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子宮内膜症患者において LEP 製剤の
アンドロゲン作用が血管内皮作用に及ぼす影響
Effects of androgenic properties of progestin combined with ethinyl estradiol on vascular
endothelial reactivity, plasma lipids and free radical production in women with endometriosis
愛知医科大学産婦人科

櫻田

昂大，松下

宏，野口

靖之，篠原

康一，渡辺

員支，若槻

明彦

key words endometriosis, free radical, HDL cholesterol, small dense LDL cholesterol, vascular function

【緒言】……………………………………………………………

収縮作用を有するエンドセリン―1，内因性 NO 合

子宮内膜症は子宮内膜，あるいはその類似組織が

成酵素抑制因子である非対称性ジメチルアルギニン

子宮外に異所性に存在する疾患である．われわれは

（ADMA）を測定した．本研究は当院倫理委員会の

これまで子宮内膜症女性では酸化ストレスの亢進や

承認を受けて行われた．

血管炎症による血管内皮傷害が将来の心血管疾患リ
スクにつながる可能性を報告してきた．子宮内膜症

【成績】……………………………………………………………

治療に用いられる低用量エストロゲン・プロゲスチ

BMI，血圧，脈拍は両群ともに投与前後で有意

ン（LEP）製剤に含有するエストロゲンは血管内皮

な変化は認めなかったが，両群において E2,FSH,CA

機能を改善するものの，プロゲスチンはその男性ホ

125 は両群で有意に低下した（表 1）
．DRSP 群で

ルモン作用によりエストロゲンの血管内皮機能改善

は FMD，NOx は有意に上昇し，血漿エンドセリン

効果を減弱する可能性が指摘されている．今回，わ

―1 は有意に減少したが，NET 群では FMD，NOx，

れわれは LEP 製剤投与の前後において，含有する

血漿エンドセリン―1 ともに有意な変化を認めな

プロゲスチンの男性ホルモン作用の違いにより血管

かった．一方，ADMA は両群で有意に低下したが，

内皮機能に及ぼす影響を比較検討した．

血管径，血流は治療の前後で有意な変化を認めな
かった（表 2）
．

【方法】……………………………………………………………
同意の得られた，子宮内膜症性卵巣囊胞で腹腔鏡

【結論】……………………………………………………………

手術予定の女性 40 名を対象とし，無作為に DRSP

男性ホルモン作用を有さない DRSP を含有する

群（n＝20）
，NET 群（n＝20）の 2 群に分割した．

LEP を内服した群（DRSP 群）ではエストロゲン

DRSP 群はエストラジオール（EE）
（20μg）とドロ

の作用により NOx が増加，血漿エンドセリン―1 が

スピレノン（DRSP）
（3mg）を含有する LEP 製剤

減少し FMD が上昇したが，男性ホルモン作用を有

を，NET 群は EE（35μg）
とノルエチステロン（NET）

する NET を含有する LEP を内服した群（NET 群）

（1mg）を含有する LEP 製剤を手術前に連日内服し，

ではこれらの変化が認めらなかった．以上のことか

3 ヵ月後にその前後で血圧，脈拍，体重，血管内皮

ら，含有するプロゲスチンの男性ホルモン作用の違

機能の指標としての上腕動脈の血管拡張反応

いにより LEP 製剤が血管内皮機能に及ぼす効果が

（FMD）
，血管拡張作用を有する一酸化窒素（NO）

異なり，その効果は男性ホルモン作用を有さないプ

の代謝産物である亜硝酸塩，硝酸塩（NOx）
，血管

ロゲスチンを含有する LEP 製剤で優れることが示
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表1
DRSP 群

2

NET 群

投与前

投与後

投与前

投与後

BMI（kg/m ）

21.1±0.6

20.9±0.6

21.6±0.7

22.0±0.7

収縮期血圧（mmHg）
拡張期血圧（mmHg）

113.1±3.1
64.8±2.2

113.5±2.2
65.3±1.9

111.4±2.4
65.5±2.7

115.0±3.0
65.2±2.8

心拍数（bpm）
エストラジオール（pg/mL）

64.5±1.7
102.1±22.0

66.1±1.8
10.0±0.0＊

66.8±3.1
113.0±24.7

66.7±3.3
21.6±7.0＊

FSH（mIU/mL）

11.6±1.5

3.7±0.7＊

9.4±1.8

5.6±1.0＊＊

32.4±8.3

18.3±3.3＊＊

CA125（U/mL）

50.9±10.1

36.6±6.7

＊＊

平均±標準誤差
BMI, body mass index
＊

P＜0.01,

＊＊

P＜0.05（治療前 vs. 治療後）

表2
DRSP 群

NET 群

投与前

投与後

投与前

投与後

安静時血管径（mm）
安静時血流（mL/min）

3.5±0.1
76.7±14.3

3.7±0.1
77.6±13.0

3.5±0.1
60.6±7.4

3.7±0.1
68.7±16.5

駆血時血流（％）
FMD（％）

486.9±46.5
5.9±0.6

665.5±86.6
11.1±1.0＊

NOx（ mol/L）
エンドセリン―1（pg/mL）
ADMA（pmol/L）

29.2±3.3
1.23±0.09
384.7±11.1

37.4±4.9＊＊
1.07±0.08＊＊
330.0±10.7＊＊＊

593.8±53.0

735.4±149.1

7.5 1.0
31.6±8.4
1.01±0.06
373.3±11.7

7.2±1.2
34.2±6.9
0.92±0.06
303.3±10.0＊＊＊

平均±標準誤差
ADMA，非対称性ジメチルアルギニン；FMD，血管拡張反応；NOx，亜硝酸塩／硝酸塩
＊
P＜0.01, ＊＊P＜0.05, ＊＊＊P＜0.001（治療前 vs. 治療後）
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