リ.第

13-14日 ハ大半ハ2-3層 又ハ7-11層 ノ多層圓柱上皮 ニシテ僅 ニ一部ハ單層 ナリ孰 レモ肥大

著 シ.白 血球及 ビ空胞 ハ急速 ニ著 シク減少 ス.

交尾前期初期ハ最上層 ハ間期終期 ト同様粘液細胞化セル多層圓柱上皮ニシテ4-11層 ニ配列

シ肥大著 シ.特 有ナルハ初期ニ於テ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮ヲ發現 シ最初

ハ1-2層 ナルモ急速 ニ8-9層 トナル.中 期ハ最 上位 ナル圓柱上皮ニ著 シキ變性ヲ惹起ス尚ホ

此期ノ主要 ナル變化ハ角化層出現 ニシテ扁平上皮ノ表在3-4層 ニ角化 ヲ認 メ少時 ノ間ニ急進速

ニ14-30層 ニ達 セリ.最 下位 ナル扁 平上皮ハ8-11層 ヨリ14-15層 トナル.尚 ホ時 トシテ一

部ニ於テ既 ニ角化層 ヲ露出 セル者 アリ.終 期ハ變性圓柱 上皮ハ大半剥脱 シテ角化層 ヲ露出 ス.

扁平上皮ハ3-15層 ナ リ.

交尾期ハ總テ角化層 ヲ露出 シ扁平上皮ハ2-17層 ナ リ白血球ハ全ク發現 セズ,基底層 ニハ「ミ

トーゼ」多數 ナリ.

第4項　 交 尾 後 期

初期,中 期 及ビ終期 ニ區 別 シテ敍述 スべシ.

初期-角 化層 ハ交 尾期 ヨ リ交尾後期初期 ニ亙 リテ

全部剥脱 シ扁平 上皮 ヲ露出ス,乳 頭部ハ3-5層20-

30μ乳 頭間部8-15層59-164μ ニ シテ最上1-2層

ハ固有 ノ扁平上皮 ニ シテ核 ハ壓平 セラ レタル紡 錘状

及ビ眉毛状 原形質 ハ時ニ一 部強 ク 「エ オ ジン」 濃染

ス.深 在層 ハ骰 子形 トナ リ核 ハ橢 圓形又 ハ類 圓形 ニ

シテ稍大「ク ロマチ ン」中等量ナ リ.上 皮ハ 既ニ一部

變 性ヲ認 メ核 ハ 「ビク ノーゼ」ヲ呈 シ原形質 ハ「エ オ

ジン」 濃染性細 胞ハ次第 ニ萎縮 シ周圍 ニ間隙 ヲ生 ジ

遂 ニ空胞 ニ變 化ス.白 血球 ハ未 ダ發現 セズ尚 ホ毛細

管バ一部上皮 ニ進入 ス.基 底層 ハ1-3層 「へマ トキ

シ リン」 濃染乳嘴ハ交尾 期 ニ比 シ更 ユ高度 トナル.

固有層 ハ浮腫 ヲ有 セズ 充 血及 ビ白 血球 増 加 シ殊 ニ

「エ オジ ン」白 血球多 數ナ リ「ミトーゼ」ヲ有 セズ.脂

肪 及 ビ「グ リコゲー ン」ヲ發現 セズ.

中期-上 皮 ハ扁 平上皮 ノミニシテ 乳 頭 部3-7層

20-80μ 乳頭 間部8-12層66-159μ ナ リ.上 皮 ノ

變 性次第 ニ著明 トナ リ各細胞間 ノ連 絡鬆疎 トナ リ軈

テ剥 脱 ス.特 異 ナルハ白血球 ノ上 皮進入 ヲ見 最初 ハ

少 數 ナルガ急 速 ニ増加 シ1細 胞 中3-5箇 ノ白 血球

進 入 ヲ見 ル コト稀有 ナラズ.基 底層1-3層13-26μ

乳嘴 ハ著 シク減少ス.固 有層 ハ浮腫 ヲ有 セ ズ充 血稍

減 ジ白血球 ハ次第 ニ増 加ス.「 エ オ ジン」白血球 ヲ減

ジ中性 白血球 ヲ急激 ニ増加 セ リ.脂 肪及 ビ 「グ リコ

ゲー ン」ハ俄 ニ増加 ス.

終 期-上 皮 ノ變性 愈々増進 シ,核 ハ橢 圓形 難染性

屡 々「ビクノーゼ」及 ビ「クロ マ トリーゼ」ヲナ シ原形

質 ハ「エ オ ジン」濃 染性 ナ リ,多 數細胞 ハ萎縮 ン間隙

ヲ生 ジ細胞 ノ連 絡鬆疎 トナ リ上皮 ハ盛 ニ剥脱 シ又 ハ
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列 ヲナ シ多數細胞相連 リテ脱落 シ爲 ニ甚菲薄 トナ リ

乳 頭部ハ僅 ニ1-2層10-20μ 乳頭間 部ハ5-6層

60-66μ 時 ニ10層78μ トナル.白 血球進入 ハ尚ホ

多數 ナ リ.基 底層1-2層12-26μ 乳嘴 ハ尚 ホ著 シ

固有層 ハ輕度 ノ浮腫 ヲ現 シ充 血及 ビ白血球 稍減 ズ.

脂肪 ハ中期 ニ比 シ少 シク減 ゼルモ「グリ コゲ ー ン」ハ

扁 平上皮 ニハ稍多量 發現 スサ レ ド腟 ニ於 ケル如 ク多

量ナ ラズ.

交尾後期要旨

初期-(1)交 尾期ニ開始セル角化層剥脱ハ此期ニ於テ完成 シ扁 平上皮ヲ露出 シ3-15層 ニシ

テ一部變性 ヲ認ム.白 血球 ノ上皮進入ヲ認 メズ. (2)基 底層1-3層 乳嘴 ハ交尾期 ニ比 シ更ニ

高度ナ リ. (3)固 有層ハ浮腫 ヲ有 セズ充血及 ビ「エオジン」白血球増加 ス. (4)脂 肪及 ビ「グリ

コグー ン」ヲ認 メズ.

中期-(1)上 皮 ハ3-12層 多層扁 平上皮ニシテ變性次第 ニ著明 トナル.特 異ナルハ白血球上

皮進入ヲ見最初ハ少數 ナルガ急速 ニ増加ス. (2)基 底層1-3層 乳嘴 ハ著 シク減少 ス. (3)固

有層ハ全 ク浮腫 ヲ有 セズ充血ヲ減 シ白血球 ハ中性白血球 ヲ多數發現 ス. (4)脂 肪及 ビ「グ リコ

グー ン」ヲ俄 ニ多數證明ス.

終期-(1)上 皮變性愈々増進 シ盛 ニ剥脱 シ1-6層 トナル白血球 ハ多數進入ス. (2)基 底層

1-2層 乳嘴ハ尚 ホ著明ナリ. (3)固 有層 ハ輕度 ハ浮腫 ヲ現 シ充血及 ビ白血球ヲ減ズ. (4)脂 肪

ハ中期 ニ比 シ少 シク減少 シ「グリコグー ン」ハ稍多量 ナリ.

交尾後期 ノ總括

Graaf氏 臚胞 ノ破錠 ト同時 ニ腟部ニ於テハ角化層ハ總テ剥脱 シ其ハ下層ナル扁平上皮 ヲ露出

ス.然 シテ臚胞 ヲ全 ク發現 セザル初期及 ビ中期及 ビ臚胞 ハ發現 スルモ未 ダGraaf氏 臚胞ヲ見ザ

ル交尾後期終期ニ於テハ扁平上皮ノ變性ハ愈々増進 シ上皮 ハ盛 ニ剥脱 シ1-6層 トナ リ白血球

浸潤甚高度 トナル.

第5項　 本節 ノ總括的觀察

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第4-5日

上皮皺襞 ハ急速 ニ甚著明 トナ リ且交尾後期以來退行變性ヲ示 シタル腟部上皮ハ俄然圓柱 上皮

ト化 シ總テ粘液細胞ノ状ヲナシ肥大著 シク最早變性徴ヲ認 メズ.第4日 バ一部尚ホ單層 ナルモ

第5日 ハ總テ3-6層 ハ多層圓柱 上皮 トナ リ肥大最高度 ナリ.第6日 ニハ早 クモ上皮ニ著 シキ變

性 ヲ認 メ白血球進入多數 トナリ且上皮ハ肥大 ヲ認 メズ.此 期ニ於ケル上皮増殖 ハ全 ク黄體機能

ニ歸スべキ者ニシテ茲 ニ於 テモ黄體 ノ生物學的作用ハ輕微 ニシテ僅 ニ上皮増殖 ノミヲ惹 起 シ粘

膜固有層ニハ著變 ヲ認 メザルナリ.

(b)交 尾間期第6-11日

第6日 以來上皮ハ高度 ノ變性ヲナシ増殖 シタル圓柱 上皮ハ殆 ド剥脱 シテ大半ハ單層圓柱上皮

トナ リ一部ノミ4-5層 ノ多層圓柱 上皮ノ状 ヲナス.核 ハ「ピクノーゼ」又ハ 「クロマ トリーゼ」
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ヲナシ原形質ハ「エオジン」濃染屡々細胞ハ萎縮 シテ間隙 ヲ作 リ上皮ノ連結 ハ次第ニ鬆疎 トナル

又白血球ハ甚多數進入ス.即 チ此期ニ於テハ黄體 ハ最早腟部ニハ作用 セザルガタメナ リ.

(c)交 尾間期第12日-14日

交尾間期第6-11日 ニ亙 リテ愛性 卜破壊 トヲ示 シタル腟部上皮ハ臚胞成熟機轉 ニ隨伴 シテ再

ビ上皮増殖ヲ惹起 ス.交尾間期第12日 ニハ上皮ハ總 テ粘液細胞 トナ リ肥大等 シク一部ハ尚ホ單

層ナルモ一部ハ既ニ多層 化ヲナシ3-4層 ノ多層圓柱 上皮 トナル白血球及 ビ空胞 ハ尚ホ多數 ナ

リ.交 尾間期第13-14日 ハ大半ハ2-3層 又ハ7-11層 ノ多層圓柱上皮ニ シテ僅 ニ一小部分ノ

ミ單層ナリ熟レモ上皮肥大著 シク白血球及 ビ空胞ハ俄 ニ著 シク減少 ス.

(2)交 尾前期

(a)交 尾前期 初期ニハ上皮ノ最上層 ハ交尾間期終期 ト同様粘液細胞化セル4-11層 多層圓柱

上皮ニシテ肥大等 シ.特 有ナルハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮ヲ發現スルコ ト

ニシテ最初ハ1-2層 ナルモ急速ニ8-9層 トナル.

(b)前 期中期 ニハ最 上位 ヲ占ムル圓柱上皮ニ著 シキ變性 ヲ認 ム.尚 ホ此期 ニ特異ナルハ角化

層ヲ出現スル コトニシテ扁平上皮ノ表在3-4層 ニ角化ヲ認 メ少時 ニシテ急速 ニ14-30層 ニモ

達ス.最 下位ナル扁 平上皮ハ8-11層 ヨリ14-15層 トナル.注 意 スベキハ中期ニ於テ既ニ一部

角化層 ヲ露出セル者 アルコ トナ リ.

(c)前 期終期ニハ圓柱 上皮ノ變性ハ極度 ニシテ大半ハ剥脱 シテ角化層 ヲ露出セリ.扁 平上皮

ハ3-15層 ナ リ.

(3)交 尾期

交尾期ハ總テ角化層 ヲ露出 シ其ノ下位ナル扁平上皮ハ2-17層 ニシテ白血球 ヲ發現 セズ.基

底層ニハ「ミトーゼ」多數ナ リ.

(4)交 尾後期及 ビ交尾間期第1-3日

(a)交 尾後期 初期-交 尾期ニ開始セル角化層ノ剥脱 ハ交尾後期初期ニ至 リテ完成 シ其ノ下位

ニアル扁 平上皮ヲ露出シ3-15層 多層扁平上皮 ノ状 ヲナシ一部 ニ於テ既 ニ變性ヲ證明 ス.白 血

球 ハ全ク發現 セズ.

(b)後 期中期ハ上皮ハ3-12層 多層扁平上皮 ニシテ變性次第 ニ増進 シ特有ナルハ白血球上皮

進入ヲ見最初ハ少數 ナルガ急激 ニ増加ス.

(c)後 期終期 ハ上皮ノ變性愈々高度 ニシテ 盛ニ剥脱 シ1-6層 トナ リ白血球進入ハ尚ホ多數

ナ リ.

(d)交 尾間期第1-3日 ハ交尾後期 ト略ボ同一ナル所 見ヲ呈 シ乳頭間部ハ多層扁平上皮ノ状

ヲナスモ乳頭部 ニ於テハ扁平上皮ハ殆 ド剥脱セラレ僅ニ最下位 ノ細胞 ノミヲ止 メ其 ノ状單層骰

子形又ハ短圓柱上皮ノ像 ヲ呈ス.上 皮ハ敦 レモ變性著明 ニシテ白血球進入ハ比較的少數 ナ リ.

即チ交尾後期ノ延長 ト見做スコトヲ得べ シ.
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卵巣 ニ於テハ後期初期及 ビ中期 ニハ全 ク臚胞 ヲ發現 セズ且Graaf氏 臚胞 モ其 ハ後ハ發現セザ

ルガタメニ腟部上皮 ニ如斯變性ヲ惹起セル者ナ リ.

要之ニ子宮腟部ハ全ク腟 ト同一ノ週期性變化ヲ管ム者ナ リ.唯 其 ノ週期性變化ハ腟 ニ見ル如

キ複雜 ナル所見ヲ呈セズシテ殆 ド腟部全部ニ亙 リテ一齊 ニ同一變化 ヲ惹起 ス.又 腟 ヨリモ早期

ニ既 ニ交尾前期中期 ニ角化層 ヲ一部露出 シ前期終期 ニハ大半 ヲ露出 セリ且腟 ニ比 シ角化層 ノ發

育高度ナ リ.

(B)子 宮頸部ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

皺襞輕度管腔 ハ單管 状 ヲナ シ狹隘 ナル モ上 方ニ至

ル ニ從ヒ次第 ニ擴大 シ樹 枝状外 觀ナ シ2-3ノ 大 ナ

ル縦走皺襞 ヲ有 ス.上 皮 ハ多 層圓柱上皮 ニシテ乳頭

部 ハ單 層骰子形或ハ短 圓桂 上皮 ニシテ其 ノ他 ノ部位

ハ2-10層 ノ多層圓柱 上皮 ヨ リナル.上 皮 ハ變 性徴

甚著 明 ニシテ核 ハ稍大 ニ シテ中央 又ハ基底 ニ位 シ橢

圓形,圓 形 及 ビ紡 錘 形 ニシテ染 色 不良 トナ リ屡 々

「ビクノーゼ」及 ビ「ク ロマ トリー ゼ」ヲ呈 シ,原 形質

ハ瀰蔓性 ニ「エオ ジン」濃染 稍溷濁 シ上皮細胞ハ屡々

萎縮 シ細 胞 間 ノ連 結 鬆 疎 ニ シテ多 數 ノ間隙 ヲ形成

ス.白 血球進入ハ稍少數 ナ リ.基 底層ハ1-2層 白血

球 稍多 數進入 シ多數 ノ大空胞 ヲ形成 ス,乳 嘴 形成ハ

少數ナ レドモ稍著明 ナ リ.固 有層 ハ腟 部 ニ比 シ稍鬆

疎 充血及 ビ白血球浸潤 ハ輕度 ナ リ.腺 ヲ認 メズ且上

皮 ニハ氈毛 ヲ有 セズ.脂 肪 及ビ「グ リコゲ ー ン」ハ微

量 ナ リ.

第1日 要 旨-(1)上 皮 ハ多層 圓柱 上皮 ニシテ一部

ハ單層骰子形又 ハ短 圓桂 上皮 ノ状 ヲナ ス.變 性甚著

明 ナ リ白血球 ハ比較 的多 カラズ.上 皮ハ氈毛 ヲ有 セ

ズ. (2)基 底 層ハ1-2層 白血球及 ビ空胞少數,乳 嘴

ハ稍著 シ. (3)固 有層ハ浮腫輕度 白血球及 ビ充 血モ

輕度 ナ リ.腺 ヲ認 メズ. (4)脂 肪及 ビ 「グ リコゲ ー

ン」共 ニ微 量ナ リ.

交尾間期第2日

上皮 ハ第1日 同様2-3層 時 ニ5-6層 ノ多 層圓柱

上皮 ニ シテ一 部ハ單 圓桂 上皮 ノ状 ヲナ シ共 ニ變 性著

シク白血球進入 ハ輕度 ナ リ.尚 ホ上皮 ト基底層 トノ

中間 ニ又ハ基 底 層 ニ大 ナル多 數 ノ空 胞 様 像 ヲ發現

ス.空 胞 様 像 内 部 ニハ變 性核 ノ殘 骸 ヲ認 ムル コ ト

屡 々ナ リ恐 ク變 性 ノ結果發生 シタル空胞 ナル べシ.

基底層ハ1-2層 多 數 ノ變 性細胞 ヲ認 メ白 血球 ハ少

數 ナ リ乳嘴 ハ輕 度變 性著 シ.固 有層ハ浮腫稍著 明白

血球稀 ナ リ.脂 肪ハ上皮基 底又ハ核周圍 ニ中及 ビ小

顆 粒 ヲ比較 的多 數發現 シ 「グ リコゲー ン」 ヲ證明 セ

ズ.

第2日 要 旨-(1)皺 襞 稍著 シク管腔俄 ニ擴大 ス.

 (2)上 皮 バ一部 ハ2-3層 ノ多層圓柱 上皮 一部ハ單

層圓柱上皮 ニシテ共 ニ變性 甚高度 ナ リ,白 血球進入

ハ少數 ナ リ. (3)基 底層1-2層 乳嘴 輕度敦 レモ變

性著明 ナ リ. (4)基 底層 ト上皮 トノ中間 ニ多數 空胞

ヲ認 ム. (5)固 有層ハ浮腫 稍増加 白血球少數 ナ リ.

 (6)脂 肪 中等 量「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

交尾間期 第3日

間期 第1-2日 ト殆 ド同一所見 ヲ呈 シ上皮 ハ一部

單層一 部ハ2-3層 多層 圓柱 上 皮 ニシテ高度 ナ ル變

性 ヲナ シ盛 ニ破壊剥脱 ス.基 底層1-2層 中等量 ノ

空胞 ト少 數白血球 ヲ認 メ變 性著 シ.固 有層 ハ浮腫及

ビ充 血稍 増加白血球少 數ナ リ.脂 肪及 ビ 「グ リコゲ

ー ン」ハ大差ナ シ.

第3日 要 旨-(1)上 皮ハ變 性 高 度 ナル1-3層 圓

柱 上皮 ヨ リナ リ白血球 少數 ナ リ. (2)基 底層 ハ1-2

層 中等量 ハ空胞及 ビ少 數 ノ白血球 ヲ認 メ變性著 シ,
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(3)上 皮 直下 ニ多數空胞 ヲ認 ム. (4)固 有層 ハ浮腫

及 ビ充 血稍強 ク白血球少數. (5)脂 肪 ハ中等度 「グ

リコ ゲ ー ン」ヲ認 メ ズ.

交尾間期第1-3日 ノ總括

上皮ハ交尾後期 ニ於ケル ト略ボ同一ナル所 見ヲ呈 シ2-3ノ 大ナル縦走皺襞 ヲ認 メ一部ハ2-

3層 又ハ5-6層 ノ多層圓柱上皮 ナルガ大部ハ單層圓柱 ヒ皮ニシテ最早肥大ヲ認メズ.變 性甚高

度核 ハ難染性屡々「ピクノーゼ」及 ビ「クロマ トリーゼ」ヲナシ原形質ハ瀰蔓性ニ汚穢 ニ着色 シ又

ハ「エオ ジン」濃染稍溷濁 シ細胞ハ萎縮 セ問隙 ヲ形成 ス.又 上皮及 ビ上皮基底ニ多數 ノ空胞 ヲ認

ム.上 皮ハ次第 ニ剥脱 シ第3日 ハ1-3層 トナル.此 現象ハ卵巣ニGraaf氏 臚胞 ヲ發現 セザル

タメニシテ交尾後期 ノ延長 ト見做 スコ トヲ得ベシ.

交尾間期第4日

皺襞 ハ俄 ニ著明 トナ リ上皮 ハ粘 液細胞 化 シ肥大著

シク變性 ヲ認 メズ多 クハ單 層ナル モ又 屡 々2-5層

ノ圓柱 上皮ナル コ トア リ.原 形質 ハ甚豊滿粗 大網工

ヲナ シ淡染性 明カルキ感 ア リ核ハ胞體 ニ比 シ著 シク

小且1側 ニ壓排 セ ラ レ白血球 進入 ヲ認 メズ.尚 ホ上

皮 ノ基底 竝ニ基 底細胞 及 ビ固有層 ニ屡々空胞 ヲ發現

ス.基 底層ハ1層 白血球 ヲ認 メズ.固 有層ハ浮腫,

充 血及 ビ白血球ハ輕度 ナ リ.脂 肪及 ビ 「グ リコゲー

ン」ハ第3日 ト大差 ナ シ.

第4日 要 旨-(1)皺 襞ハ急激 ニ高度 トナ リ上皮 ノ

變 性ナク總 テ粘液細胞 ニ シテ肥 大著 シ.概 ネ單層 ナ

ルモ屡々2-5層 ノ多層 圓柱 上皮 ノ状 ヲ呈 ス,白血球

上皮進入 ヲ認 メズ. (2)基 底層ハ1層 多 數空胞 ヲ認

ム. (3)上 皮 ノ基底部,基 底層 及 ビ固有層 ニ多 數空

胞 ヲ認 ム. (4)乳 嘴 ヲ認 メズ. (5)固 有層 ハ浮腫,

充血及 ビ白血球 共ニ輕度ナ リ. (6)脂 肪及 ビ 「グ リ

コゲー ン」ハ第3日 ト大 差ナ シ.

交尾間期 第5日

上皮ハ總 テ粘 液細胞 ト化 シ肥大著 シク一 部ハ單層

ナルモ大半 ハ多層 圓柱上皮 ニテ2-3層 又ハ5-6層

ニ配列 シ53-91μ 又 ハ絨 毛状又ハ圓錐状 ヲナス.核

ハ甚小1側 ニ壓排セ ラ レ不規則 ナル形状 ヲナス原形

質 ハ粗大網工 ヲナ シ明 カルキ感 ア リ白血球及 ビ 「ミ

トーゼ」ヲ認 メズ.基 底層1-2層13-26μ,固 有層

ハ浮腫.充 血及 ビ白血球 浸潤敦レ モ輕度 ナ リ.管 腔

ニハ多量 ノ粘液 ト少數 白血球 ヲ有 ス.脂 肪及 ビ 「グ

リコゲー ン」ハ第4日 ト大差 ナ シ.

第5日 要 旨-(1)上 皮ハ總 テ粘液 細胞 トナ リ肥大

著 シク大半 ハ2-3層 ノ多層圓柱 上皮 ナ リ. (2)基 底

層1-2層, (3)固 有層ハ浮腫,充 血及 ビ白血球 等輕

度 ナ リ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン.」ハ第4日 ト大

差ナ シ.

交 尾間期 第6日

管腔 ハ狹隘 ナ レドモ皺襞 ハ著 明上皮ハ 固有層 内 ニ

彎入 シ腺管状斷面 ヲ現 セ リ.

上皮ハ尚 ホ多層 圓柱上皮 ニ シテ一 部單層 トナ ル既

ニ大半 ニ於 テ變 性徴 ヲ現 シ細 胞 ハ萎 縮 シテ間隙 ヲ作

リ上皮 ノ連結鬆疎 ニ シテ白血球 ハ稍 多數進 入 シ空胞

ヲ形成 ス.基 底層 ハ主 トシテ1-2層 ナ リ,固 有層 ハ

第5日 ト大差 ナシ時 ニ「エ オジ ン」白血球 ヲ比較的多

數發現 ス.脂 肪 ハ腟部 ニ比 シ少 シク多量發 現 ス 「グ

リコゲー ン」ハ微 量 ナ リ.

第6日 要 旨-(1)上 皮バ一部 ハ單 層 ナル モ大 半 ハ

尚 ホ多 層圓柱 上皮 ノ状 ヲ呈 ス.既 ニ變 性 ヲ惹起 シ白

血球稍 多數進入 ス. (2)基 底層1-2層 乳嘴 ハ少數

ナ リ. (3)固 有層 浮腫,充 血及 ビ白血球 共 ニ輕度 ナ

リ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ大差 ナ シ,
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交尾間期第4-5日 ノ總括

交尾後期 ヨリ交尾間期第1-3日 ニ亙 リ變性 ト破壊 トヲ繼續 シタル子宮頸部上 皮ハ 間期第4

日ニ至 リテ俄然皺襞 ハ著明 トナ リ且總 テ粘液細胞 ノ状 ヲナシ高度 ノ肥大 ヲ惹起 ス.一 部 ハ單層

圓柱上皮 ナルモ屡 々2-5層 ニ配列セル者 アリ.第5日 ハ肥大及 ビ増殖最著 シ,斯 クテ第6日 ニ

於テハ既 ニ變 性ヲ認 メ次第ニ剥脱セラ レル.此 期 ニ於ケル増殖 ハ腟及 ビ腟部 ト全ク同一ニ シテ

黄體機能 ニ歸 スベキモノナ リ.

交尾 間期第7日

上皮 ハ一 部ハ既 ニ單層圓柱 上皮 トナルモ尚 ホ一部

ハ2-4層 ノ多層 圓柱上皮 ノ状 ヲ呈 ス 兩 者 共 ニ總テ

變 性 ヲ認 メ白血球 進入甚多數ナ リ.基 底層 ハ1層 乳

嘴 ハ少數 ニシテ多數空 胞 ト中等量 白 〓球 ヲ認 ム.固

有層 ハ浮腫 及 ビ充 血輕度 白血球稍増加 ス,脂 肪ハ稍

著 シク減 ジ「グ リコゲ ーン」モ微量 ナ リ.

第7日 要 旨-(1)上 皮 バ一部單層 ナル者 ア リ,又

2-4層 ニ配 列セル者ア リ總テ變 性 ヲ認 メ白 血球 進

入 著明ナ リ. (2)基 底層1層 ニ シテ乳嘴 ハ少數 ナ リ

空 胞多數白血球 中等量 ナ リ. (3)固 有 量ハ大差ナ シ.

 (4)脂 肪ハ稍 減少「グ リコゲー ン」モ微量ナ リ.

交尾間 期第8日

管腔 ハ稍著 シク擴大 シ皺 襞 ハ少 シク輕度 トナ リ上

皮 ハ殆 ド單層圓 柱上皮部 位 ニヨリ其 ノ厚 徑 ヲ異 ニ シ

20-39μ,核 ハ基底橢 圓又 ハ長桿状 ヲナ ス白血球 ハ

一 部 ニ於テ比較的多 數進 入 シ變性ハ第7日 ニ比 シ稍

輕度ナ リ.基 底層 ハ1-2層 時 ニ全 ク缺如 ス.乳 嘴 ヲ

認 メ比較的多數 ノ空胞 ヲ有 ス.固 有層 ハ浮腫及 ビ充

血輕度白血球ハ次第 ニ増加 ス.脂 肪ハ腟 部 ニ比 シ稍

多 量 ニシテ上皮 ニハ核周圍 ニ中等大 ノ顆 粒 ヲ認 メ乳

嘴 及 ビ基 底層 ニハ微細顆粒 ヲ認 メ且 白血 球 ニハ比較

的大 量ヲ認 ム「グ リコゲー ン」ハ稍増加 ス.

第8日 要 旨-(1)上 皮 ハ概 ネ單層 ナ リ變 性 ヲ認 ム

レ ドモ第7日 ニ比 シ稍 輕 度 ニ シテ白 血 球 モ少 數 ナ

リ. (2)基 底 層ハ1-2層 時ニ缺如 シ乳嘴 ハ少數 ナ

リ. (3)固 有層 ハ第8日 ト大差 ナ ク. (4)脂 肪 及 ビ

「グ リコゲー ン 」ハ増量 ス.

交尾 間期第9日

管腔 ハ比較 的廣濶 トナ リ皺 襞 ハ甚輕度 ナ リ.上 皮

ノ變 性ハ著 シク總 テ單 層 圓 柱 上皮13-23μ 核 ハ基

底 ニ位 シ橢 圓形 又ハ圓形「クロマチ ン」ハ邊 縁 ニ配列

シ時 ニ核小 體 ヲ認ム白血球進 入ハ第8日 ニ比 シ稍増

加 シ空胞 ハ少數 ナ リ.原 形質 ハ密 ナル網工 ヲナ シ遊

離縁稍濃 染 ス.基 底層 ハ單層 比較的多數 ノ乳嘴 ヲ形

成 シ稍 深 ク固有層 ニ進入 シ多 數白血球及 ビ空胞 ヲ有

シ變 性細胞 モ屡 々發現 ス.固 有層 ハ浮腫輕度充 血及

ビ白血球ハ増加 ス.脂 肪ハ第8日 同 様多 量 「グ リコ

ゲー ン」ハ少 量 ナ リ.

第9日 要 旨-(1)管 腔 ハ廣 濶皺襞 ハ減少 ス. (2)

上皮 ハ單 層圓柱 上皮 尚ホ變 性 ヲ認 メ白 血 球 多 數 ナ

リ. (3)基 底層單層.乳 嘴稍 著明多 數 ノ白血球 及 ビ

空胞 ヲ認 メ屡 々變 性細胞 ヲ混 ズ. (4)固 有層 浮腫輕

度 充血及 ビ白血球稍 増加 ス. (5)脂 肪稍多 ク 「グ リ

コゲ ー ン」ハ少 量ナ リ.

交 尾間期第10日

管腔ハ比較的廣 濶ナ ルガ一部稍狹 隘ナル者 ア リ皺

襞 著明 ナラズ.上 皮 ハ總 テ單層圓柱 上皮17-26μ 核

ハ基 底 ニ位 シ圓形又 ハ橢 圓形「ク ロマ チン」ニ乏 シ原

形質 ハ細微 ナル網工 ヲナ ス尚 ホ變性 ヲナ シ多數變 性

細胞 ヲ混 在 ス空胞 少數 白血球 モ稍少 數ナ リ.基 底層

ハ1-2層 乳嘴 ハ少 數ナル モ多 數 ノ大空胞 ヲ有 シ白

血球 ハ中等 量ナ リ.固 有 層ハ浮腫輕度充 血及 ビ白血

球 モ稍 減ズ脂 肪ハ再 ビ減 ジ「グ リコゲー シ」ハ甚微量

ナ リ.

第10日 要 旨-(1)皺 襞輕 度管腔 ハ 稍 廣濶 サ レ ド
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一部狹隘 ナ リ. (2)上 皮 ハ總 テ單層 尚ホ變性著明 ニ

シテ白血球少 數ナ リ. (3)基 底層1-2層 乳嘴ハ輕

度. (3)固 有層 ハ浮腫,充 血及 ビ白血球 輕度. (5)

脂 肪ハ稍 減 ジ「グ リコゲー ン」ハ微 量 ナ リ.

交尾間期第11日

管腔及 ビ皺 襞 ハ大差 ナ シ上皮 ハ單層圓柱上皮20-

23μ 核 ハ基底又ハ少 シク上位 ニア リ圓形 或ハ橢 圓形

一部不規 則ナル形状 ヲナシ尚 ホ屡 々變性 ヲ認ム,原

形質ハ微細 網工 ヲナ シ瀰蔓性 ニ 「エ オジ ン」 ニ濃染

ス.基底層 ハ1層 ナルガ時 ニ2-3層 ナル者 ア リ乳嘴

ハ輕度 ニシテ絨毛 状 ヲナ シ稍 多數 ノ空胞及 ビ白 血球

ヲ有 シ變 性細 胞 ヲ屡々發現 ス.固有 層 ハ第10日 ノ如

ク浮腫 輕度充 血及 ビ白 血球中等 量ナ リ,脂 肪 ハ子 宮

體部 ニハ著 明ナル モ頸部 ハ微量 ナ リ「グル コゲ ー ン」

ハ白 血球 ニ少 量 ヲ證 明 ス.時 トシテ節11日 ニ既 ニ單

層粘液細 胞 トナ レル者 ア リ.

第11日 要 旨-(1)上 皮 ハ總テ單 層 圓柱 上皮尚 ホ

著性 ヲ認 ム.既 ニ一 部粘 液細胞化セ ル者ア リ白 血球

進入 ハ少數 ナ リ. (2)皺 襞及 ビ管腔 ハ第10日 ト大

差 ナシ. (3)基 底層 ハ1層 乳嘴輕度屡 々變 性細 胞 ヲ

認ム. (4)固 有層 ハ第10日 ト同様ナ リ. (5)脂 肪及

ビ「グ リコゲー ン」ハ少 量 ナ リ.

交尾間期第7-11日 ノ總括

交尾間期第6日 ニ於テ上皮ハ既 ニ再 ビ變性 ヲ惹起 シ第7日 ニハ一部 ハ單層 トナルモ尚ホ屡 々

2-4層 ニ配列 シ兩者 レモ顯著ナルレ變性ヲナ シ白血球ハ多數進入ス.管 腔ハ稍廣濶 トナルレモ皺

襞ハ著 シク減 少 ス.第8-11日 ニ ハ上 皮 ハ總 テ單層 圓 柱 上皮 トナ リ變 性 著 明 ナ リ.特 ニ第11日

ニ既 ニ粘液細胞 ト化 シ肥大著 シキ者 アリ.

交尾間期 第12日

管腔 ハ稍廣濶皺襞中等 ナ リ.上 皮 ハ殆 ド總テ單層

ニシテ高圓柱上皮 ノ状 ヲナシ核 ハ中央 又ハ基底 ニ位

シ橢圓形又ハ紡錘形「クロマチ ン」ハ乏 シク原形質 ハ

粗網 ヲナス.約 半數ハ粘液細胞 ト化 シ肥 大著 シク一

部ハ多層 圓柱上皮 トナ リ2-3層 ニ配列 ス.白 血球 ハ

尚 ホ多 數進 入ス.基 底層ハ1層10-23μ 乳嘴 ヲ認 メ

ズ.固 有層ハ浮腫 輕度充 血稍 著明白 血球多 數ナ リ管

腔 ニハ赤 血球 ヲ發 現 ス.脂 肪 ハ上皮 ニハ少 量 ノ微細

顆粒 ヲ認 メ上皮 ト基底 層 トノ中間 ニ稍多 量 ヲ證明ス

固有層 ハ白血球 ニ少量 ヲ認 ム.「 グ リコゲー ン」ハ微

量ナ リ.

第12日 要 旨-(1)管 腔 ハ少 シク 廣 濶 上皮 ハ單 層

高圓柱 上皮 ニ シテ攣 性 ヲ認 メズ一部粘 液細胞 ト化 シ

肥 大著 シキ者 ア リ又一部 ニ於テハ多層圓柱上皮 トナ

ル. (2)基 底層 ハ1層 ニシテ乳嘴 ヲ認 メズ. (3)固

有層 ハ浮腫輕度充著稍著 シク白血球増加 ス. (4)脂

肪ハ稍 多量「グ リコゲ ー ン」ハ微量 ナ リ.

交尾間期第13日

管腔 ハ次第 ニ廣濶 ニシテ皺襞 モ亦 著明,上 皮 ハ稍

強 ク迂曲彎入 シ絨 毛状.乳 頭 状 ヲナ シテ突出 シ且 島

(Insel)ヲ 形 成セル者 ア リ.上 皮 ハ單層 ノ高圓柱 上

皮26-30μ ニ シテ密 ニ配列 ス.核 ハ基底 ニ位 シ又

屡 々中央 ニ位 シ不規 則 ナル形状 ヲナ シ原形質 ハ稍 粗

ナル網工 ヲナス.上皮 ハ一部多量 化 ヲナ シ2-3層 ニ

配 列 シ又屡 々粘液 細胞 ハ状 ヲナ シ白血球及 ビ空胞 ハ

少 數ナ リ.基 底層1層6-10μ,固 有 層 ハ比較 的鬆疎

充 血稍 著 シク白血球 ハハ主 トシテ「エ オジ ン」白 血球

ヲ多 數發現 ス.脂 肪ハ大差ナ ク「グ リコゲー ン」ヲ認

メズ.

第13日 要 旨-(1)上 皮 ハ概 ネ單層 ナル モ時 ニ2-

3層 多 層圓柱 上皮 トナル變 性 ヲ認 メズ 一部粘 液細胞

化 ス.白 血球及 ビ空胞 ハ少數 ナ リ. (2)基 底 層單層

乳 嘴 ヲ認 メズ. (3)固 有 層 ハ浮腫 少 シク増 加,充 血

及 ビ白血球 モ亦増 加. (4)脂 肪 ハ大差 ナク 「グ リコ

ゲー ン」ヲ認 メズ.
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交尾 間期 第14日

管腔 ハ稍著 シク擴大 シ皺襞 ハ比較的強度 ニ シテ島

(Inset)ヲ 形成 ス.上 皮ハ大半ハ單層 ナルモ一 部ハ

2-5層 ノ多層 圓柱上皮 ヨ リナ リ總 テ粘 液 細 胞 ノ状

ヲナ ス,核 ハ橢 圓形ナルガ屡 々不規 則 ナル形 状 ヲナ

シ新 月状,「 コンマ」状及 ビ星芒状 ヲナ シ著 シク小 ニ

シテ1側 ニ壓排 セラレ「ク ロマチ ン」ニ乏 シ原形 質ハ

粗大網工 ヲナ シ白血球 ハ著 シク少數 ニ シテ空胞 ヲ有

セ ズ.基 底層 ハ1層13μ 比較的多數 ノ乳嘴 ヲ作 リ深

ク固有層 ニ進入 シ1.0mmニ 達セ ル者 ア リ.總テ基底

細胞 ヨ リナ リ「ミトーゼ」ハ比較的多 數 ニ出現 シ屡 々

大空胞 ヲ形 成 ス.管 腔ハ 中等量 ノ粘液,少 數 ノ上皮

及 ビ白 血球 ヲ藏 ス.固 有層 ハ浮腫乏 シク充 血及 ビ白

血球 モ少量.脂 肪 ハ上皮 ニハ少 量其 ノ基 底部 ニハ中

等量 ナ リ,固有 層 ハ少數「グ リコゲ ーン」ハ微 量ナ リ.

第14日 要 旨-(1)管 腔 ハ甚 廣 濶皺 襞著明 ニ シテ

島(Insel)ヲ 形成 ス. (2)上 皮 ハ大半 ハ單 層一部 ハ

多層 量圓 柱 上 皮 トナ リ2-5層 ニ配 列 シ總 テ粘液 細

胞 トナ ル.白 血球 ハ著 シク減少 シ空胞 ヲ認 メズ. (3)

基底層 ハ單層,乳 嘴多數,「 ミトーゼ」及 ビ空胞 モ亦

多數 ナ リ. (4)固 有層 ハ緻密充 血及 ビ白血球 ハ乏 シ. 

(5)脂 肪ハ大差 ナク「グ リコゲー ン」微 量ナ リ.

第2項　 交 尾 前 期

之 ヲ初期,中 期及 ビ終期 ニ別 チ叙述 スベ シ.

初 期-初 期 最 初 ニ於 ケル上皮 配 列 ハ 次 ノ順序 ナ

リ.

粘液細胞化 セル多 層圓柱 上皮十多層扁平上皮 十

基底層

全 ク腟 及ビ子 宮腟部 ニ於 ケル ト同一所見 ヲ呈 シ最

上 位ヲナセル圓柱 上皮 ハ總 テ粘液細胞 トナ リ肥大著

シク不規則 ナル多稜 形,圓 形又 ハ梨子状 ヲナス ノ下

層 ニ赴 ク ニ從 ヒ漸次増 大 シ核 ハ胞體 ニ比 シ甚小 ニシ

テ點状 又ハ星芒 状 ヲナ シ「ク ロマチ ン」ニ乏 シク「ヘ

マ トキ シリン」 濃染 性多 クハ基底又 ハ邊縁 ニ壓排 セ

ラル.原 形質ハ粗ナル網工 ヲナシ甚豊滿 ナ リ且 白血

球 及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.圓 柱 上皮 ハ屡 々述 ベタ

ル如 キ3種 類 ノ配列 ヲ同時 ニ發現 ス.即 チ第1型 ハ

6-7層 ノ多 層圓柱 上皮 ノ状 ヲナ シ,第2型 ハ扁平 上

皮 ヨ リ進 入 セル中 隔 ヲ中心 トシ其 ノ兩 側ニ6-7箇

ノ上皮 細胞1列 ニ配列 シ絨毛状 ヲナ シテ管腔 ニ進入

セル者 ニシテ 時 トシテ著 シク延長迂 曲 ヲナス.第3

型 ハ上 皮細胞10-20箇 又ハ30-40箇 ガ相集 リ1群

ヲナ シ其 ノ外 形 ハ圓錐状又 ハ「ポ リープ」状 ヲナ セル

者 ナ リ.

圓 柱 上 皮 ノ次層 ニハ扁 平 上 皮 ヲ發現 シ2-4層

10-16μ 「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ證 明セズ核ハ紡錘

状又 ハ「エ ンドラール」様 ヲナ シ「クロ マチ ン」ハ中等

量 ナ リ.扁 平上皮 ヨリ圓柱 上皮 ニ進 入セル中隔 ハ比

較 的 少 數 ニ シテ直角 ニ進入 シ只2-3箇 ノ分 枝 ヲ與

フル ノ ミナ リ.基 底 層 ハ2-3層21-33μ 「ミトー

ゼ」少 數 白血球 ヲ認 メズ.乳 嘴 ヲ有 セズ.固 有層 ハ

緻密充血輕度白 血球 少數「ミトーゼ」ハ稀 ナ リ.

上叙 セル組織像 發現後極 メテ短 時間内 ニ驚異 スべ

キ上皮増殖 ヲ惹起 ス即 チ管腔 ハ著 シク擴大 シ皺襞 モ

亦 甚高度 トナ リ管腔 内 ニ多 數 ノ島 ヲ形成 ス.之 等多

數 ノ島(Insel)ハ 頸部粘膜 ト同 一ナル上皮 ヲ有 ス.

今上皮 ノ配列 ヲ示 セバ次 ノ順序 ナ リ.最 上 層 ヲナス

ハ圓柱 上皮 ニシテ粘液細胞 ノ状 ヲナシ豊滿 ナル原形

質 ヲ有 シ核 ハ甚 小 ニシテ點状又 ハ星 芒状 ヲナ シテ邊

縁 ニ壓排 セ ラル.其 ノ配 列 ノ状 ハ上述 セル3種 類 ノ

配列型 ヲ同 時ニ認 ムルモ固有 ノ多層圓柱 上皮 ノ像 ヲ

呈セ ル者 最多ク絨毛状 ヲナス者之 ニ次 ギ圓錐状 又ハ

「ポ リープ」状 ヲナス者 最少數 ナ リ.即 チ上皮ハ多 ク

ハ4-8層 多 層圓柱 上皮ニ シテ次 第 ニ旺 盛 ナル増 殖

ヲナ シ20-30層 又 ハ夫 レ以 上 ニ配 列 セル者 少 ナカ

ラズ.絨 毛状 ヲナセル者 ハ著 シキ延 長迂曲 ヲナス.

之 等上皮 ト頸管 内ニ横 ハ レル多數 ノ島(Insel)モ 同

様 ニ旺盛 ナル上皮増殖 ヲ營 ミ相互 ニ密 ニ接觸 シ,擴

大 セル管腔 ハ全 ク之等上皮 ヲ以テ埋 メ盡 クサ レ僅 ニ
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極 メテ細小 ナル管(Kanal)ヲ 止ムル ノ ミトナ ル.

圓柱上皮 ノ下層ハ角化層 ナルガ頸部 ニ於 テハ腟 及

ビ子宮腟 部 ニ見 ル如 ク著明 ニ發現 セズ シテ唯 僅 ニ扁

平上皮 ノ表 在1-2層 及 ビ中隔 ノ一 部 ニ於 テ認ム ル

ノ ミナ リ.且 必發 スル者 ニア ラズシテ之 ヲ缺如 スル

コ ト屡々ナ リ.

扁平上皮 ハ7-11層40-65μ ノ多 層 扁 平 上 皮 ニ

シテ核ハ橢圓形,圓 形又 ハ紡錘形 ヲナ シ微細 中等量

ノ「クロマチ ン」ヲ有 シ「ミ トーゼ」及 ビ白血球 ヲ認 メ

ズ.

基底層 ハ2-5層16-42μ 乳嘴ハ著明 ニシテ白 血

球 ヲ認 メズ「ミトーゼ」少數 ナ リ.固 有層 ハ浮腫輕度

充血乏 シク少量 ノ「エオ ジ ン」白血球 ヲ有 ス.脂 肪ハ

圓柱上皮ハ比較的多量扁平上皮基底層 ハ微細顆 粒中

等量固有層ハ少量ナ リ,「グ リコゲー ン」ハ圓柱 上皮

ハ比較的 多量 ナルモ其 ノ他 ハ部 位ハ少數 ナ リ.

中期-上 皮増殖 ノ極期 ハ交 尾前 期初期 ニシテ中期

ニ至レバ増殖少 シク不充分 トナル.管 腔及 ビ皺襞 ノ

状 ハ殆 ド初期同様 ナ リ.上 皮配列 モ初期 ト大差 ナク

最上層ハ圓柱 上皮 ニシテ多 層圓柱上皮 ノ状 ヲナス者

最多 ク4-20層 又 ハ夫 レ以上ニ配列 ス.島(Insel)ヲ

被 ヘル上皮 モ同様 ニ著 シキ増殖 ヲナ シ密 ニ接觸 ス,

圓柱 上皮ハ總テ粘液細胞 ニ シテ 「ミトーゼ」 ヲ認 メ

ズ.次 層ハ扁平上皮 ニシテ7-12層 「ミトーゼ」及

ビ白血球 ヲ有 セズ.基 底 層 ハ2-5層 「ミ トーゼ」少

數.固 有層ハ比較 的多數 ノ白血球 ヲ認 メ浮腫 及 ビ充

血輕度 ナリ,脂 肪ハ次第 ニ減少 シ圓柱 上皮 ニハ中等

量以下 トナ リ其 ノ他 ノ部位ハ少量 ナ リ.「グ リコゲー

ン」ハ初 期 卜大差ナ シ.

終 期-管 腔 ハ廣濶最早初期 及 ビ中期 ニ見 タル如 キ

著明ナ ル上皮増殖 ヲ認 メズ.管 腔 ノ大半 ハ空虚 ナ リ.

皺襞 モ輕度 トナ リ島 ヲ認 メズ.最 上位 ヲナセル圓柱

上皮ハ3種 ノ配列 ヲナ シ7-8層 多 層 圓 柱 上皮 ナル

者最多 シー部變 性 ヲ認 メ白血球 及ビ 「ミ トーゼ」 ヲ

有 セズ.扁 平 上皮2-5層16-49μ,基 底層1-3層

16-33μ 「ミトーゼ」少數 乳嘴 ヲ發現セ ズ.固 有層 ハ

浮腫 輕度,「 ミトーゼ」稀ニ シテ充血及 ビ白血球 モ著

シカラズ.脂 肪ハ次第 ニ減少 シ圓柱 上皮少 量其 ノ他

ノ部 位ハ甚微 量ナ リ,「 グ リコゲー ン」ハ圓柱上皮 ハ

少數發現 スルモ其 ノ他ハ微量 ナ リ.

交尾前期要旨

初期-(1)最 初 ハ腟及 ビ子宮腟部 ト同一所見ヲ呈シ最上層 ハ粘液細胞化セル多層圓柱上皮 ニ

シテ6-7層 ニ配列ス.圓 柱上皮 ノ下層ニ始 メテ扁平上皮ヲ發現 シ2-4層 ニ配列 シ白血球ハ敦

レニモ證明 セズ. (2)極 メテ短時間内ニ上皮 ハ著 シキ増殖 ヲ惹起 シ最上層 ヲナセル圓柱上皮ハ

4-8層 ヨリ20-30層 ニ達 シ皺襞著 シキ爲頸 管内ニ多數 ノ島(Insel)ヲ 形成 ス.各 島 ハ頸管粘

膜 ト同一ナル上皮被包ヲ蒙 リ旺盛ナル増殖ヲ營 ミ遂 ニ管腔ハ上皮ヲ以ヲ充填 ス.

次層ハ扁平上皮 ニシテ7-11層 ナリ.角 化 ハ腟及 ビ子宮腟部ニ於ケル如ク著明 ニ發現 セズ僅

ニ扁平上皮表在1-2層 及 ビ樹枝状中隔 ノ一部 ニ於 テノミ時 ニ出現ス.

中期-初 期 ト略ボ同-所 見ヲ呈 セルモ上皮増殖稍輕度 トナ リ,圓 柱 上皮 ハ4-20層 或ハ夫 レ

以上 ニ増殖 シ同ジク粘液細胞 ノ状ヲナス.次 層 ハ扁平上皮ニシテ初期 ト大差ナク7-12層 ナ

リ.

終期-上 皮ハ最早初期及 ビ中期ニ見 タル如キ著明 ナル増殖 ヲ認 メズシテ最上層 ノ圓柱上皮 ハ

7-8層 既ニ一部變性 ヲ認 ム扁平上皮2-5層 ナ リ,
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第3項　 交 尾 期

Fellner Otfriedハ 頸部上皮 ハ交 尾期 ニ於テ其 ノ増

殖極度 ニ達 ス ト唱 フ レドモ余 ノ實驗 ニテハ交 尾 前期

初期最著 明ニ シテ交尾期 ニ於テ ハ既 ニ比較 的輕徴 ト

ナル.頸 部管腔 ハ前 期初期 ノ約1/2ニ縮小 シ且 前期初

期 ニ見 タル如 ク上皮 ヲ以テ充 填セ ラル ル事 ナ シ.上

皮配列 ノ状 ハ頸 部下部 ト頸部上部 トハ稍其 ノ所見 ヲ

異 ニス.頸 部 下部ハ最 上層 ニハ粘液細胞化 セル圓柱

上皮 ヲ頂 キ3-8層 多層 圓柱上皮 ニシテ,皺 襞著 シキ

タ メ大 半 ハ絨毛状又 ハ「ポ リープ」状 ノ配 列ヲナス.

細胞 ハ肥 大著 シク核 ハ基 底 ニ位 シ橢 圓形,點 状,星

芒状 又ハ新月状 ヲナシ屡 々無核細胞 ヲ混在 シ,原 形

質 ハ豊滿 ニシテ稍粗 ナル網工 ヲナス白血球進入 ヲ認

メズ.圓 柱上皮 ノ下位 ナル扁 平上皮 ハ部 位 ニヨ リ其

ハ厚 狹 ヲ異 ニシ頸部下端 ハ多 クハ5-6層 多層扁平

上皮 ノ状 ヲナ スモ上方 ニ赴 クニ從 ヒ次第 ニ菲薄 トナ

リ遂 ニ1層 トナル.白 血球 ヲ認 メズ.基 底層ハ概 ネ

1層 ナ リ.頸 部上部 ニ於テハ粘膜 固有層 ハ強ク管腔

内 ニ進入 シ爲 ニメ數 箇 ノ強 大ナル半 島状 ノ縦走皺襞

ヲ形 成 シ更 ニ多數 ノ副皺襞 ヲ形 成 ス.之 等樹 枝状皺

襞 ハ最上層 ハ粘 液細胞化 セル圓柱上皮 ヨ リナ リ1-

6層 ニ配列 シ絨 毛状,「 ポ リープ」状 又ハ多層 圓柱上

皮 ノ状 ヲ呈 ス.核 ハ甚 小 ニシテ基底 ニ存 シ不規 則 ナ

ル形状 ヲナ シ原形質 ハ豊滿 無構造又 ハ稍 粗ナ ル網工

ヲナ シ白血球 ヲ認 メズ,扁 平上皮 ハ1-2層 遂 ニハ全

ク消失 ス.圓 柱上皮 ニハ一部 輕度 ノ變性 ヲ認 メ殊 ニ

頸 部下部 ニ著 シ.頸 管 内 ニハ數 箇 ノ島(Insel)ヲ 有

セ ル者 ト全 ク有セザル者 ア リ.島(Insel)ニ 於 ケ ル

上皮 ハ最 上層ハ圓柱上皮 ニ シテ頸部粘膜 ト同一所見

ヲ呈 ス.扁 平上皮ハ1-2層 ナル者 ト全 ク缺 如セ ル者

ヲ認 ム.

粘膜 固有層 ハ浮腫 ヲ認 メズ充 血ハ乏 シク 「エ オジ

ン」白血球 ハ甚多 量ナ リ.脂 肪 ヲ認 メズ「グ リコゲー

ン」ハ甚微量 ナ リ.

交尾期要旨-(1)從 來上皮増殖ハ交尾期最著明ナリト信 ゼラレタルモ前期初期ニ比 シ比較的

輕微ナ リ. (2)頸 部下部 ト上部 トハ上皮配列 ノ所見ヲ異ニセリ.下 部ハ粘液細胞化セル圓柱上

皮 ヨリナ リ3-8層 ニ配列最屡 々絨毛状ヲナス,次 層 ハ5-6層 扁平上皮ナ リ. (3)頸 部上部ハ

強大ナル縦走皺襞ヲ生 ジ之 ヨリ更ニ多數副皺襞 ヲ發生 シ稍複雜ナル樹枝状像ヲナス.最 上層 ハ

圓柱上皮ニシテ1-6層 ニ配列 シ,扁 平上皮ハ1-2層 トナ リ遂 ニハ消失ス. (4)圓 柱上皮 ニハ

既ニ一部 ニ於テ變性ヲ認 ム.

交尾間期第12-14日,交 尾前期及 ビ交尾期 ノ總括

交尾間期第6-11日 ニ亙 リテ 上皮 ハ著明ナル變性破壊 ノ所 見ヲ見タルニ 間期第12日 以後ハ

最早變性徴ヲ發見セズ.間 期第12日 ハ殆 ド總テ單層 ノ高圓柱 上皮ニ シテ密 ニ配列 シ一部 ハ粘

液細胞 ノ像 ヲ呈 セル者 アリ.間 期第13-14日ニ ハ上皮ハ一部 ニ多層化 ヲナシ2-3層 ヨリ2-5

層 ノ多層圓柱 上皮 トナル,尚 ホ大半ハ單層圓柱 上皮ナリ.レ ドモ總テ粘液細胞ノ状 ヲナシ肥

大著明 ナリ.白 血球 上皮進入ハ著 シク少數 ニシテ空胞 ヲ認 メズ.基 底層 ハ1層 乳嘴 ハ比較的多

數 ニシテ屡 々「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

交尾前期初期 ル最初 ハ腟及 ビ子宮腟部 ニ於ケル ト全 ク同一所見ヲナシ圓柱 ヒ皮ハ間期終期 ト

同様總テ粘液細胞 トナ リ肥大著 シク6-7層 多層圓柱 ヒ皮 トナル.尚 ホ特異ナルハ圓柱 上皮 ト基
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底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮ヲ發現 シ2-4層 多層扁平上皮ノ像ヲナスコ トナ リ.少時ニシテ

圓柱 上皮ハ最強變 ノ増殖 ヲ營 ミ4-8層 ヨリ20-30層 或 ハ夫 レ以 上ニモ達 シ其 ノ他絨毛状 ヲナ

セル者 ハ強ク延長迂曲 ヲナス.尚 ホ頸管内ニハ皺襞形成著明ナルタメ多數 ノ島(Insel)ヲ 形成

シ各島ハ頸部粘膜 ト同一ナル上皮被包 ヲ有 セル爲各々相接觸 シ甚複雜ナル所見ヲ呈セリ.

角化ハ頸部ニ於テハ著明ナラズ シテ唯僅ニ扁平上皮ノ表在1-2層 及 ビ樹枝状中隔 ノ一部 ニ

ノミ發現 シ時ニ之 ヲ缺如セルコトアリ.

扁平上皮ハ7-11層 ナリ.基 底層 ハ2-5層 乳嘴ハ著明ナ リ.

交尾前期中期 ハ増殖少 シク不充分 トナリ圓柱 上皮ハ4-20層 ニ配列 シ扁平上皮ハ7-12層 ナ

リ.前 期終期ニハ最早初期及 ビ中期 ニ見ル如 キ著明 ナル増殖ヲ認 メズ,最 上層 ナル圓柱上皮ハ

7-8層 ニシテ一部變性ヲ認 メ扁平上皮ハ2-5層,基 底層 ハ1-3層 ニシテ乳嘴 ヲ發現 セズ.

交尾期ハ更ニ上皮増殖輕度 トナ リ頸部下部ニ於テハ粘液細胞化 セル圓柱 上皮ハ3-8層 ニシ

テ最屡々絨毛状及 ビ「ポ リープ」状配列ヲナス,次 層ハ5-6層 扁平上皮ナリ.頸 部上部ニ於テハ

數箇ノ強大ナル縦走皺襞 ヲ生 ジ之 ヨリ更ニ多數副皺襞 ノ發生ヲ見稍複雜ナル樹枝様像ヲ呈ス,

上皮ハ最上層ハ1-6層 圓柱 ヒ皮ニシテ扁平上皮ハ次第 ニ厚徑 ヲ減 ジ概 ネ1-2層 トナル,即 チ

頸部ニ於テハ臚胞成熟 ニ伴 ヒテ次第 ニ上皮 ハ増殖肥大ヲナシ交尾前期初期ニ於テ其 ル増殖極度

ニ達 ス.而 シテ排卵ニ先 チテ早 クモ増殖 ヲ減 ジ一部ハ既 ニ變性徴 ヲ發現ス.

第4項　 交 尾 後 期

之ヲ初期,中 期及 ビ終期 ノ3期 ニ分 チ叙述 スベ シ.

初期-略 ボ交 尾期 ト同 一ノ所見 ヲ呈 シ粘膜 ハ多數

ノ樹枝状皺襞 ヲ形成 シ上皮 ハ圓柱上皮 ニシテ粘 液細

胞 ナルコ ト交尾 前期及 ビ交尾期 ト同 様ナ リ.多 クハ

2-3層 又ハ5-6層 ニ配列 シ一部 ハ單層 トナル,單

層 ナル者ハ高 圓柱状,花 瓣状 又ハ多稜形 ヲナ シ核ハ

基底 ニ位 シ甚 小且不規 則ナ リ.頸部下部 ニハ1-2層

扁 平上皮 ヲ有 スルモ上部 ニテハ缺如 セ リ.基 底層 ハ

1層 ナ リ.基 底層 ハ乳嘴 ヲ作 ラズ.白 血球 上皮進入

ヲ認 メズ頸管 ニハ中等 量 ノ粘 液 ヲ認 ム.固 有層 ハ浮

腫及 ビ充血輕度 「エ オ ジン」白血球少數 ナ リ.脂 肪ハ

上皮遊離縁 ニ少量 ノ微 細顆粒 ヲ認 メ固有層 ニハ白 血

球 ニ少量 ヲ有セ リ,「グ リコゲー ン」ヲ證 明 セズ.

中有-皺 襞 形成尚 ホ比較 的著 明 ニシテ樹枝 様像ヲ

ナシ上皮ハ粘液細胞化 セル圓柱上皮 ニ シテ3-6層

ノ多層 圓柱上皮 ヲナ シ一部 ハ單層 ナ リ,屡 々絨 毛状

ヲナシテ強 ク迂 曲延 長セル者 ア リ核 ハ甚 小,基 底 ニ

位 シ「コンマ」状 ヲナ シ原形質 ハ豊富稍粗 ナル網工 ヲ

ナ シ少數 空胞 ヲ認 メ,屡 々無核細胞 ヲ發 現 ス.白 血

球進 入 ハ稀 ナ リ.頸 部下部 ニ於 テハ1-2層 扁 平上

皮 ヲ發現 スルモ上 部ハ缺如 セ リ,基 底細 胞 モ下部 ハ

1-2層 ナルガ上 部ハ之 ヲ認 メズ シテ基 礎膜 ヲ有 セ

ル者 ア リ.固 有層 ハ緻密 ニシテ充血 輕度「エオ ジン」

白血球 中等 量ナ リ.脂 肪ハ上皮 ニ於 テハ核周圍 ニ微

細 顆粒 ヲ稍著 シク發現 スル モ固有層 ハ微量 ナ リ 「グ

リコゲー ン」ヲ認 メズ.

終期-管 腔 ハ比較的狹隘 ナル モ皺襞 ハ尚 ホ著明樹

枝 ヲナ シ上皮ハ尚 ホ一 部ハ2-3層 又ハ5-6層 多層

圓柱上皮 ノ状 ヲナシ大部分 ハ既 ニ單層 ナ リ.然 レ共

敦 レモ粘 液細胞 ノ状 ヲナ シ肥大著 シク多 稜形又 ハ梨

子状形 核ハ小 ニ シテ「コ ンマ」状,圓 形,紡 錘状又 ハ

新 月状 ヲナス.多 クハ絨毛状 又ハ乳頭状配列 ヲナス.
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上皮 ノ變性ハ稍著 明 ニシテ原形質 内ニ多數空胞 ヲ形

成 シ核ハ屡變 性 シ胞 體ハ萎縮 シテ間隙 ヲ作 ル,尚 ホ

特 異 ナルハ上皮 直下 ニ多數 ノ空胞 ヲ發現 セル コ トナ

リ.白 血球上皮進入 ハ少數 ナ リ.扁 平上皮ハ頸 部下

部ハ2-3層 ヲ發現 スルモ上 部ハ缺如 ス基底層ハ1

層 ナ リ.尚 ホ扁 平上皮 及 ビ基 底層 ニモ屡 々變 性 ヲ認

ム.乳 嘴 ハ輕度 ナ リ.固 有層 ハ浮腫甚 輕度充 血 中等

度白血球 ハ稍 多數 ニ シテ主 トシテ「エオ ジン」白血球

ナ リ.脂 肪 及 ビ「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

交尾後期要旨

初期-(1)多 數 ノ樹枝状皺襞 ヲ有 シ上皮ハ交尾前期及 ビ交尾期 ト同檬 ニ尚ホ粘液細胞ノ状 ヲ

ナシ多クハ2-3層 又 ハ5-6層 ニ配列 シ一部ハ單層 ナリ. (2)扁 平上皮ハ頸部下部ニハ1-2

層ヲ發現 スルモ上部ニ於 テハ之 ヲ缺如 ス. (3)基 底層ハ1層,乳 嘴 ヲ作 ラズ.白 血球上皮進入

ヲ認 メズ.

中期-(1)皺 襞 ハ尚ホ著明上皮ハ粘液細胞ニシテ3-6層 又ハ單層圓柱 上皮ナ リ.小空胞ヲ發

生 シ又無核細胞ヲ介在 ス. (2)扁 平上皮ハ頸部下部 ニハ1-2層 ヲ發現スルモ上部ハ缺如ス.

 (3)基 底細胞モ下部 ハ1-2層 ナルモ上部ハ缺ク.

終期-(1)上 皮ハ一部ニハ尚ホ2-3層 或 ハ5-6層 ニ配列 セル者 アルモ多クハ單層 ニシテ粘

液細胞 ノ状 ヲナス.上 皮ノ變性稍著明ニシテ多數空胞 ヲ發生 シ核 ハ屡々變性 シ胞體 ハ萎縮 シテ

間隙 ヲ形成ス.特 異ナルハ上皮直下ニ多數空胞 ヲ發現 セルコ トナ リ. (2)扁 平上皮 ハ頸部下部

ニハ2-3層 ヲ證明 スルレモ上部 ハ缺如 ス. (3)基 底層 ハ1層 ,乳嘴 ハ輕微ナ リ.尚 ホ扁平上皮及

ビ基底細胞 モ屡々變性 ス.

第5項　 本節 ノ總括的觀察

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第4-5日

交尾後期 ヨリ交尾間期第1-3日 ニ亙 リ變性 ト破壊 トヲ繼續 シタル子宮頸部上皮ハ 交尾間期

第4日 ニハ皺襞急激ニ著明 トナ リ,總 テ粘液細胞 ニシテ高度 ノ肥大ヲナシ最早變性 ヲ認 メズ.

一部ハ單層 ナルモ屡々2-5層 ノ多層圓柱 上皮 トナル.第5日 ハ肥大及 ビ増殖 ハ最旺盛 トナリ

而シテ第6日 ニ於テハ既 ニ一部 ニ變性ヲ發現 スルナリ.此 明ニ於ケル上皮増殖ハ全ク黄體機能

ニ歸スベキ者 ナルガ粘膜固有層 ニハ著變 ヲ惹 起セズ.白 血球上皮進入ハ甚少數 ナリ.

(b)交 尾間期第6-11日

此期ニハ皺襞 ハ著 シク減少ス.既 ニ交尾間期第6日 ヨリ變性 ヲ著明ニ證明ス.第7日 ハ上皮

ハ一部ハ單層圓柱 上皮ナルモ一部 ハ尚ホ2-4層 多層圓柱 上皮 ノ状 ヲナス.胞體ハ萎縮 シ周圍 ニ

間隙 ヲ生 ジ上皮 ノ連結ハ次第ニ鬆粗 トナ リ盛ニ剥脱ス,核 ハ「ピクノーゼ」其ノ他變性徴 ヲ現 シ

原形質 ハ汚穢ナル着色 ヲナシ多數空胞ヲ形成 ス.白 血球上皮進入ハ比較的多數ナリ.

交尾間期第8-11日 ニハ上皮ハ總テ單層圓柱上皮 トナ リ變性尚ホ著 シク白血球進入モ亦多數

ナ リ,基底層ハ1-2層 ナルガ乳嘴ハ稍著明ナリ兩者 ノ孰 レニモ變性ヲ證明 シ白血球及 ビ空胞 ヲ
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多數發現ス.

如斯此期ニ於テハ上皮ハ高度ノ變性ヲ惹起セルニ卵巣ニア リテハ尚ホ成熟期黄體 ノ嚴存 セル

ヲ見ルナ リ.此 事實ヨリ按 ズルニ恐 ク黄體ハ子宮角(妊 卵ノ着床スベキ部位ナリ)以 外ノ部位

ニ於テハ其 ノ生物學的機能ハ永續性 ナラズ シテ一過性ニ作用スル者 ナラン.

(c)交 尾間期第12-14日

此期 ニ於テハ變性ヲ認 メズ.交 尾間期第12日 ハ管腔 ハ稍廣濶 トナ リ上皮ハ大半 ハ單層ノ高

圓柱上皮 ニシテ密 ニ配列 シ一部ハ粘液細胞 ハ状 ヲナ シ或 ハ2-3層 ニ配列 セル者モ認 ム,白血球

ハ尚ホ比較的多數發現 セリ.

交尾間期第13-14日 ハ上皮ハ總テ粘液細胞 ト化 シ肥大高度ナ リ,多クハ單層 ナルモ一部多層

化 シ2-3層 →2-5層 ノ多層圓柱 上皮 トナ リ白血球上皮進入ハ著 シク少數 トナ リ空胞ヲ認 メズ.

基底層ハ1層 乳嘴 ハ比較的發育佳良ニシテ屡 々「ミトーゼ」ヲ發生ス.

(2)交 尾前期

(a)交 尾前期初期-最 初ハ圓柱上皮ハ總テ6-7層 ハ多層 圓柱上皮ニシテ粘液細胞ナ リ,特異

ナルハ圓柱上皮 ト基底層 トハ中間ニ始 メテ扁 平上皮ヲ發現 シ最初 ハ2-4層 ニ配列 ス.少時ニシ

テ上皮 ハ最高度ノ増殖 ヲ惹起 シ最上層 ナル圓柱 ヒ皮ハ4-8層 →20-30層 或 ハ夫 レ以上ニモ達

シ孰 レモ粘液細胞 ニシテ肥大著 シ.次層 ハ扁 平上皮 ナルガ此期ニ於テ其 ハ表在1-2層 ニ角化 ヲ

發現 セルコトアリ.腟 及ビ腟部ニ見ル如ク高度ナラズ且時 ニ缺如セル者 アリ.扁 平上皮ハ7-

11層,基 底層 ハ2-5層 ニシテ乳嘴著明ナ リ.

尚ホ此際頸部粘膜 ハ其 ノ皺襞形成 著明ニシテタメニ管腔内ニ多數 ハ島(Insel)ヲ 形成 シ,其

ノ各々ハ頸部粘膜 ト同一ナル上皮被包ヲ蒙 レリ依 リテ互 ニ密 ニ接觸 シテ甚複雜ナル像 ヲ形成 セ

リ.

(b)交 尾前期中期-初 期 ニ比 シ増殖少 シク不充分 トナ リ圓柱上皮ハ4-20層 トナリ扁平上皮

ハ7-12層 ナリ.

(c)交 尾前期終期-此 期 ニテハ最早初期及 ビ中期 ル如キ旺盛ナル増殖ヲ認 メズ,最 上層 ナル

圓柱上皮ハ7-8層 ニシテ一部ニ變性 ヲ認 ム,扁平上皮ハ2-5層 基底層ハ1-3層 ニシテ乳嘴ヲ

認メズ.

(3)交 尾期

上皮増殖 ハ更 ニ輕度 ニシテ頸部ノ下部ニ於テハ粘液細胞化セル圓柱 上皮ハ3-8層 ニ配列 シ

屡々絨毛状及 ビ「ポ リープ」状配列ヲナシ次層ハ扁平上皮 子シテ5-6層 ニ配列セ リ.

頸部ノ上部ニ於テハ數箇 ハ強大ナル縦走皺襞 ヲ生ジ之 ヨリ更ニ多數 ハ副皺襞 ヲ發生 ス,上 皮

ハ最上層 ハ1-6層 圓柱 上皮ヲ有 シ扁平上皮 ハ上方 ニ赴 クニ從 ヒ次第 ニ厚徑 ヲ減 ジ1-2層 トナ

リ遂 ニハ全ク消失ス.

上叙 セル如 ク頸部粘液上皮ハ臚胞成熟 ニ隨件 シテ次第 ニ著明ナル増殖ヲ營 ミ交尾前期初期 ニ
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於テ其ノ極 ニ達ス.然 レドモ臚胞全ク成熟 ヲ完成 セル交尾期 ニ於 テハ既 ニ著 シク増殖 ヲ減 ジ且

一部ニ變性徴 ヲ證明 スルニ至 ル.

此事實 ヨリ按 ズレバ臚胞 モ黄體 ト同様 ニ子宮角以外 ノ部位ニ於テハ其ノ生物學的機能ハ永續

性 ナラズ シテ一過性ニ作用 スル者 ナル コトヲ推定 シ得ルナ リ.

(4)交 尾後期及 ビ交尾間期第1-3日

(a)交 尾後期初期-交 尾期 ト同 ジク多數 ル皺襞 ヲ有 シ上皮ハ尚ホ粘液細胞 ノ状 ヲナシ多クハ

2-3層 又ハ5-6層 ノ多層圓柱上皮ノ状ヲナシ一部 ハ單層 ナ リ.輕 度 ハ變性 ヲ認 ム.扁 平上皮

ハ頸部ノ下部ニテハ1-2層 ヲ發現 スルモ上部ニ於テハ全 ク缺如 シ,基底層 ハ1層 ニシテ乳嘴 ヲ

形成 セズ.白 血球 ハ上皮ニ進入セズ.

(b)交 尾後期中期-皺 襞 ハ尚ホ比較的著明 ナルガ上皮 ハ單層又ハ3-6層 多層圓柱上皮ノ状

ヲナシ變性稍著明ニシテ胞體内ニ小空胞 ヲ發現 シ屡 々無核細胞 ヲ認 ム.扁 平上皮及ビ基 底層 ハ

頸部下部 ニ於 テハ1-2層 ヲ發現 スルモ頸部上部 ニテハ全ク消失 ス.

(c)交 尾後期終期-上 皮 ハ多クハ單層 ナルモ 一部 ハ尚ホ2-3層 又 ハ5-6層 多層圓柱 上皮 ニ

シテ粘液細胞 ハ状 ヲナス.上 皮 ノ變性 ハ次第 ニ著明 トナ リ多數空胞 ヲ形 成シ核 ハ屡 々 「ピクノ

ーゼ」又ハ「クロマ トリーぜ」ヲナシ胞體 ハ著 シク萎縮 シ間隙ヲ作 リ上皮連結甚鬆疎 トナル.特

異ナルハ上皮直下 ニ多數空胞ヲ發生スルコ トナリ.扁 平上皮及 ビ基底層 ハ頸部下部ニノミ發現

シ孰 レモ變性強度 ニシテ乳嘴 ハ輕微 ナリ.

(d)交 尾間期第1-3日

交尾後期 ト略ボ同一所 見ヲ呈 シ變性 ハ更 ニ高度ナリ.

2-3箇 ノ大 ナル縦走皺襞 ヲ認 メ上皮ハ多クハ單層 ナルモ一部ハ2-3層 又 ハ5-6層 多層圓柱

上皮ニシテ最早肥大ヲ認 メズ.變 性甚高度ニシテ核 ハ難染性屡々「ピクノーぜ」及 ビ「クロマ ト

リーゼ」ヲ現 シ原形質ハ瀰蔓性汚穢ナル着色ヲナ シ又ハ「エオ ジン」濃染且稍混濁 ス,胞 體ハ萎

縮 シ周圍 ニ間隙ヲ形成 ス.上 皮及 ビ上皮直下ニ多數 ノ空胞ヲ發生ス.上 皮 ハ次第ニ破壊剥脱 セ

ラレ交尾間期第3日 ニハ概 ネ1-3層 トナル.

上敍 セル如キ此期 ル破壊現象 ハ次 ノ事實ニ基因スル者ナリ.即 チ卵巣 ニ於テハ排卵直後ナル

交尾後期初期及 ビ中期 ハ臚胞ハ悉ク變性ニ陷 リ且其ハ後 ハ少時Graaf氏 臚胞ヲ發現 セズ.且 黄

體モ未ダ成熟充分ナラズタ メニ如斯頸部上皮變性ヲ惹起 シタルナ リ.

(C)子 宮體部ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

交 尾間期 第1日

管腔ハ頸部 ニ比 シ少 シク廣 濶皺襞 モ稍著 明 ナ リ.

上 皮 ハ單層圓柱 上皮 ニシテ頸部上皮 ニ比 シ厚徑 ヲ増

シ26-33μ 約2倍 ノ高 サナ リ,核 ハ基底 又ハ少 シク

上 方 ニ位 シ圓形 又ハ橢 圓形或 ハ長 桿状「ク ロマチ ン」

中等量 ニシテ屡 々變性 核 ヲ認 ム.原 形質 ハ粗大網工
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ヲナ シ屡 々汚穢 ナル着色 ヲナ ス白血球進入 ハ頸部 ニ

比 シ少數 ナ リ.上 皮 ハ多數 變性脱 落 ス.基 底 ハ常 ニ

存在セズ.固 有層 ハ頸部 ニ比 シ著 シク鬆疎充 血輕度

白血球 ハ稀ナルモ時 ニ甚多 量 ノ「エ オジ ン」白血球 ヲ

認ム.腺 ハ子宮角 ニ近 接セ ル部位 ニ存 シ其 ハ數多 カ

ラズ延長 迂曲中 等腺 腔ハ狹 隘 上 皮 ハ13-17μ ノ單

層圓柱 上皮 ナ リ,核 ハ基底又ハ稍 上方 ニ位 シ橢 圓形

「クロマチ ン」中等量 核小體 ヲ認ム.脂 肪 ハ腟,腟 部

及 ビ頸 部ハ甚微量ナ ルニ獨 リ體部 ハ比較的多量 ノ小

及 ビ中顆粒 ヲ認 ム「グ リコゲー ン」ハ甚微量ナ リ.

第1日 要 旨-(1)管 腔及 ビ皺襞 ハ頸部 ニ比 シ稍廣

濶 且著明 ナ リ. (2)上 皮 ハ單層 高圓柱上皮 ニテ氈毛

ヲ有セズ且屡 々變性 ヲ認 ム. (3)基 底層 ヲ有セズ.

 (4)固 有層 ハ浮腫稍 著 シク充 血及 ビ白血球少數,サ

レドモ時ニ多數「エオ ジン」白血球 ヲ發現 ス.腺 ハ少

數分泌 ヲ營 マズ且「ミトーゼ」ヲ認 メズ,腺 腔狹隘 ナ

リ. (5)脂 肪ハ腟,腟 部及 ビ頸部 ニ比 シ遙 ニ多 數 ナ

リ「グ リコゲー ン」ハ甚微量 ナ リ.

交尾間期 第2日

管腔 ハ俄 ニ擴大 シ皺襞 モ比較的 著 シク時 トシテ島

(Insel)ヲ 形成 セル者ア リ.上 皮 ハ單層 高圓柱 上皮

核ハ基底橢圓 又ハ長橢圓 ヲナ シ「クロマチン」ハ中等

量原形質ハ微細網工 ヲナ シ白血球 及 ビ「ミトーゼ」ヲ

認 メズ且變性 ヲ認 メズ.基 底層 ヲ有セズ.固 有層 ハ

第1日 ノ如 ク鬆疎 ナラズ間質 細胞 ハ稍 密 ニ配列 シ結

締織纎維 モ比較 的多數 白血球 ハ稀 ニシテ時 ニ少數 ノ

「エオ ジン」白血球 ヲ認ム,充 血ハ少 シク増 加 ス.腺

ハ稍増加發育 中等腺上皮 ハ13-23μ 單 層 圓 柱 核ハ

基底 ニ位 シ圓形又 ハ橢 圓形「ク ロマチ ン」中等,腺 腔

狹隘 ナ リ.脂 肪 ハ上皮 ニハ尚 ホ比較的多數 ナルモ腺

上皮ハ著 シク少量「グ リコゲー ン」ハ稀 ナ リ.

第2日 要 旨-(1)管 腔 ハ擴大皺襞著明 チ リ. (2)

上皮 ハ單層 圓柱 ニシテ變 性 ヲ認 メズ白 血球 及 ビ空胞

ヲ證明 セズ. (3)固 有層 ハ緻密白 血球及 ビ充 血輕度

腺 ハ稍發育 佳良腺 腔狹隘「ミトーゼ」稀 ナ リ.分 泌 ヲ

營 マズ. (4)脂 肪 ハ上皮 ニハ比較的多 量腺 上皮 ハ少

量 ナ リ「グ リコゲー ン」微量 ナ リ.

交尾間期 第3日

管腔 ハ第2日 ニ比 シ少 シク狹 ク皺襞 モ少 シク輕度

ナ リ.上 皮 ハ26-39μ ノ單 層高圓柱 上皮 核 ハ基底稍

不規則 ナル圓形,橢 圓形又 ハ星芒状 ヲナ シ 「ク ロマ

チ ン」 ハ少量 ナ リ原形質ハ微細網工 ヲナ シ白血球 ヲ

認 メズ少量 ノ空胞 ヲ有 ス,遊 離縁 ハ稍 濃染 ス.上 皮

直下 ニ中等 數 ハ空 胞 ヲ認ム.管 腔 ニハ中等量 ノ白血

球 ト強度 ニ變性壊 死セ ル上皮群 ヲ認 ム ルコ ト第1-

2日 ト同様 ナ リ.固 有層 ハ緻密充 血及 ビ白 血球 ハ尚

ホ輕 度 ニシテ比較的多 數空胞 ヲ有 ス.腺 ハ發育 中等

管狹隘 ナ リ「ミトーゼ」及 ビ分 泌 ヲ營 マズ.脂 肪及 ビ

「グ リコゲ ー ン」ハ第2日 ト大差 ナ シ.

交尾間期第1-3日 ノ總括

上皮ハ單層高圓柱上皮 ニシテ頸部上皮ノ約2倍 ナ リ.上 皮 ノ變性 ハ腟,腟 部及 ビ頸部 ニ見ル

如ク著明ナラズ シテ唯第1日 ニハ屡々變性核ヲ認 メ原形質 ハ一部汚穢ナル着色ヲナシ上皮 ハ多

數剃脱ス.腺 ハ「ミトーぜ」又ハ分泌ヲ認 メズ.第2-3日 ハ上皮 ハ殆 ド變形 ヲ認 メズシテ只上皮

直下 ニ比較的多數空胞 ヲ形成 セリ.脂 肪 ハ腟,腟 部及 ビ頸部ニ比 シ比較的多量 ニ發現 ス.

交尾 間期 第4日

管腔 及ビ皺襞 ハ第3日 ト大差 ナ シ.上 皮 ハ頸部 ニ

見ル如 キ多層 化 ヲナサズ シテ總 テ單層 圓柱上皮20-

26μ ニシテ粘液細胞 トナ リ輕度 ノ肥大 ヲナス.核 ハ

基 底圓形 又 ハ橢圓 形「クロマチ ン」ハ中等量 ナ リ原形

質 ハ微細 網工 ヲナ シ白血球 及ビ空 胞 ヲ認 メズ.固 有

層 ハ緻密充 血ハ輕度 ナ リ白 血球少 數ナ リ.腺 ハ少數

上皮ハ約10μ 核 ハ 稍 大 ニシテ基 底 又 ハ中 央 ニ位 シ
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「ミ トーゼ」ヲ認 メズ腺腔 ハ狹 ク分泌 ヲ營 マズ.脂 肪

ハ尚 ホ比 較的多 量 ニシテ 「グ リコゲー ン」 モ稍 増量

ス.

第4日 要 旨-(1)管 腔及 ビ皺襞 ハ第3日 ト大差 ナ

シ. (2)上 皮ハ多層 化ヲナサズ單層 圓柱上皮 ニシテ

粘 液細胞 トナ リ輕度 ノ肥大 ヲナス.白 血球及 ビ 「ミ

トーゼ」 竝 ニ空胞 ヲ認 メズ. (3)固 有層ハ緻密充 血

輕度 白血球 少數.腺 ハ少數腺腔 狹隘 「ミトーゼ」ヲ認

メズ且分 泌 ヲ認 メズ. (4)脂 肪ハ第3日 ト大差 ナク

「グ リコゲーハ」少 シク多 量 トナル.

交 尾間期第5日

管腔及 ビ皺襞 ハ大差 ナ ク上皮ハ單層23-26μ 時 ニ

10μ ナル者 ア リ密 ニ竝列 ス核ハ基底 ニシテ圓形 又ハ

橢 圓形「クロマチン」ニ乏 シク其 ノ他菱形及 ビ半月状

等 ノ不規 則 ナル形状 ヲナス.原 形 質 ハ微細網工 ヲナ

シ淡染性明 カルキ感 ア リ輕微 ニ肥大 ヲ認 ム.空 胞及

ビ白血球 ヲ認 メズ.固 有層 ハ浮腫 輕度白 血球 ハ 「エ

オヂ ン」 白血球少數 ナ リ充 血乏 シ.腺 ハ甚少數腺腔

狹 隘ナ リ.管 腔 ニハ白 血球及 ビ上皮 ヲ有 ス,脂 肪ハ

第4日 ト大差 ナク「グ リコゲー ン」ハ稍減 ズ.

第5日 要 旨-(1)管 腔 及 ビ皺襞 ニ著變 ナ シ. (2)上

皮ハ單層肥 大甚輕微 ナ リ,白 血球,「 ミトーゼ」及 ビ

空胞 ヲ發現セズ. (3)固 有層ハ第4日 ト大 差 ナシ. 

(4)脂 肪ハ大差 ナク「グ リコゲー ン」ハ減少 ス. (5)

腺 ハ「ミトーゼ」及 ビ分 泌 ヲ認 メズ.

交 尾間期 第6日

管腔 ハ少 シ ク擴 大皺 襞 ハ稍著 明ナ リ上皮 ハ單層 優

美細長 ナル圓柱形23-30μ 核 ハ主 ニ基底 ニ位 シ圓形

又 ハ橢圓形 ヲナ シ胞 體 ノ1/3又 ハ1/4ヲ 占 メ 「ク ロマ

チ ン」 ニ乏 シ,原 形質 ハ微細網 工 ヲナシ遊離縁 ハ少

シク不規則 ナル状 ヲナ ス白血球 稀 ニシテ「ミトーゼ」

ヲ認 メズ.一 部基礎膜 ヲ有 ス.固有層 ハ間質細胞 密 ニ

配列 セル上層 ト稍 鬆疎 ナル下 層 トニ分 ツコトヲ得.

充血輕度 白血球 ハ少數「エ オジ ン」白 血球 ヲ認 ム.腺

ハ比較 的多 數 ニシテ腺上皮 ハ19-20μ 單層核 ハ橢 圓

形 又 ハ圓形基底 ニ位 シ腺 腔ハ少 シ ク擴 大ス.脂 肪ハ

稍 増量 シ上皮基 底殊 ニ核 周圍 ニ著 シク多 量 ノ小顆粒

ヲ認 メ腺上皮 ハ微 量ナ リ.「グ リコゲー ン」少 量ナ リ.

第6日 要 旨-(1)管 腔 ハ少 シク擴大皺襞 著 シ. (2)

上皮 ハ單 層白血球 ハ稀 ニシテ「ミトーゼ」ヲ認 メズ. 

(3)固 有層 ハ大 差ナ シ.腺 ハ比較的多 數腺 腔少 シク

擴大少量 ノ粘液 ヲ認 ム. (4)脂 肪 ハ稍増 加,「グ リコ

ーゲ ン」少 量ナ リ.

交尾間期第4-6日 ノ總括

子宮體部ニ於テハ腟,腟 部及 ビ頸部ニ見ル如 キ上皮増殖及 ビ著 シキ上皮肥大ヲ認 メズ.上 皮

ハ常 ニ單層圓柱上皮ニシテ輕微 ナル肥大ヲナスノミナリ白血球及 ビ空胞 ヲ認 メズ.腺 ハ發育著

シカラズ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.一 部ニ於テ腺腔少 シク擴大 シ粘液 ヲ有 セル者 アリ,

交 尾間期第7日

管腔 ハ稍 擴大 シ著 明ナル樹枝 伏ヲナス上皮 ハ單層

稍厚徑 ヲ減 ジ13-19μ トナル.核 ハ基 底 ニ位 シ橢 圓

形 又ハ圓形 ヲナ シ「クロマチ ン」ニ乏 シク原形質 ハ微

細網工又 ハ顆粒状 ヲナ シ遊離縁 ハ稍 不規 則色素 ニ濃

染 シ管腔 ニハ少量 ノ粘液 ト白血 球及 ビ上皮 ヲ有 ス.

腺 ハ次第 ニ増加 シ發育 中等一部腺腔著明 ニ擴大 シ分

泌 ヲ營 ミ多量 ノ粘 液ヲ包藏 セル者 ア リ腺上皮 ハ16μ

ナ リ.固 有層ハ緻密充 血稍著 シク白血球 ハ少數 ナ リ.

脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第6日 ト大差 ナ シ.

第7日 要 旨-(1)管 腔 擴大樹枝 状皺襞 ヲ認 ム. (2)

上 皮 ハ單層稍縮小 白血 球少數「ミ トーゼ」ヲ認 メズ.

 (3)時 ニ基底層 ヲ發 現 セル者 ア リ. (4)固 有 層 ハ緻

密 充血稍著 シク白血球少數 ナ リ.腺 ハ次 第 ニ増加一

部分泌 ヲ營 ミ腺 腔擴大 ス. (5)脂 肪及 ビ 「グ リコゲ

ー ン」ハ第6日 ト大差 オ シ,
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交尾間期第8日

管腔ハ稍 著 シク擴大 シ皺襞 ハ少 シク減少 ス上皮 ハ

單層再 ビ稍 厚徑 ヲ増加 シ20-33μ,核 ハ基底 ニ位 シ

橢圓形「クロマチ ン」中等量 白血球 ハ少數 ナ リ.原 形

質ハ微細 網工 ヲナシ固有層ハ浮腫 輕度充 血少 シク著

明白血球ハ少數 ナ リ.一 部 ニ於テ殊 ニ腺周圍 ニ多 量

白血球 ヲ發現 ス.脂 肪ハ上皮 及 ビ腺上皮孰 レモ著 シ

ク大量「グ リコゴー ン」ハ遙 ニ微量 ナ リ.

第8日 要 旨-(1)管 腔 ハ著 シク擴 大 皺 襞 輕 度 ナ

リ. (2)上 皮ハ單層稍厚徑 ヲ増加 シ白 血球 少數ナ リ.

 (3)固 有層ハ浮腫輕度充 血稍 著明一 部白血球多量 ナ

リ,腺ハ大差ナ シ. (4)脂 肪ハ稍 増加 シ「グ リコゲー

ン」微量 ナ リ.

交尾間期第9日

管腔 ハ次第 ニ廣 ク皺 襞 ハ再 ビ稍 著 シ上 皮 ハ26-

33μ ノ單層高圓柱上皮 ニ シテ核 ハ基底又ハ少 シク上

位 ニア リ圓形,橢 圓形 又ハ長 桿状 ヲナ シ 「クロマチ

ン」少數,原形質ハ微細網工 ヲナ シ遊 離縁ハ色素 ニ濃

染稍 不規 則 ノ状 ヲナス.一 部 ニ於 テ輕度 ノ變性 ヲ示

セル者 ア リ.固 有層 ハ充血稍 強 ク白血球 モ比較的多

數 ナ リ.腺 ハ少 シク増加 スルモ分泌 及 ビ「ミトーゼ」

ヲ認 メズ腺腔狹隘 ナ リ.脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ

第8日 ト大差 ナ シ.

第9日 要 旨-(1)管 腔 次第 ニ廣濶 トナ リ皺襞著 明

ナ リ. (2)上 皮 ハ單 層白血球少數ナ リ一部 ニ於テ變

性 ヲ認 ム. (3)固 有 層浮腫 輕度充 血及 ビ白血球 増加

ス.腺 ハ稍 増加 スル モ分泌及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ

(4)脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第8日 ト大差 ナシ.

交 尾間期 第10日

管腔ハ頸部 ニ比 シ著 シク擴大皺襞 モ増 加 ス.上 皮

ハ單層圓柱上皮23-39μ,核 ハ基底又 ハ少 シク上 位

ニア リ圓形,橢 圓形又ハ桿状 ヲナス.白 血球 及 ビ「ミ

トーゼ」 ヲ認 メズ原形質 ハ微細網工 又ハ顆粒状 ヲナ

シ遊離 縁少 シク濃染 ス.固 有層 ハ浮腫輕度充 血稍 著

シク白血球 ハ減少 ス.腺 モ少 シ ク減少 シ上皮ハ13μ

白血球 ヲ「ミトーゼ」ヲ認 メズ,腺 腔ハ狹隘 ナ リ.脂

肪ハ頸部 ニ比 シ稍多量 ニ シテ上皮基底 最著 シク腺 上

皮ハ少量 ナ リ.「グ リコゲ ーン」ハ微量 ナル モ他 ノ部

位 ニ比 スレバ稍多量 ナ リ.

第10日 要 旨-(1)管 腔 ハ廣 ク皺襞著 シ. (2)上

皮 ハ單層變性 ヲ見 ズ白 血球 及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ

(3)固 有層 ハ浮 腫輕度白 血球少數充 血梢増加 ス.腺

ハ減少ス. (4)脂 肪及 ビ 「グ リコゲ ーン」 ハ大 差 ナ

シ.

交尾間期第7-10日 ノ總括

子宮體部 ニ於 テハ腟,腟 部及 ビ頸部 ニ見ル如キ著 シキ變性ヲ認 メズ唯 第7日 ニハ上皮 ハ少 シ

ク厚徑 ヲ減ズルモ第8日 以後 ハ再 ビ正常 ノ大サ トナル.腺 ハ第7日 ニ於 テ一部腺腔著明 ニ擴大

シ分泌ヲ營 メルヲ見タリ.第8-10日 ハ分泌ヲ認 メズ且「ミトーゼ」ヲ發現セズ.子 宮腔ハ次第

ニ廣濶 トナリ皺襞 モ増加ス.

交尾間期第11日

管腔ハ甚廣 ク皺襞 モ高度 ニシテ「ポ リープ」状 ヲナ

シテ突 田セル者多 シ.上 皮ハ單層圓柱上皮26-33μ

ニ シテ粘液細胞 ト化 シ肥大稍著 シ,核 ハ基底 又ハ少

シク上位 ニ存 シ稍 不規 則 ノ形状 ヲナ シ又 配列 ノ不整

ナル者 ア リ.白 血球 ハ稀 ニシテ「ミトーゼ」ヲ認 メズ

原形質 ハ微細網 工 ヲナ シ其 ノ遊離縁 ハ稍 不規則 トナ

ル,特 異 ナルハ1層 ノ基底層 ヲ發現セル コトナ リ.

固有層ハ鬆疎充 血乏 シク少 量 ノ「エオ ジン」白血球 ヲ

認 ム.腺 ハ比較 的多數 ナルモ發育尚 ホ輕度 腺腔 狹 ク

腺上皮ハ10-20μ 「ミ トーゼ」ヲ認 メズ.脂 肪ハ腟 部

及 ビ頸部 ハ殆 ド缺如 セル ニ體部ハ稍多 量 ヲ認 メ上皮

ノ基 底 ニ殊 ニ多 量ニ シテ上皮 ト固有層 トノ境 界 ニ赤

褐 色 ノ微細顆粒 ヲ多數發現 シ稍 太キ波状 ノ一線 ヲ劃

セル ヲ見 ル,腺 上皮ハ著 シク少 量ナ リ.「グ リコゲー

ン」ハ微 量ナ リ,
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第11日 要 旨-(1)管 腔 及 ビ皺 襞 ハ次第 ニ擴 大 増

強 ス. (2)上 皮 ハ單 層圓柱上皮 ニシテ始 メテ粘 液細

胞 ト化 シ肥大著 明ナ リ,白 血球 ハ稀 ニシテ 「ミトー

ゼ」ヲ有セ ズ. (3)大 部分 ニ基底層 ヲ發現 ス. (4)固

有 層 ハ充 血乏 シク白血球少數 ナ リ. (5)脂 肪ハ獨 リ

體部 ニ於 テ ノ ミ多 數發現 ス.「 グ リコゲー ン」ハ微 量

ナ リ.

交尾 間期第12日

管腔 ハ稍廣濶皺襞 ハ次第 ニ著 明 トナ リ樹枝 状分 岐

ヲナ シ數 箇 ル島(Insel)ヲ 形成 ス,上 皮 ハ單 層17-

26μ.粘 液細胞 ニシテ輕 度 ノ肥大 ヲナス 核 ハ主 トシ

テ基底 ニ位 シ橢 圓形 又ハ圓形 其 ノ他 不規 則ナル四角

形 等 ヲナ シ「クロマ チン」ニ乏 シ原形 質ハ微 細網 工 ヲ

ナ シ遊離 縁稍 濃染 ス白血球及 ビ空胞 ハ稀 ナ リ.管 腔

ニハ中等量 ノ粘 液少量 ノ白血球及 ビ上皮 ヲ認 メ屡々

赤血球 ヲ發現 ス.基 底層 ヲ認 メズ固有層 ハ概 ネ緻密

充 血ハ著 シク白血球 少數「ミトーゼ」ハ稀 ナ リ.腺 ハ

少數 ニシテ腺上皮17-23μ.腺 腔 ハ狹隘 ナ リ.脂 肪

ハ第12日 モ獨 リ體 部 ニ於テ ノミ多 量 ニシテ 殊 ニ上

皮基底 ニ著 シク固有層 ニ於テ モ上皮 ニ近接 スルニ從

ヒ多 量ニ出現 ス.腺 上皮 ニハ少量 ナ リ,「グ リコゲ ー

ン」ハ微量 ナ リ.

第12日 要 旨-(1)管 腔 ハ廣濶皺襞 著明 ナ リ. (2)

上皮 ハ單 層 ニシテ粘 液細胞 ナ リ白 血球 ハ稀,空 胞及

ビ「ミ トーゼ」ヲ認 メズ. (3)固 有層 ハ精 緻密充血少

シク著 シク白血球 少數 「ミトーゼ」ハ稀ナ リ.腺 ハ少

數. (4)脂 肪比較的大量「グ リコゲー ン」ハ微量 ナ リ.

交尾 間期第13日

管腔 ハ著 シク擴大擴大 シ皺襞 モ甚著明數箇 ハ大 ナ

ル縦走 皺襞 ヲ形成 シ強 ク絨毛状 ヲナ シテ突出 ス,各

縦走皺 襞 ハ其 ノ表面 ニ多數 副皺襞 ヲ生 ズ.上 皮 ハ總

テ單層23-40μ高圓柱上皮ニシテ密ニ配列シ一部ハ

粘液細胞ノ状ヲナシ肥大著明ナリ核ハ基底ニ位セル

者 ト稍上方 ニ存 スル者 ア リ橢圓 又ハ圓形 ヲナシ 「ク

ロマチン」 ニ乏 シク原形質 ハ豊富 柤ナル網 工ヲナ シ

遊離縁稍濃染 ス白血球 ハ稀 ニ シテ空 胞 ヲ認 メズ.基

底層 ヲ有 セズ.固 有層 ハ緻密充 血輕 度白 血球少數,

腺ハ比較的 多數 發育佳良少數 ノ「ミトーゼ」ヲ認 ム.

脂肪 ハ第12日 同様多量「グ コゲー ン」ヲ認 メズ.

第13日 要 旨-(1)管 腔 著 シク擴大皺襞著 明 ナ リ.

 (2)上 皮 ハ高圓柱上皮一 部肥大 ス. (3)固 有層 ハ充

血 及 ビ白血球 輕度腺 ハ稍多數 「ミトーゼ」少數 ナ リ.

 (4)脂 肪ハ多量 ナルガ「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

交 尾間期第14日

管腔 モ前 日 ノ如 ク擴大 シ大 ナル縦 走皺 襞 ヲ數 箇發

生 ス上皮ハ單層 圓柱 上皮17-20μ.或 ハ26-33μ.

核 ハ基底 又ハ 中央 ニア リ.半 月状.「 コンマ」状 及 ビ

共 ノ他 不規則 ナル状 ヲナシ其 ノ他 圓形,橢 圓形 又ハ

紡錘状 ヲナセル者 ア リ「クロマチ ン」乏 シク白血球 及

ビ空胞 ヲ認 メズ.固 有層 ハ緻密充 血 ヲ認 メズ白血球

少數 ナ リ腺 ハ「ミトーゼ」ヲ認 メズ腺腔狹 シ.脂 肪ハ

多 量「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

第14日 要 旨-(1)管 腔及 ビ皺襞 ハ大差 ヲ認 メズ.

 (2)上 皮 ハ單層白血球 及 ビ空 胞竝 ニ「ミトーゼ」ヲ發

現セズ. (3)固 有層 ハ緻密 ニ シテ充 血ハ殆 ド證 明セ

ズ白血球 ハ少數 ナ リ腺 ハ「ミ トーゼ」及 ビ分泌 ヲ認 メ

ズ. (4)脂 肪ハ多 量「グ リコゲ ー ン」ヲ認 メズ.

交尾間期第11-14日 ノ總括

子宮腔ハ次第ニ廣濶 トナ リ皺襞 モ高度 ニシテ絨毛状,「 ポ リープ」状 ヲナシテ腔内ニ突出ス.

上皮 ハ常 ニ單層圓柱上皮 ニシテ粘液細胞 トナルモ肥大ハ腟及 ビ腟部ニ見ル如 ク著明ナラズ,白

血球,「 ミトー ビ」及 ビ空胞等 ヲ證明セズ.腺 ハ多 カラズ發育佳良ナラズ腺腔 モ狹隘 ニシテ分泌

ヲ營 マズ且「ミトー ゼ」ヲ發現 セズ.
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第2項　 交 尾 前 期

初期,中 期及ビ後期 ノ3期 ニ別 チ敍 述 スベシ.

初期-最 初ハ上皮 ハ尚ホ總 テ單層 圓柱 上皮 ニシテ

増殖 未ダ充 分ナラズ.管 腔 モ頸部 ニ比 ス レバ1/4弱ニ

シテ皺 襞 モ輕 度 ニシテ僅 ニ1-2箇 ノ島ヲ形 成 セル

ノミナ リ.軈 テ上皮 バ一部 ニ於 テ始 メテ多層化 ヲナ

ス.單 層 ナル者ハ35-50μ ノ甚細 長ナル高圓柱上皮

核ハ基底 ニ位 シ橢 圓形.圓 形 ヲナ シ又ハ稍 不規則 ナ

ル状 ヲナ シ一部 ハ其 ノ配列 ヲ亂 シ長橢圓又 ハ桿状 ヲ

ナス,原 形質 ハ微細網工 ヲナ シ「ミトーゼ」及 ビ白血

球 ヲ認メズ.多 層ナル者ハ殆 ド粘液細胞 ノ状 ヲナ シ

比較的著 シキ肥 大 ヲナ シ,皺 襞著明 ナルタメ稍 高度

ノ迂曲彎入 ヲナ シ絨毛状配列 ヲナセル者最多 ク4-5

層 ノ多層圓柱 上皮 ノ状 ヲナス者之 ニ次 グ.核 ハ多 ク

ハ基底 ニ位 シ屡 々無核細胞 ヲ認 ム.扁 平 上皮 及 ビ基

底層 ヲ發 現セズ.固 有 層ハ浮腫 輕度 白血球少數 「ミ

トーゼ」 ヲ比較的屡 々發現 ス.脂 肪 ハ上皮 ハ稍 少量

腺上皮ハ微量「グ リコゲ ー ン」少量 ナ リ.

中期-此 期 ニ於テ上皮ハ極度 ノ増殖 ヲナス.某 ノ

所見ハ頸部 ト殆 ド同一ナル ガ少 シク増殖 輕度ナ リ.

上皮 ハ圓柱 上皮 ニシテ總テ粘液細胞 トナ リ肥 大著明

ナ リ.上 皮ハ既述セ ル3種 ノ配列 ヲナ シ就中4-13

層 ノ多層圓柱 上皮 ノ状 ヲ呈 セル者最多 ク其 ハ他 ハ絨

毛状又 ハ「ポ リープ」状 ヲナ シテ強度 ノ延長 及 ビ迂 曲

ヲナ ス.圓 柱 上皮 ノ次層 ニハ扁平上皮 ヲ發 現 セズ シ

テ唯 時 ニ1層 ノ基底層又 ハ基 礎膜 ヲ發生 ス.管 腔 ニ

ハ頸 部 ニ於 テ見 タル ト同 様ニ多數 ノ島(Insel)ヲ 形

成 シ各島ハ體部粘膜 ト同 一ナル上皮 ヲ以テ被 覆セ ラ

ル ヨ リテ相互 ニ接觸 シテ複 雜ナル所見 ヲ呈 ス.然 レ

ドモ頸部 ニ見 ル如 ク管腔 ハ全 ク上皮 ヲ以テ充填 ズル

ガ如 キコ トナク多少 ノ空 隙 ヲ止 メ大量 ノ赤 血球 ヲ包

藏 スル者 ア リ.「ミ トーゼ」モ屡 々證明 ス.固 有層 ハ

「ニ オ ジン」白血球 ヲ多數 發現 シ充血著 シカ ラズ浮腫

輕度腺 ハ發育 中等 ニシテ脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ

初期 ト大差 ナシ.

終期-皺 襞 著 シク2-3箇 ノ大 ナル縦 走 皺 襞 ヲ認

メ樹皮状 ヲナス.上皮 ハ單層 ナル者及 ビ3-4層 多層

圓柱 上皮 ハ所見 ヲ呈 セル者,共 ノ他 絨毛状 ヲナス.

核 ハ基底 ニ位 シ圓形又ハ橢圓形 ヲナ シ「ク ロマチ ン」

少數 ナリ尚ホ「コ ンマ」状或 ハ新月状等 不規 則ナル形

状 ヲナセル者 モ混在 ス,原 形 質ハ粗 ナル網工 ヲナ シ

時ニ無 核細胞 ヲ認 ム.斯 クテ終期 ニ於 テハ 増殖ハ急

激 ニ著 シク輕度 トナル.固 有層 ハ浮腫 輕度充 血著 シ

カラズ白血球 少數 ナ リ.脂 肪及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ

初期 ト大 差 ナシ.

交尾前期要旨

初期-最 初 ハ未 ダ單層 ナルガ少時 ニシテ頸部ニ最高度 ノ上皮増殖 ヲ完成 スルニ及 ビテ始 メテ

一部ニ多層 化ヲ認 ム.多 層 ヲナセル者ハ粘液細胞ノ状 ヲナ シ比較的著 シキ肥 大ヲナシ單層 ナル

背 ハ細長ナル高圓柱上皮 トナル.上 皮配列 ハ絨毛状 ヲナセル者最多數 ニシテ多層圓柱上皮 ノ状

ヲナス者之 ニ次 グ.扁 平上皮及 ビ基底脣 ヲ缺如 ス.腺 ハ發育不充分ニシテ「ミトーゼ.」少數ナ リ.

固有層 ニハ比較的屡 々「ミトーゼ」ヲ發現ス.脂 肪 ハ粘膜上皮及 ビ腺上皮共 ニ少量 ニシテ固有層

ハ少 シク多數ナ リ,「グ リコグー ン」ハ微量 ナリ.

中期-上 皮 ハ極度 ノ増殖ヲナス. 4-13層 多層圓柱上皮 ノ状 ヲナ シ其 ノ他絨毛状又ハ「ポ リー

プ」状配列 ヲナス.管 腔内ノ島(Insel)モ 各々體部粘膜 ト同一ナル上皮ヲ有 セルヲ以テ互ニ密

ニ接觸 シ複雜ナル所 見ヲ呈 セリ.然 レドモ頸部ニ比 スレバ増殖 ハ遙 ニ輕度ハリ. 1層 ノ基底層

ヲ發現 セル者アリ.管 腔 ニハ稍多量 ノ赤血球ヲ有 ス.固 有層 ハ浮腫及 ビ充血輕度多數 「エオ ジ
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ン」白血球 ヲ發現 ス.腺 ハ初期 ト大差 ナク脂肪 及 ビ「グリコグーン」モ之 ト同様 ナリ.

終期-上 皮増殖ハ急激 ニ著 シク減少 ス3-4層 ニ配列 セル者最 モ多ク其ノ他絨毛状又ハ「ポ リ

ー プ」状配列 ヲナ シ或 ハ單層 ナル者 アリ.敦 レモ粘液細胞 ノ状 ヲナ シ屡 々無核細胞 ヲ認ム白血

球及 ビ「ミトーゼ」ヲ見ズ.固 有層 ハ再 ビ白血球ヲ減ズ.腺 ハ大差ナク脂肪及 ビ「グリコグー ン」

モ同様大差 ヲ認メズ.

第3項　 交 尾 期

上皮 増殖ハ交 尾前期中期 ニ比 シ稍輕度ナ リ.管 腔

ハ尚 ホ廣濶皺襞 モ亦比較的著明 ニ シテ數 箇 ノ大 ナル

縦走皺襞 ヲ認 メ其 ノ他 稍 高 度 ナル樹 枝 様 像 ヲ呈 セ

リ.上 皮 ハ總 テ粘液細胞 ニ シテ肥 大 ヲナ シ核ハ1側

又 ハ基底 ニ位 シ點 状又ハ新月状 ヲナス.多 クハ4-5

層多層圓柱 上皮 ノ状 ヲナ シ其 ノ他絨毛状或 ハ圓錐状

又 ハ「ポ リープ」状配列 ヲナス.屡 々無 核細 胞 ヲ認 ム.

上皮 ノ形状ハ圓柱 状,花 瓣状,橢 圓形.多 稜 形 又ハ

梨子状 ヲナ シ又屡 々尾 ヲ有セ ル細胞 ヲ發現 ス,原 形

質 ハ粗 網 ヲナ シ淡染 性明 カルキ感 ア リ.其 ノ他單層

ナル者 ア リ20-26μ ニシテ粘 液細胞 ノ状 ヲナ シ核 ハ

基 底 ニ位 シ多少 其 ノ位置 ニ高低 ノ存 セル者ア リ,原

形 質ハ「ヘマ トキ シリ ン」濃染性 ニ シテ白 血球少量空

胞 ヲ認 メズ.

一 部 ニ1層 ノ基底層 ヲ發現 ス.管 腔 ニハ稍少量 ノ

粘 液 ヲ認 メ其 ノ他多量 ノ粘 液細胞 ヲ證 明 ス.赤 血球

ハ比較的大量 ナ リ.固 有層ハ浮腫 ヲ有 セ ズ充 血乏 シ

ク白血球 少數 ナ リ「ミ トーゼ」ヲ少數 發現 ス.腺 ハ比

較 的多 ク一部少 シク擴 大 シ發育稍佳良 ナ リ 「ミトー

ゼ」ヲ認 メズ.腺 腔 ハ狹 ク腺 上皮 ハ13-26μ ナ リ.

核 ハ基底 ニ位 シ圓形 又ハ橢 圓形 ニ シテ脱 體 ハ約1/2ヲ

占ム.脂 肪 ハ上皮 ハ少 量ナル モ腺 上皮 ニハ 比較 的大

量 ナ リ「グ リコゲ ーン」ヲ認 メズ.

交尾期要旨-管 腔 ハ尚ホ廣濶皺襞 ハ樹枝状 ヲナ シ稍著明ナ リ.大 ナル數 箇ノ縦走皺襞 ヲ生 ジ

上皮ハ總テ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 シ肥大著 シ一部ハ多層 化ヲナシ4-5層 ニ配列 シ一部ハ單層圓柱

上皮 ナ リ.白 血球及 ビ空胞 ヲ認 メズ.一 部基底層 ヲ發現ス.管 腔ニハ多量 ノ粘液及 ビ粘液細胞

ヲ有 シ其ノ他稍多量 ノ赤血球ヲ有 セリ.固有層 ハ浮腫 ヲ認 メズ充血及 ビ白血球少數,「ミトーゼ」

少數ナリ.腺 ハ比較的多數一部腺腔擴大 シ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.脂 肪 ハ上皮少量腺上皮 ハ稍多

量 ナリ,「グリコグー ン」ヲ有セズ.

第4項　 交 尾 後 期

之 ヲ初 期,中 期及 ビ後期 ノ3期 ニ別 チ記述 ス.

初 期-交 尾期 ト略 ボ同一 所見 ヲナ ス.皺 襞尚 ホ著

明2-3ノ 大 ナル縦走皺襞 ヲ有 シ且多 數 ノ樹 枝 様 分

岐 ヲナス.上 皮ハ總 テ粘 液細胞 ニシテ多 クハ1-2層

ハ3-5層 多層圓柱 上皮 ノ状 ヲ呈 シ又 ハ絨 毛 状 ヲナ

シテ強 ク延 長迂曲 ヲナス.白 血球 ハ上皮 ニ進入 セズ

少數 ノ空胞 ヲ認 ム.管 腔 ニハ大量 ノ粘液 ヲ認 メ赤血

球 ハ少 量ナルモ上皮 ヲ比較的多數 發現 ス.基 底層 ハ

多 層化 ヲナ セル部 位ニ ノ ミ發 生ス.固 有 層ハ緻密 ニ

シテ「エ オジ ン」白血球 ハ比較 的多數 發現 シ 「ミトー

ゼ」ヲ屡 々認 ム,充 血著明少數 ノ空胞 ヲ有 ス.腺 ハ少

數上皮 ハ23μ.核 ハ基底 ニ位 シ橢圓形 「クロマチン」

多量「ミトーゼ」ヲ屡々發現 ス迂曲延長 ハ輕 度腺腔 ハ

概 ネ狹隘 ナ ルモ一部少 シク擴 大 ス.脂 肪及 ビ 「グ リ

コゲ ーン」ヲ認 メズ.

中期-尚 ホ一部ハ皺襞著 明 ニシテ數 箇 ノ中等 大 ノ
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縦走皺襞 ヲ有 シ樹枝 状像 ヲ呈 ス.上皮 ハ3-6層 ノ多

層圓柱 上皮 ノ状 ヲナシ又ハ絨毛状,圓 錘状及 ビ乳嘴

状 ヲナス大部 分ハ單層 ニシテ粘 液細胞 ノ状 ヲナス.

白血球 上皮 進入ハ少數 ナ リ,管 腔 ニハ 中等量 ノ粘 液

及 ビ少量 ノ赤 血球 ヲ有 ス.固 有層ハ緻密充 血稍強 ク

「エオ ジン」白血球ハ比較的多數 ナ リ.腺 ハ少數腺腔

ハ一部稍 擴大 シ少量 ノ白血球 ヲ有 ス迂 曲延長 ヲ認 メ

ズ.脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

終期-管 腔 ハ次第 ニ狹隘 トナ リ上皮増殖ハ急速 ニ

輕度 トナル.皺 襞 バ一 部ニ於テ ノ ミ稍著明 ニシテ絨

毛状 又ハ「ポ リープ」状 ヲナス.上 皮 ハ殆 ド總テ單層

ニ シテ肥 大著 シカラズ.僅 ニ一部 ノ ミ粘 液細胞 ノ状

ヲナス.核 ハ基底 ニ位 シ橢圓形 ヲナ シ稍 小 「ヘマ ト

オ

キ シ リン」濃染 ス原形質 ハ豊富粗網 ヲナ ス.固 有層

ニ於 テ特 異ナル所見ハ上皮直下 ニ於 テ夥 シク多數 ノ

空胞 ヲ形成 セル コ トナ リ.中 性 白血球 ヲ甚多數發 現

シ充血稍著 シク浮腫ハ輕度 ナ リ.腺 ハ少 數單層23μ

腺腔 ハ狹 ク 「ミトーゼ」少數 ナ リ延 長及 ビ迂曲 ヲ營

マズ.脂 肪及 ビ 「グ リコゲー ン」 ハ上皮 ニ少量發 現

ス.

交尾後期要旨

初期-(1)交 尾期 ト略ボ同一所見ヲナス.皺 襞 尚ホ著明一部ハ數箇ノ大 ナル縦走皺襞 ヲ發生

シ1-2層 又ハ3-5層 ノ多層圓柱上皮 ノ状 ヲナシ總テ粘液細胞ナ リ.白 血球ヲ認 メズ. (2)管

腔ニハ大量 ノ粘液及 ビ上皮 ヲ有 シ赤血球ヲ少 シク發現ス. (3)基 底層ハ多層化ヲナセル部位 ニ

ノミ發生ス. (4)固 有層 ハ緻密「ミトーゼ.」屡 々發現 シ「エオ ジン」白血球稍々多量 ニシテ充血著

明少數 ノ空胞ヲ認 ム.腺 ハ少數「ミトーゼ」ヲ屡々認ム.一 部少 シク擴大 ス.

中期-(1)尚 ホ一部ハ縦走皺襞 ヲ發生 シ樹枝様像ヲ呈 シ上皮 モ3-6層 ノ多層圓柱上 皮ノ状

ヲナス,大 多數ハ單層ニシテ上皮ハ大半ハ粘液細胞 ノ状 ヲナス白血球ハ少數 ナリ. (2)管 腔 ニ

ハ中等量ノ粘液及 ビ少量赤血球ヲ有ス. (3)固 有層 ハ「エオ ジン」白血球多數 「ミトー ぜ」ヲ認

ム.腺 ハ少數一部稍々擴大 シ「ミ トーゼ」ヲ認ム.

終期-(1)上 皮増殖ハ急激 ニ減 ジ殆 ド總テ單層圓柱上皮 トナ リ肥大著 シカラズ. (2)固 有層

ニ於テ特異ナルハ上皮直下ニ夥 シク多數 ノ空胞 ヲ形成 セル コトナ リ.白 血球多數充血モ稍著 シ.

腺 ハ少數ニシテ「ミトーゼ」ヲ認ム發育不充分ナ リ.

第5項　 本節 ノ総括的觀察

(1)交 尾 間期

(a)交 尾間期第1-3日

管腔ハ子宮頸部ニ比 シ少 シク廣濶ニシテ皺襞 モ稍々著明 ナリ.上 皮ハ常ニ單層圓柱上皮 ニシ

テ頸部ニ比 シ著 シク其 ノ厚徑 ヲ増加ス核ハ基底ニ位 シ圓形又 ハ橢圓形 ヲナ シ第1日 ニハ比較的

屡々變性核ヲ證明 ス,原 形質 ハ粗大網工ヲナシ時ニ汚穢ナル着色 ヲナス白血球進入ハ少數 ナ リ.

腺ハ少數發育中等腺腔狹ク「ミトーゼ」ヲ認 メズ.

交尾間期第2-3日 ニハ上皮 ハ殆 ド變性 ヲ認 メズ.只 上皮直下ニ比較的多數 ノ空胞 ヲ發現 ス.

要 スルニ此期間ニハ腟,腟 部及 ビ頸部 ニ於テハ極度ノ變性 ヲ惹起 セルニモ拘 ラズ體 部ニテハ殆

ド變性 ヲ認 メズ.
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(b)交 尾間期第4-7日

上皮ハ頸部 ニ見ル如キ多層化ヲナサズ シテ總 テ單層圓柱 上皮 ニシテ粘液細胞 トナ リ輕度 ノ肥

大 ヲナス,核 ハ基底ニ位 シ圓形又 ハ橢圓形 ヲナシ原形質 ハ微細網工ヲナシ白血球及 ビ空胞 ヲ認

メズ且變性 テ見ズ.腺 ハ最 初ハ少敷腺腔 モ狹隘ナルモ第6-7日 ニハ比較的多數 ニシテ嚢育モ佳

良ニシテ腺腔 ハ著明ニ擴大 シテ分泌ヲ營ム.

要之 ニ黄體 ハ子宮艦部ニ於 テハ上皮ヨリモ寧 ロ粘膜固有層 ニ作用 シ腺 ノ増殖 ヲ促 シ且分泌 ヲ

開始 シ所謂分泌期(Sekretinsphase)ノ 状ヲ呈スルナ リ.

(c)交 尾間期第8-10日

管腔ハ次第 ニ廣濶 卜ナ リ皺襞 ハシク増加ス.上 皮ハ單層圓柱上皮ニシテ核 ハ基底又ハ少 シク

上位 ニア リ圓形,橋 圓形又 ハ桿状 ヲナス原形質ノ微細網工又ハ顆粒状 ヲナ シ白血球及 ビ 「ミト

ーゼ」ヲ認 メズ.第9日 ニ於テ輕微ナル變性 ヲ認 メタルモ夫 レ 外ニハ證明 セズ.腺 ハ分泌及

ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.

要之ニ體部ニ於テハ腟 其ノ他ニ見ル如 キ著明ナル變性ヲ認 メズ.

(d)交 尾間期第11-14日

管腔 ハ第12-13日 ニハ俄 ニ著 シク擴大 シ同時 ニ皺襞 モ亦甚高度 トナ リ多數 ノ縦走皺襞 ヲ形

成 シ更 ニ多クノ副皺襞 ヲ發生ス.

上 皮ハ尚ホ常 ニ單層圓柱 上皮ニシテ粘液細胞 トナ リ肥大比較的著明ナリ一部 ハ高圓柱上皮 ト

ナ リ甚密ニ配列 セル者 アリ.核 ハ多クハ基底 ニ位 シ圓形,橋 圓形又 ハ紡錘形 ヲナシ或ハ半月状

ノ「コンマ」状等不規則 ナル形状ヲナセル者 アリ.白 血球及 ビ空胞 ヲ認 メズ.腺 ハ再 ビ多數發現

シ發育ハ佳良ニシテ少數 ノ「ミトーゼ」ヲ認ム.

(2)交 尾前期

(a)初 期-最 初ハ未 ダ單層ナルガ少時 ニシテ一部 ニ多層化 ヲ認ム.多 層 ナル者 ハ粘液細胞ノ

状 ヲナシ比較的著明ニ肥大 シ單層ナル者 ハ細長ナル高圓柱上皮 トナル.上 皮 ノ配列ハ絨毛状 ヲ

ナセル者最多數 ニシテ4-5層 ノ多層圓柱上皮 ノ状 ヲナス者之ニ次グ.常 ニ扁平上 皮及 ビ基底層

ヲ發現 セズ.腺 ハ發育中等 ニシテ「ミトーゼ」ヲ發現ス.固 有層 モ亦屡々「ミトーゼ」ヲ認 ム.

(b)中 期-急 速 ニ最顯著ナル増殖ヲ惹起 シ圓柱 上皮ハ4-13層 或ハ夫 レ以上 卜ナ リ多層圓柱

上皮 ノ状ヲナス者最多ク其 ノ他絨毛状又ハ「ボ リーブ」状配列ヲナス.管腔ニハ多數 ノ島(Insel)

ヲ形成 シ各々體部粘膜 卜同一ナル上皮ヲ有 セルヲ以テ互 ニ密 ニ接觸 シ複雑 ナル像ヲ呈ス.然 レ

ドモ子宮頸部ニ比 シ増殖ハ遙 ニ輕度 ナリ.腺 ハ初期 卜大差ナシ.固 有層 ニハ多數「ミトーゼ」ヲ

認 ム.

(c)終 期-上 皮 増殖 ハ俄 ニ輕 微 卜ナル. 4-13層 ナ リ シ圓 柱 ヒ皮 ハ僅 ニ3-4層 又5-6層 ト

ナ リ其 ノ他 絨 毛 状又 ハ 「ボ リー ブ」状 配 列 ヲナ シ或 ハ 一 部 單層 ナル者 ア リ孰 レモ粘 液 細 胞 ノ状 ヲ

ナ シ屡 々無 核 細 胞 ヲ認 メ白 血球 及 ビ「ミ トー ゼ」ヲ證明 セズ.腺 ハ初 期 卜大 差 ナ シ.此 期 ニ於 ケ
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ル上皮増殖ハ臚胞機能ニ歸スベキ者 ナリ.

(3)交 尾期

上皮増殖ハ交尾前期中期及 ビ終期 ニ比 シ稍輕度 ナリ.管 腔ハ尚ホ廣濶皺襞 モ數箇ノ大 ナル縦

走皺襞 ヲ認 メ其 ノ他著明ナノレ樹枝様 像 ヲナス.上 皮 ハ總 テ粘液 細胞 ニシテ肥大ヲナ シ多クハ

4-5層 ノ多層圓桂 上皮ノ状 ヲナ シ其 ノ他絨毛状 「ポ リープ」状配列 ヲナス屡 々無核細胞ヲ發現

ス.其 ノ他一部 ニ單層 ナル者 アリ.管 腔 ニ比較的屡々赤血球ヲ發現ス.腺 ハ比較的多數發育佳

良一部稍擴大ス.固 有層 ニハ尚ホ「ミトーゼ」ヲ發現ス.

(4)交 尾後期

(a)初 期-交 尾期 ト略ボ同一所見ヲナシ一部 ニ數箇ノ大ナル縦走皺襞 ヲ認 メ上皮ハ總 テ粘液

細胞ニシテ3-5層 又ハ1-2層 圓柱上皮ナ リ,白血球 テ認 メズ.管 腔 ニハ少量 ノ赤血球ヲ認ム.

固有層 ニハ 「ミ トーゼ」多數發現 シ白血球モ同様多量 ナリ.腺 ハ一 部稍著明ニ擴大 シ屡々「ミ 卜

一ゼ」ヲ認 ム.

(b)中 期-尚 ボ一部ニハ比較的大ナル縱 走皺襞 ヲ發生 シ樹枝様像 ヲナシ上皮ハカカル部位 ニ

テハ3-6層 ノ多層圓柱 上皮 トナル.其 ノ他 ノ部位 ハ大多數 ハ單層 ニシテ粘液細胞 ノ状 ヲナス白

血球進入ハ少數 ナリ.固 有層「エオ ジン」白血球多數發現 シ「ミトーゼ」ヲ認 ム.腺 ハ少數 ニシテ

一部 ハ稍強ク擴大スルモ腺腔ニハ粘液 ヲ認 メズ腺上皮 ニハ「ミトーゼ」ヲ認 ム.

(G)終 期-上 皮増殖ハ急激 ニ輕微 トナ リ殆 ド總テ單層 圓柱 上皮 ニシテ肥大著 シカラズ尚ホ一

部ハ粘液細胞ノ状 ヲ呈 セリ.

皺襞 ハ一小部ニ於テハ稍著明 ニシテ絨毛状又 ハ「ポ リープ」状 ヲナセル者 アリ.固 有層 ニ於 テ

特異ナルハ上皮直下ニ多數空胞 ヲ發現 セルコ トナリ,腺 ハ少數腺腔狹隘「ミトーゼ」少數 ナリ.

第4節　 子宮角ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

子宮角ハ上部(輪 卵管端).中 央 部 ビ下部(子 宮固

有 部端)ノ3部 分 ニ別 チ檢 シタル モ其 ノ週期性變化

ハ各部孰 レモ略ポ同 一ナ リ依 リテ茲 ニ一括 シテ叙 述

ス べシ.

海〓 ニ於 テハ妊 卵ハ子宮角 ニ着 床ス.且 週期性變

化 ヲ營 ムハ主 トシテ粘膜機能層 ナ リ.然 ルニ先進諸

家ハ之 ニ注意 セル者 ナク唯上皮 ノ週 期變 化ノ ミヲ記

載 セ リ.余 ハ之 ヲ闡 明 シ併セテ子 宮角 週期 卜卵巣週

期殊 ニ黄體及 ビ臚胞機能 トノ時期的關 係ヲモ追求 シ

タ リ.

交 尾間期 第1日

上皮ハ總 テ單層 圓柱 上皮17-26μ ニシテ氈毛 ヲ有

セ ズ皺襞 ヲ作 ラズ平滑 ナ リ核 ハ基底 ニ位 シ橢 圓形 又

ハ 圓形 ヲナ シ胞體 ノ約2/3ヲ占 メ「ク ロマチ ン」中等量

屡 々 「ミトーゼ」ヲ認 ム白血球ハ 稀 ナ リ,原 形質 ハ

「エ オジ ン」濃染多 少溷濁 ス.

子宮腔 ハ橢 圓形又ハ紡錘 形少 數白血球,上 皮 及 ビ

粘液 ヲ認 メ時 ニ赤血球 ヲ發 現 ス.

粘 膜固有層ハ機能層(Funktionelle Schicht)及 ビ

基 底暦(Bagal-schicht)ニ 分 チ更 ニ機能層 ハ緻密 層
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(Compacte Schicht)及 ビ海綿層(Spongiose Schicht)

ニ區別 スルコ トヲ得.

緻密層ハ上皮直下 ニ位 シ大ナル泡状核 ヲ有 セ ル圓

形 又ハ橢 圓形 ノ間質細胞密 ニ配列 シ結締織繊維 ハ極

メテ少 量 ナ リ且多 數 ノ腺 排泄管 ヲ包藏 ス.「 ミトー

ゼ」 ハ極 メテ多數 ニシテ白血球 ハ主 トシテ 「エ オジ

ソ」 白血球 ヲ多數發現 ス充 血甚著明 ニ シテ子 宮腔 ニ

向ヒ多數 毛細管 ノ放線状 ニ走行 セ ルヲ認 ム.

海綿 層ハ緻密層 ノ下層 ニ位 シ間質細 胞 ハ甚乏 シク

主 トシテ結締織繊維 ヨ リナ リ腺絲 毬部 ヲ藏 セ リ.白

血球及 ビ「ミトーゼ」ハ緻密 層同様多數 ナ リ.両 層共

ニ發育甚 高度 ナ リ.基 底層 ハ甚菲 薄 ニシテ主 トシテ

結締織 ヨ リナル.腺 ハ發育甚佳良 強ク延 長及 ビ迂曲

ヲナシ「アチ ヌス」形成 モ著 シ横斷 面ハ圓形又 ハ橢圓

形 ヲナ シ腺腔 狹 ク腺上皮 ハ單層 圓柱 上皮16-26μ,

核 ハ基 底 ニ位 シ橢圓形.紡 錘形「ヘマ トキ シ リン」濃

染胞體 ノ約1/2ヲ占 メ「ク ロマチ ン」ニ富 ム,原 形質 ハ

無 構造 白血球 稀 ナ リ「ミ トーゼ」ハ比較的多數殊 ニ腺

直 行部 ハ甚多 數發現 ス.脂 肪ハ上皮 ノ基底又 ハ遊離

縁 ニ中等量 ヲ證明 シ腺 上皮 ニハ腺直行部 ニ比較 的多

量 ヲ認 ム其 ノ他 ノ部 位ハ少 量ナ リ,「グ リコゲー ン」

ハ微量ナ リ.尚 ホ子宮角 ノ背 側面及 ビ腹 側面 ノ固有

層 ハ甚鬆疎 ニ シテ血 管層 ハ最強度 ニ發育 ス.筋 層ハ

内輪筋178μ,外 縱 筋112,血 管層8μ ナ リ.

要 之 ニ第1日 ハ増殖 期(Pcoliferationsphase)ノ 状

ヲ呈ス.

第1日 要 旨一(1)上 皮 ハ單層 圓柱上皮 ニシテ氈毛

ヲ有 セズ皺襞 ヲ認 メズ.「 ミ トーゼ」ハ比較的屡々發

現 ス白 血球 ハ少數 ナ リ. (2)固 有 層ハ緻密 及 ビ海綿

兩層 ニ分 ツコ トヲ得 兩者 ノ境界 ハ明 カニ シテ且兩層

共 ニ發育 甚高度 ナ リ.「 ミトーゼ」及 ビ白血球ハ多數

發現 ス. (3)腺 ハ多 數 ニシテ發育 佳良多 數 「ミトー

ゼ」 ヲ發現 シ殊 ニ腺 直斧部 ニ著 シ, (4)脂 肪ハ腟 及

ビ子宮固有部 ニ於 ケル ヨ リモ遙 ニ多 量ナ リ 「グ リコ

ゲ ーン」ハ同様微量 ナ リ.

交 尾間期第2日

上皮 ハ交 尾間期 ヲ通 ジ常 ニ單層 ニ シテ部位 ニヨ リ

厚 狹ア リ20-33μ ナ リ.第1日 ニ比 シ皺襞及 ビ上皮

厚經 ヲ増加 ス核 ハ橢圓 形,紡 錘形及 ビ長 桿状 ヲナ シ

基底 ニ位 シ胞體 ノ1/2又ハ2/3ヲ占 メ「ク ロマ チ ン」ニ乏

シ.核 ノ配列 バ一部 ハ稍 不規 則 ナルモ概 ネ規 則正 シ

ク密 ニ配列 ス「ミトーゼ」ハ稀 ナ リ原形質 ハ微細顆粒

又ハ無構造少 シク溷濁遊離縁 ハ稍 濃染 ス白 血球 進入

ハ稀 ナ リ.

機能層 ハ強 ク肥 厚 シ海綿及 ビ緻密 兩層 ノ境界 ハ明

瞭 ナ リ,緻 密層1,海 綿層2又 ハ3ノ 比 ナ リ.

緻密層 ハ第1日 ニ比 シ稍厚經 ヲ増 加 シ問質細胞 ハ

甚 密 ニ配列 ス「ミトーゼ」ハ 尚 ホ多 數 ニシテ 白血球 ハ

稍 著 シク減少 シ充 血 ハ中等度 ナ リ.

海綿層 ハ第1日 ニ比 シ少 シク緻密 トナ リ充 血.白

血球及 ビ「ミトーゼ」ハ孰 レモ稍減少 ス.

腺 ハ發育 甚佳良 且多 數 ニシテ腺 上皮 ハ20-23μ,

核 ハ基底 ニ位 シ橢 圓形,紡 錘形又 ハ圓形 ヲナ シ胞 體

ノI/2ヲ占 メ「ク ロマチ ン」多數 ナ リ,〓「ミトーゼ」ハ

腺直行部 ニ於テハ減少 スルモ腺 絲毬部 ハ甚多 數發現

シ白 血球 ハ少數 ナ リ,腺 腔 ハ狹隘 ニシテ分泌 ヲ認 メ

ズ.

要之 ニ第2日 モ増殖期 ノ所 見 ヲ呈 セ リ.子 宮腔 ハ橢

圓又 ハ紡錘 状 ヲナシ稍廣濶 上皮ハ平滑 ナ リ.脂 肪及

ビ「グ リコゲー ン」ハ第1日 ト大 差 ナ シ.筋 層ハ外縱

筋97μ,血 管層102μ,内 輪 筋125μ ナ リ.

第2日 要 旨-(1)上 皮ハ單層 圓柱上皮稍厚徑 ヲ増

シ概 ネ平滑 ナ リ.「 ミ卜ーゼ」少數 白 血球ハ 稀ナ リ.

 (2)機 能 層 ノ發育 ハ甚 高度増殖期 ノ像 ヲ呈 シ兩層 ノ

境界 ハ明 ガニシテ緻密層 ハ稍 肥厚 シ「ミトーゼ」尚ホ

多數 白血球及 ビ充 血ハ稍 減少 ス.海 綿層ハ 白血球,

「ミ トーゼ」及 ビ充 血ハ孰 レモ少 シク減少 ス. (3)腺

ハ多數 發育甚佳良腺絲 毬部 ニ「ミトーゼ
」ヲ多數 發現

シ分 泌 ヲ認 メズ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第

1日 ト大 差 ナシ.
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交尾 間期第3日

子宮腔 ハ紡 錘駄皺 襞 ハ少 シク増加 ス.

上皮 ハ單層 圓柱上皮13-23μ,核 ハ基底 ニ位 シ紡

錘状,橢 圓形 又ハ桿状 ヲナ シ胞體 ノ約1/2又ハ2/3ヲ占

メ「クロマチン」ニ乏 シ「ミ トーゼ」ハ第2日 ニ比 シ更

ニ稍多 數發現 シ白血球 ハ稀 ナ リ,原 形質ハ無構造遊

離 ハ少 シク濃染 ス.

機能層 ハ發育尚ホ旺盛 ニシテ緻密1,海 綿1又 ハ

2ノ 比 ニシテ兩層 ノ境界 ハ鏡 利ナ リ.

緻密 層 ハ間 質 細 胞 密 ニ配 列 シ細 胞 ノ大 サハ7×7μ.

 10×10μ, 13×13μ 等 ニ シテ大 小 不 同 ヲ認 ム,核 ハ泡

状 ニ シテ 胞 體 ノ大 半 ヲ 占 メ「ク ロマ チ ン」ハ中 等 量 ナ

リ.「 ミ トー ゼ」ハ夥 シ ク多 數 發 現 シ充 血 モ稍 増 強 ス

「エ オジ ン」白 血球 ハ少 數 ナ リ.

海綿 層 ハ 第2日 ト大 差 ナ ク「ミ トー ゼ 」ハ少 數 充 血

輕 度 白 血球 ハ 稀 ナ リ.

腺 ハ1切 片 中40-45箇 ヲ有 シ 發 育 佳 良 強 ク 延 長

及 ビ迂 曲 ヲ ナ シ「ア チ ヌ ス」ヲ形 成 ス.腺 上皮 ハ單 層

13-20μ 又 ハ20-26μ 核 ハ 基 底 ニ位 シ胞 體 ノ1/3ヲ

占 メ橢圓形又 ハ圓形 クロマチ ン」中等量 ナ リ,原 形

質ハ遊離縁稍 濃染 ス.腺 腔 ハ狹 ク分泌 ヲ認 メズ腺上

皮 ニハ比較 的多數 ノ「ミトーゼ」ヲ認 ム.

筋層 ハ外縱筋91μ,血 管層68μ,内 輪筋125μ ナ

リ.血 管層 ハ内輪,外 縱 兩筋層 ノ中間ニ位 スル ヲ常

トスルモ時 ニ内輪筋内 ニ位セル コ トア リ.脂 肪 ハ急

激 ニ減少 シ「グ リコゲーン」ヲ認 メズ.

尚 ホ一部 動物 ニ於テ機能層著 シク菲薄 トナ レル者

ア リ.

要 スル ニ第3日 モ大半 ハ増殖 期 ノ状 ヲ呈 ス.

第3日 要 旨-(1)上 皮 ハ單 層圓柱上皮皺襞少 シク

増 加 ス「ミトーゼ」ハ多數,白 血球 ハ稀ナ リ. (2)機

能 層 ハ發育甚高度 ニ シテ増殖期 ノ状 ヲ呈 シ緻密層 ハ

夥 シク多數 ノ「ミ トーゼ」ヲ發現 シ充 血増 強白血球 少

數 ナ リ.海 綿層 ハ 「ミトーゼ」及 ビ充 血ハ緻密層 ニ

比 シ著 シ ク輕度 白血球 ハ稀ナ リ. (3)腺 ハ發育 佳良

「ミトーゼ」多 數,分 泌 ヲ認 メズ. (4)脂 肪ハ俄 ニ減

少 シ「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ. (5)一 部 ニ於テ機能

層 ノ萎縮 ヲ認ム.

交尾間期第1-3日 總括

上皮ハ單層ノ圓柱 上皮,皺 襞 ヲ認 メズ平滑ナ リ屡々「ミ卜ーゼ」ヲ認 メ白血球 ハ稀 ナ リ.

機能層 ハ交尾期 及 ビ交尾後期 ト同様 ニ増殖甚高度 ニシテ緻密層ハ間質細胞密 ニ配列 シ夥 シク

多數 ノ「ミトーゼ」テ發現 ス充血モ稍高度 ニシテ「エオジン」白血球ハ最初 ハ多數ナルモ次第ニ減

少ス.海 綿層ハ間質細胞ハ乏 シク結締織繊維 ハ多量 ニシテ「ミトーゼ」,白 血球及 ビ充血ハ緻密

層ニ比 シ稍少數ナ リ.兩 層 ノ境 界ハ明瞭 ナリ.腺 ハ多數 ニシテ發育佳良強 ク延長迂曲ヲナシ甚

多數 ノ「ミトーゼ」ヲ證明 シ腺腔 ハ狹隘 ニシテ分泌 テ認 メズ.

要之ニ此期 ニ於 ケル増殖 ハ臚胞機能 ニ歸 スベキ者 ニシテ明 カニ増強期 ノ状 ヲ呈ス.

交尾間期第4日

腟及 ビ腟 部竝 ニ頸部 ハ此期 ニ於テハ上皮 ニ著 シキ

増殖及 ビ肥大 ヲ詔 ムルニ獨 リ子 宮角 ニ於テハ高度 ノ

萎縮 ヲ惹起 ス.

交尾間期 第1-3日 ニハ子宮角 ハ0.30-0.45gノ 重

量 ヲ有 スル ニ第4日 ハ0.06-0.099ニ シテ約1/5ナリ.

子宮腔 ハ甚狹 隘裂 ロ状 ヲナ シ屡 々上皮 ハ對側上皮 ト

接觸 シ少 シク厚 徑 ヲ減 ジ10-13μ 時 ニ17-20μ ノ

單層圓柱 上皮 トナル,核 ハ胞 體 ニ此 シ稍大 ニシテ橢

圓形,紡 錘形 又ハ圓形 ヲナ シ殆 ド胞體 ノ大部分 ヲ占

メ「クロマチン」ハ中等 量ナ リ,「 ミトーゼ」及 ビ白血

球 ハ稀 ナ リ.

最顯著 ニ萎縮 ヲナスハ機能層 ニ シテ交 尾間期第3

日ニハ緻密層 ハ220-455μ,海 綿層 ハ455-1.053μ
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ナ ル ニ第4日 ニハ 緻 密 層 ハ23-65μ,海 綿 層 ハ52-

130μ トナ リ約1/7-1/10ナ リ.兩 層 ノ境 界 ハ 稍 不 明

瞭 トナ ル.

緻 密 層 ハ 「ミ トー ゼ」急 激 ニ減 少 只 稀 ニ發 現 ズル ノ

ミニ シテ 充 血及 ビ 白 血球 モ甚輕 度 トナ リ間 質 細 胞 モ

著 シク 鬆 疎 ニ配 列 ス.

海 綿 層 ハ間 質 細 胞 ヲ増 加 シ「ミ トー ゼ」及 ビ 白 血 球

ハ 稀 ニ シ テ充 血輕 度 ナ リ.

腺 ハ 其 ノ數 ハ 大 差 ナ ク32-40箇 ヲ有 ス ル モ 其 ノ

發 育 ハ 強 ク抑 制 セ ラ レ全 ク迂 曲 延 長 ヲ ナ ス コ トナ ク

1箇 ノ腺 ハ僅 ニ1-2箇 ノ圓 形 横斷 面 ヲ現 ス ノ ミニ シ

テ 「ア チ ヌス 」ハ 認 メ ズ.腺 上 皮 ハ13-17μ,核 ハ 胞

體 ノ約1/2ヲ 占 メ紡 錘 状 「ク ロ マ チ ン」ニ富 ミ腺 腔 ハ 狹

隘 ニ シテ 分 泌 ヲ認 メ ズ.

筋層 モ菲薄 トナ リ交 尾間期 第3日 ハ外 縱筋91μ,

血管層68μ,内 輪筋125μ ナルニ第4日 ハ外 縱45μ,

血 管層41μ,内 輪 筋45μ トナル.

脂肪 ハ稍増加 シ上皮 基底 ニ比較的多量 ヲ發現 ズ腺

上 皮 ニハ乏 シク「グ リコゲ ーン」ハ證明 セズ.

要之 ニ組織構 成成分 ハ總テ量的減少 ヲナ シ就中機

能層 ハ最高度 ナル萎縮 ヲナス.

第4日 要 旨-(1)上 皮ハ稍 短小 トナ リ白血球及 ビ

「ミ トー ゼ」ハ稀ナ リ. (2)機 能層 ハ最高 度ナル萎縮

ヲナ シ約第3日 ノ1/10ト ナル.緻 密層 ハ「ミトーゼ」

急 激 ニ減 ジ充 血及 ビ白血球孰 レモ甚輕 度間質細胞鬆

疎 トナル.海 綿 層ハ間質細 胞稍増加 シ「ミ トーゼ」及

ビ白血球 ハ稀 ニ シテ充 血輕度 ナ リ. (3)腺 ノ發育ハ

輕 度 ニ抑制セ ラレ甚不良 ナ リ. (4)脂 肪少 シク増加

「グ リコゲ ーン」ヲ認 メズ.

交 尾 間 期 第5日

第5日 モ第4日 ノ如 ク子 宮 角 殊 ニ 機 能 層 ノ著 明 ナ

ル萎 縮 ヲ認 ム.子 宮 角 ノ重 量 ハ0.05-0.06g又 ハ0.1-

0.15g約1/6-1/3ト ナ ル.上 皮 ハ10-17μ ノ單 層 圓

柱 上 皮 後 ハ橢 圓形 基 底 ニ位 シ胞 體 ノ2/3ヲ 占 メ「ク ロ

マ チ ン」多 量,「 ミ トー ゼ 」ヲ尚 ホ 少 數 ニ發 現 ス 白 血

球 ヲ認 ノ ズ.

緻 密 層 ハ26-195μ 約1/8-1/2ナ リ.間 質 細 胞 ハ稍

鬆 疎 ニ配 列 シ「ミ トー ゼ」及 ビ白 血 球 ハ稀 ニ シテ 充 血

輕 度 ナ リ.

海 綿 層 ハ52-455μ 約1/9-1/2ナ リ,充 血 乏 シ ク白

血 球 及 ビ「ミ トー ゼ」ハ 稀 ナ リ.

腺 ハ第4日 ニ比 ス レ バ 少 シ ク延 長 ヲ ナ ス モ 尚 ホ著

シ ク發育 不良 ナ リ「ミ トー ゼ」稀 ニ シ テ腺 上皮13-

16μ 腺 腔 ハ 狹 隘 一部 ハ強 ク擴 大 セ ル 者 ア リ.

筋 層 ハ外 縱 筋63μ,血 管 層33μ.内 輪 筋65μ ナ リ.

脂 肪 ハ第4日 卜大 差 ナク 「グ リコゲ ー ン」 ヲ認 メ

ズ.

第5日 モ組織 ノ全部 ニ亙 リ量的 減少 ヲナ シ就 中機

能層 ニ高度 ノ萎 縮 ヲ惹起 ス.然 レ ドモ第4日 ニ比 ス

レバ少 シク萎縮輕 度 ナ リ.

第5日 要旨-(1)上 皮 ハ單 層圓柱上皮稍厚徑 ヲ減

ジ少數 ノ「ミトーゼ」ヲ認 メ白血球 ヲ證 明セズ. (2)

機 能層ハ最高度 ノ萎縮 ヲナ シ第4日 ニ比 ズ レバ稍輕

度 ナ リ,緻 密層 ハ間 質細胞 稍粗 ニ配列 シ「ミトーゼ」

及 ビ白血球ハ稀 ニ シテ充血輕 度,海 綿層 ハ 「ミトー

ゼ」及 ビ白血球 ハ稀 ニシテ充 血モ輕 微 ナ リ. (3)腺

ハ尚ホ發 育不良 ナ リ. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」

ハ 第4日 ト大差 ナ シ.

交尾間期第4-5日 ノ總括

此期ニ於テハ子宮角 ハ急激ニ極度 ノ萎縮 ヲナシ其ノ重量ハ交尾間期第1-3日 ノ1/5-1/5ト ナ

リ,上 皮 モ稍厚徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」ハ稀 ニ發現ス.最 顯著ナルハ機能層 ニ於ケル變 化ニシヲ交

尾間期第3日 ニ比 シ約1/7-1/10ニ 萎縮 シ緻密海綿兩層 ノ境界モ稍不明 トナリ「ミトーゼ」ハ俄

ニ減少 シ稀 ニ認ムルノミナ リ.白 血球及 ビ充血モ甚 ダシク減少ス.殊 ニ腺 ハ極度 ニ發 育不良 ト

ナ リ1箇 ノ腺 ハ僅 ニ1-2箇 ノ横斷面 ヲ現スノミトナル.筋 層 モ甚菲薄ナ リ.
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交尾期ヨリ交尾間期 第1-3日 ニ亙 リ高度ノ増殖ヲ示 シタル機能層 ガ如斯急速 ニ萎縮ヲ惹起

スルハ卵巣ニ於テハ排卵直後 ナル交尾後期初期及 ビ中期 ニハー時全 ク臚胞 ヲ發現セズ爲ニ臚胞

機能ハー時全ク廢絶スルガ故ナリ.

交尾間期第6日

最早萎縮 ヲ認 メズ.子 宮腔 ハ間期第4-5日 ニ比

シ遙 ニ廣 濶 ニシテ間期第1-3日 ト略 ボ同様 トナ リ

橢圓形又ハ紡錘形 ヲナ シ少 シク皺襞 ヲ生 ズ.上 皮 ハ

23μ,核 ハ基底 ニ位 シ橢圓形或ハ紡 錘形 「ク ロマチ

ン」ニ富 ミ白血球 ハ稀ニ シテ「ミトーゼ」ヲ認 メズ,

原形質ハ無 構造 遊離縁稍 濃染 ス.

機能層 ニ於テハ 緻密層ハ稍 菲薄 トナ リ海綿層 ハ肥

厚 ス.緻密層ハ間質 細胞 ハ尚ホ比較的密 ニ配列 シ「ミ

トーゼ」 ハ殆 ド發 現セズ白血球及 ビ充血稍増強 シ毛

細管ニハ比較的多量 ノ「エオ ジン」白 血球 ヲ有 セ リ.

結締織ハ少 シク多量 ニ進 入ス.厚 徑ハ65-195μ ナ

リ.海 綿層 ニハ「ミトーゼ」ヲ全 ク認 メズ白 血球及 ビ

充血輕度ナ リ,間質細胞 ヲ稍増 加 ス厚 徑ハ130-975μ

ナ リ.兩 層 ハ境 界ハ稍 不明 トナル.

腺 ハ交 尾間期 第3日 ニ比 スレバ發育稍 不充分 ナル

モ第4-5日 ニ比 スレバ 遙 ニ著 明 ニシテ強 ク延長 シ

迂曲 ヲナ シ「アチヌス」ヲ形 成ス,腺 上皮 ハ17-26μ

「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セズ腺腔 ハ輕 微 ニ擴大 シ分泌

ヲ營 ミ總 テ腺腔 ニハ少量 ハ粘 液 ヲ藏 セ リ.脂 肪ハ上

皮ハ中等量 ヲ發現 シ腺上皮殊 ニ直行部 ノ上皮 遊離縁

ニ著 シク多量 ニシテ,腺 絲毬部 ハ上皮基底 ニ多 量 ヲ

證明ズ.其 ノ他 ノ部 位 ハ少 量 ナ リ「グ リコゲ ーン」ヲ

認 メズ.筋 ハ外縱117,血 管109,内 輪143μ ナ リ.

要之「ミトーゼ」ハ何所 ニモ發 現セズ而 シテ機能層

ハ再 ビ増殖 ヲ螢 ミ腺 ハ多數 ニ シテ漸 次分泌 ヲ開始 シ

脂肪ヲ多量發現 シ所謂妊娠 前期性變 化(Pragravide

 Umwandlung der Uterusschleimhaut)ヲ 惹起 ス.

第6日 要 旨-(1)上 皮 ハ單層 圓柱 ミトーゼ 及 ビ

白血球 ヲ詔 メズ. (2)機 能層 ハ第4-5日 ニ比 シ著

シク増殖 シ緻密層 ハ稍薄 ク間質細 胞ハ尚 ホ密 ニ配列

ス「ミトーゼ」ハ殆 ド發 現セズ白血球及 ビ充血 ハ稍 増

強.海 綿層 ハ肥厚 シ「ミトーゼ」全 ク發現 セズ間質細

胞稍 増加 ス.兩 層 ノ境界少 シク不明 トナル. (3)腺

ハ稍 著明ナル増 殖 ヲナシ分泌 ヲ開始 シ「ミトーゼ」ヲ

認 メズ. (4)脂 肪 ハ腺 上皮 ニ多 量發現 「グ リコゲ ー

ン」ヲ證明 セズ. (5)要 スルニ妊娠 前期性變化 ヲ惹

起 ス.

交 尾間期第7日

子 宮腔 ハ稍 擴大 シ橢圓形又 ハ紡錘 形ヲナ シ皺襞 著

明ナ リ.上 皮 ハ單層 圓柱10-33μ 少 シク厚 徑 ヲ増 シ

核 ハ基底 ニ位 シ橢圓形 ニシテ稍 長大「ク ロマチ ン」中

等量「ミトーゼ」ハ全 ク認 メズ白血球 少数 ナ リ,原 形

質 ハ無構造遊離縁稍濃染 ス.

機能層 ハ次第 ニ肥厚 ス.緻 密 層 ハ比較的厚徑 ヲ減

ジ65-390μ.多 數 ノ繊維性結締織 ヲ認 メ「ミトーゼ」

ヲ發現セ ズ白血球殊 ニ中性白血球 ハ少 シク増加充 血

モ稍 増強 ス.

海綿層ハ455-1.170μ トナ リ比較的著 シク肥 厚増

殖 シ白血球及 ビ充 血ハ少 量「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セ

ズ.

腺 ハ第6日 ト同 ジク發 育ハ高度 ニ シテ多數發現 シ

第38-60箇 トナ リ腺腔 ハ 中等度 ニ擴大 一部 ハ 稍著

明ニ擴大 シ分泌 ヲ營 ミ,腺 上皮 ハ17-20μ 「ミトー

ゼ」ハ全 ク發現 セズ.

筋層 ハ外縱131μ,内 輪162μ,血 管層100μ ニ シ

テ交尾間期 第1-3日 ニ比 シ著 シク肥厚 ヲ示セ リ.

脂 肪ハ第6日 卜大差 ナ ク微量 ノ「グ リコゲ ー ン」ヲ認

ム.

要 之 ニ第7日 モ妊娠 前期性變化 ヲ呈 ス.

第7日 要 旨-(1)上 皮ハ單層皺襞稍 著明少 シク厚

徑 ヲ増 シ核 モ長大 トナ リ「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セズ

白血球 ハ稀 ナ リ. (2)機 能層 ハ肥 ス.緻 密層 ハ次 第

ニ厚 徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」ハ全 ク發 現 セズ間質細胞 ハ
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尚 ホ比較 的密 ニ配列 シ充 血ハ増強 シ白血球 モ少 シク

増加 ス.海 綿層 ハ著 シク増殖 シ「ミトーゼ」ハ全 ク認

メズ,白 血球及 ビ充血輕度 ナ リ. (3)腺 ハ發育 強度

分 泌 ヲ營 ミ「ミトーゼ」ヲ認 メズ. (4)筋 層 ハ稍 著 シ

ク肥厚 ス. (5)脂 肪 ハ大差 ナク「グ リコゲー ン」ハ微

量 ヲ證明 ス. (6)第7日 モ妊娠 前期性變 化ヲ呈 ス.

交尾間 期第8日

子宮腔 及 ビ皺襞 ノ状ハ第7日 ト大差 ナシ.

上皮 ハ單層 図柱上皮10-33μ 部 位ニ ヨ リ厚狹 ヲ異

ニス,厚 徑 ハ大 ナル部 位ニテハ核 ハ橢圓形基底 ニ位

シ厚徑 ノ小 ナル者ハ圓形略 ボ中央 ニ位 シ 「クロマチ

ン」中 等量 「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セズ,原 形質 ハ無

構造遊離 縁ハ稍 濃染 ス.

機能層 ハ最 強 ク肥 厚増殖 シ緻密層 ハ第7日 同様菲

薄104-260μ 「ミトー ゼ」ハ全 ク發 現セズ白血球ハ

少 シク増加 シ主 ニ「エ オジ ン」白血球 ナ リ充血ハ強度

多 數 ノ毛細管 ハ放線 状方向 ニ怒張走行 ス,間 質細胞

ハ尚 ホ稍密 ニ配列 シ結 締織 モ増量 ス.

海綿層 ハ260-1.170μ ニ シテ充 血及 ビ白血球 ハ緻

密層 ニ比 シ稍輕 度ナ リ.兩 層 ノ境界 ハ比較的明瞭 ナ

リ.

腺 ハ發育高度迂 曲延 長著明「アチ ヌス」ヲ形 成 シ腺

腔 ハ中等 度 ニ擴大分泌 ヲ營 ミ腺 上皮 ハ13-23μ 「ミ

トーゼ」ヲ認 メズ.筋 層 ハ外縱120μ,内 輪186μ,血

管層197μ ニ シテ著 シク肥厚 シ殊 ニ血 管層 甚強大 ナ

リ.脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ第7日 卜大差 ナ シ.

要 スルニ第8日 モ妊娠 前期性變化 ヲナス.

第8日 要 旨-(1)子 宮腔 及 ビ皺襞 ハ第7日 卜同 様

ニ シテ上皮 ハ單層「ミ トーゼ」及 ビ白 血球 ヲ詔 メズ. 

(2)機 能層 ハ強 ク肥 大シ緻密層 ハ菲 薄「ミトーゼ」ハ
ヨ

全 ク發 現 セズ充 血稍 強度 「エオ ジン」白 血球 多數 間質

細胞密 ナ リ.海 綿層 ハ強 ク肥 大 シ充 血及 ビ白 血球 ハ

緻密層 ニ比 シ稍 輕度 ナ リ,兩 層 境界ハ稍 明瞭 ナ リ.

 (3)腺 ハ發育強 ク分泌 ヲナス. (4)筋 層肥 大ス. (5)

脂肪友 ビ「グ リコゲー ン」ハ大 差 ナシ. (6)第8日 モ

妊娠 前期 性變 化 ヲナ ス.

交尾間期 第9日

子宮腔及 ビ皺 襞 ノ状 ハ第7-8日 ト大 差ナ シ.

上皮 ハ17-33μ,核 ハ基底 ニ位 シ橢圓形 「ク ロマ

チ ン」豊 富原形 質ハ無 構造遊 離縁ハ稍濃染 シ白血球

及 ビ「ミFー ゼ」ヲ認 メズ.

機能層 ハ緻密 層65-260μ,充 血ハ第8日 ニ比 ス

レバ少 シク輕 度 ナルガ上皮直 下ニ小溢血 ヲ認 メ白血

球 ハ第8日 ト大 差ナ ク「ミトーゼ」ハ發現 セズ.

海綿層 ハ390-975μ 「ミトーゼ」ヲ認 メズ充 血ハ稍

輕 度ナ ルモ白血球 ハ緻密層 ニ比 シ稍 多數 ニ發生 ス.

腺 ハ甚發育佳良強 ク延 長迂 曲 ヲナ シ「アチ ヌス」ヲ形

成 シ分泌機能 ヲ認 ム.腺 腔 ハ少 シク擴大 シ粘液 ヲ包

藏 シ分泌 ヲ終 了セル腺細胞 イ核 ハ小桿状 又 ハ紡錘状

ヲナ シ恰 モ「ヒスチオ チーテ ン」様形 態 ヲ呈 ス.

筋層 ハ外縱111μ,内 輪163μ,血 管72μ ニテ肥大

著 シカ ラズ.脂 肪 ハ上皮 基底及 ビ腺上皮遊 離縁 昌少

量 ヲ認 メ「グ リコゲ ーン」ハ上皮 ニ稍多量 ニシテ腺上

皮其 ノ他 ハ少量 ナ リ.

第9日 モ妊娠 前期 性變 化 ヲナスモ第8日 ニ比 シ少

シク輕度 ナ リ.

第9日 要 旨-(1)子 宮腔 及 ビ皺襞 ハ第8日 ト大差

ナ シ.上 皮ハ單層 「ミトーゼ」ヲ認 メズ. (2)機 能

層 ハ緻密 層薄 ク充血及 ビ白血球 ハ第8日 ト大差 ナク

「ミトーゼ」ヲ認 メズ.海 綿 層 ニハ「ミ トーゼ」ヲ發現

セズ充 血ハ緻密 層 ニ比 シ稍輕 度ナル モ白 血球 ハ多數

ナ リ.兩 層 ノ境 界 ハ比較的 明瞭ナ リ. (3)腺 發育強

度分泌 ヲ營ム. (4)筋 層 ハ肥 大著 シカラズ. (5)脂

肪 ハ少量「グ リコゲ ー ン」ハ稍 多量ナ リ. (6)第9.日

モ娠 妊 前期 性變 化 ヲ呈 セルモ第8日 ニ比 シ少 シク輕

度 ナ リ.

交 尾間期 第10日

子宮腔 ハ第9日 卜大差 ナ ク皺襞 ハ稍著 明ナ リ.

上皮13-23μ,核 ハ基底又 ハ中央 ニ位 シ橢 圓形少

量 ノ「ク ロマ チ ン」ヲ有 シ 白 血 球 ハ少 數 ナ リ,原 形 質
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ハ無 構造遊離緑 ハ濃染 シ少 量 ノ粘 液 ヲ附 着セ シム.

機能層一緻密層 ハ次第 ニ厚徑 ヲ減 ジ甚 菲 薄52-

130μ トナル充 血ハ蓄 シク増強 シ多數 ノ毛細 管ハ放

線状方向 ニ走 行 シ上白直下 ニハ所 々ニ小溢 血 ヲ認ム

白血球ハ少 シク増加 シ「ミ トーゼ」ヲ發 現セズ.

海綿暦 ハ455-910μ 「ミトーゼ」 ヲ認 メズ充血ハ

緻密層 ニ比 シ輕 度 ナルガ白血球 ハ稍多 量ナ リ.

兩層 ノ境 界 ハ比較的明 カナ リ.

腺 ハ發育尚 ホ佳良 ニ シテ強ク延 長迂 曲 〓ナ シ腺上

皮13-33μ,白 血球 及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.腺 細

胞 ハ大半ハ分泌 ヲ終 リ核 ハ細 キ紡錘形 ヲナス.脂 肪

ハ少量「グ リコゲ ー ン」ハ大差 ナ シ.

筋 ハ外縱109μ,内 輪129μ,血 管層81μ ニシテ肥

厚 ヲ認 メズ.反 ツテ稍厚 徑 ラ滅ズ.

要之 ニ第10日 モ同 様 妊 娠前期 性變 化 ヲ呈 セルモ

機能層ハ少 シク厚 徑 ヲ減 ズ.

第10日 要旨-(1)皺 襞 ハ稍 著明上皮ハ單 層 圓 柱

「ミトーゼ」ヲ認 メズ,白 血球少數 ナ リ. (2)機 能層

ハ少 シク厚徑 ヲ減 ジ緻 密層 モ愈 々菲薄 トナル然 レ ド

モ充 血ハ著 シク増 加 シ上皮直下 ニ小出 血ヲ認 メ白血

球モ稍増 加「ミ トーゼ」ハ發 現ヤズ.海 綿層 ハ肥厚 シ

白血球 ハ緻密層 ニ比 シ多 數 ナル モ充血 ハ稍輕 度 「ミ

トーゼ」 ヲ認 メズ.兩 層 ノ境 界ハ明 カナ リ. (3)腺

ハ發育佳良分泌 ヲ營 ム. (4)筋 層 ハ肥大 セズ. (5)

脂肪及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ大差 ナシ.

交尾 間期第11日

皺襞ハ稍 著 シク一部絨毛状 ヲナ シテ突 田セル者ア

リ,上 皮 ハ13-17μ,核 へ橢 圓形基 底ニ位 シ「クロマ

チ ン」 中等量白血球少數 原形質 ハ無 構造遊 離縁濃染

粘液 ヲ認 ム.

緻 密層52-139μ,第10日 同様甚薄 ク「エ オジ ン」

白血球 ハ稍 少數充 血ハ著明 ニシテ屡 々上皮直下 ニ小

溢血 ヲ認ム.

海綿層ハ390-910μ,白 血球 ハ比較 的多數主 ニ「エ

オジ ン」白血球 ナ リ充血 ハ輕 度.兩 層 ノ境界ハー部

少 シク不明瞭 ナ リ.

腺 ハ發育佳良 分泌 ヲ營 ミ腺 上皮17μ ナ リ.

脂 肪ハ上皮 ニハ少量 ナルモ腺 上皮 ニハ比較的多 量

ナ リ「グ リコゲー ン」ハ稍増加 ス.

筋ハ外 縱116μ,内 輪125μ.血 管層62μ ニ シテ肥

大 ヲ認 メズ.

第11日 モ妊娠 前期性變 化 ヲナス.

第11日 要 旨-(1)皺 襞稍 著明 上 皮 ハ 單 層白血球

少 數「ミトーゼ」ヲ認 メズ. (2)機 能層 ハ緻密層 甚薄

ク白血球少數充血 ハ著 明ニテ屡々小溢 血 ヲ認 ム.海

綿層 ハ白 血球稍多量充 血輕度 「ミトーゼ」ヲ認 メズ.

兩層 ノ境界バ 一部稍 不明瞭ナ リ. (3)腺 ハ發 育佳良

分泌 ヲ認 ム. (4)脂 肪 ハ少 量「グ リコゲ ーン」ハ稍増

量 ス. (5)筋 層ハ肥大 セズ. (6)第11日 モ妊娠前

期性變 化ヲナス.

交尾 間期第12日

皺襞 ハ衣 第ニ著明 トナ リ絨毛檬突 起 ヲ生 ズ.上 皮

ハ稍肥厚 シ23-40μ,核 ハ基底橢 圓又ハ多稜或 ハ長

桿状 ヲナ シ胞 體 ノ1/2又 ハ2/3ヲ 占 メ「クロマチ ン」中

等量 ナ リ配列 一部稍 不規則 トナル「ミトーゼ」ヲ稀 ニ

發現 ス,原 形質 ハ無 構造稍溷 濁ス.

機能層-緻 密層 ハ91-196μ 菲薄 ニシテ間質細 胞

稍 疎 ニ配列 ス充 血ハ第11日 ト同 様 比 較 的高 度 ニシ

テ多數 ノ毛細 管怒張 シ白 血球少 數「ミトーゼ」ハ稀 ナ

リ.

海綿層 ハ390-910μ,充 血ハ緻 密層 ニ比 シ稍 軽度

「ミトーゼ」ハ稀 ナ リ,兩 層 ノ境 界ハ一部稍 不明瞭 ナ

リ.腺 ハ一部 ニ於 テハ發育 不充分 ニシテ「ア チヌス」

ヲ形成 セザル者 ア リ腺腔 ハ比較的狹隘 ニ シテ分泌 モ

亦 不充 分ナ リ,腺 上皮 ハ13-30μ,核 ハ紡錘 形又 ハ

橢圓形胞 體 ノ2/3ヲ占 メ濃染「クロマチ ン」ニ富 ミ白血

球 及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.脂 肪 ハ上皮 ハ微細顆粒

少量 ナル ガ腺上皮殊 ニ直行部 ハ稍多 量絲 毬部 ハ中等

量 ナ リ固有層 ハ少量 ナ リ「グ リコゲー ン」ヲ認 メズ.

筋 ハ外縱115μ,内 輪147,血 管156μ ナ リ.
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尚 ホ妊娠 前期性變 化 ヲナスモ次 第 ニ輕 度 トナ リ一

部 ハ「ミ トーゼ」ヲ發 現 ス.

第12日 要 旨-(1)皺 襞著明上皮 ハ稍 厚 徑 ヲ増 シ

一 部 ニ少數「ミ トーゼ」ヲ發現 ス. (2)緻 密層 ハ菲薄

間質細 胞ハ稍 鬆疎 ニ シテ充 血著 シク白 血球少数 「ミ

トーゼ」ハ稀 ナ リ.海 綿層 ハ尚ホ肥厚 シ充 血ハ稍輕

度 白血球 少數「ミトーゼ」ハ稀 ニ認 ム.兩 層 ノ境界一

部少 シク不明瞭 トナル. (3)腺 ハ一部 發育不充 分 ナ

ルモ分泌 ヲナス,「 ミトーゼ」ヲ認 メズ. (4)脂 肪ハ

上皮 ハ少 量腺 上皮殊 ニ腺直行 部ハ比較的 多量 ナ リ,

「グ リコゲ ーン」 ヲ認 メズ. (5)筋 ハ肥大 セズ. (6)

妊娠 前期性變 化 ヲナスモ少 シク輕 度 ニ シテ一 部 「ミ

トーゼ」發現 ス.

交尾間期第6-12日 總括

子宮腔 ハ稍廣濶上皮皺襞 ハ輕度單層圓柱上皮 ナリ核 ハ基底ニ位 シ白血球 ハ稀 ニシテ 「ミ卜ー

ゼ」 ハ全ク發現 セズ.顯 著ナルハ機能層 ノ變 化ニシテ緻 密層 ハ稍菲薄「ミトーゼ」ハ全 ク發現 セ

ズ白血球 ハ「エオ ジン」白血球 ヲ少數ニ發現證明 シ充血ハ比較的強度ニシテ屡々上皮 直下 ニ小溢

血 ヲ認 ム,間 質細胞ハ少 シク鬆疎 ニ配列ス.海 綿層 ハ甚強ク肥厚増殖 シ充血及 ビ白血球 ハ緻密

層 ニ比 シ少 シク輕度「ミトーゼ」ハ全ク發現セズ.兩 層 ノ境界ハ比較的明瞭 ナリ.腺 ハ發育甚佳

良 ニシテ迂曲及 ビ延長モ充分ニシテ「アチヌス」ヲ形成ス,腺 腔ハ中等度ニ擴大シ分泌ヲ營ム腺

上皮 ニハ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.筋 層 モ稍 々著 シク肥大ス.脂 肪ハ腺上皮 ニ多量 ヲ證明ス.機 能

層 ノ肥大増殖ハ交尾間期第7-8日 最高度ニシテ夫 レ以後 ハ次第ニ輕度 トナル.

上敍セル機能層ノ増殖ハ全ク黄體機能 ニ歸 スベキ者 ニシテ所謂妊娠前期性變化(Pragravide

 Umwandlung der Uterusschleimhaut)ナ リ.

交尾間期 第13日

子宮腔 ハ紡 錘形 ニシテ少 シク廣濶皺襞 ハ高度 トナ

リ一部 ハ甚顯著 ナ ル絨毛形成 ヲナ シ強 ク延 長迂 曲 ヲ

營 ミ子宮腔 ノ大半 ハ絨 毛 ヲ以テ満 セル者 ア リ.上 皮

ハ17-33μ,單 層圓柱上皮核 ハ基底又ハ 中央 ニ位 シ

橢 圓形或 ハ多稜形 ヲナ シ胞 饅 ノ1/2ヲ占メ 「ク ロマチ

ン」 中等量ナ リ,原 形質ハ顆粒状 又ハ無 構造稍溷 濁

シ「ミトーゼ」比較的屡 々發 現 シ白血球ハ稀 ナ リ.

緻 密層ハ65-195μ,一 部 ハ更 ニ菲薄 ナル者 アリ

「ミトーゼ」 及 ビ白血球 ハ少 數充血ハ第12日 卜大差

ナ シ.海 綿層ハ260-650μ ニテ著 シク厚徑 ヲ減 ジ

「ミトーゼ」及 ビ白 血球 ハ少數充 血ハ比較的著 シ.腺

ハ發育佳良腺上皮 ハ17-20μ,核 ハ紡錘形基底 ニ位

シ胞 體 ノ1/2ヲ占 メ「ク ロマチン」ハ中 等量「ミトーゼ」

ヲ發 現セズ一部 ハ尚 ホ分 泌 ヲ螢 ム.

脂肪 ハ第12日 ト大差 ナク 「グ リコゲー ン」ハ少 量

發 現 ス.筋 層 ハ外縱146μ,内 輪160μ,血 管180μ

ニ シテ稍肥厚 ス.第13日 ハ黄 體機能減弱 ノ タメ機 能

層ハ著 シク菲薄 トナ リ且線 ノ分 泌甚不充分 ナ リ.同

時 ニ臚胞 ノ影響 ニ ヨ リ多數 ノ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

第13日 要 旨-(1)皺 襞形成 甚 著明 多 數 ノ絨毛 ヲ

形 成 ス.上 皮 ハ單層「ミ トーゼ」ヲ屡 々發現 ス白 血球

ハ少數 ナ リ. (2)機 能 層ハ著 シク菲薄 トナ ル.緻 密

層ハ「ミトーゼ」及 ビ白 血球少數 充血著 シ.海 綿層 ハ

厚徑 ヲ減 ジ 「ミトーゼ」及 ビ白血球 少數充 血著 シ.

 (3)腺 ハ發育佳良 ナルモ分泌ハ 不充 分 ナ リ 「ミトー

ゼ ヲ認 メズ. (4)脂 肪ハ大差 ナク「グ リコゲー ン」ハ

微量 ナリ. (5)筋 層 ハ少 シク肥大 ス殊 ニ血管層 著明

ナ リ.

交尾 間期 第14日

子宮腔 ハ橢圓形,紡 錘 形時 ニ裂 口状 ヲナ シ少量 ノ

赤 血球 ヲ認 ム,皺 襞ハ稍 著 シキモ第13日 ニ比 ス レバ
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少 シク輕度 ナリ.上 皮ハ17-26μ,核 ハ橢 圓形基底

又ハ少 シク上方ニ位 シ胞 體 ハ1/2ハ2/3ヲ占 メ,「クロマ

チ ン」中等量 「ミトーゼ」ハ屡 々發現 シ白 血球 ハ少數

ナ リ,原 形質 ハ無 構造ナ リ.

機能層 ハ第13日 同 様著 シク厚 徑 ヲ減 ズ.特 有ナル

ハ充 血最顯著 ニシテ 全週期 中最高 度ナ リ.多 数毛細

管ハ強 ク擴大 シ上皮 ニ向 ヒ放線状 ニ走行 シ機能層ハ

充血怒張セ ル毛細管網 ヲ以 テ充満 シ海綿 状 ヲ呈 セル

者ア リ.

怒 張 セ ル毛 細 管 ヨ リハ破 綻(Rheuis)又 ハ 濾 出

(Diapedesis)ニ ヨ リ高度 ノ間質 内出血 ヲ惹起 シ遂 ニ

機能層ハ 一部剥脱 ス.

余ハ6例 ノ實験動物 中2例 ニ於 テ子宮腔 ノ大半 ヲ

満 セル大 ナル組 織片 ヲ認 メタ リ,剥 脱 セル組織片 ハ

主 トシテ(1)大 量 ノ間質佐出血, (2)多 數毛細 管 ノ

新生増殖, (3)無 數 ノ「ヒス チオチーテ ン」様細胞 ト

ヨ リ成 リ同 時ニ間質組 織及 ビ上皮 ノ一部 ヲ認 メタ リ.

尚 ホ詳述 セバ毛細管 ハ發芽形 成(Spross-bildung)

ヲナ シテ盛 ニ新生増殖 シ,「ヒスチオ チーテ ン」檬細

胞 ハ大小不同 ア リテ大 ナル者ハ20×17μ,核 ハ大 ナ

ル圓形 ヲナ シ多數 ノ「クロマチ ン」ヲ有 シ核小體 ヲ認

メ原形 質 ニ乏 シク小 ナル者ハ10×6μ ナ リ恐 ラク上

皮 ヨ リ發 生セ几者ナ ラ ン.上 皮 ノ形態 ハ固有 ノ子宮

角上皮 ト全 ク同一 ナ リ.又 間質組織 ハ全 ク機 能層 ノ

一部 ニシテ唯腺 ヲ有 セザル ヲ異 ニス其 ノ他少數 ノ結

締織細胞 ヲ認 ムルモ白血球 ヲ證明 セズ.

Fig. c.

交 尾 間期 第14日 ニ於 テ機 能層 剥 脱 ス. (第1例)

Fig. d.

交 尾 間期 第14日 ニ於 テ機 能層 剥 脱 ス. (第2例)
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第14日 ニハ 緻 密 層 ハ65-221μ,海 綿 層 ハ260-

650μ ナ リ.腺 ハ發 育 佳 良 ニ シテ 強 ク延 長 迂 曲 ヲ ナ

シ「ア チ ヌ ス」ヲ形 成 シ腺 腔 バ 一 部 少 シ ク擴 大 シ稍 著

明 ニ分 泌 現 象 ヲ認 ム腺 上 皮 ニ 「ミ トー ゼ 」 ヲ發 現 セ

ズ 」 脂 肪 及 ビ「グ リコ ゲ ー ン」ヲ證 明 セ ズ.筋 層 ハ外

縱121μ,内 輪150μ,血 管 層94μ ナ リ.

第14日 要 旨-(1)皺 襞 稍 著 明 上 皮 ハ單 層 圓 柱 「ミ

トーゼ」屡 々發 現白血球 少數 ナ リ. (2)機 能層 ハ第

13日 ト同様稍著 シク厚 徑 ヲ減 ジ充 血ハ全週 期中.最著

明 ニ シテ遂 ニ間質性 出血 ヲ見機能 層 バ一部剥脱 ス.

白 血球及 ビ「ミトーゼ」ハ緻 密及 ビ海綿 兩層 孰 レモ少

數.兩 層 ノ境 界 ハ稍明 瞭 ナ リ. (3)腺 ハ發育 佳良強

ク延長迂 曲 シ尚 ホ分泌 現象 ヲ認 ム. (4)脂 肪及 ビ「グ

リコゲー ン」ヲ認 メズ.

第2項　 交 尾 前 期

初期,中 期及 ビ終 期 ニ別 チ敍述 スベシ.

初 期-皺 襞ハ稍著 シク上皮ハ17-33μ,核 ハ橢 圓

又 ハ紡錘状時 ニ長桿状 ヲナ シ基底 ニ位 シ胞體 ノ約2/3

ヲ占ム「ク ロマチ ン」中等量 ナ リ.一 部 ニ於テ核 ハ甚

密 ニ且不規則 ナル配列 ヲナ シ恰 モ2-3層 ノ多 層 圓

柱上皮 ノ如 キ所 見 ヲ呈 シ所 謂 僞 性多層 化(Pseudo

stratified Arrangement)ノ 状 ヲナス,「 ミトーゼ」

ハ 稀 ニ發 現 シ白血球 少數 ナ リ,原 形質 ハ無 構造稍 溷

濁 シ氈 毛ヲ有 セズ遊離縁ハ濃染 不規則 ナル邊縁 ヲ有

ス.

緻密層 ハ間質細胞甚鬆疎 ニ配列 シ白 血球少 數 「ミ

トー ゼ」ハ稍 多量 ナ リ充 血ハ第14日 ニ比 シ輕 度ナ

リ.

海綿層 ハ白血球及 ビ「ミトーゼ」ハ緻密 層ニ比 シ少

シク多 量 トナ ル.交尾間期第13-14日 ト略ボ同一 ノ

厚徑 ヲ有ス.兩 層 ノ境界ハ甚 不明瞭 トナル.腺 ノ發

育 ハ甚 不充分 ニ シテ延長迂 曲 ヲ營 マズ上皮ハ16μ,

核 ハ基 底 ニ位 シ橢圓形又ハ紡錘形 ヲナ シ 「クロマチ

ン」 ニ螢 ミ白 血球少數「ミトーゼ」ハ屡 々發現 ス.腺

腔 ハ狹隘.脂 肪 ハ上皮 ニハ少量腺上皮 ニハ少 シク多

量 ナ リ「グ リコゲ ーン」ヲ認 メズ.

中期-上 皮皺襞 ハ甚著明 トナ リ多數 ノ迂 曲彎 入ヲ

ナス.著 シク厚徑 ヲ増 シ40-50μ ノ單層高圓柱 上皮

トナ ル皺襞 ノ頂點 ニテハ上皮ハ更 ニ厚 徑 ヲ増 シ核 モ

長桿状 ヲナ シ甚長 大 トナ ル,皺 襞 ノ底部 ハ厚徑 ヲ減

ジ核ハ長橢 圓形又 ハ圓形 ヲナ シ「ク ロマチ ン」ニ乏 シ

「ミトーゼ」ハ比較 的屡 々發現 ス.

一部 ニテハ初 期 ト同様 ニ僞 性多層化 ヲナ シ白血球

ハ少數 ナ リ屡 々細小 ナ ル紡錘形 ノ核 ヲ認 ムル コ トア

リ.原 形 質ハ豐 富顆粒 状 ヲナ シ少 シク溷濁 ス遊離 縁

ハ甚 不規 則ナ リ尚 ホ少室胞 ヲ有 セル者 ア リ.機 能 層

ハ再 ビ高 度 ノ充 血ヲ現 シ緻密 層 ハ間質細胞 減少 シ鬆

疎 ナル配列 ヲナ シ核 ハ圓形又 ハ橢 圓彫「ク ロマチ ン」

ニ乏 シク「エ オジ ン」白血球比較的多 數發現 ス.尚 ホ

コ ノ他 ニ「ヘマ トキ シリン」濃染 ノ圓形細胞 ヲ屡 々認

ム恐 ラク「ヒ スチオチーテ ン」ナラ ン.

海綿層ハ初期同様少 シク厚 徑 ヲ減 ジ白血球稍 少 量

ナ リ.兩 層 ノ境 界ハ初期 ニ比 シ稍 々明瞭 ナ リ.

腺 ハ ヨク延長迂 曲 ヲナシ「アチ ヌス」ヲ形成 シ一部

腺腔 稍擴大分泌 ヲ營 メル者 ア リ.一 部 ハ發育甚 不充

分 ニ シテ腺絲毬部 ヲ認 メザ ル者 ア リ.

血管層ハ著明 ニ肥厚 シ血管及 ビ毛 細管ハ強 ク血液

ヲ満 タシ怒張 シ内輪筋 ヲ貫 キ機能 層 ニ多數進入 ス.

尚 ホ前期 中期 ニ於テ機能層 ハ破壊 剥脱 セラルル ノ

事 實ヲ確證 シタ リ.變 性 ハ緻密 層 ニ位セ ル腺 直行部

及 ビ粘膜上皮 ニ發 現 シ「ピク ノーゼ」ヲ認 メ空胞 ヲ形

成 シ,原 形質 ハ汚穢 ナル着色 ヲナ シ少 シク溷 濁 ス.

變 性ハ更 ニ間質細胞 ニ波及 シ同時 ニ「エオ ジン」白血

球及 ビ「ヒスチ オチーテ ン」樣細胞 ヲ稍 多數 ニ發現 シ

變 性 ノ極 遂 ニ機能層 ノ一部 及 ビ上皮 ハ破壊剥脱 ス.

終期-皺 襞 ハ著明上皮 ハ屡々深 ク機能 層 ニ彎 入 ス

40-50μ ノ單層 高圓柱 上皮核 ハ概 ネ基 底 ニ位 シ橢圓
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Fig. e.

交尾前期 中期 ニ於テ機能層 ハ高度 ノ變 性ニ陷 リ遂 ニ一部剥脱 ス.

又 ハ長桿状 ヲナス屡 々配列 不規則 ニシテ所 謂僞性多

層化 ヲナス「ミトーゼ」及 ピ白血球 ハ少數ナ リ,原 形

質ハ粗 大顆粒状 ヲナ シ遊離縁 ハ少 シク不規 則ナ ル状

ヲナス.子 宮腔 ニハ少數 ハ赤 血球及 ビ白血球 ヲ藏 ス.

緻密 層 ハ 間 質 細 胞 著シ ク鬆疎 ニ配列 シ海綿層ハ

甚密 ニシテ其 ノ状ハ交尾間期初期 卜全ク相 反セ リ.

緻密層 ハ 「ミトーゼ」著 シク増 加 シ白血球 ハ殊 ニ

腺周圍 ニ多數發現 ス充血 ハ中期 ニ比 シ著 シク輕 度 ナ

リ.

海綿層モ「ミトーゼ」比較的多數發現 シ白血球 モ腺

周園 ニ集團 ヲ ナシテ現 レ遂 ニニ腺上皮 ヲ破壊穿通 シ

腺腔 内ニ多數進入 ス.白 血球 ハ主 トシテ中性 白血球

ナ リ.腺 腔 バ一部 中等大 ニ擴 大 ス大半 ハ狹隘 ナ リ腺
ト

上 皮 ニハ 屡 々 「ミ トー ゼ」ヲ發 現 ス.脂 肪 ハ 著 シ ク減

少 シ「グ リコ ゲ ー ン」ヲ認 メ ズ.

此 頃 ヨ リ上 皮 ハ 増 殖 期 ノ状 ヲ惹 起 シ來 ル.

交尾前期要旨

初期-上 皮皺襞 ハ次第ニ著明 トナ リ其 ハ厚徑 ヲ増 シ一部ハ核 ノ配列稍不規則 トナ リ僞性多層

化ヲナス「ミトーゼ」ハ稀 ナ リ.

機能層 ハ交尾間期第13-14日 ト同様菲薄ナ リ,緻 密層 ハ間質細胞 ノ配列次第ニ鬆疎 トナ リ

白血球少數「ミトーゼ」ハ少 シク増加 ス充血 ハ稍輕度 ナリ.海 綿層 ハ白血球及 ビ「ミトーゼ」ハ稍

多數 トナル.兩 層 ノ境界ハ稍不明瞭ナリ.腺 ノ發育稍不充分ニシテ一部ニ分泌現象 ヲ認 メ一部

ハ「ミトーゼ」ヲ屡々發現ス.

中期-上 皮皺襞 ハ一層 著明 トナ リ著 シク厚徑ヲ増 シ一部 ニハ僞性多層化ヲ認ム.

機能層 ハ初期同様菲薄ナリ.充 血高度ナリ.緻 密暦 ハ初期 ト同ジク間質細胞 ヲ減 ジ鬆疎 ナル

配列ヲナス「エオ ジン」白血球及 ビ「ヒスチオチーテン」様細胞ヲ増加 ス,海 綿層 ハ稍厚徑 ヲ減 ジ

白血球少數ナ リ.兩 層 ノ境 界ハ少 シク明瞭 トナル.腺 バ一部ハ強ク延長迂曲ヲナシ分泌現象 ヲ

認 メ,一 部ハ發育不充分 ニシテ腺絲毬部ヲ缺如 セル者 アリ.

尚ホ中期 ニ於テ機能層 ハ破壊剥脱セラルル ノ事實ヲ確認 シタ リ.變 性 ハ腺直行部及 ビ粘膜上

皮 ニ發現 シ核ハ「ピクノーゼ」及 ビ空胞 ヲ發 生シ原形質 ハ汚穢 ニ着色ス.變 性ハ更ニ間質細胞 ニ
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波 及シ遂 ニ機能層 ハ上皮 ヲ俘 ヒテ一部剥脱 ス.

上敍 ノ如 ク機能層 ハ黄體 ノ變性 ニ伴 ヒテ次第 ニ増殖ヲ減 ジ殊 ニ海綿層 ハ著 シク菲薄 トナ リ筋

層 モ亦厚徑 ラ減 ズ.腺 ハ分泌機能 次第 ニ輕微 トナリ一部 ニ「ミトーゼ」ヲ發現ス.

斯 クテ 妊娠前期性變化ヲ示 シタル機能層 ハ交尾 間期 第14日 ヨリ交尾 前期中期 ニ亙 リテ或 ハ

強度 ナル間質性 出血ヲ惹起 シテ大ナル組織片 ノ儘剥脱 セラレ或 ハ強度 ノ變性ヲナシテ破壊剥脱

セラル.

終期-上 皮ハ皺襞著明單層高圓柱 上皮 ニシテ一部僞性多層 化ヲナ シ,機 能層 ニハ夥 シク多數

ノ「ミ トーゼ」ヲ發現 シ白血球 モ甚多數ナ リ.腺 ハ未 ダ發育不充分ニテ甚ダ多數 ノ「ミトーゼ」ヲ

發現 ス.即 チ破壊剥脱セラレタル機能層 反ビ腺組織 ハ前期終期 ニ於 テ再 ビ新生増殖ヲナスナ リ,

此期 ニ於 ケル増殖 ハ成熟臚胞 ノ機能ニ因スルナ リ.

第3項　 交 尾 期

子宮腔 ハ廣濶 ニシテ皺襞 ハ一部 ハ尚 ホ著明 ナルモ

一 部 ハ甚輕度 殆 ド平 滑 ナ リ上皮 ハ26-43μ 時 ニ50-

66μ ニ達 ス.核 ハ橢 圓又ハ桿状多 クハ基底 ニアルモ

時 ニ不規 則ナル配列 ヲナ シ僞性多 層化 ヲナシ長桿状

ヲナス,原 形質 ハ「エ オジ ン」濃染 顆粒状 ヲナ シ少 シ

ク溷 濁 シ遊 離縁ハ甚不規則 ナル邊 縁 ヲナ ス.「ミトー

ゼ」 ハ交尾前期 ニ於 ケル ヨリハ更 ニ多数發現 シ白血

球 ハ少 數ナ リ一部 ニ空胞 ヲ形成 ス.

機能層ハ交尾前期 ニ比 シ稍著 シク肥厚 ス.

緻 密層 ハ間質細胞 甚少數 ニシテ海綿層 ハ稍密 ニ配

列 シ兩層ハ區別 ハ全 ク不明瞭 ナ リ.

緻密層 ハ「ミトーゼ」及 ビ「エ オジ ン」白血球 ヲ多數

發 現 シ充血ハ輕 度 ナ リ厚徑130-390μ ナ リ.

海綿層 ハ520-1.300μ ニシテ顯著 ニ肥 厚 シ間質細

胞 ハ多數 ニシテ且緻密層 ニ於 ケル ヨ リハ肥 大 シ 「ク

ロマチ ン」ニ富 ミ「ヘ マトキ シ リン」濃染 ス,「 ミトー

ゼ」ハ少數白 血球 ハ殊 ニ腺周圍 ニ多數發 現 ス.

腺 ハ發 育中等度迂 曲延長 ヲナスモ「アチ ヌス」ヲ形

成 セズ斷 面ハ圓形 又ハ橢 圓ナ リ腺腔 ハ比 較的屡 々高

度 ニ擴 大 シ白血球 ヲ包藏 ス分泌 ハ認 メズ.腺 上皮ハ

4-5μ 「ミ卜ーゼ」及 ビ白血球 ヲ證 明セズ.脂 肪ハ上

皮及 ビ腺上皮 ハ甚少量 ナル モ機能層 ノ白血球ニハ微

細 顆粒 ヲ比較的多量發現 ス 「ク リコゲー ン」 ヲ認 メ

ズ.筋 層 ハ外縱130μ,内 輪180μ,血 管層99μ ニテ

少 シク肥 厚 ス.

交尾期要旨-(1)皺 襞著明上皮最高度 ニ肥厚 シ一部僞性多層化ヲナシ「ミトーゼ」多數發現白

血球少數ナ リ. (2)機 能層 ハ著 シク肥厚 シ増殖期 ノ所見ヲ呈ス.緻 密層 ハ「ミトーゼ」及 ビ「エオ

ジン」白血球 多數ニシテ充血少シク輕度.海 綿層 ハ「ミトーゼ」稍少數白血球 ハ多量ナ リ.間 質細

胞 ハ緻密層 ニ於テハ著 シク少數ナルガ海綿層 ニテハ稍増加 セルタ メ兩層 ノ區別ハ甚不明瞭 トナ

ル. (3)腺 ハ發育不充分腺腔 ハ高度 ニ擴大セルモ分泌 ヲ認 メズ,且 「ミトーゼ」モ發現 セズ. (4)

脂肪ハ少量「グリコグー ン」ヲ認 メズ. (5)筋 層ハ稍肥大ス. (6)機 能層 ハ増殖期所見ヲ呈ス.

第4項　 交 尾 後 期

初期,中 期及 ビ終 期 ニ別 チ敍述 ス.

初期-子 宮腔 ハ交 尾期 ニ比 シ著 シク狹隘,皺 襞 モ

甚輕 度.上 皮 ハ厚徑 ヲ減 ジ17-33μ 稀ニ50μ ナ リ,

核 ハ橢 圓形」長桿状又 ハ紡 錘形 ヲナ シ配列 バ一部少
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シク不規 則ナル者ア リ,「 ミトーゼ.及 ビ白 血球 ハ比

較的屡々發 現シ空 胞ヲ少 數證 明 ス.

機能層-緻 密層 ハ間質細胞 ハ交尾期 ニ比 シ密 ニ配

列 シ,海 綿層 ハ少 シク鬆 疎 トナ リ且結締織繊維 ハ多

數 トナル依 リテ兩層 ノ境 界ハ稍 明瞭 トナ ル.

緻密層 ハ130-195μ ニシテ 「エオジ ン」白血球 ヲ

比較的多數發現 シ「ミトーゼ」モ屡々證明 シ充 血ハ次

第 ニ増彊ス.

海綿層 ハ390-1040μ トナ リ著 シキ増殖 ヲナス.

白血球及 ビ「ミトーゼ」ハ緻密層 ニ比 シ輕度 ナ リ.

腺ハ發育 尚ホ不充分ニ シテ腺 腔ハ概 ネ狹隘 ナルモ

一部 ハ稍 著明 ニ擴 大 シ多量 ノ白血球 ヲ包藏 ス.斷 面

ハ圓形 又ハ橢 圓形腺 上皮ハ13-23μ ナ リ,核 ハ紡錘

状「クロマチ ン」多量「ヘマ トキ シリン」濃染 性ナ リ,

白血球及 ビ「ミ トーゼ」ハ少數 ナ リ.腺 周圍 ニハ 白血

球浸潤殊 ニ著 シ.筋 層ハ外縱117μ,内 輪118μ,血

管72μ ナ リ.

脂肪 ハ上皮及 ビ腺 上皮少 量,機 能層 ノ白血球 ニ稍

多量 ヲ證 明ス「グ リコゲ ー ン」ヲ認 メズ.

中期-子 宮腔 ハ狹隘皺襞ハ殆 ド發現 セズ.上 皮 ハ

單層圓柱17-33μ 時 ニ56μ ヲ有 シ核ハ橢 圓又 ハ長

桿状「ミトーゼ」ハ屡々發現白血球稍多量上皮 ヲ穿通

シ子宮腔 ニ逹ス子宮腔 ニハ少 量 ノ赤血球 ヲ認 ム,上

皮 ニハ小空胞 ヲ認 ム.

緻密層ハ65-195μ,間 質細胞次第 ニ増加密 ニ配列

シ白血球 ハ初期 ニ比 シ更ニ多 數發現 ス,「 ミトーゼ」

モ屡々多數 出現 シ充 血ハ比較的著明ナ リ.

海 綿 層 ハ肥 厚 著 シク455-1.300μ,白 血球 及 ビ「ミ

トーゼ 」及 ビ充 血總 テ緻 密 層 大差 ナ シ.兩 層 ノ境 界 ハ

明 白 ナ リ.

腺 ハ 概 シテ 發 育 不 充 分 ナ ル モ一 部 ハ腺 腔 最 高 度 ニ

擴 大 シ多 數 白 血 球 ヲ包 藏 ス.腺 上 皮 ハ腺 腔 擴 大 セ ル

者 ハ10-13μ,狹 隘 ナ ル 者 ハ23-33μ 屡 々「ミ トー

ゼ」ヲ發 現 ス.脂 肪 及 ビ 「グ リ コゲ ー ン」ハ 初 期 卜同

様 ナ リ.筋 層 ハ 内 輪156μ,外 縱135μ,血 管94μ ナ

リ.

終 期-皺 襞 バ一 部 ニ於 テハ 尚 ホ輕 度 ナ ル モ 一 部 ハ

全 ク缺 如 シ平 滑 ナ リ.上 皮10-33μ,核 ハ圓 形,橢

圓 又 ハ紡 錘 状 ヲ ナ シ基 底 ニ位 シ時 ニ 中央 ニ存 シ胞 體

ノ1/2-2/3ヲ 占 メ「ク ロマ チ ン」中 等 量少 シク難 染 性 ナ

リ,原 形 質 ハ汚 穢 ナ ル着 色 ヲナ シ少 シ ク溷 濁 ス 「ミ

トー ゼ」 及 ビ 白 血球 ハ 中 期 ニ比 シ更 ニ増 加 ス.

緻 密層104-260μ,海 綿層520-1.200μ 兩層共 ニ

白血球 ハ初期及 ビ中期 ニ比 シ遙 ニ多數發現 シ 「ミト

ーゼ」 モ次第 ニ増加 シ充血 モ高度 多數 毛細 管 ハ放線

状 ニ走 行強 ク充 血怒張 ス.間 質細胞 ハ緻 密層 ニ於 テ

ハ愈 々増加密 ニ配列 シ之 ニ反 シ海綿 層 ニハ鬆 疎 トナ

ル爲 ニ兩層 ノ境 界ハ更 ニ明瞭 トナル.腺 ハ發育 次第

ニ著明 トナ リ良 ク延長迂 曲ヲナ シ腺 腔 モ一部稍 擴大

ス.最著 明ナル所 見ハ腺上皮 ニ夥 シク多數 ノ「ミ卜ー

ゼ」ヲ發現セ ルコ トナ リ.白 血球 ハ少 數 上皮 ハ10-

26μ 腺 腔 ニ中等量 ノ白 血球 ヲ有 ス.脂 肪及 ビ 「グ リ

コゲー ン」 ハ初 期及 ビ中期 ト大 差ナ シ.筋 層 ハ外縱

123μ,内 輪113μ,血 管149μ ナ リ.

交尾後期要旨

初期-皺 襞 ハ輕度上皮 ハ少 シク厚徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ハ屡 々發現 ス.機 能層 ハ著

シク肥厚増殖 シ緻密層 ニテハ間質細胞次第 ニ増加 シ「ミトーゼ」及ビ白血球 ハ多數發現充血モ増

強ス.海 綿層 ハ殊ニ肥厚増殖顯著 ニシテ間質細胞 ハ減少鬆疎ハ配列 ス白血球及 ビ「ミトーゼ」ハ

緻密層 ニ比 シ少數 ナリ.腺 ハ發育不充分ニシテ一部腺腔擴大 セルモ分泌 ヲ認 メズ「ミトーゼ」及

ビ白血球ハ少數ナ リ.

中期-皺 襞ヲ殆 ド認 メズ上皮 ハ屡々「ミトーゼ」ヲ發現 シ白血球増加ス.機 能層ハ更 ニ肥厚増
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殖 シ緻密層 ハ間質細胞及 ビ白血球ハ一層暦加 シ 「ミトーゼ」 モ多數出現充血 ハ初期同様高度 ナ

リ.海 綿層 ハ初期 ニ比 シ尚ホ肥厚著 シク白血球,「 ミトーゼ」及 ビ充血ハ緻密層 ニ於ケル ト大差

ナク間質細胞ハ減少 シ兩層 ノ境界ハ明瞭ナリ.腺 ハ概 シテ發育不充分 ニテ延長迂曲 ハ著明ナラ

ズ ト雖モ腺腔ハ最高度 ニ擴大 シ多數白血球 ヲ藏 セリ分泌ヲ認 メズ,腺 上皮 ニハ屡々「ミトーゼ」

ヲ發現ス.

終期-皺 襞 ハ缺如 シ上皮 ハ單層圓柱上皮 ニシテ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ハ更 ニ著 シク増加ス.

機能層 ハ顯著ナル肥大増殖 ヲ營 ミ緻密層 ハ間質細胞密 ニ配列 シ海綿層 ハ甚鬆疎ニシテ兩層 ノ

境界ハ明瞭ナ リ.兩 層共 ニ白血球浸潤 ハ一層強度 トナ リ全週期中最多数 ニ發現 シ主 トシテ 「エ

オジン」白血球チリ充血モ高度「ミトーゼ」モ漸次増加ス.腺 ハ發育充分 ニシテ強ク延長迂曲ヲナ

シ腺腫 一部擴大スルモ分泌ヲ認 メズ,特 異 ナルハ腺 上皮 ニ夥 シク多數ノ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

要之ニ機能層 ハ臚胞成熟 ニ随伴 シテ次第ニ肥大増殖 ヲナシ増殖期(Proliferationsphase)ノ

状 ヲ呈ス.

第5項　 本 節 ノ總 括的 觀 察

海 〓 ニテ ハ妊 卵 ハ子 宮 角 ニ着 床 シ且 週 期 性 變 化 ハ主 トシテ粘 膜 機 能 層 ニ於 テ惹 起 セ ラ レ次 ノ

如 ク明 カ ニ之 ヲ4期 ニ別 ツ コ トヲ得 ル ナ リ.

(I)増 殖 期(Proliferationsphase)-交 尾 前期 終期 → 交尾 期 →交 尾 後期 初期 →後 尾 中期 → 後

期 終 期 →交 尾 間 期 第1-3日

(II)萎 縮 期(Atrophische Phase)-交 尾 間期 第4-5日

(III)分 泌 期(Sekretionsphase)-交 尾 間期 第6-12日

(IV)剥 脱期(Desquamationsphase)-交 尾 間 期 第13-14日 → 交 尾 前 期 初期 → 交 尾 前 期

中 期

(I)増 殖期(Proliferationsphase)

黄體ハ交尾間期第10日 以後ハ漸次變性 ニ陷ルモ之ニ代 リテGraaf氏 臚胞ハ愈々成熟 ヲ完成

シ其 ノ生物學的機能ニヨリ茲ニ子官角粘膜 ハ増殖期性變性 ヲ發現ス.

(1)交 尾前期終期-上 皮皺襞著明單層高圓柱 上皮 ニシテ核 ノ配列バ一部稍不規則 トナリ所謂

僞性多層化(Pseudostratified Arrangement)ノ 状 ヲナス.

機能層 ハ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ俄 ニ増 シ間質細胞ハ緻密層 ニハ減少スルモ海綿層 ニテハ増

加ス,腺 ハ發育不充分ナルモ夥 シク「ミトーゼ」ヲ發現シカクテ破壊 セラレタル機能層 ヲ新 生ス

ルナ リ.

(2)交 尾期-皺 襞著明,上 皮 ハ最強ク肥厚 シ一部僞性多層 化ヲナシ「ミトーゼ」ハ多數 ニシテ

白血球ハ少數ナ リ.

機能層 ハ交尾 前期終期 ニ比 シ著明 ニ肥厚増殖 ス.緻 密層ハ間質細胞著 シク減少スルモ海綿層
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ニテハ漸次其 ノ數ヲ増加 ス依 リテ兩層 ノ境界ハ全ク不明 トナル.

緻密層ハ「ミ卜ーゼ」及 ビ「エオジン」白血球 ヲ多數發現 シ充血少 シク輕度 ナリ.海 綿層 ハ「ミ

トーゼ」ハ稍減少白血球 ハ多量 ナリ.腺 ノ發育ハ尚ホ不充分ナルモ腺腔ハ著 シク擴大ス分泌ハ

認 メズ.

(3)交 尾後期

初期-皺 襞 ハ輕度 トナリ上皮ハ厚径 ヲ減ズ,「 ミトーゼ」及 ビ白血球ハ屡々發現ス.機 能層 ハ

交尾期 ニ比 シ更 ニ肥厚増殖 ス.緻 密層ハ間質細胞 少シク増 加シ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ハ多數發

現充血増加 ス.海 綿層 ハ殊 ニ増殖著明ニシテ間質細胞 ハ減少 ス白血球及 ビ「ミトーゼ」緻密層 ニ

比 シ稍少數 ナリ.兩 層 ノ境界ハ比較的明カ トナル.腺 ハ發育尚ホ充分ナラズ一部ニ於テ腺 ハ擴

大スレドモ分泌 ヲ認 メズ腺上皮ニハ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ハ少數ナ リ.

中期-皺 襞 ハ殆 ド認 メズ,上 皮ハ初期同様厚徑 ヲ減 ジ「ミ トーゼ」及 ビ白血球ハ増加ス.

機能層 ハ初期 ニ比 シ少 シク肥厚 シ,緻 密層 ハ間質細胞 更ニ増加 シ,白 血球 ハ愈 々多數發現 シ

「ミトーゼ」モ屡々證明ス充血 ハ初期同様高度ナ リ.海 綿層 ハ間質細胞 ヲ減 ジ兩層 ノ境界ハ一層

著明 トナル.

終期-皺 襞 ハ殆 ド缺如シ上皮 ニハ屡 々白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ發現ス.

機脂層 ハ肥厚著 シク緻密層 ハ間質細胞密ニ配列 シ海綿層 ハ甚疎 ニシテ境界ハ明 白ナリ.緻密,

海綿兩層共ニ白血球浸潤 ハ更ニ強度 トナ リ全週期中最多數 ニ發現ス主 トシテ「エオ ジン」白血球

ナリ.充 血高度「ミトーゼ」モ次第 ニ増加 ス.腺 ハ愈 々發育佳良 トナ リ強 ク延長迂曲 ヲナ シ腺腔

ハ一部擴大スルモ分泌 ヲ管マス特異ナルハ腺上皮ニ夥 シク多數 ハ「ミトーゼ」ヲ發現 スルコ トナ

リ.

(4)交 尾間期第1-3日

皺襞 ヲ認 メズ單層圓柱上皮屡 々「ミトーゼ」ヲ認 ムルモ白血球ハ稀 ニ發現 ス.

機能層ノ増殖ハ最著明ナ リ.緻 密層 ハ間質細胞甚密 ニ配列 シ夥 シク多數 ノ「ミトーゼ」ヲ認 メ

「エオジン」白血球 ハ最初 ハ多數ナルモ次第ニ減少 シ充血 ハ尚ホ著明ナリ.

海綿層 ハ間質細胞乏 シク結締織繊維多數ナ リ「ミトーゼ」及 ビ白血球竝ニ充血 ハ緻密層 ニ比 シ

少 シク少數ナ リ.兩 層 ノ境界ハ明瞭 ナリ.

腺ハ多數 トナ リ且發育最著 シク強ク延長迂曲ヲナシ腺上皮 ニハ夥 シク多數 ノ,「ミトーゼ」ヲ發

現 ス.腺 腔 ハ狹隘ニシテ分泌現象 ヲ見ズ.

(II)萎 縮期(Atrophlsche Phase)-交 尾間期第4-5日

此期ニ關 シテモ先人ノ記載ナシ.

交尾期終末ニ於テGraaf氏 臚胞ハ破綻 ス.之 ト同時 ニ爾餘 ノ臚胞 ハ一齊 ニ總 テ閉鎮 ニ陷ルナ

リ.從 テ排卵直後ナル交尾後期 初期及 ビ中期 ニハ全ク臚胞 ヲ發生セズ.且 其ノ後臚胞出現 スル

モ總 テ小及 ビ中臚胞ナルヲ以テ臚胞「ホルモン」ハ一時全ク産生 セラレザルカ或 ハ甚微量ナ リ.
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其 ノ影 響 ニ ヨ リ交 尾 間期 第4-5日 ニ於 テ 著 シキ萎 縮 ヲ發 現 スル ナ リ.

即 チ増 殖 期 子 宮 角 ハ0.35-0.45gノ 重 量 ヲ有 スル ニ交 尾 間期 第4-5日 ニハ俄 然0.06-0.09g

約1/5ト ナル.子 宮 腔 ハ甚狹 隘 ニ シテ屡 々上 皮 ハ接 觸 シ且 厚 徑 ヲ減 ズ.最 顯 著 ニ萎 縮 スル ハ機 能

層 ニ シテ増 殖 期 ニハ緻 密層 ハ220-455μ,海 綿層 ハ455-1.053μ ヲ有 セル ニ交 尾 間期 第4日 ニ

ハ 緻 密 層 ハ23-65μ,海 綿 層 ハ52-130μ トナ リ約1/7-1/10ヲ 有 ス ル ニ過 ギズ.兩 層 ノ境 界 ハ

少 シク不 鮮 明 ナ リ.緻 密層 ハ「ミ トー ゼ」ハ稀 ニ見 ル ノ ミニ シテ充 血 及 ビ白 血 球 浸 潤 甚 輕 度 ニ シ

テ 間 質 細 胞 モ著 シク減 少 ス.海 綿 層 ハ 間質 細 胞 ハ稍 増 加 ス ル モ 白 血 球,「 ミ トー ゼ」及 ビ充 血 等

ハ 激 減 ス.

腺 ハ極 度 ニ發 育 ヲ抑 制 セ ラ レ全 ク延 長 及 ビ迂 曲 ヲ ナ サ ズ1箇 ノ腺 ハ1-2箇 ノ横 断 面 ヲ示 ス

ノ ミナ リ.筋 層 モ約1/2ニ 萎 縮 ス.

(III)分 泌期(Sekretionsphase)-交 尾 間 期 第6-12日

交尾間期第3-9日 二亙 リ黄體 ハ成熟期 ノ状 ヲナス.黄 體 ノ生物學的機能 ニニヨリ子宮角機

能層ハ交尾間期第6-12日 ニ於テ著明 ナル妊娠前期性變化(Pragravide Umwandlung der

 Uterusschleimhaut)ヲ 惹起 ス.

子宮腔ハ稍廣濶上皮皺襞 ハ輕度單層圓柱上皮 ニシテ「ミトーゼ」ハ全ク發現 セズ白血球 ハ稀ナ

リ.顯著ナルハ機能層 ノ變化ニシテ交尾間期第4-5日 ニ於テハ極度 ノ萎縮 ヲ示 シタルニ急速 ニ

高度ノ増殖 ヲ再現 セリ.

緻密層ハ少 シク菲薄 トナリ間質細胞ハ減少 シ鬆疎ナル配列 ヲナ シ「ミ トーゼ」ハ全ク發現 セズ

白血球 モ少數ナ リ,充 血ハ比較的強度ニシテ屡 々上皮 直下ニ小溢血ヲ認ム.

海綿層ハ著明ナル増殖肥厚ヲナシ充血及 ビ白血球ハ緻密層 ニ比 シ少 シク輕度「ミトーゼ」ハ全

ク發現 セズ.兩 層 ノ境界ハ比較的明 カナリ.

腺ハ強ク發育シヨク延長迂曲ヲナ シ「アチヌス」ヲ形成 ス.腺 腔 ハ中等度又ハ高度 ニ擴大 シ總

テ旺盛ナル分泌ヲナス.腺 上皮 ニハ全ク「ミトーゼ」ヲ見ズ,筋 層 モ稍肥大 シ脂肪 ハ腺上皮ニ多

量 ニ發現ス「グ リコグー ン」ハ認 メズ.機 能層 ノ増殖肥厚 ハ交尾 間期第7-8日 最高度 ニシテ其

ノ後次第ニ輕微 トナル.

(IV)剥 脱期(Desquamationsphase)

(1)交 尾間期第13-14日

第13日 ハ黄體機能減弱ノタメ機能層ハ著 シク菲薄 トナリ且腺ノ分泌機能 ハ次第 ニ不充分 ト

ナル.同 時 ニ臚胞 ノ影響 ニヨリ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.皺 襞 ハ甚高度ニ シテ多數絨毛ジ形成 シ上

皮 ハ單層屡々「ミトーゼ」ヲ認ム.緻 密及 ビ海綿兩層共ニ菲薄 ニシテ「ミトーゼ」及 ビ白血球ハ少

數充血ハ高度ナリ.腺 ハ發育佳 良ナルモ分泌 ハ不充分ナリ腺上皮ハ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.

第14日 機能層 ハ同様菲薄ニシテ特異ナルハ充血甚顯著ナル コトニシテ 多數毛細管 ハ強ク怒

張 シ血液 ヲ充満 シテ子宮腔 ニ向ヒ放線状ノ方向ニ走行 シ互 ニ吻合 シテ密ナル毛細管網 ヲ形成 シ

354



海〓雌性内生殖器ノ週期性變化 1435

海綿状 ヲ呈スルニ至ル.毛 細管 ヨリ破綻(Rhenis)又 ハ濾 出(Diapedesis)ニ ヨリ大量ノ間質内

出血ヲ來 シ其 ノ結果遂ニ機能層ハ一部子宮腔内ニ剥脱ス.剥 脱 セル組織片ハ次 ノ如 キ所見ヲ呈

セリ,即 チ大半ハ甚大量 ノ間質性 出血 ト多數毛細管ノ新生 ニシテ其 ノ他夥 シク多數 ノ 「ヒスチ

オチーテ ン」様細胞 トヲ認 メ同時 ニ少量 ノ間質組織及 ビ上皮 ノー部ヨリ成 リ.「ヒスチオチーテ

ン」様細胞ハ圓形ニシテ大小不同アリ恐 ラク上皮 ヨリ發生セル者 ナラン.間 質組織 ハ全ク機能

層 ノ一部 ニシテ唯腺 ヲ有セザルヲ異 ニス.上 皮 ノ形態ハ粘膜 上皮 ト全ク同一ナ リ.其 ノ他少數

ノ結締織細胞デ認 ムルモ白血球ハ證明 セズ.

(2)交 尾前期初期及 ビ交尾前期中期

皺襞ハ次第 ニ著明 トナ リ上皮 ハ厚徑 ヲ増 シ核ハ配列稍不規則 ニシテ一部僞性多層化ヲナス.

機能層 ハ交尾間期第13-14日 ト同様著 シク厚徑 ヲ減ズ.緻密層 ハ間質細胞著 シク減少 シ鬆疎

ニ配列ナク白血球ハ初期 ハ少數 ナルモ中期 ニニハ比較的多數 ノ「エオ ジン」白血球 ヲ認メ同時 ニ

「ヒスチオチーテ ン」様細胞 ヲ發現ス.

海綿層ハ稍菲薄 トナ リ白血球ハ次第ニ減少ス.兩 層 ハ境界ハ稍明瞭 トナル.腺 ハ發育不充分

ニシテ腺絲毬部 ヲ缺如 セル者 アリ,一 部ハ稍強ク延長迂曲 ヲナ シ輕度ニ分泌 ヲ營 メル者ア リ.

尚ホ交尾前期中期 ニ於テ機能層 ハ變性 ニ陷 リ破壊剥脱スルヲ確認セリ.變 性 ハ粘膜上皮及 ビ腺

直行部ニ始 リ「ビクノーゼ」ヲ現 シ空胞 ヲ形成 ス,原 形質ハ汚穢 ナル着色 ヲナシ少 シク溷濁ス.

變性ハ更ニ間質細胞ニ波及 シ同時 ニ多數「エオジン」白血球及 ビ「ヒスチオチーテ ン」様細胞ヲ發

現ス變性 ハ進行 シ遂ニ機能層 ノ一部 ヲ剥脱ス.

第5節　 輪卵管ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

古 來 海〓 輪 卵 管 ノ週 期 性變 化 ヲ檢 セ ル者 ナ シ.

輸 卵 管 ハ峡 部(Isthmus tubae),罎 状 部(Ampulla

tubae),漏 斗 部(Infundibulum tubae)及 ビ剪 綵 部

(Fimbriae tubae)ニ 別 チ叙 述 ス.尚 ホ 間質 部(In

terstitialis tubae)ハ 標 本 作 製 困 難 ニ テ精 檢 シ得 ザ リ

シ ヲ以 テ竝 ニ ハ論 ゼ ズ.

交 尾間 期 第1日

(1)輪 卵 管 峡 部

皺襞 輕 度4-5ノ 縦 走 皺 襞 ヲ認 メ 横 断 面 ハ星 芒 状

上 皮 ハ單 層 圓柱 上皮 ニ シテ 皺 襞 ノ頂 貼 ヲ ナ ス部 位 ハ

26μ,該 ハ 長 桿 状,皺 襞 ノ底部 ハ7-17μ.核 ハ橢 圓

又 ハ 圓形 基底 ニ位 シ胞 體 ノ約1/2-1/3ヲ 占 ム時 ニ少 シ

ク不規 則 ナ ル配 列 ヲナ シ 「ク ロ マ チ ン」中 等 量 「ミ ト

ーゼ」少 數白血1球稀 ナ リ,原 形質 ハ微 細顆粒状 又ハ

瀰蔓性 ニ溷 濁セル者ア リ總 テ氈 毛 ヲ有 セズ.固 有層

ハ菲薄7-40μ 充血乏 シク 「エオ ジン」白血球 少數

「ミトーゼ」稀 ナ リ.筋 層 ハ内輪33-52μ,外 縦筋

26-52μ

(2)罎 状部

稍長大 ナル縦 走皺襞 ヲ認 メ其 ノ他多數 ノ副皺襞 ヲ

發生 ス横噺 面ハ樹枝状 ヲナ ス.上 皮 ハ對 側上皮 ト接

觸 セル者 アリ.厚 徑23-26μ,核 ハ基 底圓形又 ハ橢

圓胞體 ノ1/2-1/3ヲ占 メ「ミトーゼ」少數,原 形質ハ濃

染 シ一部 ニ氈毛 ヲ有 ス.固 有 層 ハ17-82μ,充 血輕

度白 血球及 ビ「ミトーゼ」稀ナ リ.筋 ハ輪状 筋 ノ ミナ

リ,峡 部 トノ境界 ニ於 テハ外側 ニ縦走筋 ヲ有 ス.
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(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

皺襞稍 著明,皺 襞 ノ頂點 ヲナス部 位ハ30-33μ,

底部 ハ17-23μ ナ リ,核 ハ概 ネ桿状「ミ卜ーゼ」少數

白血球 ハ稀ナ リ.上 皮 ハ總 テ氈毛 ヲ有ス,固 有層 ハ

最薄 ク13-17μ,充 血輕 度白 血球少數「ミ トーゼ」ヲ

有 セズ.筋 ハ輪状筋33μ ノ ミナ リ.「 グ リコゲー ン」

ヲ認 メズ.

交尾間期第2日

(1)峡 部

横斷面ハ星芒状皺襞 ノ頂點 ハ高 圓柱状 ヲナ シ,底

部 ハ短圓柱 上皮 ナ リ.核 ハ前者ハ長桿 状後 者ハ圓形

「ク ロマチ ソ」豊 富「ミ 卜ーゼ」少數,原 形 質ハ無 構造

又ハ顆粒状 ヲナ シ遊離 緑濃染稍 不規 則 卜ナル白血球

稀 ナ リ.固 有層 ハ菲薄 充血及 ビ「ミ卜ーゼ」ヲ認 メズ

白 血球少數,筋 ハ峡 部最發育佳良常 ニ内輪外縦2層

ヨ リナ ル時 ニ内縦外輪 ナル者 ア リ.

(2)罎 状部

横斷 ハ樹枝 状上皮23-26μ,核 ハ長桿状 「ク ロマ

チ ン」豊 富ナ リ.「 ミ卜ーゼ」及 ビ白血球 ハ少數概 ネ

氈毛 ヲ有 ス.管 腔 ニハ稍 多量 ノ「エ オジン」白血球 ヲ

認 ム.固 有層 ハ比較的多量 ノ「エ オ ジソ」白血球 ヲ發

現 シ「ミ卜ーゼ」ヲ有 セズ充 血輕 度 ナ リ.筋 ハ輪状 筋

23-66μ ナ リ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

細 長ナ ル單層圓柱上皮 ハ密 ニ配列 總テ3-4μ ノ氈

毛 ヲ有 シ26-33μ ナ リ,核 ハ長桿状 又ハ橢 圓形 ニテ

殆 ド胞體 ノ全長 ヲ占ム白血球少 數「ミ卜ーゼ」ヲ認 メ

ズ.固 有層 ハ白血球少 數「ミ卜ーゼ」ヲ認 メズ充 血ハ

比較的高 度ナ リ。

交尾間 期第3日

(1)峡 部

横斷 面ハ星芒 状 ヲナ シ,上 皮 バ一部 ハ第2日 卜同

様 ナルガ大半 ハ粘 液細 胞 卜ナ リ花瓣状 ヲナ シ輕 度 ノ

肥 大ヲナス核 ハ甚小 ニシテ 不規則 ナル圓形,橢 圓形

又 ハ半月 状 ヲナ シ基底 ニ位 シ,原 形 質ハ豊 富小顆 粒

状 ヲナ ス.「 ミ卜ーゼ 」及 ビ白血球 ヲ有 セズ管腔 ニハ

中等量 ノ粘 液 ヲ認 ム.固 有層 ハ交 尾 間 期 第1-2日

ニ比 シ稍 原徑 ヲ増加 ス.筋 ハ2層 ナ リ.

(2)罎 状部

縦 走皺襞 及 ビ副皺襞 ヲ増 加 シ其他平 滑ナ リシ管壁

ニモ多 數 ノ低 キ絨毛状又 ハ「ポ リープ」状 ノ突起 ヲ生

ジ稍 複雑 ナル樹枝状 ヲナス.上 皮ハ17-33μ,核 ハ

長桿状,紡 錘状 又ハ橢 圓形 ヲナ シ胞 體 ノ1/2ヲ占 ム.

一 部 ハ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 シ稍 肥大 ヲナ シ ハ縮小 シ

基 底 ニ位 ス,原 形質 ハ豊富小顆粒状 ヲナ シ色素 ニ淡

染白血球ハ少 シク多數 出現 シ「ミ卜ーゼ」ヲ認 メズ.

固有層ハ充 血輕度 中等量 ノ中性 白血球 ヲ有 シ 「ミ卜

ーゼ」ヲ發現 セズ.筋 ハ縦走筋26-39μ ヲ有 ス.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵 部

皺襞稍強 ク上皮13-33μ ハ 総テ氈毛 ヲ有 ス.核 ハ

長桿 状又 ハ紡錘 状 ヲナ シ殆 ド胞 體 ノ全長 ヲ古 ム.粘

液細胞 トナル コ 卜ナ シ從 ツテ上皮肥大 ヲ認 メズ 「ミ

卜ーゼ」 ハ發現 セズ白血球稀 ナ リ.固 有層 ハ充 血稍

著 シク白血球 モ比較 的多數 ナ リ 「ミ卜ーゼ」 ヲ認 メ

ズ.「 グ リコゲ ーン」ハ孰 レニモ出現 セズ.

交尾間期 第4日

(1)峡 部

上皮 ハ大半 ハ粘 液細胞 卜化 シ肥 大 ス一部 ハ肥 大 ヲ

認 メズ10-26μ,核 ハ桿 状又 ハ橢圓形 「ヘマ トキシ

リソ」濃染 「ク ロマチ ン」多 量 ナ リ原形質 ハ微 細顆

粒状 ヲナシ白血球 ハ稀ナ リ.固 有層 ハ充血輕 度白血

球少數 ナ リ.筋 ハ 内輪23-65μ,外 縦20-59μ ナ

リ.

(2)罎 状 部

皺襞 ノ状 ハ第3日 卜大差 ナ ク一部 ハ粘 液細胞 卜ナ

リテ肥 大 シ核 ハ小 ナ リ,一 部 ハ粘液細 胞 化 セズ シテ

核ハ橢圓叉 ハ紡錘 形「クロマチ ン」ハ微細 且中等 量ヲ

有 ス白血球 ハ稀 ナ リ.固 有層 ハ充血稍著 シク白 血球

モ比較的多數 ナ リ.筋 ハ輪状 筋 ニシテ時 ニ斜走 又ハ

縦走繊維 ヲ混ズ.
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(3)漏 斗部及 ビ剪綵 部

皺襞 ノ状 ハ第3日 卜同様 ナ リ上皮ハ17-26μ,粘

液細胞化 セズ,氈 毛ハ稍 長徑 ヲ増加 ス核 ハ基底橢圓

又紡錘 形殆 ド胞體 ノ全長 ヲ占 メ白血球少 シク増加ス

固有層 ハ充血及 ビ白血球ハ稍 増加 ス.「 グ リコゲー

ン」ハ孰 レニモ發 現セズ.

交尾間期第5日

(1)峡 部

上皮ハ總テ 粘液細 胞 トナ リ肥 大ス核 ハ甚 縮小 シ原

形質 ハ豐富微細 顆粒状 ヲナ シ白血球及 ビ「ミ卜ーゼ」

ヲ認 メズ.管 腔 ニハ比較的多 量 ノ粘 液 卜少 量 ノ 「エ

オジン」白血球 ヲ有 ス.固 有層 ハ充 血輕度 白血球 僅

ニ増加ス.筋 ハ内輪外縦2層 ニテ稍 強ク充 血ス.

(2)罎 状部

上皮ハ殆 ド總 テ粘液細 胞 卜ナ リテ肥 大 シ23-39μ

ヲ呈 ス,核 ハ基 底著 シク小,原 形 質 ハ豐富小顆粒状

ヲナ シ邊縁稍 不規則 ナ リ白血球少 數 ナ リ.管 腔 ニハ

多量 ノ粘 液ヲ認 メ白 血球 ハ次 第ニ増 加ス.固 有層ハ

白血球及 ビ充血 ニ乏 シ,筋 ハ輪状 筋 ノ ミナ リ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮13-23μ,總 テ氈毛 ヲ有 シ核 ハ桿状 又ハ紡錘

状 ヲナ シ胞 體 ノ全 長 ヲ占 ム白血球稀 ナ リ.固 有層ハ

第4日 卜同様充 血著 シク白血球 ハ減 ズ.「 グ リコゲ

ー シ」ハ輪卵管 ノ孰 レニモ證明 セズ.

交 尾間 期第6日

(1)峡 部

上皮 ハ最早肥 大ヲ認 メズ單層圓柱上皮 ニ シテ核 ハ

基底圓形又ハ橢圓形胞體 ノ1/2-1/3ヲ 占 メ白血球稀

ナ リ.固 有層 ハ充 血及 ビ 「ミトーゼ」 ヲ認 メズ白血

球僅少 ナ リ.筋 ハ少シ ク肥厚 シ内46-78μ,外 縦

17-65μ ニシテ内輪 筋 ニハ屡々斜走及 ビ縦走繊維 ヲ

混 ズ.

(2)罎 状部

上皮ハ肥大 セズ17-33μ,大 半ハ氈毛 ヲ有 シ核 ハ

圓形又ハ長桿状 ヲナ シ「クロマ チ ン」ニ富 ム白血球 ハ

少 數ナ リ.固 有層充血輕度白 血球少數 ナ リ.筋 ハ主

ニ輪状 筋ナルガ一部縦走筋 ヲ有 ス.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮13-39μ,總 テ氈毛 ヲ有 シ核 ハ長桿 状胞 體 ノ

全長 ヲ占ム原形 質ハ微細顆粒状 白血球 稀 ナ リ.上 皮

ハ多數絨毛状突起 ヲ出 シ恰 モ水草 ノ浮游セル如 キ状

ヲナス.固 有層 ハ第5日 ニ比 シ充 血輕 度白血球少 數

ナ リ.「グ リコゲ ーン」ハ證明 セズ.

交尾間期 第7日

(1)峡 部

上皮13-23μ,核 ハ基底 「ヘマ 卜キ シ リン」濃染

「クロマチン」中 等量 原形 質ハ溷濁 シ遊離縁 濃染 ス一

部 ニ氈毛 ヲ有 ス白血球 ヲ認 メズ,固 有層ハ充 血 ヲ見

ズ,筋 ハ2層 ナ リ.

(2)罎 状部

上皮17-43μ,大 半 ハ毛 ヲ有 ス核 ハ長桿状,長 橢

圓又 ハ長紡 錘状 ヲナ シ胞體 ノ全 長 ヲ占 ム白血球及 ビ

「ミ 卜ーゼ」ヲ認 メズ.固 有層 ハ少 ンク充 血 シ白血球

少數 ナ リ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮17-23μ,氈 毛 ヲ有 シ核 ハ長桿状又 ハ紡錘 状

ヲナ シ胞體 ノ全長 ヲ占ム「ク ロマ チン」中等 量原形質

少 シク溷濁 ス.固 有層 ハ比較的 高度 ノ充血 ヲナ シ白

血球 及 ビ「ミ卜ーゼ」ヲ認 メズ.「 グ リコゲー ン」ヲ見

ズ.

交 尾間期 第8日

(1)峡 部

上皮10-28μ,單 層圓柱核 ハ基底桿状橢 圓形又 ハ

紡錘 状 ヲナ シ「クロマ チ ン」中等量原形質 ハ溷濁遊離

縁濃染 ス.核 ノ周 圍ハ第7日 卜同ジ ク空胞 状 ヲナ シ

テ色素 ニ染色 セ ラ レザル部 位ア リ.氈 毛 ヲ有セ ズ.

固有層 ハ概 ネ充 血乏 シ.

(2)罎 状部

第7日 卜大差 ナ ク大 半ハ氈毛 ヲ有 シ核 ハ桿状橢 圓

又ハ紡 錘状 ヲナ シ胞 體 ハ1/2-2/3ヲ占 メ「ミ卜ーゼ」及
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ビ白血球 ヲ認 メズ.固 有層充 血輕 度白血及 ビ 「ミト

ーゼ」ヲ發 現セズ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮17-33μ,總 テ氈毛 ヲ有 シ白血球及 ビ「ミトー

ゼ」ヲ見 ズ核ハ桿 状胞體 ノ2/3ヲ 占ム.固 有層充血乏

シク 白球 血少 數ナ リ.一 部 ハ充血著 シク白血球 ヲ稍

多 數發現 セル者ア リ.「 グ リコーゲ ン」ハ孰 レニモ認

メズ.

交尾間期第9日

(1)峡 部

第8日 ト異同 ナ シ上皮10-26μ,核 ハ基底,圓 形

又 ハ橢 圓形 「ヘマ トキ シ リン」濃染 「クロマチ ン」中

等量 ナ リ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ發現 セズ,原 形質

ハ無 構造遊離 縁少 シク濃染 シ核 周圍 ニ空 胞様像 ヲ認

ム.

(2)罎 状部

上皮 ハ稍厚徑 ヲ増 シ17-39μ,核 ハ桿 状胞體 ノ大

半 ヲ占 メ又 ハ橢 圓形 ヲナ シ 「クロマチ ン」中等量「ヘ

トキシ リン」濃染 「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ有 セズ,

原形質 ハ無構造離縁少 シク濃染 シ大部分ハ氈毛 ヲ有

ス.固 有層充血乏 シク白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ發現

セズ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮 ハ稍肥厚 シ23-39μ,核 ハ密 ニ配列 シ長桿 状

又 ハ長 橢 圓 形 ヲナ シ胞 體 ノ全 長 ヲ占 ム總 テ氈 毛 ヲ

有 シ約7μ ナ リ,白 血球及 ビ 「ミトーゼ」 ヲ證 明セ

ズ,原 形質 ハ無 構造 ナ リ.固 有層 ハ充 血輕度 白血球

及 ビ「ミトー ゼ」ヲ認 メズ.「 グ リコゲ ーン」ヲ證 明セ

ズ.

交 尾間期第10日

(1)峡 部

上皮 ハ13-26μ.核 ハ圓形 又ハ橢圓形胞體 ノ1/2-

2/3ヲ占 メ「クロマチ ン」ニ富 ミ「ヘマ トキ シ リン」ニ濃

染 ス白血球「ミトーゼー空胞及 ビ氈毛 ヲ見 ズ.固 有層

充 血乏 シク白血球稀 ナ リ.

(2)罎 状部

上皮ハ17-33μ,大 半 ハ氈毛ヲ 有ス核ハ 長桿 状又

ハ棍棒 状 ヲナ シ「ク ロマチ ン」ニ富 ミ白血球及 ビ「ミ

トーゼ」ヲ有 セズ.固 有層 ハ一 部 ニ稍 強 キ充 血ヲ呈

ス白血球ハ稀 ナ リ.

(3)漏 斗部及 ビ剪 綵部

上皮 ハ雛襞 ノ底部 ニテ7μ,皺 襞 ノ頂點 ハ26-39μ

核 ハ圓形又 ハ長桿状 ヲナ シ胞體 ノ全長 ヲ占 ム白血球

及 ビ「ミ トー ゼ」ヲ有セズ.總 テ氈毛 ヲ有 ス.固 有層

ハ充 血稍 著 シク白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ有 セズ.

交尾間期 第11日

(1)峡 部

上皮 ハ稍厚 徑 ヲ減 ジ13-26μ.核 ハ橢 圓形 又圓形

胞 體 ノ1/2ヲ占ム白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.固

有層ハ充 血乏 シ.

(2)罎 状部

核ハ大 サヲ減 ジ圓形,橢 圓形及 ビ紡 錘状 ヲナ シ胞

體 ノ1/2-1/3ヲ占 メ基底 ニ位ス「クロマ チン」中等 量原

形質 ハ無 構造遊離縁 ハ不規 則 ナ リ.固 有層 ハ充 血著

シカラズ白血球 及 ビ「ミ トーゼ」ヲ認 メズ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮ハ17-26μ,核 ハ長桿 状胞 體 ノ全長 ヲ占 メ白

血球 少數「ミトーゼ」ヲ發現 セズ.固 有層充 血乏 シク

白血球少數「ミ トーゼ」ヲ認 メズ.

交尾間期 第12日

(1)峡 部

上皮 ハ10-33μ,核 ハ圓形,橢 圓形,紡 錘形又 ハ

長桿状 ヲナ シ「ク ロマチ ン」ニ富 ミ「ヘマ トキ シ リン」

ニ濃染 シ胞 體 ノ1/2-2/3ヲ占ム,原 形質 ハ微細 顆粒状

白血球少數 ナ リ.固 有層 ハ充 血輕 度 白血球少 數 ナ リ.

(2)罎 状 部

上皮13-33μ,白 血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ見 ズ核ハ

多稜形又 ハ長桿状 ヲナ シ,原 形 質ハ微細顆粒 状 ヲナ

ス.固 有層 ハ充 血乏 シク白血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ見

ズ.筋 ハ輪状筋 ナルガ時 ニ縦走筋 ヲ有 ス.
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(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮 ハ13-33μ,核 ハ長桿 状又 ハ長紡 錘形 ヲナ シ

「クロマチ ン」中等「ヘマ トキ シ リン」濃染胞體 ノ2/3ヲ

占 メ位置 ハ稍 不規則 ナ リ,原 形質ハ微細顆粒状 ヲナ

ス白血球少數「ミ トーゼ」ヲ見ズ.固 有層 ハ充 血輕度

白血球 ハ稀 ナ リ.「グ リコゲー ン」及 ビ脂肪 ハ孰 レニ

モ發現 セズ.

交尾間期第13日

(1)峡 部

上皮13-17μ ヨ リ26-33μ,核 ハ長桿 状紡錘状又

ハ圓形 「クロマチ ン」ニ富 ミ「ミトー ゼ」及 ビ白血球 ヲ

認 メズ,原 形質 ハ微細 顆粒状 ヲナ シ空 胞 ヲ形成 ス.

固有層 ハ充血乏 シク白 血球稀 ナ リ.固 有 層ハ充血乏

シク白血球 稀ナ リ.筋 ハ輪 状筋 ハ肥大 シ40-91μ,

縦走筋ハ23-39μ,時 ニ内縦外輸 ナルコ トア リ.

(2)罎 状部

上皮13-33μ,白 血球空 胞及 ビ「ミトーゼ」ヲ證 明

セズ.固 有層 ハ充 血乏 シク白血球 及 ビ「ミトー ゼ」ヲ

認 メズ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮13-26μ,核 ハ長桿 状「ヘマ トキ シ リン」濃染

「クロマチ ン」ニ富 ミ白血球及 ビ「ミトー ゼ」ヲ證明セ

ズ.固 有層 ノ充血 ハ第12日 ニ比 シ稍 著 シク白血球 及

ビ「ミトー ゼ」ヲ發現 セズ.

交尾間期 第14日

(1)峡 部

上皮 ハ13-26μ,核 ハ基底 ニ位 シ桿状紡 錘状又 ハ

圓形「クロマチ ン」ニ乏 シ,原 形質ハ 微細顆粒状 ヲナ

シ空胞 ヲ形成 シ 「ミトーゼ」 ハ稀 ナ リ白血球 ヲ認 メ

ズ.固 有層ハ充血輕度 白血球 及 ビ「ミトー ゼ」ヲ有 セ

ズ.

(2)罎 状部

上皮17-33μ,核 ハ圓形橢 圓形紡錘 形又ハ長桿 状

ヲナ シ「ク ロマチ ン」中等量「ミトーゼ 」及 ビ白血 球 ヲ

見 ズ.固 有 層ハ充血輕 度 白血球及 ピ「ミトーゼ」ヲ發

現 セズ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上皮17-46μ,核 ハ基底 「ヘマ トキシ リン」 濃染

「クロマチ ン」中等量.固 有層 ハ充血著明「ミトーゼ」

少數 ナ リ,白血球 ヲ認 メズ.脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」

ハ孰 レニモ發現 セズ.

第2項　 交 尾 前 期

初期,中 期及 ビ終 期 ヲ一括 シテ述 ブべ シ.

(1)峡 部

上皮ハ單層圓柱上皮 ニシテ氈毛 ヲ有 セズ皺襞 ノ頂

點ハ33-40μ,核 ハ長桿 状 ナ リ共 ノ他 ノ部 位ハ 圓形

又ハ橢 圓形「へマ トキ シ リン」濃染大 サハ胞體 ニ比 シ

小 ニシテ1/5-1/6ナ リ.終 期 ニハ皺 襞 ノ頂點 ニ於 テ一

部2-3層 ニ配列 セル者 ア リ原 形 質 ノ微細顆粒状 ヲ

ナス.

皺襞 ノ底部 ニテハ16-23μ,核 ハ 圓形橢 圓形 又ハ

紡錘形多 クハ基底 ニ位 シ「クロマチ ン」少數 ナ リ.少

數 ノ「ミトーゼ」及 ビ「エオ ジン」白血球 ヲ有 ス.固 有

層ハ薄 ク10-35μ,少 數 ン「エオ ジン」白血球 ヲ認 ム

充 血ハ輕 度 ナ リ.筋 ハ内輪 外縦 ナ リ.筋 層 ノ發育 ハ

峡部最著 シク又稍 複雜 ナル像 ヲ呈 シ即 チ(1)輸 状 筋

ノ ミヲ有セ ル者, (2)内 輪筋 内ニ斜走 縦走纎維 ヲ混

在 セル者, (3)縦 走筋ハ完全 ニ輸卵管 ヲ包圍 セズ シ

テ屡々中途 ニテ一部缺如 セル者ア リ, (4) 3筋 層 ヲ

有 セル者即 チ内輪,中 縦及 ビ外 輪ナ ル者及 ビ(5)内

縦外輪 ナル者等 ヲ認 ム.

(2)罎 状部

皺襞 著明 上皮20-30μ.大 半ハ氈毛 ヲ有 シ核ハ桿

状 又ハ橢 圓形屡 々密 ニ配列 セル者 ト,圓 形 ニシテ稍

殊 ニ配列 セ ル者 ア リ.孰 レモ「ヘマ トキ シ リン」濃染

「クロマチ ン」中等 量多 クハ基底一部 ハ稍 不規 則 ニ配
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列 ス,原 形質ハ微細 ナル空 胞 ヲ多 數發生 シ少 量 ノ白

血球及 ビ「ミトーゼ」ヲ認 ム.上 皮直下 ニ毛 細管網 ヲ

形成 ス.固 有層 ハ充血輕度 白血球 ハ稍 多數 發現 ス.

筋 ハ輪状筋13-50μ ナ リ屡々 其 ノ外側 ニ縦 走筋 ヲ

認 ム.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵部

上 皮17-33μ 殆 ド總 テ氈 毛 ヲ有 ス,核 ハ橢圓 又ハ

長桿状基 底 ニ位 セル者多 ケレ ドモ時 トシテ一 部 ニ所

謂僞性 多層 化 ヲナス,「 ミトー ゼ」及 ビ白血球 ヲ認 メ

ズ,原 形 質ハ微細顆粒状 時 ニ空 胞 ヲ形成 ス.固 有層

ハ 鬆疎充 血著 ンク白血球及 ビ「ミトー ゼ」少 數 ナ リ.

「グ リコゲ ーン」ハ孰 レニモ發現 セズ.

第3項　 交 尾 期

(1)峡 部

皺襞 著明4-5箇 ノ 大ナ ル縦走 皺襞 ヲ有 シ 其 ノ他

數箇 ノ小絨毛 状副皺襞 ヲ生 ズ.上 皮23-33μ,核 ハ

橢圓形又 ハ圓形 胞體 ノ1/2-1/3ヲ占 メ「クロマチ ン」ハ

微細中等量 ナ リ「ミトー ゼ」及 ビ白血球 ハ少 數 ナ リ,

原形質 ハ顆粒状 ヲナ シ遊離縁 ハ色 素 ニ濃染溷溷 ス,

核 周圍殊 ニ核上 側 ニ多 數空胞 ヲ認 ム.氈 毛 ハ認 メズ.

同有層 ハ充 血輕 度只上皮直下 ニ輕 度 ノ毛 細管充血 ヲ

證 明ス白 血球「ミ トーゼ」少數 ナ リ.

(2)罎 状部

皺襞 ハ交尾前期 ニ比 シ稍 高度大 ナル縦走皺襞 ハ強

ク延長迂曲 ヲナシ管腔 内 ニ遊 走セル如 キ状 ヲナス且

管腔 ヨ リモ無數 ノ小絨毛 状突起 ヲ發生 ス.上 皮23-

39μ,核 ハ圓形橢 圓形又 ハ長桿 状 ヲナ シ 「クロマチ

ン」 ニ富 ム,一 部 ニ僞 性多 層化 ヲナス「ミ トー ゼ」少

數 白血球 ハ稀 ナ リ,核 周 圍 ニ多數空 胞様像 ヲ認 ム.

大部 分ハ氈 毛 ヲ有 ス.固 有 層 ニ於 テハ間質細 胞一部

肥 大 シ多稜 形 トナ リ核 ハ大 ニシテ胞 體 ノ大半 ヲ占 メ

橢 圓形又 ハ多 稜形ヲ ナ シ脱 落膜細胞 ニ酷 似 ス 「ミト

ー ゼ」及 ピ白血球少數 充血輕 度.筋 ハ輪 状筋 ノ ミナ

リ.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵 部

皺襞 ハ著 明上皮ハ總 テ氈毛 ヲ有 シ23-56μ.核 ハ

長桿状胞體 ノ2/3ヲ 占 メ配 列ハ規 則正 シク「へ マ トキ

シ リン」濃染「クロマチ ン」中等 量 「ミトー ゼ」ヲ認 メ

ズ白血球少 數.固 有層 ハ白血球及 ビ「ミトー ゼ」稀,

充 血輕 度 ナ リ.脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ上皮 ニ微

量 ヲ認ム.

第4項　 交 尾 後 期

交尾後期 モ初期,中 期 及 ビ終 期 ヲ一括 シテ叙述 ス.

(1)峡 部

皺襞 ハ交尾期 ニ比 シ輕度交尾 間期 ニ比 シ稍 著明.

上 皮 ハ13-33μ,核 ハ圓形橢 圓長橢 圓桿 状及 ビ紡錘

状 ヲナ シ「クロマチン」ニ富 ミ基底ニ位 シ胞體 ノ1/2ヲ

占 ム.

初 期 ハ上皮 ニ多數空胞様像 ヲ發 現 ス.中 期及 ビ終

期 ニハ空胞 ハ次第 ニ減少 シ遂 ニ全 ク消失 シ屡々 「ミ

トーゼ」及 ビ白血 球 ヲ發現 ス.固 有層 ハ充血輕 度 白

血球及 ビ「ミトー ゼ」少 數 ナ リ.筋 ハ 内輪43-52μ

外 縦23-39μ ナ リ.中 期 ハ初期 ト大差 ナ シ.終 期 ハ

「ミ トーゼ」次 第 ニ減少 シ遂 ニ全 ク消失 ス白血 球少 數

ナ リ.

(2)罎 状 部

皺襞ハ交尾期 ト大差 ナ シ上皮 ハ23-33μ,核 ハ長

橢 圓紡錘形 又ハ圓形「クロマチ ン」豊 富ナ リ基 底又 ハ

中央 ニ位 シ胞體 ノ1/2ヲ占ム.核 ノ周圍及 ビ上皮 ノ遊

離 縁 ニ圓形又 ハ橢圓形 ノ空胞 像 ヲ多數發現 ス「ミ ト

ーゼ」及 ビ白血球 ハ稀ナ リ.固 有 層 ニ於 テハ間 質ハ

肥 大 シ脱 落膜細胞 ノ状 ヲ呈 ス又 原形 ハ全 ク染 色 セラ

レズ シテ恰 モ空胞 ノ如 キ状 ヲナス充 血輕 度 一部 ニ稍

著 シキ充血 ヲ認 ム.

初期 ハ「ミトー ゼ」ヲ認 メズ少 數 ノ「エ オ ジン」白血

球 ヲ有 ス.中 期 ハ上皮 ニ屡々「ミ トーゼ」ヲ發現 シ白
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血球 ハ稀ナ ラズ23-33μ ナ リ.固 有層 ニ於テ ハ間質

細胞 ハ肥 大シ中央 ニ泡状核 ヲ有 シ原形質ハ豊富 ナ リ

終期 ニハ「ミトーゼ」ハ次第 ニ減少 ス.

(3)漏 斗部及 ビ剪綵 部

上皮ハ總テ氈 毛 ヲ有 シ17-39μ,核 ハ長桿 状長橢

圓形紡錘状 ヲナ シ配列少 シク不規 則ナ リ「ミトー ゼ」

ヲ認 メズ白血球 少數 ナリ.初 期 ハ上皮 ニ多 數 ノ空胞

様像 ヲ認 メ固有層 ハ充血稍著 シク「エ オジ ン」白血球

ハ比 較的多 數 ナ リ間質細胞 ノ一部 ハ脱 落膜細胞 様 ヲ

ナス.

中期 及 ビ終 期ハ上皮ハ 白血球少 數最早空胞 様像 ヲ

認 メズ.脂 肪 ハ漏斗部及 ビ剪 綵部 ニ於テ ノ ミ發現 シ

上皮及 ビ固有層 ニ微細顆粒 ヲ中等量 ヲ認 メ 「グ リコ

ゲ ーン」ハ上皮 ニ少 量ヲ證 明ス.

第5項　 本節ノ總話的觀察

由來輸卵管 ニハ週期性變化ナシト信ゼラル.余 ハ輸卵管ニ於テモ一定 ノ週期性變化 ノ存 セル

コ トヲ認 メタ リ,然 レドモ其ノ變化 ハ甚輕微 ナリ.峡 部ハ常ニ氈毛 ヲ有 セズ皺襞 ハ輕微ニシテ

横斷面ハ星芒状 ヲナシ筋層 ノ發育ハ最佳良ナ リ,罎 状部ハ大半ハ氈毛 ヲ有 シ皺襞 ハ比較的著明

ニシテ樹枝状 ヲ呈ス.漏 斗部及 ビ剪綵部ハ殆 ド總テ氈毛ヲ有セリ.

峡部及 ビ罎状部ハ交尾間期初期 ハ單層圓柱上皮 ニシテ變性 ヲ認 メズ稀 ニ「ミトーゼ」ヲ見白血

球ヲ發現 セズ.交 尾間期第3-5日 ニハ尚ホ上皮 ハ單層ナルガ粘液細胞ノ状 ヲナシ稍著 シキ肥

大ヲナス.其 ノ後第6-14日 ニハ肥大ヲ認 メズ且變性徴ヲ見ズ殆 ド不變 ニ止ルナ リ.

漏斗部及 ビ剪綵部ハ峡部及 ビ罎状部ニ見ル如キ粘液細胞化 ヲナスコ トナク交尾間明中殆 ド著

變ヲ認 メズ.

交尾前期及 ビ交尾期 ニハ各部共ニ皺襞著明 トナ リ上皮ハ厚徑 ヲ増 シ核 ハ配列不規則 トナ リ所

謂僞性多層化ヲ現 シ且一部 ニ於テ2-3層 ノ多層圓柱上皮 ノ状 ヲ呈セル者 アリ.

交尾後期 ニハ各部孰 レモ上皮 ハ少 シク厚徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」ヲ屡々發現ス.初 期 ニバ多數 ノ

室胞ヲ發生スルモ次第 ニ其 ノ數 ヲ減 ジ終期 ニハ全 ク證明セズ.

尚ホ交尾期 ヨリ交尾後期 ニ亙 リテ固有層ノ間質細胞ハ肥大 シテ脱落膜細胞様像ヲ呈シ殊 ニ罎

状部最著明ニ發現 ス.

要之ニ輸卵管ニハ黄體及 ビ臚胞 ノ生物學的機能ハ孰 レモ甚輕微ナリ依 リテ其 ノ週期性變化モ

亦極 メテ輕微 ナリ.

第6節　 卵巣ノ週期性變化

第1項　 交 尾 間 期

卵 巣 ハ 次 ノ4部 ニ別 ツ コ トヲ得.

(1)胚 上 皮(Keimepithel)又 ハ上 皮層(Oberp1a

chenepithelschicht),　 (2)白 膜(Tunica a1buginea)

又 ハ上 皮 下 結 締 織(subepitheriale Faserfi1z), (3)

皮 質(Rindensubstanz)又 ハ 實 質 層(Zona paren

chymatosa), (4)髄 質(Marksubestanz)又 ハ 血 管

層(Zona vasculosa)ト ス.

交 尾 間 期 第1日

胚 上 皮 ハ 單 層 骰 子形 上 皮6-10μ,核 ハ 橢 圓 形 又 ハ

圓形 時 ニ桿 状 ヲナ シ胞 體 ノ全 長 ヲ占 メ「ク ロ マ チ ン」
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ニ富 ミ色 素濃染原形質 ニ乏 シ時 ニ3-4層 ニ配列 ス.

白膜 ハ20-36μ 輪走 セル結締織 ヨ リナ リ或 ハ皮質 ト

區別 スル コ トヲ得.

臚胞一特 異ナルハ臚胞 ニシテ殆 ド總テ閉鎖臚胞 ナ

リ僅 ニ約12箇, 100×200μ 反 ハ260×260μ 小臚

胞 ヲ認 ムル ノミナ リ.(便 宜上直徑300μ 以下 ヲ小臚

胞 トナ シ300-500μ ヲ中臚 胞, 500μ 以上 ヲ大臚 胞

トナス.)尚 ホ臚胞及 ビ閉鎖臚胞 ニ關 スル詳細 ハ 交尾

前期 ノ條 下ニ改 メテ記載 スべシ.

第1日 ノ臚 胞數12,閉 鎮臚胞 ハ56,最 大臚胞 ハ

260×260μ ナ リ.

黄體-1側 卵巣 ニ1-2箇 兩側卵巣 ニハ2-4箇 ノ

新鮮 ナル黄體 ヲ認 メ圓形又ハ橢 圓形 ヲナ シ殆 ド皮質

ノ大半 ヲ占 メ其 ノ大 サバ1.300×650μ ナ リ.

第1日 黄體 ニ特有 ナルハ内膜 ノミニ局在 セ ル毛 細

管ハ遂 ニ境界膜 ヲ突破 シ黄體 ニ進入 スル コ ト及 ビ纎

維 性結締織 ガ強 ク新生 セル點 ナ リ.外 膜 ハ求 心性 ニ

走行 セル結締織被膜7-10μ ニシテ部 位 ニヨ リ20μ

ニ達 セル者 ア リ.

内膜ハ約26μ 多數毛 細管 ノ怒張充血 ヲ認 メ且境界

膜直下 ニ著 シキ血管網 ヲ形成 シ強 ク血液 ヲ以テ充満

擴張 シ屡々小溢 血 ヲ認 ム.内 膜細 胞ハ約13×7μ ニ

シテ顆粒膜細胞(13×10μ)ニ 比 シ小 ナ リ,核ハ橢圓

形 又ハ紡 錘形 ヲナ シ原形質 ニ乏 シ.内 膜細 胞 ノ配列

ハ稍 不規 則 トナ リ或 ハ境界膜 ニ長軸 ヲ平 行 シテ位セ

ル者,稍 斜 ニ配 列セル者或ハ境界膜 ヲ突破 シテ半 バ

黄體内 ニ進入 セル者 等 アリ.

境界膜 ハ既 ニ大半破壌 ス.

顆粒膜「ルテイ ン」細胞(Granulosa-luteinzelle)ハ

次第 ニ肥 大 シ13×10μ →20×13μ トナ リ 圓柱形紡

錘 形又 ハ多稜形 ヲナ シ核 ハ圓形又 ハ橢圓形 「クロマ

チ ン」ハ中等量 「ミトーゼ」ハ少數ナ リ多 クハ中央 ニ

位 シ時 ニ偏 在 シ胞體 ニ比 シ稍 大ナ リ,原 形質ハ 内膜

細胞 ニ比 シ著 シク豊富微 細網 工 ヲナ シ時 ニ無構造 ナ

ル者 ア リ.

黄 體ハ一 般 ニ「へマ トキ シ リン」ニ好染 シ紫色調 ヲ

帯 ブ.尚 ホ顆粒膜「ルテ イ ン」細胞 ハ15-20列 ニ性

状 ニ配列 シ中心 ニ向 ヒ増 殖 ス.結 締織纎維 ハ比較的

多數新生 シ多 數毛 細管 ヲ伴 ヒラ黄體 ニ進入 ス.黄 體

内部 ニ少數 ノ「エ オジ ン」白血球 ヲ認 ム.

即 チ黄體 ハ間期 第1日 ニハ腺 様變化期(Stadium

 der glandularen Metamorphose)又 ハ 血 管新 生期

(Vaskularisationsstadium)ノ 状 ヲナス.

新鮮 ナル黄體 ノ他 ニ前々交尾期 ニ發生 セル古 キ黄

體 ヲ認 メ著 シク縮小 シ約455×325μ 且不規 則 ナル四

角 形 ヲナ シ薄 キ結締織性被 膜 ヲ有 ス.結 締 織纎 締 ハ

極 メテ多量進入 シ結締 織核 ヲ形成 シ黄體 細胞 ハ殆 ド

總テ高度 ノ變性 ヲナ シー部 ハ空胞 ヲ形成 ス毛細 管ハ

甚稀 ニ存在 ス.

間質腺(interstitielle Druse)-間 質 細胞(intersti

belle-Zel1e)ニ 關 シ最初 ノ記載 ヲナシタルハPfluger,

ナルモ間質腺 ニ就キ詳細 ナル研究 ヲナセルハLimon

及 ビBouinナ リ.氏 等 ハ主 トシテ海〓,「 ラ ツテ」,

「マウス」及 ビ家 兎 ニ就 テ臚 胞及 ビ黄 體以外 ニ特殊組

織 ノ存 セル コ トヲ注意 シ之 ヲ閉鎖 體(Corpus atreti

cum)ト ナ シ變性臚胞 ノ内膜細胞 ヨリ發 生 ス ト力 説

セリ. Seinmondハ 猫 ニ就 キ研究 シ間質腺ハ臚胞 ノ

成 長 トー定 ノ關 係 ヲ有 シ臚 胞 ノ變性 ト共 ニ肥大増 殖

ス ト結論 セ リ. Winiwartenモ 亦同 様 ノ事實 ヲ確認

セ リ.

間質腺 ハ周團 ヲ結締織纎維 ヲ以テ被包 シ且結締織

ハ多數 内部 ニ進入 シ小葉 状構造 ヲ呈 ス.細 胞ハ約9μ

圓形又ハ橢 圓形 ヲナ シ核 モ同形 ニシテ 「へマ トキ シ

リン」ニ濃染 シ原形質 ハ乏 シク淡 染性 ナ リ.

充血一一般 ニ輕 度 ニ シテ表 面 ニ近 キホ ド充血著 明

トナル.卵 巣 内,間 質腺 及ビ閉鎖臚胞 ノ内膜ハ充血

著 シ.

脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」-「グ リコゲ ーン」ハ認 メ

ザ ルモ脂肪 ハ豊 富 ナ リ.間 質腺 最多 量ニ シテ陳舊黄

體及 ビ閉鎖臚胞 之 ニ次 グ. Miller (1910)ハ 黄體 内 ノ
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中性脂肪反應 ハ退行期 ニ至 リテ始 メテ發現 シ新鮮 ナ

ル黄體 ニハ認 メズ ト唱 ヘタ リ.サ レドモ余 ノ實驗 ニ

テハ血管 新生期 ノ黄 體 ニ於テ モ比較的著 シク發現 シ

中心 ニ同 ヒ次第 ニ減少 スルヲ見 タ リ.

第1日 要 旨-(1)臚 胞 ハ殆 ド總 テ變 性 シ僅 ニ數箇

ノ小臚胞 ヲ發現 ス. (2)黄 體ハ血管新生期 ノ状 ヲナ

ス. (3)卵 巣充血輕度. (4)「 グリコゲ ー ン」ハ缺如

スルモ脂肪 ハ豊富 ナ リ,血 管新生期 ニ於テ モ既 ニ脂

肪 ヲ黄現 ス.

交 尾間期第2日

胚上皮7μ,白 膜13-36μ ナ リ.

臚胞-稍 多數發 現 シ平均約25ニ シテ 稍 急 激 ニ發

育 シ大膿 胞2最 大 ナルハ520×260μ ナ リ.

黄體-外 膜 ハ稍 肥厚 シ約30μ ナ リ.内 膜 ハ屡 々菲

薄 ニシテ約17μ 一部ハ缺如 ス,内 膜細胞 ハ其 ノ數 ヲ

減 ジ且縮小 シ10×6μ トナ レル者 ア リ.毛 細 管ハ強

ク擴大 ス.

顆粒膜「ルテイ ン」細胞 ノ紡錘形 ヌハ多 稜形 次第 ニ

増 大 シ17×13μ →20×10μ →33×33μ トナル,核

ハ大キ ク橢 圓形 又ハ多稜 形中央 ニ位 シ屡々 「ミ トー

ゼ」 ヲ證 明ス,原 形 質豊富微細網工又 ハ無構造少 シ

ク「エ オジン」調 ヲ帶ブ.毛 細 管ハ第1日 ニ比 シ遙 ニ

多數進入 シ屡 々出血核 ヲ認 ム結締織 モ多數新生 増殖

シ小葉 ヲ形 成 ス「エ オジ ン」白血球 モ屡々發現ス.

充血-第1日 ニ比 シ少 シク著明 ナ リ.

間質腺-發 育佳良 ニシテ多數 ナ リ.

「グ リコゲー ン」ハ缺 如 スルモ脂 肪ハ第1日 ト同様

ナ リ.

第2日 要 旨-(1)臚 胞 ハ稍多 數發 現 シ且短時間 内

ニ比較的 速ニ成長 シ500μ 以上 ノ大臚 胞2ヲ 發現 ス.

(2)黄 體内膜 ノ毛 細管及 ビ結締織 ノ新生増殖次第 ニ

著明ナ リ. (3)充 血稍 増加. (4)「 グ リコゲー ン」ヲ

缺 如ス脂 肪 ハ第1日 ト大差ナ シ.

交尾間期第3日

胚 上皮6-7μ,白 膜17μ ナ リ.

臚胞-第2日 ト略 ボ同數 約25,最 大臚胞650×440μ

主 トシテ小 及 ビ中臚 胞 ニ シテ 大臚胞 ハ3ナ リ.

黄 體-外 膜 ハ甚 薄ク3-10μ 内膜 ハ殆 ド缺如 ス.

「ルテイ ン」細胞ハ紡錘状 又ハ多 稜形23×17μ, 23×

20μ, 26×17μ, 33×33μ 等種 々 ノ大サ ヲ有 シ核 ハ

中央又 ハ稍偏 在 シ多 稜形及 ビ橢圓形微細 ナル多量 ノ

「クロマ チン」ヲ有 シ時 ニ核 小體 ヲ發現 シ「ミトーゼ」

ヲ證明 ス,原 形質 ハ粗大網工 ヲナス.毛 細管ハ益 々

増殖 シ各細胞 ノ周 圍 ヲ圍繞 シ毛細管 ト細胞 トハ密 ニ

接觸 ス.一 部 ニ於テ屡々中心 ニ大 ナル出血核 ヲ形 成

シ周圍 ヨ リ若干結締織 ノ進 入 ヲ認 ム.

要 スルニ黄體ハ第3日 ニ於テ成熟期(Blute stad

ium)ニ 達 ス.

間質腺ハ第2日 同様發育 佳良,充 血 ハ僅 ニ増強 ス.

未ダ「グ リコゲ ーン」ヲ認 メズ.脂 肪 ハ第2日 同様 ナ

リ.

第3日 要旨-(1)臚 胞 ハ略 ボ同數 ニ シテ主 トシテ

中及 ビ小臚 胞 ニシテ大臚胞 ハ3ナ リ. (2)黄 體ハ成

熟期 ニ達 ス. (3)充 血ハ僅 ニ増強 ス. (4)「 グ リコ

ゲ ー ン」ヲ缺 クモ脂 肪 ハ第2日 ト大 差ナ シ.

交 尾間期第4日

胚上皮7μ　 白膜17μ ナ リ.

臚胞-稍 増 大 シ中及 ビ大臚胞 ヲ比較的多數發 現 シ

大臚胞 ハ5最 大臚 胞650×650μ ナ リ臚 胞 總數23ナ

リ.

黄 體-黄 體ハ第3日 卜大 差 ナシ.

充 血-輕 度「グ リコゲー ン」ヲ缺 キ脂 肪 ハ第3日 ト

大差 ナ シ.

第4日 要 旨-(1)臚 胞 ハ中及 ビ大臚胞 ヲ比較 的多

數發現 ス. (2)黄 體 ハ成熟期 ノ像 ヲ呈 ス. (3)充 血

輕 度, (4)「 グ リコゲー ン」及 ビ脂 肪 ハ大差 ナ シ.

交尾間期第5日

胚 上皮7-13μ,白 膜23-33μ 共 ニ稍肥厚 ス.

臚胞 一次第 ニ増 加 シ約31大 臚胞5ニ シテ 最 大臚

胞 ハ788×455μ ナ リ.
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黄 體-1.300×900μ 次 第ニ増大 シ外膜 ハ14μ ナ リ

内膜 ハ殆 ド缺如 ス.結 締織及 ビ毛 細管 ハ愈 々増 加 シ

成熟期 ノ像 ヲ呈 ス.

前々週期 ニ屬 セル陳 舊性黄體 ノ中心核 ハ硝子様變

性 ヲナス.

充 血ハ第4日 ニ比 シ著 シク増強 シ臚胞 内膜殊 ニ著

明 ナ リ.

間質腺 ノ發育佳良脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ第4

日 ト大差 ナ シ.

第5日 要 旨-(1)臚 胞ハ次第 ニ増大 シ且其 ノ數 ヲ

増加 ス. (2)黄 體ハ成熟期 ノ状 ヲナス. (3)充 血著

シク脂肪 及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ第4日 卜大差ナ シ.

交尾 間期第6日

胚上皮7μ 白膜 ハ次第 ニ肥厚 シ33-50μ ナ リ.

臚 胞-中 及 ビ大臚胞比輕的多 ク大臚 胞ハ8最 大臚

胞871×650μ ナ リ.

黄體-外 膜 ハ約13μ 内膜 ヲ缺如 ス.

「ルテ イ ン」細胞ハ30×17μ 部位 ニヨ リ「へマ トキ

シ リン」調 ヲ帶 ベル者 ト「エ オジ ン」ニ好染 セル者ア

リ.多 稜形又 ハ紡錘形 ヲナ シ核ハ大 キク中央 ニ位 シ

橢 圓形又 ハ圓形 「クロマチ ン」多 量時 ニ核小體 ヲ有

ス.結 締織 ハ 次第ニ増加 シ中心 ニ結締織核 ヲ形成 シ

屡 々「エオ ジン」自血球 ヲ發 現 ス.

間質腺ハ發育佳良ナ リ充 血ハ少 シク輕度 ナ リ.脂

肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第5日 ト大差ナ シ.

第6日 要旨-(1)臚 胞 ハ次第 ニ増大 シ大臚胞 ハ8

最大臚胞871×650μ ナ リ. (2)黄 體 ハ成熟期 ノ状 ヲ

ナ ス. (3)充 血稍輕 度. (4)脂 肪及 ビ 「グ リコゲ ー

ン」ハ大 差ナ シ.

交尾 間期第7日

胚 上皮7μ 白膜23-33μ ナ リ.

臚 胞-臚 胞26大 臚胞10最 大780×650μ ナ リ.

黄體-大 サ約1560×845μ 外膜 ハ13μ 内膜 ヲ缺如

ス.「 ルテ イン」細胞 ハ20×13μ, 23×13μ, 23×23μ

等 ニ シテ多稜 形又ハ紡錘 形 ヲナ シ核 ハ大 ニシテ中央

ニ位 シ「ク ロマチ ン」ニ富 ミ「ミトーゼ」ヲ屡々發現 ス

原形質 ハ粗 網 ヲナシ毛細 管及 ビ結締織 ハ多 數進入 シ

尚 ホ成 熟期 ノ状 ヲナス.充 血輕 度「グ リコゲ ーン」ハ

缺 如 スルモ脂肪 ハ黄體 ニハ次第 ニ増量 ス.

第7日 要 旨-(1)臚 胞 ハ第6日 ト大差ナ シ, (2)

黄體ハ成熟 期 ノ状 ヲナ ス. (3)充 血少 シク輕度, (4)

脂肪 ハ黄體 ニハ次 第 ニ増加 ス,「 グ リコゲー ン」ハ缺

如 ス.

交尾間期 第8日

胚上皮7μ 白膜23-33μ 多 數 ノ原 始 臚 胞 ヲ發 現

ス.

臚胞 一次第 ニ成熟 シ大臚胞7最 大臚胞345×650μ

總 數33ナ リ.

黄 體-平 均1.500×1.072μ 外膜 ハ約13μ 稍著 シキ

毛 細管網 ヲ形 成 ス.細 胞 ハ26×17μ, 26×23μ 紡錘

形 ヲナ シ成熟期 ノ状 ヲナ ス.

充 血ハ稍著 明,「 グ リコゲー ン」ヲ缺 クモ脂肪 ハ第

7日 ト同様 ナ リ.

第8日 要 旨-(1)臚 胞 ハ次 第ニ成 熟 シ中及 ビ大臚

胞稍 多數 ナ リ. (2)黄 體ハ成熟期 ノ状 ヲナス. (3)

充 血稍 増加 ス. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第7

日 ト同 様ナ リ.

交尾間 期第9日

胚 上皮7μ 白膜17-26μ ナ リ.

臚 胞-臚 胞數32大 臚胞 ハ10最 大 ハ975×650μ ナ

リ.

黄體-約1.640×870μ,細 胞ハ26×20μ, 20×10μ

トナ リ稍 縮 小 スレ ドモ尚 ホ成 熟期 ノ所 見 ヲ呈 ス.

「ミトーゼ」ヲ發現 シ結締織 ハ著明 ニ増 加 ス毛細 管ハ

稍 減少 ス一部 ハ比較的多數 ノ「エ オ ジン」白血球 ヲ認

ム.

充血-次 第 ニ著 明 トナ リ殊 ニ大臚 胞 ノ内膜 比較的

高度ナ リ.「グ リコゲー ン」及 ビ脂 肪 ハ第8日 ト大差

ナ シ.

第9日 要旨-(1)臚 胞 ハ第8日 ト大差 ナキ モ次 第
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ニ成熟 シ來 ル. (2)黄 體ハ向 ホ成熟期 ノ状 ヲナス.

 (3)充 血稍 著 シ. (4)「 グ リコゲー ン」及 ビ脂 肪ハ第

8日 ト大差 ナシ.

交尾間期第10日

胚上皮及 ビ白膜 ハ第9日 ト大差 ナ シ.

臚胞-總 數30長 大910×520μ 大臚胞ハ8ナ リ.

黄體-約1.400×1.000μ トナ リ稍 縮小 シ細胞 ハ23

×13μ, 26×20μ, 33×33μ ナ リ,一 部 ニ輕度 ノ變性

徴ヲ現 シ胞 體ハ稍 縮小 シ17×17μ 又ハ23×13μ ト

ナ リ核 モ小 ニシテ原形質 ハ少 シ ク汚穢 ニ着色 セル者

ア リ.其 ノ他 ノ部位 ニ於 テハ核 ハ多稜形又ハ橢 圓形

「クロマチ ン」ニ富 ミ核小 體 ヲ認 メ原形質 ハ 「エオジ

ン」 ニ好染 ス毛細管ハ著 シク減少 シ之 ニ反 シ結締織

ハ愈々増加 ス「ミトーゼ」ハ稀 ニ發現 シ「エオ ジン」白

血球 ハ少數ナ リ.「グ リコゲ ー ン」ハ缺如 スルモ脂肪

ハ多數 ニシテ殊 ニ黄 體ニハ益々増量ス.

第10日 要 旨-(1)臚 胞 ハ第9日 ト大差 ナシ. (2)

黄體ハ最早成熟期 ノ状 ヲ呈 セズ毛細 管著 シク減少 シ

一部 ニ變 性 ヲ認 ム. (3)充 血ハ少 シク増加. (4)脂

肪 ハ黄 體 ニハ次 第ニ増 加ス「グ リコゲーン」ハ缺如 ス

交尾間期第11日

胚上皮7μ 白膜26-33μ ナ リ.

臚胞-臚 胞總數37大 膿 胞8最 大臚胞980×585μ

黄體-次 第ニ縮小 シ1.260×858μ トナル,黄 體細

胞 ノ半數ハ26×20μ 又 ハ17×13μ 核 ハ大キク圓形

又ハ橢 圓形「ク ロマ チン「ニ富 ミ核小體 ヲ有 シ原形 質

ハ「エ オジン」ニ好染 シ毛 細管ハ次第 ニ少數 トナル.

残 リノ半 數ハ變 性 ヲ現 シ細 胞 ハ著 シク縮 小 シ17×

10μ 核モ甚 小ニシテ屡々不規 則ナル形状 ヲナシ 「ク

ロマチ ン」乏 シク中性 白血球 ヲ比較的多量發現 ス.

充 血一稍輕度.間 質腺 ハ發育 佳良 ナ リ.

脂肪及 ビ「グ リコゲー ン」ハ第10日 ト大差 ナシ.

第11日 要 旨-(1)臚 胞 ハ第10日 ニ比 シ稍 著 シク

多數發現 ス. (2)黄 體ハ半 バ變性 ヲ惹起 ス. (3)充

血稍 輕度. (4)脂 肪及 ビ 「グ リコゲ ーン」ハ第10日

ト大差 ナ シ.

交尾間期 第12日

胚上皮7μ 白膜13μ ナ リ.

臚胞-總 數39大 臚胞11最 大臚 胞1.070×520μ

黄體-1.200×965μ 外膜26μ ナ リ.

細胞 ハ一部染色不良 汚穢 ナル着 色 ヲナ シ核 モ一部

變 性 ヲ現 ス.毛 細 管ハ著 シク減少 ス第12日 ニ於 テ

ハ 尚ホ僅 ニ「ミトーゼ」ヲ發 現スルモ以後 ハ全 ク認 メ

ズ.

脂肪 ハ黄體最多 量次 ハ間質腺及 ビ間質細胞 ナ リ.

閉鎖臚胞及 ビ臚胞 内膜 ニハ少 量 ヲ認 ム 「グ リコゲ

ー ン」ハ缺如ス.

充 血ハ次第 ニ著明 トナル.

前 々週期 ノ黄 體ハ總テ高度 ニ變性 ス.

第12日 要旨-(1)臚 胞 ハ益 々 成 熟 ヲ進 メ多 數 ノ

Graaf氏 臚胞 ヲ認 ム. (2)黄 體ハ半 バ變性 ス.尚 ホ

「ミトーゼ 」 ラ僅 ニ發 現 ス以後ハ全 ク證 明セズ. (3)

充 血次第 ニ著明 トナル. (4)脂 肪 ハ黄體最 多量其 ノ

他 間質腺及 ビ間 質細胞之 ニ次 グ,「 グ リコゲー ン」ヲ

缺 ク.

交尾間期第13日

胚上皮及 ビ白 膜ハ第12日 ト同様 ナ リ.

臚 胞-臚 胞總數39大 臚 胞11最 大 臚 胞1.140×

702μ

黄 體-第13日 ニ至 リテ姶 メテ稍著 明 ナル變 性 徴

ヲ認 メ一般 ニ難染性汚穢 ニ着色 シ核 ハ大半 ハ尚 ホ正

常 ナル モ一 部ハ稍 縮小 シ核及 ビ原形質 ニ空胞 ヲ形成

ス.又 「ピク ノーゼ」及 ビ「クロマ トリーゼ」ヲ認 メ胞

體 モ亦稍著 シク縮 小ス結締纎 ハ著 シク増加 シ白血球

モ屡々發現 ス.

充血-輕 度,脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」ハ第12日

同様ナ リ,間 質腺 ハ強 ク發育 ス.

第13日 要 旨-(1)臚 胞ハ 愈 々強 ク 發育 シ多數 ノ

Graaf氏 臚 胞 ヲ發現 ス. (2)黄 體ハ稍 著 シキ變 性 ヲ

發現 シ空胞 「ビク ノーゼ」「ク ロマ トリーゼ」等 ヲ認
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ム. (3)充 血 ハ大 差 ナ シ. (4)脂 肪及 ビ「グ リ コゲ ー

ン」モ 大 差 ナ シ.

交 尾間 期 第14日

胚 上皮7μ 白 膜26-33μ ナ リ.

臚 胞-總 數42大 臚 胞12最 大 臚 胞1.210×650μ 著

シ ク成 熟 ス.

黄 體-約1.058×910μ 外 膜 ハ26μ ナ リ.

一 般 ニ難 染 性 汚 穢 ニ着 色 シ核 ハ 大 半 ハ稍 縮 小 ス ル

モ尚 ホ正常 ナル形状 ヲナス一 部ハ「ビ クノーゼ」ヲ呈

ス.「 エ オジ ン」白血球稍 多 數進 入 ス毛 細管 ハ少 數 ト

ナ リ結締織ハ多 數ナ リ.

充 血著 シカラズ.脂 肪 及ビ「グ リコゲー ン」ハ大 差

ナ シ.

第14日 要 旨-(1) Graaf氏 臚胞 愈々増加 ス. (2)

黄體 ハ第13日 ト大 差 ナク變性稍 著明 ナ リ. (3)充

血輕 度. (4)脂 肪及 ビ「グ リコゲ ーン」大差 ナ シ.

第2項　 交 尾 前 期

初 期,中 期 及 ビ終 期 ヲ一 括 シテ 叙 述 ス ベ シ.

胚 上 皮 ハ10μ 單 層 骰 子 形 上 皮 ナ ル モ-部 ハ2-6

層 ニ配 列 セ ル 者 ア リ.白 膜 ハ 部 位 ニ ヨ リ 厚 狭 ア リ

13-39μ ナ リ.

(1)臚 胞

臚 胞 數 ハ最 多 數 ニ シテ45大 及 ビ中臚 胞 ヲ主 トシ

テ 發 現 シ大臚 胞 ハ14ナ リ,最 大 臚 胞 ハ1.300×975μ

ナ リ.臚 胞 ハ 殆 ド成 熟 ヲ完 成 ス.

令臚 胞 ニ就 キ其 ノ組 織 的 所 見 ヲ 略 述 ス べ シ.

(1)約100μ ノ直 徑 ヲ 有 セ ル 臚 胞 ニ於 テ ハ 卵 ハ

約43μ 胚 小胞(Keimblaschen)ハ20μ 明 カニ胚 斑

(Keimfleck)ヲ 認 ム.尚 ホ卵 黄 周 圍 腔(Periuitelliner

 Raum)及 ビ透 明 帶(Zona pelucida)ヲ 有 シ顆 粒 膜 細

胞 ハ1層 ニ シテ 不 完 全 ナ レ ドモ臚 胞 内膜 及 ビ外 膜 ヲ

發 現 シ臚 胞腔 ハ 甚 狡 隘 ナ リ既 ニ境 界 膜 ヲ認 ム.

(2) 150×200μ ノ大 サ ニ達 ス レバ明 カ ニ臚 胞 腔 ヲ

發 生 シ臚 胞 液 ヲ有 セ リ,通 常 臚 胞 液 ハ2箇 所 以 上 ニ

瀦 溜 シ次 第 ニ融 合 ス,此 事 實 ハ 戸 苅,伊 藤 ノ觀 察 ト

同 様 ナ リ.

(3) 220×260μ ノ大 サ ニ至 リテ始 メテ 胚 丘(Cu

mulusovigerus)ヲ 形 成 ス.

臚 胞 ノ形 状 ハSchuttmullerノ 注 意 セ ル如 ク常 ニ

圓 形 ナ ラズ シテ 橢 圓 形又 ハ三 角 形 其 ノ他 種 々 ノ形 状

ヲナ ス.顆 粒 膜 細 胞 ノ配 列 モ亦 一 様 ナ ラ ズ シテ極 側

ニ ハ多 數配 列 シ側 方 ハ 少 數 配 列 セ ル コ ト屡 々 ナ リ時

ニ之 ト反對 ナル コ トア リ.

(4)交 尾前期 中 ノ最大臚胞 即チ1.300×975μ ノ臚

胞 ノ微細 構造 ヲ敍敍 セバ次 ノ如 シ.

(a)臚 胞膜-中 及 ビ小臚胞 ニ比 シ稍 薄 ク且部位 ニ

ヨ リ其 ノ厚 徑 ヲ異 ニス.

外膜-内 膜 ト同厚 ニ シテ強靱 ナ ル結締織 ヨ リナ リ

粗大 ナル網眼 ヲ作 リ血管 ニ乏 シク脂 肪モ微 量ナ リ.

内膜-夥 シク多 數 ノ毛細管 ヲ有 シ内膜 細胞 ハ卵 圓

形圓形又 ハ紡錘 状 ヲナ シ核 モ亦同形「ク ロマチ ン」甚

乏 シ時ニ核 小體 ヲ認 ム「ミトーゼ」ハ多 カ ラズ,原 形

ハ甚 微量 淡染性明 カルキ感 ア リ.大 サ ハ9×7μ 其 ノ

長軸 ハ境 界膜 ニ平 行ス.内 膜 細胞間 ニ多數 ノ血管 内

被細 胞 ヲ混在 ス脂 肪ハ比較 的多量 ナ リ.

(b)境 界纎維膜(Grenzfaser membran)-諸 家 ノ

研究 ニヨ リ纎維 膜 ナル コ トヲ確認 セラ レタ リ. Ben

thinハ 動物 ニテハ此膜 ヲ缺如 スル コ トア リ ト記 載 セ

ルモ余 ノ實驗 セル海〓 ニテハ變性 セ ザル臚胞 ニ於 テ

總 テ之 ヲ證 明 シ得 タリ.尚 ホ境界膜 ト内膜 トノ間 ニ

ハ著明 ナル毛細 管網 ヲ形成 ス.

(c)臚 胞上皮屡-顆 粒膜細 胞 ハ13×10μ 内膜 細胞

ニ比 シ稍大 ニシテ原形質 ハ豊富核 ハ橢圓形紡錘 形又

ハ圓形 ヲナ シ微細 ナル「クロマチ ン」ヲ多量 ニ有 シ核

小 體 ヲ認 メ「ミ トーゼ」ハ多 カラズ.約10-11層 ニ

配 列 シ細胞間橋 ヲ以 テ連結 ス.最 外 側 ノ細胞 ハ規 則

正 シク密 ニ境界膜 上ニ配列 シ所謂顆粒膜(Membrana
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granulosa)ヲ 形 成 シ他 ノ顆 粒 膜 細 胞 ニ比 シ 「ヘ マ ト

キ シ リン」 ニ稍 強 ク濃 染 ス.

(d)濾 胞 腔-甚 廣 〓臚 胞 ノ大 部 分 ヲ占 メ多 量 ノ臚

胞 液 ヲ満 セ リ.

(e)胚 丘,放 線 状 冠,透 明 帯 及 ビ 卵 黄周 圍 腔-

一 極 ニ壓 排 セ ラ レタル 卵 ハ25-28層 ノ顆粒 膜細 胞

群 中 ニ埋 レ臚 胞 液 ニ 接 ス ル コ トナ シ此 細胞 群 ハ 胚丘

又 ハ卵 丘 ニ シテ4-5層 ノ細胞 ハ放 線 状 ニ配 列 シ卵

ラ冠 状 ニ包 圍 シテ 放 線 状 冠(Corona radiata)ヲ 形 成

シ比 較 的 多 數 ノ 「ミ トー ゼ」 ヲ認 ム.此 内 方 ニ幅 約

16μ ノ微 細 ナ ル放 射 状線 ヲ有 ス透 明 帶 之 ナ リ.卵 黄

周 圍 腔 ハ 約3μ ノ幅 ヲ有 シ卵 ヲ繞 リテ 正 圓 形 ヲナ ス.

(f)卵-大 サ ハ66×66μ 又 ハ66×90μ 其 ノ主 部

ヲナ ス ハ卵 黄 ナ リ粗 大 ナル 顆 粒 ヲ有 ス ル 「ドイ トブ

ラス マ」(Deutoplasma)ヲ 明 カ ニ認 ム ル モ成 形 卵 黄

ハ不 明 ナ リ.

核(胚 小胞)ハ23×23μ,胚 斑 ハ10×10μ ナ リ.

伊 藤 ハ 海〓 ニテ ハCall-Exner氏 小 體 ヲ否 認 セル モ

余 ハ 毎 常 之 ヲ認 メ タ リ.

次 ニ閉 鎖臚 胞(atretische Follikel)ニ 就 テ 略述 ス

べ シ.

(II)閉 鎖 臚 胞

交 尾 前期 ニハ多 數 ノ閉 鎖 臚 胞 ヲ發 現 シ殊 ニ大 及 ビ

中臚 胞 ヲ多 シ トス.

閉鎖 臚 胞 ハReinhard (1847)ガ 豚 ニ就 キ, S1aujanski

 (1870)ガ 人 間 ニ就 キ記 載 セ ル ヲ嚆 矢 トス.其 ノ他

Van Beneden (1888), Schottlander (1891), Bouin

 (1899), Rubaschkin (1905), Leo-Loeb (1905),

 Benthin (1911), Asami (1929) , Allen (1930)等 ノ

研 究 ア リ.

今 余 ノ實驗 セ ル成 績 ノ概 略 ヲ記 セバ 次 ノ如 シ.

(1)原 始臚 胞 及 ビ臚 胞膜 ヲ缺 ク者-卵 細 胞 ニ多 量

ノ脂 肪 顆 粒 ヲ認 メ「ク ロマ トリ ーゼ 」又 ハ 空 胞 ヲ發 現

ス.

(2)大 、 中及 ビ小 臚 胞-一 部 ノ學 者 ハ 卵 ニ先 ヅ

變 性發 現 ス ト唱 フ レ ドモ余 ノ實 驗 ニ ヨ レバ卵 ニ未 ダ

變 性 ヲ認 メザ ル ニ既 ニ臚 胞 上 皮 ニ著 明 ナ ル變 性 ヲ惹

起 セ ル ヲ屡 々觀 祭 セ リ.從 ツテ 余 ハ 「閉 鎖 臚 胞 ハ顆

粒 膜 細 胞 ノ變 性 ヲ以 テ 開 始 ス」 トノVon Ebner及

ビSchottlanderノ 説 ニ賛 同 ス.即 チ規 則 正 シ ク配 列

セ ル顆 粒 膜 細 胞 ハ其 ノ配 列 ヲ亂 シ盛 ニ剥 脱 シテ 臚 胞

腔 ニ個 々 ニ散 在 シ又 ハ集 團 ヲ ナ ス.且 細胞 ノ大 サ ニ

不 同 ヲ生 ジ核 ハ「ビ ク ノ ー ゼ 」又 ハ「ク ロマ ト リー ゼ」

ヲ呈 ス,尚 ホPasini氏 法 及 ビMallory氏 原 法 ヲ施 ス

コ トニ ヨ リ結 締 織 纎 維 ノ臚 胞 上皮 ニ進 入 セ ル ヲ認 メ

タ リ.嘗 テFranz及 ビCohnモ 變 性 セザ ル臚 胞 ハ結

締 織 纎維 ヲ全 ク缺 如 ス ト唱 ヘ タ リ.

又Warthr. Benthinノ 注 意 セ ル 如 ク臚 胞 上 皮 ノ

最 上層 ニ屡 々 硝 子様 膜 ヲ認 メ タ リ.顆 粒 膜 細 胞 ハ 盛

ニ剥 脱 シテ 遂 ニハ 境 界 膜 上 ニ數 箇 ヲ 止 ム ル ノ ミ トナ

ル.

尚ホ茲 ニ注意 スべキハ臚胞閉鎖 ノ最初 ヨ リ臚胞 ニ

一種特 異ナル細胞 ヲ發現ス ル コ トナ リ.閉 鎖 ノ進 行

卜共 ニ愈 々其 ノ數 ヲ増 シ顆粒膜細胞 ハ總 テ剥脱 スル

ニ 獨リ此細胞 ノ ミ夥 シク多數發現 ス.形 状 ハ圓形 ニ

シテ大小不同 ア リ核 ハ多 クハ圓形1側 ニ偏 在 セルヲ

常 トス.サ レ ド時 ニ中央 ニ位 シ橢 圓形,紡 錘形,腎

臟形,馬 蹄 係及 ビ新月状 ヲ呈 セル者 ア リ.其 ノ他 原

形質 ニ數箇 ノ「ヘマ トキ シリン」嗜好性 小顆 粒 ヲ有 セ

ル者 ア リ.

Stockard及 ビPapanicolaouハ 之 ヲ白血球 ナ リ ト誤

認 ス.此 細胞 ニ關 シRibbert及 ビGoldmannト ノ間

ニ久 シク論争 セラレ,清 野(1914)ハ 組織性 白血球

(Histiozyten)ナ リトセ ルモ其 ノ臚胞 ニ對 スル意 義 ニ

關 シテハ何等説 ク所 ナ シ.井 岡(1917)ハ 生體染 色

ニ ヨ リ組織性白血球 ナル コ トヲ確認 セ リ.而 シテ 此

細胞 ノ出現ハ臚 胞内容物 ノ變 性 ニ基 ク化學 的性質 ノ

變化 ニヨ リ外 部結締織 ヨ リ組 織性遊走細胞 ガ誘 引セ

ラルルニ外 ナ ラズ ト云 ヘ リ.林 昇(1917)モ 亦生體

染色 ヲ施 シ變 性臚胞 内ニ顆粒 膜細胞 ヨ リ大 ニシテ多
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數 ノ色素 顆粒 ヲ有 セル細胞 ヲ認 メ變性 ノ進行 卜共 ニ

其 ノ數 ヲ増 加 ス ト述 べタ リ.

余 モ亦「リチオ ン-カ ル ミン」ノ生體染色 ヲナ シ閉

鎖臚胞 内ニ多數 ノ色 素顆 粒 ヲ有 セル此種細胞 ノ發現

スル ヲ確認 セ リ.而 シテ正常ナル臚 胞 ニハ全 ク證 明

セズ.依 リテ組織性 白血球 出現 ヲ以テ變 性徴 ナ リト

做セル井岡 ノ説 ニ賛同 ス.

又 閉 鎖 臚 胞 ノ境 界 膜 ガ強靭 ニシテ久 シク保持 セ

ラルル トキハ臚 胞腔ハ其 ノ儘残存 シ所 謂嚢腫 性變性

(cystische Degeneration)又 ハ 嚢 腫 型(cystische

 Form)ノ 状 ヲ呈 ス.大 及 ビ中閉鎖臚胞 ハ主 トシテ此

形態 ヲ示 ス.

之 ニ反 シ早期 ニ境界膜 ヲ缺如 セル者 ハ臚胞腔 ハ速

ニ消失 シ強度 ニ肥大セル臚 胞 内膜 細胞及 ビ多 數 ノ結

締織纎維 ヲ發現 ス.カ カル者ハ閉鎖 型obliterierende

 Form)ト稱 ス此變化ハ主 トシテ小臚胞 ニ於 テ觀 察セ

ラル.

次 ニ閉鎖臚胞 ノ卵 ノ變化 ヲ述べ ンニ卵 ニハ多數空

胞 ヲ發現 シ胚小胞ハ早期 ヨ リ「クロマ トリーゼ」ヲ呈

シ胚斑 ヲ認 ムルコ トヲ得 ズ卵黄 ニモ多數 空胞 ヲ現 シ

卵黄周 圍腔ハ不規則 ナル形状 ヲナ シ皺襞 ヲ生 ジ透 明

帶 モ比 較的早 期 ニ消失 シ卵ハ「エオジ ン」ニ汚穢 ニ染

色 シ次第 ニ難 染性 トナ リ遂 ニ全 ク壊死吸 収セ ラル又

多量 ノ脂 肪顆粒 ヲ發現 ス.胚 丘 ノ細胞 モ同様變 性消

失 ス.又 臚胞 内ニ多數 ノ「エオ ジン」白血球及 ビ赤血

球 ヲ發現 ス.

臚 胞膜(Theca folliculi)ハ小及 ビ中閉鎖 臚胞 就中

閉鎖形(obliterierende Form)ニ 於テハ其 ノ内膜 ニ

著 明ナ ル充血 ヲ認 ム,尚 ホ特 異ナルハ内膜細胞 ノ配

列甚 不規 則ナル コ トナ リ且多量 ノ脂 肪 ヲ發 現 シ所謂

脂 肪輪(Fettring)ヲ 形成 シ一見 シテ閉塞臚胞 ナル

コ トヲ示 セ リ.

境界膜 ハ嚢 腫型(cystische Form)ニ ハ久 シク保

持 セラルルモ其 ノ他 ノ者 ハ早期 ヨ リ一部又 ハ數 箇所

ニ於テ破壊缺 損 シ遂 ニ全 ク消失 ス.

(III)黄 體

著 シク縮小 シ約657×403μ トナ リ不規 則 ナル形 状

ヲナス一般 ニ難染性 汚穢 ナル着色 ヲナ ス核ハ小 トナ

リ「ビク ノーゼ」又ハ空胞 ヲ發現 ス.尚 ホ一部 ニハ比

較 的變 性輕 微 ニ シテ 正圓形又橢 圓形 核 ヲ有 ス.

前々週 期 ニ屬 セル黄 體ハ結締織被 膜 ヲ認 メ毛 細管

ハ甚稀 ニシテ中心 ニ存 セル結締織核 ハ全 ク硝子様變

性 ヲナ シ「ルテ イ ン」細 胞 ハ極度 ニ變 性 ス.尚 ホ一層

陳 舊ナル黄體 ニ於 テハ被 膜 ヲ有セ ズシテ次第 ニ周圍

組織 ニ移行ス,「 ルテイ ン」細 胞ハ悉 ク變 性吸収 セラ

レ結 締織小葉 ノミヲ止 メ時 トシテ變核核 ノ残骸 ヲ認

ム.陳 舊 ナル黄體ハ「ヘマ トキ シ リン-エ オ ジン」ニ

ヨ リ屡々著明 ナル黄 色調 ヲ呈 ス.

(IV)脂 肪,「 グ リコゲ ーン」及 ビ間質腺

脂肪 ハ胚上皮及 ビ白膜 ニ ハ認 メズ.

最多量 ナルハ黄 體,間 質腺及 ビ間質細胞 ニシテ核

ヲ圍繞 シテ夥 シク多數 ノ小顆粒 又ハ油滴状 ノ 「ズダ

ン」顆 粒 ヲ認 メ其 ノ色調 ハ光輝 ヲ放テ ル赤褐 色ナ リ.

次 ニ多 量ナルハ閉 塞 臚 胞 ノ閉 塞 型(obliterierende

 Form)ナ リ.

閉鎖 ノ最初 ニハ先人 ノ注意 セル如 ク臚 胞腔 ニ面 セ

ル上層 ノ細胞 ニ始 メテ少 量 ノ脂肪顆粒 ヲ發現 シ變 性

ノ進 行スル ニ從 ヒテ漸次外 方 ニ及 ボセ リ.臚 胞 内膜

ニハ初期 ハ少 量ナ ルモ變 性 ノ進行 ト共 ニ比 較的大量

ヲ發現 スル コ ト既述セ ル如 シ.組 織性 白血球 ニモ微

細顆粒 ヲ認 ム.變 性卵ハ左程大 量 ナラズ.「グ リコゲ

ー ン」ハ常 ニ缺如 ス.

間質腺 ハ稍少數 トナ ル.

交尾前期要旨

(1)臚 胞ハ殆 ド成熟ヲ完成 シ小臚胞ハ少數 トナリ主 トシテ中及 ビ大臚胞 ナリ. (2)閉 鎖臚胞

モ著 シク増加 シ殊 ニ大臚胞多數ナ リ. (3)黄 體ハ著 シク縮小 シ變 性稍強 シ. (4)卵 巣充血ハ全
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週期中最高度ナ リ. (5)「 グリコグーン」ヲ缺如 シ脂肪 ハ黄體及 ビ間質腺最多量 ニシテ閉鎖臚胞

ノ閉塞之ニ次グ.

第3項　 交 尾 期

胚よ皮7μ 白膜40-50μ 稍 肥厚 ス.

(1)臚 胞-總 數27ニ シテ交 尾前期 ニ比 シ著 シク

減少 ス.サ レ ドモ仔細 ニ檢 セバ大臚胞 ハ交尾前期 ト

同 數ノ14ニ シテ唯 中及 ビ小臚胞 ニ著 シク減少 ス.

 Graaf氏 臚胞 ハ交尾 前期 ニ比 シ更 ニ増大 シ前期 ニハ

最大臚胞 ハ1.300×979μ ナ リシモノガ交尾期 ニハ

1560×915μ トナ リ多 量 ノ臚胞液 ヲ充満 シテ豊満充

實 セル圓形又ハ橢圓形 ヲナ シ次第 ニ卵巣表面 ニ近 ヅ

キ一部表面 ヨ リ膨隆 ス.

今成熟 ヲ完成 セルGraaf氏 臚胞 ニツキ其 ノ微細構

造 ヲ略述 スべシ.

(a)臚 胞内膜ハ33μ 外膜 ハ20μ ナ リ.

内膜-毛 細管ハ夥 シク多數 ニシテ 強ク充 血怒張 シ

テ臚胞 ヲ包圍 シ恰 モ美麗 ナル花環 ノ如 キ状 ヲナ シ充

血ハ全週期中最高度ナ リ,内 膜細胞 ハ毛細 管 ノ旺盛

ナル増殖 ニヨ リ一 部不明 トナル,紡 錘形 又ハ橢 圓形

ヲナシ13×7μ 原形質 ハ明 カルキ感 ア リ.毛 細管ハ

如斯強度 ニ増殖擴大 スルモ境 界膜 ヲ貫キテ臚胞 上皮

絶對 ニ進入 スルコ トナシ.

(b)顆 粒膜細胞 ハ4-10層 ニ配 列 シ其 ノ大 サ交尾

前期 ニ於 ケル ト同様 ニ シテ13×10μ, 10×10μ 圓形

又 ハ多稜形「ク ロマチ ン」ハ微細 中等量 ナ リ,原 形 質

ハ豊富粗 ナル蜂窩状 ヲナ シ淡染 性 ナ リ.細 胞ハ間橋

ヲ以テ稍疎 ニ相連 リ比較 的規 則正 シ ク配 列ス,「ミト

ーゼ」ハ多數殊 ニ胚丘 ニ著 シ.

(c)胚 丘 ハ約36層 ノ細胞 ヨ リナ リ顆 粒 膜 細胞 ト

同大 ナレ ドモ稍色素 ニ濃染性比較的密 ニ配 列 ス.

(d)卵 ハ73×56μ,胚 胞23×23μ,胚 斑7×10μ ナ

リ.

(II)黄 體-平 均790×487μ 稍著 シク縮小 シ不規

則 ナル形状 ヲナス.外 膜13-26μ ナ リ.

「ルテイ ン」細胞 ハ少 シク縮小 シ20×20μ 大半 ハ既

ニ「ビク ノーゼ」又 ハ「カ リオ リーゼ」ヲ來 シ進 ンデ核

ヲ缺如 セル者モ介在 ス,爾 餘 ノ細胞 ハ變 性稍輕度 ナ

リ毛細 管ハ甚少數 結締織 ハ愈々増加 シ中央 ニ著 明ナ

ル結 締織該 ヲ形成 シ「エ オ ジン」白血球 ハ少 數ナ リ.

間質 腺ハ發育佳良 ナ リ.

脂 肪及 ビ「グ リコゲ ー ン」ハ交 尾前期 ト大 差ナ シ.

如 斯成熟 ヲ完 成セルGraaf氏 臚胞 ハ交尾期 ノ終末

ニ於テ全 ク自然 ニ排卵 ス.排 卵ハ1側 卵巣 ニ多 クハ

1-2箇 ニシテ時 ニ3箇 ヲ認 メ殆 ド同時期 ニ一 齊 ニ破

綻 ス.破 綻 ト同時 ニ爾餘 ノGraaf氏 臚胞 及 ビ中,小

臚胞 モ總テ變性 ニ陥 ルナ リ.

交尾期要旨

(1)臚 胞數ハ交尾 前期 ニ比 シ著 シク減少 スGraaf氏 臚胞ハ全 ク成熟ヲ完成 シ内膜充血ハ全週

期中最強度 ニ現ル.カ クテ交尾期 ノ終末ニ於 テ自然 ニ排卵 ス,排 卵ハ1側 卵巣 ニ1-2時 ニ3箇

ナルコ トアリ,兩 側共殆 ド一齊 ニ破綻 シ破綻 ト同時 ニ爾餘 ノGraaf氏 臚胞ハ總テ閉鎖 ス. (2)

黄體 ハ大半變性ス. (3)「 グリコグー ン」ヲ缺キ脂肪ハ大差ナシ.

第4項　 交 尾 後 期

初期,中 期 及 ビ終 期 ニ別 チ述 ブべシ.

初期

從來 「海〓 ハ交尾 ニヨ リテ ノ ミ排 卵ス」 ト信 ゼラ

レ タル ガ既 ニW. Rubasehkin (1905)及 ビBischoff

 (1917)ニ ヨ リテ 自 然 排 卵 ヲ ナ ス ト提 唱 セ ラ レ其 後

モ 數 氏 ニ ヨ リ同 様 ノ事 實 ヲ容 認 セ ラ レ タ リ.余 モ亦

369



1450 由 井 勝

交 尾期 ノ終末 ニ於 テ全 ク自然 ニ排卵 スルコ トヲ確認

シタ リ.

臚胞

2-3箇 ノGraaf氏 臚胞 ハ交 尾期終 末 ニ一齊 ニ破綻

ス之 ト同時 ニ爾餘 ノ臚胞 ハ悉 ク變 性 ニ陥 ル コトハ既

述 セル所 ナ リ,カ クテ交尾 後期 初期 ニハ最早臚 胞 ハ

全 ク發現 セズ.此 事實 ハ既 ニLeo Laef及 ビ伊藤 ノ

記載 セ ル所 ニシテ余 ノ所見 モ全 ク之ニ一致 ス.實 ニ

此機轉 ニヨ リ週 期ハ規 則正 シク反 覆 スルコ トヲ得 ル

ナ リ.假 ニGraaf氏 臚 胞 ガ時 ヲ異 ニ シ各々單 獨ニ破

綻 シ且個 々ニ黄 體 ヲ形成 スルモ ノナラバ上述 セル如

キ規 則正 シキ週 期 ヲ期待 スルコ トヲ得 ズ.

黄 體

最 新 鮮 ナ ル 増 殖 期 ノ黄 體 ヲ發 現 ス. 1側 ニ1-2箇

時 ニ3箇 ヲ認 ム,外 膜 ハ26μ 鬆 疎 強靱 ナ ル結 締 織 纎

維 ヨ リナ リ充 血 ハ輕 度 ナ リ.

内膜 ハ23-33μ,充 血最 著明 殊 ニ顆 粒 膜 トノ境 界

ニ著 シキ毛 細 管 網 ヲ形 成 シ強 ク 充 血 怒 張 ス 内膜 細 胞

ノ大 サ バ10×7μ, 13×10μ , 17×10μ 等 ナ リ,核 ハ

長 橢 圓 又 ハ紡錘 形 「ク ロマ チ ン」少 量 原 形 質 ニ乏 シ,

「ミ トー ゼ」ハ屡 々發 現 シ規 則 正 シ キ配 列 ヲ ナ ス.交

尾 後 期 初 期 ニ於 テ ハ毛 細 管 及 ビ結 締織 ハ 全 ク黄 體 ニ

進 入 セ ズ.毛 細 管 内 被 細 胞 ニハ 多 數 ノ「ミ トー ゼ」ヲ

認 ム.境 界膜 ハ 嚴 存 ス.

顆 粒 膜 「ルテ イ ン」細 胞 ハ稍 肥 大 シ17×13μ トナ

リ18-20層 ニ増 殖 ス.其 ノ形 態 ハGraaf氏 臚 胞 ノ顆

粒 膜細 胞 ト殆 ド同 一 ニ シテ 圓 形 又 ハ多 稜 形 時 ニ紡 錘

形 ヲナ シ多 量 ノ「ク ロマ チ ン」ヲ有 シ核 小 體 ヲ認 ム.

「ミ トーゼ」ハ 比 較 的 屡 々發 現 シ原形 質 ハ 微 細 顆 粒 状

ヲ ナ シ稍 濃 染 セ ル者 ア リ又 一 部 ハ 淡 染 性 ナ リ.要 ス

ル ニ増 殖 期(Proliferationsphase stadium)ノ 黄 體 ナ

リ.

「ルテ イ ン」 細 胞 ノ起 源 ニ關 シテハBaerノ 唱 導 セ

ル 結 締 織 説 トBischoffニ 出 デ シ上 皮 細 胞 説 トヲ見 久

シ ク論 爭 セラ レ タル ガSobotta (1897), Meyer (1911),

 Wallart (1914), Schroder (1911), Reusch (1916)等

ニ ヨ リ上 皮 説 ヲ確 證 セ ラ レ タ リ.余 ノ實 驗 成 績 モ上

皮 説 ニ一 致 ス.

間 質 腺 ハ全 週 期 中 發 育 最 著 明 ニ シテ 殆 ド卵 巣 ハ之

ノ ミヲ以 テ 充 満 ス.

充 血 ハ少 シ ク輕 度 ナ リ.

脂 肪 ハ前 週 期 ニ屬 セ ル黄 體 最 多 量 ニ シテ間 質 腺 之

ニ次 グ.新 鮮 ナ ル黄 體 ニ モ既 ニ少 量 ヲ發 現 ス.「 グ リ

コゲ ー ン」ハ閉 鎖 臚 胞 内 ノ「ヒ ス チ オ チ ーテ ン」 ニ微

量 ヲ認 ム.

中 期

胚 上 皮6-10μ 白 膜24-52μ ナ リ.

臚 胞

未 ダ正 常 ナ ル臚 胞 ヲ發 現 セ ズ總 テ 閉 鎖臚 胞 ナ リ.

黄 體

外 膜 ハ稍 肥 厚 シ52-65μ.「 エ ナ ジ ン」白 血球 ヲ認

ム.

内膜 ハ毛細管 ノ増 進愈々著 明 トナ リ強 ク怒 張充 血

ス軈 テ毛細管 ハ境 界膜 ヲ突破 シ黄體 ニ進入 ス.然 レ

ドモ未 ダ不充 分 ニシテ多 クハ邊縁 ニ止 リ中心 ニ達 セ

ル者 ナ シ.顆 粒膜「ルテ イ ン」細胞 ノ大サハ初期 ト同

様「ミトーゼ」ハ夥 シク多數發現 ス.要 スルニ血管新

生 期(Vaskularisationsstadium)ノ 状 ヲ呈 ス.間 質腺

ハ強 ク發育 ス.充 血ハ初期 ニ比 シ少 シク増進 ス.脂

肪 ハ初期 ト大差 ナク「グ リコゲー ン」ヲ缺 如ス.

終期

臚胞

小臚胞 ノミヲ約20發 現 シ最 大ナルハ260×260μ

ナ リ.

黄體

内膜 ノ充 血ハ初期 及 ビ中期 ニ比 シ稍著 シク輕 度 ナ

リ.中 期 ト同様 血管新生期 ノ状 ヲナ ス.

「ルテイ ン」細胞 ハ邊縁 ニ於 テハ尚 ホ顆 粒膜細胞 ニ

類似 シ大サハ初期中期 ト同 一 ナ リ.中 心 ニ赴 クニ從

ヒ次第 ニ肥大 シ17×17μ, 23×23μ トナ リ多稜 形又
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ハ紡錘形 ヲナ シ核 ハ中央 ニ位 シ胞 體ニ比 シ稍 小 ニシ

テ細胞 ト同 一 ノ形 状 ヲナ シ「クロマ チン」ハ微 細ニ シ

テ多 量ナ リ「ミ トーゼ」ハ稍多數發現 ス.毛 細 管及 ビ

結締織 ノ進 入ハ初 期及 ビ中期 ニ比 シ比較的 増加 シ遂

ニ上皮 ノ最 上層 ニ到 達ス.

閉鎖黄體

尚 ホ興味 アルハ終 期 ニ於テ 全 ク自 然 ニ閉 鎖 黄 體

(Corpus Inteum atreticum)ヲ 發 現セ ルコ トナ リ.

其 ノ大 サハ1.300×975μ 橢 圓形 ヲナ シ中央ニ稍 大ナ

ル管腔 ヲ有セ リ.

閉鎖黄體ハ黄體 ニ比 シ稍其 ノ造 構 ヲ異 ニス.即 チ

黄體腔 ニ面 シテ2-4層 ノ顆粒膜細胞 ヲ有 シ一 部ハ

3-8層 トナ リ胚丘 ヲ形成 シ中央 ニ卵 ヲ藏 セ リ.卵 ハ

高度 ノ變性 ヲナ シ胚 小胞及 ビ胚斑 ヲ認 メズ,卵 黄ハ

「エオ ジン」ニ汚 穢ニ着色 シ空胞 ヲ形成 ス,卵 黄周圍

腔ハ消失 シ透 明帶ハ無 構造 瀰蔓性 ニ「エオ ジン」ニ染

色 ス.其 ノ他顆 粒膜 細胞 層 ニハ數箇 ノ絨毛状突起 ヲ

生 シ顆 粒膜細胞 ハ總テ變 性 ス,腔 内ニハ多量 ノ赤血

球 ヲ發現 ス.

顆粒膜細胞層 ノ外 側 ニ12-13層 ニ配列 セル「ルテ

イ ン」 細胞層 ヲ認 ム.「 ルテ イ ン」細 胞ハ16×13μ,

 13×17μ 圓形,橢 圓形又ハ紡錘状 ヲナ シ核 ハ稍 大 ニ

シテ紡錘形又 ハ稍 不規則 ナル多稜形 ヲナ シ 「クロマ

チ ン」ニ乏 シ.「 ミトーゼ」ハ比較 的屡々發 現 シ毛細

管及 ビ結 締織進入稍多量 ナ リ.

要 スルニ黄 體 ト閉鎖 黄體 トハ「ルテ イ ン」細胞 ノ起

源 ヲ異 ニ シ閉鎖 黄體 ニ於テハ恐 クハ 内膜細 胞 ノ増 殖

ニヨル者 ナラ ン.

間質腺ハ多數發現 ス.充 血ハ輕度 ナ リ.

脂 肪ハ前週 期ニ屬セル黄體最多量,間 質腺之 ニ次

グ.新 鮮 ナル黄體 ニモ比較的多數 ヲ發現 シ中心 ニ向

ヒ次第 ニ減少 ス.

閉鎖臚胞 ハ閉塞型 最著 シク嚢 腫型稍輕度 ナ リ.變

性 卵ハ少量,臚 胞 内膜 ハ微 量 ナ リ.「グ リコゲーン」

ハ殆 ド缺如 スルモ閉鎖臚 胞 ノ「ヒスチオチ ーテ ン」ニ

微 量 ヲ發現 ス.

交尾後期要旨

初期-(1)臚 胞 ハ全ク發現 セズ總テ變性臚胞ナ リ. (2)最 新鮮ナル増殖期黄體 ヲ發現 ス・「ル

テイン」細胞ハ顆粒膜細胞 ヨリ由來セル者ナ リ,(3)間 質腺 ハ全週期中發育最高度ナ リ.

中期-(1)臚 胞 ハ未 ダ發現セズ. (2)黄 體内膜 ノ毛細管ハ始 メテ黄體内進入ヲ開始 シ茲 ニ血

管新生期 ノ状 ヲナス.

終期-(1)臚 胞ヲ發現スルモ總テ小臚胞 ノミナ リ. (2)黄 體 ハ中期同様血管新生期ノ状 ヲナ

シ毛細管ハ遂ニ中心 ニ達 ス. (3)全 ク自然ニ閉鎖黄體 ヲ出現ス.閉 鎖黄體 ノ「ルヲイン」細胞 ハ

顆粒膜細胞 ヨリ變化 セル者 ニアラズシテ恐 クハ臚胞内膜 ノ肥大増殖 ニヨル者ナルべ シ. (4)充

血ハ輕度 ナリ.

第5項　 本節ノ總括的觀察

(I)臚 胞

(1)交 尾後期

初期 及ビ中期-Graaf氏 臚胞 ノ破綻 ト同時ニ爾餘 ノ臚胞ハ總テ變性 ニ陷 リ臚胞 ヲ全ク發現セ

ズ.終 期 ニ於 テ始 メテ臚胞 ラ發現 スルモ總 テ小臚胞 ノミナリ.

(2)交 尾間期

第1日 ハ尚 ホ小臚胞 ノミヲ發生 スルモ各臚 胞ハ次 第ニ發 育 ヲ進 メ中及 ビ大臚 胞 ヲ發現 ス,
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從來 「黄體 ハ臚胞 ノ發育ヲ抑制 シ黄體 ガ退行變性ニ陷ルニ至 リ始 メテ新臚胞 ハ發育ヲ開始ス」

ト信ゼラレタルモ余ノ實驗 ニ於 テハ黄體ノ嚴存スルニモ拘 ラズ臚胞 ハ漸次發育増大 シ行クヲ認

メタ リ(第1表 参照).

第1表　 各時期ニ於ケル1側 卵巣ノ臚胞平均數及 ビ最大臚胞

(3)交 尾前期

卵巣 ハ充血最強度ニシテGraaf氏 臚胞ハ略ボ成熟 ヲ完成 シ膿胞 ノ總數 ハ全週期中最多數ニ發

現 シ主 トシテ大及 ビ中臚胞ナリ.閉 鎖臚胞モ著 シク増加シ殊 ニ大膿胞多數ナ リ.

(4)交 尾期

中及 ビ小臚胞 ヲ減 ジ主 トシテ大臚胞ノミヲ發現 シGraaf氏 臚胞ハ交尾前期 ニ比 シ更 ニ増大 シ

甚大量 ノ臚胞液ヲ満 シ豊富充實 セル圓形又ハ橢圓形 ヲナシ次第ニ卵巣表面ニ近ヅキ一部表面 ヨ

リ膨隆 ス.臚 胞内膜 ハ極度 ノ充血ヲナシ美麗ナル花環 ノ如 キ状 ヲナス.カ クテ臚胞ハ茲 ニ全ク

成熟 ヲ完成ス.

372



海〓雌性内生殖器ノ週期性變化 1453

成熟 ヲ完成 セルGraaf氏 臚胞ハ兩側卵巣 ニ各1-2箇 稀 ニ3箇 ヲ認 メ交尾期終末ニ於テ之等臚

胞 ハ一齊ニ破綻 ス.

從來海〓ハ交尾ニヨリテノ ミ排卵 ス ト信ゼラレタルガ既ニRubaschkin及 ビBischoff等 ノ

研究ニヨリ自然排卵ヲナスコ トヲ認 メラレタ リ.余 ハ亦此事實 ヲ確認 シタリ.

(II)黄 體

(1)交 尾後期

交尾期 ノ終末ニ於テGraaff氏 臚胞ハ破綻 シ之 卜同時 ニ新 二黄體 ヲ形成 ス.

初期ニハヨク最新鮮 ナル増殖期(Proliferationsstadium)ノ 黄體 ヲ認 ム,各 側共ニ夫々1-2

箇時ニ3箇 ノ黄體 ヲ發生 シ内膜 ノ充血 ハ殊 ニ著明 ナルモ未 ダ毛細管ハ黄體 ニ進 セズ.顆 粒膜

「ルテイン」細胞 ハ全クGraaf氏 臚胞 ノ顆粒膜細胞 ト同一形態 ヲ呈 ス.「ルテイン」細胞 ノ起源ニ

關 シテハ余ハ上皮説 ニ賛同ス.

中期ニハ怒張充血 セル内膜毛細管ハ結締織纎維 ト共 ニ境界膜 ヲ突破 シテ遂 ニ黄體 ニ進入ス然

レドモ未ダ邊縁 ニ止 リ中心 ニハ達 セズ.要 スル ニ血管新生期(Vaskularisationsstadium)ノ 状

ヲ呈ス.

終期ニハ毛細管及 ビ結締織纎維 ハ多數黄體ニ進入シ内膜充血 ハ少 シク輕度 トナル.「 ルテイ

ン」細胞 ハ邊緑ニテハ尚ホ顆粒膜細胞 ト同一形態 ヲ呈 スルモ中心 ニ於 テハ固有ノ「ルテイン」細

胞へ状ヲナス.尚 ホ興味アルハ終期ニ於 テ時 トシテ全ク自然 ニ閉鎖黄體ヲ發現 スル コトナ リ.

黄體 ト其 ノ造構 ヲ異ニシ最上層 ニ2-4層 ノ變性 セル顆粒膜細胞 テ有 シ一部3-8層 ニ配列 シテ

胚丘ヲ形成 シ中央 ニ變性卵 ヲ藏 セリ.此 外側 ニ12-13層 ニ配列 セル 「ルテ イン」細胞層 ヲ有 シ

屡々「ミトーゼ」ヲ認 メ毛細管及 ビ結締織 ノ進入多量 ナリ.此 所見ヨリ見ル トキハ黄體 ト閉鎖黄

體 トハ其ノ「ルテイン」細胞 ノ起源ヲ異ニシ黄體 ハ顆粒膜細胞 ヨリナ リ閉鎖黄體ハ臚胞内膜細胞

ヨリナレルコ トヲ知 ルナリ.

(2)交 尾間期

第1日 ニハ黄體 ハ甚大ニシテ皮質 ノ大半ヲ占メ圓形又 ハ橢圓形ヲナス.毛 細管ハ既 ニ黄體 ノ

中心 ニ達ス且結締織纎維ハ強 ク新生 ス.「ルテイン」細胞ハ尚ホ大半ハ顆粒膜細胞類似 ノ形態ヲ

ナス.カ クテ第1日 ハ尚ホ血管新生期 ノ伏ヲ呈ス.

第2日 ハ内膜 ハ菲薄 トナ リ一部稍不明 トナル顆粒膜 「ルテ イン」細胞ハ次第 ニ肥大 シ固有 ノ

「ルテイン」細胞ノ像ヲ現 ス.毛 細管 ハ愈々進入 シ一部出血核 ヲ形成 ス.

第3日 ハ内膜殆 ド消 失シ毛細管ノ進入ハ殊 ニ高度 トナリ「ルテ イン」細胞 ヲ圍繞 シヲ密 ニ接觸

シ一部ニ大ナル出血核ヲ形成ス.カ クテ黄體 ハ成熟期(Blute-stadium)ニ 達 ス.

第3-9日 ハ成熟期 ノ状ヲ持續 ス.

第10日 ニハ毛細管著 シク減少シ結締織 ハ愈々増加 シ最早成熟期ノ状ヲ呈 セズ シテ 一部既 ニ

退行變性 ヲ現 セリ.
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第11日 ニハ 半 バ變 性 ヲ認 メ黄 體 細 胞 縮 小 シ汚 穢 ナル着 色 ヲ ナ シ一 部 染 色 不 良 ナ リ.

第12日 ニハ毛 細管 蓍 シク減 少 ス,サ レ ドモ尚 ホ 一 部 ニ於 テ僅 ニ「ミ トー ゼ 」ヲ證 明 ス.第12

日以後 ハ全 ク「ミ トー ゼ」ヲ認 メズ.

第13-14日 ニ於 テ 稍 著明 ナ ル退 行 變性 ヲ認 メ一般 ニ難染 性 汚 穢 ナル 着 色 ヲナ シ 核 ハ縮 小 シ

「ビク ノー ゼ」及 ビ「ク ロ マ トリ-ゼ 」ヲ認 メ空 胞 ヲ形 成 ス.

(3)交 尾前 期

著 シク縮 小 シ不 規則 ナル 形 状 ヲナ ス一般 ニ難 染性 汚 穢 ナル 着 色 ヲ ナ シ核 ハ萎 縮 シ 「ピク ルー

ゼ」 又 ハ空 胞 ヲ發現 ス.尚 ホ 一部 ハ變 性 比較 的 輕 微 ナ ル者 ア リ.

前 々週 期 ニ屬 セ ル黄體 ハ結 締 織 被膜 ヲ 有 シ毛 細 血 管 ハ甚 稀 ニ シテ 中 心 ニ存 セル結 締 織 核 ハ全

ク 硝 子 様變 性 ヲナ シ「ル テ イ ン」細 胞 ハ極 度 ニ變 性 ス.尚 ホ 一層 陳 舊 ナ ル黄 體 ハ被 膜 ヲ有 セズ次 ,

第 ニ周 圍 組織 ニ移 行 シ「ル テ イ ン」細 胞 ハ總 テ變 性吸 収 セ ラ レ結 締 織 小葉 ノ ミヲ止 ノ時 ト シテ 變

性 細 胞 ノ殘 骸 ヲ認 ム.陳 舊 黄 體 ハ 「ヘ マ トキ シ リン エオ ジ ン」 ニ ヨ リ屡 々著 明 ナル黄 色 調 ヲ 呈

ス.

(4)交 尾期

交尾前期 ト同様著 シク縮 小シ不規則ナル形状 ヲナシ「ルテ イン」細胞ハ稍縮小 シ大部分ハ著明

ナル退行變性 ヲナシ「ピクノーゼ」及 ビ「カ リオリーゼ」ヲナシ進 ンデハ核 ヲ缺如 セル者 モ介在

ス.爾 餘 ノ細胞ハ變性稍輕度,毛 細管 ハ甚 シク減少 シ結締織 ハ益 々増加 シ中央 ニ著明 ナル結締

織核 ヲ形成 ス.

(5)交 尾後朝ハ殆 ド總 テ著明ナル變性 ヲナス.

第4章　 卵巣週期 卜子宮,腟 及 ビ輸卵管週期 トノ時 期的關係

第1節　 卵巣週期卜子宮週期

第1項　 卵巣週期 ト子宮角週期

(1)黄 體 ト子宮角週期 トノ關係

黄體ハ妊卵 ノ着床 スベキ子宮角 ト着床 ニ關與セザル部位 トニヨリ其ノ作用機轉 ニ顯著ナル差

異アリ.

即 チ子宮角ニ於テハ機能層 ニ高度ナル妊娠前期性變化 ヲ惹起 スルモ其 ノ他 ノ部位 ニテハ僅 ニ

輕度 ノ上皮増殖 ヲ認 ムルノミナ リ.

黄體ハ上述 セル如ク交尾間期第3-9日 ニ亙 リ成熟期 ノ状 ヲナス.黄 體 ノ旺盛ナル生物學的

機能 ニヨリ子宮角 ハ交尾間期第6-12日 ニ亙 リ粘膜機能層 ニ甚顯著ナル妊娠 前期性變化(Pra

grauide Umwandlung der Uterusschleimhaut)ヲ 惹起 ス.

子宮腔 ハ稍廣濶ニシテ上皮皺襞 ハ最初ハ輕度ナルモ次第ニ著明 トナ リ「ミトーゼ」ハ全 ク發現
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セズ.機 能層 ハ高度 ノ増殖ヲナシ緻密層 ハ少 シク菲薄 ニシテ問質細胞減少 シ「ミトーゼ」ハ全ク

發現 セズ白血球 ハ少數充血ハ比較的強ク屡々上皮直下ニ小溢血ヲ認ム.海 綿層 ハ著明ナル肥厚

ヲナシ「ミトーゼ」ハ全ク發現 セズ兩層 ノ境界ハ比較的明カナ リ.腺 ハ甚強ク發育 シ腺腔 ハ中等

度ニ擴大シ總テ分泌現象 ヲ認 メ腺上皮 ニハ「ミトーゼ」ヲ證明 セズ.脂 肪及 ビ「グ リコグーン」ハ

比較的多量發現ス.

交尾間期第10日 以後ハ黄體ニ退 行變 性 ヲ現 シコレ 同時 ニ子宮 角機能層 ハ余ノ所 謂剥脱

(Desquamationsstadium),ノ 状ヲ呈 スルナ リ.尚 ホ此期 ニ於テハ臚胞 ハ略ボ成熟ヲ完成 セルヲ

以テ剥脱 ト増殖 ノ2現 象ヲ同時 ニ認ムル コトヲ得.

即 チ交尾間期第13-14日 ニ於テハ 機能層ハ著 シク厚徑 ヲ減 ジテ薄 クナリ白血球 モ少數 トナ

ル.特 異ナルハ充血ノ甚著明ナル コトニ シテ強 ク血液 ヲ充満 セル毛細管 ハ子宮腔 ニ向ヒ放線状

方向ニ走行 シ密ナル毛細管網 ヲ形成 シ遂ニ海綿状ヲ呈ス.毛 細管 ヨリハ破綻(Rhexis)又 ハ濾

出(Diapedesis)ニ ヨリテ大量ノ間質内出血 ヲ來 シ其 ノ結果機能層ハ一部剥脱 ス.

次ニ交尾前期 初期 ヨリ前期中期 ニ於テハ獨 リ上皮 ハ厚徑 ヲ増 シ皺襞 ハ著明 トナ リ然 レドモ機

能層 ハ交尾間期第13-14日 ト同様 ニ著 シク厚徑 ヲ減 ジ,緻密層 ハ間質細胞ヲ減 ジ白血球 ハ次第

ニ増加 シ「ヒスチオ チーテ ン」様細胞 ヲ同時 ニ發現 ス.海 綿層 ハ著 シク菲薄 ナリ.腺 ハ發育不充

分ニシテ絲毬部ヲ缺如 セル者 アリ分泌 ハ甚輕微ナリ.前 期中期 ニ於 テ機能層ハ變性ニ陷 リ遂 ニ

一部剥脱 ス主 トシテ緻密層 ヲ剥脱シ海綿層 ハ大部分殘存ス.

要之ニ顯著ナル妊娠前期性變化 ヲ呈 シタル機影層 ハ黄體機能ノ衰滅 ト共 ニ次第ニ厚徑 ヲ減 ジ

腺分泌ハ輕微 トナリ遂 ニ交尾間期第14日 ヨリ交尾前期中期 ニ亙 リテ機能層ノ一部 ヲ剥脱ス.

(2)臚 胞 ト子宮角週期 トノ關係

黄體ハ變性 シ之 ニ代 リテ臚胞 ハ次第ニ成熟 ヲ完成 ス.

臚胞モ亦黄體 ト同ジク妊卵ノ着床スベキ子宮角 ニ於テハ最顯著ニ作用 シ茲 ニ著明 ナル増殖期

(Proliferationsphase)ノ 状 ヲ呈ス.増 殖期 ハ交尾前期終期 ヨリ交尾期,交 尾後期,交 尾間期 マ

デ持續 ス.

(a)交 尾前期終期

皺襞 ハ著明 トナ リ上皮ハ單層高圓柱 上上皮ニ シテ核ハ配列ヲ亂 シテ所謂僞性多層化ヲナス.機

能層ハ「ミトーゼ」及 ビ白血球ハ著 シク増加 シ間質細胞ハ緻密層 ニ於 テハ甚髷疎 ナルモ海綿層 ニ

テハ比較的密 ニ配列 シ兩層 ノ境 界ハ不明 ナリ.腺 ハ未ダ發育 ハ不充分ナル ガ「ミトーゼ」多數發

現ス.斯 クシテ剥脱期 ニ失 ヒタル機能層及 ビ上皮ヲ新生増殖 ス.

(b)交 尾期-皺 襞著明上皮 ノ肥大最高度 ナリ一部僞性多層化ヲナシ「ミトーゼ」ハ多數 ナ リ.

機能層 ハ交尾前期ニ比 シ更 ニ著明 ニ肥厚増殖 シ間質細胞 ハ緻密層 ニ於テハ減少 シ海綿層 ニテ

ハ次第ニ増加 シ兩層 ノ境界ハ全ク不明ナ リ.「 ミトーゼ」及 ビ白血球ヲ多數發現 ス.腺 ハ發育尚

ホ不充分ニシテ腺腔 ハ擴大 スルモ分泌ヲ認 メズ.
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(c)交 尾後期

皺襞 ハ輕微上皮ハ厚徑 ヲ減 ジ,「 ミトー ゼ」ヲ屡々發現 ス.機 能層ハ次第 ニ肥厚増殖ヲナ シ間

質細胞ハ緻密層 ニハ漸次増加 シ海綿層ニテハ減少 ス,斯 クテ兩層ノ境 界ハ稍明瞭 トナル.「 ミト

ーゼ」及 ビ白血球 ヲ多數發生シ終期 ニハ白血球浸潤最高度 トナル.腺 ハ次第 ニ發育佳良 トナ リ

腺 上皮 ニ夥 シク多數ノ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.分 泌現象 ヲ認 メズ.

(d)交 尾間期第1-3日

皺襞 ヲ認 メズ上皮ハ單層圓柱上皮ニシテ屡 々「ミトーゼ」ヲ證明 ス.

機能層 ノ増殖ハ最著明ナリ,緻 密及 ビ海綿2層 ノ境界ハ最明瞭 ナリ「ミトーゼ」ハ夥 シク多數

發現 シ全週期中最多量ナリ,「エオジン」白血球ハ最初ハ多數 ナルモ次第ニ減少 ス.充 血高度ナ

リ,腺 ハ發育最佳 良ニシテ強 ク延長迂曲ヲナシ腺上皮 ニハ多數 ハ「ミトーゼ」ヲ認 ム,分 泌ヲ營

ムコ トナシ.

Graaf氏 臚胞 ハ破裂 ト同時 ニ爾餘 ノ臚胞ハ總テ變性 シ臚胞ハ一時全ク發現 セズ且其ノ後交尾

後期終期及 ビ交尾間期初期ニ於テ臚胞ヲ發生スルモ總テ小臚胞ノミナ リ.ヨ リテ茲 ニ臚胞 機能

ハ一時全ク廢絶 ス,又黄體機能モ尚ホ不充分ナルタメ交尾間期第4-5日 ニ於 テ子宮角ハ極 メテ

顯著ナル萎縮 ヲ惹起 スルナリ,余 ハ之 ヲ萎縮期 ト呼唱ス.

第2項　 卵巣週 期 ト子宮體部週期

(1)黄 體 ト子宮體部週期 トノ關係

交尾間期第4-7日 ニ亙 リラ體部上皮 ハ粘液細胞 トナ リ輕度ニ肥大 ス然 レドモ 上皮増殖ヲ認

メズ シテ常ニ單層圓柱上皮 ナリ.腺 ハ多數 トナ リ分泌機能ヲ開始ス,固 有層ハ肥厚 セズ.

第8-10日 ニハ最早上皮肥大及 ビ腺分泌ヲ認 メズ.

即チ黄體 ハ子宮體部 ニ對 スル生物學的機 能ハ子宮角ニ比 シ蓍 シク輕微 ニシテ且一過性 ナ リ.

(2)臚 胞 ト子宮體部週期 トノ關係

臚胞ハ妊卵 ノ着床 スべキ子宮角ニハ粘膜全部 ニ作用 シ顯著ナル増殖期ノ像ヲ惹起 スルモ子宮

體部ニ於テハ唯上皮 ノミニ働 キ粘膜固有層 ニハ作用 セズ.

(a)交 尾間期第11-14日

子宮體部腔 ハ急速ニ擴大 シ皺襞 モ亦同時 ニ著明 トナル.上 皮 ハ單層 ナルモ粘液細胞 ト化 シ比

較的著明 ナル肥大 ヲナス.腺 ハ再 ビ増加 シ發育佳 良 トナルモ分泌 ヲ認 メズ腺上皮ニ「ミトーゼ」

ヲ認 ム.

(b)交 尾前期

初期ハ最初ハ概 ネ單層 ナルガ一部ハ4-5層 ニ増殖 ス.

臚胞 ハ略ボ成熟 ヲ完成スル交尾前期中期ニ至 リテ俄然高度 ナル上皮増殖 ヲ惹起 ス,上皮 ハ4-

13層 或ハ夫 レ以上 トナ リ絨毛状又ハ「ボ リープ」状配列ヲナセル者 モ介在 シ甚複雜 ナル像 ヲナ

シ固有層ニハ多數 ノ「ミトーゼ」ヲ發現ス.
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終期ニハ上皮増殖 ハ俄 ニ輕微 トナ リ僅ニ3-4層 トナル.

(G)交 尾期及 ビ交尾後期

子宮體部腔ハ最初ハ尚ホ廣濶ニシテ數箇 ノ大 ナル縱走皺襞 ヲ認 メ其ノ他樹枝様像ヲナス.上

皮ハ總テ粘液細胞 ニシテ多 クハ4-5層 ニ配列 シ一部 ハ單層 トナル屡々無核細胞 ヲ認 ム.交尾後

期切期及 ビ中期ハ略ボ同一ナル所見ヲ呈 スルモ後期終期 ニハ上 皮ハ急速 ニ増殖 ヲ減 ジ殆 ド總テ

單層圓柱上皮 トナル.

要之ニ體部上皮 ニハ臚胞機能 ハ黄體 ニ比 シ比較的高度 ニ作用 ス.臚 胞 ノ成熟ヲ略ボ完成 セル

交尾前期中期 ニハ最旺盛 ナル増殖ヲ示 シ臚胞 ノ全ク成熟ヲ完成 セル交尾期 ニハ既 ニ増殖ヲ減ゼ

ルハ稍不合理ナル如 ク思考セラルルモ黄體及 ビ臚胞「ホルモン」ハ敦 レモ子宮角以外 ノ部位ニテ

ハ其ノ作用機轉比較的輕微 ニシテ且一時性 ナルガ故 ナリ.

第3項　 卵巣週期 ト子宮頸部週期

(1)黄 體 ト子宮頸部週期 トノ關係

子宮頸部 ニ於テハ子宮角ニ見ル如キ著明 ナル妊娠前期性變化 ヲ認 メズ シテ單 ニ上皮増殖 ヲ惹

起スルノ ミナ リ.

故ニ黄體 ノ子宮頸部 ニ對スル態度 ハ全 ク腔 ト同一ナリ.

交尾後期ヨリ交尾間期第1-3日 ニ亙 リ變性 ト破壊 トヲ繼續 シタル子宮頸部上皮ハ成熟期黄

體ノ發現 スル ト共ニ交尾間期第3日 ニハ一部粘液細胞 トナ リ,第4-5日 ニ於 テハ2-5層 ノ多

層圓柱 上皮 トナ リ張ク肥大 シ最早變性 ヲ認メズ.上 皮皺襞 モ亦俄 ニ著明 トナ リ「ミトーゼ」ヲ發

現セズ且固有層 ニハ著變ヲ見ズ.

交尾間期第6-7日 ニハ上皮ハ尚ホ2-4層 ニ配列 シ一部 ハ單層 トナル,既 ニ高度 ノ變性 ヲ現

シ核ハ「ビクノーゼ」ヲナシ原形質ハ汚穢ニ着色 シ多數空胞ヲ形成 ス,胞 體 ハ萎縮 シ周圍 ニ間隙

ヲ生ジ連結鬆疎 トナ リ盛 ニ剥脱 ス.

交尾間期 第8-11日 ハ多層圓柱上皮ハ悉ク剥脱 セラレ總 テ單層圓柱上皮 トナ リ尚ホ高度ノ變

性ヲナス.

如斯成熟期黄體 ノ嚴存スルニモ拘 ラズ頸部上皮ニ高度 ノ變性 ヲ發現 スルハ,黄 體ハ子宮角以

外 ノ部位ニテハ其ノ作用機轉ヲ異ニシ其 ノ生物學的機能 ハ輕微 ニシテ且一過性ナル爲ナ リ.

(2)臚 胞 ト子宮頸部週期 トノ關係

臚胞モ黄體 ト同様ニ子宮頸部 ニ對 シテハ其 ノ作用機轉 ヲ異 ニシ單ニ上皮増殖 ヲ促進 スルノミ

ナ リ.

(a)交 尾間期第6-11日 ニ亙 リテ 變性 ト剥脱 ヲ續 行シタル頸部上部ハ交尾間期第12日 ニハ

一部粘液細胞 トナ リ一部ハ既 ニ2-3層 ノ多層圓柱 上皮 トナル.

(b)交 尾間期第13-14日 ニハ總 テ粘液細胞 トナ リ比較的著明 ニ肥大 シ概 ネ單層 ナルモ一部

ハ2-5層 ニ配列 シ基底層 ニハ屡々「ミ トーゼ」ヲ發現 ス.
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(c)交 尾前期初期 ニハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間 ニ扁平上皮 ヲ發生 ス.少 時 ニシテ上皮 ハ極

度 ノ増殖ヲナ シ圓柱上皮 ハ4-8層 ヨリ20-30層 ニ増殖 シ遂 ニ頸管腔 ハ増殖 セル上皮細胞 ヲ以

テ充滿ス.次 層 ハ扁平上皮 ナルガ其 ノ上層1-2層 ニ角化ヲ發 現ス.固 有 ノ扁平上皮 ハ7-11層

ニ配列ス.

(d)交 尾前期中期 ニハ少 シク増殖ヲ減 ジ,前 期終期 ニハ最早初期及 ビ中期 ニ見ル如キ旺盛 ナ

ル増殖 ヲ認 メズ圓柱上皮ハ7-8層 トナ リ一部變性 ヲ現 シ扁平上皮 ハ2-5層 ナリ.

(e)交 尾期 ニハ皺襞 ハ尚ホ著明ナルモ上皮 増殖ハ更 ニ輕度 トナリ1-6層 又ハ3-8層 トナ

ル.

要之ニ頸 部上皮ハ臚胞成熟ニ隨伴シテ次第ニ著明ナル増殖ヲ營 ミ交尾 前期初期 ニ於 テ極度 ノ

増殖ヲナス.然 ルニ臚胞ノ全ク成熟 ヲ完成 セル交尾期ニ於テハ反 ツテ著 シク増殖 ヲ減 ジ更ニ一

部 ニ變性ヲ現 セリ.

此事實 ヨリ按 ズ レバ臚胞機能モ亦黄體 ト等 シク子宮頸部ニテハ其 ノ作用 ノ一過性 ナル コトヲ

推定セラル.

(f)交 尾後期初期ニハ頸部上皮ハ略ボ交尾 期 ト同様 ニシテ皺襞稍著 シク尚ホ粘液細胞 ハ状 ヲ

ナ シ2-6層 ニ配列一部 ハ單層 ニシテ輕度 ノ變性 ヲ認 ム.

(g)中 期及 ビ終期ニハ變 性更 ニ増進 シ多數ノ空胞ヲ認 メ核 ハ屡々「ピクノーゼ」ヲ現 シ胞體 ハ

著 シク萎縮 ス,特 異ナルハ上皮直下ニ多數空胞 ヲ認 ムルコトナ リ.

(h)交 尾間期第1-3日 ニハ交尾後期 ト略ボ同一所見ヲ呈 シ變 性ハ更 ニ強度 トナル.

交尾後期 ヨリ交尾間期初期ニ見ル上皮 ノ變 性竝破壊機轉ハ次 ノ事實ニ基因スルナ リ.卵 巣ニ

於 テハ排卵直後 ナル交尾後期ニハ一時全 ク臚胞ヲ發現 セズ且交尾後期終期 ヨリ臚胞 ヲ再 ビ發生

スルモ總テ小臚胞 ナリ.同 時 ニ黄體 モ未 ダ成熟ヲ遂ゲズ依 リテ如斯高度ノ退行變性 ヲ惹起 シタ

ルナ リ.

第4項　 卵巣週期 ト子宮腟部週期

(1)黄 體 ト子宮腟部週期 トノ關係

黄體 ノ子宮腟部ニ對 スル態度 バ全 ク子宮頸部 ト同一ニシテ唯上皮 ニノミ作用 シ粘膜固有層 ニ

ハ著變 テ見ズ.

(a)交 尾間期第4-5日 ニハ子宮腟部ニ於テハ黄體ノ生物學的機能ニヨリ著明 ナル上皮増殖

ヲ惹起ス.即 チ上皮皺襞ハ急速ニ顯著 トナ リ交尾後期以來著明 ナル退行變性 ヲ示 シタル腟部扁

平上皮ハ俄然圓柱 上皮 トナ リ總テ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 シ肥大著 シク最早變性 ヲ認 メズ.第4日 ハ

一部尚ホ單層 ナルモ第5日 ハ總テ3-6層 ノ多層圓柱 上皮 ニシテ肥大最高度ナ リ.第6日 ニハ

既 ニ一部ニ變性ヲ開始ス.

(b)交 尾間期第6-11日

此期 ニ於 テハ黄體ハ最早腟部ニハ作用 セズ依 リテ上皮 ハ強度ハ變性 ヲナシ増殖 セシ圓柱上皮
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ハ殆 ド剥脱 シテ大半ハ單層 トナリ一部 ノミ4-5層 多層圓柱 上皮ナ リ.核 ハ「ピクノーゼ」ヲ呈

シ原形質ハ「エオ ジン」濃染胞體ハ萎縮 シ間隙 ヲ作 リ次第ニ剥脱ス.

(2)臚 胞 ト子宮腟部週期 トノ關係

(a)交 尾間期第12-14日

交尾間期第6-11日 ニ亙 リテ高度ノ退行變性ヲ示 シタル腟部上皮ハ臚胞ノ成熟 ニ伴 ヒテ再 ビ

上皮増殖 ヲナス.第12日 ニハ上皮ハ總テ粘液細胞 トナリ肥大著 シク一部ハ尚ホ單層ナルモ一

部ハ既 ニ3-4層 ハ多層圓柱 上皮 トナル.第13-14日 ニハ大半ハ2-11層 多層圓柱上皮 トナ リ

肥大著 シ.

(b)交 尾前期

初期-特 異ナルハ圓柱 上皮 ト基底層 トノ中間ニ扁平上皮ヲ發現 スルコトニシテ 最初 ハ1-2

層ナルモ急速ニ8-9層 トナル.最 上層 ナル圓柱 上皮ハ粘液細胞化 シ4-11層 ニ配列 ス.

中期ニハ圓柱 セ上皮 ニ著明 ナル變性 ヲ認 メ尚ホ特有ナルハ角化層 ノ出現スルコトニ シテ扁平上

皮層ノ表在3-4層 ニ角化 ヲ發現 シ速 ニ14-30層 ニモ波及 ス.最 下位 ハ扁平上皮ニシテ8-15

層ナリ.時 トシテ圓柱 上皮ハ變性剥脱 シテ角化層 ノ一部 ヲ露出セル者アリ.

終期ニハ圓柱上皮ノ變性 ハ極度 ニシテ次第ニ剥 脱シ角化層 ヲ露出ス角化層ハ更 ニ肥厚ス.

(c)交 尾期

圓柱 上皮ハ總テ剥脱 シ角化層ヲ全ク露出ス,下 位ナル扁平上皮 ハ2-17層 ナリ.

要之ニ腟部上皮ハ臚胞 ノ成熟 ニ從 ヒテ粘液細胞 トナ リ肥大著 シク2-11層 ノ多層圓柱 上皮 ト

ナル.

臚胞 ノ略ボ成熟ヲ完成 セル交尾前期ニハ増殖 セル圓柱 上皮ノ下層 ニ扁平上皮 ヲ發現 シ扁平上

皮ハ愈々増殖 シ其 ノ表在3-4層 ニ角化ヲ發現ス.角 化 ハ急速ニ進行 シテ14-30層 ニ逹 ス之 ト

同時ニ圓柱 上皮ニハ著明ナル退行變性 ヲ發現 ス.

臚胞 ノ全ク成熟 セル交尾 期ニ於テハ最上層 ナル圓柱 上皮ハ極度 ニ變性 シ悉ク剥脱 シ全 ク角化

層 ヲ露出 スルナ リ.

次 ニ臚胞破綻 ト同時 ニ角 化層 ハ總 テ剥脱 シ爾後交尾後期 ヨリ交尾 間期第1-3日 ニ亙 リテ上

皮ニ著明ナル變性 ヲ認 ム.之 ヲ略述 センニ

(d)交 尾後期

初期 ニハ角化層ハ全 ク剥脱 シ扁平上皮 ヲ露出 シ3-15層 ニ配列 ス.上 皮ノ變性次第ニ著 シク

盛ニ剥脱 セラレ終期ニハ1-6層 トナル.

(e)交 尾間期第1-3日

交尾後期 ト略 ボ同一所 見ヲ呈 シ乳頭間部 ハ尚ホ多層扁平上皮ナルモ乳頭部ハ總 テ剥脱 シ單層

短圓柱 上皮又ハ骰 子形 上皮 ノ状ヲナシ孰 レモ高度 ナル變性ニ陷 リ漸次剥脱 ス.
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第5項　 卵集週期 ト子宮各部週期 トノ相互的關係

(I)黄 體 ト子宮各部 トノ相互的關係

(1)黄 體 ハ妊卵ハ着床スべキ子宮角 ト之 ニ参照 セザル部位 トニヨリ其 ノ作用機轉 ヲ異 ニス.

即チ子宮角ニテハ機能層ニ顯著 ナル妊娠前期性變化ヲ惹起 スルモ子宮腟部,頸 部及 ビ體部ニテ

ハ一過性 ナル上皮増殖 ヲ發現スルノミニシテ固有層 ニハ著變 ヲ認 メズ.但 シ體部ニテハ上皮ハ

肥大スルノミニシテ腺分泌 ヲ惹起ス.

(2)腟 部,頸 部及 ビ體部ハ同時ニ上皮増殖ヲナスモ子宮角 ハ之 ヨリモ1-2日 後 ニ始 メテ顯著

ナル機能層 ハ變化テ惹起 ス.即 チ黄體機能ハ子宮固有部ニハ速ニ作用スルモ只一過性 ナル上皮

増殖ヲ發現 シ,子 宮角 ニハ稍遲 レテ作用 スルモ甚高度ナル機能層 ノ妊娠前期性變化 ヲ惹起 ス.

(II)臚 胞 ト子宮各部 トノ相互關係

(1)臚 胞モ亦妊卵 ハ着床部位 ト着床 セザル部位 トニヨリ其 ノ作用機轉ヲ異ニス.

即 チ子宮角 ノ機能層 ニ於 テハ著明ナル増殖期性變化ヲ惹起スルモ,子 宮腟部,頸 部及 ビ體部

ニテハ單 ニ上皮増殖 ヲナスニ止 リ粘膜固 有層 ニハ著變ヲ認 メズ.又子宮角ハ交尾間期第4-5日

ニ顯著ナル萎縮 ヲナスモ其 ノ他 ノ部位 ニテハ只上皮ノ變性 ヲ認ムルハミナ リ.

(2)子 宮腟部ニ於テハ頸部及 ビ體部 ト其ハ上皮増殖 ノ状 ヲ異ニセリ.

即 チ子宮腟部ニテハ交尾前期中期 ニ於テ圓柱 上皮 ト扁 平上皮 トノ中間ニ顯著ナル角化ヲ發現

シ交尾期 ニハ上層 ナル圓柱 上皮 ハ總テ變性剥脱 シテ全ク角化層ヲ露出 セリ.

體部ニ於テハ全 ク角化ヲ發現 セズ,頸 部ニ於テハ扁平上皮 ハ表在1-2層 ニ角化ヲ見ルモ時 ニ

缺如ス.

體部ハ頸部ニ比 シ増殖更ニ輕微ナ リ.

(3)臚 胞「ホルモン」ハ子宮腟部,頸 部及 ビ體部ニハ速 ニ作用スルモ子宮角ニテハ之 ヨリモ少

シク遲延 ス.

(III)黄 體機能 ト臚胞機能 トノ相互的關係

(1)子 宮角

黄體 ト臚胞ハ全ク相 獨立 シテ各獨自ハ作用ヲ發揮 ス.即 チ黄體ハ交尾間期第6-12日 ニ亙 リ

テ機能層 ニ著明ナル妊娠前期性變化ヲ惹起 シ,臚 胞ハ交尾前期終期 ヨリ交尾間期第3日 ニ亙 リ

テ顯著ナル増殖期性變化ヲ發現 ス.

交尾間期第13日 ヨリ交尾前期中期 ニ於 テハ 黄體機能ハ衰滅 シ爲 ニ機能層ハ著 シク萎縮 シ同

時 ニ其 ノ一部 ヲ剥脱ス.然 ルニ此期ニ於テハ臚胞ハ既 ニ殆 ド成熟 ヲ完成 セルヲ以テ其ノ影響 ニ

ヨリ稍多數 ノ「ミトーゼ」ヲ發現 シ剥脱 セル上皮 ハ直ニ再 ピ新生増殖ス.

兩者孰 レモ作用 セザル交尾間期第4-5日 ニハ高度 ノ萎縮 ヲ惹起 ス.

(2)子 宮腟部,頸 部及 ビ體部

黄體及 ビ臚 胞ハ子宮角 ニ於 ケル ト同様全 ク獨立 シテ個々ニ作用 シ各特有 ナル變化 ヲ惹起 ス.

380



海〓雌性内生殖器ノ週期性變化 1461

兩者 ノ孰 レモ作用 セザル中間期 ニ於 テハ上皮ハ高度 ハ變性 ニ陷 リ盛 ニ剥脱 ス.

要之ニ如斯現象 ハ「マウス」及 ビ「ラツテ」等 ニハ未ダ闡明 セラレズ又海〓 ニ於テモ未記載ノ者

ナリ.恐 ラク海〓 ニ於テハ週期 ハ持續比較的長期ナルタメ黄體成熟時 ト臚胞成熟時 トノ間ニ稍

長キ間隔ヲ有 シ且黄體及 ビ臚胞 ハ共 ニ子宮角以外ノ部位 ニテハ其ノ生物學的機能ヲ充分ニ發揮

セザルガ故ナラン.

第2節　 卵巣週期 ト腟週期

(1)黄 體 ト腟週期 トノ關係

交尾後期以來變性 ト破壊 トヲ示 シタル腟扁平上皮ハ黄體 ノ成熟 スル ト同時 ニ交尾間期第4-5

日ニ於テ俄 ニ3-7層 ハ多層圓柱上皮ヲ發現シ同時 ニ總テ粘液細胞 ト化 シ強ク肥大 ス.交尾間期

第6-9日 ニハ既 ニ高度ノ變性 ヲナス.

要 スルニ黄體 ノ腟 ニ對 スル態度ハ全 ク子宮腟部及 ビ頸部 ト同一ニシテ粘膜固有層 ニハ作用 セ

ズシテ一過性ナル上皮増殖 ヲ惹起ス.

(2)臚 胞 ト腟週期 トメ關係

腟粘膜上皮ハ臚胞成熟ニ隨伴 シテ再 ビ増殖 ヲナス.

(a)交 尾間期第10-12日

上皮ハ總テ粘液細胞 ニシテ強 ク肥大 シ最早變性ヲ認 メズ.腟 ノ上部ヲ除ケバ總 テ3-5層 多層

圓柱上皮 トナル.

(b)交 尾前期

初期-圓 柱 上皮ハ4-11層 ニ配列 シ肥大著明 ナリ.特 異ナルハ圓柱 上皮 ト基底層 トノ中間 ニ

扁平上皮ヲ發現スルコ トニシテ最初ハ1-2層 ナルモ速 ニ2-11層 トナル.

中期ハ圓柱 上皮ニ變性 ヲ發現 シ扁平上皮ハ其 ノ表在1-2層 ニ角化 ヲ開始 シ速 ニ5-10層 ニ

逹ス.扁 平上皮ハ9-10層 ナリ.

終期ニハ最上層 ニ位 セル圓柱上皮 ノ變性 ハ極度 トナ リ角化ハ愈々進 ミテ14-20層 ニ逹ス.

(c)交 尾期

變性 セル圓柱 上皮ハ總テ剥脱 シ次層 ナル角化層 ヲ露出ス.

(d)交 尾後期-交 尾間期第3日

初期-角 化層 ハ交尾期 ヨリ後期初期ニ亙 リテ悉 ク剥 脱シ下位 ナル扁平上皮ヲ露出 ス.

中期ニハ扁平上皮 ニ變性 ヲ認 メ其 ノ後變性 次第ニ著 シク上皮ハ盛ニ剥脱 ス交尾間期第3日 マ

デ此状 ヲ持續 ス,要 之ニ臚胞ハ腟 ニ於テハ子宮腟 部 ト全ク同一ナル作用機轉 ヲ示 セリ.

即チGraaf氏 臚胞ハ成熟 ニ伴 ヒテ圓柱上皮ハ次第 ニ増殖 シ臚胞ノ殆 ド成熟 ヲ完成 セル交尾前

期 ニ於 テ扁平上皮ヲ發現 シ更ニ角化ヲ證明ス.臚 胞ハ全 ク成熟ヲ完成 セル交尾期ニハ最 上位 ナ

ル圓柱 上皮 ハ總テ變性剥脱 シテ角化層 ヲ露出 ス.

881



1462 由 井 勝

排卵直後ニ於テ角化層ハ悉ク剥脱 シ下位 ナル扁平上皮 ヲ露出 シ上皮ニハ高度ノ變性 ヲ認 メ漸

次剥脱ス.興 味 アルハ角化層發現ノ意義ニ シテアル一派 ノ學者 ハ之 ヲ目 シテ退行變性ナ リト斷

ジ,又Zondek等 ハ生物學的 ニハ退行變性 ナラズ ト力説 セリ.

余 ハ24頭 ハ成熟雌性海〓ニ就 キ種々ハ時期 ニ雄 ニ接近 セシメタルニ其 ノ交尾ヲ許 セシ者 ハ

獨 リ交尾期動物 ハミナ リ.

又組織的ニ角化層ニハ全 ク白血球ヲ認 メズ且基底層ニハ多數ハ「ミトーゼ」ヲ發現 セルコ ト等

ノ事實 ニヨリ余 ハ角化層 ノ發現ハ退 行變性ナラズ シテ寧ロ發情ノ表徴 ナ リト認 ム.

第3節　 卵巣週期 ト 卵管週期

(1)黄 體 ト輪卵管週期 トノ關係

黄體 ハ輪卵管 ニハ殆 ド作用セズシテ交尾 間期 第3-5日 ニ於テ峽部及 ビ罎状部ハ粘液細胞 ト

ナ リ輕度 ニ肥大スレドモ上皮増殖 ヲ認 メズ且粘膜固有層 ニモ著變 ヲ見ズ.

(2)臚 胞 ト輪卵管週期 トノ關係

交尾前期及 ビ交尾期 ニ於 テ峽部及 ビ罎状部上皮ハ粘液細胞 トナリ稍肥大 シ且核 ハ配列 ヲ亂 シ

テ僞性多層化 ヲナシ,交 尾期及 ビ交尾後期 ニハ間質細胞ハ脱落膜細胞様外觀ヲ呈 ス.

要之 ニ輪卵管ノ黄體及 ビ臚胞機能ハ孰 レモ輕徴ナ リ從 テ其ノ週期性變化ハ極 メテ輕度 ナリ.

第4節　 本章 ノ總括的觀察

(1)海 〓雌性内生殖器ハ總 テ黄體及 ビ臚胞 ノ成熟及 ビ變性機轉 ニ隨伴 シテ各々一定 ノ週期性

變化ヲ反覆ス.

腟脂膏ハ主 トシテ腟及 ビ子宮固有部ノ週期性變化 ニ隨伴 シテ一定ノ週期性變化 ヲ反覆 ス.

(II)黄 體 ハ臚胞ノ發育ヲ抑制 セズ.

(III)黄 體ハ妊卵 ノ着床スべキ子宮角 ト之ニ關與セザル部位 トニヨリ著明 ニ其 ノ作用機轉ヲ

異ニス.

即 チ(1)子 宮角 ニ於テハ機能層 ニ顯著ナル妊娠前期性變化ヲ惹起 ス.

(2)子 宮體部ハ子宮角ニ於ケル ト略ボ類似セル所見ヲナシ上皮ハ單層ニ シテ少 シク肥大ヲナ

シ腺腫 ハ擴大シ分泌機能 ヲ開始 ス,然 レドモ固有層 ハ全 ク肥大増殖ヲ發現セズ.

(3)腟,子 宮腟部,子 宮頸部及 ビ輸卵管ニ於テハ黄體ハ同一ナル作用機轉ヲ現 シ單 ニ一過性

ナル上皮増殖 ヲ惹 起スルノミナ リ.輪 卵管ノミハ上皮増殖ヲ認 メズ シテ只肥大 ヲナス.

(IV)臚 胞モ亦妊卵ノ着床 スべキ子宮角 ト之ニ參與セザル部位 トニヨ リ其ノ作用 機轉 ヲ異ニ

ス.

(1)子 宮角機能層ニハ高度 ノ増殖期性變化ヲ發現 ス.

(2)子 宮角以外 ノ部位ニ於 テハ孰 レモ粘膜固 有層 ニハ著變 ヲ認 メズ シテ唯 上皮増 殖ヲ惹起

ス.
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(3)腟 及 ビ子宮腟部 ノ臚胞作用ハ全 ク同一ニシテ交尾期 ニハ角化層 ヲ露出ス.頸 部 ハ少 シク

其ノ趣 ヲ異 ニシ角化發層現ハ甚稀 ニシテ僅ニ1-2層 ニ止 レリ.體部 ニハ角化層及 ビ扁平上皮ヲ

發現セズ.

(4)輪 卵管ニ對 スル臚胞機能ハ最輕微 ナリ

(V)黄 體機能 ト臚胞機能 トノ相互的關係

(1)子 宮角ニ於ケル兩者 ノ相互的關係

(a)黄 體 ト臚胞 トハ各々獨自ニ作用 シ黄體 ハ妊娠前期性變化ヲ惹起 シ臚胞ハ増殖期性變化ヲ

ナス.

(b)交 尾間期終末 ヨリ交尾前期中期 ニ於テハ黄體機能ハ衰滅 シ機 能層ハ著 シク菲薄 トナリ軈

テ機能層ノ一部ハ剥脱消失ス.

同時ニ臚胞ハ既ニ殆 ド成熟 ヲ完成 セルヲ以テ臚胞 「ホルモン」ヲ産生 シ機能層ニハ多數 ハ「ミ

トーゼ」ヲ發現 シ斯クテ剥脱 セル機能層ハ速 ニ新生増殖ス.

(c)交 尾間期第4-5日 ニハ臚胞機能バ一時全ク發現 セズ且黄體 ハ成熟モ不充分ナルガタメ

機能層ニハ極 メテ顯著ナル萎縮 ヲ發現 ス.

(2)子 宮角以外 ノ部位 ニ於ケル黄體 ト臚胞 トノ相互的關係

(a)黄 體及 ビ臚胞ハ上皮ノミニ一過性 ニ作用 シ粘膜固有層 ニハ作用 セズ.但 シ黄體ハ子宮體

部ニ於テハ固有層ニモ作用 シ腺分泌ヲ促進 セシム.

(b)黄 體及 ビ臚胞ハ各々時ヲ異ニシ個 々ニ作用 ス.

(c)黄 體性増殖 ト臚胞性増殖 トノ中間期ニハ上皮ハ高度 ハ變性ニ陷 リ盛 ニ剥脱ス.

第5章　 總 括

上敍セル實驗成績 ヲ總括スレバ次ノ如 シ.

(I)週 期 ハ持續

81頭 ノ成熟雌性海〓ニ就キ各季節 ヲ通 ジ總計117週 期ヲ檢 シタ リ.

1週 期ノ平均持續 日數 ハ15. 31日 ナ リ.交 尾間期13-14日,交 尾前期4-36St.,交 尾期4-

28St.,交 尾後期4-28St.ナ リ.

性週ハ常 ニ規則正 シク發現スルモノニアラズ シテ不規則ナル者 モ稀有ナラズ尚ホ子宮固有部

(腟部,頸 部,體 部)ニ由來スル膏脂 ヲ混入スルガ故ニ單ニ腟脂膏檢査 ノミニヨリ週期 ヲ判定 ス

ルハ時 トシテ困難 ナリ.

(II)腟 脂膏ハ週 期性變 化

(1)交 尾間期

第1日 ハ脂膏少量殆 ド粘液 ヲ缺如 シ中等量ノ白血球及 ビ稍少數 ノ扁平上皮ヲ發現ス,上 皮ハ

概ネ變性ス.
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第2-3日 ハ白血球次第ニ増加 シ扁平上皮ハ稍減少 スルモ 時 トシテ多量 ノ扁平上皮ヲ發現 シ

變性著明 ナリ.

第4-6日 ハ腟内容 ヲ増 シ粘液及 ビ白血球 モ亦著 シク増加 ス又 多量 ノ粘液細胞化 セル圓柱 上

皮 ヲ認 ム,時 トシテ粘液細胞ノミヲ發現ス.

第7-13日 ニハ夥 シク多量 ノ白血球ヲ證明 シ粘液中等量 ナリ圓柱 上皮ハ少量ニシテ變性 ヲ示

セ リ.

第14日 ニハ白血球 ハ急速ニ減少 シ之 ニ代 リテ多量 ノ粘液細胞ヲ發現ス.

(2)交 尾前期

初期ニハ尚ホ白血球 ヲ認 メ同時ニ赤血球 ヲモ證明 ス,粘 液細胞ハ愈々増加 ス.

中期 ハ最早白血球 ヲ認 メズ主 トシテ多量ノ變性粘液細胞 ヨリナリ同時 ニ角化上皮ヲ發現 ス.

終期 ニハ粘液細胞 ノ變性ハ極度 トナリ同時ニ其ノ數 ヲ減 ジ角 化上皮ハ漸次増加ス.

(3)交 尾期

最初 ニハ粘液細胞ヲ混在スルモ軈テ角化 上皮 ノミヲ發現 ス.

(4)交 尾後期

初期 ハ角化上皮ハ急速 ニ消退 シテ扁平上皮ノミヲ多量 ニ發現 シ所謂 「チーズ」様期(Cheesy

 stage)ノ 状ヲナス.

中期モ初期同様多量 ノ扁平上皮ヲ認 メ一部變性 ス.特 異ナルハ白血球 ヲ始 メテ發現 スルコト

ナリ.

終期ハ扁平上皮ハ稍急激ニ減少 シ白血球ハ俄 ニ増加ス.

要旨

交尾間期-最 初ハ變性扁平上皮 ト中等量 ノ白血球ヲ認 メ第4-6日 ニハ粘液 ハ多量 トナ リ屡 々

多量 ノ粘液細胞 ヲ發現ス,第7-13日 ハ大量 ノ白血球 ト少量 ノ變性圓柱 上皮 ヨリナ リ第14日 ニ

ハ俄然白血球 ヲ減 ジ大量 ノ粘液細胞 ヲ發生ス.

交尾前期-初 期ハ大量 ノ粘液細胞 ト少數ノ白血球及 ビ赤血球 ヲ認 メ中期 ニハ粘液細胞 ノミニ

シテ白血球 ヲ證明 セズ,終 期ハ粘液細胞ニ極度 ノ變性 ヲ認 メ且著 シク減少 シ角化 上皮 ヲ同時 ニ

發生 ス.

交尾期-粘 液細胞ハ消失 シ主 トシテ角化上皮ナリ.

交尾後期-角 化 上皮ハ急速ニ消退主 トシテ扁平上皮ナ リ中期ニハ始 メテ少數 ハ白血球 ヲ發現

シ終期 ニハ偏 平上皮ハ變性 シ且俄 ニ減少 シ之ニ代 リテ中等量 ノ白血球 ヲ發現ス.

(III)腟 ノ週期性變化

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第1-3日 ハ交尾後期 ト略ボ同様 ノ所見ヲ呈 シ上皮ハ乳頭 間部ハ2-5層 多層扁

平上皮ニシテ乳頭部 ハ扁平上皮ハ殆 ド剥脱 シ單層短圓柱 上皮又 ハ單層骰子形上皮ノ状 ヲナス.
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上皮ハ高度 ノ變性 ヲナ シ盛ニ剥脱 ス.此 期 ニ於 ケル變化ハ卵巣 ニ於テGraaf氏 臚胞 ヲ發現セザ

ルガタメナ リ.

(b)交 尾間期第4-5日-交 尾後期以來變 性 ト破壞 トヲ續行 シタル腟上皮 ハ俄然著明 ナル上

皮増殖 ヲ惹起シ3-8層 多層圓柱 上皮 トナリ總 テ粘液細胞 ト化 シ強ク肥大 ス.粘膜固有層 ニハ著

變 ヲ認 メズ.此 期ニ於 ケル上皮増殖ハ黄體機 能ニ歸 スべキモノナリ.

(c)交 尾 間期第6-9日-第6日 ニ於 テハ既ニ一部 ニ著明ナル變性 ヲ認 メ其ハ後變性 ハ次第

ニ増強 シ一般ニ難染性核 ハ「ビクハーゼ」ヲ呈 シ空胞 ヲ形成 シ白血球上皮進入甚大量ナリ.斯 ク

シテ増殖 セル圓柱上皮 ハ漸次剥脱 シテ遂 ニ單層 トナル.

(d)交 尾間期第10-14日-臚 胞ノ成熟ニ伴 ヒテ腟上皮ハ茲 ニ再 ビ増殖 ヲ開始 シ第10-12日

ハ概ネ2-10層 ハ多層圓柱 上皮 トナル然 レドモ未ダ肥大 ヲ認 〓ズ白血球進入及 ビ空胞 形成 ハ次

第ニ増加 ス.第13日 以後 ハ腟上皮 ハ總テ3-10層 多層圓柱 上皮 トナ リ少 シク上皮肥大ヲ認 ム.

第14日 ニ於テハ著明 ニ粘液細胞 ハ状 ヲナシ肥大顯著ナ リ且急速 ニ白血球及 ビ空胞 ヲ減 ゼリ.

(2)交 尾前期

初期-圓 柱上皮ハ交尾間期第14日 ト同様 ニ粘液細胞 トナ リ強ク肥大 シ4-11層 ニ配列白血

球 ヲ全 ク見ズ.特 異ナルハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ始 メテ扁平上皮ヲ發 現スルコ トニシテ

最初ハ1-2層 ナルガ速 ニ4-11層 トナ リ且多數 ノ中隔ヲ圓柱 上皮 ニ送 入ス.

中期-最 上位 ナル圓柱 上皮ニ變性徴ヲ認 メ尚ホ顯著 ナルハ扁平上皮 ノ上層ニ角化 ヲ發現スル

コトニシテ最初 ハ1-2層 ナルガ急速 ニ5-10層 ニ逹 シ扁 平上皮ハ9-10層 ナリ.

終期-圓 柱 上皮ノ變性ハ極度 ニシテ角化 ハ14-20層 ニ及 ビ扁平上皮ハ5-11層 ナ リ.

(3)交 尾期

極度 ノ變性ヲナシタル圓柱 上皮層ハ殆 ド總テ剥脱 シ下層 ノ角化層ヲ露出ス,角 化屑ノ下位 ハ

扁平上皮ニシテ8-17層 白血球 ハ全ク發現 セズ.

如斯腟上皮 ハGraaf氏 臚胞 ノ成熟ニ伴 ヒテ漸次著明 ナル増殖 ヲナシ略 ボ成熟 ヲ完成 スルニ及

ビテ圓柱 上皮層下ニ扁平上皮 ヲ發生シ軈テ角化ヲ開始 ス.カ クテ臚胞ハ全ク成熟 セル交尾期 ニ

ハ角化層ヲ露出 スルナ リ.

(4)交 尾後期

初期-交 尾期 ニ開始 セル角化層 ノ剥脱ハ此期ニ於テ完成 シ全 ク扁平上皮 ヲ露出 シ6-17層 ニ

配列 ス.既 ニ一部 ニ於テ變性 ヲ認ム白血球 ハ未ダ進入セズ.

中期-初 期同様扁 平上皮ヲ露出 シ5-13層 ニ配列ス,變 性ハ既ニ比較的著明白血球 ハ始 メテ

多數ニ進入シ上皮ハ盛 ニ剥脱 ス.

終期-上 皮ノ變性 ハ愈々顯著ニシテ白血球進入モ亦高度ナリ上皮 ハ相次 デ剥脱 ス.

此期 ニ於 ケル上皮ノ破壊現象 ハ卵集 ニ於テハ排卵直後ハ一時全 ク臚胞 ヲ發 現セズ依 リラ臚胞

機能 ハ少時癈絶スルガタ メナリ.
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要旨

(1)交 尾間期-第1-3日 ハ交尾後期 ト殆 ド同一ナル所見ヲ呈 シ上皮 ハ2-5層 多層扁 平上皮

一部 ハ單層骰子形上皮 ニテ總 テ高度 ハ變性 ヲナシ漸次剥脱ス.第4-5日 ニハ俄然著明 ナル上皮

増殖 ヲ惹起 シ3-8層 ノ多層圓柱上皮 トナ リ總 テ粘液細胞 ノ状 ヲ呈 ス.第6-9日 ニハ上皮 ニ再

ビ顯著 ナル變性ヲ認 メ白血球進入著 シク増殖セシ多層圓柱上皮ハ盛 ニ剥脱 シ遂ニ單層 トナル.

第10-14日 ニハ臚胞成熟 ニ伴 ヒテ上皮ハ再 ビ著明ナル増殖ヲナ シ3-10層 多層圓柱 上皮 トナ

リ肥大著 シ.

(2)交 尾前期-初 期 ニハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ扁平上皮 ヲ發現 シ最 初ハ1-2層 ナル

ガ速ニ4-11層 トナル.中 期 ニハ圓柱上皮 ニ變性 ヲ認 メ扁 平上皮ノ表在1-2層 ニ角化ヲ發現

シ速ニ5-10層 ニ及 ブ． 終期ニハ圓柱 上皮 ノ變 性ハ極度 トナ リ角 化ハ14-20層 ニ逹 シ扁平上

皮 ハ5-11層 ナリ.

(3)交 尾期-極 度ニ變性 セル圓柱上皮ハ剥脱 シ角化層 ヲ露出ス.

(4)交 尾後期-初 期ニハ角化層ハ總テ剥脱 シ下位 ナル扁平上皮 ヲ露出フ.中 期 ニハ扁平上皮

ニ既ニ變性 ヲ認 メ白血球始 メテ上皮ニ進 入ス.終 期 ニハ變性 更ニ増進 シ白血球 ハ大量進入 シ上

皮ハ盛 ニ剥脱ス.

(IV)子 宮腟部 ノ週期性變化

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第1-3日 ハ交尾後期 ト殆 ド同一ナル所 見ヲ呈 シ乳頭間部ハ1-8層 ノ多層扁平

上皮乳頭部ハ單層骰子形上皮又ハ1-2層 ノ扁平上皮 ニシテ變 性孰 レモ著明白血球進入ハ少數

ニ シテ上皮ハ相次デ剥脱 ス,是 レ卵巣 ニ於 テGraaf氏 臚胞 ヲ發現セザルガタメナ リ.

(b)交 尾間期第4-5日 ニハ上皮皺襞 ハ急速ニ著明 トナ リ且交尾後期以來退行變性 ヲナ シタ

ル子宮腟部上皮ハ強キ増殖 ヲ惹起 シ總 テ粘液細胞 トナリ肥大著 シク最早變性徴ヲ認 メズ.第4

日ハ一部軍層 ナルモ第5日 上ニハ悉ク3-6層 ノ多層圓柱上皮 トナル.第6日 ニハ既 ニ一部 ニ著明

ナル變性 ヲ認 メ多數白血球進入 シ最早上皮肥大ヲ認 メズ.

此期ニ於ケル上皮増殖 ハ全ク黄體機能 ニ歸 スベキ者 ナリ.

(c)交 尾間期第6-11日 ニハ上皮 ハ高度 ノ變性 ニ陷 リ増殖 セシ圓柱上皮ハ殆 ド剥脱 シ大半 ハ

單層圓柱上皮 トナ リ一部ハミ4-5層 ノ多層圓柱上皮ナリ.白 血球 ハ多數上皮 ニ進入ス,黄 體

ハ妊卵着床部位以外ノ場所ニテハ其 ノ作用 ハ輕微 ニシテ且一過性 ナリ,依 リテ此期 ニ於テハ黄

體 ハ最早腟部ニハ作用 セズ從ツテ如斯高度 ノ變 性ヲ惹起 セルナ リ.

(a)交 尾間期第12-14日 ニハ腟 部上皮ハ再度旺盛ナル増殖ヲ營 ミ總 テ粘液細胞 トナ リ肥大

著 シク最初ハ尚ホ單層ナルモ一部 ハ既 ニ3-4層 ノ多層圓柱上皮 トナル 白血球及 ビ空胞ヲ多數

發 現ス遂 ニハ4-11層 トナ リ白血球及 ビ空胞 ハ急速 ニ減少 ス.
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(2)交 尾前期

初期 ハ圓柱上皮ハ4-11層 ニ配列 シ肥大著明 ナリ.特 異ナルハ圓柱 上皮 ト基底層 トノ中間ニ

始 メテ扁 平上皮ヲ發現 シ最初ハ1-2層 ナルモ急速ニ8-9層 トナル.

中期 ニハ圓柱 上皮ハ變性 シ扁平上皮ノ表在3-4層 ニ角化ヲ證明 シ速ニ14-30層 ニ逹 ス最下

位ナル扁平上皮ハ8-15層 トナル.注 意 スべキハ既 ニ一部ニ於 テ角化層ヲ露出セル者ア リ.

終期 ニハ圓柱 上皮 ノ變性ハ極度 ニシテ大半ハ剥脱 シテ角化層 ヲ露出 ス,扁 平上皮ハ3-15層

ナ リ.

(3)交 尾期

總テ角化層ヲ露出 シ其ハ下位ナル扁 平上 皮ハ2-17層 ニシテ白血球 ヲ發現 セズ基底 層ニハ

「ミトーゼ」多數ナリ.上 敍 セル上皮増殖 ハ總 テGraaf氏 臚胞ノ機能ニ歸スベキ者ナ リ.

(4)交 尾後期

交尾期 ニ開始 セル角化層 ハ剥脱ハ交尾後期初期ニ至 リテ完成 シ其 ノ下位 ナル扁平上皮ヲ露出

ス3-15層 ニ配列 シ一部 ハ既 ニ變性ヲ惹起ス白血球ハ至 ク發現 セズ.

中期 ハ初期同様扁平上皮 ヲ露出 シ3-12層 ニシテ變性著明ナル白血球 ヲ發現 シ最初ハ少數ナ

ルガ急速ニ増加ス.

終期 ニハ上皮ノ變性更ニ高度 トナ リ上皮 ハ相次デ剥脱 ス.

此期ニ於ケル破壊現象 ハ臚胞機能ノ廢絶ヲ意味 スル者ア リ.

要 旨

要之ニ子宮腟部ハ全ク腟 ト同一ナル週期性變化ヲナス.唯 異ナルハ既 ニ交尾前期中期 ニ角化

層ヲ一部露出 シ前期終期ニハ殆 ド大半 ニ角化層露出 ヲ見ルコ トナリ.

(V)子 宮頸部ハ週期性變化

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第1-3日-交 尾後期 ト殆 ド同一所見ヲ 呈シ變性ハ更 ニ高度ナ リ. 2-3ノ 大 ナ

ル縱走皺襞 ヲ認 メ上皮ハ多クハ單層 ナルモ一部ハ尚ホ2-6層 ノ多層圓柱上皮ニシテ最早肥大

ヲ認 メズ.上皮及 ビ上皮直下ニ多數空胞ヲ發現 ス.上 皮 ハ漸次破壊剥脱 シ遂ニハ1-3層 トナル.

此期ニ於ゲル上皮ノ變性 ハ卵巣 ニ於テGraaf氏 臚胞 ヲ缺如 スルガ故ナ リ.

(b)交 尾間期 第4-5日-交 尾後期以來變性 ト破 壊 トヲ繼續 シタル子宮頸部上皮ハ第4日 ニ

於 テ急激 ニ皺襞 ヲ増加 シ上皮 ハ總テ粘液細胞 トナ リ高度 ノ肥大ヲナ シ最早變性 ヲ認 メズ.一 部

ハ單層 ナルモ屡々2-5層 ハ多層圓柱上皮 トナル.第5日 ハ上皮ノ肥大増殖最顯著ニシテ第6日

ニハ既 ニ大部分變性 ス.此 期ニ於 ケル上皮増殖 ハ黄體機能 ニ歸 スベキ者ニシテ粘膜固有層 ニハ

著變 ヲ見 ズ白血球進入甚少數 ナリ.

(c)交 尾間期第6-11日-此 期 ハ皺襞著 シク減少 シ最初上皮ハ2-4層 多層圓柱上皮ニ シテ

一部ハ單層 ナリ變性高度 ニシテ盛ニ剥脱 シ白血球進入及 ビ空胞形成著明 ナリ.第8-11日 ニハ

387



1468 由 井 勝

上皮ハ漸次剥脱 シテ總テ單層圓柱 上皮 トナ リ變性尚ホ高度多數白血球進入ス.

如斯此期 ニ於テハ頸部上皮ハ高度 ハ變性 ヲナスニモ拘 ラズ卵巣 ニハ尚ホ成熟期黄體嚴存 セリ

恐 ラク黄體 ハ子宮角 以外 ノ部位ニ於テハ一過性 ニ作用 スルタメナルベ シ.

(d)交 尾間期第12-14日-此 期 ニ於テハ最早變性 ヲ認 メズ.第12日 ニハ管腔 ハ稍廣濶 トナ

リ上皮 ハ大半ハ單層 ノ高圓柱 上皮ニシテ 密ニ配列 シ一部 ハ粘液細胞 ノ状ヲナシ或 ハ既ニ2-3

層 ニ配列 セル者 アリ白血球進入ハ尚ホ多數 ナリ.

交尾間期第13-14日 ニハ上皮ハ總 テ粘液細胞 ト化 シ肥大高度ナ リ多クハ單層 ナルモ一部ハ

2-5層 ハ多層圓柱 上皮 トナリ白血球 ハ俄然減少 シ空胞 ヲ認 メズ.基 底層 ニハ屡々「ミトーゼ」ヲ

發現 ス.

(2)交 尾前期

(a)初 期-最 初圓柱 上皮ハ交尾間 期終期 ト同様ニ粘液細胞 ニシテ總テ6-7層 ニ配列 ス.基底

層 ト圓柱 上皮 トハ中間 ニ始 メテ扁平上皮 ヲ發現 シ2-4層 ニ配列 ス.少時 ニシテ圓柱 上皮ハ極 メ

テ顯著ナル増殖ヲ惹起 シ同時ニ皺襞 モ著明 トナ リ頸管内ニ多數 ハ島(Insel)ヲ 形成 ス.上 皮 ハ

4-8層 ヨリ20-30層 或ハ夫 レ以上 ハ増殖 ヲナ シ頸管内ニ存 セル島モ各 々同一ノ上皮被包ヲ蒙

レルタメ相互ニ密 ニ接觸 シテ甚複雜ナル塚 ヲ形成ス.擴 大 セル頸管ハ遂 ニ之等上皮ヲ以テ充滿

シ僅ニ狹隘ナル管(Kanal)ヲ 止ムルハミナ リ.

圓柱上皮ノ次層 ハ扁平上皮 ニシテ7-11層 ニ配列 シ其ノ表在1-2層 ニ角化ヲ發現 ス,サ レド

モ腟及 ビ腟部 ニ見 ル如ク顯著ナラズ シテ時 ニ缺如セル者アリ,基 底層 ハ2-5層 乳嘴著 明ナ リ.

(b)中 期-初 期 ニ比 シ増殖少 シク不充分ナルガ圓柱 上皮ハ尚ホ4-20層 ニ配列 シ扁平上皮ハ

7-12層 ナリ.

(c)終 期-最 早初期及 ビ中期ノ如キ旺盛ナル増殖ヲ認 メズ最上位 ナル圓柱 上皮ハ7-8層 ニ

シテ既 ニ一部ニ於テ變性 ヲ發現 ス,扁 平上皮 ハ2-5層 ハ基底層 ハ1-3層 乳嘴 ヲ認 メズ.

(3)交 尾期

上皮 ハ増殖 ハ更ニ輕度 ニシテ頸部下部 ニテハ粘液細胞化セル圓柱 上皮 ハ3-8層 ニ配列 シ屡々

絨毛状又ハ「ボ リーブ」様配列ヲナシ一部 ハ著明ニ變性 ヲ認 ム,次層ハ扁平上皮ニシテ5-6層 ニ

配列 ス.頸 部上部ニ於テハ數箇 ハ強大ナル縱走皺襞 ヲ生 ジ之 ヨリ更ニ多數 ノ副皺襞 ヲ發生ス,

最上層 ハ1-6層 ノ圓柱 上皮ニシテ下位 ナル扁 平上皮 ハ上方ニ赴 クニ從 ヒ次第 ニ菲薄 トナ リ1-

2層 トナリ遂ニハ全ク消失 ス.

上述 セル如ク頸部上皮 ハ臚胞成熟 ニ隨伴 シテ次第ニ著明ナル増殖ヲ營 ミ交尾前期初期 ニ於テ

其 ノ極ニ逹 ス.然 ルニ臚胞 ハ全ク成熟ヲ完成 セル交尾期ニ於テハ既 ニ著 シク増殖 ヲ減 ジ且一部

ニ變性 ヲ認 ム.

此事實 ヨリ按 ズルニ臚胞モ亦黄體 ト同様 ニ子宮角以外 ノ部位 ニテハ其 ハ生物學的機 能ハ永續

シテ作用 セズ恐 ラク一過性 ニ働 クモハナラン.
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(4)交 尾後期

(a)初 期ハ交尾期 ト同様 ニ多數 ノ皺襞 ヲ生 ジ上皮 ハ尚ホ粘液細胞ハ状 ヲナシ多 クハ2-6層

ノ多層 圓柱 上皮 ニシテ一部ハ單層 トナル變性 ハ尚ホ輕度 ナリ,扁 平上皮ハ頸部ノ下部 ニテハ

1=2層 ヲ發現 スルモ上部 ニハ全 ク缺如ス,基 底層 ハ1層 ニシテ乳嘴 テ形成セズ白血球ハ上皮ニ

進入セズ.

(b)中 期ハ皺襞尚ホ比較的著明 ナルモ上皮ハ單層又ハ3-6層 ノ多層圓柱 上皮ニシテ變性ハ

稍著明 ナリ.扁 平上皮及 ビ基底層 ハ頸部 ノ上部 ニテハ全ク缺如ス.

(c)終 期ハ上皮ハ大半ハ單層 トナルモ 一部ハ尚 ホ2-6層 多層圓柱 上皮 ニシテ 變性 ハ次第 ニ

顯著 トナル.特 異 ナルハ上皮直下ニ多數空胞 ヲ發生 ス.扁 平上皮及 ビ基底層 ハ頸 部下部 ニノ ミ

發現 シ孰 レモ變性強度ナ リ.

此期 ハ上皮ノ變性ハ卵巣 ニ於テ一時全 ク臚胞ヲ發現 セザルタメナ リ.

要旨

(1)交 尾間明-Fellnerハ 多層扁平上皮ヨリナル ト唱 フレドモ余 ノ實驗 ニ於テハ第1-3日 ハ

多 クハ單層圓柱 上皮ナル カ又 ハ一部ハ2-6層 ノ多層圓柱 上皮 ヨリナ リ變性高度 ナリ.第4-5

日ニハ黄體ノ影響 ニヨリ肥大増殖 ヲナ シ屡々2-5層 ハ多層圓柱上皮 トナル.然 ルニ第6-11日

ニ亙 リテ上皮ハ高度 ノ變性 ニ陷 リ盛 ニ剥脱シ 白血球及 ビ空胞 ヲ多數 ニ發現ス.第12-14日 ニハ

臚胞ノ成熟 ニ伴 ヒテ上皮ハ再 ビ粘液細胞 ハ状 ヲ呈 シ肥大著 シク2-3層 ニ配 列ス.

(2)交 尾前期-初 期 ノ最初ニハ 圓柱上皮 ト基底層 トノ中間 ニ2-4層 ハ扁平上皮ヲ發現 ス.

圓柱 上皮ハ間モナク極 メテ顯著ナル増殖ヲナシ4-8層 又ハ20-30層 ニ増殖 シ全ク頸管腔 ハ上

皮ヲ以テ滿 タスニ至ル.扁 平上皮モ7-11層 トナリ其ノ表在1-2層 ニ角化 ヲ發現 ス.中 期 ニハ

少 シク増殖不充分 トナリ,終 期 ニハ最早初期及 ビ中期ニ見ル如キ旺盛ナル増殖 ヲ見 ズ.

(3)交 尾期-上 皮 ハ増殖 ハ更 ニ輕度 ニシテ 頸部下部 ニハ圓柱上皮ハ3-8層 トナリ屡々稍著

明ナル變性ヲ認 ム.扁 平上皮ハ5-6層 ナルモ上方ニ赴 クニ從 ヒ1-2層 トナリ遂 ニ全 ク消失 ス.

(4)交 尾後期-上 皮ノ状 ハ略ボ交尾期 ト同一ナルモ變性 ハ更 ニ増進 シ扁平上皮ハ頸部 上部ニ

ハ全ク缺如 ス.終 期 ハ大半 ハ單層 トナルモ一部ハ尚ホ2-6層 ノ多層圓柱 上皮ニシテ變性愈々

顯著ナリ.扁 平上皮及 ビ基底層 ハ頸部下部ニノミ發現シ孰 レモ高度 ノ變性ヲナス.

(VI)子 宮體部ノ週期性變化

(1)交 尾間期

(a)交 尾間期第1-3日-管 腔 ハ頸部ニ比 シ稍 廣濶皺 襞 モ少 シク著明 ナリ上皮ハ常ニ單層圓

柱 上皮ニシテ頸部ニ比 シ厚徑 ヲ増加 ス.上 皮 ハ變性 ハ頸部.腟 部及 ビ腟 ニ於テハ甚顯著ナルモ

體部上皮ハ僅ニ第1日 ニ於 テ一部輕度 ノ變性 ヲ發現 セルノミナ リ.腺 ハ發育中等且少數ニシテ

「ミトー ビ」ヲ見ズ.

(b)交 尾間期第4-7日-上 皮 ハ頸部ニ見 ル如キ増殖ヲ認 メズ 常 ニ單層圓柱上皮 ニシテ 唯粘

389



1470 由 井 勝

液細胞化 ヲナシ輕度 ノ肥大ヲナス.腺 ハ最初ハ少數 ナルモ次第ニ多數 トナ リ發育佳 良腺腔著明

ニ擴大 シ分泌ヲナス.

要スルニ黄體 ハ子宮體部ニテハ上皮ヨリモ寧 ロ粘膜固有層 ニ作用 シ分泌期 ハ状 ヲナス.

(c)交 尾間期第8-10日-管 腔 ハ次第 ニ廣濶 トナリ皺襞 モ少 シク増加ス上皮ハ單層圓柱 上皮

ニシテ第9日 ニ一部輕微ナル變性ヲ認 メタルモ其ノ他ニハ變性 ヲ認メズ.腺 ハ最早分泌 ヲ營 ム

コトナク「ミトーゼ」ヲ發現セズ.

要 スルニ頸部其ノ他 ニ見 ル如キ高度 ノ變性 ヲ認 メズ.

(d)交 尾間期第11-14日-管 腔 ハ俄 ニ著 シク擴大 シ皺襞 モ甚高度 トナ リ多數 ハ縱走皺襞 ヲ

形成 シ更ニ多クノ副皺襞 ヲ發生 ス.上 皮 ハ尚 ホ常ニ單層圓柱 上皮ニシテ粘液細胞 トナリ肥大稍

著明ナリ一部 ハ高圓柱 上皮ノ無 ヲナシ密ニ配列ス.腺 ハ再 ビ増加 シ發育佳良少數ノ「ミトーゼ」

ヲ認ム.

(2)交 尾前期

(a)初 期-最 初ハ單層 ナルガ少時 ニシテ一部多層化ヲナス,單 層 ナル者 ハ細長ナル高圓柱上

皮 ノ状 ヲナシ多層ナル者 ハ粘液細胞ニシテ 肥大高度 多クハ絨毛状配列 ヲナシ又 ハ4-5層 多層

圓柱上皮 ノ状 ヲナス.扁 平上皮及 ビ基底層 ハ發現 セズ.腺 ハ發育中等「ミトーゼ」ヲ發現 ス固有

層 ニモ屡 々「ミトーゼ」ヲ認ム.

(b)中 期-急 速ニ顯著 ナル増殖ヲ惹起 シ圓柱上皮ハ4-13層 或ハ夫 レ以上 ニ増殖 シ多層圓柱

上皮 ノ状ヲナシ又 ハ屡 々「ボ リーブ」状或 ハ絨毛状増殖 ヲナス.管 腔 ニハ多數 ノ島(Intel)ヲ 形

成 シ各々同一ナル上皮 ヲ有 シ互 ニ密 ニ接觸 シテ複雜ナル像 ヲ呈ス.然 レドモ頸 部ニ比 シ増殖 ハ

少 シク輕度 ナリ腺 ハ初期 ト大差ナク固有層 ニハ多數ノ「ミトーゼ」ヲ認 ム.

(c)終 期-上 皮増殖 ハ比較的速 ニ減少 シ僅 ニ3-6層 トナ リ一部ハ單層 トナル 孰 レモ粘液細

胞 ノ状ヲナシ屡々無核細胞 ヲ發現ス.腺 ハ初期 ト大差 ナシ.

(3)交 尾期

上皮増殖 ハ交尾前期中期及 ビ終期 ニ比 シ少 シク輕度 ナリ管腔 ハ尚ホ廣濶數箇ノ大ナル縱走皺

襞 ヲ認 メ其 ノ他著明 ナル樹枝状 ヲナス.上皮 ハ總テ粘液細胞ニシテ肥大 シ多クハ4-5層 ノ多層

圓柱 上皮其 ノ他ハ絨毛状又ハ「ボ リー ブ」状配列 ヲナシ屡々無核細胞ヲ認ム其 ノ他 一部ハ單層ナ

リ.腺 ハ多數ニシテ發育佳良一部腺腔稍擴大 ス固有層ニハ尚ホ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

(4)交 尾後期

(a)初 期-交 尾期 ト略ボ同一所見ヲ呈 シ一部ニ於テ數箇ハ大ナル縱走皺襞 ヲ認 メ上皮ハ總テ

粘液細胞ニシテ1-5層 ノ圓柱上皮 ニシテ白血球 ヲ認 メズ,固 有層 ニハ多數ノ「ミトーゼ」及 ビ

白血球ヲ認 ム,腺 ハ一部稍著明 ニ擴大 シ屡々「ミドーゼ」ヲ發生 ス.

(b)中 期-殆 ド初期 ト同一所 見ナリ.

(c)終 期-上 皮 ハ増殖 ハ急速 ニ減少 シ殆 ド總テ單層圓柱上皮 ニシテ肥大著 シカラズ僅ニ一部
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ハ尚ホ粘液細胞 ノ状 ヲ呈ス,皺 襞 ハ一小部 ニ於テハ尚ホ絨毛状又 ハ「ボ リー ブ」状 ヲナスモ概 ネ

平滑ナリ.固 有層 ニ於テ特異 ナルハ上皮直下ニ多數ハ空胞ヲ發現 スルコ トナ リ.腺 ハ少數腺腔

狹ク「ミトーゼ」少數 ナ リ.

要旨

(1)交 尾間期-交 尾間期 第1-3日-上 皮 ハ常ニ單層圓柱上皮ニシテ頸部其 ノ他 ニ見ル如キ

著明 ナル變性 ヲ認 メズ,腺 ハ少數「ミトーゼ」及 ビ分泌ヲ證明セズ.第4-7日 ニハ上皮ハ單層 ニ

シテ粘液細胞化シ稍々肥大ス,腺 ハ發育佳良腺腔著明ニ擴大シ分泌 ヲナス即 チ黄體 ハ子宮體部

ニ於テハ 上皮 ヨリモ寧 ロ粘膜固有層 ニ作用 シ分泌期 ノ状 ヲナス.第8-10日 ニハ頸部ニ見ル如

キ顯著ナル變性 ヲ認 メズ腺 ハ最早分泌 ヲ營マズ.第11-14日 ニハ皺襞著明 トナリ上皮ハ單層

ナルモ一部粘液細胞 トナリ肥大高度ナリ.腺 ハ増加 シ發育佳良少數 ノ「ミトーゼ」ヲ呈ス.

(2)交 尾前期-最 初ハ單層ナルモ 間モナク一部多層化ヲナシ4-5層 ノ多層圓柱上皮 トナル,

扁平上皮ヲ發現セズ,腺 ハ發育中等「ミトーゼ」ヲ認 ム.中 期ニハ急速 ニ顯著ナル増殖 ヲ惹起 シ

圓柱 上皮ハ4-13層 或ハ夫 レ以上 ニ増殖 シ殆 ド管腔 ハ上皮 ヲ以テ充滿 セラル.腺 ハ大差ナシ.

終期ニハ上皮増殖 ハ比較的速 ニ減少 シ僅 ニ3-6層 トナ リ一部ハ單層圓柱 上皮ナリ.

(3)交 尾期-上 皮増殖ハ 更ニ輕微 トナル 上皮ハ總テ粘液細胞 ニシテ4-5層 又 バ一部 ハ單層

ニシテ屡々無核細胞 ヲ發現 ス.腺 ハ多數 一部腺腔少 シク擴大ス.

(4)交 尾後期-初 期 及ビ中期 ハ交尾期 ト略 ボ同一所見ヲ呈 シ終期 ニハ上皮ハ急速 ニ増殖ヲ減

ジ殆 ド總テ單層圓柱上皮ニシテ肥大著 シカラズ皺襞 モ缺如 シ平滑ナ リ.固 有層 ニテハ上 皮直下

ニ多數空胞 ヲ發現ス腺 ハ少數 ニシテ腺腔 ハ狹隘 ニシテ「ミトーゼ」ハ少數 ナリ.

(VII)子 宮角 ノ週期性變化

子宮角 ハ妊卵 ノ着床 ズベキ部位ニシテ内生殖器中最顯著 ナル週期性變化ヲ惹起 ス.週 期性變

化ヲ營 ムハ主 トシテ粘膜機能層 ナリ然ルニ先進學者ハ孰 レモ之 ニ注意セル者 ナク唯上皮 ニ就 キ

テノミ記載 セリ.

余 ハ子宮角 ニ於 ケル週期性變化ヲ次 ノ4期 ニ大別 シタ リ.

(A)増 殖期(Proliferationsphase)-交 尾前期終期→交尾期→交尾後期 初期→後期中期→後

期終期→交尾間期 第1-3

(B)萎 縮期(Atrophische Phase)-交 尾間期第4-5日

(C)分 泌期(Sekretionaphase)-交 尾間期 第6-12日

(D)剥 脱期(Desquamationsphase)-交 尾間期第13-14日 →交尾前期初期前期→前期中期

今各期 ニ於ケル變化ヲ略述セバ次 ノ如 シ.

(A)増 殖期(Proliferationsphase)

黄體 ハ交尾間期第10日 以後ハ漸次變性 シ之ニ代 リテGraaf氏 臚胞ハ愈 々成熟ヲ完成 ス,斯

クテ其ハ生物學的機能ニヨリ子宮角粘膜ハ著明 ナル増殖期性變化ヲ發現スルナ リ.
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(1)交 尾前期終期-皺 襞著明 單層 高圓柱 上皮 ニシテ核 ハ一部配列 ヲ亂 シ所謂 僞性 多層 化

(Pseudostratified Arrangement)ノ 状 ヲナス.機 能層 ハ俄 ニ「ミトーゼ」及 ビ白血球 ヲ増加 シ

間質細胞 ノ緻密層 ニハ減少 スルモ海綿層 ニテハ増加ス.腺 ハ發育尚 ホ不充分ナルモ夥 シク多數

ノ「ミトーゼ」ヲ發現 シ斯クテ破壊 セハ機能層 モ軈 テ新生増殖スルナリ.

(2)交 尾期-皺 襞強度上皮肥厚最著 シク核 ハ一部配列 ヲ亂 シ僞性 多層 化ヲナシ「ミトーゼ」ハ

多數發現 スルモ白血球 ハ少數ナ リ.

機能層 ハ交尾前期終期 ニ比 シ著明 ニ肥厚増殖 ス.間 質細胞 ハ緻密層 ニ於 テハ著 シク減少 スル

モ海綿層ニテハ漸次増加 シ兩層 ハ境 界ハ全 ク不 明ナリ.緻 密層 ハ 「ミトーゼ」及 ビ「エオジン」

嗜好白血球 ヲ多數發現スル モ充血 ハ輕度 ナリ,海 綿層 ハ白血球 ハ同様多數ナルモ「ミ トーゼ」ハ

少 シク少數 ナリ.腺 ノ發育 ハ未 ダ充 分ナラザルモ一部腺腔 ハ稍擴大セル者 アリ分泌 ヲ認 メズ.

(3)交 尾後期-(a)初 期,皺襞 ハ輕度上皮 ハ厚徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」及 ビ白血球ヲ屡 々發現 ス.

機能層 ハ交尾期ニ比 シ更 ニ肥厚増殖 シ緻密層 ハ間質細胞少 シク増加 シ「ミ トーゼ」白血球及 ビ

充血 ハ孰 レモ増張ス.海 綿層 ハ増殖 ハ殊 ニ著明ニシテ間質細胞 ハ減少 シ白血球及 ビ「ミトーゼ」

ハ前者ニ比 シ少數 ナリ兩層 ハ境界ハ比較的明瞭ナリ.腺 ハ發育未ダ充分ナラズ一部ハ強ク擴大

セル者アルモ分泌 ヲ認 メズ,腺 上皮ニハ少數 ハ「ミ トーゼ」及 ビ白血球 ヲ發現 ス.

(b)後 期中期-皺 襞 ハ殆 ド缺如ス上皮ハ厚徑 ヲ減 ジ「ミトーゼ」及 ビ自血球 ハ増加 ス.

機能層ハ次第 ニ肥厚 シ緻密層 ハ間質細胞更ニ増加 シ白血球及 ビ「ミトーゼ」モ愈々多數發現 シ

充 血ハ初期 ト大差ナシ,海 綿層 ハ間質細胞 ヲ減 ジ兩層 ノ境 界ハ一層明白 トナル.

(c)後 期終期-皺 襞 ヲ認 メズ上皮ハ屡々白血球及 ビ「ミトーゼ」ラ發現 ス.

機能層 ハ肥厚高度間質細胞 ハ緻密層ニ於テハ密 ニ配列 シ海綿層ハ甚鬆疎 ニシテ兩層 ハ境界明

白ナル.兩 層共孰 レモ白血球浸潤 ハ更 ニ高度 トナリ主 トシテ「エオジン」嗜好白血球 ノミニシテ

全週期中最多量ニ發現 ス,充 血及 ビ「ミトーゼ」モ次 第ニ増強ス.腺 ハ發育愈々高度 トナ リ強 ク

延長迂曲ヲナシ腺腔 バ一部擴大スルモ分泌ヲ認 メズ,特 異 ナルハ腺上皮 ニ夥 シク多數 ノ「ミトー

ゼ」ヲ發現スル コトナ リ.

(4)交 尾間期 第1-3日-上 皮 ハ單層圓柱上皮ニシテ皺襞 ハ殆 ド消失 シ平滑ナ リ屡 々「ミトー

ゼ」ヲ發現 スルモ白血球ハ少數ナ リ,

機能層 ハ兩層共ニ増殖更ニ顯著ニシテ緻密層 ハ間質細胞甚密ニ配列 シ夥 シク多數 ハ 「ミトー

ゼ」ヲ發現 ス,「エオ ジン」白血球ハ最初ハ多數 ナルモ次第 ニ減少 シ充血ハ尚ホ高度ナ リ.海 綿

層 ハ間質細胞乏 シク結締織繊維 ハ多量 ナリ,「ミトーゼ」,白 血球及 ビ充血ハ前者 ニ比 シ少 シク

少量ナ リ.兩 層 ノ境界ハ甚著明ナリ.腺 ハ發育高度 ニシテ且多數ナリ「ミトーゼ」ハ屡 々發現 ス

ルモ分泌 テ營ムコトナ シ.

(B)萎 縮期(Atrophische Phase)-交 尾間期 第4-5日

Graaf氏 臚胞ハ破綻 ト同時ニ爾餘 ノ臚胞ハ總テ變性 ニ陷 ル者ニシテ交尾後期初期及 ビ中期 ニ
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ハ全ク臚胞ヲ發現 セズ且其 ノ以後 ニ於テモ小及 ビ中臚胞 ハミニシテGraaf氏 臚胞 ヲ見ズ.依 リ

テ臚胞「ホルモン」ハ一時全ク産生 セラレザルカ又ハ甚微量 トナリカクテ此期 ニ於 ケル高度 ナル

萎縮ヲ惹起 スルナ リ.

子宮角ハ交尾間期第4-5日 ニ於テ甚高度 ナル萎縮 ヲナシ其 ノ重量ハ増殖期子宮角 ノ約1/3-1/5

トナ リ,子 宮腔ハ甚狹ク上皮 ト上皮 トハ屡 々接觸 シ且厚徑ヲ減 ズ.

最顯著ナルハ機能層 ノ所見ニシテ増殖期 ノ約1/7-1/10ニ 萎縮 シ兩層 ノ境界ハ稍木明瞭 ナリ,

「ミトーゼ」ハ急速 ニ減少 シ白血球及 ビ充血モ輕度ナ リ殊 ニ注意スベキハ腺 ニシテ極度ニ發育 ハ

抑制セラレ1箇 ノ腺 ハ1-2箇 ノ圓形ナル横斷面ヲ現スノミニシテ筋層 モ菲薄 ナリ.

要スルニ組織構戒成分ハ總テ量的減少 ヲナ シ殊ニ機能層最高度 ナリ.

(C)分 泌期(Sekretionaphase)-交 尾間期第6-12日

黄體 ハ交尾間期第3-9日 ニ亙 リ成熟期黄體 ノ状 ヲナシ其 ノ生物學的機能 ニヨ リ著明 ナル妊

娠前期性變化(Praegravide Umwandlung der Uterusschleimhaut)ラ 惹起ス.

交尾間期第4-5日 ニ於テ高度ナル萎縮ヲ惹起 シタル機能層ハ 此期 ニ於テ 再 ビ顯著ナル肥厚

ヲナス.

子宮腟 ハ少 シク廣濶 トナリ皺襞輕度上皮ハ單層圓柱 上皮核 ハ基底 ニ位 シ白血球乏 シク 「ミ ト

ーゼ」ハ全 ク發現セズ.

機能層 ハ緻密層稍薄 ク「ミ トーゼ」ハ全ク認 メズ「エオジン」嗜好白血球少數 ナリ充血ハ高度 ニ

シテ屡々上皮直下ニ小溢血ヲ認 メ間質細胞 ハ少 シク減少 ス.海 綿層 ハ甚高度 ナル肥厚増殖 ヲナ

シ充血及 ビ白血球 ハ稍少數 ナルモ「ミ トーゼ」ハ全 ク發現セズ兩層 ノ境 界ハ比較的明瞭ナ リ.

腺 ノ發育 ハ極 メテ高度 ニシテ強ク延長迂曲 ヲナ シ「アチヌス」ヲ形成 シ腺腔 ハ中等度 ニ擴大 シ

分泌ヲ營 メリ,腺 上皮ニハ脂肪及 ビ「グ リコゲー ン」多量ニ發現 シ「ミトーゼ」ヲ見ズ.筋 層 モ著

明ニ肥厚 ス.機 能層 ノ肥厚増殖ハ交尾間期第7-8日 最高度ニ シテ夫 レ以後 ハ漸次輕度 トナル.

上敍 セル機能層 ハ所見ハ全ク妊娠前期性變化(Pragravide Umwandlung der Uterusschle

imhaut)ナ リ.

(D)剥 脱期(Desquamationsphase)

此期 ニ於テハ黄體 ハ高度ノ變性 ヲナシ黄體「ホルモ ン」産生ハ著 シク減弱 シ又 ハ全 ク衰滅 ス爲

ニ機能層ハ著 シテ菲簿 トナリ遂ニ一部剥脱セラルルナリ.

(1)交 尾間期第13-14日-第13日 ニハ機能層 ハ著 シク菲薄 トナ リ腺 ノ分泌機能 モ漸次不充

分 トナル.同 時 ニ成熟臚胞 ノ影響 ヲ蒙 リ「ミトーゼ」ヲ一部發現 ス.皺 襞高度ニ シテ多數絨毛 ヲ

形成 シ上皮ニ單層 ナリ.緻 密,海 綿兩層共ニ菲薄ニシテ「ミトーゼ」及 ビ白血球ハ少數 ナルモ充

血ハ高度ナ リ.腺 ハ發育佳良ナルモ分泌不充分ナ リ腺上皮ニハ「ミトーゼ」ヲ認 メズ.

第14日-機 能層 ハ著 シク厚徑 ヲ減 ジ充血ハ甚 シク高度 ニシテ多數毛細管ハ強ク怒張 充血シ

子宮腔 ニ向ヒ放線状方向ニ走行 シ互 ニ密 ニ吻合シテ毛細管網 ヲ形成 シ海綿状 ヲ呈ス.怒 張 セル
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毛細管 ヨリハ破綻(Rhexis)又 ハ露出(Diapedesis)ニ ヨリ高度間質内出血 ヲ來 シ遂ニ機能層ハ

一部剥脱 ス.余 ハ第14日 ニ於テ屡 々子宮腔 ハ大半ヲ滿 セル大ナル組織片ヲ認 メ此剥脱 セル組

識片ハ主 トシテ(イ)大 量ハ間質出血,(ロ)多 數毛細管ハ新生増殖,(ハ)無 數 ノ「ヒスチオチー

テ ン」様細胞 ヨリナリ同時 ニ間質組織及 ビ上皮ハ一部 ヲ認 メタ リ.

(2)交 尾前期初期及 ビ中期-皺 襞 ハ次第 ニ著明 トナリ上皮ハ厚徑 ヲ増 シ核 ハ配列不規則 ニシ

テ一部僞性多層化 ヲナス.

機能層ハ交尾間期第13-14日 ト同ジク著明 ニ厚徑ヲ減ズ.緻 密層 ハ間質細胞減少 シ白血球

ハ最初ハ少數 ナルガ中期 ヨリ比較的多數 ノ「エオ ジン」白血球及 ビ「ヒスチーテン」様細胞 ヲ發現

ス.海 綿層 ハ薄 ク白血球 ハ次第 ニ減少 ス.兩 層 ノ境 界ハ明 白ナ リ.腺 ハ發育不充分ニシテ腺絲

毬部ヲ有セザル者 アリ.

尚ホ此期 ニ於テ機能層 ハ高度ナル變性 ヲ惹起 シ遂 ニ破壊剥脱 スルノ事實 ヲ確認 シタ リ.變 性

ハ最 初ハ粘膜上皮及 ビ腺直行部ニ始 リ「ビクノーぜ」ヲ現 シ空胞ヲ形成 ス.原 形質ハ汚穢 ニ着色

シ少 シク溷濁 ス變 性ハ更 ニ間質細胞ニ波及 シ同時 ニ多數 ノ「エオジン」嗜好白血球及 ビ「ヒスチ

オチーテ ン」様細胞ヲ發現 ス.變 性ハ愈々増進 シ遂ニ機能層 ハ一部剥脱 スルナ リ.

(VIII)輸 卵管ノ週期性變化

由來輸卵 管ニハ週期性變化ナシト信ゼラル.余 ハ輸卵管ニ於 テモ一定 ノ週期性變化 ノ存 セル

コトヲ確認 シタ リ,然 レドモ其 ノ變化ハ甚輕微ナ リ.

峽部 ハ常 ニ氈毛ヲ有 セズ皺襞 ハ輕微ニシテ横斷面ハ星芒状 ヲナ シ筋層 ノ發育 ハ最佳良ナリ.

罎状部ハ大半ハ氈毛ヲ有 シ皺襞 ハ比較的著明ニシテ樹枝状ヲナス.

漏斗部及 ビ剪綵部ハ殆 ド總テ氈毛 ヲ有ス.

峽部及 ビ罎状 部ハ交尾間期初期 ハ單層圓柱 上皮 ニシテ變性ヲ認 メズ白血球及 ビ「ミ トーゼ」稀

ニ發現 ス.

交尾間期第3-5日 ニハ上皮ハ單層 ナルガ粘液細胞 トナ リ稍著 シキ肥大ヲナス.

交尾間期第6-14日 ニハ全ク肥大ヲ認 メズ且變性 ヲモ發 現セズシテ殆 ド不變 ニ止ルナ リ.

漏斗部及 ビ剪綵部ハ粘液細胞 トナルコ トナ リ從テ上皮ノ肥大ヲ認 メズ交尾間期中殆 ド著變 ヲ

見 ズ.

交尾前期及 ビ交尾期 ニハ各部共 ニ皺襞著明 トナ リ上皮 ハ少 シク厚徑 ヲ増加 シ核ハ配列不規則

トナ リ所謂僞性多層化ヲナシ一部ニ於 テハ時 トシテ2-3層 ノ多層圓柱上皮ノ状 ヲ呈 セル者 ア

リ.

交尾後期 ニハ各部孰 レモ少 シク上皮ノ厚徑 ヲ減 ジ屡々「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

初期 ニハ多數 ハ空胞ヲ發生スルモ次第 ニ減少 シ終期 ニハ全 ク發現 セズ.

尚ホ交尾期 ヨリ交尾後期 ニ亙 リテ固有層 ノ間質細胞 ハ肥大 シテ脱落膜細胞様像 ヲ呈 セル者 ア

リ殊ニ罎状部最著明ナ リ.
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要之 ニ輪卵管ニハ黄體及 ビ臚胞ハ孰 レモ其ノ作用甚輕微 ナリ依 リテ其ノ週期性變化モ亦極メ

テ輕微ナリ.

(IX)卵 集 ノ週期性變化

卵巣ノ週期性變化 ハ臚胞及 ビ黄體 ニ別チテ敍述ス,尚 ホ便宜上交尾後期ヲ起點 トシテ記載 セ

リ.

(1)臚 胞

(8)交 尾後期

初期及 ビ中期-Graaf氏 臚胞ノ破綻 ト同時ニ爾餘ノ臚胞ハ總テ變性ニ陷 リ此期 ニ於テハ全ク

臚胞ヲ發現セズ.

終期ニ至 リテ始 メテ臚胞 ヲ發生スルモ總テ小臚胞 ノミナ リ.

(b)交 尾間期

第1日 ハ尚ホ小臚胞 ノミヲ發現 スルモ以後ハ臚胞ハ漸次發育 ヲ進 メ中及 ビ大臚胞 ヲ多數證明

ス.從 來 「黄體ハ臚胞 ノ發育ヲ抑制 シ黄體 ガ退行變性 ニ陷 ルニ至 リ始 メテ新臚胞ハ發育 ヲ開始

ス」 ト信ゼラレタルモ,余 ノ實驗ニ於テハ黄體 ノ嚴存 スルニモ拘 ラズ臚胞ハ漸次發育増大 シ行

クヲ認 メタ リ.

(c)交 尾前期

卵巣ハ充血最強度 ニシテGraaf氏 臚胞ハ略ボ成熟ヲ完成 シ臚胞數 モ全週期中最多數 ニシテ主

ト シテ大及 ビ中臚胞ナ リ,閉 鎖臚胞 モシク増加 ス.

(d)交 尾期

中及 ビ小臚胞ヲ減ジ主 トシテ大臚胞 ノミヲ發現 シGraaf氏 臚胞ハ前期 ニ比 シ更 ニ著 シク増大

シ甚大量ノ臚胞液 ヲ滿 シ豊滿充實 セル圓形又 ハ橢圓形 ヲナシ次第ニ卵巣表面 ニ近ヅキ一部表面

ヨリ膨隆 ス.臚 胞内膜 ハ極度 ノ充血 ヲナ シ美麗 ナル花環ハ如 キ状 ヲナス,斯 クテ臚胞ハ全ク成

熟ヲ完成ス.

成熟 ヲ完成 セルGraaf氏 臚胞ハ兩側卵巣ニ各々1-2箇 稀 ニ3箇 ヲ認ム.交 尾期終末ニ於テ

之等臚胞ハ一齊 ニ破綻 ス.

從來海〓ハ 「交尾 ニヨリテノミ排卵 ス」 ト信ゼラレタルガ既ニRubaschkin及 ビBischoff

等 ノ研究ニヨリ自然排卵ヲナスコトヲ認 メラレタ リ.余 モ亦此事實 ヲ確認 シタ リ.

(2)黄 體

(a)交 尾後期

交尾期 ハ終末 ニ於 テGraaf氏 臚胞ハ破綻 シ之 ト同時 ニ黄體 ヲ形成 ス.黄 體ハ1側 ニ於テ1-2

箇稀ニ3箇 ヲ認 ム.

初期 ニハ最新鮮 ナル増殖期 ノ黄體 ヲ發現 ス,内 膜 ハ充血ハ殊 ニ高度ナルモ未グ内膜 毛細管ハ

黄體ニ進入 セズ.頬 粒膜「ルテ イン」細胞ハGraaf氏 臚胞 ノ顆粒膜細胞 ト全ク同一形熊 ヲ呈ス.
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「ルテイン」細胞 ハ起源 ニ關 シテハ余ハ實驗上 上皮説ニ賛同ス.

中期 ニハ怒張 セル内膜毛細管ハ結締織繊維 ト共 ニ境 界膜 ヲ突破 シ遂ニ黄體 ニ進 入シ血管新 生

期 ノ状 ヲナス.

終期ニハ毛細管及 ビ結締織 ハ多數黄體 ニ進入シ内膜充血ハ少 シク輕度 トナル,中 期 ト同様血

管新生期ノ状 ヲナス.

尚ホ興味アルハ時 トシテ全ク自然ニ閉鎖黄體 ヲ發現スルコ トアリ.黄 體 トハ其ノ造構 テ異ニ

シ中央 ニハ腔 ヲ有 シ之ニ面 シテ2-4層 ノ變性 セル顆粒膜細胞ヲ有 シ一部ハ3-8層 ニ配列 シテ

胚丘ヲ作 リ中央ニ變性卵 ヲ藏 セリ.顆 粒膜細胞 ノ外側ニハ12-13層 ニ配列 セル 「ルテイン」細

胞層 ヲ有 シ多數ノ「ミトーゼ」ト毛細管進入ヲ認 メタ リ.

閉鎖黄體 ニ於テハ其 ノ「ルテイン」細胞 ノ起源ハ恐 ラク臚胞内膜細胞ナルべ シ.

故 ニ黄體 ト閉鎖黄體 トニ於テハ其ノ「ルテイン」細胞 ノ起源ヲ異ニスルナ リ.

(b)交 尾間期

第1日 ハ黄體ハ甚大 トナ リ皮質ノ大半 ヲ占 メ圓形又 ハ橢圓形 ヲナシ毛細管ハ既 ニ黄體 ノ中心

ニ達 シ結締織繊維モ強ク新生増殖ス.

「テル イン」細胞 ハ尚ホ大半ハ顆粒膜細胞類似ハ形態 ヲナシ同 ジク血管新生期 ハ状 ヲナス.

第2日 ハ内膜 ハ菲薄 トナ リ一部少 シク不明 トナル顆粒膜「ルテイン」細胞 ハ次第 ニ肥大 シ固有

ノ「ルテイン」細胞 ノ像 ヲ呈 シ毛細管ハ愈々多數進入シ一部出血核ヲ形成ス.

第3日 ハ内膜ヲ殆 ド缺如 シ毛細管進入ハ殊 ニ高度 トナ リ「ルテ イン」細胞 ヲ圍繞 シテ密 ニ接觸

シ遂ニ熟期ニ達ス,一 部ニ大ナル出血核 ヲ有 ス.

第3-9日 ハ成熟期ノ状 ヲ持續 ス.

第10日 ニハ毛細管ハ著 シク減少 シ結締織 ハ益々増加 シ一部ハ既 ニ退行變 性ヲナシ最早成熟

期 ノ状ヲ呈 セズ.

第11日 ニハ半バ變性 ヲ認 メ「ルテイン」細胞 ハ縮小 シ汚穢ナル着色ヲナ シ一部ハ難染性 トナ

ル.

第12日 ニハ毛細管ハ著 シク減少 スレドモ尚ホ一部ニ「ミトーゼ」ヲ發現 ス.

第13-14日 ニハ比較的顯著ナル退行變性 ヲナシ一般 ニ難染性汚穢 ナル着色ヲナ シ核 ハ縮小

シ「ビクノーゼ」及 ビ「クロマトリーゼ」ヲ認 メ空胞 ヲ形成 ス.

(c)交 尾前期

黄體 ハ著 シク縮小 シ不規則ナル形状 ヲナシ一般 ニ難染性汚穢ナル着色 ヲナシ核ハ萎縮 シ 「ビ

クノーゼ」又ハ空胞 ヲ形成 ス.

(d)交 尾期

前期 ト同様著 シク縮 小シ不規則ナル形状ヲナシ「ルテイン」細胞ハ縮小 シ殆 ド總 テ著明 ナル退

行變性ヲナシ「クロマ トリーゼ」,「ビクノーゼ」ヲ現 シ遂ニハ核ヲ缺如セル者モ發現 ス,毛 細管
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ハ甚著明 ニ減少 シ結締織ハ益々増加 シ中央ニ顯著ナル結締織核 ヲ形成 ス.

(e)交 尾後期 ニハ總 テ高度ノ變性ニ陷ルナ リ.

(X)卵 集週期 ト子宮,腟 及 ビ輸卵管週期 トノ時期的關係

(1)卵 集週期 ト子宮週期 トノ時期的關係

(a)卵 巣週期 ト子宮角週期

(イ)黄 體 ト子宮角週期

卵集ニ黄體 ハ交尾間期第3-9日 ハ成熟期黄體 ヲ認 メ其 ノ生物學的機能 ニヨリ子宮角ハ交尾

間期第6-12日 ニ於テ顯著ナル妊娠前期性變化ヲ惹起 ス機能層ハ高度 ハ肥厚ヲナシ腺ハ發育佳

良ニシテ分泌機能 ヲ證明 ス.

如斯顯著ニ肥厚 セル機能層 モ黄體機能 ハ衰滅 ト共ニ次第 ニ厚徑 ヲ減ジ腺,分 泌機能モ漸次輕

度 トナリ遂 ニ全ク消失ス,軈 テ交尾間期第14日 ヨリ交尾前期中期 ニ於 テ高度 ノ間質内出血及 ビ

上皮竝ニ腺上皮 ノ變性 ヲ惹起 シ遂ニ機能層 ノ一部ヲ剥脱 ス,余 ハ此期 ヲ剥脱期 トナス.

(ロ)臚 胞 ト子宮角週期

剥脱期 ニ於 テ著 シク菲薄 トナ リ且一部 ヲ剥脱セル機 能層 ハ臚胞ハ成熟 ニ隨伴 シテ交尾前期終

期ヨリ交尾期,交 尾後期及 ビ交尾間期第1-3日 ニ亙 リテ顯著ナル肥大増殖 ヲナシ 「ミ トーゼ」

ハ夥 シク多數 ニ發現 シ腺 ハ發育佳良ナルモ分泌ヲ認 メズ腺上皮ニハ多數「ミ トーゼ」ヲ發生ス.

カクテ所謂増殖期 ハ状 ヲ呈ス.

交尾期終末ニGraaf氏 臚胞ハ破綻 シ爾餘ハ臚胞ハ一齊ニ變性 ス.カ クテ交尾後期初期及 ビ中

期ニハ一時全ク臚胞 ヲ發現セズ,且 夫 レ以後 モ臚胞ハ小及 ビ中臚胞ノ ミヲ發生 ス依 リテ茲 ニ臚

胞機能バ一時全ク廢絶ス.又黄體機能モ尚ホ不充分ナルタメ子宮角ハ交尾間期第4-5日 ニ於 テ

極メテ高度ナル萎縮ヲ惹起 スルナ リ,余 ハ之ヲ萎縮期 ト呼唱ス.

(b)卵 集週期 ト子宮體部週期

(イ)黄 體 ト子宮體部週期

交尾間期第4-7日 ニ於テ 體部上皮 ハ粘液細胞 トナ リ輕度ニ肥大スルモ上皮増殖 ヲ認 メズシ

テ常ニ單層圓柱 上皮ナ リ.腺 ハ分泌 ヲ開始スルモ粘膜固有層ノ肥厚ヲ證明セズ.

第8-10日 ハ最早肥大及 ビ腺分泌 ヲ發現 セズ.要 スルニ黄體機能ハ子宮角ニ比 シ遙ニ輕微 ニ

シテ且一過性 ナリ.

(ロ)臚 胞 ト子宮體部週期

臚胞 ハ子宮角ニ於 テハ粘膜 能層 ニ作用 シ顯著ナル増殖期性變化ヲ發現スルモ子宮體部 ニ於

テハ唯上皮ニハミ作用 ス.

交尾間期第11-14日 ハ上皮ハ單層 ナルモ粘液細胞 トナ リ著明 ニ肥大 ス.腺 ハ再 ビ増加スルモ

分泌ヲ認 メズ腺上皮 ニ「ミトー ゼ」ヲ發現 ス.

交尾前期中期 ニハ俄 ニ高度 ナル上皮増殖 ヲ惹起 シ圓柱上皮ハ4-13層 トナル.
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交尾前期終期ニハ急速ニ増殖 ヲ減 ジ3-4層 トナル.交 尾期及 ビ交尾後期 初期竝 ニ中期 ハ之

ト略ボ同一所見 ヲ呈スルモ交尾後期終期 ニハ急激 ニ増殖ヲ減 ジ總テ單層 トナル.

要之ニ體部ニ於テハ臚胞ハ黄體 ニ比 シ比較的強ク作ス.サ レドモ其 ノ作用機轉ハ子宮角 トハ

全ク異ナ リ主 トシテ上皮ニノミ作用 シ且永續性ナラズ シテ一過性ナ リ.

(c)卵 巣週期 ト子宮頸部週期

(イ)黄 體 ト子宮頸部週期

交尾後期以來變性 ト破壊 トヲ繼續 シタル頸部上皮ハ成熟期黄體ノ發現 ト同時 ニ交尾間期第3

日ニ一部粘液細胞 トナ リ,第4-5日 ハ2-5層 ノ多層圓柱 上皮 トナリ強ク肥大 シ最早變性ヲ認

メズ.第6日 以後ハ再 ビ高度 ノ變性 ヲナス.

要之 ニ黄體ハ子宮角以外ノ部位 ニテハ其ノ作用機轉 ヲ異ニシ上皮 ニノミ作用 シ且其ノ生物學

的機能 モ輕微ニシテ一過性ナ リ.

(ロ)臚 胞 ト子宮頸 部週期

交尾間期窮6-11日 ニ亙リテ變性 ト破壊 ヲ續行 シタル頸部上皮ハ臚胞成熟 ニ隨 ヒテ上皮肥大

ヲ認 メ漸次著明ナル増殖 ヲ營 ミ,交 尾前期 初期 ニ於テ極 メテ旺盛ナル増殖 ヲ惹起 シ且扁平上皮

ヲ發現 シ更 ニ一部角化ヲ證明 ス.然 ルニ臚胞 ノ全 ク成熟ヲ完成 セル交尾期 ニ於テハ上皮増殖 ハ

著明ニ輕微 トナリ且一部ニハ變性 ヲ發現 ス.

此事實 ヨリ按ズレバ臚胞 モ亦子宮角以外ノ部位 ニテハ其 ノ作用機轉ヲ異 ニシ單 ニ一過牲ナル

上皮増殖ヲナス.

臚胞ヲ全ク發現 セザル交尾後期初期及ビ中期竝ニ小及 ビ中臚胞 ノミヲ發現 シ大臚胞ヲ認 メザ

ル交尾間期初期ニ於テハ頸部上皮ハ増殖 ヲ認 メズシテ高度 ハ變性 ヲナス.

(d)卵 巣週期 ト子宮腟部週期

(イ)黄 體 ト子宮腟 部週期

交尾後期以來退行變性 ヲ示 シタル腟部上皮ハ 成熟期黄體 ノ發現 ト共 ニ交尾間期第4-5日 ニ

於テ俄然粘液細胞 トナ リ強ク肥大 シ3-6層 ノ多層圓柱上皮ノ状 ヲナス.

カクテ第6-11日 ニハ再 ビ圓柱上皮ニ高度 ノ變性惹起 ス.

要スルニ黄體ノ子宮腟部ニ對 スル態度 ハ全ク子官頸部 ト同一ニ シテ唯上皮増殖 ノミヲ促進 シ

粘膜固有層 ニハ作用 セズ且黄體 作用 ハ一過性 ナリ.

(ロ)臚 胞 ト子宮腟部週期

交尾間期第6-11日 ニ亙 リテ變性ヲ示 セル腟部上皮 ハGraaf氏 臚胞 ノ成熟ニ隨伴 シテ粘液細

胞 トナ リ強ク肥大 シ2-11層 ノ多層圓柱上皮 トナル.

臚胞ノ略ボ成熟 ヲ完成 セル交尾前期 ニハ増殖 セル圓柱上皮ノ下層 ニ扁平上皮 ヲ發生 ス,更 ニ

扁平上皮ノ表在3-4層 ニ角化ヲ發現ス.角 化ハ急速 ニ進 ミテ14-30層 ニ達ス.之 ト同時ニ圓

柱上皮ニ著明 ナル變性 ヲ惹 起ス.
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臚胞 ノ全ク成熟 ヲ完成セル交尾期 ニハ圓柱上皮ハ極度ノ變性ヲナ シ遂 ニ全ク剥脱 シ茲ニ角化

層 ヲ露出ス.

臚胞破綻 ト同時 ニ角化層 ハ總テ剥脱 ス.

排卵直後臚胞ハ一時全ク發現 セズヨリテ 上皮 ハ交尾後期 ヨリ交尾間期第1-3日 ニ亙 リテ高

度 ノ變性 ヲ惹起 ス.

(e)卵 巣週期 ト子宮各部週期 トノ相互關係

(イ)黄 體 ト子宮各部 トノ相互關係

(甲)黄 體 ハ妊卵 ノ着床 スベキ子宮角 ト之ニ關與セザル部位 トニヨリ其 ノ作用機轉ヲ異 ニス.

即チ子宮角 ニ於テハ機能層 ニ顯著 ナル妊娠前期性變化 ヲ惹起 シ,子 宮腟 部及 ビ頸部ハ唯一過性

ナル上皮増殖 ヲ發現ス但 シ體部ハ上皮肥大ヲナス ト同時ニ輕度 ノ腺 分泌ヲナス.

(乙)子 宮頸部 ト子宮腟部ハ殆 ド同一所見 ヲナス.

(丙)子 宮固有部ハ各部共同時 ニ上皮増殖 ヲ惹 起スルモ子宮角ハ之 ヨリモ1-2日 後ニ於 テ高

度ノ増殖ヲナス.

(ロ)臚 胞 ト子宮各部 トノ相互的關係

(甲)臚 胞 モ妊卵 ノ着床 スべキ子宮角 ト之 ニ關與 セザル子宮固有部 トニヨリ其ノ作用機轉 ヲ

異ニス.即 チ子宮角 ニハ機能層 ノ顯著ナル増殖期性變化ヲ呈 シ子宮固有部 ニ於 テハ單ニ上皮増

殖ヲナスニ止 リ粘膜固有層 ニハ著發 ヲ認 メズ.

(乙)子 宮角ニテハ交尾間期第4-5日 ニ於テ高度ナル萎縮ヲ惹起スルモ其 ノ他ノ部位 ニテハ

上皮ノ變性ヲ發現ス.

(丙)子 宮腟部ハ頸 部及ビ體 部 ト上皮増殖 ノ状 ヲ異ニシ交尾前期 ニ扁平上皮 ヲ發現 シ次 デ角

化ヲ認ム,交 尾期 ニハ角化層 ヲ露出ス.然 ルニ體部ハ扁平上皮及 ビ角化孰 レモ發現 セズ.頸 部

ハ扁平上皮ハ發現スルモ角化 ハ甚輕傲ニシテ1-2層 ニ止 リ又屡々之 ヲ缺如ス.

(丁)臚 胞「ホルモン」ハ子宮固有部ニハ速 ニ作用 スルモ子宮角ニハ少 シク遲延ス.

(f)卵 巣週期 ト腟週期 トノ關係

(イ)黄 體 ト腟週期

交尾後期以來變性 ヲ續行 シタル腟扁平上皮ハ黄體 ノ成熟 スル ト同時ニ 交尾 間期第4-5日 ニ

於テ新ニ3-7層 ノ多層圓柱上皮 ヲ發現 シ總テ粘液細胞 ト化 シ強ク肥大 ス.

而 シテ交尾間期第6-9日 ニハ既 ニ高度ノ變性ヲナス.

要 スルニ黄體 ノ腟 ニ對 スル態度ハ腟部及 ビ頸部 ト全 ク同一ニシテ粘膜固有層 ニハ作用 セズ シ

テ一過性 ナル上皮増殖 ヲ惹起 ス.

(ロ)臚 胞 ト腟週期

腟 ト子宮腟部 トハ全ク同ーノ所見ヲ呈ス. Graaf氏 臚胞 ノ成熟 スル ニ伴 ヒテ上皮ハ再 ビ粘液

細胞 トナリ強ク肥大 シ且増殖著明 トナル,臚 胞ノ殆 ド成熟ヲ完成 セル交尾前期 ニハ圓柱 上皮 ノ
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下位 ニ扁平上皮 ヲ發現 シ更 ニ角化 ヲ證明 ス.臚 胞全ク成熟 ヲ完成 セル交尾期 ニハ最上位ナル圓

柱上皮 ハ極度ノ變性 ニ陷 リ總テ剥脱 シ角化層 ヲ露出 ス.

排卵後臚胞ヲ全ク發現セザルニ及 ビ角化層 ハ悉ク剥脱 シテ扁平上皮ヲ露出 シ軈テ高度 ノ變性

ニ陷ルナ リ.

(g)卵 巣週期 ト輸卵管週期

(イ)黄 體 ト輸卵管週期

交尾間期第3-5日 ニ於テ峡部及 ビ罎状部ハ粘液細胞 トナ リ輕度ニ肥大ス レドモ上皮増殖 ヲ

認 メズ,且 固有層ニモ著變ヲ見ズ.

要 スルニ黄體機能ハ輸卵管ニ於テ最輕微 ニ作用 ス.

(ロ)臚 胞 ト輸卵管週期

交尾前期及 ビ交尾期 ニ於テ峡部及 ビ罎状部上皮ハ粘液細胞 トナ リ稍肥大 シ且核 ノ配列ヲ亂 シ

テ僞性多層化ヲナス.一 部ハ時 ニ2-3層 ニ増殖 セルコ トアリ.如 斯臚胞機能モ甚輕度 ナリ.

要之ニ輸卵管 ニ於ケル黄體及 ビ臚胞機能ハ孰 レモ輕微ナリ從テ其 ノ週期性變化モ亦極 メテ輕

度 ナリ.

(h)總 括的觀察

(イ)黄 體 ハ妊卵ノ着床 スベキ子宮角 ト之ニ參與 セザル部位 トニヨリ明カニ其 ノ作用機轉 ヲ

異 ニス.即 チ子宮角 ニ於 テハ主 トシテ粘膜機能層 ニ作用 シ妊娠前期性變化 ヲ惹起 シ,黄 體機能

ノ衰滅スルニ從 ヒ剥脱期 ノ状 ヲナス.

子宮體部ニテハ輕微 ニ分泌 ヲ開始 スルモ其 ノ他 ノ部位 ニテハ單ニ一過性ナル上皮増殖ヲ惹起

ス.

(ロ)臚 胞モ亦妊卵 ノ着床 スベキ子宮角 ト之ニ參與セザル部位 トニヨリ其ノ作用機轉 ヲ異 ニ

ス.即 チ子宮角 ニテハ機能層ニ顯著ナル増殖期性變化ヲ惹起スルモ其 ノ他 ノ部位 ニテハ孰 レモ

粘膜固有層 ニハ著變ナ リ只上皮増殖 ヲ發現ス.臚 胞機能ノ衰滅 スルニ從 ヒ子宮角ニテハ高度ナ

ル萎縮ヲ發現 スルモ其 ノ他ノ部位ニテハ只上皮ノ變性 ヲ認ムル ノミナリ.

(ハ)黄 體 ト臚 胞 トハ各々時 ヲ異 ニシ個 々ニ作用 ス.即 チ子宮角ニテハ黄體ハ交尾間期第6-

12日 ニ於テ妊娠前期性變化ヲナシ臚胞 ハ交尾前期終期 ヨリ交尾 間期初期ニ亙 リテ増殖期 ノ状 ヲ

ナス.兩 機能ノ移行期ハ剥脱期 ニシテ兩機能ノ孰 レモ作用 セザル時期 ハ萎縮期ナリ.子 宮角以

外ノ部位 ニテモ兩者ハ個 々ニ作用 シ兩者孰 レモ作用 セザル中間期ニハ上皮ハ高度 ニ變性 シ漸次

剥脱ス.

第6章　 結 論

(1)週 期 ノ平 均 持續 日數 ハ153日 ナ リ.交 尾 間期13-14日,交 尾 前期4-36時,交 尾 期4-

28時,交 尾後 期4-28時 ナ リ.
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(2)腟 脂膏ハ週 期性變化

交尾間期第1-3日 ハ變性扁平上皮 ト中等量 ノ白血球ヲ認 メ第4-6日 ニハ白血球ハ漸次増加

シ同時 ニ多量ノ粘液細胞ヲ發現 ス.爾後ハ大量ノ白血球 ト少數 ノ變性圓柱 上皮 ヲ排泄 シ第14日

ニハ俄然白血球 ハ減少 シ多量ノ粘液細胞 ヲ認ム.交 尾前期 ハ主 トシテ多量 ノ粘液細胞ヲ現 シ交

尾期 ニハ角化上皮 ノミヲ證明ス.交 尾後期 ニハ角化上皮ハ消退 シテ主 トシテ扁平上皮 ノミヲ多

量 ニ發現 シ軈 テ白血球 ヲ認メ次 デ扁 平上皮 ハ急速ニ減少 シ白血球 ハ著 シク増加 ス.

(3)腟 ノ週期性變化

交尾 間期第1-3日 ハ主 トシテ2-5層 ノ多層扁平上皮ニシテ一部 ハ單層骰子形上皮 ナリ孰 レ

モ變性高度 ナリ,第4-5日 ニハ黄體機能 ニヨリ上皮ハ總 テ圓柱 上皮 トナリ粘液細胞化 シ強ク肥

大 シ3-8層 ニ増殖 ス,第6-9日 ニノ軈 テ高度 ノ變性 ニ陷 リ漸次剥脱ス.第10-14日 ニバ 上皮

ハ臚胞成熟ニ隨伴 シテ3-10層 ノ多層圓柱上皮 トナ リ粘液細胞化 シ強ク肥大 ス.交 尾前期 ニハ

増殖 セル圓柱 上皮 ノ下位 ニ扁平上皮ヲ發 現シ軈 テ扁平上皮 ノ表在層 ニ角化 ヲ認 ム.交 尾期 ニハ

最上位 ナル圓柱上皮ハ極度 ノ變性ニ陷 リ總テ剥脱 シテ角化層ヲ露出 ス.交 尾後期 ニハ角化層 ヲ

剥脱 シテ扁平上皮 ヲ露出 シ上皮 ハ變性 ヲ現 シ漸次剥脱 ス.

(4)子 宮腟部 ノ週期性變化

子宮腟部ハ腟 卜殆 ド同 一ナル週期性變化ヲナス,只 異ナルハ角化層 ノ發育 ハ腟 ニ比 シ更 ニ高

度ニシテ且 交尾 前期 中期 ニハ既ニ一部ヲ露出 シ交尾前期終期 ニハ其 ノ大半 ヲ露出 セルコ トナ

リ.

(5)子 宮頸部ノ週期性變化

交尾間期第1-3日 ハ概 ネ單層圓柱上皮 ニシテ一部ノミ2-6層 ハ多層 圓柱上皮 ナ リ孰 レモ變

性高度ナ リ,第4-5日 ハ俄 ニ上皮増殖ヲ認 メ粘液細胞 トナ リ強 ク肥大 スルモ軈 テ第6-11日 ニ

亙 リ再 ビ變性 ニ陷 リ漸次剥脱ス.第12-14日 ニハ粘液細胞 トナ リ2-3層 ニ増殖 ス.

交尾前期 初期 ニハ圓柱上皮 ト基底層 トノ中間ニ扁 平上皮 ヲ發現 シ更 ニ其 ノ表在1 2層 ニ角

化ヲ惹起 ス.少 時 ニシテ圓柱 上皮 ハ急速 ニ極 メテ顯著ナル増殖 ヲ促 シ4-8層 ヨリ20-30層 ニ

配列 シ管腔 ハ増殖 セル上皮 ヲ以テ充滿ス.交 尾前期 中期 ニハ少 シク増殖 ヲ減 テ前期終期 ニハ比

較的急激ニ輕度 トナル.交 尾期及 ビ交尾後期 切期竝ニ中期 ニハ更ニ増殖輕微 トナリ變性 ハ次第

ニ増進ス,終期 ハ上皮 ハ大半剥脱 シテ概 ネ單層 トナリ一部 ハ尚ホ2-6層 ノ圓柱 上皮ニシテ孰 レ

モ變性ハ愈々顯 著ニシテ扁平上皮ハ殆 ド缺如 ス.

(6)子 宮體部ノ週期性變化

交尾間期第1-3日 ハ單層圓柱上皮ニシテ殆 ド變性ヲ認 メズ,第4-7日 ハ上皮ハ單層 ナルモ

粘液細胞 トナ リ稍強ク肥大 シ腺分泌ヲ開始 ス然 レドモ固有層 ニハ肥厚増殖ヲ惹起 セズ,第8-

10日 ニハ最早肥大 ヲ認 メズ且變性 ヲ發 現セズ.第11-14日 日ハ再 ビ粘液細胞 ノ状 ヲナ シ強ク

肥大 スルモ上皮増殖 ヲ認 メズ腺 ハ分泌 ヲ管マス發育ハ佳良ニシテ多數ナ リ.交 尾前期 ノ最初ハ
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尚ホ單層ナルモ中期 ニハ急速ニ高度 ノ増殖ヲナシ4-13層 ニ配列 シ其 ノ他絨毛状又 ハ 「ボ リー

ブ」状ヲナシテ管腔 ヲ充滿 ス.扁 平 上皮及 ビ角化層 ヲ發現セズ.前 期終期 ニハ急速 ニ増殖ヲ減

ジ其ノ後漸次輕微 トナ リ遂ニ交尾後期 ニハ總 テ單層圓柱上皮 トナル.

(7)子 宮角 ノ週期性變化

子宮角ハ妊卵 ノ着床スべキ部位 ニシテ主 トシテ粘膜機能層 ニ於テ顯著ナル週期性變化ヲ惹起

ス.余 ハ之 ヲ次 ノ4期 ニ大別 シタ リ.

(a)増 殖期, (b)萎 縮期, (c)分 泌期, (d)剥 脱期(又 ハ移行期)ト ス.

子宮角 ノ粘膜機能層ハ交尾前期終期 ヨリ交尾期,交 尾後期及 ビ交尾 間期第1-3日 ニ亙 リ次第

ニ著明ナル増殖 ヲナス.「 ミ トーゼ」及 ビ白血球ハ多數發現 シ腺 モ漸次増加 シ發育ハ甚佳 良ニシ

テ腺上皮ニハ屡々顯著ニ「ミトーゼ」ヲ發生 シ,分 泌ヲ認 メズ.次 デ交尾間期第4-5日 ハ余 ノ

所謂萎縮期 ニシテ俄然子宮角ハ高度ナル萎縮ニ陷 リ其 ノ重量 ハ増殖期子宮角 ノ約1/3-1/5ト ナ

リ,機 能層 ハ約1/7-1/10ニ 萎縮 シ腺 ハ極度ニ發育 ヲ抑制 ス.交 尾間期第6-12日 ハ分泌期 ニ

シテ機能層 ハ再 ビ旺盛ナル増殖 ヲ惹起 シ腺 ハ分泌 ヲ開始 シ所謂妊娠前期性變 化ヲナス.交 尾 間

期第13-14日 及 ビ交尾 前期初期-中 期 ハ脱剥期 ニシテ機能層 ハ著 シク菲薄 トナリ且高度 ノ間

質 内出血又 ハ腺 上皮粘膜 上皮ニ變性 ヲ發 現シ次デ變性ハ間質細胞ニモ波及 シ遂ニ機能層 ノー部

ヲ剥脱 ス.

(8)輸 卵管ノ週期性變化

輸卵管モ亦一定 ノ週期性變化ヲ反覆ス然 レドモ甚輕微 ナリ.

交尾間期 ニ於テハ第3-5日 ニ粘液細胞 トナ リ稍強ク肥大 スルモ上皮増殖ヲ認 メズ.交尾前期

及 ビ交尾期ニハ上皮ハ稍厚徑 ヲ増 シ核 ハ一部配列ヲ亂 シテ僞性多層化ヲナシ時 トシテ2-3層

ノ多層圓柱 上皮 トナル.交 尾後期 ニハ上皮ハ厚徑 ヲ減 ジ多數空胞ヲ發現ス.固 有層 ノ間質細胞

ハ一部脱落膜細胞機ニ變化 ス.

(9)卵 巣ノ週期性變化

(a)臚 胞-交 尾間期 ノ最 初ハ小臚胞ノミヲ發現スルモ漸次發育ヲ進 メ中及 ビ大臚 胞ヲ多數證

明ス.從 來黄體 ハ臚胞 ノ發育ヲ抑制 スト信 ゼラレタルモ余 ノ實驗ニテハ黄體 ノ嚴存 スルニモ拘

ラズ臚胞ハ次第ニ發育増大 スルヲ認 メタ リ.交 尾前期 ニハGraaf氏 臚胞ハ略ボ成熟 ヲ完成 シ交

尾期 ニハ更ニ顯著ニ増大 シ大量 ノ臚胞水 ヲ満 シ一部表面 ヨリ膨隆 シ内膜 ハ極度 ノ充血ヲナシ斯

クテ全ク成熟 ヲ完成 ス.カ カル成熟臚胞ハ1側 ニ1-2箇 稀 ニ3箇 ヲ認 メ交尾期 終末 ニ一齊ニ

自然排卵 ヲナス.　Graaf氏 臚胞 ノ破綻 ト同時 ニ爾餘 ノ臚胞ハ總テ變性ニ陷 リ依 リテ交尾後期初

期及中期 ニハ全 ク臚胞ヲ發現 セズ.終 期 ニ至 リテ始 メテ小臚胞 ヲ發生ス.

(b)黄 體-交 尾間期 第1-2日 ハ血管新生期 ノ状 ヲナスモ毛細管ノ新生増殖 ハ極 メテ顯著ニ

シテ第3-9日 ハ成熟期黄體 トナル.第10-14日 ニ於 テ毛細管 ハ著 シク減少 シ結締織 ハ次第ニ

増加 シ一部 ニ變性 ヲ認 メ漸次變性 ハ高度 トナル.
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交尾前期及 ビ交尾期 ハ黄體 ハ著 シク縮小 シ不規則ナル形状 テナシ變性 ハ益々高度 トナル.交

尾後期 ハ殆 ド全ク變性 ス.

尚 ホ交尾期終末ニGraaf氏 臚胞ハ破綻 シ茲ニ交尾期初期 ニ於 テ新 ニ最新鮮ナル増殖期黄體 ヲ

發現 ス. 1側 ニ1-2箇 稀ニ3箇 ヲ同時ニ證明ス.内 膜充血ハ殊 ニ高度 ナルモ未ダ黄體 ニ進入セ

ズ.

「ルナ イン」細胞 ノ起源ニ關 シテハ余ハ實驗上 上皮説ニ賛同ス,中 期及 ビ終期 ニハ内膜毛細管

ハ遂ニ一部黄體 ニ進入シ血管新生期 ノ状 ヲ呈ス.尚 ホ終期 ニ於テ全ク自然 ニ閉鎖黄體 ヲ認 メタ

リ,閉 鎖黄體 ノ「ルテ イン」細胞 ハ余ノ例 ニ於テハ臚胞内膜細胞ニ由來スルヲ確認 セリ.故 ニ黄

體 ト閉鎖黄體 トハ其ノ「ルテ イン」細胞ノ起源ヲ異ニスルナ リ.

(10)卵 巣週期 ト子宮腟輸卵管週期 トノ時期的關係

(A)卵 巣週期 ト子宮週期

(a)卵 巣週期 ト子宮角週期

黄體 ハ交尾間期第3-9日 ニ於テ 成熟期 ノ状 ヲ呈 シ其 ノ旺盛ナル生物學的機能 ニヨリ交尾間

期第6-12日 ニ亙 リ分泌期 ノ像ヲ呈 シ高度ナル妊娠前期性變化ヲナス.

第10日 以後 ハ黄體機能 ハ衰滅 ト共 ニ剥脱期 トナ リ機能層 ハ急速ニ菲薄 トナ リ一部ヲ剥脱 ス.

臚胞ハ交尾間期終期 ヨリ殆 ド成熟 シ交尾期 ニ至 リテ全ク成熟 ヲ完成ス,其 ノ影響 ニヨリ機能層

ハ交尾期終期 ヨリ交尾間期第1-3日 ニ亙 リ顯著ナル増殖期 ノ像 ヲ呈ス.

排卵直後ハ一時全ク臚胞 ヲ發 現セズ且其ノ後 モ亦Graaf氏 臚胞ヲ認 メズ,カ クテ臚胞機能ハ

一時全ク廢絶 シ尚ホ黄體 ハ發育モ不充分ナルタメ子宮角ハ交尾間期第4-5日 ニ於テ 高度 ノ萎

縮 ニ陷ルナリ,是 レ 縮期ナ リ.

(b)卵 巣週期 ト子宮體部週期

黄體ノ生物學的機能 ハ子宮角ニ比 シ遙 ニ輕度 ニシテ且一過性ナ リ.交 尾間期第4-7日 ニ於

テ上皮 ハ肥大スルモ増殖ヲ認 メズ,輕 度ノ腺分泌ヲ開始 ス然 レドモ子宮角 ノ如キ粘膜固有層 ノ

増殖ハ全ク發現 セズ.

臚胞ハ主 トシテ上皮ニ作用 シ交尾間期終期 ニ於テ肥大ヲ認 メ交尾前期 中期 ニハ一過性 ニ高度

ノ増殖 ヲ惹起ス.

(c)卵 巣週期 ト子宮頸 部週期

黄體 ハ子宮 角 ト子宮頸 部 トハ其ノ作用 機轉ヲ異 ニシ上皮 ニノミ一過性ニ作用 シ交尾間期第

4-5日 ニ於テ著 明ナル増殖 ヲ惹起 ス.然 レドモ既 ニ第6日 以後 ニ於 テハ上皮ハ高度 ノ變性ヲナ

ス.臚 胞モ亦子宮角 トハ其 ノ作用機轉 ヲ異ニシ單ナル上皮増殖 テ促進ス.交 尾前期初期 ニハ極

メテ顯著ナル上皮増殖テ惹起 シ圓柱上皮 ノ下位ニ扁平上皮 ヲ發現 シ更 ニ輕度 ノ角化 ヲ認 ム.然

レドモ臚胞ノ全 ク成熟ヲ完成 セル交尾期 ニハ既 ニ著 シク増殖ヲ減 ジ且一部變性 ヲナス.

403



1484 由 井 勝

(d)卵 集週期 ト子宮腟部週期

黄體 ノ子宮腟部ニ對 スル態度ハ全ク頸部 ト同様ニシテ 唯一過性 ニ交尾間期第4-5日 ニ於テ

上皮増殖 ヲ惹起 ス.粘 膜固有層 ニハ著變 ヲ認 メズ.臚 胞モ亦上皮増殖 ヲ惹起 スルノ ミニシテ粘

膜固有層 ニハ作用 セズ.

而 シテ上皮ニ對スル作用機轉ハ稍特異 ニシテ臚胞 ノ略ボ成熟 ヲ完成 セル交尾前期 ニハ圓柱上

皮 ト基底層 トノ中間 ニ扁平上皮ヲ發現 シ軈 テ扁平上皮ノ表在層 ニ角化 ヲ發生ス.角 化ハ臚胞成

熟 ニ隨伴 シテ顯著ニ増進 シ之 ト同時 ニ最上位 ヲ占ムル圓柱 上皮ハ極度ナル變 性ヲナシ漸次剥脱

ス.臚 胞成熟 ノ極期ナル交尾期 ニハ變性圓柱上 皮ハ總テ剥脱 シ全ク角化層 ヲ露出 ス.交 尾後期

ニ於 テハ臚胞 ハ一時全ク發現セズ之 ト同時 ニ角化層 ハ總テ剥脱 シ下層ナル扁平上皮 ヲ露出ス.

而 シテ動物ハ角化層 ヲ露出 セル交尾期 ニ於テノミ交尾ス.余 ハ角化層 ノ發現 ハ一派 ノ學者 ノ唱

フル如キ變性徴ナラズ シテ發情 ノ表徴ナリト信 ズ.

(B)卵 集週期 ト腟週期

腟 ハ子宮腟部 ト殆 ド同一ナル週期性變化 ヲ管 ミ且卵 集週 期 トノ時期 的關係 モ亦全 ク同一ナ

リ.

(C)卵 巣週期 ト輸卵管週期

黄體ハ只交尾間期 第3-5日 ニ於テ 峡部及 ビ罎状部上皮 ニ作用 シ軽度 ノ肥大ヲ惹起 スルノミ

ナ リ.臚 抱モ亦交尾前期及 ビ交尾期 ニ於テ峡部及 ビ罎状部上皮ニ作用 シ肥大ヲ惹起 セシメ時 ニ

2-3層 ノ多層圓柱上皮 トナル.固 有層 ノ間質細胞 ハ一部脱落膜細胞様 ニ變化 ス.

要 スルニ黄體及 ビ臚胞機能ハ孰 レモ甚輕微ナ リ.

(11)卵 巣週期 ト子宮腟輸卵管週期 トノ時期的關係ノ考察

(a)海 〓雌性内生殖器ハ總テ黄體及 ビ臚胞 ノ成熟及 ビ變性機轉ニ随伴 シテ各々一定 ノ週期性

變化 ヲ反覆 ス.

(b)腟 脂膏 ハ主 トシテ腟及 ビ子宮 固有 部ノ週期 性變化 ニ随伴 シテ一定 ノ週期性變化 ヲ反覆

ス.

(c)黄 體 ハ臚胞ノ發育ヲ抑制 セズ.

(d)黄 體 ハ妊卵ノ着床スベキ子宮角 ト之ニ關與 セザル部位 トニヨリ明 カニ其 ノ作用機轉 ヲ異

ニ ス.

(e)臚 胞モ亦妊卵 ノ着床 スべキ子宮角 ト之ニ參與 セザル部位 トニヨリ其 ノ作 用機 轉 ヲ異ニ

ス.

(f)黄 體 ト臚 胞 トハ時 ヲ異 ニ シ各 々個 々 ニ作 用 ス.

稿 ヲ終 ルニ臨 ミ終 始御懇 切 ナル御指導 ト御校 閲 ノ勞 ヲ執 リ給 ヒシ恩師安藤教授 ニ深甚 ノ謝意 ヲ捧 グ.
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附 圖 説 明

腟

(1)交 尾間期 第1日　 (2)交 尾間期 第4日

(3)交 尾間期第7日　 (4)交 尾前期初期

(5)交 尾 前期 中期　 (6)交 尾期

(7)交 尾後期 中期　 (8)交 尾後 期終 期

子宮腟部

(9)交 尾間 期 第1日　 (10)交 尾間期第5日

(11)交 尾前期初期　 (12)交 尾期

(13)交 尾後期終期

子宮 頸部

(14)交 尾間期 第1日　 (15)交 尾間期 第5日

(16)交 尾前期 初期　 (17)交 尾前期 初期

(18)交 尾前期終期　 (19)交 尾期

(20)交 尾後 期終 期

子宮體 部

(21)交 尾間期第1日　 (22)交 尾間期 第5日

(23)交 尾前期初期　 (24)交 尾 前期 中期

(25)交 尾期　 (26)交 尾後期終期

子宮角

(27)交 尾 間期第1日　 (28)交 尾間 期第14日

(29)交 尾間期 強擴 大　 (30)交 尾前期終期

(31)交 尾期　 (32)交 尾後期 中期

輸卵管

(33)交 尾 間期 第1日　 (34)交 尾前期

(35)交 尾後期 初期

卵 巣

(36)交 尾 間期 第1日　 (37)交 尾間期第5日

(38)交 尾前期　 (39)交 尾期

(40)交 尾後期初期　 (41)交 尾 後期中期

(42)交 尾後期終期

附圖VII.

卵巣週期 ト子 宮,腟,輸 卵管週 期 トノ時期的關

係 ヲ示 セル模型圖 ナ リ.
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