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緒 言

性週期ニ從 ヒ「マウス」,「ラツテ」及 ビ海〓 ノ雌性生殖器ニ形態的愛化アルハ明カナ リ.然 ラ

バ喫齒類ノ生殖器ニ於テハ,單 ニ形態的ノ ミナラズ,其 細胞機能 ニモ週期的變化アリヤ,否 ヤ

ハ甚ダ興味アル問題ナリ.一 定臟 器又ハ組織ニ於テ其機能テ測定 スルハ容易ナラズ.現 今應用

セラルル生理學的,化 學的又ハ形態學的方法中顯微化學的方法最モ確質ナ リ.此 方法中 「オキ

シダーゼ」反應ハ組織,細 胞 ト密接ナル關係 ヲ有スル酸化顆粒ヲ檢査 スル方法ニシテ機能檢査

法中最モ簡單確實 ナリ.

生殖器ノ「オキシダーゼ」反應 ニ關スル文獻 ヲ繙クニ,池 田(1913)ハ 家兎 ノ卵集,輪 卵管,子

官,膣 ニ就キテ,勝 沼(1924)ハ 人ノ卵巣,卵,輸 卵管,子 宮ニ就キテ,村 山(1927)ハ 入ノ子

官ニ就キテ,土 屋(1927)ハ 「ラツテ」ノ雌性生殖器 ノ性週期 ト「オキシダーぜ」トノ關係 ニ就 キ

テ,片 山(1929)ハ 「マウス」ノ子宮粘膜 ノ「オキシダーゼ」反應 ト性週期ニ就 キテ報告 セリ.

先輩諸氏ノ研究 ニヨル ト,雌 性生殖器 ト「オキシダーゼ」反應 トノ間ニハ一定 ノ關係 ヲ有 シ,

共ニ性週期ニ從 ヒ變 化スルハ明カナ リ.然 レドモ「マウス」ノ雌性生殖器ノ「オキシダーゼ」反應

ニ就キテ報告セルハ唯,片 山氏ノミニシテ他 ニ詳細 ナル研究業績 ナキガ如 シ.故 ニ予ハ 「マウ

ス」ノ雌性生殖器ノ「オキシダー ゼ」反應 ニ就 キテ檢索 シ,性 週期 トノ關係ヲ研究 セリ.

第1章　 實驗 動 物 及 ビ實 驗方 法

實驗動物　 成熟「マウス」ヲ用ヒ豫メ性週期ヲ檢査シ其規則正シキ者ノミヲ採用セリ.

41



1090 池 井 柳 藏

實驗方法　 動物 ヲ止血鉗子 ニテ絞 殺 シ生 殖器 ノ全副 出 ヲ可級 的速 ニ行 ヒ,固 定液 ヲ用 ヒズ直チニ凍結標

本 ヲ製 ス.凍 結標本 ヲ次 ノ2液 ヲ同量混合セ シ者 ニテ10乃 至30分 染色 シ,水 洗 ヲ行 ハズ直 チニ「グ リセ リ

ン」ニテ對 ジ鏡見 ス.實 驗 ニハ 各性週期 ノ「マウス」5, 6頭 ヲ使用 セルモ此 者 ヨ リヨキ切片 ヲ製 シ得 タル者ヲ

各々3例 ヅ ツ選ブ コ トトセ リ.

試藥 製法　 第1液. 0.5g「 アル フア.ナ フ トール」ニ生理的食鹽水200㏄ ヲ加 へ煮沸 シ溶解 後冷却 シ用 ヒ

ル トキ濾過 ス.第2液. 0.5g「 ヂ メチール.パ ラフエニ ンヂ ア ミン」ニ生 理的食鹽水200ccヲ 加 へ室温中 ニ

テ溶解 セ シメ,用 ヒル トキ之 ヲ濾過 ス.

第2章　 各 性 週 期 ニ 於 ケ ル 生 殖 器 ノ 「オ キ シ ダ ー ゼ 」反 應

第1節　 交 尾 休 期

膣.　膣粘膜ハ基底層 ト多角形細胞層 ヨ リ成 ル.而 シテ全 ク「オキ シダ ーゼ」反應 ヲ示 ス事ナ シ.孤 々ニ或

ハ集簇 シテ粘膜 中ニ浸 入セル血赤球 ハ10分 ニシテ強青染 シ強度 ノ陽性 ヲ示 ス.筋 層 ニ於テ白血球 ハ強陽性

ヲ呈 シ,其 他 ノ細胞ハ瀰漫性 ニ弱陽性 ヲ呈 ス.

子宮.　子 宮ハ細小均等 ニシテ子宮腔 狡 シ.子宮粘膜 上皮ハ10分 間 ニテハ1例 全 ク陰性 ニテ2例 ハ瀰漫性

ニ淡青色 ヲ呈 ス. 30分 ニテ僅 ニ小點 滴状 ニ染色 ス.粘 膜 固有層ハ10分 ニテ皆陰性ニ シテ30分 ニテ弱陽性

ヲ示 ス.腺 上皮細胞 ノ存 スル近 ク ニ於テハ小點滴状 ヲナスコ トア リ.腺上皮細胞 ハ低 キ圓柱状細胞 ヨ リ成 リ

「オ」反應ハ粘膜 上皮細胞 ニ比 シ弱 キモ30分 ニテハ瀰 漫性 ニ青染 ス.粘 膜固有層,粘 膜 上皮 中ニ出現セル白

血球ハ10分 ニテ強陽性 ヲ示 ス.筋 層ハ縦走輪状筋 共 ニ30分 ニテ所 々極 メテ弱 キ反應 ヲ呈 スルヲ見 ル ノミ

ナ リ.

卵巣.　通常充 血 ヲ示 サズ.卵 集他期 ニ比 シ小 ニ シテ,中 等 大以下 ノ濾胞 ト3乃 至4期 ノ黄體 ヲ有 ス.濾

胞.原 始濾胞及 ビ中等大濾胞 ノ顆 粒膜 細胞 ハ10分, 30分 トモニ陰性 ナ リ.閉 塞 濾胞 モ亦 陰性 ヲ呈 ス.内 莢

膜 細胞 ハ10分 ニテ點滴状 ニ染色 シ,外 莢膜ハ30分 ニテ淡 青色 ヲ呈 スル モノ ト陰性 ノ者相半 ス.黄 體.前 期

ノ濾胞破裂 ニヨル最 モ新 シキ者ハ,皆10分 ニテ中等度 ニ點 滴状 ニ青染 シ30分 ニテハ強陽 性 ヲ呈 ス.次 ギニ

新 シキ黄體 ニテ 細胞 ノ排列規則 正 シキ者 ニ於 テハ張 陽性 ヲ示 スニ反 シ,古 キ黄體 ニテ細胞大小不同 ニシテ

排列 不規則 ナル者 ニ於テハ, 30分 ニテ1例 ノ ミ中等度 ニ染色 セ ルモ他 ハ皆陰性ナ リ.内 莢膜細胞ハ10分 ニ

テ 中等度 ノ青色 ヲ呈 シ,外 莢膜ハ30分 ニテ中等度又 ハ弱陽性 ヲ示 ス.間 質 細胞 ハ瀰 漫性 ニ又 ハ點滴状 ニ中

等度 ノ陽 性ヲ示 ス.卵 巣固有膜ハ瀰 漫性 ニ弱 ク青染 ス.

第2節　 交 尾 前 期

膣.　膣 口ハ移開 シ,粘 膜 ノ著キ.シ増殖 ア リ.即 チ最表層ハ多角形 ノ粘液細胞 ニシテ10分 ニテ皆陰性, 30

分 ニテ3例 中2例 ノ ミ極 メテ小サキ點滴状 ニ青色 セルヲ見 ル.中 央ハ多角上皮細胞 ヨ リ成 リ表層 ニ近キ者

ハ扁平 トナ リ壓縮 セラレ粘液細胞 ニ近 キ2, 3層 ハ全 ク角 化 ス.此 角化層ハ30分 ニテ全部弱 ク瀰漫性 ニ青染

ス,基 底層及 ビ之 ニ近 キ多角形細胞 ハ30分 ニテ小 滴状ニ青染 スル ヲ見 ル モ其度甚ダ弱 シ.結 締組織 ニテハ

白血球ハ10分 ニテ強陽性 ヲ示 ス.粘 膜中 ニハ白 血球 ハ全 ク認 ムル コト能 ハズ.

子 宮　 子 宮ハ著 シク肥厚 ス.粘 膜上皮細胞 ハ高キ圓柱上皮 ヨリナ リ, 10分 ニテ點滴状 ニ淡染 シ30分 ニテ
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ハ中等度 ニ染色 ス.腺 上皮細胞 モ亦高 キ圓柱状細胞 ヨリ成 ルモ粘膜 上皮 ニ比 シ染色 ノ度弱 シ.粘膜固有細胞

ハ, 10分 ニテハ溺漫性 ニ淡染 セル モ,腺 上皮細胞 ノ周圍 ニテハ中等度 ニ點滴状 ニ染 色 ス.筋層 ハ縦走筋及 ピ

輪状筋 トモニ30分 ニテ弱 又ハ 中等度 ニ點滴状 ニ染色 スル ヲ見 ル.

卵巣.　卵巣 ハ肥大充血 ス.濾 胞ハ著 明 ニ増 大 シ表面 ヨリ突 出ス.コ ノ他 ニ中,小 ノ濾胞 ヲ見 ル.濾 胞.

大ナル濾胞 ノ顆粒細胞 ハ30分 ニテ小滴然 ニ青染 シ中等度 ノ陽性 ヲ示 ス.中 等大 ノ濾胞 ノ顆粒 細胞 モ時 ニ.弱

陽性 ヲ呈 スルコ トアルモ,原婚 濾胞 ニテハ全 ク陰性 ナ リ.閉塞濾胞 ハ殆 ド全部陰性 ナ リ.内莢膜細胞 ハ10分

ニテ點滴状 ニ濃染 ス.外 莢膜細胞ハ點滴状 ニ青染セ ルコ トアル モ不定 ナ リ.黄 體.前 交尾期 ノ破裂 ニヨル者

ト其前ノ排卵 ニヨル黄體細胞 ノ排列正 シキ者ハ共 ニ10分 ニテ中等度又ハ張陽性 ヲ示 ス.古 キ退化現 象 ヲ呈

セル不規則ナル細胞 ニテハ所 々中等度 ニ青 色スルコ トアル モ殆 ド陰性 ナ リ.内 莢膜細胞ハ陽性強 ク,外 莢膜

ハ弱 シ.間 質細胞 ハ10分 ニテ中等度 ノ陽性 ヲ示 ス.卵巣 固有膜 ハ30分 ニテ瀰 漫性 ニ淡青色 ヲ呈 ス.

第3節　 交 尾 期

膣.　膣腔 ハ著明 ニ開大 ス.膣 粘膜ハ増殖肥厚 シ10數 層 ノ細胞 ヨリ成ル.最 表層 ノ角化局 ハ30分 ニテ瀰

漫性ニ淡青色 ヲ呈 ス.多 角形細胞 中基底 層 ニ接 セ ル者ハ3例 中2例10分 ニテ淡 染 シ弱陽性 ヲ示ス.角 化層

ニ近キ細胞層ニ於テハ全部陰性ナ リ.基 底 部 ノ圓桂上皮細胞 ハ30分 ニテ處 々小點 滴状 ニ青染 ス.筋 層 ハ中

等度ノ陽性反應 ヲ示 ス.

子宮.　子宮ガ肥 大セル場 合 ト水腫 ヲ形成セル2ツ ノ場合 ア リ,故 ニ共 各々 ニ就 キテ述 ブ可 シ.單 ニ肥大

セル場合ハ子宮粘膜 上皮ハ高キ圓桂 上皮細胞 ヨリ成 リ10分 ニテ小貼滴状 ニ染色 ス.腺 上皮細胞 モ亦圓柱状

ニシテ小滴状 ニ染色ス ルコ トアルモ瀰漫性 ニ淡染 セル コ ト多 シ.粘 膜固有層 ハ10分 ニテ點滴状 ニ或ハ淡染

シ或ハ濃染 ス.筋 層 ニ於テハ縦走及 ビ輪状筋 トモニ中等度 ノ陽性反應 ヲ呈 ス.白 球球ハ全部強陽 性 ヲ示 ス.

水腫状 ニ腫 脹セル場合ハ子宮腔大 ナル爲,子 宮壁 ハ著 シク菲薄 トナル.子 宮粘膜上皮ハ低 キ一層 ノ圓柱 上

皮細胞 ヨリ成 リ,「オ」反應 ハ10分30分 トモ ニ弱陽性ニ シテ點滴状 ニ青 染 スル者 ナシ.腺 上皮細胞 モ亦 低キ

圓桂上皮細胞 ニ シテ30分 ニテ瀰漫性 ニ弱青染 ス.粘 膜 固有層 ハ殆 ド消失 セル者多 ク,爲 ニ「オ」反應 ヲ認 メ

得ザル場合多 シ.粘 膜固有層 ノ存在セ ル者 ニテハ30分 ニテ中等度 ニ青染 セルヲ見 ル.筋 層 モ甚 ダ菲薄 ニ シ

テ30分 ニテ弱又ハ中等度 ノ陽性反應 ヲ呈ス.

卵巣.　高度 ノ充 血肥大 ヲ示 ス.濾 胞.著 シク大 トナ リ,卵 巣 表面 ヨリ突出ス.成 熟濾胞 ノ顆粒細胞 ハ深

部ニ於テ肥厚 シ表面 ニ於テ菲薄 トナ ルモ「オ」反應 ニハ深表 ノ部位的差違 ハ認 メ難 ク,皆30分 ニテ點 状 ニ青

染 シ,中 等度又ハ強陽性 ヲ示 ス.排 卵後 ニ於テ モ「オ」反應 ニハ變 リ無 キガ如 シ.種 々 ノ大 キナル閉塞 濾胞 ニ

テ中等大以下 ノ者ハ皆陰性 ナ リ.大 ナル者 ハ弱又ハ中等度 ノ陽 性 ヲ呈 スル者 ト陰性 ノ者相半 パス.内 莢膜細

胞 ハ10分 ニテ點 状 ニ青染 シ強陽性 ヲ示 スモ外莢膜 ハ遙 ニ反應弱 シ.黄 體.第1代 及 ビ第2代 ノ黄體 ハ大 ニ

シテ卵巣ノ表面 ヨ リ突 出 シ,細 胞 ノ排列正 シク,「 オ」反應 ハ10分 ニテ點 滴状 ニ青 染 シ中等度以上 ノ陽性反

應ヲ示ス.第3代 ノ古 キ黄體 ニテハ間質細胞 トノ外 界 不明 ニシテ細胞 ノ排列モ亦 不規則 トナル.「オ」反應 ハ

所々青染 セルモ新 シキ者 ニ比 シ其度弱 シ.内 莢 膜細胞 ハ點状 ニ濃染 スルモ外莢 膜ハ溺 漫性時 ニ小滴状ニ青

染ス.間 質細胞 ハ10分 ニテ點 滴状ニ青染 シ中等度以上 ノ反應 ヲ示 スコ ト多 シ.卵 巣固有膜ハ單 ニ瀰 漫性 ニ

青染 スル ノミナ リ.
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第4節　 交 尾 後 期

膣.　膣粘膜 ノ間 ニ多數 白血球 ノ浸潤 ア リ角化層 ハ脱落 シ,多 角形 細胞 ヲ露出 ス.表 層ノ細胞ハ30分 ニテ

中等度 ノ陽性 ヲ示 シ小貼滴状 ニ青色 ヲ呈 ス.基 底 部ニ於 テハ瀰 漫性 ニ青染 シ,中間 ノ細胞 ハ個體 ニヨリ差違

ア リ陰陽相半 バス.白 血球 ハ10分 ニテ強陽性 ヲ示 ス.筋 層ハ點 滴状 ニ染色 ス.

子宮.　子宮ハ交尾期 ニ比 シ小 ナ リ.粘 膜 上皮細胞 及ビ腺 上皮細胞 ノ圓柱細胞 ハ多少 其高サヲ減 ジ,「オ」

反應 モ交尾期 ニ比 シ弱 ク.唯30分 ニテ瀰漫性 ニ染色 スル ノミナ リ.粘膜固有層 ニ於テハ30分 ニテ瀰 漫性 ニ

青染 シ,腺 上皮 ノ近 キニ於テ點状 ニ青染 ス.粘 膜 上皮間 及 ビ粘膜 固有層間 ニ多數白血球 ノ浸濶 ヲ來 シ,強 青

染 ス.筋 層,輪 状筋 ハ30分 ニテ瀰 漫性 ニ青色 ヲ呈 シ,縦 走筋 ニテハ所 々點状 ニ中陽性 ヲ呈 スル ヲ見ル.

卵集.　卵 巣 ノ充血消失 ス.濾 胞.中 等 大又ハ少 シク大ナル濾胞 ヲ有 ス.濾 胞 ノ顆粒膜細胞 ハ30分 ニ於テ

モ殆 ド陰性 ヲ呈 ス.各 種 ノ閉塞濾胞 ハ唯大 ナル者 ノミ中等度 ニ點状 ニ青染 ス.黄 體.3代 ノ黄體 ア リ.最 モ

新 シキ黄體細胞 ハ30分 ニテ弱 ク青染 スルニ過 ギズ.第2代 ノ大ナ ル黄體ハ細胞 ノ排 列規則 正 シク シテ點状

ニ中等度 ニ染色 ス.古 キ黄體 ハ間質 トノ堺間不明 ニシテ,所 々中等度 ニ陽性反應 ヲ示 スコ トアルモ,多 クハ

陰性 ナ リ.内 莢膜 ハ10分 ニテ何 レモ中等度以上 ノ陽性 ヲ示 シ稍 々交尾期 ニ比 シ遜色セル感ア リ.外 莢膜ハ

殆 ド陰性 ノコ ト多 シ.間 質腺ハ10分 ニテ陽性 ヲ示 ス,殆 ド皆中等度 ニシテ點滴状 ニ染色 ス.

第3章　 各 生 殖 器 ノ 「オ キ シ ダ ー ゼ 」反 應 卜週 期 性 變 化

前章 ニ述 ベ ダル處 ト重複 ヲ避 ケ ン爲 ニ表ニ就 キテ簡單 ニ説明スベ シ.

第1節　 膣

第1表 第1表 ニ示 スガ如 ク,膣 粘膜 ノ「オ」反

應ハ各期 ヲ通 シテ一般 ニ弱 キカ又ハ陰性

ナ リ.多 角形 細胞 ハ交尾休期 ニハ全ク陰

性 ナルモ交尾 前期及 ピ交尾期 ニハ弱陽性

ヲ呈 シ,後 期 ニハ1例 ノミ陽性 ヲ示ス.

粘膜細胞 ハ極 メテ弱キ反 應ヲ呈 シ,角 化

層ハ全部弱陽性ナ リ.交 尾休期,交 尾後

期 ニ粘 膜中 ニ出現 スル白血球ハ全部強陽

性 ヲ呈 ス.筋 層 ニ於ケル「オ」反應ハ性週

期 ニヨ リ變 化 ヲ示 シ,交 尾期 ニ於テ中等

度 ノ陽性 ヲヲ呈 シ,次 デ交尾後 期ニ於テ

反應強 ク交 尾休期 ニ於テ最モ弱 シ.

之 ヲ要 スル ニ,膣 ニ於 ケル「オ」反

應 ハ 粘 膜 ニ於 テ ハ細 胞 ニ ヨ リ異 ナ

リ,僅 ニ週 期 的 差 違 アルノ ミナ リ.

粘 膜 中 ノ 白血 球 最 モ強 陽 性 ニ シテ次
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デ筋層陽性ヲ示 シ交尾期,交 尾後期 ニ於テ比較的 ニ著明 ナリ.

第2節　 子 宮

第2表 第2表 ニ示 スガ如 ク子宮 ニ於テ ハ明カ

ニ性週期 ニヨ リ「オ」反應 ニ高低ア リ.粘

膜上皮細胞 ニ於 テ,交 尾休期 ハ弱陽 性 力

時 ニ陰性 ノコ トア リ.然 ル ニ交尾前期,

交尾期 ニ於テハ 中等度 ノ陽性 ヲ示 ス.交

尾後期 ニテハ再 ビ陽性率低下 シ,弱 陽性

ヲ示 ス.腺 上皮細胞 ニ於テハ粘膜上 皮細

胞 ニ比 シ各期 トモ陽性反應弱 キモ略ポ同

様 ニシテ明 カニ交尾前期,交 尾期 ニ於テ

陽性反應強 シ.粘 膜固有層 ニ於テハ腺細

胞 ノ周圍 ニ於テ比較的陽性強 ク,特 ニ交

尾期 ニ於テ然 リ.各 期 ヲ通 シテ陰性 ナル

コ トナ シ.筋 層 ニ於テハ殆 ド皆陽性 ニ シ

テ,交 尾前期,交 尾後期 ニ於 テ僅 ニ反應

張 ク中等 ノ陽性 ヲ示 ス.白 血球ハ粘膜 中

又ハ筋層中 ニアル ヲ トハズ皆強陽性 ヲ示

ス.

之 ヲ要 ス ル ニ子宮 粘 膜 ニ於 テ ハ明 カニ性 週 明 ニ ヨ リ「オ 」反 應 ヲ 異 ニ シ,其 内最 モ變 化 ノ著 明

ナル ハ粘 膜 上皮 細胞,腺 上皮 細 胞 トス.次 イデ粘 膜 固 有暦 ニ シテ,特 ニ腺 細 胞 ノ周 圍 ニ於 テ變

化 ヲ認 ム.

第3節　 卵 巣

卵巣 ニ就キテハ第3表,第4表 ニ示スガ如 ク,形 態 的變化 ニ從 ヒ「オ」反應 ニ強弱 ア リ.性週期 ト全 ク關係

ナク常 ニ極 メテ弱陽性 ヲ呈 スルハ卵巣 固有膜 ナ リ.濾 胞 ハ成熟 ノ場合 ノミ常 ニ陽性 ヲ示 シ,交尾期 ニ於テ成

熟濾胞 多キ爲陽性率高 ク,交 尾休期等 ニ於テハ殆 ド大濾胞ハ認 メ難 シ,故 ニ陽性弱 キ中等大 ノ濾胞 ヲ見 ル ノ

ミ.莢 膜細胞 中内莢膜 ハ各期 ヲ通 シテ常 ニ陽性強 ク,外 莢 膜細胞 ハ陽,陰 相半 バ シ,性 週期 ニヨル差ハ認 メ

難 シ.黄 體 モ第1代.第2代 ノ新鮮 ナル 「ルテイ ン」細胞 ハ皆殆 ド強陽性 ニ シテ性遇 期 ニヨル差違ハ認 メ難

シ.第3代 ノ退化 現象 ヲ起 セル者 ハ陰性 カ又ハ弱陽性 ナ リ,内 莢膜 細胞 ニ於 テハ各 期 ヲ通 シテ強陽性,外 莢

膜細 胞ハ弱 又ハ 中等度 ノ陽性反應 ヲ示 ス.間 質細胞 ハ常 ニ中等度以 上 ノ陽 性 ヲ示 スモ 特 ニ交尾期 ニ於 テハ

強陽性 ヲ示ス者ナ リ.

之 ヲ要 スル ニ卵集 ニ於 ケル 「オ 」反 應 ハ,濾 胞 ハ其 成 熟 スル ニ從 ヒ強 陽性 トナ リ.黄 體 ハ退 化

現 象 ヲ起 ス マデ ハ強 陽性 ニ シテ大 ナル差 違 ナ シ.内 莢膜 細 胞 ハ卵 集 中 ニ於 テ常 ニ陽 性 ニ シテ比
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較的陽性反應強キモ,濾 胞及 ビ黄體 ノ大 小ニヨリ其程度 ヲ異ニスルノミ.間 質細胞ハ明カニ交

尾期 ニ於テ最陽性反應強シ.

第3表　 第4表

第4章　 總 括

「マウス」雌性生殖器ノ「オキシダーゼ」反應 ニ就キテ總括的觀察 ヲ行 ヒ,同 時ニ先人ノ業績 ト

比較 シ,各 生殖器ノ機能状態 ニ就キテ述 ブ可 シ.

膣.池 田氏ハ家兎ノ膣粘摸ノ「オ」反應ハ陽性ナルモ筋層ハ妊娠時以外陰性ナ リ.即 チ粘膜層

ハ筋層ニ比 シ機能亢進 スト.土 屋氏ハ膣粘膜 ノ「オ」反應ハ交尾前期及 ビ交尾期ニ於テ陽性率高

シト云 ヒ.筋 層 ニ就キテハ何等報告セズ.余 ノ實驗ハ池田氏ニ反 シ粘膜層ハ勿 ロ筋層 ニ於ケル

ヨリ「オ」反應弱ク,例 へ膣粘膜 ニ於テ「オ」反應陽性 ナルモ機能亢進ヲ示ス如キ強陽性 ヲ呈セ

ズ.即 チ「マウス」ノ膣粘膜ハ特ニ機能ノ旺盛 ナル者ナキガ如 シ.

子宮.片 山氏ハ「マウス」ノ子宮粘膜 ノ「オ」反應 ハ明カニ週期的變化アリトシ,村 山氏ハ人間

ノ子宮粘膜 ノ「オ」反應ヲ檢 シ,子 宮發育不全ノ場 合ハ殆 ド「オ」反應 ブ呈セズ,正 常ニ發育セル

子宮 ニ於テハ明カニ月經前期 ニ張陽性 ニシテ週期的變化ヲ認 ムト云フ.勝 沼, Ehlich, Graff等

ハ子宮腺 上皮ニ「オ」顆粒ヲ認 メ且週期的變化ア リト.土 屋氏ハ「ラツテ」ノ子宮粘膜 ノ「オ」反應

ハ性週期 ニ從 ヒ強弱アリト報告セリ.余 ノ實驗ニ於テモ亦著明ナル週期的變化ヲ證明 シ得 タリ.

即チ粘膜上皮細胞,腺 細胞ニ於テ交尾前期及 ビ交尾期 ニ於ケル「オ」反應ハ他期ニ比 シ遙ニ強陽
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性 ヲ示ス.郎 チ子宮粘膜 ノ機能ハ交尾前期 ヨリ漸次亢進 シ交尾期 ニ最高ニ達 シ交尾後期 ニ至 リ

再 ビ減退スル者チルベ シ.

卵巣.勝 沼,池 田,土 屋ノ諸氏 ノ報告アリ.池 田氏 ハ家兎黄體 ハ陰性 ナリトシ,勝 沼,土 屋

氏ハ黄體及 ビ濾胞,内 莢膜,間 質細胞 ニ於テハ陽性ナ リト.而 シテ原始濾胞 ノ内莢膜ニ於テモ

陽性反應テ呈ス ト報告セリ.然 レドモ余 ノ實驗 ニ於テハ原始濾胞ニハ内莢膜細胞ヲ認 メ難 シ,

故ニ「オ」反應モ亦全ク陰性 ナリ.濾 胞ノ内莢膜細胞ハ中等大以上 ノ者 ニ於テノミ認 メ得ル者 ニ

シテ「オ」反應ハ常ニ陽性ナ リ.濾 胞中ノ顆粒細胞モ原始濾胞 ニ於テハ陰性ノモノ多ク陽性ナル

ハ稀 ナリ.然 レドモ中等大以上ノ濾胞ニ於 テハ陽性ノモノ漸次多數 トナ リ大濾胞 ノ顆粒細胞ハ

中等度以上ノ陽性ヲ示ス.即 チ顆粒細胞 ハ濾胞ノ成熟 ト共ニ機能亢進ヲ來ス者 ノ如 シ.

黄體ハ其形成 ノ初期ヨリ成熟黄體ニ至ルマデ皆強陽性ニシテ著 シク機能ノ旺盛ナル コトヲ示

スモ退化變性 ニ階ルヤ殆 ド陰性 ニシテ機能 ノ低下 ヲ示 ス者ナ リ.内 莢膜細胞ハ常ニ中等度以上

ノ陽性反應テ呈 シ旺盛 ナル細胞機能ヲ物語ル者ナリ.又 間質細胞モ同様ニシテ間質腺ハ絶エズ

盛ニ活動 シツツアル者ノ如ク常 ニ中等度以上ノ陽性反應テ呈 シ,交 尾期ニ於テハ特ニ強陽性ヲ

示ス.

第5章　 結 論

1)膣 粘膜 ノ「オキ シダーゼ」反應ハ甚ダ徴弱ニシテ週期的増減ハ著明ナラズ.

2)子 宮粘膜ノ「オ」反應ハ性週期ノ時期 ニヨリテ異ナ リ,交 尾期ニ最強陽性 ヲ示 シ,漸 次反

應弱クナ リ亦尾休期 ニ於テ最微弱 トナル.

3)卵 巣濾胞ノ「オ」反應ハ發育 ト共 ニ増強ス.

4)原 始濾胞及 ビ中等大 ノ濾胞 ノ「オ」反應ハ性週期ニヨリテ影響ナスガ如 シ.

5)新 生及 ビ成熟黄體ハ常 ニ「オ」反應陽性ナルモ,退 行變性 ヲナセル黄體 ハ陰性 ナルコ ト多

シ.

6)内 莢膜 細 胞 及 ビ間質 細 胞 ハ常 ニ中等 度 以 上 ノ陽 性 反 應 ヲ呈 ス.

擱筆 スル ニ當 リ御指導竝 ニ御校閲 ヲ腸ハ リシ恩師安藤教授 ニ深謝 ス.

文獻 ハ小著 「「マウス」雌性生 殖器 ノ性週 期知見補 遺竝 ニ子 宮水腫 ノ成 因 ニ就キテ」ノ文獻 ト同一 ナ リ.

(5. 11. 18.受 稿)
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Kurze Inhaltsangabe.

Zusammenhang zwischen der Oxydasereaktion und 

dem Geschlechtszyklus des Geschlechtsorgans 

bei weiblichen Mausen.

Von

Ryuzo Ikei.

Aus der Universitats-Frauenklinik zu Okayama, Japan.

(Vorstand: Prof. Dr. K. Ando.)
Eingegangen am 18. November 1930.

Uber den Zusammenhang zwischen der Oxydasereaktion und dem Geschlechtszyklus 

des Geschlechtsorgans bei weiblichen Mausen ist bisher sehr selten berichtet worden. 

Daher beschaftigte ich mich mit einer diesbezuglicheu Untersuchung und erzielte die im 

folgenden zusammengefassten Resuitate:

1. Die Oxydasereaktion der Scheidenschleimhaut ist sehr schwach und zeigt keine 

deutliche zyklische Ab- und Zunahme.

2. Die Oxydasereaktion der Uterusschleimhaut ist je nach dem Stadium des Zyklus 

verschieden; sie ist beim Oestrus am sthrksten positiv und wind allmahlich immer 

schwacher, um dann beim Dioestrus am schwachsten positiv zu werden.

3. Die Oxydasereaktion der Follikel der Ovarien wird mit der Entwicklung dersel

ben immer starker.

4. Weder die Oxydasereaktion der primaren Follikel noch die der mittelmassig 

entwickelten Follikel scheint durch den Zyklus irgendwie beeinflusst zu werden.

5. Neu entwickelte und reife Corpora lutea pflegen eine positive Oxydasereaktion

 zu zeigen, jedoch ist diese Reaktion bei regressiv veranderten Corpora lutea meist 

negativ.

6. Die Zellen der Tunica vaginalis interna und die interstitiellen Zellen zeigen stets 

eine positive Reaktion uber den mittelmassigen Grad hinaus. (Autoreferat.)
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