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第51回日本不妊学会総会・学術講演会

　　　　　　　（第1回予告）

●
　日本不妊学会および学術講演会を下記の要領にて開催致しますので，奮ってご参加頂きま

すよう，お願い申し上げます．

●

●

会　期

会　場：

平成18年11月8日（水）：幹事会，理事会

　　　　　　　9日（木）：学術講演会，評議員会，総会，懇親会

　　　　　　10日（金）：学術講演会

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

　〒530－0005　大阪市北区中之島5－3－51

　TEL　O6－4803－5555／FAX：06－4803－5620

リーガロイヤルホテル大阪

　〒530－0005　大阪市北区中之島5－3－68

　TEL：06－6448－1121／FAX：06－6448－4414

プログラム：

シンポジウム（予定）

　　　　　　子宮内膜の免疫，配偶子形成における遺伝子解析，

　　　　　　不妊症外科的手術のトピックス，配偶子成熟のメカニズム

●

招聰講演（予定）

　　　　　　Dr　Walter　L．　Miller

　　　　　　Department　of　Pediatrics＆the　MetaboUc　Research　Unit

　　　　　　University　of　California，　San　Francisco

DL　Irwin　Goldstein

Institute　for　Sexual　Medicine

Boston　University　School　of　Medicine （その他，数名交渉中）

平成17年10月
●

　第51回日本不妊学会

会長奥　山　明　彦

■

連絡先：〒565－0871大阪府吹田市山田丘2－2

　　　　大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科）内

　　　　第51回日本不妊学会事務局（担当：辻村　晃）

　　　　TEL：06－6879－3531，　FAX：06－6879－3539

　　　　e・mail：jsfs51＠urαmedρsaka－uacjp
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日本不妊学会・創立50周年記念特集

●

　　　　　　　　　日本不妊学会過去20年の歩み

一昭和61年（第31回）から平成17年（第50回）まで一

日本不妊学会・元理事長・名誉会員　森　崇英

●

キーワード：

日本不妊学会　50周年記念 過去20年の歴史　生殖医学　生殖医療　生殖科学　生殖の倫理

●

●

●

●

はじめに

　日本不妊学会は，昭和31（1956）年10月21

日に慶磨義塾大学北里講堂で産声を挙げてから，

平成17（2005）年熊本市の第50回学会をもって，

数えで50周年を迎えることになる．

　学会として半世紀の節目を迎えるのを機会に，

その歩みを記録に残しておくことが必要である．

本学会の発足から30周年までの沿革については，

第5代松本清一理事長の「日本不妊学会の30年を

顧みて」と題する記念論文（日本不妊学会雑誌

31；1－6，1986）1）と座談会記事2）が，日本不妊学会雑

誌に掲載されているので，それ以降20年間の軌跡

を残しておかなければならない．そこで平成15

年度第2回通常理事会に著者が提案したところ，

50周年記念事業の一環として寄稿するよう指示

を受けた．

　本学会の設立に至る経緯は，前記記念記事によ

ると，本学会の設立母体は，慶鷹義塾大学産婦人

科の安藤書一教授主宰の二水検討会（昭和29年2

月10日創立）である．この会は，昭和28（1953）

年ニューヨークで開催された第1回国際不妊学会

1st　International　Congress　on　Fertility　and　SteriL

ityに招聰出席された安藤先生が不妊や避妊の最

先端の研究に触発されて，昭和29年に妊娠の成立

と不妊治療に関する研究会として設立されたもの

である．そして産婦人科だけでなく泌尿器科学，

畜産学，生殖生理学などの分野の人々にも広く同

志を募り，二水検討会を発展的に解消して不妊性

研究会を発足された（安藤先生は不妊症ではなく

不妊性という表現に固執しておられた由）．同年

10月9日，第1回不妊性研究会が慶鷹義塾大・北

里講堂で開催された．安藤先生の呼び掛けに応じ

関西では大阪市立大の藤森速水教授らを中心とし

て，昭和30年9月3日関西不妊研究会も発足し

た．この二つの研究会が合同して翌昭和31年日本

不妊学会の設立準備会が組織され，初代理事長に

安藤書一名誉教授，副理事長に東京大産婦人科・

長谷川敏雄教授と大阪市大産婦人科・藤森速水教

授の体制が内定した．そして昭和31年10月21

日，第1回の日本不妊学会総会が慶雁義塾大産婦

人科・中島精教授を会長として同大学北里講堂に

おいて挙行され，ここに日本不妊学会の創立に

至ったのである（安藤先生はこの年の3月に日本

不妊学会理事長に就任され，4月からは現役を引

退して名誉教授になっておられた）．したがって，

本学会の歴史を二水検討会の発足まで遡ると，52

周年ということになる．本稿の対象とした期間は

昭和61年（31年目）から平成17年（50年目）ま

での20年間である．

　この間の生殖科学と生殖医学の躍進には瞠目す

べきものがある．生殖内分泌学，体外受精学，ア

ンドロロジー，子宮内膜症，哺乳動物卵子学，生

殖免疫学，生殖遺伝学など，生殖生物学に直結す

る生殖科学だけでなく，分子生物学，ゲノム科学，

※京都大学名誉教授・醍醐渡辺クリニック不妊センター長

　〒606－0807　京都市左京区下鴨泉川町6－30
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クローン生物学などの周辺科学の進歩に支えら

れ，予想以上の発展を遂げた．そして生殖医科学

の基礎研究成果が生殖医学と生殖医療，畜産学な

どの応用分野に逸早くフィードバックされ，不妊

診療技術や畜産繁殖技術に生かされている．この

ように目覚しい進歩を遂げた20年間であったが，

本学会は発足当初から安藤先生のこ持論が生かさ

れた横断的性格をもっており，産婦人科医，泌尿

器科医だけでなく，農学や理学系研究者も参画し

て，本邦では最大規模の生殖医学生物学会として，

生殖関連学会と研究会の中核的存在であった．

　昭和58（1983）年本邦初の体外受精児の誕生を

契機に，各種の生殖補助医療技術が洪水のごとく

次々と導入されるや，不妊治療の理論と実地に革

新的な変貌をもたらした．同時に，この技術がヒ

トの生命の誕生を対象とするので，倫理・社会的

な議論も沸騰した．従ってこの20年間は生殖補助

医療を巡る激動の歴史であったといえる．本学会

の姉妹学会とも言うべき日本受精着床学会（受着

学会）と呼応して，生殖科学の基礎研究者，胚培

養技術者などの生殖補助医療従事者なども視野に

いれて，本邦での生殖医学と医療の新しい潮流を

主導する役割を果たしてきた．本稿では過去20

年間における本学会の足跡を辿り，それを総括す

ることによって，次の50年に向かってのさらなる

進歩への道標を模索してみたい．

1歴代役員，組織と事務局

1　歴代役員と会員

　昭和61（1986）年以降の歴代理事長，副理事長，

代表幹事，副代表幹事を表1に示した．初代の安

4

表1　歴代理事長・副理事長・代表幹事

理事長／任期 副理事長 任期 代表幹事 副代表幹事

石神　嚢次 昭61．11．17～63．ll．15 佐久間勇次 昭57．1L17～63．11．15 百瀬　和夫
木下　　佐 昭57．11．17～63．11」5
酒徳治三郎 昭61，11．17～63．11．15

飯塚　理八 昭63．1L16～平4」1．6 入谷　　明 昭63．11．16～平2．11．16 矢内原　巧
高木　繁夫 昭63．11．16－一平2．11．16

島崎　　淳 昭63。11．16～平2．11．16

入谷　　明 平2．11．17～平4．11．6 矢内原　巧
高木　繁夫 平2．1L17～平4．11．6
島崎　　淳 平2．11．17～平4．11．6

入谷　　明 平4．1L7～平8」L8 水野　正彦 平4．1L7～平5．9．11 小林　俊文
毛利　秀雄 平4」1．7～平6．10．27
島崎　　淳 平4．ll．7～平6．1027

森　　崇英 平5．5．25～平8」L8 小林　俊文
毛利　秀雄 平6．10．28～平8．11．8

島崎　　淳 平6．10．28～平8．11．8

森　　崇英 平＆11．9～平12．11．23 矢内原　巧 平8．11．9～平10」1．8 津端　捷夫 田原　隆三
白井　將文 平＆11．9～平10．1L8
毛利　秀雄 平＆1L9～平10．11．8

伊藤　晴夫 平10．1L9～平12．11．23 久保　春海 田原　隆三
岡村　　均 平1α11．9～平12．1123
廣井　正彦 平1011．9～平12．11．23

伊藤　晴夫 平12」L24～平16．9．2 岡村　　均 平12．11．24～平14．10．3 田原　隆三
守殿　貞夫 平12．1124～平14．103
武谷　雄二 平12．1124～平14」0．3

岡村　　均 平14．1α4～平16．92 田原　隆三 苛原　　稔
守殿　貞夫 平14．1α4～平16．92 柴原　浩章
武谷　雄二 平14．1α4～平16．9．2

岡村　　均 平16．9．3～平18．11．7 守殿　貞夫 平16．9．3～平18．1L7 田原　隆三 柴原　浩章
武谷　雄二 平16．9．3～平18」1．7
久保　春海 平16．9．3～平18．1L7
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表2　日本不妊学会・歴代監事

●

●

昭和45．11．16～47．10．12

昭和47．10．12～49．10．10

昭和49，10．11～51．10、27

昭和51．10．28～53．11．16

昭和53．11．17～55．9．30

昭和55．10．16～57．11．16

昭和57．11．17～59．11．13

昭和59．11．14～61．11．16

昭和61．ll．17～63．11．16

昭和63．11．17～平成a11．16

平成2．11．17～4．11．6

平成4，11．7～6．1α26

平成610．27～8．11．7

平成8．11．8～10．11、12

平成10．11．13～12，1L23

平成12．11．24～14．10．3

平成141α4－－16．92

平成169．3～

石川　正臣

石川　正臣

落合京一郎

落合京一郎

落合京一郎

落合京一郎

中條　誠一

藺守　龍雄

黒田　一秀

佐
佐
宏
宏
文
文
雄
雄
文

　

　

　

　

将

将

和
和
俊

下

下

田
田
井
井
藤
藤
林

木

木
浜
浜
白
白
佐
佐
小

篠田　　糺

篠田　　糺

梅津　元昌

森山　　豊

澤崎　千秋

中條　誠一

塩島　令儀

石神　譲次

坂元　正一・

坂元　正一

佐久間勇次

佐久間勇次

尾川　昭三

豊田　　裕

豊田　　裕

毛利　秀雄

小林　俊文

田中　啓幹

落合京一郎

落合京一郎

森山　　遊

西川　義正

中條　誠一・

塩島　令儀

高井　修道

坂元　正一

酒徳治三郎

酒徳治三郎

酒徳治三郎

熊本　悦朗

熊本　悦朗

水口　弘司

水口　弘司

平川　　舜

田申　啓幹

中村　幸雄

●

表3　日本不妊学会名誉会員

●

現任者
（51名）

青野　敏博

入谷　　明

黒田　一秀

清水哲也
百目鬼郁男

平野　睦男

毛利　秀雄

PhHip　Troen

飯塚　理八

岩崎　寛和

桑原　惣隆

白井　將文

友吉　唯夫

廣井　正彦

百瀬　剛一

張　　潤錫

五十嵐正雄

大越　正秋

斎藤　　幹

菅原　七郎

豊田　　裕

藤本征一郎

森　　純一

夫
喬
一
洲
博
雄
英

一

　
正
雅
行
一
崇

田
山
元
木
田
田

石

片
坂
鈴
永
前
森

礒島　晋三

木下　　佐

佐久間勇次

高橋　克幸

西田　悦郎

町田　豊平

森　　憲正

伊藤　晴夫　　藺守　龍雄

九嶋　勝司　　熊本　悦明

佐藤　和雄　　島崎　　淳

滝一郎玉田太朗
久住　治男　　平川　　舜

松本　清一　　三矢　英輔

八神喜昭　矢内原巧

●

物故者
（56名）

明石　勝英

一戸喜兵衛

落合京一郎

酒徳治三郎

篠田　　糺

竹内　正七

浜田　　宏

森山　　豊

赤須　文男

内野総二郎

川島　吉良

佐藤　繁雄

杉本　　修

辻　　一郎

広瀬　豊一

山田　一夫

Artoru　Campos　da　Paz

安藤　　弘

梅津　元昌

倉智　敬一

澤崎　千秋

高井　修道

中條　誠一

藤生　太郎

山根　基信

次
子
一
儀
夫
正
水
宝

嚢
廣
恭
令
繁
義
速
信

神
内
田
島
木
川
森
松

石

大

黒
塩
高
西
藤
吉

石川　正臣

大野　精七

小島　　秋

重松　　俊

高橋　　明

野嶽　幸雄

牧野佐二郎

渡辺金三郎

石塚　直隆　　市川　篤二

小川　玄一　　荻野　久作

小林　　隆　　小南　吉男

宍戸仙太郎　　志田　圭二

高嶺　　浩　　竹内　三郎

長谷川敏雄　　蜂屋　祥一

水口　弘司　　森　　一郎

渡辺　行正

●

藤書一理事長から数えて石神嚢次理事長は第6代

目となる．初代安藤書一，第2代長谷川敏雄理事

長は一期2年であったが，第3代澤崎千秋理事長

が2期4年制を提唱されてから，定款16条にも

「この法人の役員の任期は，2年とし，再任を妨げ

ない」と明文化され（資料1）第10代伊藤晴夫理

事長に至っている．第6代石神嚢次理事長は健康

上の理由から一期2年で退かれた．平成5年2月，

水野正彦副理事長（東京大学産婦人科教授）の急

逝により，平成5年5月から平成6年10月までの

残任期間を森崇英常任理事が兼任している．

　歴代監事は一括して表2に示した通りである．

●
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●

図1　一般会員数の年次推移

　図2　領域別の会員構成比率

（平成16年度　会員総数　4，415名）

30周年記念記事にはそれまでの監事の記載がな

かったのは実在しなかったためと思われる．昭和

45（1970）年法人化に伴い監事職が義務付けられ

たであろう年代まで遡って，監事制発足以来の歴

代監事も含めてこの表に列記してある。

　幹事に関しては施行細則第7章に規定されてい

る．会務の円滑な運営を図るため幹事若干名を理

事長が委囑し，幹事には互選による1名の代表幹

事と会長推薦の総会幹事若干名が含まれている．

しかし，副代表幹事についての明確な規定はない．

なお，定款と施行細則は昭和45年12月26日制

定，平成11年11月11日改定となっている．

　昭和46（1971）年第7回国際不妊学会を日本に

誘致するにあたり，本学会が受け皿として機能す

るために前年の昭和45年12月26日社団法人の

資格を取得した．また本学会は日本医学会への加

盟申請をしてきたにも拘らず認められなかった．

理由は不妊学会という名称にあったらしい．前記

国際不妊学会が東京と京都で開催されて不妊学会

の実績や名称に対する理解も深まった結果，昭和

51年日本医学会の分科会として承認されたDとい

う経緯がある．

2　名誉会員と一般会員

　定款第6条に総会の議決を以って名誉会員を置

くことが決められており，施行細則26条と27条

（外国人）に推薦基準が示されている．平成16年

12月末日現在で名誉会員を現任者と物故者に分

けて一覧表を示してある（表3）．

　本学会の一般会員の推移をみると（図1），昭和

61年度の2042名から年毎に漸増し，平成15年度

には4，000名を突破，その後軽度ながら増加し続

け平成15年度には4249名となっている．この間

●

●

■

●

●
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平成11年度のみ4，637名と突出している．

　領域別会員構成を図2に示した．産婦人科医

72％と圧倒的に多く，泌尿器科医と生殖科学の基

礎研究者ともに10％，その他8％となっている．

その他の会員は看護師，胚培養技術者などから構

成されている．このような構成比率はほぼ一定し

ており，体外受精の臨床応用の影響はみられない．

3組織
　定款施行細則第41条によれば「常任理事は庶

務・会計・編集・組織・渉外・学術その他の日常

の会務を分担執行する」とある（資料1，2）．した

がって現行の施行細則には倫理，将来計画，広報

などの会務分担制は正式にはとられていない．し

かし会の発展と時代の要請に従ってこれらの分担

会務が増えてきたので，理事会内委員会としての

倫理委員会，将来計画検討委員会，広報委員会，

生殖医療従事者資格制度委員会などが設置される

こととなった．序でながら施行細則には委員会設

置に関する条項は存在しないので，委員会と理事

会との関係あるいは位置付けについても明文化さ

れていない．各種委員会の設置に関する定款ある

いは施行細則に明記する必要がある．

　現在の岡村均理事長の下での組織図は図3に

将来計画検討委員会
生殖医療従事者資格制度委員会

目本医学会

用語委員

倫理委員会委員長
（常任理事）

代表’副代表幹事
委員長1常任理事
委員；庶務担当常任理事

　　代表幹事
　　副代表幹事他

委員長：常任理事

副委員長；常任理事2名

委員；常任理事

　　代表幹事、副代表幹事他

監事（3名） 理事長
代表幹事
（常任幹事）

副理事長（3名） 副代表幹事
（常任幹事）

庶務部 会計部 編集部 渉外部 組織部 学術部 広報部

常任理事

担当理事
常任理事
担当理事

常任理事
担当理事

常任理事

担当理事

常任理事

担当理事
常任理事
担当理事

常任理事
担当理事

常任幹事
幹事

常任幹奉
幹事

常任幹事

幹事
常任幹事
幹事

常任幹事
幹事

常任幹事
幹事

常任幹事
幹事

　　　　図3　日本不妊学会組織図

（平成16年9月～平成18年ll月，固有名詞は略）

表4　日本不妊学会・支部設立の経過

支部 発足時期 設立貢献者

関東支部 昭和31年4月5日 安藤 書一・，中島 精，野獄 幸雄，坂倉 啓夫，高島 達夫，

長谷川敏雄，林 基之，松本 清一，大越 正秋，西川 義正

関西支部 昭和31年4月5日 藤森 速水，山田 文夫，田村 峰夫，安田 徳治，足高 善雄，

澤崎 千秋

中部支部 昭和31年4月29日 清水 圭三，吉川 仲，渡辺金三郎，水野 潤二

九州・沖縄支部 昭和31年10月19日 加来 道隆，三谷 清，重松 俊

北海道支部 昭和31年12月16日 大野 精七，小川 玄一’，明石 勝英

東北支部 昭和32年11月2日 篠田 糺，梅津 元昌，九嶋 勝司，清水 寛一，古賀康八郎，
篠崎 源一，高橋 吉定，西田 周作，秦 良麿，武藤 完雄

中国・四国支部 昭和33年8月27日 飯田 無二，藤生 太郎

北陸支部★ 昭和35年11月27日 赤須 文男，黒田 恭一

★昭和35年春に中部支部より独立
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示した通りである．これによると，倫理委員会，

将来計画検討委員会，生殖医療従事者資格制度委

員会は理事長直属となっているので，理事会内委

員会という位置付けであろうが，それぞれの委員

会規定や内規には明示されていない．会務の円滑

な遂行のためには事実上差し支えないとすれば，

理事による会務分担制をとっている現存の機構で

問題はない．ただしad　hoc委員会設置に関しては

期限を設ける必要があろう．

　幹事と幹事会については施行細則第7章に規定

されている．幹事はもともと理事会に陪席して必

要な資料の収集や記録など理事会の補佐役として

の任務を担当していた．矢内原巧代表幹事時代に，

幹事に単なる補佐役としてだけでなくより積極的

な役割を与えるため，幹事会を始めて独立させ，

理事会の開催に先立ち学会の抱える問題点の整理

や立案，支部任命の幹事からの意見聴取などの場

として位置付けされれることとなった．

　本学会は全国を地域別に8支部（＋海外）にわ

けた支部組織制をとっている．各支部への役員配

分規定は定款施行細則31条によって定められて

いる（資料1）．それによれば理事は少なくとも各

支部より1名を選任するものとされており，この

条項に従って各支部への理事定数の配分が行われ

てきた．しかし配分定数は本来支部会員数に応じ

て比例配分にすべきとの意見が出るに及んで，理

事会でも議論が交わされたことがある．その結果，

従来通り関東8名，関西3名，九州2名，中部2

名，中国・四国2名，北海道1名，東北1名，北

陸1名の計20名（定款12条）という配分体制に

治まった．評議員定数についても同様の議論が平

行して進められ微調整がなされた経緯がある．評

議員選考内規は資料2に紹介した通りである．

　各支部の成立過程とその貢献者を表4にまとめ

てある（この表は非公式の資料に基づいているの

で必ずしも正確ではない）．なお，本学会成立後支

●

■

●

表5　歴代会長・開催場所・期間

回数 会長名 所属 領域 開催場所 開催期間 備考

31 折笠　精一 東北大学教授 泌尿 仙台市民会館 昭61．1α16～17

32 西田　悦郎 金沢大学教授 産婦 金沢市文化ホール／ 昭62．11．23～24
石川厚生年金会館

33 入谷　　明 京都大学教授 基礎 国立京都国際会館 昭63．11．15～16

34 清水　哲也 旭川医科大学教授 産婦 旭川市民文化会館 平元．92～3
35 島崎　　淳 千葉大学教授 泌尿 幕張メッセ 平2．11．16～17

36 八神　喜昭 名古屋市立大学教授 産婦 名古屋国際会議場 平3．11，20～21

37 荒井　　清 帝京大学教授 産婦 京王プラザホテル 平4．11，6～7

38 杉本　　修 大阪医科大学教授 産婦 国立京都国際会館 平5．9．11～12

39 片山　　喬 富山医科薬科大学教授 泌尿 富山県民会館／ 平6．10．26～28
富山第一ホテル

40 廣井　正彦 山形大学教授 産婦 山形国際交流プラザ 平7．10．25～27

41 青野　敏博 徳島大学教授 産婦 徳島県郷土文化会館／ 平8．11．7～8
ホテルクレメント徳島

42 白井　將文 東邦大学教授 泌尿 京王プラザホテル 平9．11．13～14

43 永田　行博 鹿児島大学教授 産婦 鹿児島市民文化ホール／ 平10．11．12～13
鹿児島サンロイヤルホテル

44 矢内原　巧 昭和大学教授 産婦 赤坂プリンスホテル 平11．11．11～12

45 守殿　貞夫 神戸大学教授 泌尿 神戸国際会議場 平12．11．23～24

46 中村　幸雄 杏林大学教授 産婦 京王プラザホテル 平13．11．8～9

47 玉舎　輝彦 岐阜大学教授 産婦 岐阜ルネッサンスホテル 平14．10．2～4

48 伊藤　晴夫 千葉大学教授 泌尿 品川プリンスホテル 平15．10．1～2

49 石川　睦男 旭川医科大学教授 産婦 旭川グランドホテル／ 平16．9．2～4
旭川市民文化会館

50 岡村　　均 熊本大学教授 産婦 ニュースカイホテル 平17．ll．17～19

●

■

●

●
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　　表6－1　学術講演会　会長指定講演（1）

第31回（昭和61年）から第50回（平成17年）まで

回数 カテゴリー 演題 演者

第31回
（昭和61年）

第32回
（昭和62年）

第33回
（昭和63年）

第34回
（平成1年）

会長講演

招請講演

特別講演1

特別講演2

教育講演1

教育講演2

招請講演1

招請講演2

特別講演1

特別講演2

特別講演3

特別講演4

特別講演5

招請講演1

特別講演1

特別講演2

特別講演3

招請講演

理事長講演

特別講演1

特別講演2

特別講演3

男性不妊症領域における生物科学・遺伝r工学の応用

家畜の繁殖とフェロモン

血清液症

卵胞発育と卵子の成熟調節機構

プロラクチンと男性不妊症

卵管性不妊の基礎と臨床

下垂体・副腎皮質の病理と性機能

卵巣の寿命を周って

哺乳動物卵の組織化学一ProstaglandinとSteroidの代謝を中心として

性腺刺激ホルモンの生物学一魚類からヒトまで

造精機能障害の治療に関する2，3の問題

女性における副腎機能と生殖

精子学の最近の進歩

New　technology　in　the　field　of　anlmal　reproduction

精子の運動生理

黄体機能の調節とその異常

副睾丸におけるアンドロジェン代謝と精子成熟にかかわる因子

性機能と成長因子

InseminationからIVFヘー昨日，今日，明日一

排卵におけるリン脂質代謝産物の意義

神経内分泌学的にみた不妊症の基礎と臨床

男性における受胎調節一造精機能の人為的制御

折笠　精一

正木　淳二

島崎　　淳

廣井　正彦

木村　正一

星合　　昊

笹野　伸昭

一戸喜兵衛

石田　一・夫

石居　　進

片山　　喬

赤祖父一知

押尾　　茂

Robert　H．　Foote

毛利　秀雄

森　　崇英

穂坂　正彦

水野　正彦

飯塚　理八

石川　睦男

川越慎之助

瀧原　博史

部組織の設立と拡大については，本学会機関誌1

巻に高島達夫庶務幹事（当時）が雑報として寄稿

されているので興味のある読者はそれを参照願い
たい3）．

　広報のため平成13年11月に開設されたホーム

ページはhttp：／／wwwjsf＆oエjpである．

4事務局
　創立当初の本学会の事務室は東京都日本橋本町

の日独薬品東京支店に借り住まいの形であった

が，昭和34年に東邦大学産婦人科教室（大田区大

森西7丁目，林基之教授室）に移って独立したD．

社団法人の資格を取得した関係上，昭和50年から

は東邦大学から独立した事務所を保健会館内（東

京都新宿区市ヶ谷砂土原町）に持つこととなった．

さらに会務の膨張に対処するため，昭和59年4

月1日から事務管理専門の国際会議事務局（中山

英一郎代表，東京都中央区日本橋2丁目7－4，加

商ビル2階）に事務委託することとなった．この

契約は平成2年4月1日から国際会議事務局を引

き継いだアイシーエス企画（加藤貞之代表，東京

都中央区日本橋2丁目14－9）に切り換えられた

が，本学会事務担当者の株式会社ビーズへの転職

に伴い，平成5年4月1日から委託先をアイシー

エスからビーズ社（尾崎順一代表，東京都千代田

区麹町町5－4，クロスサイド麹町8階）に変更し

た．その後，担当者のビーズ社退職に伴い，平成

12年4月1日付で事務局を現在のMAコンベン

ションコンサルティング（秋山美知子代表，東京

都千代田区麹町4丁目2番地，K－WING　3階（当

時）から平成16年1月，千代田区麹町4丁目2

番地6号，第2泉商事ビル5階に移転）に委託し

て現在に至っている．アイシーエスからビーズへ

の移転には矢内原巧代表幹事（当時）の，またビー

ズからMAコンベンションコンサルティングへ

の移転に関しても矢内原巧庶務担当理事（当時〉の
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　　表6－2　学術講演会　会長指定講演（H）

第31回（昭和61年）から第50回（平成17年）まで

回数 カテゴリー 演題 演者

第35回
（平成2年）

第36回
（平成3年）

第37回
（平成4年）

第38回
（平成5年）

第39回
（平成6年）

特別講演1

特別講演2

特別講演3

特別講演4

招請講演1

招請講演2

特別講演1

特別講演2

特別講演3

特別講演1

特別講演2

特別講演3

特別講演4

会長講演1

特別講演1

特別講演2

教育講演

特別講演

会長講演

教育講演1

教育講演2

教育講演3

教育講演4

配偶子および胚の凍結保存一基礎一

配偶子および胚の凍結保存一臨床一

哺乳類初期胚発生に及ぼす環境因子の解析

射精障害に対する人工射精法

国際不妊学会の歴史より学ぶ

細胞同志は認識し合う

重症排卵障害の内分泌動態

微少穿刺法による生殖管内アンドロジェン微少環境の解明

哺乳動物生殖系列細胞核の全能性と多能性

下垂体ホルモンの新しい測定法

プロラクチン分泌機能と性機能

性腺の機能異常とストレス

染色体異常と男性不妊

女性不妊に対する保存手術療法の歩み

疾病における遺伝子解析の新技術と展望

精巣における細胞機能調節

子宮内膜症の病態と不妊への関与

Fertilizing　abnity　of　mammalian　spermatozoa：it’s　development

and　relativity

不妊診療の課題と展望一男性側の立場から一

体外受精の現況と問題点

精子成熟の場一精巣上体：構造からみる機能分化

男性不妊症治療の現在の問題点

哺乳動物胚の凍結・ガラス化保存

S．P．　Leibo

大野虎之進

野田　洋一

牛山　武久

坂元　正一・

岡田　節人

花田　征治

山本　雅憲

角田　幸雄

若林　克己

村井　一郎

森　　純一

中堀　　豊

杉本　　修

林崎　良英

藤澤　正人

植木　　実

柳町　隆造

片山　　喬

森　　崇英

安部　和厚

熊本　悦朗

葛西孫三郎

●

●

●

●

労に負う所が大きい．

ll歴代会長と学術集会

1歴代会長
　31回（昭和61年）から50回（平成17年）まで

の歴代会長，開催場所，期間の一覧を表5に掲げ

てある．会長は原則として産婦人科領域2回のあ

と泌尿器科領域1回の持回り制が慣例となってい

たが，33回（昭和63年）の入谷明会長は基礎生殖

生物学領域の会長で唯一の例外である．全国8つ

の支部から構成されている関係上，専門領域だけ

でなく地区別バランスも会長選考の基準となって

いる．領域別にみると産婦人科13回，泌尿器科6

回，基礎1回の担当となっている．急速に伸展し

つつある基礎生物学の知見を生殖医療や家畜繁殖

学に反映させるためには，基礎生殖生物学領域の

特別講演や招請講演，シンポジウムなどの会長指

定講演で補うなど，学術集会プログラムの編成を

通して歴代会長は努力されてきた．他面，基礎生

殖領域の専門家が学術集会の会長を担当すること

によって，生殖医科学領域における基礎と臨床と

の結び付きがより強固になるのではなかろうか．

2　年次学術講演会

　年次学術講演会のプログラムのうち会長指定講

演（特別講演，招請講演，教育講演など），を纏め

て表6－1，2，3，4，5に一括表示した．特別講演や招

請講演は外国人を含めて会長の専門領域から選ば

れているほか，その当時の先端的話題や生殖医

療・生殖科学と医療全般に共通の関心事項，また

倫理についても40回，43回と48回の3度に亘る

会長講演として，46回には特別講演として取り上

げられている．シンポジウムとワークショップの

●

●
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　　表6－3　学術講演会　会長指定講演（皿）

第31回（昭和61年）から第50回（平成17年）まで

回数 カテゴリー 演題 演者

●

●

●

第40回
（平成7年）

第41回
（平成8年）

第42回
（平成9年）

招請講演1

招請講演2

理事長講演

特別講演

会長講演

教育講演1

教育講演2

教育講演3

招請講演

特別講演

会長講演

教育講演1

教育講演2

教育講演3

教育講演4

教育講演5

教育講演6

会長講演

教育講演1

教育講演2

教育講演3

Contraception－past，　present　and　future

Assisted　fertilization　techniques－past，　present　and　future

生殖技術の発展の歴史と展望

男性不妊症治療一過去，現在，未来

生殖医療技術の進歩と生命倫理

体外受精・胚移植一成功率向上のために一

インヒビンとFSH調節

CeU　signaling機構による精子運動性調節

Roles　and　signaling　mechanisms　of　activin　and　inhibin

着床障害の治療に関する基礎的検討

本邦婦人における多嚢胞卵巣症候群

受精着床周辺期におけるステロイドの役割

精子形成に対する分子生物学的アプローチ

免疫性不妊の基礎と臨床

性の分化と性染色体

アポトーシス：ヒト生殖における意義

胚の性判別の基礎と応用

男性不妊症とインポテンス

性分化をめぐって

受精過程における精子中心子の役割

卵子の成熟と妊孕性

Daniel　R．　Mishell，　Jr．

Gianpiero　D．　Palermo

入谷　　明

中田　瑛浩

廣井　正彦

斎藤　英和

田谷　一善

森澤　正昭

WyUe　W　Vale

森　　崇英

青野　敏博

矢内原　巧

西宗　義武

鎌田　正晴

中堀　　豊

仲野　良介

内海　恭三

白井　将文

中込　弥男

年森　清隆

鈴木　秋悦

●

●

●

主題は表7－1，2に示した通りである．シンポジウ

ムの主題は31回から40回までは2題であった

が，41回からはワークショップが，42回にはシン

ポジウムのほか6題のフロンティア・シンポジウ

ムが企画されて増える傾向にあり，47回には10

題に達した．また48回にはスポンサード・シンポ

ジウムとモーニング・ワークショップが試みられ

た．シンポジウムとワークショップのセッション

は会長指定講演と相補的にハイライト・セッショ

ンを形作るものであり，歴代会長の熱意が覗える．

　年次学術講演会における一般演題数の回数順推

移を図4に示した．32回（昭和62年）までは200

題強であったが，翌年33回では一気に300題に迫

り，34回（平成元年）から36回（平成3年）まで

3年連続して300題を越えている．その要因は昭

和58年に本邦初の体外受精児が誕生した後，体外

受精の妊娠率が向上，安定するのは平成元年頃か

らであること（日産婦生殖医学登録委員会報告に

よる）の反映とみなされる．38回（平成5年）の

一般演題数は200題を割り谷間になっているかに

みえるが，この年度の学術集会は第8回世界体外

受精会議と連結開催され，一般演題の多くが国際

学会の方に出題したためである（ちなみに第8回

世界体外受精会議への日本からの一般演題数は

294）．39回から46回までの8年間の一般演題は

256～318台の間をほぼ安定して推移している．

　47回から49回までの3回は受着学会と連結開

催あるいは併催したが，一般演題数にどの様に影

響したのであろうか．演題数の減少は避けられな

いと予想されたが，案に相違して連結開催以前よ

り若干少な目ではあるが，250題以上の出題数が

維持されている．47回本学会と20回受着学会と

が併催された平成14年には，両学会合わせて一般

演題数は361題と併催前年の平成13年の480題

に比して120題減と大幅に後退している．両学会

別に内訳をみると，不妊学会は30題減に止まった

が受着学会は90題減と併催の影響は受着学会に

対してより大であった．
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　　表6－4　学術講演会　会長指定講演（IV）

第31回（昭和61年）から第50回（平成17年）まで

回数 カテゴリー 演題 演者

第43回
（平成10年）

第44回
（平成11年）

招請講演1

招請講演2

特別講演

理事長講演

会長講演

教育講演1

教育講演2

教育講演3

教育講演4

教育講演5

教育講演6

教育講演7

教育講演8

教育講演9

招請講演1
‡召」青講言寅2

　　　　　　特別講演

　　　　　　会長講演

　　　　　　教育講演1

　　　　　　教育講演2

　　　　　　教育講演3

　　　　　　教育講演4

第45回　　　招請講演1
（平成12年）　招請講演2

　　　　　　特別講演1

　　　　　　特別講演2

　　　　　　教育講演1

　　　　　　教育講演2

Preimplantation　genetic　diagnosis　present　and　future

The　assisted　reproductive　technology　in　Korea

21世紀への提言一環境ホルモンと生殖

着床率の向上を目指して

生殖医療と倫理

クローン動物研究の現況

ヒトART受精卵染色体異常の要因と遺伝的荷重について

メラトニンと排卵機構

精巣内分子シャペロンと不妊

精子形成関連遺伝子をめぐって一AZFを中心に

精漿中の精子運動抑制因子の生理的役割について

卵・卵胞の発育と細胞外基質

レプチンと生殖

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）と生活習慣病の関連性

Current　concepts　and　concerns　in　assisted　reproduction

Testicular　torsion：Physiology　and　ceU　biology　of　the　response　to

torsion　repair　in　the　rat　model

Treatment　of　male　infertility：Past　practices　and　future　prospects

本邦における不妊治療の実態とその在り方

生殖生理のエイコサノイド

初期卵胞発育を考える一卵からシグナル？

閉塞性無精子症の診断と治療：ART時代の再縫合術の意義

体細胞クローン技術と核のリプログラミング

FSH　receptor　mutation　and　male　infertUity

Inhibins，　activins　and　female　reproduction

内分泌撹乱物質と生殖能

真の意味での男性不妊治療はどこまで進んだか

Genetic　counselingの目的と限界

卵形成と排卵

Yury　VerUnsky

Chan・Ho　Song

井口　泰泉

森　　崇英

永田　行博

角田　幸雄

久保　春海

相良　祐輔

大迫誠一郎

並木　幹夫

岩本　晃明

斉藤　英和

佐川　典正

堂地　　勉

Peter　R　Brinsden

Terry　T　Turner

Philip　Troon

矢内原　巧

佐藤　和雄

岡村　　均

松田　公志

今井　　裕

Juha　Tapanainen

Felice　Petraglia

堤　　　治

岡田　　弘

佐藤　孝道

佐藤　英明

●

●

●

●

　一般演題のカテゴリー別にその年次における総

演題数に対する比率の推移をみると，受着学会の

設立，世界体外受精会議との連結開催，受着学会

との併催が影響因子と考えられる．昭和57年の受

着学会の設立後平成3年（36回）までの9年間，

本学会の一般演題数のうちART関連演題数は皆

無か高々14題までに止まっていた．37回から急

に増え始め回を重ねるにしたがって次第に増加

し，46回（平成13年）には76題（一般演題中

27．1％）とピークに達した．その後3年間受着学会

との併催による影響は少なく，25％前後と一般演

題の約4分の1を占めながら今日に至っている

（図5）．中枢・卵巣・性ホルモンと受精・着床関

連演題数はほぼ同じ動きを示しており，39回まで

は15％程度の高水準にあったが，45回以後は5％

前後で推移している．卵子・排卵・胚と子宮内膜

症関連演題数は全期間を通して5％程度で安定し

た横這いである．また精子・排精は10％前後の高

い比率を保って推移し，診断・検査も同じく安定

している（図6）．内視鏡関連演題は39回から突如

増え始め，その後も3～5％で推移している
（図7）．これは昭和48年に創立された産婦人科内

視鏡研究会の影響であろう．

3　学術奨励賞

　不妊学会には定款第5条第2項に明記された事

●

●

●
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　　表6－5　学術講演会　会長指定講演（V）

第31回（昭和61年）から第50回（平成17年）まで

回数 カテゴリー 演題 演者

●

●

●

●

第46回　　　特別講演
（平成13年）　招請講演1

　　　　　　招請講演2

第47回
（平成14年）

第48回
（平成15年）

第49回
（平成16年）

第50回

招請講i演3

教育講演1

教育講演2

教育講演3

教育講演4

会長講演

招請講演1

招請講演2

招請講演3

会長講演

招請講演1

招請講演2

招請講演3

特別講演

招請講演1

招請講演2

招請講演3

会長講演

50周年
記念講演

50周年
記念講演

50周年
記念講演

教育講演

会長講演

脳死におもう

Stimulation　protocols　for　IVF：GnRH　agonists　VS　antagonists

Gene　discovery　in　human　endometrium－A　peek　into　the　window
of　implantation

The　current　status　of　assisted　reproductive　technology（ART）

in　Taiwan

勃起障害の新しい治療法

卵巣に発現誘導される分化関連物質とその生理的意義

精子の受精能について

卵成熟と着床におけるプロラクチンの生理的意義

Rokitansky症候群を考える

生殖医学とゲノムインプリンティング

ES細胞の多能性を維持する分子機構

ES細胞と生殖医学

生殖医療倫理を考える

Pathophysiology　of　ovadan　hyperstimulation　syndrome

Sperm　function　and　ART

The　Genetics　of　male　intertility：Recent　advances　and　future　direction

胎児の複合汚染とその対策

The　GnRH　neuronal　system：Development，　regulation　and
pulsatile　secretion

Cardiovascular　consequences（CVD）of　hormone　therapy（HRT）
in　postmenopausal　women：Message　to　clinicians

私の研究生活50年で学んだこと

生殖医学の臨床研究の軌跡

宇宙からみえる生殖医療

Ethical　issue　in　biomedical　publications

The　impact　of　having　cryopreserved　embryoson　society　and
family　life

エストロゲン受容体の遺伝子発現制御の分子機構

Ovum　fatal

竹内　一夫

Suheil　J　Muasher

Lmda　C　Guidice

黄　　国思

石井　延久

藤原　　浩

平田　修司

神野　正雄

玉舎　輝彦

佐々木裕之

丹羽　仁史

野瀬　俊明

伊藤　晴夫

Antonio　Pellicer

WolfBernhand
Schill

David　M　de　Kretser

森　　千里

Kelvin　J　Catt

Olavi　Ylikorkala

柳町　隆造

石川　睦男

伊藤　晴夫

Roger　Kempers

Edward　E　Wallach

加藤　茂明

岡村　　均

■

●

業として，研究の調査ならびに奨励がある．これ

に則って平成6（1994）年学術奨励賞制度が設立さ

れた．この奨励賞が設けられた直接の契機となっ

たのは日本オルガノン株式会社の申し出であっ

た．平成5（1993）年同社ゼネラルマネージャーと

してドイツから就任したベンダー氏は，低用量ピ

ルの上市に力を注ぐと共に，日本の生殖医学分野

で何らかの学術貢献をする方策を模索していた．

その結果，日本の若手研究者に対し学術研究を支

援することを立案，飯塚理八名誉会員に申し入れ

た．これを受けて同名誉会員は当時の入谷明理事

長ならびに森崇英副理事長と共に本学会側を代表

し，日本オルガノン社側からはベンダー社長と

米井敬営業企画部長の出席の下に，1993年4月，

横浜市内のニューグランドホテルで会談すること

になった．著者はその時インドネシア・バリ島で

開催されていた第8回ヒト生殖世界会議に出席中

であり，たまたま出席中の同社久保忠彦氏から出

席の要請を受けた．バリ島での学会に引き続いて

横浜市内で別の国際学会に出席予定であり，飯塚

名誉会員も出席予定と知っていたので会談場所が

横浜となったと記憶している．この会合で両者は

●
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表7－1　学術講演会　シンポジウム（S）とワークショップ（WS）（1）

　　　一第31回（昭和61年度）から第51回（平成17年度）まで

回数 主題 主題

第31回（昭和61年）

第32回（昭和62年）

第33回（昭和63年）

第34回（平成元年）

第35回（平成2年）

第36回（平成3年）

第37回（平成4年）

第38回（平成5年）

第39回（平成6年）

第40回（平成7年）

第41回（平成8年）

第42回（平成9年）

第43回（平成10年）

Sl：精子：基礎から臨床へ

S：「ホルモン抑制物質と生殖」一性機能面にお
　　ける“antihormone”の展開と可能性

S1：初期発生に関する諸問題

S：不妊治療の限界とその対応

S1：精子形態異常の基礎と臨床

Sl配偶子および初期胚異常の成因をめぐって

Sl：性ステロイドホルモンの作用機序

S：下垂体ゴナドトロピンの基礎と臨床

Sl：配偶子をめぐる最近の話題一ニューテクノ
　　ロジーによる研究

公開S：不妊の漢方療法

S1：環境と初期発生

S1：卵および卵胞発育の基礎

WS1：機能性不妊の取り扱い

S1：ICSI一今後の展開

ビデオS：不妊の外科的治療

フロンティアS1：データよりみたICSIの現状

フロンティァS3：ゴナドトロピン療法の副作用
　　　　　　　　対策

フロンティアS5：配偶子・胚のQualityと妊孕
　　　　　　　　性の評価

フロンティアS7：不妊症の実験動物モデル

コンセンサスミーティング：精子回収法をめ
　　　　　　　　　　　　　ぐって

S1：着床不全の病態解明へのアプローチー基礎
　　から臨床へ

WS1：0HSSの病態とその対応

S2：不育症の診断と治療

S2：雄性副性器の生理と病理

S2：Microfertilization（顕微授精）

S2：精子形成の調節

S2：着床をめぐって

S2：造精機能障害に関する諸因子：基礎と臨床

S2：精子と卵のインターアクション

WS2：男性不妊の新治療

S2：不妊症と染色体異常

フロンティアS2：着床前診断法の基礎と展開

フロンティアS4：不育症（習慣流産）の機序，
　　　　　　　　診断治療

フロンティアS6：着床と子宮内膜機能一着床率
　　　　　　　　をどのようにして上げるか？

フロンティアS8：男性性機能と不妊一実験と基礎

S2：精子妊孕能の情報と評価

WS2：閉塞性無精子症の外科的対応

●

●

●

●

合意に達し，日本オルガノン社の申し出の趣旨を

受け入れる具体的体制を理事会で検討することと

なった．

　平成5年5月の第1回通常理事会で学術奨励賞

の設置が提案され，理事長，副理事長，編集委員

長に名称や内規の詳細についての検討が一任され

た．そして，平成5年9月の第2回通常理事会に

おいて，「日本不妊学会奨励賞」の設置が議決され

た．設置に伴う措置として，①施行細則第41条に

ある常任理事の業務分担が「庶務・会計・編集・

その他」となっているので，新たに「組織・渉外・

学術」を加えること　②施行細則，第14条「本会

は定款第5条の学会誌として年4回日本不妊学会

雑誌を刊行する」の条文に「また優れた論文に対

して学術奨励賞を授与することができる．」の文言

を追加すること　③学術奨励賞の対象，方法，内

規等詳細は次回臨時理事会までに学術，編集両担

当理事が案を作成することが決まった．平成6年

3月の臨時理事会において，島崎淳学術担当理事

から「日本不妊学会学術奨励賞の選考規定案が提

出され，承認決定された（資料3）．この選考規定

は平成13年11月に改訂されたもので，選考対象

論文が本学会機関雑誌（日本不妊学会雑誌または

Reproductive　Medicine　and　Biology）以外にも国

内外の雑誌に掲載された原著論文に枠が広げられ

た．そして平成6年度から推薦論文を募集，選考

を経て，平成6年度39回学会時の総会において第

1回の授賞を行うことになった．

　学術奨励賞は，初回の授賞以来平成16（2004）年

度，49回学会までの間，11回の学会において計31

●

●

●
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表7－2　学術講演会　シンポジウム（S）とワークショップ（WS）（H）

　　　一第31回（昭和61年度）から第51回（平成17年度）まで

回数 主題 主題

●

●

●

●

第44回（平成ll年）

第45回（平成13年）

第46回（平成13年）

第47回（平成14年）

第48回（平成15年）

第49回（平成16年）

第50回（平成17年）

S1：機能性不妊症一病態とその対策

WSI：不妊とコンサルテーション

Sl：病態からみた不妊治療の適応と限界

WS1：精液検査の標準化はどこまで可能か

S1：着床現象を司る役者たち

WS1：不妊カウンセリングーケアの医療学

WS3：家畜繁殖分野での最近の話題

Sl：PCOSと不妊治療のデベイト

S3：ARTにおける技術革新と限界（動物からヒトへの
　　提言）

S5：ARTの問題点
S7：癌治療における妊孕性維持への工夫

S9：難治性不妊症の対策

S1：反復不成功例に対する対応

S3：精液検査の標準化

S5：卵子・精子機能と受精現象

オルガノン・スポンサードS：High　quaHty　egg　and

　　　　　　　　　　　　　　　embryo

WS1：EBMからみた不妊治療

モーニングWSI：エンブリオロジスト

ビデオセッション：私の工夫：手術

S1：ARTと2卵性1絨毛膜双胎
S3：配偶子保存

S5：配偶子における分子生物学的機構

オルガノン・スポンサードS：ゴナドトロピン療法の潮流

シオノギ・スポンサードS：不妊治療における新たなアプローチ

S1：卵胞発育の基礎から臨床へ

S3：精子形成における分子生物学的解析と臨床からのア
　　プローチ

S5　オルガノン・スポンサードS：ART成功の指標はど
　　うあるべきか一クオリティとEBMの両面から一

S2：男性不妊の治療と医療連携

WS2：卵管の機能とその異常

S2：不妊治療における内分泌学の関わり
　　とその進歩

WS2：明日の不育症治療へ

S2：卵巣機能と局所生理活性物質

WS2：ICSIと精子形成の分子生物学

S2：倫理問題に関するデベイト

S4：精子受精能のコントロバーシー

S6：不妊症と手術一可能性と限界

S8：不妊治療における漢方一基礎と臨床

S10：内分泌撹乱物質と生殖生理

S2：STD不妊症

S4：ARTに関連した最新技術

WS2：畜産領域の最先端

モーニングWS：不妊カウンセラー

S2：小児の性器異常と生殖予後

S4：ARTのQuality　Assurance

S6：エンブリオロジストの技術最前線

S2：PCOSはいま？

S4　ノーベル・ファーマスポンサードS：
　　子宮内膜症に伴う月経困難症に対す
　　る治療戦略

S6　1CMART　S：Monitoring　IVF　efn－
　　ciency，　safety　and　quality

●

●

名が授賞されている（表8）．何れも優れた論文が

選ばれており，奨励賞基金提供者の趣旨と善意が

充分生かされ，若手研究者の育成に寄与するとこ

ろが極めて大きいと思われる．副賞として授与さ

れる日本不妊学会オルガノン学術奨励賞賞状およ

び記念品（初回から10回までは詠田晴山作ブロン

ズ母子像，平成15年度からはクリスタル母子像）

並びに学術奨励金50万円は受賞の栄誉を讃える

に十分なものである．

lll機関誌と編集業務

1　日本不妊学会雑誌の創刊

　日本不妊学会雑誌は不妊学会の機関誌として学

会の誕生と同じ年の昭和31年に創刊された．安藤

書一名誉会員の発刊の辞が収録されている産婦人

科治療15巻3号（1967年9月号）の当該部分をこ

こに引用して置きたい4）．

　「不妊研究は避妊研究と対蹴性の立場にある．前

者は無を有とするを本旨とし，後者は有を無とす

●
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図4　年次学術講演会における一般演題総数の回数順推移
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図5　－・般演題総数に対する各カテゴリー演題数の比率一回数順推移（1）

●

●

●

るを本旨とす．したがって万事が前者に比較的困

難で，後者に比較的容易である．人の数（人口）を

対象とする従来の研究で，避妊が先とされ，不妊

が後とされた一因もここに存すと思われる．この

事情が主動となって，避妊研究は略々完成に近く，

残された問題は少ないが，不妊研究には解決を要

すべき多くが残されることとなった．人類のみで

なく家畜の生殖に関しても亦た緊急事項と観ねば

ならぬ．既に今次戦前から外国，殊にラテンアメ

リカ（ブラジル・アルゼンチン・メキシコ）及び

北アメリカに於ては，不妊に関する学会と出版と

が実現していたが，戦後となり性急に伸展し1953

年5月となり第1回世界妊孕不妊学会（The　First

World　Congress　on　Fertility　and　Ster正ty）が

●

●
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●

●
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図6　－．一般演題総数に対する各カテゴリー演題数の比率一回数順推移（II）
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図7　一般演題総数に対する各カテゴリー演題数の比率一回数順推移（m）

●

ニューヨーク市で，その第2回が本年5月にイタ

リアのナポリ市で開催されたのである．ここに不

妊研究が全世界に於ける関係学者の注意を今更の

如く喚起するに至った．

　我国に於ても外国に於ける上叙の動向に刺激さ

れて，不妊研究が昭和29年頃から徐々に識者の関

心を集めていたが，昨年となり急テンポとなり諸

地方に研究会が創設され，本年に及んでこれ等を

統合して終に日本不妊学会の結成を見るに至った

のである．

　大方諸君の御援助によって健全なる育成を切望

する次第である．」
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表8　日本不妊学会学術奨励賞受賞者一覧

平成6 産 佐々木宏子 福島医大　産 日不妊誌 38：（1）　129～136，　1993 ヒト精子表面におけるFibronectin
1994 の局在と受精への関与

泌 白瀧　　敬 山口大　泌 日不妊誌 38：（4）　723～728，　1993 超音波カラードップラー法の精索
静脈瘤への臨床応用一診断および
静脈血逆流速度に基づいた分類の ●

可能性一

基 山海　　直 国立予衛生研 日不妊誌 38：　（4）　605～611，　1993 抗プロジェステロン製剤（RU486）
霊長類センター が家兎子宮内膜の着床性変化に及

ぽす影響

平成7 産 秋山　芳晃 慈恵医大　産 日不妊誌 39：（4）　419～424，　1994 Immunohistochemical　analysis　of
1995 imminocompetent　cells　in

endometria　from　woman　using ●

intrauterine　contraceptive　device

産 森　　明人 鹿児島大　産 日不妊誌 39：（3）　338～344，　1994 加齢の妊孕能に及ぽす影響に関す
る臨床的・基礎的研究

泌 岡本　恭行 神戸大　泌 日不妊誌 39：（3）　322～330，　1994 男性不妊の精子DNAに関する基
礎的研究一Acridine　Orange　Test
およびFlow　Cytometryによるヒ
ト精子のDNAヒストグラム

平成8 産 菅野　良恵 福島医大　産 日不妊誌 40：（2）　163～169，　1995 凍結保存ヒト卵管上皮細胞を用い
1996 た初期胚の共培養

産 児玉　英也 秋田大　　産 日不妊誌 40：（1）　66～72，　1995 Investigation　of　cytotoxic　effects

of　reactive　oxygen　species　on

mouse　spermatozoa

基 成田　　牧 生体科学研究所 日不妊誌 40：（1）　57～65，　1995 Endogenous　factors　affecting
●

sternity　in　oocytes　of　aged　animals

平成9 産 中野　英之 東邦大　産 日不妊誌 41　：（3）　325～333，　1996 輸送条件がマウス胚の発生に与え
1997 る影響について一Transport　ART

方式に関する基礎的検討一

泌 吉田　　淳 東邦大　泌 日不妊誌 41　：（4）　370～375，　1996 本邦の先天性精管欠損症と嚢胞性
線維症の原因である△F508との
関連についての研究 ●

基 林　　克彦 明治大　農 日不妊誌 41　：（2）　178～185，　1996 Aqtlasition　of　cloned　bovines　of

denned　sex　by　repeated　cycles　of

nuclear　transfer

平成10 産 久慈　直昭 慶慮義塾大　産 日不妊誌 42：（1）9～21，1997 Insulin・like　growth　factor－I　in一

1998 duced　follicular　development　by

stimulating　ovarian　production　of

angiotensin　H　1

泌 野澤　英雄 東邦大　泌 日不妊誌 42：（2）　141～150，　1997 順行性内精静脈造影による精索静
脈瘤の検討

平成11 産 小田　　力 昭和大　産 日不妊誌 43：（3）　235～241，　1998 機能性不妊における子宮内膜日付
1999 診と子宮内膜ESTROGEN

RECEPTORおよび
PROGESTERONE　RECEPTOR ●

発現との関係

泌 中根比呂志 山口大　泌 日不妊誌 43：（2）　75～80，　1998 PCNA法を用いた左精索静脈瘤患
者における精細胞DNA合成の定
量的解析

平成12 産 新田　　慎 熊本大　産 日不妊誌 44：（1）　47～55，　1999 不死化ヒト穎粒膜細胞株の樹立な
2000 らびにその細胞性格の検討

産 橋場　剛士 慶鷹大　産 日不妊誌 44：（3）　253～256，　1999 着床前遺伝子診断のための簡便な
●

DNA抽出法の検討
泌 鈴木　規之 千葉大　泌 日不妊誌 44：（2）　179～186，　1999 無精子症患者における

azoospermia　factor（AZF）の検討

●
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平成13
2001 産

産
泌

安部　裕司

矢内原　敦

渡部　昌実

東邦大　産

昭和大　産

岡山大　泌

日不妊誌

日不妊誌

日不妊誌

45：（1）　37～41，　2000

45　：　（2）　107～112，　2000

45：（2）　119～125，　2000

ヒト桑実期／胞胚期移植の臨床的
検討

月経周期内におけるヒト生殖臓器
でのラクトフェリンの局在

神経終末タンパク質
Amphiphysin　lのヒト精巣におけ
る発現

平成14
2002

産
泌
泌

武内　裕之

豊嶋　豊照

小島　聡子

順天堂大　産

濁協医大　泌

千葉大　泌

日不妊誌

日不妊誌

Develop－

　ment

46：（2）　117～122，　2001

46：（2）　111～116，　2001

．128：（1）　57～65，　2001

Transvaginal　Hydrolaparoscopy
による骨盤腔内の評価一腹腔鏡所
見と比較して一

特発性無精子症における変異型
LH一βの頻度，一正常例との比較一

Testicular　germ　apoptosis　in

Bcl6－deficient　mice

平成15
2003

安藤　寿夫

柴原　浩章

永尾　光一

名古屋大　産

自治医科大　産

東邦大　泌

JCIin
Endocrin．

ol　Metab

Reprod
Med　Biol

Reprod
Med　Biol

87：（5）P2303～2309，
2002

1　：（1）　23～29，　2002

1　：　（1）　11～15，　2002

Premenstrual　disapPearance　of
aminopeptidase　A　in　endometria五

stromal　cells　around　endometrial
spiral　arteries／arterioles　during

the　decidual　change

Establishment　and　apphcation　of
criteria　for　the　elective　transfer　of

two　good－quality　embryos　to　re－

duce　high－

order　multiple　pregnancies

Measurement　of　intracavernosal
catecholamine　during　a　prosta－

glandin　El　test

平成16
2004

泌

産

中林　　章

長谷川潤一

吉野　　修

河村　和弘

慶慮義塾大　産

昭和大　産

東京大　産

秋田大　産

Reprod
Med　Biol

Reprod
Med　Biol

JCIin
Endoc亘n．
ol　Metab

Dev　Biol

2：（4）　145～150，　2003

2：（4）　171～176，　2003

88：（5）2236～2241，
2003

256：331～341，　2003

Incidental　deviation　of　short　and

long　CAG　repeats　in　the　andro－

gen　receptor　gene　for　Japanese

male　infertility

Correlations　between　steroids
concentration　in　follicular　nuid，

pronuclear　morphology　and　em・
bryo　qualities　inτη砂祝γりfertUiza－

tion

Endometrial　stromal　ceUs　under－

going　decidualization　down・regu－

late　their　properties　to　produce

proinflammatory　cytokines　in　r〔㌍

sPonse　to　interleukin　1「｝via　re－

duced　p38　mitogen－activated
protein　kinase　phosphorylation

Survivin　acts　as　an　antトapoptotic

factor　during　the　development　of

mouse　preimplantation　embryos

●

●

　本学会の創設者であり，機関誌の創刊者でも

あった安藤名誉会員は恐らく目を細めて今日の本

学会と機関紙の隆盛を見守っておられることと想
う．

2　日本不妊学会雑誌掲載論文数

　歴代編集委員長を表9に纏めてある．機関誌は

毎年1巻4号のペースで刊行されてきたので，本

学会の暦年数と巻数が一一致する．したがって2005

年には50周年で50巻となる予定である．後述の

ように，機関誌は邦文論文と英文論文との混合型

雑誌から英文誌化重点への方針転換のため，邦文

誌は学会抄録，総会記事，関連ニュース記事，座

談記事などに止まることになった．しかし，暦年
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表9　歴代編集委員長

昭和45．11．16～491010

昭和491011～5LlO27
昭和51．1α28～5311．16

昭和5311．17～559．30

昭和55101～5711．16
昭和5711．17～5α11．13

昭和5α1L14～6Lll．16
昭和61．ll．17～6a　11，15

昭和6all．16～平成aIL16
平成2．11．17～4．11．6

平成411．7～61027
平成6、1α28～＆11．7

平成＆11．8～1011．12

平成1α11．13～12，11．23

平成12．11．24～14103

平成14104～1692
平成1693～1＆11．7

野嶽　幸雄，林　　基之，松本　清一
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図8　日本不妊学会雑誌掲載論文数の年次推移

　　　　一原著論文（和文誌）一

●

数と巻数が一致することに変わりはない．

　学会雑誌に掲載された原著論文数の年次推移を

みると図8に示した通りとなる．31巻から順調に

増え続けて36巻では129編とピークに達し，以後

減少の一途を辿り46巻では僅か11編とピーク時

の一割にも満たない状況となった．47巻からは英

文誌が同時発刊されたことの影響もあって低迷状

態が続いているが，49巻以後は英文誌化への移行

とともに原著論文の掲載はない．総説と症例報告

の年次推移をみると（図9），42巻から増えはじめ

特に総説の掲載数は46巻で11編のピークに達し

ている．47巻以後は英文誌化のため症例報告のみ

●

●
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図9　日本不妊学会雑誌掲載論文数の年次推移

　　一総説および症例報告（和文誌）一

で総説論文も掲載されなくなった．このように原

著論文数の減少を補う形で症例報告と総説論文が

掲載されていることに，遠藤克編集委員長の苦心

の跡が窺える．

3英文誌化への背景

　生殖医学・生物学の急速な進歩は，必然的に遅

滞のない国際間の情報交換を迫る結果，近年，国

際誌への投稿は増えるものの和文誌への投稿数は

減少の一・途を辿ってきた．この現象は日本不妊学

会雑誌に限らず，他の生殖関連学会邦文機関誌で

も同様であった．一方において，学位申請論文と

して邦文論文の掲載枠を残して欲しいという要望

も根強いものがあった．著者が理事長の任に就い

て間もなく，機関紙の英文化について当時の編集

担当の平川瞬常任理事と協議し，平成10年度の第

1回通常理事会に提議した．平川担当理事を中心

としたワークグループを組織し検討願ったが，総

論賛成，各論では様々な問題ありとのことで結論

は容易には得られなかった．最も大きな問題は出

版費用であった．そこで大阪でのIVF研究会の折

に，久保春海庶務担当幹事と共に日本オルガノン

社の担当者と面談の上要望を伝えた．同社からは

学術奨励賞副賞として多額の拠出金を負担願って

いるので，甘い回答は期待し得べくもないと覚悟

は決めていた．しかし，同社はオランダ本社から

担当者が来日する機会を把えて話しを聞いてみた

いとの前向きの姿勢を示してくださった．初回は

私1人で大阪本社を訪れ，邦文機関誌の実態と改

善策としての英文誌化を説明すると共に，同様の

悩みを抱えている他の生殖関連学会にも呼び掛け

る予定であること，American　Society　for　Repro－

ductive　Medicine（ASRM）はFertility　and　SteriL

ityを，　European　Society　for　Human　Reproduc－

tion　and　Embryology（ESHRE）はHuman　Repro－

ductionとMolecular　Human　Reproductionと　を

それぞれ有力な機関誌としてもっているのに対

し，アジアでは学会もなければ機関誌もないので，

最終的にはアジア地域での中核雑誌を目標とする

ことなどを話して説得した．

　片や将来計画担当の矢内原巧常務理事にお願い

して，生殖関連学会である日本受精着床学会，日

本アンドロロジー学会，日本哺乳動物卵子学会，

日本繁殖生物学会，日本生殖内分泌学会，日本生

殖免疫学会などにも呼びかけ，国際的評価に耐え

る共通の機関誌への統合についての意見交換も

行った．当時，アンドロロジー学会の理事長を兼

ねていた伊藤晴夫副理事長が同学会に働きかけた
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こともあって，同調して頂いたのは，結果的には

受精着床学会とアンドロロジー学会の2学会だけ

であった．それぞれの会の目的や性格，また台所

事情を考えると無理からぬ理由があったと思われ

る．

　そこで，日本オルガノン社から第2回目の話し

合いの連絡を頂いたときには，受精着床学会の

毛利秀雄理事長にも同道頂き2人で折衝に当っ

た．先方も大阪本社のほかオランダ本社，オース

トラリア本社から担当者が来て立ち入った話し合

いが行われた．その結果，平成14年3月22日，

本学会と日本オルガノン社との間に合意が成立

し，向こう3年間に亘って毎年500万円の出版助

成金を拠出してくれることとなった．

4　Reproductive　Medicine　and　Biology（RMB）の

　創刊

　英文誌創刊に関して財政面での見通しが立ちつ

つある段階で，遠藤克編集担当理事が出版社との

交渉を進めて頂いた．複数の出版社のうちBlack－

wel　PubUshing　Asia社が本邦諸学会における実

績，インパクト・ファクターの向上に関する技術

的問題ISI　Current　Contentsへの収載などへの

取り組みに明るいことを評価し，同社に依頼する

ことが理事会で承認された．

　次の具体的準備はRMB誌編集委員会の設置で

ある．邦文の日本不妊学会雑誌は編集担当常務理

事が委員長を務める編集委員会が編集会議をもっ

て編集業務を進めているが，RMB誌には独立し

たEditorial　Boardを設けこれが編集業務を所轄

するという方式を採用している．このEditorial

Boardには母体学術集団である受着学会とアンド

ロロジー学会から推薦された委員も加わってい
る．

　RMB誌は2002年3月にVoL　l，　No　1．が創刊さ

れてから2004年12月にVoL　3，　No．4が刊行され

るまで欠号なく継続刊行されてきた．最初の2巻

の出版には投稿原稿数が少なく出足は好調とはい

えなかったものの，Editor－in－Chiefの努力が功を

奏し次第に投稿数が多くなってきたことは慶ぶべ

きである．とくに2004年1月と7月に開催された

RMB研究会シンポジウムは，本誌の起死回生を

日不妊会誌50巻4号
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　　　　　　（英文誌）

図る目的から大きな収穫を得，これを足掛りに本

誌が安定成長することを期待するものである．ち

なみにRMB誌の掲載論文数は，図10に示したよ

うに，review，　originalともに順調な伸びをみせ

ている．

5　和文誌の今後

　RMBの刊行が定着したあと，和文誌である日

本不妊学会雑誌の取り扱いが課題である．RMB

誌にはどうしても馴染まない記事があり，会員の

情報伝達記事，学術集会抄録号などが含まれる．

したがって和文誌の発刊を全面的に停止すること

はできない．現在和文誌出版について理事会と和

文誌編集委員会は，50巻（2005年）までは従来通

り抄録号を含めて年4号の発刊を継続することで

合意しているが，51巻以後の取り扱いについては

結論を急ぐ段階にきているという．

　なお，和文誌の印刷は，31～32巻は一ツ橋印刷，

33～37巻はループ社，38～42巻1号はデンプロ，

42巻2号～4号はJTB印刷，43～45巻はパンメ

ディアと，事務委託先との関係もあって転々と変

わっており，事務局がMAコンベンションに移転

するに伴い46巻1号以降は杏林舎に変更となっ

て現在に至っている．
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IV会計

1一般会計
　日本不妊学会の平成15年度一般会計の当期収

入決算額は67，576，677円，当期支出決算額は

71，996，435円で，当期収支差額は4，419，758円の赤

字となっている．学術講演会の開催に伴う額を収

支決算額から差し引いたあと，同年度会員数（名

誉会員52名を含む4，266名）で割ると，会員一人

当たり年間9，046円の収入，10，082円の支出とな

り，会員当たり約1，000円の持ち出しとなる勘定

である．同様の比較を同年度の受着学会会計でみ

ると，当期収入決算額は10，517，859円，当期支出決

算額は13，516，723円で，当期収支差額は2，998，864

円の赤字となっている．この数字から会員一人あ

たりの額を計算すると，収入は7，107円，支出は

9，133円となり，会員頭の赤字額は約2，000円（不

妊学会の2倍）となっている．会員1人当りの支

出の予算規模は不妊学会10，082円で受着学会

9，133円に比して約1，000円程度高い．

　一般会計を圧迫しているのは出版費である．学

会誌を和文誌から英文誌へ切換えたものの和文誌

の印刷費は予想以上にかさみ，平成15年度で700

万円強を要している．さらにRMB出版費として

一般会計から特別会計（RMBジャーナル）に英文

誌負担金として700万円弱を振り込んでいる（こ

のうち500万円はオルガノン負担となっており，

その内訳は420万円がオルガノン英文誌補助金，

80万円はオルガノン広告費となっている）．

2会費
　会員一人当たりの単年度の予算規模は約10，000

円でおよそ2，000円の持ち出しとなっている．平

成15年度決算では約450万円の赤字であったの

で，会員数を4，500名と将来を見越して若干多め

に見積もると，年間2，000円の会費増額によって

収支のバランスが保てることになる．しかし，値

上げを要請する前に自助努力による経費削減が必

要である．会計担当の佐藤和雄常務理事時代に会

費の見直しを検討願ったが，まず自助努力という

ことで年間予算に多額の支出を計上している出版
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費の削減が求められた．その結果，和文誌の印刷

の委託先を変更することにより大幅な削減が実現

した．さらに英文機関誌RMBの契約先である

Blackwell社とも伊藤晴夫理事長と田原隆三代表

幹事が交渉し，これも大幅の削減に漕ぎつけた．

しかしこの英文機関誌も頁数の増加に伴ってその

費用がかさむことは必至である．この点について

は現在交渉中であるとのことである．

　本学会会費は昭和45年法人化とともに2，500

円と決められたが，昭和49年には4，000円と増額

となり，昭和50年には8，000円に値上げされた．

それ以後30年間据え置きとなっている．学会の事

業を支えているのは理事会を初めとする各種委員

会活動である．この活動が後退すると直ちに学会

活動の衰退として跳ね返ってくる．充分とはいえ

ないまでも必要最低限の予算措置を講じなけれ

ば，生殖医療の進歩をリードすべき本学会の使命

が損なわれかねない．出版だけでなく全般の本学

会活動の将来を見越して，妥当な会費値上げが必

至の時期に来ているのではなかろうか．

3特別会計
　特別会計には林基金，RMBジャーナル，日本不

妊学会資格制度委員会の3つの特別会計がある．

　林基之基金は故林基之名誉会員の意志によって

本学会に寄付された浄財を基金として，昭和53

年10月4日付け，100万円で開設された特別会計

である．会計士の指示により，平成14年度から一

般会計に組み入れられている．基金の使途は平成

13年度までは歴代会長への記念品代であった．平

成14年度からは記念品代は一般会計より拠出さ

れている．

　RMBジャーナル会計はこの英文誌の刊行にあ

てる費用をプールするための独立会計で，年間受

着学会から250万，日本アンドロロジー学会から

100万の拠出金が振り込まれることになってい
る．

　日本不妊学会資格制度委員会会計は，平成18

年4月を目途に発足する指導医資格制度事業に関

する会計を一般会計から切り離して管理するため

に開設された．資料によれば受験希望者600名，

合格する指導医数400名とし，5年間で更新する
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という前提で試算した案によれば，収入では生殖

医療講習会600万，指導医試験受験料1，200万指

導医登録料3，200万で，5年間で計3，800万，年当

り平均760万と見込まれる．一方支出については，

初期投資（カードリーダー）50万，毎年の試験実

施費用240万として5年間で1200万となってい

る．そして当初5年間の経費の黒字分は確保して

おくとなっている．

V　倫理委員会の設置と活動

1倫理委員会の発足

　平成元年5月8日，倫理委員会設立の準備会が

当時の飯塚理八理事長によって招集された．難治

性の受精障害に対して顕微授精が有効との海外の

報告が相次ぐ中で，本邦にもこれを導入する必要

があること，借り腹（ホストマザー）と代理母（サ

ロゲイトマザー）の倫理問題を考えるべき時期に

来ていることなどの理由からである．当時は本学

会に倫理委員会はなく，生殖補助医療に関する倫

理規制は日産婦学会の見解に基づいて実施されて

いた．急速に進展する生殖補助医療技術に遅れな

いためにも，専門学会としての不妊学会から日産

婦学会に対して意見を具申する役割を果たすべき

ことは当然であろう．

　準備会の議論を経て平成元年5月10日第1回

の倫理委員会が開催され，委員長には高木繁夫副

理事長が就任した．以来平成16年9月までの間に

通算54回の委員会が開催され，歴代委員長
（表10）の下に公表してきた会告，理事会報告，倫

理委員会報告などを一括して表11にまとめてあ
る．

　倫理委員会は理事会内委員会として位置づけら

れている筈であるが，内規は平成15年4月まで決

められていなかった（資料4）．なお，倫理担当常

任理事の設置については，まだ定款施行細則第41

条に追加されていない．

2　倫理委員会の活動

　不妊学会・倫理委員会の生殖医療の倫理指針に

関する基本姿勢は①日産婦学会が公表した見解

に原則的に協調する②日産婦学会が未審査の事

●

●

●

表10　歴代倫理委員長 ●

委員長名 任期

高木　繁夫

廣井　正彦

永田　行博

野田　洋一

平成元年5月～平成4年11月

平成4年11月～平成10年11月

平成10年11月～平成14年10月

平成14年10月～平成18年11月

期
期
期
期

9
“
3
9
一
ワ
臼

表11　日本不妊学会の会告・理事会報告・倫理委員会報告一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
理事会報告：顕微授精法の臨床応用に関する見解．平成2年（1990）11月

・ 倫理委員会報告：「代理母」の問題についての理事会見解．平成4年（1992）11月
・ 倫理委員会報告：ヒト円形精子細胞を用いた授精法について．平成7年（1995）10年
・ 倫理委員会報告：営利目的の生殖医療斡旋業者への非関与．平成8年（1996）5月
・ 倫理委員会報告：ヒト円形精子細胞を培養する授精法について．平成9年（1997）10月

会告：動物の精巣を用いたヒト精祖細胞の研究について．平成11年（1999）ll月

会告1染色体の数異常や構造異常による男性不妊の精子の臨床応用について．平成12年（2000）3月　　　　　　　　　　●

・ 会告：Y染色体微小欠失を有する不妊患者に対する顕微授精について．平成12年（2000）9月
・ 会告：「クローン人間の産生に関する」日本不妊学会の見解．平成13年（2001）3月
・ 倫理委員会報告：「クローン技術の生殖補助医療への応用に関する検討」に関する報告．平成13年（2001）6月

会告：「医学的介入により造精機能低下の可能性のある男性の精子の凍結保存」に関する見解．平成15年（2003）9月

●
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項に関し，不妊学会倫理委員会が必要に応じて発

議，あるいは意見を具申する　③日産婦学会が公

表した指針に関連し，臨床実施上必要な細目を補

足する　④その他生殖医療に関し，本学会が独自

に必要と判断した技術的，倫理的問題について調

査し，見解を生殖関連学会に通知，または公表す

るなどである．

　このような原則に則って倫理委員会はこれまで

表11に示したような11項目に亘る見解を公表

して来た．何れも主として生殖補助医療の臨床実

施に関するものであるが，日産婦学会の見解に対

する先導的，補完的，先進的なものが目立ってい

る．日産婦学会の見解と同一路線をとる限りは上

述した原則論①に立てばよいが，生殖医療に関す

る専門学術団体としての立場から本学会独自の見

解をもつことも要請される．本邦における生殖医

療の健全な発展には，より専門的立場から発言す

ることが求められ，むしろそこに本学会倫理委員

会の存在意義があるといえよう．事実，日産婦学

会は平成4年に顕微授精に関する見解を公表した

が，それに先立って平成2年11月，廣井正彦委員

長時代に本学会倫理委員会で議論したうえで理事

会報告として「顕微授精法の臨床応用に関する見

解案」を公表している．顕微授精の重要性を考え

れば，本学会の果たした先導役の意味は極めて大

きい．顕微授精に関する本学会理事会報告が，日

産婦学会が平成4年1月に公表した「顕微授精法

の臨床実施に関する見解」の公表に先導役を果た

したことは間違いない．また当時ARTの倫理で

は代理懐胎が必至の課題であったので，代理母に

関するアンケート調査を実施平成4（1992）年そ

の結果を倫理委員会報告として公表した6）．

　非配偶者間の生殖補助医療や代理懐胎について

本邦での実施報道がされるにつれ，厚生労働省や

日産婦学会でも本格的検討をはじめた．平成12

年12月厚生科学審議会・生殖補助専門委員会の

報告をうけ，平成15年4月には生殖補助医療専門

部会が具体的な実施案を作成，公表した．このよ

うな動きに応じ，平成14年9月，姉妹学会である

受着学会の理事会内に倫理委員会が設立された．

後発の倫理委員会ではあったが，代理懐胎や卵・

胚の提供等について，不妊患者を対象としたアン
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ケート調査を実施するなど積極的な委員会活動を

展開した．代理懐胎はもともと本学会倫理委員会

で取り上げられた問題であるので，むしろ不妊学

会の倫理委員会が先導的役割を果たすべき課題で

あった．少なくとも受着学会とは共通項の多い学

会であるので，両学会の倫理委員会が合同討議す

る機会を持つことが望ましい（受着倫理委員会の

委員は日産婦学会や不妊学会の倫理委員会とは重

複しないように選任されている）．

　倫理委員会のもう一つの業務は学術講演会への

一般応募演題のうち，内容が倫理指針に抵触ある

いは疑義のある場合これを審議することである．

実際には理事長，学術集会長並びに倫理担当理事，

代表幹事，学会担当幹事の合議によって判定され，

最終的には理事会で決定される．

3　日本不妊学会編「新しい生殖医療技術のガイド

　ライン」の出版

　生殖補助医療技術が急速に進歩する中で，1990

年当時には顕微授精は未だ実施されておらず，減

数手術や代理懐胎が倫理問題との関係で散発的に

報道されているのみであった．本学会倫理委員会

はこれら倫理上の諸問題について討議を進めてい
た．

　このような背景の中で，生殖補助医療や減胎手

術の実施に係わる技術的，生命倫理的指針書を作

成することの必要性が発生した．そこで当時の倫

理委員長，廣井正彦常任理事の発案により，生殖

医療に対する責任学術団体である本学会の名にお

いて，指針書を発刊する企画が平成6（1994）年

5月の理事会に提案，了承された．2年半の歳月を

経て平成8（1996）年11月，「新しい生殖医療技術

のガイドライン」第1版（241頁）が金原出版より

発刊された．

　その後もART分野における科学技術は，止る

ことなく進展し続けたが，90年代後半頃までには

漸く一応の区切りを迎えた感がある．さらに本学

会として，将来計画検討委員会が高度の専門制と

倫理性をもった生殖医療指導医制度の設置を検討

中であること，厚生労働省が配偶子・胚の提供に

よる非配偶者間の生殖補助医療の実施具体案作り

を終えていること，第1版が出されてからすでに
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6年が経過していることなどを勘案すると，本書

をアップデイトすべき時期に来ていた．そこで平

成14年度第2回常任理事会において庶務担当

久保春海常任理事から改訂の発議があり，平成15

（2003）年10月改訂第2版が刊行された．初版と

比較すると取り扱い項目，内容も大幅に充実し，

頁数も471頁と倍近くに増えている．本書は生殖

医療指導医資格認定試験の出題基準とされている

（資料5）．

Vl渉外

1　国際不妊学会連合と国際不妊学会の誕生

　国際不妊学会連合International　Federation　of

FertUity　Societies（IFFS）は現存する世界最大規

模の生殖医療の学術集団であり，その主催する国

際不妊学会World　Congress　on　FertUity　and　Ste－

rilityは世界最大規模の生殖医学会である．2001

年現在49力国が加盟し，6力国が加盟手続き中で

ある．

　IFFSは，もともと1951年ブラジルのリオデ

ジャテイロにおいてlnternational　Fert皿ty　Asso－

ciation（IFA）一国際妊孕協会とも邦訳できる一と

いう組織として出発した．この会は世界各国から

個人の資格で参加した不妊診療医や生殖科学研究

者によって構成された学術集会であった．この会

でIFAの学術集会を3年毎に開くことが決議さ

れ，1953年第1回の会議がニューヨークで開催さ

れてから第5回のストックホルム大会までIFA

日不妊会誌50巻4号

として継続した．この第5回大会はもともとスペ

インのマドリードで予定されていたが，主催国側

の事情により急遽開催地がストックホルムに変更

されたいきさつがある．

　第6回大会はイスラエルのテルアビヴで開か

れ，このとき始めて国単位の不妊学会の連合体組

織federationになった．しかしそれまでのIFA

はnational　societyのない参加者に個人資格で参

加できる途を残しておくため，IFFSへの加盟団

体として残された．そして定款Constitutionと施

行細則By－lawsが採択され正式にIFFSとしてス

タートした．

　1953年にIFFSが誕生してから1983年で満30

周年を迎えたことになる．十数年遅れとなるが

1998年第16回のサンフランシスコ大会で第14

代IFFS会長を務めた坂元正一東京大学名誉教授

にIFFS名誉会員の称号を与えられ，また森崇英

京都大学名誉教授に30周年記念功労賞が授与さ

れた．歴代のIFFS会長は表12に示した通りであ
る．

2　1FFSの機構と運営

　IFFSの機構は加盟国から輪番制で選ばれた理

事国より成る理事会Executive　Member　Coun・

tries，同様に輪番制で選ばれた学術プログラム委

員会Scientific　Program　Committeeおよび指名委

員会Nominating　Committeeが個人指名するOf

丘cersから成り立っている．これらの構成メン

バーは何れも総会General　Assemblyで承認を受

表12　国際不妊学会連合（IFFS）歴代会長

代 在任期間　　　　会長名 所属国名 代 在任期間　　　会長名 所属国名

第1代 1951年Bernhard　Weinstein アメリカ 第11代 1980年Armando　Mondizabal アルゼンチン

第2代 1953年Arturo　Campos　da　paz ブラジル 第12代 1982年William　C　Andrews アメリカ

第3代 1956年Edmundo　Murray アルゼンチン 第13代 1986年Kurt　Semm ドイツ

第4代 1959年Carlos　Guerrero メキシコ 第14代 1989年Shoichi　Sakamoto 日本

第5代 1962年Giuseppe　Tesauro イタリー 第15代 1992年Jean　Cohen ランス

第6代 1965年Axel　Ingelman－Sunderbergスイス 第16代 1995年OtloRodrizuez－Armas ヴェネズエラ

第7代 1968年Hubert　de　Watteville スイス 第17代 1998年Robert　F　Harrison アイルランド

第8代 1971年Jam　Berhman アメリカ 第18代 2001年Roger　D　Kempers アメリカ

第9代 1974年Arturo　Campos　da　Pa乞 ブラジル 第19代 2004年Bernard　Hodon フランス

第10代 1977年Patric　Steptoe イギリス
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表13　国際不妊学会連合（IFFS）の開催年・開催場所と会長

回数　開催年 開催地 会長

●

●

1　　1953

2　　1956

3　　1959

4　　1962

5　　1966

6　　1968

7　　1971

8　　1974

9　　1977

10　　1980

アメリカ・

ニユーヨーク

イタリア・
ナポリ

オーストリァ・

ウイーン

プラジル・

リオデジャネイロ

スウェーデン・
ストックホルム

イスラエル・

テルアビブ

日本・

東京／京都

アルゼンチン・
ブエノスアイレス

ァメリカ・
マイアミ

スペイン・

マドリード

Toshio　Hasegawa

Luigi　MastroianrU，　Jr

回数　開催年 開催地 会長

11　　1983

12　　1986

13　　1989

14　　1992

15　　1995

16　　1998

17　　2001

18　　2004

19　　2007

20　　2010

アイルランド・
ダブリン

シンガポール

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
・

　

　

　

　

　

　

　

　

ス

ア

　
　

ル

　

ユ

・

　
　
　
　
　
シ
リ
　
　
　
一
　
・

・

シ
ラ
　
・
エ
・
ン
ラ
ン
　
オ
カ
　
　
ン

コ

ツ

エ
ス

ス

リ
カ
ラ
ト
ル
・
リ
リ
ン
・
ヘ

ッ
ケ
ズ
カ
ン
ペ
リ
フ
ス
ボ
ダ
ト
フ
バ
ツ
ン

ロ

ラ
ネ
ラ
ラ
ン
メ
ン
一
ル
ナ
ン
ア
一
イ
ユ

モ

マ

ベ

カ
フ
モ
ア
サ
オ
メ
カ
モ
南
ダ
ド
ミ

Robert　F　Harrison

Oon　Chiew　Seng

Youssef　Boutaleb

Otto　Rodriguez－Armas

Bernard　Hedon

AFHaney

Gabor　T　Kovacs

SaUm　Daya

Paul　Dalmeyer

●

※第5回は当初スペインのマドリッドで開催が決定していたが，事情によりストックホルムに変更された．

※第6回イスラエル・テルアビブ総会で現在の連盟機構Federationが誕生した．それまではInternational　Fertility

Association（IFA）に所属する個人会員として参加していた．

●

●

●

けなければならないことになっている．

　IFFSの運営は上述の3組織が相互に協力しな

がら分担して遂行されている．理事会はIFFS　OC

ficers（President，　PresidentElect，　Secretary　Gen－

eral，　Assistant　Secretary　General　Treasurer，　As－

sistant　Treasurer，　Past　Presidentの7名）と9

力国の理事国代表から構成されている．理事会の

主な任務は開催国の選定と，学術プログラム委員

会と協同してIFFSの学術講演会であるWorld

Congress　on　Fert且ity　and　Ster正tyの学術プログ

ラムの編成が主要な任務であるが，その他後述す

るIFFSの企画と実践業務を担当している．

　理事国の任期は9年と規定され，総会ごとに3

力国が入れ替わる輪番制をとっている．したがっ

てどの理事国も3期9年で満期となる．

　日本は1992年（カラカス総会）から2001年（メ

ルボルン総会）までの3期9年間，Executive

Committeeのメンバーとして渉外担当の森崇英

常任理事（6年間）と岡村均常任理事（3年間）が，

2001年（メルボルン総会）から2004年（モントリ

オール総会）までの1期3年間，Scienti丘c　Pro一

gram　Committeeのメンバーとして渉外担当の

岡村均常任理事が出席している．

3　国際不妊学会

　国際不妊学会はWorld　Congress　on　FertUity

and　SterUityと呼ばれIFFSが3年毎に運営する

生殖医学会である．初回（ニューヨーク，1953

年）から20回（ミュンヘン，2010年）までの国際

不妊学会の開催年，開催地，および会長を表13

に示した．開催国は総会での投票により選定され

るので，当然のことながら活発な宣伝とロビー活

動が展開される．日本は1971（昭和46）年，長谷川

敏雄東京大学教授（当時）を会長として（当初は

安藤書一理事長が会長予定者であったが昭和43

年11月心筋梗塞で急逝されたため急遽長谷川会

長に交代）第7回国際不妊学会を主催している．

　国際不妊学会の学術プログラムはIFFSのもう

1つの委員会であるScientific　Program　Commit・

teeにより決められる．学術プログラム委員会は

11名の委員からなり，Nominating　Committeeの

指名を受けGeneral　Assemblyで承認を受けて成

D
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立する．投票権を有する11名の委員の中には

IFFS前会長，　IFFS次期会長，国際不妊学会の前

会長と次期会長，それにex　of丘cioからSecretary

Generalの計5名が加わることになっている．し

たがって開催国のLocal　Organizing　Committee

からは6名が参加することになる．学術プログラ

ムの編成方針に，第14回カラカス（1992年）学会

からtriology方式がJean　Cohen委員長の提案に

よって採択されて以来現在も続いている．triology

とは予めハイライト・セッションで取り上げる

トッピクを選定しておき，演者を選定する際に

Research，　Review，　Practiceの3つの角度から選

考するという方式であり，参加者には好評である．

4　1FFSのその他の活動

　IFFSはニュースレター（IFFS　2001，2004）の

発刊，ホームページ（http：／／www．mnet．fr／／iffs）の

開設を通してIFFSに関する情報提供をしている

が，それ以外のこれまでの活動状況を紹介してお
く．

①加盟国合意事項の出版：生殖補助医療の倫理，

　卵管性不妊，経口避妊薬と心血管障害，生殖補

　助医療に関する国際調査報告（Fertil　Steri1の補

　充号として2004年度が出版済）などが出版され

　ている．これらの出版物は英語，仏語，スペイ

　ン語に翻訳され，ホームページ上でも閲覧でき

　る．

②不妊治療と避妊の臨床実施に関するテキストの

　出版

③新規加盟国や加盟予定国におけるシンポジウム

　の開催を通して，これらの国に対する技術支援

　と指導

④関連機構との協力：学術プログラムの編成に際

　してFIGOやWHOと協議の上，双方が合意し

　たセッションを設ける

などがある．

Vll将来計画検討委員会

1設置
　将来計画検討委員会設置の直接の契機となった

のは，受精着床学会（毛利秀雄理事長）から本学

日不妊会誌　50巻4号

会と受着学会との合同について話し合いの場を持

ちたいという申し入れである．受精着床学会会員

の多くは両学会に所属しているが，2つの学会に

出席することは，費用，時間，演題などの点で負

担が大きいとの理由から，不妊学会との関係をど

うすべきか検討して欲しいという要望が受着学会

会員の間に持ち上がった．これを受けて受精着床

学会理事会は全会員へのアンケート方式による意

向調査の結論を踏まえて検討した結果，上述した

不妊学会への申し入れになったのである．

　受精着床学会との合同問題だけでなく，その他

にも現在および将来的に検討すべき課題を多く抱

えていた．受精着床学会からの申し入れとは別に，

私が理事長として考えていたことは，①学会誌特

に世界に通用する英文誌の発刊，②生殖環関連学

会相互の連携あるいは統合による本邦の生殖医学

と生殖科学レベルの推進，③生殖医療と生殖科学

研究に関する倫理について専門的立場からの意見

の集約　なであった．そこで，本学会の将来展望

に関する諸問題への対応を総括的，有機的に考量

立案する委員会の設定が必要との意見もあり，平

成10年第2回通常理事会において将来計画検討

委員会の設置を決め，矢内原巧常任理事が委員長

に選任された．

2　あり方委員会

　受精着床学会からの申し入れに対し，将来計画

検討委員会の下部組織として，あり方検討委員会

（あり方検討部会あるいは小委員会と称した方が

組織の位置づけが分かりやすかった）を設け，本

学会としての考えを集約することとした．不妊学

会としても受精着床学会の真意は十分理解できる

ので，積極的かつ前向きに検討するという基本姿

勢を固めた．

　本学会と受精着床学会の合同のあり方検討委員

会は平成12年10月6日，平成13年3月1日の2
回に亙って開催された、結論は，直ちに合体する

ことは両学会の性格（不妊学会は社団法人格を

もっているのに対し，受精着床学会は法人格をも

たない），財政基盤の相違など解決すべき問題が大

きいので，47回（岐阜市），48回（東京都），49

回（旭川市）の3回を両学会が連結開催を試行す

■

●

●

●

●

唱

●
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ることになった．

　いざ施行すると予想しなかった運営上の不都合

が起こり，両学会の総会時の理事会，評議会など

の時間的制約が大きいことなどが明らかとなっ

た．そのため，受精着床学会側から連結開催は49

回学会（旭川市）で打ち止めとする旨の申し入れ

によって解消することとなった．平成17年度50

回（熊本市）からは両学会は元通りそれぞれ独立

に開催することとなった．

3　本学会名称の変更一日本不妊学会から日本生

　殖医学会へ一

　あり方検討委員会においては，不妊学会と受着

学会とが仮に合併した場合の名称をどうするかも

課題の1つであった．日本生殖医学・生物学会，

日本生殖医学会，日本生殖科学会などいくつかの

候補名が提案されたが，岡村均常務理事を委員長

とする将来計画検討委員会がアンケート調査を実

施して最終的な学会名を絞った結果，日本生殖医

学会Japan　Society　for　Reproductive　Medicine

（JSRM）との名称に落ち着いた．この名称は平成

17年度総会の承認を得た上で平成18年度（18年

4月1日）から正式に改称の予定である．基礎の生

殖科学研究者もこの新名称をむしろ積極的に支持

したと聞いている．名は体を表わすといわれるが，

50周年を節目として学会名を改名することは学

会内外に与える影響を考えれば意義は大きい．

　将来計画検討委員会は，さらに生殖医療従事者

資格制度の設立を目指して新しく独立の委員会を

設けたので，詳細については次の項で紹介する．

Vlll生殖医療従事者資格制度委員会

1　生殖医療従事者資格制度の発足準備

　本学会は本邦の生殖医療に関して責任をとるべ

き横断的学術集団であることはいうまでもない．

生殖補助医療の技術的進歩，複雑化と相挨って，

医療レベルの向上にも心掛けるべき時代となっ

た．質の向上を図るには医師は勿論看護師，胚培

養技術者など生殖医療に携わる従事者の質の保証

が学会に求められる．従って今や生殖医療の専門

医の制度化を考慮すべき時期に来ているとの判断
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から，平成12年11月の理事会において将来計画

検討委員会に生殖医療専門医制度についての具体

構想の立案が諮問された．これを受けて同委員会

は予備調査を行い，会員のうち700～800名が対象

者になるであろうとの予測に基づいて立案が進ん

だ．得られた成案は平成14年度理事会の承認の下

に，同年47回総会を通過した後，平成15年4月

1日施行となり，制度実現に向かっての具体的準

備が始動した．

　生殖医療従事者資格認定制度規約には　①生殖

医療指導医制度　②胚培養士制度　③生殖コー

ディネーター制度が3点セットとして盛り込まれ

ている．このうちまず整備すべきは①の生殖医療

指導医制度である．

2　生殖医療指導医制度

　生殖医療従事者資格制度規約（資料6）には生殖

医療従事者資格制度委員会の設置が明記されてい

るので，将来計画委員会の下部組織ではなく，理

事会内委員会としての独立した位置づけである

（図3）．委員長に田中俊誠常任理事が選任され「生

殖医療指導医制度」発足への具体案作りが進めら

れた．指導医の資格認定には認定試験の実施が必

須である．それにはおおもとになる試験官の養成

から始めなければならない．

　そこで日本国籍を有しアメリカのBoard　Cer－

ti丘cateの保持者であるポール片山，朝倉寛之博士

の2名の医師を試験官に委嘱，平成15年度48回

学会の会期に先立って，常任理事を対象としてい

わゆるグランド・ファザーの認定試験が実施され

た．受験資格者は20名の理事および担当幹事で，

うち希望した15名が受験し，全員合格となった．

翌平成16年度にはグランド・ファザーが試験官

となって，49回学会時に名誉会員，監事，幹事，

定款評議員のうち受験：登録者42名（適格者45名

中3名は台風の影響による欠席あるいは辞退）が

受験し，やはり全員合格となった．2年に亘る2

回の試験で計57名の合格者が得られた．平成17

年度の50回学会時には受」験資格対象者を一般評

議員と一般会員に拡げて3回目の資格試験が実施

される予定である．そして合格者に対して平成18

年4月1日付で，日本生殖医学会（現在の名称変
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更後になる）が正式に認定する「生殖医療指導医」

が誕生することになる．

　生殖医療従事者資格制度規約によると，資格名

称について，最初は生殖医療専門医となっていた．

これは生殖補助医療の専門医という意味ではな

く，広く不妊診療を専門とする医師という意味で

あることが理事会で議論，確認された経緯がある．

不妊学会の性格から当然であるが，このような名

称を標傍することが法的（医師法や医療法）に認

められるかなど幾つかの点を押さえておかなけれ

ばならない．社団法人格をもつ本学会が認定する

のであるから，厚生労働省や法務省などの関係者

との接衡も必要であろう．厚生労働省と非公式に

協議したところ，指導医という名称は馴染まない

との事であったと聞いている．資格を申請し取得

する側からすると，何らかのメリットを求めるの

は当然であるので，標傍できる資格名を望んでい

る筈である．

3　生殖医療コーディネーター制度

　平成14年度第2回常任理事会に提出された生

殖医療コーディネーター制度内規によると，審査

対象資格は日本の看護師免許を有する者，生殖医

療に3年以上従事している本学会会員であるこ

と，本学会が実施する生殖医療従事者講習会受講

者，日本看護協会が実施する認定看護師制度にお

ける不妊認定看護師または不妊専門看護師の資格

を有する者など，6項目の条件のすべてを満たす

ものとしている．

　生殖医療とくに生殖補助医療においては，チー

ム医療が診療内容のレベル向上に不可欠になりつ

つある現状を考えれば，本制度が診療の現場の要

請に応える確実な制度として定着することが望ま

れる．生殖医療におけるコーディネーターの役割

については専門職としての，また医療職としての

職種概念が確立していないこともあるので，看護

師免許の有資格者に審査対象を限定するべきか否

かなお検討を要する．日本看護協会が臨床各分野

の専門看護師養成に積極的であるのを受けて，本

学会が独自の立場で認定することに意義があるの

であり，単に看護協会の認定を追認するに止まる

ことは避けるべきであるとの議論もある．

日不妊会誌　50巻4号

4胚培養士
　生殖医療従事者資格制度規約にある胚培養士に

ついては，すでに資格制度化されている「臨床エ

ンブリオロジスト」並びに「胚培養士」との調整

が必要である．臨床エンブリオロジスト制度は日

本臨床エンブリオロジスト学会（荒木康久理事長）

が平成8（1996）年に発足し，2005年1月現在で

すでに193名の有資格者を認定している．一方，

胚培養士制度は数年遅れて日本哺乳動物卵子学会

（哺卵学会）が平成14（2002）年に発足させた制度

で，平成16（2004）年12月末日現在で324名の有

資格者を認定している．現在でもこの2つの類似

の資格制度が平行して走っているところへ不妊学

会が同類の資格認定制度を発足させると，ART

実施施設で生殖補助医療に従事している者にとっ

て何れの資格を選ぶべきか混乱するであろう．

　そこで胚培養士の資格認定制度に本学会も参入

したい意向を，平成14年6月，伊藤晴夫理事長か

ら哺卵学会に申し入れた．その際，申請条件の中

に哺卵学会または本学会会員であるという条件を

加えることとの要請があるものの，調整は付く見

通しであるという．しかし，臨床エンブリオロジ

ストの資格認定制度とどう磨り合わせするのか不

透明である．不妊学会は，生殖医療の中核たるべ

き学会であるので，哺卵学会だけでなく臨床エン

ブリオロジスト研究会とも整合性をもった打開策

を提案すべきであろう．

おわりに

　日本不妊学会は本邦の生殖医学と医療を先導す

べき専門的学術団体である．50周年の節目を迎え

るに当たり，その記念事業の一環として過去20

年間の本学会の歩みについて寄稿する機会を得た

ことは，本学会の古参会員の1人として光栄であ

る．

　過去20年の歩みを振り返ってみたが，本邦にお

ける体外受精の臨床応用を切掛けとして，生殖医

科学の進歩と生殖倫理の課題が激しく渦巻いた

20年であった．とくに本学会の行ってきた，また

行いつつある学術，倫理面での活動のルーツを出

4
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表14　日本不妊学会沿革史・年表（1）

和（西）暦 日本不妊学会関連事項 生殖医療関連事項

昭和28（1953）年 第1回世界不妊学会に安藤壷一教授が招待出席 第1回国際不妊学会　アメリカ・ニューヨーク

昭和29（1954）年 2月，二水検討会発足　10月，第1回不妊性研究会
発足

昭和30（1955）年 9月，関西不妊研究会発足

昭和31（1956）年 3月，安藤先生日本不妊学会理事長就任 第2回国際不妊学会　イタリア・ナポリ

10月21日，慶鷹義塾大北里講堂において，日本不
妊学会創立

昭和34（1959）年 事務室を東邦大学産婦人科　林基之教授室内に置く 第3回国際不妊学会　オーストリア・ウイーン

昭和37（1962）年 第4回国際不妊学会　ブラジル・リオデジャネ
イロ

昭和38（1963）年 林基之と楊文勲がヒト卵胞卵の体外成熟と体外受精

昭和41（1966）年 第5回国際不妊学会　スエーデン・ストックホ
ルム

昭和43（1968）年 日本不妊学会安藤理事長が第7回世界不妊学会会 第6回国際不妊学会　イスラエル・テルァビブ
長に就任

昭和45（1970）年 12月26日付，日本不妊学会が社団法人となる

会費を2，500円と定める

昭和46（1971）年 第7回国際不妊学会　東京／京都
（長谷川敏雄会長）

昭和49（1974）年 第8回国際不妊学会・アルゼンチン・ブエノスァイ
レス

昭和50（1975）年 保険会館内に事務室を移転

会費を8ρ0円に値上げ

昭和52（1977）年 久保春海がヒト卵胞卵の体外成熟と体外受精を本 第9回国際不妊学会　アメリカ・マイアミ
学会誌に発表

昭和53（1978）年 7月25日，世界初の体外受精児ルイーズ・ブラ
ウン嬢誕生

産婦人科マイクロサージェリー研究会（藤井

明和会長）発足

昭和55（1980）年 第10回国際不妊学会　スペイン・マドリード

日本エンドメトリオーシス研究会（杉本修代
表）の発足

オーストラリア・メルボルンのロイヤルウイメ
ンス病院（Lopata／Johnston）で体外受精児世
界第2例の出生

Kurt　Semm教授がドイツ・キールにおいて第
1回世界体外受精学会を開催

昭和56（1981）年 京都大産婦人科（西本利文，山田一郎，森崇英，西村 アメリカ・東ヴァージニア大学（Jones　Jr）で
敏雄ら）と畜産学科（入谷明，丹羽皓二）がヒト卵 世界第3例出生
胞卵の体外成熟と受精をJReproduction　and
Fertility誌に発表

昭和57（1982）年 日本アンドロロジー学会（落合京一郎代表）創立

11月15日，日本受精着床学会（飯塚理八代表）
創立

徳島大学に倫理委員会設置

フランス（Frydman／Testart），ドイツ（Ober／

Trontnow），オーストリア（Feichtinger）で

それぞれの国の第1例が出生

来るだけ詳しくそして正確に記録として残すた

め，多少裏話的なことにも意を用いた積りである．

　この20年間本学会が本邦の生殖医学・医療の

進展に寄与した功績が大きいことは疑問の余地は

ないが，依然として欧米追随型の部分が多いこと

も率直に認めざるを得ない．次の10年，25年そし
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日本不妊学会沿革史・年表（n）

和（西）暦 日本不妊学会関連事項 生殖医療関連事項

昭和58（1983）年 10月14日東北大・鈴木雅洲らにより 10月，日産婦学会「体外受精・胚移植」に関
本邦初の体外受精児誕生 する見解

第11回国際不妊学会　アイルランド・ダブリン

昭和59（1984）年 国際会議事務局に事務委託

3月7日慶慮義塾大・飯塚理八／東京歯科大・大野
虎之進ら2例目の体外受精出産例

3月26日徳島大・森崇英ら3例目の体外受精出産例

昭和60（1985）年 韓国での体外受精第1例（Chang）が出生

昭和61（1986）年 第12回国際不妊学会　シンガポール

日本生殖免疫学会（礒島晋三代表）創立

諏訪市の産婦人科医が減胎手術を日産婦学会
地方部会に報告

昭和62（1987）年 第6回世界ヒト生殖会議（飯塚理八会長，東
京都）

昭和63（1988）年 4月，日産婦学会「胚および卵の凍結保存」に
関する見解

平成元年（1989）年 倫理委員会設置 第13回国際不妊学会　モロッコ・マラケシュ

平成2年（1990）年 11月，顕微授精法の臨床応用に関する見解（理事
会報告）

事務委託先をアイシーエス企画に変更

平成4年（1992）年 1月，日産婦学会「顕微授精」に関する見解

第14回国際不妊学会　ヴェネズエテカラカス

平成5年（1993）年 学術奨励賞の創設 第8回世界体外受精会議（森崇英会長，京都市）

事務委託先をアイシーエスからビーズへ変更

平成6年（1994）年 第39回学会より学術奨励賞の授賞開始 ART　FORUM（飯塚理八代表世話人）発足

平成7年（1995）年 学会創立40周年記念事業（山形市） 第15国際世界不妊学会　フランス・モンペリエ

7月，ヒト円形精子細胞を用いた授精法について（倫
理委報告）

平成8年（1996）年 本学会編「新しい生殖療技術のガイドライン」第1 日産婦学会「多胎妊娠」に関する見解
版出版 日本内分泌学会・生殖内分泌分科会が日本生

殖内分泌学会として独立

平成9年（1997）年 ヒト円形精子細胞を培養する授精法について（倫理 日産婦学会「非配偶者間人工授精と精子提供」
委報告） に関する見解

日本IVF研究会（森本義晴代表）発足
クローン羊ドリーの誕生（イギリス・ロスリ
ン研究所）

平成10年（1998）年 将来計画検討委員会設置 H産婦学会「着床前診断」に関する見解

第16回国際不妊学会　アメリカ・サンフラン
シスコ

ヒトES細胞の樹立（アメリカ・ウイスコンシ
ン大）

日産婦学会が非配偶者間体外受精の実施を理
由に根津八紘医師を除名

生殖工学研究会（小川昭三代表）発足

て50年に向かって，生殖に関する科学技術の発

信，とくに生殖医科学の進歩に対して国の内外に

おいて先導的役割も果たし得る学会に脱皮してい

くことが求められている．とともに，生殖の生命

倫理についても自信と誇りを持ってこれまで以上

に積極的に提言して行くことが，本学会に要請さ

れる社会的責務であるように思える．倫理以外に

も本学会の出る幕はある．いまや少子化は深刻な

社会問題で，その対策は単に生殖医療だけでなく，

新生児や小児科医療と相侯って総合的に進めなけ
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日本不妊学会沿革史・年表（皿）

和（西）暦 日本不妊学会関連事項 生殖医療関連事項

平成11年（1999）年 動物の精巣を用いたヒト精祖細胞の研究について 日産婦学会「着床前診断」に関する見解の改訂
（会告）公開講座

平成12年（2000）年 染色体の数異常や構造異常による男性不妊の精子 産婦人科マイクロサージェリー研究会が生殖
の臨床研究について（会告） 外科学会と発展改称

4月1日，事務委託先をビーズからMAコンベン クローン技術規制法（法律）
ションコンサルティングに変更

平成13年（2001）年 「クローン人間の産生に関する日本不妊学会の見解 第17回国際不妊学会　オーストラリア・メル
（会告） ボルン

「クローン技術の生殖医療への応用に関する検討」 ヒトES細胞指針（文部科学省）
に関する報告（倫理委報告） 特定胚指針（文部科学省）
学術奨励賞選考規定改訂 諏訪市の産婦人科医根津八紘医師により本邦

最初の代理出産

平成14年（2002）年 第47回学会（岐阜市）を受着学会と併催　以後3 受着学会に倫理委員会設置
年間試行 FROM会（飯塚理八代表）発足
RMB誌創刊 生殖バイオロジー東京シンポジウム（鈴木秋
生殖医療従事者資格制度規約の制定 悦代表）発足

生殖医療指導医制度内規の発足 生殖補助医療により出生した子の親子関係に
関する要綱中間試案（法制審議会生殖補助医
療関連親子法制部会）

平成15年（2003）年 第48回学会（東京都）を受着学会と併催 第5回A－PART世界カンファランス（加藤修

生殖医療指導医資格認定試験の実施開始 会長，東京都）

倫理委員会内規の制定

本学会編「新しい生殖補助医療技術のガイドライ
ン」改訂2版出版

国際卵巣カンファランス（10C，石塚文平代表）
発足

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療
制度の整備に関する報告書（厚生労働省・母
子保健課／生殖補助医療部会）

初の国産ヒトES細胞（京都大再生研）

日産婦学会が代理懐胎禁止の見解

平成16年（2004）年 第49回学会（旭川市）を受着学会と併催 神戸市の産婦人科医大谷徹郎医師が着床前診
断を実施，日産婦学会は除名処分

日産婦学会と根津八紘医師との和解成立，同
医師は再入会

日産婦学会は着床前診断を含めた生命倫理の
あり方を国に要望

第18回国際不妊学会　カナダ・モントリオール

日本生殖医療心理カウンセリング研究会（久
保春海代表）発足

JISART（高橋克彦理事長）発足

ヒト胚の取り扱いに関する基本的考え方（総
合科学技術会議案）

総合科学技術会議がヒトクローン胚の研究を
容認する方針を表明

平成17年（2005）年 第50回学会（熊本市）において創立50周年記念式 日本生殖医療エンジニアリング研究会（森崇
典並びに記念事業 英代表）発足

日本不妊学会を日本生殖医学会と改称

ればならない筈である．本学会は，生殖医療を少

子化に対する国策医療と位置付けた意見を，勇気

を以って国に上申すべき立場にあるのではなかろ

うか．

　現在とは過去と未来が激突する歴史的瞬間であ

る．歴史の歩みを何人も止めることは出来ないが，

現代のわれわれに出来ることは，本学会創立の原

点に今一度戻ること，20年の歩みから本学会の現

状を認識し直すこと，そして将来に想いを馳せる

こと，そこに歴史を紐解く意味があると思う．こ
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のため昭和31（1956）年の第1回本学会より3

年前，安藤書一初代理事長がニューヨークで開催

された第1回国際不妊学会に招聰出席された昭和

28（1953）年から，平成17（2005）年の第50回学

会までの沿革史を，一覧できるよう年表を本文末

尾に付けてあるので，会員の皆様がご活用頂けれ

ば幸いである（表14－1，2，3）．

　本学会の周辺にある生殖医学関連学会・研究会

については，日本産科婦人科学会，日本泌尿器科

学会をはじめ，日本受精着床学会，日本アンドロ

ロジー学会，日本生殖内分泌学会，日本生殖免疫

学会，日本エンドメトリオーシス研究会，日本繁

殖生物学会，日本生殖外科学会，日本哺乳動物卵

子学会，日本人類遺伝学会，臨床遺伝カウンセリ

ング学会，日本IVF研究会，日本生殖医療心理カ

ウンセリング研究会，日本A－PART研究会，

JISART，日本臨床エンブリオロジスト研究会，日

本生殖医療エンジニアリング研究会など多数にの

ぼるが，会員籍を重複している本学会会員も多い

ので，生殖という共通項で本学会と有機的な連繋

を保ちながら，本邦の生殖医療の発展に共に手を

携えて頂きたいと願う．

謝辞

　執筆にあたり松本清一一本学会名誉会員・元理事

長からお送り頂いた本学会30周年記念記事には

私淑するところが大きく改めてお礼申しあげる．

本稿は飯塚理八，入谷明，伊藤晴夫各名誉会員で

理事長経験者並びに岡村均現理事長のご高閲を頂

いている．著者の知り得ない貴重なご教示やご指

摘も頂いたことに対し深謝する次第である．

矢内原巧前将来計画検討委員会委員長，久保春海

前庶務担当理事，苛原稔現庶務担当理事には入念
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資料1　社団法人　日本不妊学会定款

第1章　総則

●
（名　称）

（事務所）

（支　部）

この法人は，社団法人日本不妊学会という．

この法人は，事務所を東京都千代田区麹町4丁目2・番地6　第2泉商事ビル5階におく．

この法人は，理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる．
●

第2章　目的および事業

白

（目　的）

この法人は，人類および家畜の生殖と資質の向上に関する共通の理論およびその応用の研究について，研究業績

の発表，知識の交換，情報の提供などを行ない，もって学術の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする．

（事　業）

この法人は，前条の目的を達成するために次の事業を行なう．

　一　研究発表会および学術講演会などの開催

　二　研究の調査ならびに奨励

　三　学会誌およびその他学術図書の刊行

　四　関連学会等との連絡および協力

　五　その他目的を達成するために必要な事業

● 第3章　会員

●

●

（種　別）

この法人の会員は，次のとおりとする．

　一　正会員　　この法人の目的に賛同して入会した個人または法人

　二　賛助会員　この法人の事業を援助する個人または法人

　三　名誉会員　この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦されたもの

（入　会）

会員になろうとする者は，入会申込書を理事長に提出し，理事会の承認を受けなければならない．ただし，名誉

会員に推薦された者は，入会の手続きを要せず，本人の承諾をもって会員となるものとする．

（会　費）

この法人の会費は，次のとおりとする．

　一　　　正会員　　　　　年　　額

　二　　　賛助会員　　　　　　法人年額

　　　　　　　　　　　　　　　個人年額

　2　名誉会員は，会費を納めることを要しない．

　3　既納の会費は，

（資格の喪失）

第9条

　　　　一　退会したとき

8，000円

1口，100，000円

1口，10，000円

いかなる事由があっても返還しない．

会員は，次の事由によってその資格を喪失する．

1口以上

1口以上
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二　禁治産もしくは準禁治産または破産の宣告を受けたとき

三　死亡し，もしくは失踪宣言を受け，または会員である法人が解散したとき

四　除名されたとき

（退　会）

第10条
（除　名）

第11条

会員が退会しようとするときは，理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない．

会員が次の各号の一に該当するときは，総会の議決を経て，理事長がこれを除名することができる．

一　この法人の名誉を傷つけ，またはこの法人の目的に違反する行為があったとき

二　この法人の会員としての義務に違反したとき

三　会費を2年以上滞納したとき

第4章　役員，評議員および職員

（役　員）

第12条　この法人には，次の役員をおく，

　　　　一　理事15名以上20名以内（うち，理事長1名，副理事長3名，常任理事10名）

　　　　二　監事2名または3名

（役員の選任）

第13条　理事および監事は，総会でこれを選任し，理事は互選で理事長，副理事長および常任理事を定める．

（理事の職務）

第14条　理事長は，この法人の業務を総理し，この法人を代表する．

　　　　2　副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき，または理事長が欠けたときは，あらかじ

　　　　　　め理事長が指名した順序でその職務を代理し，または行なう．

　　　　3　常任理事は理事長および副理事長を補佐し，理事会の議決に基づき日常の事務に従事し，総会の議

　　　　　　決した事項を処理する．

　　　　4理事は，理事会を組織して，この定款に定めるもののほか，この法人の総会の権限に属せしめられ

　　　　　　た事項以外の事項を議決し，執行する．

（監事の職務）

第15条　監事は，この法人の業務および財産に関し，次の各号に規定する業務を行なう．

　　　　一　法人の財産の状況を監査すること

　　　　二　理事の業務執行の状況を監査すること

　　　　三　財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは，これを理事会，評議員会およ

　　　　　　び総会または文部科学大臣に報告すること

　　　　四　前号の報告をするため必要があるときは，理事会，評議員会または総会を招集すること

（役員の任期）

第16条　この法人の役員の任期は，2年とし，再任を妨げない．

　　　　補欠または増員により選任された役員の任期は，前任者または現任者の残任期間とする．

　　　　役員は，その任期満了後でも後任者が就任するまでは，なお，その職務を行なう．

（役員の解任）

第17条　役員が次の各号の一一に該当するときは，理事会，評議員会および総会においておのおのの4分の3以上

　　　　の議決により，理事長がこれを解任することができる．

　　　　一　心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき

　　　　二　職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

（役員の報酬）
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第18条　役員は，有給とすることができる．

　　　　役員の報酬は理事会の議決を経て理事長が定める．

（評議員）

第19条　この法人には，評議員45名以上55名以内をおく．

　　　　評議員は，理事会でこれを選任し，理事長が委嘱する．

　　　　評議員には，第16条および第17条の規定を準用する．この場合には，同条の規定中「役員」とあるの

　　　　は「評議員」と読み替えるものとする．

（評議員の職務）

第20条　評議員は評議員会を組織して，この定款の定める事項のほか，理事会の諮問に応じ，理事長に対し必要

　　　　と認める事項について助言する．

（職　員）

第21条　この法人の事務を処理するため，必要な職員をおく．

　　　　職員は，理事長が任免する

　　　　職員は，有給とする．

第5章　会議

●

●

●

●

（理事会の招集等）

第22条　理事会は，毎年2回理事長が招集する．ただし，理事長が必要と認めたとき，または理事現在数の3

　　　　分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは，その請求のあった日

　　　　から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない．

　　　　理事会の議長は，理事長とする．

（理事会の定足数等）

第23条　理事会は，理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない．ただ

　　　　し，当該議事につき書面をもって，あらかじめ意思を表示した者は，出席者とみなす．

　　　　理事会の議事は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，出席理事の過半数をもって決し，可否

　　　　同数のときは，議長の決するところによる．

（評議員会の審議事項）

第24条　次にかかげる事項については，理事会において，あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない．

　　　　一　事業計画および収支予算についての事項

　　　　ご　事業報告および収支決算についての事項

　　　　三　財産目録および貸借対照表についての事項

　　　　四　その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

　　　　　　前2条の規定は，評議員会にこれを準用する．この場合には，前2条の規定中「理事会」および

　　　　　　「理事」とあるのは，「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする．

（総会の招集）

第25条　通常総会は，毎年2回理事長が招集する．

　　　　臨時総会は，理事会および評議員会が必要と認めたとき，理事長が招集する．

　　　　前項のほか，正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された

　　　　ときは，理事長は，その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない．

　　　　総会の招集は，少なくとも10日以前に，その会議に付議すべき事項，日時および場所を記載した書面

　　　　をもって通知する．

（総会の議長）

第26条　通常総会の議長は，理事長とし，臨時総会の議長は，会長のつど正会員の互選で定める．
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（総会の議決事項）

第27条　総会は，この定款に別に定めるもののほか，次の事項を議決する．

　　　　一　事業計画および収支予算についての事項

　　　　二　事業報告および収支決算についての事項

　　　　三　財産目録および貸借対照表についての事項

　　　　四　その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

（総会の定足数等）

第28条　総会は，正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ，その議事を開き議決することができない．

　　　　ただし，当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決

　　　　を委任した者は，出席者とみなす．

　　　　総会の議事は，この定款に別段の定めがある場合を除くほか，正会員である出席者の過半数をもって決

　　　　し，可否同数のときは，議長の決するところによる．

（会員への通知）

第29条　総会の議事の要領および議決した事項は，会員に通知する．

（議事録）

第30条　すべて会議には，議事録を作成し，議長および出席者代表2名以上が署名押印の上，これを保存する．

4

第6章　資産および会計

（資産の構成）

第31条　この法人の資産は，次のとおりとする。

　　　　一　設立当初の財産目録に記載された財産

　　　　二　会費

　　　　三　資産から生ずる収入

　　　　四　事業に伴う収入

　　　　五　寄附金品

　　　　六　その他の収入

（資産の種別）

第32条　この法人の資産を分けて，基本財産と運用財産の2種とする．

　　　　2基本財産は，次に掲げるものをもって構成する．

　　　　　　一　設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

　　　　　　二　基本財産とすることを指定して寄附された財産

　　　　　　三　理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産

　　　　　　運用財産は，基本財産以外の資産とする．

（資産の管理）

第33条　この法人の資産は，理事長が管理し基本財産のうち現金は，理事会の議決を経て定期預金とする等確実

　　　　な方法により，理事長が保管する．

（基本財産の処分の制限）

第34条　基本財産は，譲渡し，交換し，担保に供し，または運用財産に繰り入れてはならない．ただし，この法

　　　　人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは，理事会，評議員会および総会の議決を経，かつ，文部

　　　　科学大臣の承認を受けて，その一部に限りこれらの処分をすることができる．

（経費の支弁）

第35条　この法人の事業遂行に要する経費は，運用財産をもって支弁する．

（事業計画および収支予算）

（

4
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第36条　この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は理事長が編成し，理事会，評議員会および総会の議決

　　　　を経て毎会計年度開始前に，文部科学大臣に届け出なければならない．事業計画および収支予算を変更

　　　　しようとする場合も同様とする．

（収支決算）

第37条　この法人の収支決算は，理事長が作成し，財産目録貸借対照表，事業報告書および財産増減事由書な

　　　　らびに会員の異動状況書とともに，監事の意見をつけ，理事会，評議員会および総会の承認を受けて毎

　　　　会計年度終了後2カ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない．

　　　　2　この法人の収支決算に，剰余金があるときは，理事会，評議員会および総会の承認を受けて，その

　　　　　　一部もしくは全部を基本財産に編入し，または翌年度に繰り越すものとする．

（長期借入金）

第38条　この法人が借入金をしようとするときは，その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き，理

　　　　事会および評議員会の議決を経，かつ，文部科学大臣の承認を受けなければならない．

（新たな義務の負担等）

第39条　第34条ただし書および前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか，この法

　　　　人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは，理事会，評議員会

　　　　および総会の議決を経なければならない．

（会計年度）

第40条　この法人の会計年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に終る．

第7章　定款の変更ならびに解散

（定款の変更）

第41条　この定款は，理事会，評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経，かつ，文部科

　　　　学大臣の認可を受けなければ変更することができない．

（解　散）

第42条　この法人の解散は，理事会，評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経，かつ，

　　　　文部科学大臣の認可を受けなければならない．

（残余財産の処分）

第43条　この法人の解散に伴う残余財産は，理事会，評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議

　　　　決を経，かつ，文部科学大臣の認可を受けて，この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附す

　　　　るものとする．

第8章　補則

●

●

（書類および帳簿の備付け等）

第44条　この法人の事務所に，次の書類および帳簿を備えなければならない．ただし，他の法令により，これら

　　　　に代る書類および帳簿を備えたときは，この限りでない．

　　　　一　定款

　　　　二　社員の名簿

　　　　三　役員およびその他の職員の名簿および履歴書

　　　　四　財産目録

　　　　五　資産台帳および負債台帳

　　　　六　収入支出に関する帳簿および証拠書類

　　　　七　理事会，評議員会および総会の議事に関する書類
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　八　処務日誌

　九　官公署往復書類

　十　その他必要な書類および帳簿

2　前項の書類および帳簿は，永久保存としなければならない．ただし，前項第5号の帳簿および書類は10

　年以上，同項8号から10号の書類および帳簿は，1年以上保存しなければならない．

（細　則）

第45条 この定款施行についての細則は，理事会，評議員会および総会の議決を経て別に定める．

4

定款施行細則

第1章　支部

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

定款第3条の支部は次の八支部とする．

北海道支部　　　：　北海道

東北支部　　　　：　青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関東支部　　　　：　茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・

　　　　　　　　　　東京・神奈川・山梨・新潟

中部支部　　　　：　岐阜・愛知・三重・長野・静岡

北陸支部　　　　：　富山・石川・福井

関西支部　　　　　：　滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫

中国・四国支部　：　鳥取・島根・岡山・広島・山口・

　　　　　　　　　　徳島・香川・愛媛・高知

九州・沖縄支部　：　福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・

　　　　　　　　　　宮崎・鹿児島・沖縄

外国人会員に関する事務は法人事務所にて行なう．

支部は本会の目的を達成するため各々独自の事業を行なうことができる．

支部には支部長1名および支部評議員若干名をおく．

支部の規定は各支部毎に定め理事長の承認をうる．

支部の事務所は原則として一定の場所におくものとする．

第2章　学術講演会および会長・次期会長

第7条　定款第5条の学術講演会は原則として年1回秋に開催する．

第8条　学術講演会に参加するものは本会の会員でなければならない．ただし特に会長の招請を受けたものはこ

　　　　の限りではない．

第9条　本会に会長1名，次期会長1名をおく．

第10条　会長は学術講演会を主宰するほか，本会の学術的活動を統括する．次期会長は会長を補佐し，会長に事

　　　　故あるときはその業務を代行する．

第11条　次期会長は，会長の意向を反映して理事会がその候補者を推薦し，評議員会の承認および総会の議決を

　　　　経て決定される．

第12条　会長の任期はその主宰する学術講演会終了時までとする．次期会長は学術講演会終了時に自動的に会長

　　　　となる．
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第13条　会長・次期会長が理事でない場合はその任期の間定員外理事となる．

第3章　学会誌

●

●

第14条

第15条

第16条

第17条

本会は定款第5条の学会誌として年4回日本不妊学会雑誌を刊行する．またすぐれた論文に対して学術

奨励賞を授与することができる．

学会誌は会員に無料で頒布する．ただしその年度の会費を12月31日までに納入しないものには無頒布

を停止することがある．

会員以外でも下記の購読料を一括前納した場合は学会誌の頒布を受けることができる．購読料（年額）

9，000円

学会誌への投稿規定および掲載料については別に定める．

第4章　会員

●

●

●

●

第18条

第19条

第20条

第21条

第22条

第24条

第26条

第27条

第28条

第29条

本会に入会を希望するものは所定の入会申込書に必要事項を記入しその年度分会費を添え法人事務所

に提出する．

会員は次の義務を負う．

1．本会の目的達成のため協力すること．

2．所定の会費を納入すること．

会員は次の権利を有する．

1．総会に出席して意見を述べ，議決に参加すること．

2．学術講演会に参加し，演題を提出すること．

3．学会誌に学術論文を投稿すること．

4．学会誌の無料頒布を受けること．

年会費はその年度の12月31日までに法人事務所に納入するものとする．

会費を納入した会員数1名につき400円を支部運営の経費として支部に還元支給する．

第23条　定款第11条の規定により会員を除名する際は，理事長は所属支部長の意見を徴した上理事会

に諮り，評議員会および総会の承認を得なければならない．

入会・退会の許可および除名は学会誌に掲載し，直接本人には通知しない．

第25条　名誉会員の候補者は理事または支部長が理事長に推薦し，理事長は理事会および評議員会の

承認を得た後，総会の議決を求めるものとする．

名誉会員の推薦を受けるものは年齢65歳以上の正会員で，次の条件の2つ以上を満すことを要する．

1．本会の発展に著しく寄与したもの．

2．本会の学術講演会において顕著な業績を発表したもの．

3．本会の評議員・理事・監事に通算10年以上就任したもの．

4．本会の会長に就任したもの．

本条における本会とは社団法人設立前の日本不妊学会を含むものとする．

本会会員以外（外国人を含む）でも，本会の発展に著しく寄与したものまたは関連せる学術分野で顕著

な業績を有するものについては，細則第25条の規定により名誉会員に推薦することができる．

名誉会員は理事会および評議員会に出席し意見を述べることができる．

評議員・支部評議員のうち満65歳以上でかつ評議員歴8年以上のものを功労評議員に推薦することが

できる．功労評議員は評議員会に出席することができる．功労評議員は支部長が理事長に推薦し，理事

会の議を経て理事長がその称号を与える．

●



40（182） 日不妊会誌50巻4号 4

第5章　役員・評議員・支部評議員および支部評議員総会

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

理事および監事の改選は2年毎に学術講演会開催時に開かれる総会において行なう．

理事および監事は，評議員会において正会員中よりその候補者を選定し，総会の議決を経て選任される．

ただし理事は少なくとも各支部より1名を選任するものとする．移動あるいは事故により理事に欠員を

生じた場合には，理事会においてその理事の所属する支部から補充し，総会において承認を求めるもの

とする．

前条の理事および監事候補者の選定にあたり，評議員会は理事会の意見を徴するものとする．

理事および監事は評議員を兼ねないものとする．

理事長は定款第13条による理事会で互選されるが，その任期は通算2期を越えることができない．

各支部は理事選出の後1ヵ月以内に支部に属する正会員中より若干名の支部評議員を選出し理事長に

届出る．選出の方法は各支部の定める所による．

定款第19条に定める評議員は，各支部評議員中より支部の推薦に基き理事会が選任し理事長が委嘱す

る．

支部評議員中より選任される評議員の数は原則として当該年度における支部正会員数に比例して理事

会が定める．

評議員の改選時は理事選出年度の1月1日とする．

理事長は必要に応じて支部評議員総会を開き，この法人の業務に関する重要事項につきその意見をきく

ことができる．

支部評議員総会は定款第20条による評議員会と合同で行なうことができる．

●

●

●

第6章　常任理事および常任理事会

第41条

第42条

第43条

第44条

第45条

常任理事は庶務・会計・編集・組織・渉外・学術その他の日常の会務を分担執行する．

理事長，副理事長および常任理事は常任理事会を組織し，理事長の委嘱の範囲で理事会の業務を代行す

ることができる．

常任理事会は理事長が必要と認めたとき招集し，議長は理事長とする。

常任理事会は構成員の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない．ただし

当該議事につきあらかじめ書面をもって意志を表示したものは出席者とみなす．

常任理事会の議決は別段の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは議長

の決する所による．

●

第7章　幹事・総会幹事および幹事会

第46条

第47条

第48条

第49条

第50条

第51条

第52条

会務の円滑なる運営を図るため本会に幹事若干名をおく．幹事は互選により代表幹事1名を選出する．

幹事は理事会の議を経て理事長が委嘱する．ただし各支部に少なくとも1名の幹事をおくものとする．

幹事は庶務・会計・編集・組織・渉外・学術・その他の会務を分担し，各会務分担の常任理事を補佐し

て日常の業務を行なう．

総会並びに学術講演会運営のため本会に総会幹事若干名をおくことができる．総会幹事は会長の推薦に

より理事長が委嘱する．

幹事および総会幹事は幹事会を組織して理事長の諮問に応じ，また会の運営に関して協議立案すること

ができる．

幹事会は必要に応じて代表幹事が招集し司会する．

幹事および総会幹事は理事会に陪席するものとする．

■

●

●
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第53条　幹事の任期は2年とし，再任を妨げない．任期満了後も後任者決定まではその職務を行なわなければな

　　　　らない．

第54条　総会幹事の任期は会長の任期に準ずる．

第8章　理事会・評議員会・総会

第55条

第56条

通常総会・理事会・評議員会は原則として学術講演会開催時および会計年度終了後2ヵ月以内に理事

長が招集する．

総会・理事会・評議員会は止むを得ざる場合通信により議決を行なうことができる．

昭和45年12月26日制定

平成ll年11月11日改定

資料2　日本不妊学会・評議員推薦内規

1本会会員が評議員への推薦を受ける場合は内規に従う

2　被推薦会員の評議員資格は以下の条件を考慮して選考する

　　1）10年以上の研究歴がある

　　2）5年以上継続して本会会員であり，かつ会費を完納していること

　　3）最近4年間に本学会に演題を1題以上発表していること（共同演者も可）

　　4）最近4年間に本学会雑誌に論文1編以上の掲載があること（共著も可）

　　5）本学会の目的に合致する関連分野の研究・教育施設の長またはこれに準ずる資格を有するもの

3　評議員候補者は理事又は評議員の推薦を必要とする

4　評議員候補者の推薦は評議員選出年度の7，8月頃までに，別に定める様式により学会事務局に提出しなければ

　ならない．なお，この申請期日については同年の本学会雑誌第2号において通知する

5本内規の変更は理事会の議を経て行うこととする

付則　本内規は平成11年11月12日より施行する

資料3　日本不妊学会学術奨励賞選考規定

1．対象論文

a推薦方法

3．選考方法

①前年度本学会誌（Reproductive　Medicine　and　Biology）掲載原著論文．

②前年度上記以外（国内外を問わず）に掲載された原著論文．但しその内容の大部分または全

　てが不妊学会に発表されており，その抄録を添付する．また，学会発表と雑誌掲載の時期の

　前後は問わない．但し，地方部会は除く．

③年令は45歳以下のもの

自薦または他薦

他薦は本学会の理事，評議員，大学教授（会員），学会誌レフリーが推薦する．

予備選考委員会で予め推薦論文より候補論文を選考し，

賞論文を決定する．

この候補論文の中から選考委員会が授
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4．賞

日不妊会誌50巻4号

①予備選考委員会は学術委員長を委員長とし，編集委員会委員長，学術・編集担当幹事，代

　表幹事を以て構成する．

②予備選考委員会で3部門より各々数編の授賞候補論文を選出する．

③選考委員会では理事長を委員長とし，副理事長，学術・編集担当理事を以て構成し，代表

　幹事は選考委員会に陪席し事務事項を担当する．

④専門分野に分けて審査を行う．

本学会より賞状を授与する．また副賞として，

学術奨励金50万円を授与する．

日本不妊学会オルガノン学術奨励賞賞状および

●

●

●

5．公　　表 総会において授与し，総会後に発刊する号にて受賞論文および氏名を公表する．

平成14年10月3日改訂

平成16年9月2日改定

資料4　日本不妊学会倫理委員会内規

〈目的〉

　倫理委員会は，生殖生物学，生殖医学，生殖医療にかかわる倫理的問題を審議すると同時に，倫理問題に関す

る他学会および各種団体との交流ならびに見解の調整を行う．

＜委員の選任＞

　1．倫理委員長は理事長が理事の中より推薦し，理事会において承認後，理事長がこれを委嘱する．

　2．倫理委員会は10名前後の委員で構成され，委員は倫理委員長の推薦により理事会で決定し，理事長が任命

　　する．

　3．倫理委員会委員は本学会の理事と会員および数名の外部有識者をもって構成される．

＜委員の任期＞

　1．倫理委員会委員の任期は2年とし，再任を妨げない．

　2．任期の途中で欠員が生じた場合，理事長と倫理委員長が合議の上補充する．この場合その後開かれる最も早

　　い常務理事会あるいは理事会で承認を求める．なお補充委員の任期は欠員委員の残任期間とする．

＜委員会の開催＞

　1．定例の倫理委員会は原則として年1回委員長が招集する．

　2．倫理委員会は理事長の要請もしくは倫理委員長が必要と認めた場合，随時召集する．

　3．倫理委員会での審議事項は，理事長あるいは倫理委員長のもとへ会員より審査の申請があった事項および理

　　事長ならびに倫理委員長が必要と判断したものを対象とする．

＜審議結果の公表＞

　1．倫理委員長は審議内容と結果を理事会に答申・報告する．

　2．理事会は，倫理委員会の答申を受け，審議の上，会告，理事会報告あるいは倫理委員会報告として学会誌お

　　よび本学会ホームページに公表することができる．

　3．倫理委員長は，委員会議事録を作成する担当幹事委員1名を指名することができる．

　4．新聞等の報道関係の取材に対しては，原則として理事長あるいは倫理委員長が対応する．

●

●

●

●

〈本内規は平成15年4月1日より施行する〉



●

●

●
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資料6　日本不妊学会生殖医療従事者資格制度規約

〔第1章

第1条

第2条

第3条

〔第2章

第4条
第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

〔第3章

第12条

第13条

第14条

〔第4章

第15条

〔第5章

第16条

第17条

〔第6章

第18条

総則〕

本制度は，生殖医療の進歩に応じ，広い知識，練磨された技能，高い倫理性を備えた生殖医療従事者の

養成と，生涯にわたる研修を推進することにより，本邦における生殖医療の水準を高めて，国民の福祉

に貢献することを目的とする．

社団法人日本不妊学会（以下「この法人」という）は，前条の目的を達成するため，生殖医療専門医

資格の認定と生涯研修等に必要な事業を行う．

この法人が認定する生殖医療従事者資格は，生殖医療専門医（以下「専門医」という），生殖医療コー

ディネイター（以下「コーディネイタ」），胚培養士である．

生殖医療従事者資格制度委員会〕

この法人は，本制度の運営のために，生殖医療専門医制度委員会（以下「委員会」という）を設置する．

委員会の委員は，理事会の議を経て，理事および幹事の中から理事長が委嘱する．委嘱する人員数は本

制度を円滑に運営するために必要な数とする．

委員の任期は2年とし，再任を妨げない．

2　委員に欠員を生じたときは，理事会の議を経て，理事長が補充する．

3　補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする．

委員会に委員長1名，及び副委員長2名を置く．

2　委員長及び副委員長は，理事会の議を経て，理事の中から理事長が委嘱する．

3　委員長は委員会を招集し，会務を総理する．

4　副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，委員長の職務を代行する．

委員会は全委員の半数以上が出席しなければ，その会議を開くことができない．2　委員会の議事は，

出席委員の過半数で決し，可否同数のときは委員長の決するところによる．

委員会は生殖医療従事者資格制度に関する諸問題について，理事会の諮問に応え，また理事会に建議す

ることができる．

委員会には，庶務，会計，研修，認定の各小委員会をおく，また，必要に応じてその他の小委員会を設

置することができる．

委員会は，緊急を要する場合，通信による審議を行うことができる．

生殖医療従事者資格の認定のための条件，審査，認定，登録，資格の更新，資格の喪失，研修〕

生殖医療従事者資格の認定のための条件，審査，認定，登録資格の更新，資格の喪失，認定に関連す

る費用などは，別に内規を定める．

理事会は，委員会の審査結果に基づき認定し，認定合格者を生殖医療従事者原簿に登録し，専門医認定

証を交付するとともに，適当な方法で公示する．

この法人は，第1条の目的を達成するため，生殖医療従事者講習会（以下講習会）を開催する．

2　講習会は年1回開催する．

不服処理〕

認定，資格喪失等の審査に関して異議がある者は，委員会に再審査を請求することができる．

2　この法人は必要により理事会内に不服処理委員会を設置することができる．

補則〕

本規約はこの法人の総会の承認を得なければ変更することができない．

本規約の施行に必要な内規は別に定める．内規は理事会の議を経て決定する．

付則〕

本規約は平成14年10月3日から施行する．
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資料7　生殖医療指導医制度内規

〔第1章　指導医の審査と登録〕

第1条　指導医の認定を申請する者は，次の各号のすべてを満たすものとする．

　（1）日本の医師免許を有する者

　（2）産婦人科専門医あるいは泌尿器科専門医であり，専門医資格を得て3年以上の臨床経験がある者

　（3）通算5年以上日本不妊学会（以下この法人）の会員である者

　（4）この法人が認める学術誌等で生殖に関連した10編以上の学術論文（共著可，ただしそのうち2編は筆頭著

　　　者），およびこの法人あるいは関連学会で10回以上の演題発表（共同発表可，ただしそのうち2回は発表

　　　者）がある者

　（5）この法人が実施する生殖医療従事者講習会を受講している者

　（6）この法人が実施する指導医制度試験に合格している者

　（7）生殖医療指導医として適切な知識，品位と倫理性を備えている者

第2条　認定の審査は生殖医療従事者資格制度委員会（以下委員会）において行い，理事会において認定する．

　　　2　この法人は，各年度の初頭に，審査日程，申請の手続き方法，認定方法，審査料，その他等について，

　　　　適当な方法で公示する．

第3条　認定審査希望者は，次の各号に掲げる書類に受験料を添えて申請する．

　（1）指導医認定申請書（2）履歴書（3）指導医試験合格証（4）従事者講習会参加証明書（5）臨床経験証明書

　（6）医師免許証写し（7）産婦人科専門医あるいは泌尿器科専門医証の写し

第4条　審査は年1回実施する

　　　2　委員会における審査は，書類審査による．

　　　3　委員会は審査結果を理事会に報告するとともに，合否を申請者に通知する．

　　　4　登録料は50，000円とする．

第5条　理事会は委員会からの報告を受けて指導医を認定し，生殖医療従事者原簿に登録するとともに，適当な

　　　　方法で公示する．

〔第2章　生殖医療従事者講習会〕

指導医を申請する者は，申請年度にこの法人が実施する生殖医療従事者講習会に出席しなければならない．

　　　2　参加料は10，000円とする

〔第3章　指導医試験〕

指導医を申請する者は，申請年度にこの法人が実施する指導医試験を受験し，合格しなければならない．

試験は，筆記試験および面接試験を行うこととし，試験問題は委員会で作成する．

第9条　委員会は合否を申請者に通知する．

第10条　指導医試験は年1回，総会時に実施する．

　　　2　受験料は20，000円とする．

〔第4章　資格の更新〕

第11条　指導医の資格は5年ごとに更新するものとする．但し，別項で定める場合はこの限りではない．

第12条　更新の審査は委員会で行う．

第13条　資格の更新には，この法人が主催する全国あるいは地方学術集会及び生殖医療従事者講習会，およびこ

　　　　の法人が認定する関連学会の主催する研修会で5年間に150単位以上取得することを必要とする．

　　　2　各々の研修会での取得単位数は別途定める．

　　　3　出席単位数の証明のために，研修証明手帳（様式第8号）を発行する．その実施方法は別途定める．

　　　4　本条第1項の条件を一部満たさない場合は，以下の各号を資格更新参考条件とすることができる．

　　　　（1）関連国際学会出席（2）学術論文・学術著書・学会発表
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第14条　認定の更新を希望する指導医は，次の各号に掲げる書類に審査料を添えて委員会に申請する

　　　　（1）認定更新申請書（2）研修証明手帳および研修内容報告書

　　　2　更新審査料は20000円とする．

第15条　更新の審査は書類審査による．

　　　2　審査は年1回実施する．

第16条　更新期限内に条件を満たすことができなかった場合は，条件を満たした後再び認定を申請することがで

　　　　　きる．

　　　2　病気・留学等委員会が妥当と認めた事由がある場合は，更新期限を1年に限り延長することができる．

〔第5章　資格の喪失〕

第17条　指導医は，次の各号のいずれかに該当するとき，その資格を喪失する．

　（1）医師の資格を失った場合

　（2）産婦人科専門医あるいは泌尿器科専門医の資格を失った場合

　（2）この法人の会員の資格を失った場合

　（3）指導医の資格を辞退した場合

　（4）資格が更新されなかった場合

第18条　この法人は，指導医が次の各号のいずれかに該当するとき，委員会で審査を行い，理事会の議を経て，

　　　　その資格を喪失させることができる．

　　　　認定及び更新の申請に際して，虚偽の記載など，不正の行為があった場合

　（2）指導医としてふさわしくない行為があった場合

第19条　第17条及び第18条の規定により指導医の資格を喪失した者は，喪失の事由が消滅したとき，再び認定

　　　　を申請することができる．

第20条　規約第17条及び第18条により指導医資格を喪失したものは，指導医証をこの法人に返還しなければな

　　　　らない．

　　　2　理事会は，登録原簿に資格喪失の事由を記載の上登録を抹消し，その旨を本人に通知する．

〔第6章　補則〕

第21条　本制度に係る経理規定は別に定める．

第22条　一旦納入された審査登録料の返還は行わない．

第23条　本内規はこの法人の理事会の承認を得なければ変更することができない．

一附則一

第1条　本内規は平成14年10月3日から施行する．
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日本不妊学会・創立50周年記念特集

日本不妊学会50周年記念座談会

（2004年11月19日　京王プラザホテル） ●

出席者　飯塚理八先生 入谷　明先生　森　崇英先生　伊藤晴夫先生（司会）

　　　　オブザーバー　田原隆三先生　柴原浩章先生

伊藤：林基之先生だと思いますが，50年前の日本

不妊学会雑誌第1号の中で，狭い土地にたくさん

の人口がひしめいている状況で不妊など研究して

も仕方がないと言う方もいるが，そのようなこと

はなく，真理をきちんと探求していくべきとのこ

とで学会を始められたと書かれています．半世紀

で事情が激変して現在は少子化となっています

が，学会にとっては追い風であり，非常に期待さ

れる学会となることでしょう．

●「横割り」の学会

飯塚：昭和23年に慶慮義塾大学を卒業して1年

間のインターンを経た後，24年の12月に医局に

戻りましたが，そのころ，慶鷹には昭和22年に安

藤書一先生が設置された「家族計画相談所」があ

りました．戦後であって，避妊を中心に活動しま

したが，安藤先生は中絶には反対であり，中絶理

由が軽症の結核なら治癒するからと反対され，他

の理由についても同様だったので，中絶許可をも

らうのは大変でした．食糧難で進駐軍からお米を

もらうような時代に，製薬会社から頼まれて避妊

の「3Cゼリー」を作成され，また非配偶者間の人

工授精にも着手なさり，昭和24年の8月に第1

号が誕生しました．それが戦後の不妊症治療の礎

となったと思われます．当時，大阪市立大学の藤

森速水先生らと慶雁に「不妊研究会」を立ち上げ，

京都大学の先生や，千葉の農林省畜産試験場（現

畜産草地研究所，のちにつくばに移転）の西川義

正先生を呼ばれましたが，その際，会員が産婦人

科に限定されてはならないと，臨床では泌尿器科

の先生も呼び，場所も東京に限定することなく全

国的に研究会を開催し，それが拡大して非常に学

際的なものとなったわけです．東京大学教養学部

の毛利秀雄先生などを起用して，昭和31年に慶鷹

飯塚理八先生

で第1回の学会を開催し，中島精教授が会長，安

藤先生は不妊学会の理事長となりました．

森：reproductionの研究については，第5代理事

長の松本清一先生の論文（30周年記念の不妊学会

沿革史「30年のあゆみ」，学会誌に引用〉に「日本

におけるreproductionの研究はcontraceptionか

ら入っていった」とあるとおり，famUy　planning

やcontraceptionという臨床的な必要性から入っ

ていった面があると思われます．安藤先生が，

ニューヨークで行われた国際生殖不妊学会での成

果を慶懸に持ち帰られ，何とかreproductionをサ

イエンスとして進める必要があると，臨床的には

「家族計画相談所」を設置されました．基礎的な研

究を進めるために，産婦人科に限定せず泌尿器科

や生殖生物学の基礎科学の先生にも来てもらった

ことからもわかるとおり，不妊学会は，横割りで

●
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入谷　明先生

総合的に生殖科学を進めるという理念のもとにつ

くられた学会と理解しています．

入谷：学会の創立当初から，基礎の分野を大切に

する学会でした．私が大学院生で，まだ京都大学

に繁殖学がなかったころ，大阪市立大学の藤森先

生が大阪府立大学獣医学科の橋爪教授を連れて畜

産学の部屋に来られました．当時の畜産学は，西

川先生はまだおられず上坂という先生でしたが，

先生が「不妊学会というのができるので今日お誘

いに来られるのだ」と話されたと記憶しています．

創立時から関連分野を大切にする精神があり，そ

れが現在に引き継がれています．

伊藤：畜産や泌尿器科など全体で取り組まなけれ

ばならないというのは，10年後を見据えた慧眼で

すね．

入谷：西川先生が京都大学でAnimal　Reproduc－

tion，家畜繁殖学の講座を立てられ，私は初代助手

を務めましたが，私のもとの専門が家畜栄養学や

育種学だったことから，先生に「過去は全部忘れ

て，繁殖に打ち込まなければいけない」と言われ

ました．

森：本学会は横割りの学会です．従来までの臨床

家は，臓器別とか系統別に分かれてそれぞれに診

療を行っていましたが，reproductionに関して

は，産婦人科だけでは難しい部分があるために，
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泌尿器科の先生に相談したり，基礎の先生から生

殖科学の知識を学ぶなどしていかざるを得ないの

です．産婦人科は，reproductionという点で泌尿

器科や基礎の先生とは共通項があると思います

が，それゆえに他の臨床分野とはいくらか異なる

性格を持っているのではないでしょうか．

入谷：体外受精や顕微授精などは，動物の方で着

手し始めたものですが，獣医畜産学ではあまり実

用化は進まず，医学界で有効に臨床応用されまし

た．基礎研究が医学界で花開いたと考えています．

●理事長制の始まり

飯塚：理事長制は，安藤先生が始められたもので

す．安藤先生が最初の理事長職を終身で務められ

ましたが，国際学会の前年に亡くなられ，副理事

長であった長谷川先生が次の理事長となられまし

た．長谷川先生はのちに「死ぬまでやるのは大変

だから」と，沢崎千秋先生に理事長職をお譲りに

なりました．沢崎先生は理事長を「任期制」とし，

1期2年で4年務めたら交代することとされまし

た．任期制をとることに加えて，産婦人科だけで

はなく泌尿器科，畜産あるいは生物学の先生方で

も，理事長として適当な方があったら推薦するこ

ととされたのは，大変画期的なことです．沢崎先

生のあとに横浜の泌尿器科の高井先生が理事長を

務められ，続いて松本先生，石神先生の順で理事

長に就任されました．

入谷：私が理事長のときの会員の構成比は，産婦

人科「6」，泌尿器科「2」，獣医畜産，基礎の生物

学「2」，あるいは「7」対「1．5」対「1．5」程度の差

がありましたが，「基礎からも理事長を」とのこと

で，飯塚先生の次に理事長となりました．会員比

の格差にもかかわらず同格に理事長職を回したと

いうのは，大した学会だと思います．

●関連分野とのつながり

森：泌尿器科と産婦人科臨床系は，互いに教えあ

い，また患者の方々を紹介しあうことはありまし

たが，協調という点ではまだ足りない部分があり

ました．しかし，体外受精が手がけられるように

なり，アンドロロジックARTのような領域がで

きてから，泌尿器科の先生のコミットメントが大

きくなったといえるでしょう．それまでにも，基

礎の分野からテクノロジーなどは学びましたが，



48（190）

例えば，無精子症の人に対するTESEやELSIを

治療として現実にどうするかが問題である場合に

は，泌尿器科の力を借りなければなりません．ア

ンドロロジックARTも非常に進歩し，泌尿器科

と産婦人科を結びつけたといえますが，産婦人科

の中でも生殖医学に携わる者は泌尿器科の先生と

深いつながりを持っています．

入谷lARTに関しては，精子と卵子の問題がある

がゆえに，産婦人科と泌尿器科が一体でなければ

やっていけません．

伊藤：多くの泌尿器医はICSIなどの体外受精が

普及したために，不妊に関する泌尿器科医の役割

が減少してしまったと考えています．しかし，た

だ今の森先生のご意見のように，実際は泌尿器科

の関与する場は拡がるのだと思います．今後，よ

り多くの泌尿器科医が不妊診療の研究に興味を持

つことを希望します．

森ニアメリカでは，アメリカ生殖医学会が認定し

た施設には必ずアンドロロジストが必要であるな

ど，アンドロロジストに対する一定の評価がある

のですが，今のところ，日本にはそのようなガイ

ドラインがないので，ガイドラインの作成は今後

の課題です．ガイドラインを作成するもっとも早

い方法は，作成が可能な機関に，例えば大学で独

立した生殖医療センターなどを設置して，そこに

モデルの作成を依頼するのがいちばんではないで

しょうか．

●倫理委員会の立ち上げ

飯塚：私が理事長のときに，不妊学会において倫

理委員会を設置しました．もともとARTに関し

てガイドラインを始めたのは日本産科婦人科学会

（日産婦）で，そこで会告を出しましたが，のちほ

ど除名問題が起きることになった昭和58年の「体

外受精・胚移植に関する見解」には，「婚姻してい

る夫婦に限る」という一項を加えました．私はガ

イドラインを作成するときに必ず弁護士に相談す

るのですが，「慶慮でもAIDの歴史が数十年ある

のに，いまさら婚姻している夫婦に限る一項など

必要はない」とのことでした．これはマスコミ対

策のために加えたものですが，プレスインタ

ビューのときに「5年ほどで変えた方がよい」と

言った覚えもあります．

日不妊会誌　50巻4号

森　崇英先生

　不妊学会の倫理委員会で最初に討議したのは顕

微授精であり，世界でも行っているからぜひ取り

上げてもらいたかったのですが，最初の歴史を踏

まえて日産婦からガイドラインを出していただく

必要がありました．当時の日産婦の会長は千葉の

高見沢先生だったので，正式に文書を出して，不

妊学会でも顕微授精をぜひやりたいから，日産婦

の方で会告に出してもらえまいかとお願いしたと

ころ，1年でガイドラインを出してくださいまし
た．

　次に取り組んだのは代理母です．代理母は，例

えば，ある女性が外科的な手術で救急で運ばれて

子宮をとらざるを得なくなったが，卵巣は残った

とします．その方が理解ある相手を得て結婚生活

を送ったとしても，子宮がないので子どもができ

ませんが，そのような方のために，その夫の精子

と妻の卵子を使って誰かに生んでいただくという

ことです．不妊学会の評議員に説明したところ，

経済的なことが問題になるといけないので，まず

肉親のあいだで，例えば子どもの祖母となる方が

生んでもよいのではないかとのことで，48％くら

いの人が賛成してくださり，入谷理事長の時代に

そのデータを日産婦に提出しました．

　我々は，新しい方法でありぜひやっていただき

たいがためにガイドラインを作成しますが，ガイ
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ドラインについては，のちに見直しのうえで変更

することも必要です．アメリカの不妊学会では，

ARTやreproductionに関することをそこで決定

し，以前に提出したものを3～4年で再検討してい

ますが，日本でもそれは取り入れた方がよいで
しょう．

森：第1回の倫理委員会の主旨は「顕微授精の早

期導入」についてでした．顕微授精は，哺乳動物

では，柳町隆造先生が最初にハムスターで開発さ

れたのを，パレルモという方がベルギーでヒトに

応用して世界中に広がり，今やICSIは顕微授精の

代名詞となっています．当時は，顕微授精といい

ますとPZDから始まって，　SUZI，　ICSIに進んだ

のですが，現在はほとんどがICSIです．パレルモ

氏がそれで一躍有名になりましたが，もとは柳町

先生のハムスターなのです．日本人が基礎のよい

仕事をしたにもかかわらず，日本で臨床応用がで

きていないのが残念ですが，今後も新しいスキル

を導入する必要があると思います．

●倫理委員会の実際

森：その後，倫理委員会では代理母，代理懐胎を

扱っていますが，医学的な適応があるにもかかわ

らず，倫理的に問題があって受け入れできないと

いう矛盾点をいかに解決するかで暗礁に乗り上げ

ています．個人的には，AIDの考え方からすれば，

代理懐胎のうち少なくとも代理出産については許

されてもよいと，医学的適用はあると考えていま

す．私の任期中にもっとも問題になったのは，ク

ローン・テクノロジーの生殖医療への導入でし

た．平成13年の「クローン技術規制法（ヒトに関

するクローン技術等の規制に関する法律）」にのっ

とり，文部科学省及び内閣府総合科学技術会議が

「特定胚の取扱いに関する指針」と「ヒトES細胞

の樹立及び使用に関する指針」の2つを出して，

現在これらに規制されているわけですが，指針で

は「特定胚としてヒトクローン胚は認めない」こ

とになっています．クローン技術は，日本ではもっ

ぱら再生医療にばかり向いており，それももちろ

ん大切なことですが，技術をうまく使えぱ将来的

には生殖医療に展開することが可能なのです．絶

対不妊の人はこのテクノロジーを使わないと子ど

もをつくれないので，せめて研究する余地を残し
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伊藤晴夫先生

てほしいとの主旨の案を理事会に提出したのです

が，通りませんでした．

　のちに，伊藤理事長が出された会告や委員会報

告が，私の提出したものと内容的にほぼ同じでし

た．不妊学会が同調して自重するというのは，学

会本来の目的にそぐわないことですし，学会の意

味をどのように自覚しているのかが問われますか

ら，学会の姿勢は出しておくべきという点で，案

を提出したことは非常によかったと思います．

入谷：life　scienceの分野の先端にいると，どう

あっても倫理委員会の必要性が出てきます．不妊

治療の分野で新しい技術が開発されますから，倫

理委員会を通過しなければ技術を使うことができ

ないために，倫理委員会の決定については，不妊

学会としては非常に切実です．クローンについて

は「動物種」によって差があり，ウシとヒツジ，

ヤギは比較的簡単ですが，マウスなどは，クロー

ンをつくれるのが日本で3人か4人しかいないほ

どに難しく，霊長類も発生が難しいために作成は

できないのです．よって，ことさらに禁止をしな

くとも，現在の技術ではヒトの場合は子どもには

なりませんので心配は無用です．再生医療の方面

は日本の場合も可能ですが，内細胞塊を使って，

それからES細胞をつくって分化させる段階で，

男性のものでも女性のものでも，卵巣あるいは精
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巣に発生させるなどして卵巣と精巣をつくり，そ

れを合わせれば受精による発生個体ができますか

ら，そちらについては考えた方がよいと思います．

森：仮に，霊長類のクローン個体の作成技術が平

易であっても，倫理的には受け容れませんから，

むしろこのテクノロジーを使って配偶子を作成し

た方がよいと思われます．例えば，精巣，精子，

卵巣，卵子のない方がいますが，そういう方が子

どもを得ようと思えば自分の配偶子をつくること

が必要となります．それにはクローン胚を経由す

る場合と，クローン胚からES細胞を経由する場

合の両方があるかもしれませんが，いずれにしろ，

再生医療ともっとも異なるところは，自分の遺伝

子が入っていなければいけないことです．再生医

療の方で，ES株をいくらつくっても発生工学的な

手法で拒絶が起こらないような細胞療法などはで

きるでしょうが，生殖医療に応用する限りではだ

めなのです．

入谷：顕微授精関係は，1962年に東京工業大学の

平本幸男先生がウニの卵子と精子を使って行った

のが最初で，1976～77年には上原・柳町両氏がハ

ムスターテストを行いました．さまざまな多種の

動物の精子をハムスターに入れたのですが，これ

がのちに，ヒトの顕微授精のときにハムスターの

卵にヒトの精子を入れてみて，ものになるかどう

かを試すところに使われています．

森：重要なのは，体外受精をするような動物の生

殖の原理は体内受精動物でも起こりうるのだとい

う認識だと思います．基礎研究でも体外受精を

使った研究が進歩して，さらにICSIを駆使した研

究が発展した結果，臨床に役立つ膨大な知見が得

られました．最初から禁止や制限のような考え，

発想では進歩はしません．サイエンスもテクノロ

ジーも本来は進化するものなのですから．

入谷：倫理委員会に外部の人を招くことについて

はいかがでしょうか．

森：飯塚先生が最初になさったことですね．日産

婦の倫理委，当時は「体外受精に関する委員会」が

あって，そこで日産婦の見解を出すときに20何名

かの外部の法律家，マスコミ，倫理学者など，多

数の方のご意見を聞きました．

飯塚：森先生のおられた徳島大学で最初に倫理委

日不妊会誌50巻4号

員会を設置したのでしたね．

森：はい．そのときは100人くらいしか体外受精

ベイビーがおらず「100人くらいで安全だといえ

ますか」と厳しく追及されましたが，山口大学小

児科の梶井正先生が「これは新しいテクノロジー

ですから進めなくてはいけない」と言ってくださ

いました．

飯塚：体外受精を始める前に，厚生大臣（当時）に

説明して，保険についてもお願いしたことがあり

ました．潜在的な患者数について質問を受け，3

万人くらいと答えればよかったのを，イギリスで

安くて1人1組80万だというのに30万人と答え

てしまったのですが，大臣が「財政の都合上，保

険は5年先に延ばしますが，先生方にお任せしま

すから大いにやってください」と言ってください

ました．このようなことは，官僚主導にならない

ように自分たちで自主的にやったうえで提案した

方がよいでしょう．

森：この先技術が進むわけですから，これまでの

見解を見直したり，新しい技術に対してどうする

のかを検討する必要がありますが，そのためには

基本的な哲学をもつことが必要です．PGDに関し

ても，PGDに重篤な遺伝病をもった子の出産を回

避するためのPGDと，染色体異常による流産防

止のためのPGSの2つがあります．　PGSを導入

したら妊娠率が2倍になって流産率が半分に減少

しますから，不妊症患者の治療のためにもPGS

は積極的に導入しなければならないのです．先日，

PGDの大家であるサンティアゴ・ムネ氏（エール

大学医学部産婦人科助教授）の講演の司会を務め

ましたが，エンブリオのaneuploidyが大体50～

70％くらいあるということで，少なくとも8個の

卵があれば40歳であろうが妊娠率は2倍になる

とのことでした．PGDの大家にはもともとユリ・

バレンスキーという方がいて，彼は極体を使った

遺伝子診断をやっていましたが，ムネ氏はPGS

に初めて着目されたのです．この分野のもっとも

先端の研究を十分に認識した人がガイドライン作

成時に参画することが必要であって，そうでなけ

れば妥当な判断を下すことはできなかったのでは

ないでしょうか．不妊学会は，受精着床学会と共

同で不妊診療に直結している責任学術団体ですか
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ら，より奮起しなくてはなりません．

伊藤：そのためには，学会の規模を大きくしなけ

ればなりません．不妊治療については，最終的に

国民が決定するのでしょうが，どのような問題が

あって，どの選択をするとどういう結果になるの

かを，学会として国民に提示することが大切にな

るでしょう．

●倫理哲学について

森：倫理問題は，体外受精の導入がきっかけで議

論となり，それが生殖医療以外の領域のmedical

ethicsにも影響し，導火線となりました．生殖に

関係したテクノロジーの開発が，臨床分野の倫理

の問題を含めて他の領域に与える影響は，生命の

初めを扱う領域だけに，また，扱うものが分化し

た細胞ではなく未分化の細胞であるだけに，これ

からも大きいものと思われます．

伊藤：これまでは「死の倫理」でしたが，これか

らは「生の倫理」でしょう．「生の倫理」について

は不妊学会が中心にならなくてはなりません．

森：そのとおりです．生きることの倫理と死の倫

理というのは，脳死のときに問題になったと思い

ます．生きることの倫理はさまざまあっても，「生

まれること」の倫理哲学がないのです．伊藤先生

が会長講演をなさったときに，会長としてはじめ

て倫理の問題を取り上げられ「生まれるというこ

との倫理をいま考え直さなくてはならない」と言

われましたが，我々のような生命の発生を取り扱

う人間でなければ，その点が抜けていることに気

が付かないのです．

入谷：生まれて正常に死んでいくのとは異なり，

ARTは人が携わるがゆえに，どうしても問題が生

じます．21世紀はlife　scienceの時代といわれま

すが，20世紀の終わりごろからそれらが盛んにな

り，それに伴い倫理問題も避けては通れなくなっ

てきたのです．

森1もっとも大きな影響を与えたのは，やはり免

疫生物学でしょうが，次に出てきた分子生物学が

決定的にlife　scienceの在り方を変えてしまった

気がします．

入谷：遺伝子治療なども入ってきますが，これか

ら発展させなくてはなりません．行き着く先は分

化した細胞が脱分化してがん化した場合に，それ
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は新しい生命が発生することであるから，原理上

エンブリオにたどり着くと思われます．

●関係諸学会との連携

森：日本受精着床学会（受着学会）と不妊学会の

ジョイントの問題があります．私が理事長のとき

に，受着学会から不妊学会にジョイントをしよう

との申し入れがあり，その申し入れを受けて，不

妊学会の中に将来計画検討委員会を設置し，さら

にその中にあり方検討のワーキング・グループを

置いて不妊学会として検討しました．受着学会と

不妊学会は，同じ領域の学術団体ですが性格がか

なり異なります．構成委員こそ重複してはいます

が，受着学会にはエンブリオロジストが多く，基

礎系の人や農学系の人も加入しており，会員の構

成要素がかなり多いのです．また，財政基盤も違

い，法人格についても，不妊学会にはありますが

受着学会にはありません．そのような違いがあり

ますから，技術的にも法的にも困難なのです．し

たがって，untfyするのではなくてjointして，同

じ場所で続けて学会を開催することになり，岐阜

と東京，旭川で47，48，49回と3回にわたってトラ

イアルをしました．ところが，岐阜のときに，受

着学会の理事長から「学会運営や委員会，理事会

など運営が時間的に窮屈で難しい」と言われまし

て，50回の来年からは個別開催となったと思いま

す．それでも，そのようなプロセスを辿ることは

必要だったと思います．

飯塚：旭川のケースのように，同じ場所で開催す

るのはとてもよいのですが，同じ大学でも教室が

違うと非常に難しく，ましてや違う大学で実行す

るのは大変難しいと思います．1回やってみなく

ては何が困難かもわかりませんが，場所が離れて

いると会長先生間のすり寄せが困難です．皆様に

はよくやっていただきました．

●機関誌の英文化

森：機関誌については，私が理事長のときには投

稿の原稿数が減少し，編集委員長，編集担当理事

の平川先生もずいぶん苦労なさっていました．国

内の他学会の日本語の雑誌がますます英文化する

傾向にある中で，このままでは不妊学会の機関誌

が自然消滅するのは目に見えており，早急に手を

打たなければならないとの危機感がありました．
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そのため，理事会に提案をして平川先生にワーキ

ング・グループを結成してまとめていただきたい

とお願いをしました．その後平成10年に答申が出

たのですが，総論は賛成でも各論で問題があり，

中でも資金面が問題でしたので，出版費を調整す

ることになりました．当時，庶務担当理事だった

久保先生と，日本オルガノン株式会社の担当者に

ご助力いただけるか話をしました．オルガノンは

すでに「日本不妊学会学術奨励賞・オルガノン学

術奨励賞」に出資してくださって，そのうえにお

願いをするのは心苦しかったのですが，何度か折

衝を重ねた結果，了承をいただくことができて，

立ち上げ資金の目処がつきました．

森：英文化については2つの目的があるのです

が，ひとつは関連学会のJournalを集めることで

す、日本の生殖関連学会のJournalはそれぞれに

小さいものが個別にありますが，その状態では国

際的にまったく評価されないので何とか一緒にし

なければと，最後まで協力しようといった不妊学

会と受着学会と日本アンドロロジー学会とが残っ

て現在のかたちとなりました．

入谷：資金問題もありますが，英文化にこだわら

ずに幅広く原稿を収集してほしいと思いますが．

森：英文化については，走り出してまだ3年ほど

ですから，もう少し様子を見ていきたいのですが，

理事長には目を光らせていていただきたいと思い

ます．ふたつめの目的は，アジア・オセアニア地

区の，生殖医学生物学に関するregionalな専門誌

がないので，日本が将来それに向かって，それも

不妊学会が中心になって取り組んでもらいたいと

考えていたのですが，話し合う時間がありません

でした．

入谷：雑誌の充実については，もう少し検討をす

るように申し送りをしましょう．

●オルガノン賞

森：オルガノン賞は飯塚理事長の時代ではないで

しょうか．平成5年に，オルガノンの担当者と，

日本の生殖研究の分野で若い人をencourageす

る方法はないだろうかと話をしたところ，奨励賞

のdonationをやりましょうということになりま

した．それで平成6年からスタートし，毎年，産

婦人科，泌尿器科，基礎から3題ずつ選ばれてい
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ます．今年は4人出したと思いますが，これまで

に合計32人が受賞し，副賞として50万円とブロ

ンズの母子像が授与されました．この賞は，若い

研究者の意欲を駆り立て，レベルもまた伸びてき

ていると思います．

伊藤：確かにレベルが上がっています．

森：オルガノン賞は非常に有効なdonationだと

いえるでしょう．受着学会の奨励賞である「世界

体外受精会議記念賞」は，日本不妊学会より3年

遅れてスタートして，受賞演題数も6演題と，こ

ちらのものより数は多いのですが，賞金は少ない

のです．今後は6演題から2演題に絞り，最高3

演題にまで絞るとのことです．

●会費について

森：積み残しとしては会費の問題があげられま
す．

伊藤：会費は，一時は絶対に値上げしなければ立

ち行かないといわれていましたが，値上げをせず

に倹約して保っているようです．

森：事務局で調べたところ，昭和51年に値上げを

して以来，30年間も値上げがありませんでした．

私が理事長のときに，会計担当者に値上げの問題

について検討をするようにお願いましたが，まず

自助努力をと経費をチェックし直したところ，出

版費にかなりかかっていたのです．最近の会計上

もっとも問題なことは何かと確認しましたら，学

会誌が英文と和文の二本立てであることが負担だ

というので，なぜ負担なのか尋ねたところ，抄録

号を出すのに費用がかかるそうです．会費以外に，

組織の問題としては，事務局業務を，平成12年の

4月にMAコンベンションコンサルティングに移

転しました．本学会過去20年の沿革史を書きま

したが資料を作成してもらうなどご助力いただき

ました。

●学会の名称変更

伊藤：最近の大きなことは，学会の名称が変更に

なったことでしょうか．学会の名称に関しまして

は，最初からいろいろと問題になっていたそうで

すね．

飯塚：「日本不妊学会」という名称は安藤先生が決

められたのですが，「不妊にするのか，それとも不

妊を治すのか」という点で意味がわかりにくいと

●

●

●

●

●

■

●
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の声が聞かれました．不妊学会が日本医学会の分

科会に入るときに，代議員による投票で過半数を

取らなければならなかったので，沢崎先生と2回

ぐらい縷々説明をしてようやく通ったことがあり

ました．安藤先生が名づけた「不妊」という名称

で今日まで来たのですが，国際不妊学会がRepr（㍗

ductionを入れて名前を変えましたし，世界の趨

勢ですから仕方がないことです．

伊藤：これからは基礎の方が来やすくなります
ね．

森：何という名前になったのですか？

伊藤：「日本生殖医学会」です．

飯塚：基礎の先生方とか畜産の先生方がおられる

のに医学会とはおこがましいと思いますが，医学

会の分科会ですから仕方がありません．

入谷：名称が似通っている学会もあることですか

ら，「医学会」という文言は必要でしょう．それに，

家畜生殖関係と医学関係が一緒にならなければど

ちらの学会もうまくいかないことは世界的な傾向

でもあります．アメリカのAFSとアメリカが主

体である国際受精卵移植学会もどうすればよいか

というので，日本では不妊学会に獣医畜産の生殖

生理分野が加わっていると話をしたところ，賛同

を得られました．その後，国際受精卵移植学会が

AFSにはたらきかけているようで，アメリカでも

そうしなければ互いに立ち行かない状況なので
す．

森：英語名は何ですか？

田原：Japan　Society　for　Reproductive　Medicine

です．

●PhDとMD
森：アメリカなどではPhDが臨床の教室に入り，

しかも教授のpositionが与えられ，いわばMD

と同格でやっていますが，研究もうまくcorpo－

rateして行っており進歩が早く的確です．ところ

が，講座性の強いドイツなどは未だにPhDが臨床

の教室に入れないせいか，往年の輝きはありませ

ん．

飯塚：日本とは6nanceの点で規模が異なり，ド

イツでは自分で手術した分については全部が自分

のものになるのです．日本は明治のころに実際に

見に行ったものの，この点については真似をしな
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かったのですが，どうしてなのでしょう．

森：台湾や中国が，アメリカのシステムを導入し

て成功していることですし，日本もPhDの人を臨

床の教室に入れていかなければなりませんが，も

しある大学が生殖医学センターを設置するのな

ら，基礎の人に教授のpositionを与えて迎え入れ

ることもひとつの方法ではないでしょうか．

入谷：ノッティンガム大学にICSIで有名な方が

いますが，その教室に行ったところ，構成員の半

分ほどのPhDがいて，　PhDの教授が1人いまし

た．産婦人科といいますか，臨床のICSIが主体で，

PhDの教授が関与していました．採卵にまで立ち

会っている程度でしたが，日本ではまず考えられ

ないことです．PhDとMDそれぞれの携わる範囲

については，「ここから先はMDが行う部分」と明

確に分けなければならないと今でも思っていま
す．

森：どこの国でも，人体に触れることはMDでな

ければ許されないのですが．エンブリオなどに関

してのmanipulationは，日産婦のガイドラインに

も医師の監視の元に行うことと書いてあります．

●指導医制度の立ち上げ

伊藤：ごく最近の話題は，指導医「生殖医療指導

医制度」の立ち上げです．

入谷：制度の導入を機に，不妊学会も自立しなけ

ればなりません．

伊藤：実際に役立つでしょうし，不妊学会のため

にも非常によいことです．

入谷：制度の中で，「認定臨床エンブリオロジス

ト」や「生殖補助医療胚培養士」，ナースの認定に

ついても話がありますが，配偶子や受精卵精子を

専門に扱う資格が，臨床エンブリオロジストと胚

培養士の二本立てで存在するために，現場のエン

ブリオロジストや胚培養士は非常に困惑していま

す．臨床エンブリオロジスト（日本臨床エンブリ

オロジスト研究会が認定）は10年の歴史がありま

すが，胚培養士は日本哺乳動物卵子学会が始めて，

まだ3年ほどにしかなりません．ともに認定資格

保持者が300人前後になりますが資格がパラレル

な状態なので，これから資格を目指す人のために

も何とか一本化しなくてはいけないと思うのです

が．
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森　崇英先生

柴原浩章先生

飯塚理八先生

田原隆三先生

入谷　明先生 伊藤晴夫先生

●

●

●

●

森：エンブリオロジストによる「日本臨床エンブ

リオロジスト研究会」は，PhDはいませんが，彼

らは彼らなりに努力をしていますから，資格を一

本化する際にはしかるべくやらなければ不満が残

ると思います．そのためにはエンブリオロジスト

の意見を聞かなければいけません．

伊藤：エンブリオロジストの若い人は，非常に熱

心でまじめですね．

森：そうです．森本義晴先生による「IVF研究

会・日本臨床エンブリオロジスト研究会」で，エ

ンブリオロジストは最後まで残って話を聞いてい

るのですよ．

●幹事について

森：正式には副幹事という役職はありませんが，

副がいなければやっていけないぐらい，業務が多

くなっていることは確かなことです．この方々は

縁の下の力持ち的な存在ですが，非常によくやっ

ていただいたと思っています．

飯塚：幹事長を務めれば名誉会員になれます．私

の先輩で，当時幹事長役はなかったのですが，み

なが幹事長と見ていた方でしたので，名誉会員の

選考にお出しして，名誉会員になった例がありま

す．産科婦人科学会でのことです．

森：副幹事もひとつのタイトルですから，正式に

施行細則に明記することです．今後の検討課題と

なるでしょう．

●学会としての主体性

伊藤：今後の要望や期待をまとめると，まずは学

会として「中心にならなくてはいけない」という

ことですね．

飯塚：そのとおりです．そのぐらいの気持ちでな

いといけませんし，現理事長ならやってくださる

でしょうから，ぜひお願いします．

森：倫理的な問題を含めて学会としてのidentity

■

●
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をもち，方針が揺れないようにすることが大切で
す．

入谷：不妊学会としての立場を強調していかなけ

ればなりません．

伊藤：学会としての主体性をもつことです．その

ためにも，学会がある程度大きくなる必要があり

ます．

森：50年の節目ですから，学会創立時の初心に帰

ることが大切でしょう．初心に立ち返り，50年の

歴史を振り返って，これからの行く末を考えるこ

とです．

飯塚：安藤先生がご存命であれば，伊藤先生，入

谷先生や生物など他分野の先生方に感謝なさると

思います．先生に代わり，ここに敬意を表する次

55（197）

第ですが，大変お喜びだと思います．

伊藤：これからは学術的な面だけではなく，問題

点を整理して国民に知らせることも大切になって

きます．

飯塚：厚生審議会などの折に，不妊学会として代

理母についての意見などを出していただければよ

かったのですが，そうはなりませんでした．不妊

学会は独自の団体ですから，他学会と協調はして

もencloseする必要はありません．

森：そうでなければ，存在意義がなくなってしま

います．

伊藤：では，時間となりましたので終了します．

ありがとうございました．

●

●

●

●

ご略歴（五十音順）

飯塚理八先生ご略歴

1924（大正13）年6月4日

1948（昭和23）年9月

1950（昭和25）年2月

1971（昭和46）年12月

1990（平成2）年4月

北海道釧路市生まれ

慶雁義塾大学医学部卒業

慶鷹義塾大学医学部助手（産婦人科学），講師，助教授を経て

同教授

慶鷹義塾大学名誉教授，リプロダクションアカデミー院長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

日本不妊学会では学会創設期より，評議員，幹事，常任理事を歴任．昭和63年から2期4年間第7

代理事長．現在，名誉会員．他に日本産科婦人科学会をはじめ多数の学会の名誉会員．現在，日本

受精着床学会名誉会長，アートフォーラム代表世話人，FertUity　Rights　of　Mothers（FROM）会長．

伊藤晴夫先生ご略歴

1938年（昭和13年）10月1日

1964年（昭和39年）3月

1975～1977年（昭和50～52年）

1986年（昭和61年）3月

1996年（平成8年）7月

2001年（平成13年）4月

2004年（平成16年）6月

2005年（平成17年）4月

群馬県生まれ

千葉大学医学部卒業

シカゴ大学留学

帝京大学市原病院教授

千葉大学教授

千葉大学医学部附属病院病院長

NPO「千葉健康づくり研究ネットワーク」理事長

城西国際大学客員教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

日本不妊学会では1983年より幹事，1996年より理事，2000年より2期4年間第10代理事長．

2004年より名誉会員．
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入谷　明先生ご略歴

1928年（昭和3年）8月29日

1953年（昭和28年）3月

1976年（昭和51年）4月

1992年（平成4年）4月

1999年（平成11年）5月

2000年（平成12年）12月

2002年（平成14年）10月

兵庫県淡路島生まれ

京都大学農学部卒業

京都大学教授

近畿大学教授・京都大学名誉教授

近畿大学理事・同先端技術総合研究所所長

日本学士院会員

21世紀COEプログラム拠点リーダー

「食資源動物分子工学研究拠点」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

受賞

1995年（平成7年）4月　　　　日本農学賞

1995年（平成7年）11月　　　　紫綬褒章

1999年（平成11年）6月　　　　日本学士院賞

他　多数

不妊学会では，1968年評議員，1984年理事，1992年から1996年第8代理事長．また，1994年から

1998年まで日本受精着床学会理事長．

森　崇英先生ご略歴

1933年（昭和8年）　　　　　徳島県生まれ

1960年（昭和35年）　　　　　京都大学医学部卒業

1970～1974年（昭和45～49年）米マイアミ大学内分泌研究所にて生殖内分泌学の研究

　　　　　　　　　　　　　　　米ロックフェラー大学ポプレーションカウンスルにて生殖免疫学

　　　　　　　　　　　　　　　の研究

1981年（昭和56年）　　　　　徳島大学・産科婦人科学教授

1983年（昭和58年）　　　　　京都大学・婦人科学産科学教授

1997年（平成9年）　　　　　　京都大学名誉教i授，醍醐渡辺クリニック・不妊センター長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

日本不妊学会では1975年より評議員，1982年より理事，1996年より2期4年間第9代理事長，2000

年より名誉会員．日本受精着床学会理事，副理事長，倫理委員長，実態調査委員長

1993年（平成5年）

1997年（平成9年）

2005年（平成17年）

2005年（平成17年）

第8回世界体外受精会議を京都市で開催

国際不妊学会創立30周年記念功労賞

アメリカ生殖免疫学会Blackwell／Munksgaard賞

世界体外受精会議の延長として国際体外受精学会（ISIVF）が新設

され，初代会長に就任



日本不妊学会総会・学術講演会

プログラム

会期平成17年11月16日（水）・17日（木）・18日（金）

会場ニュースカイホテル

　　　　会長　　岡村　　　均
（熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野）
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第50回日本不妊学会総会・学術講演会の

開催にあたって

　日本不妊学会会員の皆様には，益々ご清栄のこととお慶び申し上げます．この度，平成17

年11月16日（水）より18日（金）の日程で第50回日本不妊学会総会・学術講演会を開催

させていただくこととなりました．今回は半世紀目という節目であるとともに，不妊学会と

いう名称で行われる最期の会となることが予定されており，このような記念すべき学術講演

会を熊本で開催させて頂くことをたいへん光栄に存じます．

　本会では，50周年記念講演，教育講演，会長講演に加えて，6つのテーマによるシンポジ

ウムを開催いたします．一般演題には400題近い演題のご応募を戴きました．この場を借り

まして厚くお礼申し上げます．ご応募いただいた演題の中から，7題をシンポジウム，52

題を口演に選定いたしました．のこる一般演題はポスター発表とさせていただきましたが，

忌揮のない活発な討論をしていただけるよう，演題を2群に分けてそれぞれ1時間のフリー

ディスカッションとしました．ワイン片手の熱い討論を期待しております．

　今回の主題としては，私の興趣の基となっている卵巣に焦点をあて，卵胞発育の局所調節

機構をとりあげました．精子形成についてのシンポジウムとも併せて，将来のpoor　re－

sponderに対する配偶子のin　vitro　maturationに繋がれば幸いです．さらに卵胞発育障害の

一病態としてのPCOSについて多角的な検討を期待しております．また，本学術講演会では

WHOの御好意によりICMART（The　International　Committee　for　Monitoring　ART，　WHO）

から6名の代表者にご参加いただき，全世界レベルでのARTの統計報告と，それに本邦がい

かに関与していくのかという問題についてセミナーおよびシンポジウムを開催いたします．

　19日には，平成17年度生殖医療指導医の資格試験がございます．Grandfatherにも試験を

課す方針で2年前から始まった指導医試験ですが，今回は一・般会員の皆様を対象としたはじ

めての試験となります．朝から夕方までのタイトな日程となるかと存じますがご容赦下さ

い．

　会場のホテルは一部改装中で，皆様にはなにかと御不便をおかけする事になるかもしれま

せんが，熊本では，11月は，もっとも過ごしやすくかつ収穫の季節でございます．学術講演

会でのホットな討論の後は，熊本の山海の幸をご堪能いただきたく用意させていただきま

す．皆様のこ来熊を心よりお待ち申し上げております．

　　　　　　　　平成17年10月

第50回日本不妊学会総会・学術講演会

　　　　　会長　岡　村　　　均
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日　程　概　要

学術講演会
　　会　期：平成17年11月16日（水）・17日（木）・18日（金）
　　会場・：ニュースカイホテル（http：／／wwwnewskyhoteLcαjp／）

　　　　　　〒860－8575　熊本市東阿弥陀寺町2　TEL：096－354－2111

総　会

　　日時：11月17日（木）12：30～13：15
　　会場：ニュースカイホテル　3階　玉樹A～C【A～C会場】

幹事会
　　日時
　　会場

11月16日（水）15：00～16：30

ニュースカイホテル24階スカイホールC

理事会
　　日時111月16日（水）16：30～18：30
　　会場：ニュースカイホテル　24階　スカイホール

評議員会
　　日時

　　会場

11月17日（木）10：30～11：15

ニュースカイホテル1階若草【D会場】

総懇親会

　　日時
　　会場

11月17日（木）19：00～20：30
ニュースカイホテル　3階　玉樹A～C【A～C会場】

生殖医療指導医認定試験
　　日時：11月19日（土）
　　会場：ニュースカイホテル
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会場案内
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会場のニュースカイホテルが改装

工事中の為、ご来場の皆様にはご

迷惑をおかけいたします事を深く

お詫び申し上げます。
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24Fスカイホール

1Fレストラン

※学会参加証をご提示ください。

※コーヒー他、ソフトドリンク
　サービスをご提供します。
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健軍電停

　嘉島町

饗

　　　悌2空萢線

●2’ランメッセ熊本

　県道熊本・高森

●JR熊本駅より

　市電利用（3分）「祇園橋」下車徒歩1分

●熊本空港より

　空港リムジンバスで「熊本駅前」まで

　約40分運賃670円

●各地より高速バス利用

　「交通センターバス停」下車

　市電又は産交バス乗り換え「祇園橋」

　下車徒歩1分

●高速道路利用の皆様へ

　「益城・熊本空港IC」が便利です。
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8：20

日程表11月16日困
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8：20

9：00

日程表11月17日困

10：00

11：00

12：00

13：00

9：00～11：00

日本オルガノン

スポンサードシンポジウム

　　座長：久保　春海

　　演者：福田　愛作

　　　　永吉　　基
　　　　朝倉　寛之
　　　　寺元　章吉

8：20開会挨拶

8：30～9：06　　　座長
中枢（01～03）　　水沼　英樹

9：06～9：54　　　　　　　座　長

卵巣（04～07）　　千石一雄

9：54～10：42
　　　　　　　座　長
卵子（08～1D　　野田　洋一

10：42～11：18　　　　　　　座　長

胚1（］2～14）　　堤　　治

11：30～12：15

　ランチョンセミナー1
　　　武田薬品工業㈱

8：30～9：06　　座長
精子1（15～17）　　吉田　英機

9：06～9：42　　座長
精子2（18～20）　並木　幹夫

9：42～10：30

　　　　　　　　座　長
精子3（21～24）　三浦　一陽

10：30～11：18

カウンセリング　　座長
（25～28）　　　　吉村　泰典

11：30～12：15

　ランチョンセミナー2
　　セローノジャパン㈱

14：00シ

15：00

16：00

17：00

18：00

19：30

12：30～13：15

総　会

13：15～13：45

50周年記念講演1
「生殖医療と『人間圏』一未来のための選択」　演者：伊藤　晴夫

50周年記念講演2

13：45～14：30
　　　　　　　　　「Ethical　Issues　in　Biomedical　Publications」

演者：RKempers

14：30～15：00

会長講演
「Ovum　Fatal」演者：岡村均

15：00～15：45

教育講演
「エストロゲン受容体の遺伝子発現制御の分子機構」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：加藤　茂明

16：00～18：15

　シンポジウム1

　　　「卵胞発育の基礎から臨床へ」

　　座長：峯岸敬演者：Shunichi　Shimasaki
　　　　　宮本　　薫　　　　城田　京子
　　　　　　　　　　　　　　鈴森　伸宏
　　　　　　　　　　　　　　河村　和弘
　　　　　　　　　　　　　　高崎　彰久

19：00～
総懇親会
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8：20

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

8：40～9：28

子宮・内膜症
（29～32）

着床（33～36）

座　長

深谷孝夫

評議員会

15：00．’

16：00

17：00

18：00

19：30

11：30～12：15

　ランチョンセミナー3

　　　塩野義製薬㈱

16：00～18130

1CMARTシンポジウム
演者：Karl　Nygren

　　Effy　Vayena
Fernando　Zegers
Paul　Lancaster
Elizabeth　Sullivan

Jacques　de　Mouzon
田中　俊誠
齋藤　英和
石原　　理

ポスター掲示

　　　　他

17：00～18：00

　　　ポスター討論
　　（P－001～133、奇数）

18：00～19：00

　　　ポスター討論
　　（P－001～133、偶数）

機器展示

蕪i｛謙蓑1蕪三薯1、
七　，　、．　、　、　　　　　　　　’　、◇1’　．◇．パ　・　パ三．・v’竪芯
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日程表11月18日囹

8：20

9：00

10：00、

11：00げ

12：00

9：00～11：30

シンポジウム3「精子形成における分子生物学的解析と

座長：藤澤　正人

　　市川　智彦

　　　　　臨床からのアプローチ」

演者：前川眞見子　野口　純子

　　小川　毅彦　岡田　潤幸
　　高　　栄哲　宮川　　康
　　合田　上政

12：00～12：45
　　　　　　　　ランチョンセミナー4
　　　　　持田製薬㈱、サノフィ・アベンティスグループ

13：00、

9：00～11：00

ノーベル・ファーマ

スポンサードシンポジウム
　　座長：武谷　雄二
　　　　星合　　昊
　　演者：寺川　直樹
　　　　深谷　孝夫
　　　　富樫かおり
　　　　藤井　美穂
　　　　原田　　省
11：00～11：36　 座長
卵管（37～39）　　倉智　博久

13：00～13：4550周年記念講演3

　　　　「Social㎞plications　of　Embryo　Cryopreservation」 演者：E．Wallach

14：00・

15：00

16：00

17二〇〇’

18：00

19：00

］4：00～16：30

シンポジウム2　「PCOSはいま？」

座長：田中　俊誠

　　苛原　　稔

シ松　舗　箔惑　　’が　　“

．・《一’餐　㌶忍　　　’

演者：Jerome　F　Strauss皿

　　倉林　　工
　　井上　善仁
　　本田　律生
　　河野　康志
　　松崎　利也
　　木村　秀崇

衆難㌻i叢　灘

14：00～14：36　　座長

胚2（40～42）　　末岡　　浩

14：36～15：24

　　　　　　　　　座　長
ART　1（43～46）　香山　浩二

15：24～16：00　　座長

ART2（47～49）　石原　　理こ

16：00～16：36　　座長

ART3（50～52）　岩下　光利i

　　男性不妊症
手術手技フォーラム
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8：20

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00
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ポスター掲示
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学会参加者へのお知らせ

受付・参加費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　参加費は学会参加費として10，000円を総合受付（ニュースカイホテルIF）にてお納め下さい．領収証

　　兼用の名札を参加費と引き換えにお渡しいたします．各自で，所属・氏名などを記入の上，よく見え

　　る位置にお付け下さい．

受付時間17日（木）8：00～

学会参加費　10，000円
■

プログラム・予稿集

　　学会誌が講演抄録集を兼ねていますので，当日ご持参ください．

総懇親会のご案内

下記のとおり総懇親会を開催いたしますので，多数のご参加をお待ちしています．

　日　時：平成17年11月17日（木）19：00～

　場所：ニュースカイホテル3階玉樹の間【A～C会場】

　参加費：6，000円

■

●

　　日本産科婦人科学会専門医シールならびに

日本産婦人科医会研修参加証（シール）の発行

本学会に参加した場合，日本産科婦人科学会専門医シールならびに日本産婦人科医会研修参加証（シール）

を交付いたしますので，受付でお受け取り下さい．

一般講演者へのお知らせ
4

ロ演発表の方へ

　（1）受　付

　　　一般演題で口演発表される演者の方は，セッション開始60分前迄に各会場前の「PC受付」にて受
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　付をお願いします．2日目及び3日目の最初のセッションの方は円滑な運営の為，前日のうちに受

　　　付を済ませて下さいます様ご協力をお願いします．尚，一般演題の口演発表者はポスター掲示は必

　　　要ありません．
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　（2）PC受付

　　　3階玉樹（A～C会場）前と1階若草（D会場）前に「PC受付」を設けます．演者は受付で，　PC

　　　及び持参されたファイルの試写をおこなってください．「PC受付」には常時技術者が待機していま

　　　す．

　　　記憶媒体のみを持参される方は，受付時にメディアからのファイル読み込みとプレゼンテーション

　　　の上映テストをお願いします．PC（ノートパソコン）を持参される方はここで動作テストを受けて

　　　下さい．

　　　尚，本学会での発表はすべてPC発表となっております．スライドの使用はできません．

　（3）発表時間

　　　発表時間は発表7分，討論5分，計12分です．発表時間終了1分前に青ランプ，終了時に赤ランプ

　　　で合図いたします．時間厳守にご協力ください．

　（4）次演者席

　　　発表会場では次演者はステージ袖に在ります次演者モニター席に着席して下さい．次演者モニター

　　　席にプロジェクター外部出力をモニターできる液晶ディスプレイを用意しています．パワーポイン

　　　ト画像を係員のサポートで最終的に確認した後，会場内次演者席で待機して下さい．

発表ファイル記憶媒体を持参される方へ

　発表用のファイルのみを記憶媒体で持参される方は次の点にご留意下さい．

　（1）記憶媒体

　　　持ち込み可能な記憶媒体はMO（DOSフォーマットの640MB以下のディスクに限る），　CDR（ISO

　　　9660またはJolietフオーマットで記録したものに限る／パケット方式はご遠慮下さい），　USBフ

　　　ラッシュメモリーの3種類のみです．フロッピーディスクは受付けできません．

　（2）動　画

　　　動画をご利用の場合はできるだけご自身のPCをご持参ください．ファイルのみの持参はご遠慮く

　　　ださい．

　（3）ソフトウエア

　　　使用できるソフトウエアは，Microsoft社PowerPointのみです．対応できるバージョンはWindows

　　　はPower　Point2000及び2002，マックは全てのバージョンに対応します．

　（4）フォント

　　　特殊なフォントを使用されますと，画面に表示されなかったり文字位置がズレたりする可能性があ

　　　ります，使用するフォントは標準フォントのみとして下さい．

　　　和文：MS明朝，平成明朝，　MSゴシック，平成ゴシック，　OSAKA等

　　　英文：Times　New　Roman，　Times　Symbol，　Arial，　Helvetica等

　（5）ファイル名

　　　PowerPointのファイルには，下記の例のように「会場名＋演題番号」でファイル名を付けて保存し

　　　て下さい．また，PowerPoint書類であることを示す拡張子（．ppt）を必ず付けて下さい．

　　　例）A会場で演題番号52番の演者のファイル名：A＋52．ppt

ノートパソコンを持参される方へ（動画画像発表）

　発表用ノートパソコンを当日持参される方は次の点にご留意下さい．

　（1）PC（ノートパソコン）

　　　出来るだけ日頃プレゼンテーションで演者がご使用のPC（ノートパソコン）をご持参ください．ス
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　　　クリーンは1面です．PowerPointのファイル内に動画も収納して下さい．　VHS等のビデオデッキ

　　　は使用できません．

　（2）音　声

　　　音声を会場内スピーカーへ接続する事はできません．尚，演者用マイクをPCに近づけてスピー

　　　カーから集音することは可能です．

　（3）PCの出力端子形状

　　　学会事務局ではプロジェクターとミニD－Sub15ピン（オス）の接続ケーブルを用意し係員が対応い

　　　たします．これに合わない形状のノートパソコン出力端子の場合はご自身でミニD－Subl5ピンとの

　　　「変換アダプター」をご用意下さい．パワーブック等の一部のMacintoshや特殊なPCでは出力端子

　　　の形状が異なることがありますのでご注意下さい．

　（4）PCの設定

　　　PCは起動時にモニターを改めて認識するものがほとんどです．円滑な運営の為，次演者モニター席

　　　での最終試写後は発表までPCの電源を落とさないで下さい．そのため発表終了までバッテリーで

　　　駆動できるよう充電状態にもご注意下さい．

　　　また，サスペンドモード（スリープ）やスクリーンセーバーが作動すると設定が変更される場合が

　　　あります．これらの機能はOFFにしておいて下さい．

　（5）外部映像信号

　　　PCの機種により内蔵モニターだけでなく外部へも映像信号を出すためには設定の変更操作が必要

　　　な場合があります．ご自身のPCの操作を熟知した上でPCでの発表をお願い致します．

　（6）接続と操作

　　　ご持参されたノートパソコンからプロジェクターへの接続は係員が行いますが，発表は原則として

　　　演台備え付けのキーボードとマウスにて演者ご自身で操作願います．

ポスター発表の方へ

　（1）ポスター作成に関しては「ポスター展示要領」をご覧下さい．

　（2）ポスターの貼付・撤去およびポスター討論の時間は，発表カテゴリーにより異なります．「ポスター

　　　貼付・撤去及び討論時間」でご確認のうえ，時間厳守でお願い致します．時間内に撤去されなかっ

　　　たポスター展示物は，大会事務局にて処分いたしますのでご了承ください．

　（3）発表演者はポスター討論の時間内は，必ず各ポスターの前で待機していただき，大会参加者と自由

　　　にご討論ください．

■　ポスター貼付・撤去及び討論時間

　演題番号P－001～P133（カテゴリー：内膜・着床・腹腔鏡・子宮内膜症・PCOS・子宮外妊娠・倫理・他）

　　　　　　　ポスター貼付　11月16日（水）18：00～19：00

　　　　　　　　　　　　　　6階すいしょうの間【E会場】

　　　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）11月17日（木）17：00～18：00

　　　　　　　　　　　　　　　（偶数番号）11月17日（木）18：00～19：00

　　　　　　　ポスター撤去　ll月17日（木）19：00～21：00
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演題番号P－134～P－266（カテゴリー：ART・他）

　　　　　　ポスター貼付　11月18日（金）8：00～9：00

　　　　　　　　　　　　　6階すいしょうの間【E会場】

　　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）11月18日（金）10：00～11：00

　　　　　　　　　　　　　　（偶数番号）11月18日（金）11：00～12：00

　　　　　　ポスター撤去　11月18日（金）16：30～17：00

演題番号P・267～P－331（カテゴリー：精子・男性不妊・卵子・他）

　　　　　　ポスター貼付　11月18日（金）8：00～9：00

　　　　　　　　　　　　　1階若草の間【D会場】

　　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）11月18日（金）14：30～15：30

　　　　　　　　　　　　　　（偶数番号）ll月18日（金）15：30～16：30

　　　　　　ポスター撤去　11月18日（金）16：30～17：00
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■　ポスター展示要領

　　会場に演題番号を表示した縦210cm，横90cmのポスターボードを準備いたします．

　　演者は，表題として，演題名，所属，演者名（発表演者に○）を明記したものを縦25cm，横65cm

　内で作成し，演題番号の横に貼ってください．

　　ポスターの体裁，配置は自由です．縦185cm，横90cm内であれば，枚数に制限はありません．

　25cm　　　　　　　　　　65cm
ぐ一一一一一一十・一一一一一一一一一一一一一一一一レ

●

●

●

演題番号
演題名

所属　演者名（発表演者に○）

　

m

　

馳　
2

210cm

185cm

トー一一一9・・m－一一一｛

●
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座長へのお知らせ

（1）座長の方は，担当セッションの30分前までに各会場受付にお立ち寄りください．

（2）次座長は，次座長席にご着席ください．

連絡先　第50回日本不妊学会事務局

　　　　〒860－8556　熊本市本荘1丁目1番1号

　　　　　　　　　熊本大学大学院医学薬学研究部　産科学分野

　　　　　　　　　担当：大場　隆tel．096－373－5269　fax　O96－363－5164
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　　　　　　　　　　　　　　　　　50周年記念講演1

　　　　11月17日（木）13：15～13：45　A，B，　C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，　B，　C）

生殖医療と「人間圏」一未来のための選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：伊藤　晴夫（日本不妊学会名誉会員，城西国際大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：入谷　　明（日本不妊学会名誉会員）

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　50周年記念講演2

　　　　11月17日（木）13：45～14：30　A，B，C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，B，C）

Ethical　lssues　in　Biomedical　Publications

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Roger　Kempers（Chairman　of　Scientt丘c　Program　Com－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mittee，　International　Federation　of　FertUity　Societies）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：森　　崇英（日本不妊学会名誉会員）

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　50周年記念講演3

　　　　11月18日（金）13：00～13：45A，B，　C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，　B，　C）

Social　lmplications　of　Embryo　Cryopreservation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Edward　E．　WaUach（The　Howard　and　Georgeanna

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jones　Division　of　Reproductive　Endocrinology　and　I日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fertility，　Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Johns　Hopkins　University　School　of　Medicine，　Balti－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　more，　Maryland，　USA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：飯塚　理八（日本不妊学会名誉会員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演

　　　　11月17日（木）15：00～15：45　A，B，　C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，　B，　C）

エストロゲン受容体の遺伝子発現制御の分子機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：加藤茂明（東京大学・分子細胞生物学研究所／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ERATO，科技団）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：武谷　雄二（東京大学大学院・医学系研究科・医学部・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産婦人科学教授）
●

●

　　　　11月17日

Ovum　Fatale

（木）14：30～15：00
会長講演
A，B，　C会場（ニュースカイホテル

演者　岡村

座長　木下

3F玉樹A，B，C）

均（日本不妊学会理事長・会長

　　熊本大学大学院・医学薬学研究部・

　　産科学分野教授）

佐（日本不妊学会名誉会員）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　11月17日（木）16：00～18：15B，　C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹B，　C）

卵胞発育の基礎から臨床へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：峯岸　　敬（群馬大学大学院・医学系研究科・生殖再

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生分化学教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　　薫（福井大学・医学部・分子生体情報学教授）

Keynote　speaker

　　Oocyte　regulation　of　ovulation　quota　in　mammals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shimasaki　Shunichi（Department　of　Reproductive　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　University　of　California，　San　Diego

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine，　La　Jolla，　CA，　USA）

演者

　1）核内オーファンレセプター：ERR－b遺伝子の始原生殖細胞発生過程における発現・機能解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　光永佳奈枝（独立行政法人　産業技術総合研究所・糖鎖工学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究センター・細胞制御解析チーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学発生医学研究センター・器官形成部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門・臓器形成分野）

　2）ヒト初期発育卵胞におけるリラキシンの卵胞成熟作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　城田　京子（福岡大学・医学部・産婦人科学教室＞

　3）卵胞発育へのNOBOX遺伝子の関与，ならびに臨床への演繹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴森　伸宏（名古屋市立大学大学院・医学研究科）

　4）卵巣由来brain－derived　neurotrophic　factor（BDNF）の卵成熟における役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　和弘（秋田大学・医学部・産婦人科）

　5）poor　responderに対するアジュバント療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　彰久（済生会下関総合病院・産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　11月18日（金）14：00～16：30A，　B会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，　B）

PCOSはいま？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：田中　俊誠（秋田大学・医学部・産婦人科学分野教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔（徳島大学大学院・ヘルスバイオサイエン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス研究部・医学部女性医学教授）

Keynote　speaker

　　Polycystic　Ovary　Syndrome（PCOS）：Genomic　and　Genetic　Insights　into　Pathophysiology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jerome　F．　Strauss　III（Dean　and　Vice　President

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Virginia　Commonwealth　University，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine　and　Health　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor，　Department　of　Obstetrics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Gynecolog品Richmond，　VA，　USA）
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●
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演者

　1）PCOSと遺伝一PCOSにおけるβ2・β3一アドレナリン受容体遺伝子多型の解析一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉林　　工（新潟大学・医学部・産婦人科（現・新潟市民病院））

　2）10代と20代のPCOS患者で内分泌学的パラメーターに相違はあるか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　善仁（福岡大学・医学部・産婦人科学）

　3）PCOSにおけるインスリン抵抗性一75g糖負荷試験による検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　律生（熊本大学大学院・医学薬学研究部・産科学分野）

　4）多嚢胞性卵巣症候群における血中adiponectin値測定の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　康志（大分大学・医学部・産科婦人科）

　5）副作用の軽減を目的とした多嚢胞性卵巣症候群に対する排卵誘発法の開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也（徳島大学大学院・女性医学）

　6）PCOSに対する腹腔鏡下卵巣多孔術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　秀崇（弘前大学・医学部・産婦人科）

●

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム3

　　　　　11月18日（金）9：00～11：30A，B会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A，　B）

精子形成における分子生物学的解析と臨床からのアプローチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤澤　正人（神戸大学大学院・医学系研究科・腎泌尿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器学分野教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　智彦（千葉大学大学院・医学研究院・遺伝子機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能病態学教授）

演者

　1）遺伝子欠損マウスを用いた精子形成機能の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川眞見子（千葉大学大学院・医学研究院・形態形成学）

　2）雄の減数分裂と遺伝子禄吻6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　純子（（独）農業生物資源研究所・遺伝資源研究グループ）

　3）精原幹細胞の培養とin　vitro精子形成の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦（横浜市立大学大学院・医学部・泌尿器病態学）

　4）精巣組織における遺伝子発現解析およびDNA相関解析による乏精子症の解明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　潤幸（新潟大学教育研究院・医歯学系・分子細胞医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学・遺伝子制御講座・産婦人科学）

　5）男性不妊症におけるY染色体の欠失診断一「微小欠失」から「パリンドローム欠失」へ一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　栄哲（金沢大学大学院・医学系研究科（泌尿器科学））

　6）ヒト造精機能に関連した遺伝子：ゲノムSNP解析と免疫組織学的解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　　康（大阪大学大学院・医学系研究科・器官制御外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学（泌尿器科））

　7）Growth　hormone　releasing　hormone　test　for　infertile　men　with　spermatogenetic　maturation　arrest．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合田　上政（神戸大学大学院・医学系研究科・腎泌尿器学）
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　　　　　　　　ノーベル・ファーマ　スポンサードシンポジウム

　　　　　　11月18日（金）9：00～11：00C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹C）

子宮内膜症に伴う月経困難症に対する治療戦略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：武谷　雄二（東京大学大学院・医学系研究科・医学部・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産婦人科学教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星合　　昊（近畿大学・医学部・産科婦人科学教授）

Keynote　speaker

　　子宮内膜症の疾痛対策一オーバービュー一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹（鳥取大学・医学部・生殖機能医学）

演者

　1）子宮内膜症性痔痛管理に対するガイドラインー子宮内膜症取り扱い規約から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷　孝夫（高知大学・医学部・生殖加齢病態学）

　2）画像診断からみた月経困難症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　富樫かおり　（京都大学大学院・医学研究科・画像診断学核医学）

　3）低用量OCの子宮内膜症腹腔内環境に与える効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　美穂（札幌医科大学・産婦人科学）

　4）低用量経口避妊薬の子宮内膜症に伴う月経困難症に対する臨床試験成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省（鳥取大学・医学部・産科婦人科学）

　　　　　　　　　日本オルガノン　スポンサードシンポジウム

　　　　　　11月17日（木）9：00～11：00A会場（ニュースカイホテル　3F玉樹A）

ART成功の指標はどうあるべきか一クオリティとEBMの両面から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：久保　春海（東邦大学・医学部・第1産科婦人科）

Keynote　speaker

　Quality　of　ARTのめざす成功の指標とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海（東邦大学・医学部・第1産科婦人科）

演者

　1）不妊治療体系におけるARTの位置付けとART成績の評価法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作（IVF大阪クリニック）

　2）ART成功の指標に対する当院の考え方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基（セントマザー産婦人科医院）

　3）米国の経験に学ぶART成功率報告の実際：多胎妊娠抑制への取り組みと課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝倉　寛之（扇町レディースクリニック・院長）

　4）ARTの成果を判断する新指標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉（加藤レディスクリニック〉

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICMARTセミナー

　　　　　　　　11月16日（水）16：00～18：00D会場（ニュースカイホテル　1F若草）
“

1VF　D吻Collecffoη朋∂Ufil励fioη∫br　CI仇ic5，　NOfio朋l　R喀i5fεrsα藺∬雄γ朋f元oηol　R印oγ励g”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Introduction：武谷　雄二（東京大学大学院・医学系研究科・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学部・産婦人科学教授）

ICMART　goals　and　strategies：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Karl　Nygren

Data　presentation　and　dissemination：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Effy　Vayena，　WHO

C正iηicαI　Iez）ε1　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fernando　Zegers

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Mouzon

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史（セント・ルカ産婦人科）

仇κoηα〃四e∫　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Elizabeth　SuUivan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Mouzon

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　英和（国立成育医療センター・不妊診療科）

∫川θr御fio朋1γ印oγ伽8：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　Lancaster

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Mouzon

General　discussion：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Karl　Nygren

∬CルIARTα『フεrfεπce　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場　　隆（熊本大学大学院・医学薬学研究部・産科学）

翫fioηα1αη4　iητ6γη砲oηαI　COO戸ε撤ioηプOrμμH

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Panel　discussion

●

●
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICMARTシンポジゥム

　　　　　　　11月17日（木）16：00～18：30　D会場（ニュースカイホテル　1F若草）
“Moηifoγiη9∫VF聯co四，5ψf四nd　Q瑚∫吻”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Introduction：Karl　Nygren，　ICMART　chair

　Current　international　monitoring　strategies：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Effy　Vayena，　WHO

　Efficacy：　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fernando　Zegers

　Safety：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　Lancaster

　Quality：　　　　　　　　　　　　　　　　　　EHzabeth　SullivarL

　Latest　World　Report，　presentation：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Mouzon

　General　discussion：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monitoring　IVF　in　Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICMART

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠（秋田大学大学・医学部・産婦人科学教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　英和（国立成育医療センター・不妊診療科〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　　理（埼玉医科大学・産婦人科学教授）

＊ICMART；The　International　Committee　for　Monitoring　ART

●

●

●

●

●

●

■
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　　　　　　　　　　　　平成17年度男性不妊症手術手技フオーラム

　　　　　　　　　11月18日（金）16：45～18：45　C会場（ニュースカイホテル　3F玉樹）

　　非閉塞性・閉塞性無精子症・高度乏精子症／無精液症に対する精子採取のための泌尿器科医の努力

●

●

●

●

1）非手術法

　高度乏精子症に対するクロミッド療法の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　博通（東京歯科大学・市川総合病院・泌尿器科）

　無精子症を来した先天性副腎過形成に対するHRTで精子出現し，自然妊娠した症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　山川　克典（聖マリアンナ医大・泌尿器科）

　無精液症（射精障害）に対する前立腺マッサージによる精子採取法　そのこつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　　弘（帝京大学・泌尿器科）

　精液瘤の穿刺によって得られた精子によるICSIにて，児を得た症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　山川　克典（聖マリアンナ医大・泌尿器科）

2）手術法

　精巣生検で精子採取し得なかった症例に対するmicrodisection　TESE

　　　　　　　　　　　　　　　　　辻村　　晃（大阪大学大学院・器官制御外科学）

　無精子症／乏精子・精子無力症を来した尿生殖洞嚢胞例に対する経尿道的精丘部切除術による精子

　出現／精液所見著明改善例

　　　　　　　　　　　　　　　　　江口　二朗（長崎大学大学院・医歯薬学総合研究科・腎泌尿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器病態学）

　本邦の射精管嚢胞調査結果の予報

　　　　　　　　　　　　　　　　　松宮　清美（大阪警察病院）

　閉塞性無精子症手術のコツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　松田　公志（関西医大・泌尿器科）

●

●
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一　般　演　題

（ロ演発表）

　B会場

第2日　11月17日（木）　午前

　　　中枢

　　　　〔演題0－Ol～0－03〕8：30～9：06

　　　卵巣

　　　　〔演題0－04～0－07〕9：06～9：54

　　　卵子

　　　　〔演題0－08～0－11〕9：54～10：42

　　　胚1（初期胚）

　　　　〔演題0－12～0－14〕10：42～11：18

第2日　11月17日（木）　午前

　　　精子1（精子の機能）

　　　　〔演題0－15～0－17〕　8：30～9：06

　　　精子2（精子形成）

　　　　〔演題0－18～0－20〕9：06～9：42

　　　精子3（精子の保存）

　　　　〔演題0－21～0－24〕9：42～10：30

　　　カウンセリング

　　　　〔演題0－25～0－28〕10：30～11：18

第2日　11月17日（木）　午前

　　　子宮・子宮内膜症

　　　　〔演題0－29～0－32〕8：40～9：28

　　　着床

　　　　〔演題O－33～O－36〕　9128～10：16

座長　水沼

座長　千石

座長　野田

座長　堤

C会場

座長　吉田

座長　並木

座長　三浦

座長　吉村

D会場

英樹（弘前大学医学部産科婦人科）

一雄（旭川医科大学附属病院産婦人科）

洋一（滋賀医科大学医学部産科婦人科）

　治（東京大学医学部産婦人科）

英機（昭和大学病院泌尿器科〉

幹夫（金沢大学大学院医学系研究科・医

　　　学部　がん制御学）

一陽（東邦大学医学部泌尿器科）

泰典（慶応義塾大学医学部産婦人科）

座長　深谷　孝夫（高知大学医学部周産母子センター）

座長　藤原　　浩（京都大学医学部産婦人科）

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

C会場

第3日　11月18日（金）　午前

　　　卵管

　　　　〔演題0－37～0－39〕ll：00～11：36　座長　倉智

第3日　11月18日（金）　午後

　　　胚2（PZD）

　　　　〔演題0－40～0－42〕14：00～14：36　座長　末岡

　　　ARTI（人為的卵活性化）

　　　　〔演題0－43～0－46〕14：36～15：24　座長　香山

　　　ART2（卵凍結保存）

　　　　〔演題0－47～0－49〕15：24～16：00　座長　石原

　　　ART3（IVM）

　　　　〔演題0－50～0－52〕16：00～16：36　座長　岩下

85（227）

博久（山形大学医学部女性医学分野）

　浩（慶応義塾大学医学部産婦人科）

浩二（兵庫医科大学産科婦人科）

　理（埼玉医科大学産婦人科）

光利（杏林大学医学部産科婦人科）

●

●

■

●
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0－01．

0－02．

0－03．

0－04．

0－05．

　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ演発表）

　　　　　　　　　　　第2日　11月17日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　B会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中枢

　　　　〔演題O－01～O－03〕8：30～9：06　　座長　水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大学医学部産科婦人科）

視床下部下垂体精巣軸におけるNeuropeptide　YおよびPancreatic　polypeptideの役割に関する

検討

　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　泌尿器科　○合田　上政，寺尾　秀治，山口　耕平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土橋　正樹，大場　健史，守殿　貞夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤澤　正人

　　　　　　　　　　神戸大学　国際交流センター　　後藤　章暢，白川　利朗

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　泌尿器科　　岡田　　弘

Idiopathic　hypogonadoropic　hypogonadismを伴う症例におけるnasal　embryonic　LHRH　factor

遺伝子変異解析

　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産婦人科　〇三浦　清徳，増崎　英明，三浦　生子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北島　道夫，石丸　忠之

GnRH　receptor　mutant（W206X）の機能解析と分子遺伝学的治療の可能性

　　　　　　　　　　金沢大学　医学部　産婦人科　○生水真紀夫，村上　弘一，南　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　政彦，張　　　波，可西　直之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　一朝，野村　一人，井上　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵巣

　　　　〔演題O－04～O－07〕9：06～9：54　座長　千石　一雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医科大学附属病院産婦人科）

卵透明帯タンパクが卵母細胞の発育に及ほす影響

　兵庫医科大学　先端医学研究所　発生・生殖部門　○長谷川昭子，小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産婦人科学　　堀内　　功，霞　　弘之

排卵期の卵巣におけるスーパーオキサイドの検出一活性酸素センシングシステムを用いた検

討一

　　東京慈恵会医科大学　総合医科学研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　実験動物研究施設　○成相　孝一，坪田　昭人，藤瀬　清隆
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　　　　　　東京理科大学　理工学部　工業化学科　　石川満寿英，江口　勝哉，小柳津研一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅　　眞

願粒膜細胞におけるepidermal　growth　factorとtransforming　growth　factor一αによるinte卜

leukin－8およびgrowth－regulated　oncogeneαの産生調節

　　　　　　　　　大分大学　医学部　産科婦人科　○伊東　裕子，河野　康志，古川　雄一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田淳一郎，奈須　家栄，楢原　久司

ヒト黄体形成期血管新生に対する血小板の生理的役割について

　　京都大学大学院　医学研究科　婦人科学産科学　○布留川和美，吉岡　信也，曽　　斌祥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川　美保，明坂　治子，小阪　謙三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　　浩，藤井　信吾

　　　　　　　　　　　　　　卵子

〔演題O－08～O－11〕9：54～10：42　　座長　野田　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医科大学医学部産科婦人科）

Mater遺伝子の卵細胞に与える影響

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科学　○津田　千春，谷内　麻子，井埜まり絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤寿一郎，石塚　文平

マウス卵成熟および初期卵割過程におけるプロモドメイン蛋白BRD4の発現と局在

　　　　　　　慶塵義塾大学　医学部　産婦人科学　○長島　　隆，丸山　哲夫，内田　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　升田　博隆，荒瀬　　透，小野　政徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　育子，浅田　弘法，吉村　泰典

卵胞液中のLactoferrin濃度と卵のQualityに関する研究

　　　　　　　　　　昭和大学　医学部　産婦人科　○矢内原　敦，岩崎　信爾，根岸　桃子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡井　　崇

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　　河村　寿宏

ヒトARTのためのマイクロタクタイルセンサーを用いた卵子評価システムによるマウスMII

期卵子の弾性評価：多精子拒否機構の検証

　　　日本大学　工学部　次世代工学技術センター　○村山　嘉延，笛田　洋一，鎌倉　大和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾股　定夫

　　　　　　　　　　　　乾マタニティクリニック

乾フロンティア生殖医療不妊研究所 水野　仁二，中村　寛子，赤石　一幸

渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

乾　　裕昭

　　　　　　　　　　　胚1（初期胚）

〔演題O－12～O－14〕10：42～11：18　　座長　堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部産婦人科）

0－12．　ミトコンドリアDNA遺伝子変異の生殖学的意義

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科 ○村越　行高，末岡　　浩，渡邊　広是
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋場　剛士，浅田　弘法，岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　埼玉社会保険病院　産婦人科　　田島　博人

　　　　　　　　　　　　　　済生会神奈川病院　産婦人科　　中林　　章

0－13．Time－lapse　cinematographyを用いたヒト初期胚発生過程における卵細胞質内Haloの出現様式

　　　　と胚のQuahtyとの関連性

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　リプロダクティブセンター　○若槻　有香，上野ゆき穂奥田　　梓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　千恵，岩田　京子，錦織　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

0－14．TGF　alphaのSurvivin／Phosphatidylinositol　3－kinase　Pathwayを介したマウス胚盤胞のアポ

　　　　トーシスを抑制機構の解明

　　　秋田大学　医学部　生殖発達医学講座　産婦人科分野　○葉　　英輝，河村　和弘，清水　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　　淳，田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄勝中央病院　　熊谷　　仁

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　保健学科　　児玉　英也

C会場

　　　　　　　　　精子1（精子の機能）

〔演題O－15～O－17〕8：30～9：06　　座長　吉田　英機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和大学病院泌尿器科）

0－15．ハムスター超活性化精子鞭毛の運動特性と微小管の滑り

　　　東京工業大学　生命理工学研究科　生物プロセス専攻　○石島　純夫

0－16．ヒト精子におけるセプチンの免疫染色学的検討

　京都大学　大学院医学研究科　器官外科学　泌尿器病態学　○西山　博之，杉野　善雄，小川　　修

　　　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院　泌尿器科　　大久保和俊

　京都大学大学院　医学研究科　先端領域融合医学研究機構　　猪原　匡史，木下　　専

　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　微生物病研究所　　西宗　義武

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立病院　　畑山　　博

0－17．マウス卵子への細胞質内精子注入法を用いたヒト形態異常精子の染色体分析

　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　解剖学第二　〇渡邉　誠二

　　　　　　　　　精子2（精子形成）

〔演題O－18～O－20〕9：06～9：42　　座長　並木　幹夫

　　　　　　　　　　（金沢大学大学院医学系研究科・医学部

0－18．ヒト無精子症原因候補遺伝子であるヒトFKBP6遺伝子の解析

　　　　　　　　　　　旭川医科大学　医学部　産婦人科学　○宮本　敏伸，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千石　一雄

がん制御学）

恒，堀川　道晴
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ヒト造精機能障害に特異的な精細管基底膜の肥厚と，その構成成分の解析

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○佐藤　陽子，吉池　美紀，野澤資亜利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬場　克幸，山川　克典，岩本　晃明

　　　　　　桐蔭横浜大学　先端医用工学センター　　吉田　　薫

2．ディーゼル排ガス胎仔期曝露はマウス雄性生殖機能を低下させる

　　　　　　　　　　奥羽大学　薬学部　衛生化学

　　東京理科大学　薬学部　衛生化学　CRES肥JST　O押尾　　茂

東京理科大学薬学部衛生化学研究室　放送大学　CREST二JST

　　　　　　　　　　　　　　東京理科大学薬学部衛生化学

　　　　　　　　東京理科大学薬学部衛生化学　CREST㌧JST

　　　　　　　　　　　結核予防会結核研究所　CREST，　JST

　　　　　　　　　　　　　　国立環境研究所　CREST，　JST

入江美代子

石原　亜希

庭田祐一郎，小野なお香，武田　　健

菅原　　勇

高野　裕久

　　　　　　　　　精子3（精子の保存）

〔演題O－21～O－24〕9：42～10：30　　座長　三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大学医学部泌尿器科）

0－21．小児癌治療後の男性不妊症に対する治療法の開発一白血病モデルマウスでの精細管内移植法を

　　　　用いた検討一

大阪大学大学院　医学系研究科　器官制御外科学（泌尿器科）　○藤田　和利，平井　利明，植田　知博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木内　　寛小森　和彦，松岡　庸洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高尾　徹也，宮川　　康，高田　晋吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻村　　晃，奥山　明彦

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪警察病院　泌尿器科　　松宮　清美

0－22．悪性腫瘍治療前精子凍結保存

東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター

0－23．クライオトップを用いた極少精子の凍結保存

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院

0－24．精子凍結保存13年の経験

　　　　　　　　　　　　　　　大口東総合病院　泌尿器科

横浜市立大学付属市民総合医療センター　泌尿器・腎移植科

　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科

　社会保険相模野病院　泌尿器科

横浜みなと赤十字病院　泌尿器科

○高松　　潔，

　冨永英一郎，

　谷垣　伸治，

　岡崎　雅子，

中川　博之，宮地　系典

岸郁子，北岡芳久
下川　理世，畠　　憲一

兼子　　智，石川　博通

○楠　比呂志

　田中　　温，永吉

　姫野　憲雄，

　鍬田　恵里，

基，

田中威づみ，

赤星　孝子，

○鈴木康太郎

　服部　裕介，斎藤

　窪田　吉信

　湯村　　寧

　佐藤　和彦

　岩崎　　皓

粟田松一郎

竹本　洋一

馬原　千春

和男，野口　和美



90（232）

0－25．

0－26．

0－27．

0－28．

O－29．

0－30．

　　　　　　　　　　　カウンセリング

〔演題O－25～O－28〕10：30～11：18　　座長　吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶応義塾大学医学部産婦人科）

休養が必要であるのに治療を休む事への抵抗感が強い女性不妊患者への支援一臨床心理士によ

るカウンセリング事例からの検討一

　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○伊藤　弥生，福田貴美子，蔵本　武志

治療終結期の意思決定に対する患者の心理～妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲んで～

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○上野　桂子，門屋　英子，原井　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史

着床前診断を希望する家族とのカウンセリングー対象者の家族関係による見極めとサポートの

重要性について一

　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　○安齋　純子，末岡　　浩，渡邊　広是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村越　行高，中村　　章，田島　博人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　健二，渡邊　昌紀，橋場　剛士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，大澤　淑子，吉村　泰典

「出自を知る権利」に対する精子提供者の意識調査

　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科　○堀井　雅子，久慈　直昭，松本　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　久美，守屋　聡子，水澤　友利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　宏之，岩田　壮吉，末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

D会場

　　　　　　　　　子宮・子宮内膜症

〔演題O－29～O－32〕8：40～9：28　　座長　深谷　孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知大学医学部周産母子センター）

子宮筋層運動による物理的変化は子宮内膜で生化学的変化に変換され子宮内膜関連の病態に関

与する

　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産婦人科　○原田美由紀，大須賀　穣，廣田　　泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり，森本千恵子，平田　哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野修，堤　治，矢野哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

脱落膜化・月経発来に対するFOXOIの役割

　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学　産婦人科　○梶原　　健，菊地真理子，山下真紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木　明徳，岡垣　竜吾，田谷順子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　　理

　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　　末永　昭彦
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粘膜下筋腫，筋層内筋腫におけるマクロファージの浸潤一子宮筋腫における不妊原因の一考察

　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　医学科　〇三浦　成陽，カーンカレク・ネワズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北島　道夫，平木　宏一，増崎　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　日赤長崎原爆病院　　鮫島　哲郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院　　藤下　　晃

子宮腺筋症における光増感剤の細胞集積性と殺細胞効果

　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○柿坂はるか，村上　　節，藤井　　調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小澤　由佳，田村　充利，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博

　　　　　　　　　　　　　　着床

〔演題O－33～O－36〕9128～10：16　座長　藤原　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学医学部産婦人科）

ヒト子宮内膜上皮細胞間結合能に対するEph－ephrin　A分子の調節機能について

　　京都大学　大学院医学研究科　婦人科学産科学　○明坂　治子，巽　　啓司，吉岡　信也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小阪　謙三，江川　美保，曽　　斌祥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布留川和美，藤原　　浩，藤井　信吾

マウス子宮内膜におけるStat　3活性化異常は着床不全を引き起こす．

　大阪大学　大学院医学系研究科　器官制御外科学

　　　　　　　　　　　　　　　　産科学婦人科学　○木村　　正，中村　仁美，荻田　和秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　晋輔，天満久美子，筒井　建紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下屋浩一郎，古山　将康，村田　雄ニ

ヒト胚着床におけるジペプチジルペプチダーゼIV／CD26一フィプロネクチン接着系の役割

　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学　○下村　裕司，岸上　靖幸，後藤　真紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　統子，柴田大二郎，岩瀬　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　寿夫，吉川　史隆

　　　　　　名古屋大学　医学部附属病院　検査部　　鈴木　　雅

子宮内膜発育不全症例に対するニコチン酸トコフェロール及びL－arginine投与の効果

　　　　　　　　　済生会下関総合病院　産婦人科　○嶋村　勝典，高崎　彰久，谷口　　憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

　　　　　　　　済生会下関総合病院　中央検査科　　濱崎　　正，平松　伸子
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0－41．

　　　　　　　　　　　第3日　11月18日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　C会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管

　　　〔演題O－37～O－39〕11：00～11：36　　座長　倉智　博久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形大学医学部女性医学分野）

クラミジアHeat　shock　protein　60（cHSP60）抗体価と経膣腹腔鏡（THL）所見の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学○平野　由紀，柴原　浩明，白石康子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊池久美子，鈴木達也，高見澤聡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

不妊症患者に対する腹水中精子回収試験による卵管内精子輸送能の検討一AIH腹腔鏡検査2362

件の分析一

　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○田畑　光恵，小林　善宗，岡村　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，山口　結加，高田　智美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪鼻　達仁，高野　裕子，井上　正人

　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　婦人科　　本田　育子

新世代の卵管鏡下卵管形成の改良点と治療成績の向上

　　　　　　　　慶雁義塾大学　医学部　産婦人科　○末岡　　浩，渡邊　広是，村越　行高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　昌紀，浅田　弘法，岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋場　剛士，久慈　直昭，吉村　泰典

　　　　　　　　　済生会神奈川県病院　産婦人科　　中林　　章

　　　　　　　　　　大田原赤十字病院　産婦人科　　佐藤　健二

　　　　　　　　　　埼玉社会保険病院　産婦人科　　田島　博人

　　　　　　　　　　　　　　　　胚2（PZD）

　　　〔演題O－40～O－42〕14：00～14：36　　座長　末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶応義塾大学医学部産婦人科）

ヒト初期胚における割球大小不同と染色体異常の関係

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○佐藤　晶子，大津　英子，長木　美幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　　　　　大分大学　医学部　産婦人科　　伊東　裕子

　　　　　　　　　　　　高度生殖医療技術研究所　　荒木　康久

体外受精胚の8細胞期胚における各割球の染色体数の正常性についての検討

　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○竹本　洋一，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原　千春

4



●

●

●

●

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93（235）

0－42．着床前遺伝子診断の胚生検における採取割球の数とフラグメンテーションに関する検討

　　　　　　　　　　　　慶塵義塾大学　医学部　産婦人科　○渡邊　広是，末岡　　浩，中林　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　博人，佐藤　健二，渡邉　昌紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村越　行高，橋場　剛士，岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大澤　淑子，久慈　直昭，堀井　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　裕子，守屋　聡子，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　　　ART1（人為的卵活性化）

　　　　　　　〔演題O－43～O－46〕14：36～15：24　座長　香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医科大学産科婦人科）

0－43．イノシトール三リン酸（InsP，）と頭部円形精子の共注入によるヒト受精卵の作出

　　　　　　三宅医院　生殖医療センター　生命科学研究室　○沖津　　摂，長谷川裕晃，小橋　未和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國方　建児，三宅　　馨

0－44．卵活性化因子障害精子モデルを用いた，卵細胞質内精子注入法に併用した人為的卵活性化法の有

　　　　効性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学　医学部　○菅沼　亮太，片寄　治男，小宮ひろみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林章太郎，高山智子，伊藤明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊耳　敦子，佐藤　　章

　　　　　　国際医療福祉病院　リプロダクションセンター　　柳田　　薫

　　　　　　　　　　　　　ハワイ大学　生殖生物学研究所　　柳町　隆造

0－45．M－II期核置i換マウス卵子の体外受精後の胚盤胞期における細胞遺伝学的正常性

　　　　東京農工大学大学院連合農学研究科　生物生産学科　〇三井　秋徳

　　　　　　　　　　宇都宮大学　農学部　生物生産科学科　　吉澤　　緑

0－46．ヒト体外成熟卵子（M－II期卵子）における核置換の成績向上の為の工夫

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中　　温，永吉　　基，粟田松一一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

　　　　　　　　　　　　　　　　　ART2（卵凍結保存）

　　　　　　　〔演題O－47～O－49〕15：24～16：00　座長　石原　　理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医科大学産婦人科）

0－47．ガラス化保存された成体マウス卵巣組織の前胞状卵胞内卵母細胞からの正常産子作出

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○香川　則子，桑山　正成，中田久美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，寺元　章吉，加藤　　修

0－48．簡易ガラス化法による遺伝子改変マウス卵巣の凍結保存一凍結ドナー卵巣の週齢の検討一

　　　　　　　　　熊本大学　生命資源研究・支援センター

　　　　　　　　　　動物資源開発研究部門　資源開発分野　○土山　修治，中潟　直己
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0－49．閉鎖系超急速冷却ガラス化保存CryoTip法の有用性の検討

　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　研究開発部　○家田　祥子，桑山　正成，青木麻紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，寺元　章吉，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART3（IVM）

　　　　　　　〔演題O－50～O－52〕16：00～16：36　　座長　岩下　光利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（杏林大学医学部産科婦人科）

0－5仕　前胞状卵胞および卵母細胞一願粒膜細胞複合体培養における組織の扁平化に関する解析

　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　応用生物科学　○本橋　秀之，佐藤　嘉兵

　　　　　　　東京農業大学　短期大学部　生物生産技術学　　小林紗貴子，野田　彩香，加田日出美

　　　　　　　　　　　　　　横浜市大　医学部　産婦人科　　千木野みわ

　　　　　（独）医薬基盤研究所　霊長類医科学研究センター　　山海　　直

0－51．

0－52．

ヒト卵・卵丘細胞複合体の形態像と卵子の体外成熟・発生能との相関

　　　　　　　　　　　　　　セントルカ産婦人科　○佐藤千賀子，熊迫　陽子，大津　英子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　広島大学　大学院　生物圏科学研究科　　島田　昌之

　　　　　　　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック　　森　　崇英

ヒトARTのためのmicrofluidic　embryo　co－cultureシステムによるマウス産仔の作出並びに産

仔染色体解析による安全性の検証

　　　　　　　　　　　　乾マタニティクリニック

　　　　　　　乾フロンティア生殖医療不妊研究所　○乾　　裕昭，水野　仁二，中村　寛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤石　一幸，渡辺奈津美，平山　和宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗城　瑛子

　　　　　　　　　　　東京大学　生産技術研究所　　酒井　康行，藤井　輝夫

　　　　　　　　　　　　　ペンタックス株式会社　　Serge　Ostrovidov
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一　般　演　題

（ポスター発表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E会場

第2日目　11月17日（木〉　午後

　　　内膜・着床・腹腔鏡・子宮内膜症・PCOS・子宮外妊娠・倫理・他

　　　　〔演題番号P－001～P－133〕

　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）17：00～18：00

　　　　　　　　　　　　（偶数番号）18：00～19：00

第3日目　11月18日（金）　午前

　　　ART・他

　　　　〔演題番号P－134～P－266〕

　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）10：00～11：00

　　　　　　　　　　　　（偶数番号）11：00～12：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D会場

第3日目　11月18日（金）　午後

　　　精子・男性不妊・卵子・他

　　　　〔演題・番号P－267～P－331〕

　　　　　ポスター討論　　（奇数番号）14：30～15：30

　　　　　　　　　　　　（偶数番号）15：30～16：30
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一　般　演　題

（ポスター発表）

第2日　11月17日（木）

E会場

内膜・着床・腹腔鏡・子宮内膜症・PCOS・子宮外妊娠・倫理・他

　　　　　　　　〔演題P－001～P－133〕奇数17：00～18：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偶数18：00～19：00

P－001．子宮頚管上皮におけるToll　like　receptorの発現

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　医学部　産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会中津病院

P－002．ヒト子宮内膜におけるendotoxinの認識機構について

　　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産婦人科　○平田　哲也，大須賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり，吉野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本千恵子，矢野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

P－003．子宮内膜間質細胞の1レ15発現調節における炎症性サイトカインIL－1の役割

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学　産科学婦人科　○岡田　英孝，中元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　勝彦，神崎

○下屋浩一郎，天満久美子，田畑

　香山　晋輔，筒井　建紀，木村

　古山　将康，村田　雄二

　森山　明宏

田
廣
　
堤

穣

修

哲

知沙

正

泰

原田美由紀

　　　　治

剛，中嶋　達也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秀陽

P－004．子宮内膜上皮細胞で産生されたendothelin－1は内膜間質細胞に作用しendothelin　receptor　type

　　　　Aを介しAktのリン酸化を克進する

　　　　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科　○岩瀬　　明，岸上　靖幸，下村　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，柴田大二郎，原田　統子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　寿夫，吉川　史隆

P－005．Oxygen　tensionによる子宮内膜間質細胞のendostatinおよびvascular　endothelial　growth

　　　　factorの産生調節

　　　　　　　　　　　　　大分大学　医学部　産科婦人科　○奈須　家栄，西田　正和，河野　康志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢原　久司

P－006．子宮内膜間質細胞のmatrix　metalloproteinase－1産生に及ぼすandrogenの影響に関する研究

　　　　　　東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生殖機能協関学　○石川　智則，原田　竜也，久保田俊郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生　武志

P－007．着床における組織トランスグルミナーゼの関与
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　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　○酒井　　謙，塩川　滋達，嘉治　真彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利

P－008．着床期子宮内膜の内視鏡的評価から見た凍結融解胚移植の成績

　　　　　　　　　　　　　　　豊見城中央病院　産婦人科　○野原　　理，井手上隆史，東　　政弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久本哲郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　みやぎMsクリニック　　宮城　博子

P－009．黄体期中期の子宮内膜日付診と不妊治療の成績との関係

　　　　　　　山口大学　医学部　生殖・発達・感染医科学　○浅田　裕美，田村　博史，三輪一知郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹谷　俊明，松岡　亜希，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口　修司，杉野　法広

P－OlO．3D　power　Doppler超音波を用いた子宮内膜，内膜下血流評価の有用性

　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　産婦人科　○本田　育子，猿賀まち子，布施はづき

　　　　　　　　　　　　　　　GE横河メディカルシステム　　重政みのり

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　　小林　善宗，渡邉　英明，井上　正人

P－011．子宮内膜発育不全の病態解明～子宮動脈血流および血管数との関係～

　山口大学　医学部　生殖・発達・感染医科学（産科婦人科〉〇三輪一知郎，田村　博史，浅田　裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹谷　俊明，坂田　亜希，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口　修司，杉野　法広

P－012．高齢婦人の子宮内膜発育不全例に対するバイアグラ経口投与の効果

　　　　　　　　　　　　　御茶ノ水・浜田病院産婦人科○合阪幸三，生月　弓子，小畑清一郎

P－013．薄い子宮内膜に対するPentoxifyllineとVitamin　EおよびVitamin　Cの効果

　　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　生殖内分泌科　○東口　篤司，逸見　博文，金澤　朋扇

　　　　　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　婦人科　　斉藤　　学，高階　俊光

P－Ol4．不妊症婦人の腹水中におけるフタル酸エステル類についての検討

　　　　　　　　　　　　　　東海大学　医学部　産婦人科　○池田　仁恵，和泉俊一郎，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呉屋　憲一，察　　立義，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，渡辺　未央，貴家　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥脇　伸二

P－Ol5．不妊症婦人における内分泌かく乱化学物質の検討（ビスフェノールAとノニルフェノールにつ

　　　　いて）

　　　　　　　　　　　　　　東海大学　医学部　産婦人科　○呉屋　憲一，和泉俊一郎，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田　仁恵，察　　立義，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，渡辺　未央，貴家　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥脇　伸二

P－Ol6．クラミジアHeat　shock　protein　60（cHSP60）抗体価とHSGによる卵管所見の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　産婦人科　○島田　和彦，平野　由紀，菊池久美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　達也，高見澤　聡，柴原　浩明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

P－017．当院における過去5年間のクラミジア感染に関する動向調査

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　リプロダクティブセンター　○伊達　里美，豊田　里美，若木　恵子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　敏子，見尾　保幸

P－018．腹腔鏡下卵管形成術が有効であった高度両側卵管水腫の妊娠例

　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院　女性診療センター　○河村　俊彦，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新谷　光央，宇都　博文，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，山崎　英樹，堂地　　勉

P－Ol9．子宮筋腫合併不妊における卵管内精子輸送能の検討一子宮筋腫核出時の腹水中精子回収試験一

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○島田　　薫，小林　善宗，岡村　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田畑　光恵，黒田　勇二，渡邊　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，山口　結加，高田　智美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪鼻　達仁，高野　裕子，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　婦人科　　本田　育子

P－020．子宮筋腫合併不妊症症例に対する子宮筋腫核出術の適応についての検討

　　　　　　　　　　　　　　近畿大学　医学部　産婦人科　〇三橋　章代，辻　　　勲，小谷　泰史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田　　充，星合　　昊

P－021．子宮筋腫を有する不妊症患者に対する腹腔鏡下筋腫核出術後の妊娠予後因子に関する検討

　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産婦人科　○森田　峰人，太田　邦明，渡辺慎一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅川　恭行，前村　俊満，久保　春海

P－022．腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠に関する検討

　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学　医学部　産婦人科　○塚田　和彦，廣田　　穣，小澤　尚美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安江　　朗，吉田麻里子，宇田川康博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田記念病院　　西尾　永司

P－023。腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行した子宮筋腫合併不妊症例の検討

　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科　○伊東　宗毅，林　　直樹，松永　茂剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高井　　泰，斉藤　正博，竹田　　省

P－024．腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の術後妊娠と分娩転帰

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○熊切　　順，島貫　洋人，菊地　　盤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北出　真理，小林　優子，北野　孝満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武内　裕之，木下　勝之

P－025．MPA無効子宮体癌Ia期にTCRおよび筋腫核出術後に妊娠した症例

　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院　女性診療センター　○中江　光博，沖　　利通，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，儀保　晶子，堂地　　勉

P－026．子宮筋腫に施行した子宮動脈塞栓術（UAE）後の妊娠例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　産婦人科　○猿賀まち子，本田　育子，布施はづき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安達　英夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　外科　　佐藤　哲也

　　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　　小林　善宗，井上　正人

P－027．妊孕性温存を要する子宮筋腫症例に対する子宮動脈塞栓術の予後に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院　○東梅　久子，児島梨絵子，山口　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山城　千珠，古屋　　智，加藤　賢朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アモルクリニック　　児島　孝久
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P－028．困難を極めた腹腔鏡下癒着剥離術後，体外受精胚移植が可能となり妊娠に至った一例

　　　　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院　産婦人科　○小西　康博

P－029．開腹手術後不妊症例に対する腹腔鏡検査治療成績とその予後の検討

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　婦人科　　本田　育子

P－030．腹腔鏡下手術後に妊娠・分娩となった非交通性副角子宮の1例

　　　　　東邦大学　医学部メディカルセンター　産婦人科　○前村　俊満，渡辺慎一郎，浅川　恭行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　邦明，間崎　和夫，森田　峰人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海

P－031．腹腔内外に存在した性腺の摘出を腹腔鏡下手術で完遂できた精巣性女性化症候群の1例

　　　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学　○安藤　寿夫，岸上　靖幸，後藤　真紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下村　裕司，柴田大二郎，原田　統子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬　　明，吉川　史隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可世木病院　　清水麻記子，可世木成明

P－032．腹腔鏡検査，GIFT法，　ZIFT法での麻酔法の改善の試み

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○姫野　憲雄，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎

P－033．腹腔鏡下手術における術前HSG所見と術中卵管疎通性の解離と妊孕性

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○中村　聡一，村上　　節，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森藤　ゆき，立花　眞仁，吉本　知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　充利，岡村　州博

P－034．子宮卵管造影検査で卵管通過性について正常と診断され診断的腹腔鏡検査で卵管閉塞の所見が

　　　　あった症例の検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産科婦人科　○廣井　久彦，藤原　敏博，百枝　幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本　晃久，中澤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久具　宏司，矢野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

　　　　　　　　帝京大学　医学部付属溝口病院　産婦人科　　西井　　修

P－035．卵管性不妊の診断における子宮卵管造影の限界と腹腔鏡の意義

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○小林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤

学，大須賀　穣

哲，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優子，武内　裕之，北出　真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盤，島貫　洋人，熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄一一，木下　勝之

P－036．不妊症診療におけるSonohysterography（SHG）とHysterofiberscopy（HF）併用の意義

　　　　　　　　　　　　　　臼井医院　不妊治療センター　○臼井　　彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大高医院　　大高　　究

P－037．術中子宮腔造影を併用して治療した中隔子宮の5例

　　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　生殖内分泌科　○逸見　博文，東口　篤司，金澤　朋扇

　　　　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　産婦人科　　高階　俊光，斎藤　　学

P－038．リプロダクションセンターにおけるルーチン検査としての子宮鏡の意義

　　　　　　　　東邦大学　医学部　佐倉病院　産科婦人科　○齋藤　智博，大高　　究，高島　明子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野ともね，木下　俊彦，伊藤　元博

P－039．ART不成功例に対し子宮鏡手術が有効であった症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田市立病院　○松原　直樹，小野　恭子，山崎　輝行

　　　　　　　　　　　　　　ノア・ウイメンズクリニック　　波多野久昭

　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学　付属第2病院　　可世木久幸

P－040．当科における子宮鏡下手術後の自然妊娠成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖ヨハネ会桜町病院　○糸数　　修，赤枝　朋嘉，向田　一利

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山レディスクリニック　　杉山　カー，内海　靖子，臼田　三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江崎　　敬，金城　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学　産婦人科　　伊東　宏絵，井坂　恵一

P－041．胎盤ポリープのマネージメント

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学　産婦人科　○深見　武彦，藤江　裕美，松島　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可世木久幸，朝倉　啓文，竹下　俊行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田市立病院　　松原　直樹，小野　恭子，山崎　輝行

　　　　　　　　　　　　　　ノア・ウィメンズクリニック　　波多野久昭

P－042．反復流産後のAsherman症候群に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学　産婦人科　○西　　弥生，磯崎　太一，品川　寿弥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　　崇，富山　僚子，五十嵐健二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平泉　良枝，明楽　重夫，竹下　俊行

P－043．重度子宮腔内癒着症に対する剥離術手技の検討（Baloon及び硬性子宮鏡下ハサミ鉗子による癒着

　　　　剥離術）

　　　　　熊本大学　大学院　医学薬学研究部　産科学分野　○角田　みか，岩政　　仁，内野貴久子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　佳則，本田　律生，大場　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

　　　　熊本大学　大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野　　片渕　秀隆

P－044．卵管間質部閉塞／狭窄例における卵管角部を中心とした子宮内所見の検討一不妊症腹腔鏡診断時

　　　　の子宮鏡下recanalization施行例の検討一

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○岡村　恵子，小林　善宗，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　婦人科　　本田　育子

P－045．当院におけるTCRのリスクマネージメント

　　　　　　　　　　　　　　東海大学　医学部　産婦人科　○松林　秀彦，鈴木　隆弘，渡辺　未央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田　仁恵，高橋　千実，安井　　功

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一郎

P－046．子宮鏡下選択的卵管通水法の臨床的有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　山形大学　医学部　産科婦人科　○川越　　淳，土信田雅一，五十嵐秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久

P－047．外来卵管鏡下卵管形成術（FT）の有用性：400症例の検討結果

　　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVF大阪クリニック　○佐々木真紀，福田　愛作，永田　文江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　朋子，杉原　研吾，中岡　義晴

　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVFなんばクリニック　　森本　義晴
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P－048．当科において腹腔鏡手術が適応となった不妊症症例における術後妊娠率と子宮内膜症の関連に

　　　　ついての検討

　　　　　　　　　　　　　　京都大学　医学部　産婦人科　○小阪　謙三，吉岡　信也，西岡　良泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　壽宏，藤原　　浩，藤井　信吾

P－049．当科における子宮内膜症合併不妊症の術後妊娠予後についての検討

　　　　　　　　　富山医科薬科大学　医学部　産科婦人科　○宮崎　聡美，柳楽　清文，泉　　徳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　　滋

P－050．本院における卵巣子宮内膜症性嚢胞術後の再発率と妊娠

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学　産科学婦人科　○中嶋　達也，中元　　剛，岡田　英孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　勝彦，神崎　秀陽

P－051．不妊をともなう子宮内膜症症例に対する腹腔鏡下手術の有用性

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○島貫　洋人，熊切　　順，菊地　　盤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北出　真理，武内　裕之，木下　勝之

P－052．卵巣チョコレート嚢腫合併不妊症例における腹腔鏡下手術の意味

　　　　国立成育医療センター　周産期診療部　不妊診療科　○黄木　詩麗，中川　浩次，堀川　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　英和

　　　　　　国立成育医療センター　周産期診療部　婦人科　　河内谷　敏，藤井絵里子

P－053．卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術が妊孕性に及ぼす影響

　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学付属病院　産婦人科　○林　　　博，齋藤　隆和，遠藤　尚江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村尾　明美，江崎　　敬，田中　忠夫

　　　　　　　　　　　　　　富士市立中央病院　産婦人科　　高田　　全，杉本　公平

P－054．子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡下手術における内腔焼灼法と嚢胞摘出法の比較

　　　　　　　　　　　　　　北里大学　医学部　産婦人科　○武井英理子，川内　博人，大類恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　一博，石川　雅一，海野　信也

P－055．ART採卵術前の卵巣内膜症性嚢胞に対する内容除去アルコール固定術の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○詠田　由美，本庄　　考，渡辺　久美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野加奈子，愛甲恵利子，石田　弘美

P－056．IVF－ETを契機に増悪し，開腹手術に至った卵巣子宮内膜症性嚢胞の2例

　　　　　　　東邦大学　医学部付属佐倉病院　産科婦人科　○高島　明子，大高　　究，矢野ともね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，伊藤　元博

P－057．子宮内膜症表在性病変の色調別免疫学的性状の検討

　　　　　　　　　　高知大学医学部生殖・加齢病態学○泉谷知明，宇賀神奈月，林　和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　長正，深谷　孝夫

P－058．子宮腺筋症，子宮内膜症，子宮筋腫とPPAR－Y遺伝子多型の関連

　　　　　　　京都府立医科大学　大学院　女性生涯医科学　○清水　美代，北脇　　城，石原　広章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺本麻里子，本庄　英雄

P－059．PPARγのリガンドは子宮内膜症細胞の炎症性サイトカイン産生を抑制する

　　　　　　　　　　　　　鳥取大学　医学部　産科婦人科　○大浜　陽子，池田　綾子，田頭由紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　彩子，庄司　孝子，竹中　泰子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大畠　順恵，光成　匡博，吉田　壮一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐千恵子，岩部　富夫，原田　　省
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

P－060．内膜症初期病変形成過程における凝固系の影響一マウス子宮内膜症モデルを用いて一

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　大学院　女性医学　○中島　文子，前川　正彦，笠井　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　哲史，苛原　　稔

P－061．トロンビンとトロンビン受容体PAR1の子宮内膜症進展への関与

　　　　　　　　　　　　　　武蔵野赤十字病院　産婦人科　○広田　　泰

　　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産婦人科　　大須賀　穣，平田　哲也，吉野　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり，原田美由紀，森本千恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　　哲，堤　　　治，武谷　雄二

P－062．子宮内膜症の増殖におけるToll　like　receptor　4（TLR4）を介した腹水中エンドトキシンの関与

　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産婦人科　○カーンカレク・ネワズ，北島　道夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平木　宏一，増崎　英明，石丸　忠之
　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院’産婦人科　　藤下　　晃

P－063．卵巣性子宮内膜症におけるSteroid　receptor　coactivator－1（SRC－1）の発現様式について

　　　　　　　　　　　　　福島県立医科大学　産科婦人科　○熊耳　敦子，伊藤　明子，高山　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅沼亮太，林章太郎，片寄治男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮ひろみ，佐藤　　章

P－064．IL－1βはヒト子宮内膜症間質細胞において単独でアロマターゼの発現を誘導する

　　　　　　　　　　　　　　金沢大学　医学部　産婦人科　○篠原　一朝，生水真紀夫，村上　弘一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可西　直之，野村　一人，南　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　政彦，張　　　波，井上　正樹

P－065．子宮内膜症組織中アロマターゼ発現に対するマクロファージの影響について

　　　　　　　金沢大学　大学院医学系研究科　分子移植学　○野村　一人，村上　弘一，可西　直之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　一朝，南　　紀子，岡田　政彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張　　　波，生水真紀夫，井上　正樹

P－066．新しい子宮内膜症モデルマウスの作成

　　　　　　　　　　　　慶雁義塾大学　医学部　産婦人科　○升田　博隆，丸山　哲夫，小野　政徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長島　　隆，内田　　浩，荒瀬　　透

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　育子，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　生理学　　岡野　栄之，松崎　有未

P－067．卵胞期初期FSH基礎値からみた子宮内膜症における卵巣予備能の検討

　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産婦人科　○北島　道夫，カーンカレク・ネワズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村　健仁，三浦　成陽，平木　宏一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　統夫，増崎　英明，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院　産婦人科　　藤下　　晃

P－068．Aromatase　inhibitorとGnRH　agonistの併用療法が著効した子宮腺筋症症例の1例

　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学　医学部　産婦人科　○木村　文則，竹林　浩一，藤原　睦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜多　伸幸，高橋健太郎，野田　洋一

P－069．当科における副効用を期待した低用量ピル処方の現況

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学　産婦人科　○菊地真理子，山下真紀子，三木　明徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶原　　健，岡垣　竜吾，石原　　理
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P－070．低用量経口避妊薬は月経困難症を主訴とした子宮内膜症例に対する維持療法として有用か？

　　　　　　　　　　　　　　福岡大学　医学部　産婦人科　○長沼　康子，井上　善仁，讃井　絢子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城田　京子，貞森　理子，瓦林達比古

P－071．過排卵誘起したDHEA投与ラットの卵巣組織像と内分泌動態への影響

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○森川　香子，石田　恵理，三室　卓久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　　佐藤　嘉兵

P－072．ARTが必要でPCOSを合併する不妊症患者に最も適した過排卵刺激法（COH）は何か？

　　　　　　　　　　　　　　　楠原レディースクリニック　○楠原　浩二，中言　亜樹，吉田　亜紀

P－073．大学生の生殖関連ホルモン測定に関する検討

　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医学部　産婦人科　○竹内　欽哉，和田　久恵，木村たか子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝比奈俊彦，西口　富三，金山　尚裕

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　　菅沼　信彦

P－074．高アンドロゲン血性多嚢胞性卵巣症候群に対する抗アンドロゲン療法の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　秋田赤十字病院　産婦人科　○太田　博孝

　　　　秋田大学　医学部　生殖発達医学講座　産婦人科学

P－075．PCO患者におけるletrozoleの使用に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック

金沢大学産婦人科

田中　俊誠

○瀬川　智也，寺元　章吉，加藤　恵一

　加藤　　修

　生水真紀夫，井上　正樹

P－076．Dehyroepiandrosterone投与ラットならびにZucker　fa／faラットを用いたPCO卵巣の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　産婦人科　○本間　寛之，遠藤　敏明，馬場　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逸見博文，北島義盛，林　卓宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真名瀬賢吾，斉藤　　豪

P－077．多嚢胞性卵巣症候群に対するFSH－GnRHパルス療法とFSH低用量漸増療法の有効性の前方視

　　　　的検討

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　大学院　女性医学　○水口　雅博，松崎　利也，田中　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩佐　　武，苛原　　稔

P－078．PCOSの治療薬としてのインスリン抵抗性改善薬Trognitazne（TRO）のヒト願粒膜細胞におけ

　　　　るアロマターゼ活性の直接的抑制に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○赤星　孝子，竹本　洋一，鍬田　恵里

P－079．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する柴苓湯の臨床効果

横浜市立大学　医学部附属病院

　　　　　　　　　　　　　　海老名レディースクリニック

　　　　　　　　　　横浜市立大学　市民総合医療センター

P－080．FSH製剤の自己注射の安全性と有効性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　大学院　女性医学

○岡本

　神田

　近藤

　石川

真知，榊原　秀也，吉田

義明，平原　史樹

芳仁

雅彦

○岩佐　　武，松崎　利也，田中

　水口　雅博，苛原　　稔

庄
口

、

↓

尚子

P－081．PCOSの診断における高アンドロゲン血症検索の意義一日産婦診断基準とRotterdam　criteriaと

　　　　の比較から
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　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産婦人科　〇八並　直子，北島　道夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーンカレク・ネワズ，今村　健仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　成陽，井上　統夫，平木　宏一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明，石丸　忠之

P－082．超音波凝固切開装置を応用した多嚢胞性卵巣症候群における腹腔鏡下卵巣多孔術の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スズキ病院　○村川　晴生，立花　郁雄，高橋　重智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田　修一，田中　耕平，森　　　滋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅洲

P－083．メトホルミンによる7590GTTへの影響～効果判定への応用の可能性について

　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○高橋　　純，恵中　千晶，松岡江里奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅美，杉本　　到，北村　誠司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　　武，高橋　典子

P－084．BMIはART成績に影響するか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○高田真智子，田中　美穂，鈴木　寛規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　暁子，清田　圭子，徳岡　　晋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　淳

P－085．ART治療後妊娠症例の転帰と測定ホルモン値に関する検討

　　　　　　　　　群馬大学　医学部附属病院　産科婦人科　○岸　　裕司，伊藤　理廣，五十嵐茂雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

P－086．血中hCG値による妊娠早期予後判定一妊娠初期hCG標準増加曲線の作成一

　　　　　　　　　　　　慶磨義塾大学　医学部　産婦人科　○岩田　壮吉，橋場　剛士，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，末岡　　浩，吉村　泰典

P－087．体外受精による品胎妊娠に非自己免疫性甲状腺機能充進症を発症した一症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学　○田中　哲二，宇都宮智子，南　佐和子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八木　重孝，梅咲　直彦

P－088．体外受精時過排卵刺激により腹水増加を伴わない大量胸水貯留を発症した一例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学　○宇都宮智子，田中　哲二，梅咲　直彦

P－089．当科におけるOHSS発症時の腹水濾過濃縮再静注法の検討

　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　医学部　産婦人科　○北島　義盛，遠藤　俊明，藤井　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真名瀬賢吾，逸見　博文，馬場　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間　寛之，斉藤　　豪

P－090．排卵誘発治療後の胎児共存奇胎の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　産婦人科　○若原　靖典，真野由紀雄，伊藤　充彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿原　正樹

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　　菅沼　信彦

P－091．卵子子宮内移植（OUT）法により子宮外妊娠となった1例について

　　　　　　　　　　　　　　　　　片岡レディスクリニック　○片岡　明生，大迫　亮子，野仲由香理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小牧　麻美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲生産婦人科　　稲生　英俊

P－092．基礎体温で2相性を示した子宮外妊娠の一例

　　　　日本大学　医学部　産婦人科（駿河台日本大学病院）　○丸山　　綾，長田　尚夫，清水　八尋

㊨
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　範子，永石　匡司，山本　樹生

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　　竹原　祐志，加藤　　修

P－093．妊娠6週以降になって卵管間質部に胎嚢が初めて確認され，MTXにより治療した子宮外妊娠の

　　　　2症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院　産婦人科　○古屋　　智，関　美穂子，藤澤　佳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　　隆，山城　千珠，東梅　久子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　賢朗

P－094。子宮外妊娠に対する非観血的治療の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学病院　産婦人科　〇二井美津穂，川内　博人，石川　雅一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　一博，武井英理子，海野　信也

P－095．胎芽心拍陽性の子宮外妊娠は卵管温存が可能か？

　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院　女性診療センター　○新谷　光央，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，山崎　英樹，堂地　　勉

P－096．子宮外妊娠管理におけるMTX療法と腹腔鏡手術の比較

　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院　女性診療センター　○宇都　博文，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，山崎　英樹，堂地　　勉

P－097．内外同時妊娠における外妊部位無水エタノール局注の有効性と安全性

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○貝嶋　弘恒，渡邉　芳明，松浦　俊樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　智也，勝股　克成，末吉　智博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，奥野　　隆，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元章吉，加藤修

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤野婦人科クリニック　　山下　直樹

　　　　　　　　　　　　　　日本大学　医学部　産婦人科　　長田　尚夫

P－098．卵管妊娠保存治療後不妊症例の子宮鏡・卵管鏡検査による卵管所見の検討

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○黒田　勇二，小林　善宗，岡村　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田畑　光恵，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院　婦人科　　本田　育子

P－099．血管障害を伴う不育症：血圧脈波検査による検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　産科婦人科　○中塚　幹也，佐々木愛子，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　聡一，Chekir　Chebib，　Hao　Un

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安達　美和，平松　祐司

P－100．当院不育症患者における抗リン脂質抗体検査についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　英ウイメンズクリニック　○松永　雅美，後藤　　栄，渡部　純江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苔口　昭次，塩谷　雅英

P－101．習慣流産患者における抗CL／β2－GPI抗体陽性例での補体の変動について

　　　　　　　　　　　　　　　日本大学　医学部　医学科　○佐々木重胤，中澤　禎子，山本　樹生

P－102．夫リンパ球注入療法が無効な原因不明習慣流産の妊娠成功例

　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院　女性診療センター　○沖　　利通，中江　光博，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，新谷　光央
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀保　晶子，時任　ゆり，堂地　　勉

P－103．当院における不育症に対するリンパ球免疫療法の13年間の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵病院　産婦人科　○小山　伸夫，蓮田　　健，蓮田　太二

P－104．不育症に対する免疫療法の再評価

　　　　　　　　　　　　　群馬大学　医学部　産科婦人科　○伊藤　理廣，五十嵐茂雄，岸　　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

P－105．原因不明習慣流産に対する夫リンパ球免疫療法はTh1／Th2バランスにおいてTh2優i位の状況

　　　　を誘導する

　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産婦人科　○大木　　泉，高桑　好一，横尾　朋和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市民病院　産婦人科　　田村　正毅

P－106．原因不明習慣流産に対する免疫療法の効果と，HLADR抗原系の夫婦間類似性との関連性に関す

　　　　る検討一PCR－RFLP法による解析一

　　　　　　　　　　　　　　新潟大学　医学部　産婦人科　○高桑　好一，横尾　朋和，大木　　泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一一

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市民病院　産婦人科　　田村　正毅

P－107．甲状腺機能低下による不育症の妊娠時甲状腺ホルモン必要量についての検討

　　　　　　　　　　　　　　長崎大学　医学部　産婦人科　○井ヒ　統夫，池野屋美智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北島　道夫，石丸　忠之

P－108．同種免疫異常不育症に対する柴苓湯療法の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人假野クリニック　○假野　隆司，古殿　正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック　　森　　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　産婦人科　　後山　尚久，植木　　實

P－109．不育症に対する低用量アスピリン療法の効果に関する検討

　　　　　　九州大学大学院　医学研究院　生殖病態生理学　○内田　聡子，田中　義弘，城戸　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅崎　美奈，中村　博子，野崎　雅裕

P－110．染色体転座をもつ習慣流産夫婦に着床前診断は有用か

　　　　　　　東海大学　医学部　専門診療学系　産婦人科　○杉　　俊隆

P－111．不妊治療の動因に関する一考察

　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVFなんばクリニック　○井上かおり，橋本　　周，園田　桃代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　泰隆奥　　裕嗣，森本　義晴

　　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVF大阪クリニック　　村田　朋子，杉原　研吾，永田　文江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中岡　義晴，福田　愛作

P－112．不妊患者の精神的負担に対する看護師外来の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　キネマアートクリニック　○岡村　和江，菅　　睦雄，田宮　　親

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　　安部　裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　素子，祖母井　英，高梨　安弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海

P－113．不妊看護のための患者ニーズ実態調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○定本　幸子，大月　順了・，杉山喜代美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡奈々子，羽原俊宏，林　伸旨
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P－114．不妊治療受診者への心理的支援の検討一不妊治療中の女性に対するニーズ調査から一

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学　看護学部　○中山美由紀

　　　　　　　　国立精神・神経センター　精神保健研究所　　小泉　智恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学　看護学部　　上澤　悦子

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学病院　産婦人科　　中村　水緒，遊佐　浩子，川内　博人

P－ll5．不妊医療登録施設における情報提供・説明の実施状況　第1報　く情報提供・説明と看護者の役割〉

　　　　　　　　　兵庫県　健康生活部　健康局健康増進課

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県不妊専門相談嘱託　○橋村　富子

　　　　　　　　　　　　日本看護協会　神戸研修センター

　　　　　　　　　　　　　　不妊看護認定看護師教育課程

　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　看護学部

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウィメンズクリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ記念病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　西垣ARTクリニック

　　　　　　　　　　　　　　　社会保険群馬中央総合病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院

P－116．不妊医療登録施設における情報提供・説明の実施状況

　　　　　　日本看護協会　神戸研修センター　教育研修部　○柴田

　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　看護学部

蔵本ウィメンズクリニック

　　　　　トヨタ記念病院

　　西垣ARTクリニック

社会保険群馬中央総合病院

　　神戸市立中央市民病院

柴田　文子

坂上　明子

福田貴美子

吉川　典子

小池　弘子

岡崎　友香

熊谷　　恵

第2報　く看護者の実施と意識〉

　　　文子

坂上　明子

橋村　富子

福田貴美子

吉川　典子

小池　弘子

岡崎　友香

熊谷　　恵

P－117．愛知県不妊専門相談センターにおけるホームページでの情報提供

　　　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学／

　　　　　　　　　　　　　　愛知県不妊専門相談センター　○原田　統子，佐藤　博子，岸上　靖幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，下村　裕司，柴田大二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬　　明，安藤　寿夫，吉川　史隆

P－118．不妊カウンセリングの現状一愛知県内のアンケート調査による解析一

　　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター　○篠原　宏枝，中西　芳美，白井　直美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田けい子，榊原　重久，鈴木　範子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅沼　信彦

P－119．不妊学級という情報提供の効果と課題

　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学病院　産婦人科　○山本志奈子，菊地　由美，山口　茂美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　恵理，槙井　清美，森川　香子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土井めぐみ，保坂　　猛，三室　卓久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

P－120．ソリューション・フォーカスド・アプローチによる心理教育が不妊ストレス，精神的健康度に及

　　　　ぼす効果
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　　　　　　　　　国立精神・神経センター精神保健研究所　○小泉　智恵，鈴木　一基

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学　看護学部　　中山美由紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学　看護学部　　上澤　悦子

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学病院　産婦人科　　中村　水緒，遊佐　浩子，川内　博人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　文学部　　草野いつみ

P－121．不妊治療における表現音楽療法：心理ケアとしての表現アート創作活動の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○津田　美佳，中島美佐子，田村智英子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　淳

P－122．不妊専門クリニックにおける心理面接時の新版TEG（エゴグラム）の利用について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○中島美佐子，津田　美佳，吉田　　淳

　　　　　　　お茶の水女子大学　大学院　人間文化研究科

　　　　　　　　　　　　　　　遺伝カウンセリングコース　　田村智英子

P－123．当科における精神疾患合併不妊・不育症症例に関する検討

　　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　産科婦人科　○鎌田　泰彦，中塚　幹也，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木愛子，安達　美和，ハオ　リン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松　祐司

P－124．不妊治療における夫婦間の情報共有伝達についての調査と分析

　　　　　　　　　医療法人生長会　府中のぞみクリニック　○奥島　美香，奥井　　静，八木佳奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌園亜紀子，竹下　純子，文野多江子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半田　雅文，繁田　　実

P－125．不妊カップルの性交渉頻度

　　　　　　　　　　　聖路加国際病院　生殖医療センター　○佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博

P－126．男性患者の意識調査～初診時，腹腔鏡検査（ラバロ）付き添い時，IVF施行時を比較して～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セント’ルカ産婦人科　○恵良　郁絵，原井　淳子，工藤　由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

P－127．不妊症治療を受ける男性患者の採i精に対する意識調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京HARTクリニック　○佐藤　由佳，篠原　早苗，御代田貴美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平山　史朗，後藤　哲也，岡　　親弘

P－128．不妊外来心理相談室における長期継続事例一10回以上の継続事例に注目して一

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○菅沼　真樹，林　　直樹，松永　茂剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宗毅，高井　　泰，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　博之，竹田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学　産婦人科　　石原　　理

P－129．長期間一般不妊治療を受けている患者の心理調査

　　　　　　　　　　　　　　竹内病院　トヨタ不妊センター　○森　奈美江，石井　美都，平林　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐橋　愛子，山口　　恵，俵　　史子

　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医学部　産婦人科　　金山　尚裕

P－130．治療終結期の意志決定に対する患者の心理～治療終結に関する質問紙調査から～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○門屋　英子，原井　淳子，二宮　　睦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史
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P－131．不妊治療により妊娠した患者の看護介入について

　　　　　　　　　　　　　竹内病院　トヨタ不妊センター　○佐橋　愛子，石井　美都，平林　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森奈美江，山口　恵，俵　史子

　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医学部　産婦人科　　金山　尚裕

P－132．不妊治療後の継続看護に有効な看護添書の開発

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○中村　　静，福田貴美子，久保島美佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　優織江，吉岡　尚美，蔵本　武志

P－133．病診・診診連携のための不妊治療後妊娠例の解析

　　　　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○石田　弘美，渡辺　久美，奥野加奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛甲恵利子，本庄　　考，詠田　由美
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第3日　11月18日（金）

E会場

　　　　　　ART・他

〔演題P－134～P－266〕奇数10：00～11：00

　　　　　　　　　　　　偶数11：00～12：00

P－134．Patient－friendly　IUIについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤野婦人科クリニック　○山下　直樹，藤野

P－135．AIH施行回数の限界一3522周期による後方視的検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山レディスクリニック　○鈴木　有香，大島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諏訪　友美，登内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼田　三郎，江崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内海　靖子，杉山

　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学病院　産婦人科　　杉山　里英，伊東

P－136．AIHの治療成績に影響する注入運動精子数

　　　　　　　　　　　　　　　扇町レディースクリニック　○畑　　景子，清水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝倉　寛之

P－137．キャピラール連続密度勾配法を用いた子宮内人工授精の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人石塚産婦人科　○郡山　純子，郡山

　　　東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター　　兼子　　智，石川

P－138．当院における配偶者間人工授精（AIH）の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○森山　弘恵，原田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　ルミ，内田

P－139．新しいピエゾ法での精子の不動化

　　　　　　　　　　　　　　徐クリニック　不妊センター　○山野辺千沙，霧島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐　　東舜

P－140．ビアルロン酸ベースの精子不動化処理液を用いたICSIの検討

　　　　　　　　　　　　　　　吉田レディースクリニック　○青野　展也，吉田

P－141．精子サバイバルテストと体外受精における受精率に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　竹内レディースクリニック　○遊木靖人，利山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　一浩

P－142．クライオチップを用いた少数精子の凍結保存

　　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター　不妊治療部　○藤井　好孝，遠藤

P－143．D－Alloseを用いたKS－2精子保存液の改良

　　　　　　　　　　　　　　香川大学　医学部　泌尿器科　○田岡利宜也，箆

祐司

裕子，江口有加子

恵美，白井安砂子

　敬，金城　　洋

カー

宏絵，井坂　恵一一

香苗，西尾　京子

　智

博通，高松

枝美，先久

昭弘

潔

幸

朝子，秋山　潤子

仁秋

由圭，永井由美子

雄史，本山　洋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善行

P－144．ダイオードレーザーとベンチトップインキュベーター導入によるICSIの臨床成績向上について

　　　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院　産婦人科　○小嶋　康夫，舟本　　寛，飴谷　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉越　信一，中野　　隆
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千春

P－153．精巣内精子回収法（TESE）にて得られた精子の保存日数および凍結保存はICSIの成績に影響を

　　　　与えるか？

　　　　　　　　　　　　　　矢野産婦人科　IVFセンター　○久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほこいし泌尿器科　　鉾石　文彦

P－154．当院における精巣内精子回収法（TESE）または精巣上体精子吸引術（MESA）により得られた精

　　　　子を用いた卵細質内精子注入法（ICSI）の臨床成績

　　　名古屋市立大学大学院　医学研究科　生殖・発生医学　○牧野亜衣子，佐藤　　剛，服部　幸雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　真弓

P－145．受精法（c－IVFとICSI）の違いによる胚発育の検討

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○岡部　依子，渡邉　英明，山口　結加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　智美，猪鼻　達仁，高野　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

P－146．第2極体を指標にしたレスキューICSIの効果

　　　　　　　　　　　　　竹内病院　トヨタ不妊センター　○平林　由佳，石井　美都，佐橋　愛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　奈美江，山口　　恵，俵　　史子

　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医学部　産婦人科　　金山　尚裕

P－147．ICSIにより妊娠に至ったimmotUe　cUia　syndromeの一症例

　　　　　　　　　　　　　聖隷三方原病院　不妊センター　○杉本　利幸，弘島　大輔，落合　正好

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安部　正和，塩沢　直美，飯塚百合子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊崎　宏美，高林香代子，望月　　修

P－148．CASAを用いたConventional　IVFとICSIの選択基準に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産婦人科　○藤本　晃久，藤原　敏博，大石　　元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井なぎさ，百枝幹雄，矢野哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治，武谷　雄二

P－149．改良型ICSIの有効性の検討

　大阪New　ARTクリニック　New　ARTリサーチセンター　○宮田　広敏，馬場　聖子，福富　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松葉　純子，横田麻里子，小泉あずさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山　達大

P－150．精子不動化抗体陽性者の救済にICSIは重要な治療法の一つである

　　　　　　　　　　　　　　　　　（医）いわき婦人科内科　○菅原　延夫，前田真知子

　　　　　　　　　　　　　　　　高度生殖医療技術研究所　　荒木　康久

P－151．HIV陽性夫と陰性妻の間の不妊治療：夫婦の負担となる遠距離通院をせずに治療を行う試み

　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　産婦人科　○本田　徹郎，高田　治奈，中堀　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　臨床検査科　　古手川直子，高橋　　司

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科　　久慈　直昭，吉村　泰典

P－152．精巣上体精子採取によるART治療の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原
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　　　　名古屋市立大学大学院　医学研究科　腎・泌尿器科　　金子　朋功，佐々木昌一，郡　健二郎

P－155．TESE／MESA－ICSIにおけるHOSTの有用性

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○石田　恵理，三室　卓久，土井めぐみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森川　香子，奥津　由記，津田　千春

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保坂　　猛石塚　文平

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　　吉池　美紀，馬場　克幸，岩本　晃明

　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　　佐藤　嘉兵

P－156．顕微鏡下精巣内精子採取術によるICSIの治療成績一精子の運動性の有無による検討一

　　　　　健康保険組合連合会　大阪中央病院　中央検査部　○内野　義彦，小林　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　婦人科　　坂井　昌弘，前田　隆義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　泌尿器科　　山中　幹基，山本　圭介，野間　雅倫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福本由美子，竹山　政美

　　　　　　　　　　　　　　　　箕面市立病院　泌尿器科　　古賀　　実

P－157．Testicular　sperm　extraction（TESE）－intracytoplasmic　sperm　injection（ICSI）症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○江口　素子，苔口　昭次，泉　　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳江　繭子，橋本　洋美，吉村由香理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坪内　美紀，笠原　優子，小森江利子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部　純江，松永　雅美，後藤　　栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩谷　雅英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　三聖病院　泌尿器科　　岡本　恭行

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　泌尿器科　　岡田　　弘

　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　医学部　泌尿器科　　藤澤　正人

P－158．両側外傷性無精子症に対するMicrodissection　TESEの経験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藍野病院　泌尿器科　○増田　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三康クリニック　　上野　信之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三康診療所　　平井　　景

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学泌尿器科　　勝岡　洋治

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　　山下　能毅

P－159．Conventional　TESE不成功例におけるsalvage　microdissection　TESEの有用性

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　医学部　泌尿器科　○辻村　　晃，藤田　和利，平井　利明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植田　知博，木内　　寛，小森　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡　庸洋，高尾　徹也，宮川　　康

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　晋吾，奥山　明彦

　　　　　　　　　　　　健保連　大阪中央病院　泌尿器科　　竹山　政美

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪警察病院　泌尿器科　　松宮　清美，藤岡　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　箕面市立病院　泌尿器科　　古賀　　実

P－160．Microdissection　TESE－ICSIによる妊娠率

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　泌尿器科　○永尾　光一，片岡　和義，工藤　貴正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　淳，原　　　啓，三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　延久

　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産婦人科　　安部　裕司，渋井　幸裕，佐々木由香
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　衛，宋　晶子，片桐由起子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　直樹，間崎　和夫，久保　春海

P－161．後期精子細胞を用いた顕微授精の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原　千春

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　絵梨，羽太美保子，寺田　香織

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

P－162．炎症性腸疾患と男性不妊

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　泌尿器科　○岡田　　弘，丸山　　修，西尾浩二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉井　　隆，芦沢　好夫，栗原　浩司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯谷　周治，上山　　裕，井手　久満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武藤　　智，堀江　重郎

　　　　　　　　　　　　　ファティリティクリニック東京　　小田原　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅ケ丘産婦人科　　辰巳　賢一

　　　　　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　　塩谷　雅英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越田クリニック　　越田　光伸

P－163．Long法における採卵前周期のFSH基礎値と卵巣の反応性の検討

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○土井めぐみ，三室　卓久，石田　恵理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥津　由記，森川　香子，津田　千春

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保坂　　猛，斉藤寿一郎，石塚　文平

　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　　佐藤　嘉兵

P－164。卵胞期初期のFSH値および年齢がART成績に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学　女性医学　○須藤　文子，山崎　幹雄，田中　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檜尾　健二，桑原　　章，苛原　　稔

P－165．体外受精のHCG切り替え時の至適卵胞径の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○永吉　　基，田中　　温，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ

P－166．当院での胚移植治療成績と血中ホルモン値に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学病院　産婦人科　○岡垣　竜吾，田谷　順子，梶原　　健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保母　順造，三木　明徳，石原　　理

P－167．Long　potocol法における酢酸ゴセレリンと酢酸リュープロレリンの有用性に関する比較検討

　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　医学部　産婦人科　○森鴬　祥子，山下　能毅，森　久仁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細谷　俊光，後山　尚久，植木　　實

P－168．HMG製剤を追加したGnRHアゴニストNatural　cycle　IVF／ICSIの試み

　　　　　　　　　　　　　　　福井ウィメンズクリニック　○山路めぐみ，大下　里衣，本田　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井　敬介

P－169．Poor　responderへの対応　過排卵刺激を行わずにGnRH　antagonistを使用する

　　　　　　　　　　　　　　　西村ウイメンズクリニック　○西村　　満，鳥居　正子，松井　有紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　智久

P－170．当院におけるIVF－ET治療時のlow　responder症例への取り組み
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　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　医学部　産婦人科　○堀内　　功，霞　　弘之，小森　慎二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　尚子，武信　尚文，香山　浩二

P－171．Poor　responderに対する胚盤胞移植の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院　不妊内分泌科　○尾崎　智哉，渋谷　伸一，佐藤　和文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青葉　幸子

P－172．Poor　responderを対象としたGnRH　agonist不成功例にGnRH　antagonistを用いた使用経験

　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○鈴木　雅美，杉本　　到，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤久美子，恵中　千晶，松岡江里奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　典子，北村　誠司，杉山　　武

P－173．低反応ART症例に対するアロマターゼ阻害剤とGnRHアンタゴニストを併用した卵巣刺激法

　　　　の有効性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　扇町レディースクリニック　○朝倉　寛之，畑　　景子，清水　香苗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西尾　京子

P－174．反復体外受精不成功例に対するメトホルミン併用体外受精の有効性：適応と機序の解析

　　　　　　　　　　　　　　　ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄

　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　　近藤　憲一，岩下　光利

P－175．ARTにおけるクエン酸クロミフェン反復無効症例に対するレトロゾールの臨床的意義

　　　　　　　　　　　　　　キネマ　アート　クリニック　○岩田　未菜，後藤かおり，斉藤香代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅　　睦雄，田宮　　親

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　　安部　裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　素子，祖母井　英，高梨　安弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木由香，久保　春海

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　泌尿器科　　永尾　光一，三浦　一陽

P－176．体外受精・胚移植でのGnRhアンタゴニストは卵質を改善するか

　　　　　　　　　　　　　　ソフィアレディスクリニック　○佐藤　芳昭，阿久津　正，鈴木真理亜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土居有紀子

P－177．LHサージ陽性群・陰性群に対するGnRHアンタゴニスト3mg単回投与の検討

　　　　　　　　医療法人社団　レディースクリニック京野

　　　　　　　　　京野リプロダクションリサーチセンター　○京野　廣一，中條友紀子，熊谷　志麻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木幸子，佐々木恵子，鈴木　明香

P－178．GnRHアンタゴニストを用いた生殖補助医療（ART）の有用性に関する検討

　　　　　　　埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科　○高井　　泰，伊東　宗毅，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林直樹，馬場一憲，関博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　蕨市立病院　産婦人科　　松永　茂剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　かしわざき産婦人科　　山田　祐士

P－179．day3　FSH高値症例に対する経皮吸収E2－hMG－GnRH　antagonist（ant）－GnRH　agonist（a）周

　　　　期の有用性の検討

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○片桐由起子，渋井　幸裕，北村　　衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，宗　　昌子，渡邊　衣里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　素子，久保　春海
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東邦大学　医療センター大森病院　リプロダクションセンター　　安部　裕司，佐々木由香，永尾　光一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　一陽

P－180．腹腔鏡検査時採取によるヒト体外成熟（IVM）－ICSI－ET治療一新鮮胚移植と凍結胚移植の比較一

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○山口　結加，小林　善宗，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，高田　智美，猪鼻　達仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野　裕子，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

P－181．体外成熟培養（IVM）におけるE2およびcysteamine添加の効果について

　　　　　　　　　　　　　　　永遠幸レディスクリニック　○村西　由紀，安田　明子，西　　美佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高多久美子，新　　博美，向橋貴美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋爪　淳子，藤波　隆一，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　修一，道倉　康仁

P－182．胚盤胞発生率不良症例における子宮内膜細胞共培養の効果

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学病院　産婦人科　○中村　水緒，藤田　一博，本橋恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　雅一，川内　博人，海野　信也

P－183．ICSIでの卵活性化障害・反復不成功例に対しStrontiumによる人為的卵活性化を行い妊娠・分

　　　　娩に至った1症例

　　　　　　　　　福島県立医科大学　医学部　産科婦人科　○林　章太郎，伊藤　明子，熊耳　敦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山　智子，菅沼　亮太，小宮ひろみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片寄　治男，佐藤　　章

　　　　国際医療福祉大学　国際医療福祉病院不妊センター　　柳田　　薫

P－184．体外成熟培養液への赤血球液添加がマウス加齢卵へ与える影響

　　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　産婦人科　○福原　理恵，藤井　俊策，小島　章弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹

P－185．ヒト頼粒膜細胞の培養法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○中野　絵梨，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，鍬田　恵里，赤星　孝子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬原　千春

P－186．タキソールによるヒト体外成熟卵子における姉妹染色体早期分離の抑制

　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　解剖学第二　〇渡邉　誠ニ

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　田中　　温，田中威づみ，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基，姫野　憲雄，竹本　洋一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里

P－187．マウスIVM卵子の染色体異常について

　　　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学　産婦人科　○富山　僚子，西　　弥生，明楽　重夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　俊行

　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　動物細胞学　　佐藤　嘉兵

P－188．ヒトARTのためのマイクロタクタイルセンサーを用いた卵子評価システムの安全性の検証：マ

　　　　ウス拡張期胚盤胞ICM測定・評価後の産仔への発育並びに染色体解析

　　　　　　　　　　　　　　　　乾マタニティクリニック
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　　　　　　　　　　　乾フロンティア生殖医療不妊研究所　○中村　寛子，水野　仁二，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾　　裕昭

　　　　　　　日本大学　工学部　次世代工学技術センター　　笛田　洋一，村山　嘉延，鎌倉　大和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾股　定夫

P－189．媒精前の透明帯の厚さ測定は媒精方法の判断基準となり得るか

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○内山　一男，嶋田奈央子，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　恵美，青野　文仁，桑山　正成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元章吉，加藤修

P－190．Time－lapse　cinematographyによるヒト受精現象の連続観察とその評価

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　リプロダクティブセンター　○竹下　千恵，上野ゆき穂奥田　　梓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若槻　有香，岩田　京子，錦織　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

P－191．Time－lapse　cinematographを用いたヒト初期胚におけるFragmentationおよびCytokinesis機

　　　　序の解析

　　　　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　リプロダクティブセンター○岩田京子，上野ゆき穂，奥田梓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　千恵，若槻　有香，錦織　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

P－192．リアルタイム細胞観察システムを用いた胚の観察

　　　　　　　　　　山王病院　リプロダクションセンター　○渡邉　英明，岡部　依子，山口　結加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　智美，猪鼻　達仁，高野　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

P－193．当科における前核期胚形態評価法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　中野レディースクリニック　○岡　　奈緒，中野　英之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗産婦人科病院　　堀　　正行，宗　　恒雄

P－194．前核期スコア（Zスコア）の有効性について

　　　　　　　　　　　　　　徐クリニック　不妊センター　○秋山　潤子，霧島　朝子，山野辺千沙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐　　東舜

P－195．体外受精における授精方法別にみた1前核受精卵の評価

　　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVF大阪クリニック　○大垣　　彩，中岡　義晴，金森　真希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　康介，村田　朋子，杉原　研吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　文江，福田　愛作

　　　　　　　　　医療法人三慧会　IVFなんばクリニック　　森本　義晴

P－196．IVF－ETにおける媒精時間短縮による胚培養効率の改善効果

　　　　　　　医療法人財団　足立病院　不妊治療センター　○許　　優美，小浜　奈美，松田　悠喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河原林裕子，中山　貴弘

　　　　　　　　　　　医療法人財団　足立病院　産婦人科　　山出　一郎，浅野雅美，畑山　　博

P－197．胚の形態学的評価の追跡調査
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　　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　産婦人科　○藤井　俊策，小島　章弘，福原　理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　青森県立中央病院　産婦人科　　山口　英二

P－198．Day4桑実胚のスコアリングの試み

　　　　　　　　　　　　　弘前大学　医学部　産科婦人科　○小島　章弘，藤井　俊策，福原　理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　理果，木村　秀崇，福井　淳史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　青森県立中央病院　産科婦人科　　山口　英二

P－199．胚の総合的判断による移植胚選択法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○先久　　幸，原田　枝美，森山　弘恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　ルミ，内田　昭弘

P－200．初期胚の発生速度が胚発生に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　高木病院　不妊センター　○中村　忠治，江頭由佳子，野見山真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山和加子，山田　耕平，大野　恵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞崎　暁子，藤井麻友子，有馬　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島加代子

　　　　　　　　　　　　　　佐賀大学　医学部　産婦人科　　岩坂　　剛

P－201．抗酸化剤が胚盤胞培養に与える影響

　　　　　　　　　　　　　　　永遠幸レディスクリニック　○高多久美子，藤波　隆一，向橋貴美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村西　由紀，安田　明子，新　　博美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋爪　淳子，西　　美佐，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　修一，道倉　康仁

P－202．体外受精に用いる培養液の比較：COOK　vs　HTF

　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○北村　誠司，伊藤久美子，恵中　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡江里奈，鈴木　雅美，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　到，高橋　典子，杉山　　武

P－203．Universal　IVF　mediumの有効性についての検討

　大阪New　ARTクリニック　New　ARTリサーチセンター　○馬場　聖子，宮田　広敏，福富　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松葉　純子，横田麻里子，小泉あずさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山　達大

P－204．胚発育に対するAdvanced　glycation　end　products（AGEs）の影響

　　　　　　　　　　　　　岡山大学　医学部　産科婦人科　OHao　Lin，中塚　幹也，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，Chekir　Chebib，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木愛子，安達　美和，平松　祐司

P－205．ヒトARTのための次世代培養装置OptiCellTM内で共培養iしたマウス胚の着床前遺伝子診断

　　　　（PGD）よる正常性の検証

　　　　　　　　　　　　　　　　乾マタニティクリニック

　　　　　　　　　　　乾フロンティア生殖医療不妊研究所　○水野　仁二，中村　寛子，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾　　裕昭

　　　　　　　　　　　　三洋電機バイオメディカ株式会社　　村尾　嘉和，毒島　弘樹
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　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日本遺伝子研究所　　浅野　克敏，白寄　千明，島田　裕充

P－206．胚移植時における出血の妊娠率への影響について

　　　　　　　　　　　　　　臼井医院　不妊治療センター　○臼井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科

　　　　　　　東邦大学　医学部付属佐倉病院　産科婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　キネマアートクリニック

　　　　　　　　　　　　　　東京都立荏原病院　産婦人科

P－207．胚移植前の子宮頸管内洗浄は有用か？

　　　　　　　　　　　聖路加国際病院　生殖医療センター

P－208．Air　bubbleを用いない胚移植法に関する研究

　　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター　不妊治療部

P－209．子宮鏡下GIFTの試みその後

　　　　　　　　　　　　　　　　田宮クリニック産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　キネマARTクリニック

　　　　　　　東邦大学大森病院リプロダクションセンター

P－210．子宮鏡下卵管内配偶子・胚移植の適応と成績

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山レディスクリニック

東京医科大学病院　産婦人科

中村レディースクリニック

　　　　彰，横田のぞみ，佐々木直子

　　　逸子

安部　裕司，久保　春海

大高　　究，齋藤　智博

伊藤嘉奈子

宮岸　玲子

○小松　雅博，酒見　智子，塩田　恭子

　佐藤　孝道

○遠藤　雄史，藤井　好孝，本山　洋明

○田宮　　親

　花岡嘉奈子

　安部　裕司，渋井　幸裕

○内海　靖子，諏訪

　白井安砂子，臼田

　金城　　洋，杉山

　杉山　里英，伊東

　井坂　恵一

　中村　文武

友美，登内　恵美

三郎，江崎敬
カー

宏絵，岩城　妙子

P－211．難治性不妊症に対するLaser　Assisted　Hatchingの有用性と妊娠例の周産期予後についての検討

　　　　　　　医療法人財団　足立病院　不妊治療センター　○松田　悠喜，小浜　奈美，許　　優美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河原林裕子，中山　貴弘

　　　　　　　　　　　医療法人財団　足立病院　産婦人科　　山出　一郎，浅野　雅美，畑山　　博

P－212．反復不成功ARTでのAssisted　Hatchingの検討（Laser　Assisted　HatchingとZona　Free　BTの

　　　　比較検討）

　　　　トヨタ記念病院　不妊センター　ジョイファミリー科　○西尾　永司，吉井久美子，早川　美奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日比博子，森脇　崇之

P－213．凍結・融解単一胚盤胞移植の有用性と多胎防止の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○江頭　昭義，杉岡美智代，永渕恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大津加奈子，西垣　明実，拝郷　浩佑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，吉岡　尚美，蔵本　武志

P－214．分割期胚vs胚盤胞移植一低卵巣刺激周期におけるSET施行日に関する検討一

　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科○渋井幸裕，安部裕司，北村衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　素子，宗　　晶子，渡辺慎一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木由香，片桐由起子，竹下　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海
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　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1泌尿器科　　永尾　光一，三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　花岡嘉奈子，田宮　　親

P－215．Day3移植における年齢別1個移植の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　高木病院　不妊センター　○真崎　暁子，江頭由佳子，野見山真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山和加子，山田　耕平，中村　忠治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　恵里，藤井麻友子，有馬　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島加代子

　　　　　　　　　　　　　　佐賀大学　医学部　産婦人科　　岩坂　　剛

P－216．単一一胚盤胞移植時における形態的評価（Gardner分類）の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚仁病院　産婦人科　○坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松山　毅彦

P－217．Single　Embryo　Transfer導入への検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○鈴木　寛規，田中　美穂，高橋　暁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清田　圭子，高田真智子

P－218．凍結融解単一胚盤胞移植の有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　おちウイメンズクリニック　○上畑みな子，池上　美希，小野　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越知　正憲

P－219．単一胚盤胞移植におけるアシステッド・ハッチング（PZD法とLASER法）の効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚仁病院　産婦人科　○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中　亜希

P－220．患者年齢，採卵数，移植胚の質の比較による選択的単一・胚盤胞移植の条件に関する検討

　広島大学　医歯薬総合研究科　病態制御医科学（産婦人科）　○原　　鐵晃，楠田　朋代，豊福　　彩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香月　孝史，工藤　美樹

P－221．当科における凍結胚盤胞移植の個数と多胎

　　　　　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院　産婦人科　○渋谷　伸一，青葉　幸子，佐藤　和文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉

P－222．胞胚期到達胚における前核期形態と分割期形態の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木レディスホスピタル　○辻　　敏徳鈴木　康夫

P－223．形態不良胚盤胞の凍結融解胚移植の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○鈴木美那子，宇津内陽子，平田　　麗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下陽子，羽原俊宏，林　伸旨

P－224．選択的単一胚盤胞移植における胚の形態評価と妊娠率の関係

　　　　　トヨタ記念病院　不妊センター　ジョイファミリー　○吉井久美子，西尾　永司，日比　博子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早川　美奈，森脇　崇之

P－225．凍結胚盤胞移植におけるAssisted　hatching（AH）適応基準の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○菊池　理仁，内山　一男，青野　文仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑山正成，寺元章吉，加藤修

P－226．胚盤胞における栄養膜細胞の均一性と妊娠率との関連

　　　　　　　　　　　　　竹内病院　トヨタ不妊センター　○石井　美都，平林　由佳，佐橋　愛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　奈美江，山口　　恵，俵　　史子

　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　医学部　産婦人科　　金山　尚裕
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P－227．βhCG精密測定による透明帯除去胚盤胞移植の有用性評価

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○寺元　章吉，内山　一・男，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　文仁，青山　直樹，家田　祥子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川　則子，桑山　正成，加藤　　修

P－228．単一凍結融解胚盤胞移植における血中βHCG値の解析と妊娠予後の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○松浦　俊樹，勝股　克成，瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末吉　智博，奥野　　隆，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　裕二，渡邉　芳明，貝嶋　弘恒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　日本大学駿河台病院　産婦人科　　長田　尚夫

P－229．分割胚の緩慢凍結一融解後にみられるCen－fusionの誘発因子に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○大津加奈子，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永渕　　美，西垣　明実，拝郷　浩佑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

P－230．Vitri丘cation法による分割期胚凍結融解移植の臨床成績

　　　　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○泊　　博幸，詠田　由美，本庄　　考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守田　道由

P－231．凍結4細胞期胚の融解後の移植時期の検討

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○鍬田　恵里，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，赤星　孝子，馬原　千春

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

P－232．桑実期から拡張期胚盤胞までの胚におけるガラス化保存法と緩慢凍結法の比較一第2報一

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○鍬田　恵里，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，赤星　孝子，馬原　千春

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

P－233．ホルモン補充周期融解胚移植における子宮血流の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○羽原　俊宏，吉岡奈々子，定本　幸子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　伸旨

P－234．プロナーゼ透明帯全周非薄法による凍結融解胚移植の成績

　　　　　　　　　　　　倉敷成人病センター　不妊治療部　○本山　洋明，藤井　好孝，遠藤　雄史

P－235．Cryotopを用いたガラス化保存MII卵子における紡錘体および染色体の解析一ウシモデルを用

　　　　いた安全性評価試験一

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青山　直樹，桑山　正成，家田　祥子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木麻紀子，寺元　章吉，加藤　　修

P－236．卵巣凍結保存に対する基礎的研究

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　医学部　産婦人科　○斉藤寿一郎，津田　千春，井埜まり絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷内　麻子，石田　恵理，代田　琢彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

P－237．凍結融解マウス卵巣組織の乳腺への移植に関する検討
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　　　　　　　　　　　　横浜市立大学　医学部　産婦人科　○池田万里郎，小林　由佳，千木野みわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　　茂，細川真理子，高島　邦僚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片岡　尚代，石川　雅彦，榊原　秀也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平原　史樹

　　　　　　　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　　佐藤　嘉兵

P－238．受精率と妊娠成立の関連性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　西村ウイメンズクリニック　○藤田　智久，松井　有紀，鳥居　正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村　　満

P－239．生殖補助医療により導かれた高齢妊娠・分娩の検討

　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター・産婦人科　○真野由紀雄，菅沼　信彦，萩倉　祥一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原　辰夫，大須賀智子，久野　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　充彰，若原　靖典，柿原　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊原　重久，鈴木　範子，篠原　宏枝

P－240．当院における高齢患者に対するART治療の検討

　　　　　　　　　　　　　生長会　府中のぞみクリニック　○半田　雅文，浜井　晴喜，塩田　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長井　陽子，桑田　　愛，高田　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥井　　静，奥島　美香，八木佳奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文野多江子，繁田　　実

P－241．体外受精一胚移植治療における年齢による既往回数別妊娠率の検討

　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科　○北村　　衛，福田　雄介，松江　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，宗　　晶子，片桐由起子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前村　俊満，竹下　直樹，森田　峰人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海

　東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター　　渋井　幸裕，安部　裕司，佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永尾　光一，三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　花岡嘉奈子，田宮　　親

P－242．当院における年齢別ART治療成績の検討

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○板垣　和子，武内　裕之，北出　真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地　　盤，島貫　洋人，熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野　孝満，小林　優子，木下　勝之

P－243．IVF－ETにおける40歳以上の不妊患者の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　産婦人科　○林　　篤史，森　久仁子，山下　能毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅野　正子，森鳥　祥子，後山　尚久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植木　　實

P－244．高年齢婦人における卵胞発育と血清エストラジオール値の関係

　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　産科婦人科　○鈴木　達也，柴原　浩章，小田切幸平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森松友佳子，菊池久美子，平野　由紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高見澤　聡，鈴木　光明

P－245．体外受精8細胞期胚におけるFISHによる異数体検出の有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　産婦人科　○清水　聖子，浜谷　敏生，杉山　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神田　聡子，高木耕一郎，太田　博明
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P－246．顕微授精による妊娠の羊水染色体検査について

　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所　発生・生殖部門　○澤井　英明

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　　霞　　弘之，堀内　　功，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

P－247．当科における多胎妊娠防止の試みと多胎妊娠症例の背景の解析

　　　　　　　　　　　　　東京大学　医学部　産科婦人科　○大石　　元，廣田　　泰，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本　晃久，和田　　修，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井なぎさ，百枝　幹雄，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治，武谷　雄二

P－248．体外受精一胚移植妊娠例における胎芽心拍動確認後の流産に関する検討

　　　　　　　　　　　琉球大学　医学部　女性・生殖医学　○神山　　茂，銘苅　桂子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照屋　陽子，金澤　浩二

P－249．当科におけるART後の分娩症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院　産婦人科　○吉越信一，舟本　　寛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　康夫，中野　　隆

P－250．ARTにおける一・卵性双胎の発生頻度の検討～予防は可能か？～

　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○吉岡　尚美，江頭　昭義，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，蔵本　武志

P－251．当院総合周産期母子医療センターにおけるART後多胎妊娠についての検討

　　　　　　　　　　　　　　杏林大学　医学部　産婦人科　○澁谷　裕美，酒井　　謙，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　　索，岩下　光利

P－252．不妊治療後妊娠の妊娠・分娩経過の検討

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○奥津　由記，保坂　　猛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森川　香子，土井めぐみ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤寿一郎，三室　卓久，

P－253．当院でのll年間の不妊治療後妊娠における妊娠・分娩について

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　医学部　産婦人科　○田畑　知沙，下屋浩一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筒井　建紀，天満久美子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　　正，坂田　正博，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　雄二

P－254．当院におけるARTの治療成績と妊娠・出産例の予後

　　　　　　　　　　　　　　　　松戸市立病院　産婦人科　○中村　裕美，橋本　和美，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田巻　勇次，高森　貴恵，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水久美子，伊澤　美彦

P－255．体外受精により出生した児の発育調査

　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○杉本　　到，伊藤久美子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡江里奈，高橋　典子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　純，北村　誠司，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新町クリニック　　片山恵利子

P－256．体外受精・胚移植における排卵誘発（Long法）での卵巣嚢腫形成時の臨床成績

　　　　　　　　　新潟大学　医歯学総合病院　産科婦人科　○鈴木　美奈，竹山　　智，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加嶋　克則，藤田　和之，田中　憲一

P－257．卵巣嚢腫切除術が体外受精の治療成績に与える影響に関する検討

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科　○浅田　弘法，内田　　浩，橋場　剛士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，久慈　直昭，浜谷　敏生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院　産婦人科　　大石　美穂，廣田　陽子，中野眞佐男

P－258．未分化胚細胞腫治療後の黄体化未破裂卵胞症候群に対しIVF－ETが有効であった一例

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　産婦人科　○杉山　智子，清水　聖子，神田　聡子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜谷　敏生，高木耕一一郎，太田　博明

P－259．乳癌術後症例に対するARTの経験

医療法人アイブイエフ詠田クリニック

P－260．体外受精後に発生した上皮性卵巣癌の4例

　　　　　　熊本大学大学院　医学薬学研究部　産科学分野

熊本大学大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野

○本庄　　考，詠田　由美，泊　　博幸

　守田　道由

○内野貴久子，岩政　　仁，角田

　岡村　佳則，本田　律生，大場

　岡村　　均

　大竹　秀幸，田代　浩徳，片渕

か

隆

み

秀隆

P－261．体外受精施行時に極端な子宮内膜の菲薄化が認められエストロゲン代謝異常が疑われた1症例

　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学　産婦人科　○藤原　睦子，木村　文則，竹林　浩一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋健太郎，野田　洋一

P－262．経膣的採卵時の静脈麻酔薬プロポフォールは卵胞液中にいつ，どれだけ移行するか

　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター

　　　　　　総合周産期母子医療センター　周産期麻酔部門　○田村　美貴，照井　克生，辻原　寛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島本　博子

　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科　　松岡　菊美，伊藤　宗毅，高井　　泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤正博，林　直樹，竹田　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阿久幸子，小笹　尚子，松本　香子

P－263．採卵後の骨盤内感染の3症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院　○山口　　隆，山城　千珠，東梅　久子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古屋　　智，加藤　賢朗

P－264．IVF－ETに用いたET　tubeの細菌培養結果とIVFの成績についての検討

　　　　　　　　　　　　　　山梨大学　医学部　産婦人科　○森松　依子，鈴木真梨子，笠井　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島　　　崇，島津由加里，和田麻美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅　麻喜，星　　和彦

P－265．当院ラボにおけるリスク発生防止の為の取り組の実態

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○橋本早百合，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，鍬田　恵里，赤星　孝子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬原　千春，中野　絵梨，羽太三保子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田　香織，立川　陽子，熊谷恵理子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福嶋貴美代，藤原　圭子
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P－266．ラボ用バッテリー式非常電源

　　　　　　　　　　　　　　　　田宮クリニック産婦人科　○田宮

　　　　　　　　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　安部

　親

裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕
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D会場

　精子・男性不妊・卵子・他

〔演題P－267～P－331〕奇数14：30～15：30

　　　　　　　　　　　　偶数15：30～16：30

P－267．精祖細胞（Spermatogonia）の細胞学的特徴及び観察

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○馬原　千春，田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，鍬田

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

P－268．ヒト精子中に見いだされる長鎖，短鎖DNA断片の分別観察

　東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター　○兼子　　智，中川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨永英一郎，岸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　伸治，岡崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　博通

　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人石塚産婦人科　　郡山　純子

　温，永吉　　基

憲雄，田中威づみ

恵里，赤星　孝子

博之，宮地　系典

郁子，北岡　芳久

雅子，高松　　潔

P－269．精巣へのiηηiηo遺伝子導入による精子形成細胞特異的な外来遺伝子の発現の検討

　　　　　　　　　　　　　　山梨大学　医学部　産婦人科　○鈴木真梨子，正田　朋子，平田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　和彦

P－270．エレクトロポレーション法による蛍光蛋白発現精子の作製

　名古屋市立大学大学院　医学研究科　腎・泌尿器科学分野　○窪田　裕樹，郡　健二郎

　　　Department　of　Pharmacology，　University　of　Oxford．　　Hibbitt　OUvia，　Coward　Kevin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parrington　John

　　　　　Royal　Veterinary　College，　University　of　London．　　Prathalingam　Nilendran

　　　　Institute　of　Zoology，　Zoological　Society　of　London．　　Holt　WHHam

P－271．Y精子の可視化の基礎的研究

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○田中威づみ，田中　　温，永吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，竹本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里

　　　　　　神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　　楠　比呂志

　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第2　　渡邉　誠二

P－272．ハムスター精子の超活性化におけるプロゲステロンの影響

　　　　　　　　　　　　　　　濁協医科大学　産科婦人科　○野口　崇夫，三ツ矢和弘，北澤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　憲之

　　　　　　　　　　　濁協医科大学　生理学（生体制御）　　藤ノ木政勝

P－273．マウス精巣内のセルトリ細胞におけるTCTP遺伝子の発現の基礎的検討

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　○霞　　弘之，小森　慎二，香山

P－274．宇宙環境がライディッヒ細胞のテストステロン生合成に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　名古屋市立大学　医学部　泌尿器科　○金子　朋功，神谷　浩行，矢内

修司

基

一

　

洋

正文

浩二

良昌
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西原　恵司，窪田　泰江，池内　隆人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木昌一，郡　健二郎

P－275．精漿内DNA量を指標とする精巣機能評価

　　　　　　　　　　明治薬科大学　薬学部　生体機能分析　○小林　健介，片山　昌勅，松田　兆史

　東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター　　兼子　　智，中川　博之，宮地　系典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨永英一郎，岸　　郁子，北岡　芳久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　伸治，下川　理世，畠　　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　雅子，高松　　潔，石川　博通

P－276．特発性男性不妊症患者の精巣組織に発現するDMC1（4isγμρfe4ητe∫ofic　cDN二Aヱ）遺伝子のスプラ

　　　　イシングバリアントの解析

　　　　　　金沢大学　大学院　医学系研究科　泌尿器科学　○鈴木ひろみ，松井　　太，山本　健朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Choi　Jin，前田　雄司，高　　栄哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並木　幹夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

P－277．幼若，成熟ラットでの閉塞性無精子症モデルにおけるeNOS，　iNOSの精巣内発現に関する免疫組

　　　　織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　泌尿器科　○近藤　　有，山口　耕平，合田　上政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場　健史，藤澤　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸赤十字病院　　辻　　　功

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新須磨病院　　稲葉　洋子

P－278．マウス雄性生殖器官特異CD52の同種免疫に関する検討

　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　医学部　産科婦人科　○伊藤　宏一，小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　　長谷川昭子，澤井　英明

P－279．若年男性の生殖機能に関する疫学調査一不妊症予備軍の検討一

　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科学　○野澤資亜利，吉池　美紀，馬場　克幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，西田　智保，岩本　晃明

P－280．精液検査標準化ガイドラインに基づいたCD－ROMによる精液検査のQuality　control結果につ

　　　　いて

　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科学　○吉池　美紀，野澤資亜利，岩本　晃明

P－281．男性不妊症外来における超音波検査の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　天神つじクリニック　○成吉　昌一一，辻　　祐治

P－282．塩酸clonidine，　L－argin6ne負荷試験およびinhibin　B値による特発性造精機能障害の鑑別診断と

　　　　塩酸clonidine，　L－arginiineによる男性不妊症の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　泌尿器科　○寺田　央巳，麦谷　荘一，大園誠一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新保　　斉

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　産婦人科　　大塚　篤史，金山　尚祐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　　寺尾　俊彦

P－283．炎症性腸疾患と男性不妊

　　　　　　　　　　　　　　帝京大学　医学部　泌尿器科　○丸山　　修，岡田　　弘，西尾浩二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　恵介，吉井　　隆，芦沢　好夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗原　浩司，磯谷　修司，上山　　裕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井手　久満，武藤　　智，堀江　重郎

P－284．精巣腫瘍を発生した男性不妊症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　泌尿器科　○菅藤　　哲，高橋　勝治，荒井　陽一

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　　中村　聡一，立花　眞仁，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　節，岡村　州博

P－285．不妊症治療中および不妊症を主訴に診断された精巣癌5例の検討

　　　　　　　横浜市立大学付属市民総合医療センター病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器・腎移植科　○服部　裕介，斎藤　和男，野口　和美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪田　吉信

　　　　　　　　　　　　　　　大口東総合病院　泌尿器科　　鈴木康太郎

　　　　　　　　　　　　　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科　　湯村　　寧

　　　　　　　　　　　　　社会保険相模野病院　泌尿器科　　佐藤　和彦

　　　　　　　　　　　　横浜みなと赤十字病院　泌尿器科　　岩崎　　皓

P－286．男性不妊症を契機に診断された先天性副腎過形成の2例

　京都大学　大学院医学研究科　器官外科学　泌尿器病態学

　　　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院　泌尿器科

　　　　　　　　国立病院機構京都医療センター　泌尿器科

　　　　国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター

P－287．精索静脈瘤患者の精液所見とROS検出率

　　　　　　　　　　　　　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科

　　　　　　　　　横浜市立大学　医学部　泌尿器科病態学

　　　　　　　　　　　　　社会保険相模野病院　泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　横浜赤十字病院　泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院　泌尿器科

P－288．精索静脈瘤結紮術における手術成績の検討

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学

○杉野　善雄，西山

　高橋　　毅，小川

　大久保和俊

　奥野　　博

　臼井　　健，島津

○湯村

藤
田
藤
崎
川

斎

窪
佐
岩
広

　寧

和男，小川

吉信

和彦

　晧

　信

博之，長濱　寛二

修

章

毅彦，鈴木康太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器科　○馬場　克幸，山川　克典，西田　智保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，吉池　美紀，岩本　晃明

P－289．閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術の検討

　　　　　　　　　　　　　　千葉大学　医学部　泌尿器科　○今本　　敬，納谷　幸男，小島　聡子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　　顕，鈴木　啓悦，市川　智彦

　　　　　　　　　　　　　　　高橋ウィメンズクリニック　　高橋　敬一一，佐伯　和美，西内あかね

P－290．顕微鏡下一層縫合法精管精管再吻合術における再開通不成功例の検討から

　　　　　　　　　　横浜市立みなと赤十字病院　泌尿器科　○岩崎　　晧

　　　　　横浜市立大学　大学院医学研究科　泌尿器病態学　　湯村　　寧，菅野ひとみ，小川　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　和男，佐藤　和彦，窪田　吉信

P－291．不妊を契機に発見された両側停留精巣による無精子症の2例

　　　　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院　泌尿器科　○塚本　　定，遠藤　文康，宮崎　　淳

P－292．クロミフェン療法が著効した高度乏精子症の一例

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○山川　克典，馬場　克幸，西田　智保



　128（270）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，吉池　美紀，岩本　晃明

P－293．男性不妊症に対する漢方薬OGherb製剤の効果

　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　医学部　産婦人科　○森鴬　祥子，後山　尚久，細谷　俊光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　久仁子，山下　能毅，植木　　實

P－294．精巣腫瘍に対する化学療法後の無精子症患者におけるtesticular　sperm　extraction（TESE）の経

　　　　験

　　　　　　　　　　　　昭和大学　藤が丘病院　泌尿器科　○坂本　英雄，太田　道哉，井上　克己

　　　　　　　　　　　　　　昭和大学　医学部　泌尿器科　　斉藤　克幸，七条　武士，小川　良雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　英機

P－295．クラインフェルター症候群に対する顕微鏡下精巣内精子採取術の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　泌尿器科　○公平　直樹，国枝　太史，宇都宮紀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田　修史，青山　輝義，井上　幸治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺井　章人

　　　　　　　　　　　　　　　　　京都桂病院　泌尿器科　　市岡健太郎

　　　　　　　　　　　　　　京都大学附属病院　泌尿器科　　西山　博之

P－296．クラインフェルター症候群患者の精子回収率ならびに妊娠・出産成績

　医療法人社団レディースクリニック京野　京野リプロダクションリサーチセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○西中千佳子，京野　廣一，中條友紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　志麻，佐々木幸子

P－297．精子受精能評価法としてのスイムアップ検査

　　　　　　　　　荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○北村　誠司，伊藤久美子，恵中　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡江里奈，鈴木　雅美，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　到，高橋　典子，杉山　　武

P－298．凍結ハムスター卵子を用いたハムスターテストの検討

　　　　　　　　　　　　医療法人三秀会　中央クリニック　○影山　修平，高橋　和政，鈴木　香織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林明美，田口敦，小川修一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本山　光博

P－299．ウシ卵を用いたヒト不妊症例精子中心体機能測定

　　　　　　　　　　　　　　東北大学　医学部　産婦人科　○吉本　知子，寺田　幸弘，中村　聡一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　　調，森藤　ゆき，村上　　節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博

P－300．単層密度勾配遠心法による精子調整法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　蒲郡市民病院　産婦人科　○佐藤　英子，保條　説彦

　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　産婦人科　　浅井　光興，森　　稔高，若槻　明彦

P－301．新しい精子調製法であるSperm　Sorterについて

　　　　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科　○柴田大二郎，黒土　升蔵，岸上　靖幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，下村　裕司，原田　統子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬　　明，安藤　寿夫，吉川　史隆

　　　　　　　　　　名古屋大学　医学部附属病院　検査部　　鈴木　　雅

　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　細胞生物物理学　　成瀬　恵治

P－302．精子調製法の違いによるART成績の比較検討
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　　　　　　　　　　　　　　　西村ウィメンズクリニック　○松井　有紀，藤田　智久，鳥居　正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村　　満

P－303．逆行性射精による男性不妊に対する治療経験

　　　　　　　　　　　　　　東邦大学　医学部　泌尿器科　○片岡　和義，工藤　貴正，吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永尾　光一・，三浦　一陽

P－304．射精障害による男性不妊症例の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　健保連大阪中央病院　泌尿器科　○山中　幹基，山本　圭介，野間　雅倫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福本由美子，竹山　政美

　　　　　　　　　　　　　　健保連大阪中央病院　婦人科　　坂井　昌弘，前田　隆義

　　　　　　　　　　　　健保連大阪中央病院　中央検査部　　内野　義彦，小林　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　箕面市立病院　泌尿器科　　古賀　　実

　　　　　　　　　　　　　　大阪大学　医学部　泌尿器科　　辻村　　晃，奥山　明彦

P－305．電気射精法の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学　泌尿器科　〇六車　光英，日浦　義仁，松田　公志

P－306．IIEF（国際勃起機能スコア）を用いた男性不妊症患者の性機能評価

　　　　　　　　　　富山医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○明石　拓也，渡部　明彦，水野　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

P－307．勃起障害（ED）による男性不妊症症例の検討

　　　　　　　　　　昭和大学　横浜市北部病院　泌尿器科　○佐々木春明，島田　　誠

　　　　　　　　　　　　昭和大学　藤が丘病院　泌尿器科　　坂本　英雄

　　　　　　　　　　　　　　昭和大学　医学部　泌尿器科　　吉田　英機

P－308．男性不妊症患者における男性更年期障害症状の調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　京都桂病院　泌尿器科　○市岡健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　倉敷中央病院　泌尿器科　　寺井　章人

　　　　　　　　　京都大学大学院　医学研究科　泌尿器科　　西山　博之，大久保和俊，小川　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　泌尿器科　　伊藤　直樹

P－309．松果体におけるLH／CGリセプターの発現

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○保坂　　猛，伊藤　正則，三室　卓久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

P－310．卵巣機能障害とストレス反応機構異常：新しい検査法としての唾液コルチゾール日内変動の重

　　　　要性

　　　　　　　　　　　　　　　ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄

P－311．排卵誘発に苦慮した頭蓋咽頭腫術後の汎下垂体機能低下症の1例

　　　　　　名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学　○後藤　真紀，岸上　靖幸，下村　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田大二郎，原田　統子，岩瀬　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　寿夫，吉川　史隆

P－312．子宮腺筋症を合併したモザイク型ターナー症候群の1症例

　　　　　　　　　　　　　国立成育医療センター　婦人科　○河内谷　敏，藤井絵里子

　　　　　　　　　　　国立成育医療センター　不妊診療科　　堀川　　隆，伊藤めぐむ，黄木　詩麗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，齊藤　英和

P－313．原発性無月経症患者の骨代謝改善に対するビスフォスフォネート製剤の効果
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　　　　　　　　　豊橋市民病院　不妊センター・産婦人科　○萩倉　祥一，菅沼　信彦，中原　辰夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀智子，真野由紀雄，久野　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　充彰，若原　靖典，柿原　正樹

P－314．早発卵巣不全における排卵症例の検討

　　　　　　　　　　　　慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　○荒瀬　　透，丸山　哲夫，杉浦　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　政徳，長島　　隆，升田　博隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　　浩，浅田　弘法，岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

P－315．POF（早発卵巣不全）妊娠4症例の検討

　　　　　　　　　　　　　医療法人成田育成会　成田病院　○都築　知代，辰己　佳史，佐藤真知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤知華子，上條　浩子，山田　礼子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沢　政巳，成田　　牧

　　　　　　　　　レディースクリニック　セントソフィア　　浅井　正子

P－316．マウス未受精卵における遺伝子発現プロファイルの加齢的変化

　　　　　　　　　　　　慶礁義塾大学　医学部　産婦人科　○浜谷　敏生，久慈　直昭，丸山　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　産婦人科　　太田　博明

　　米国国立衛生研究所内　国立加齢研究所　遺伝学研究室　　洪　　　実

P－317．均衡型相互転座保因者における染色体の分離様式の推定

　　　　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里

P－318．ヒト卵子・受精卵におけるH1タンパク発現と精子核膨化における役割

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科　○水澤　友利，久慈　直昭，吉田　宏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　　守，末岡　　浩，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学　医学部　微生物学　　芝　　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院　産婦人科　　田中　雄大

P－319．ヒト卵細胞質に出現するlipofuscin　body；1）卵胞液中の特定アミノ酸濃度低下との関与，2）良好

　　　　胚選別法としての有用性

　　　　　　　　　　　お茶の水女子大学　人間文化研究科　○大月　純子，千葉　和義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井クリニック　　永井　　泰

P－320．卵胞期の長さと黄体機能の関係について

　　　　　　　　東邦大学医療センター大橋病院　産婦人科　○岩城　知子，豊岡理恵子，小野寺高幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清木　孝之，川村　　良，小倉　久男

P－321．ヒト自然排卵周期における卵巣血行動態解析

　　　　　　　　　　　　　　　金沢医科大学　産科婦人科　○広崎奈津子，早稲田智夫，藤井　亮太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧野田　知

P－322．ヒト卵巣における17β一hydroxysteroid　dehydrogenase　type4の役割

　　　　　　熊本大学大学院　医学薬学研究部　産科学分野　○永吉裕三子，大場　　隆，宮原　　陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

　　　　　熊本大学大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野　　田代　浩徳，片渕　秀隆

●

●

●

●

●

■

●
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P－323．Letrozol使用における卵胞液中のtestosterone濃度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩城産婦人科　○岩城　雅範山川　圭介，東川　博子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩城留美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗南病院　　金沢　朋扇，逸見　博文，東口　篤司

P－324。ヒト卵丘細胞卵子複合体（COC）の成熟に及ぼすFSHプライミングの意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○熊迫　陽子，佐藤千賀子，大津　英子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　　　　　広島大学　大学院　生物圏科学研究科　　島田　昌之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック　　森　　崇英

P－325．マウス胚初期発生におけるボスホリパーゼCゼーターの核移行

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　医学部　産婦人科　○曽根　淑恵，熊切　　順，武内　裕之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　第二生理学　　伊藤　昌彦，白川　英樹，鹿野　朝秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎　俊一

P－326．マウス胚盤胞におけるGnRH－1アナログのアポトーシス抑制因子としての役割

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　産婦人科　○佐々木満枝，河村　和弘，清水　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　　淳，田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　医学部　保健学科　　児玉　英也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄勝中央病院熊谷仁

P－327．願粒膜細胞のアポトーシスの頻度についての検討

　　　　　　　　　　　　岩手医科大学　医学部　産婦人科　○吉崎　　陽，小見　英夫，昆　　理子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　　徹

P－328．若年型願粒膜細胞腫術後に初経発来した16歳女子の一一例

　　　　　　　　　　　　母子愛育会　愛育病院　産婦人科　○佐藤　英貴，中林　正雄，安達　知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　摂子，山口　俊一，桧垣　　博

P－329．卵巣過剰刺激施行前周期における経口避妊薬使用の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　松戸市立病院　産婦人科　○橋本　和美，田巻　勇次，金子　透子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　裕美，高森　貴恵，扇　　りか

P－330．遠赤外線を併用した80妊娠例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アモルクリニック　○児島　孝久

P－331．遠赤外線療法（サンビーマー司の効果と思われるART反復不成功例における妊娠例

　　　　　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○浅田　義正，佐々木美緒，清水　　望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北坂　浩也，吉村　友邦，太田　亜希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　真弓，服部久美子，永井　利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長嶋有希子，立木　　都，園原めぐみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽柴　良樹

P－332．低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の臨床的検討

　　　　　　　神戸大学大学院　医学系研究科　腎泌尿器科　○大場　健史，合田　上政，山口　耕平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　　有，藤澤　正人
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50周年記念講演1

生殖医療と「人間圏」一未来のための選択

●

城西国際大学

伊　藤　晴　夫

●

●

●

●

　2年前の本学会で，「生殖医療倫理を考える」と題する会長講演をさせていただきました．この時，松井孝

典教授（比較惑星学）が提唱された「人間圏」の考えを基本の一つにいたしました．ある出版社より松井

教授との対談本（「人間圏」の未来一生殖医療と性一）が2ヶ月ほど前に単行書として上梓されました．そ

の中に述べられたことも含めてお話させて頂きます．

　生殖医療は急激に発展してきたため，現時点において解決すべき問題，方向付けを明確にしておくべき

点をたくさん抱えている．本邦では根本から考えずに個々の問題に対症療法的に対処してきたきらいが

あった．生殖技術は人類の将来に対しても甚大な影響を与えるので今から将来を見通して考えていくべき

である．

　素人ではあるが私なりに三つの原則を考えてみた．それは，1＞黄金律「隣人を自分のように愛しなさい」

である．この西洋で積み重ねられてきた倫理に関する考えは今後とも充分参考になるし，東洋（論語）の

言葉「人からされたくないことは，自分からも人にしないことだ」も同じ意味をもつ．2）科学・技術は積

極的に取り入れる．人類は狩猟採集から農耕牧畜という生き方を始めたことにより「生物圏」から飛び出

し「人間圏」を作った．ここで実験をしながら生きることを既に選択してしまっているためである。ただ

し，人間圏を崩壊させるような濫用に対する歯止めが必要なことは当然である．3）生殖補助医療の結果は

子供が負うので子供の福祉を第一に考える．

　以上よりクローン胚研究，配偶子の提供，代理懐胎，死後生殖，着床前診断などは否定的に捉える必要

はないと考える．これらは人間圏の崩壊というか，人類の存続には直接結びつかない．ただし，商業主義

と優性思想の排除が重要な問題となる．これに対して，受精卵の遺伝子工学は，いわゆる「超人間」ある

いは「人間後の人間」の出現の可能性を秘めている．生命科学・生殖医療の進歩が人類の福祉・存続を損

なわないようにしなければならない．

　生殖医療の倫理といっても，つまるところは社会の倫理であり，その技術を適正に使用し悪用を避けら

れる世の中をつくることが大切である．リチャード・ヘアの言葉に，「ある状況において人が倫理的に選択

しなければならない行為とは，その状況において選択可能な行為のなかで関係者全体にとって最善の結果

をもたらすような行為である」がある．このような選考功利主義的な考えが，建設的で有用であるように

考える．この「選択」の前提として，日本不妊学会などの不妊治療に関係する学会（また大学など）が，

生殖補助医療とその問題点あるいは将来の人類に与える影響などについて市民に対して情報を開示する

ことが重要だと思う．その上で，一般の人を巻き込んだ世論が形成され，最終的には市民が意思決定する

ような社会が望まれる．
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50周年記念講演2

Ethical　Issues　in　Biomedical　Publications

Chairman　of　Scien面c　Program　Committee，

International　Federation　of　FertHity　Societies

Roger　Kempers

●

　　Biomedical　journals　exist　fbr　the　purpose　of　reporting　accurate　and　important　scient茄c　information．　In

the　process　of　publishing　th．ese　reports，　important　ethical　issues　arise　ill　both　the　research　and　the　edito・

rial　communities．　These　issues　can　be　grouped　into　four　general　categories：authorship，　peer　review，　du－

plicate　or　repetitive　pubhcations，　and　con且ict　of　interest．

　　Issues　of　authorship　include　multiple　authorship，　criteria　for　authorship，　guest　or　honorary　authorship，

order　of　authorship　and　credit　for　those　contributing　but　not　qualifying　for　authorship．

　　Peer　review，　although　imperfect，　assists　in　the　journals　efforts　to　pubUsh　what　is　valid．　In　this　process，

the　ethical　issues　involved　include　confidentiality　of　the　manuscript，　potential　bias　by　reviewers　and　edi－

tors　and　conflict　of　interest　among　reviewers．

　　Duplicate　or　repetitive　publication　involves　the　reporting　of　the　same　infbrmation　more　than　once．　This

wastes　the　resources　of　the　journals　and　can　distort　the　importance　of　the　reports　by　confOunding　data

for　subsequent　analysis．

　　Conflict　of　interest　issues　may　arise．　The　judgements　of　investigators　and　reviewers　may　be　influenced

by　financial　or　personal　considerations．　This　has　the　potential　of　seriously　damaging　the　integrity　of　both

the　authors　and　the　journal．

　　Increased　awareness　of　the　numerous　ethical　issues　mvolved　wHl　help　all　of　those　involved　in　the　proc－

ess　to　take　a　more　active　role　in　promoting　and　enforcing　high　ethical　standards　in　biomedical　publishing．

6

●

●

■

●

●
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50周年記念講演3

Social　Implications　of　Embryo　Cryopreservation

●

●

The　Howard　and　Georgeanna　Jones　Division　of

Reproductive　Endocrinology　and　In］』rtUity

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics

Johns　Hopkins　University　School　of　Medicine

Baltimore，　Maryland，　USA

Edward　E．　Wallach

’

●

●

●

　　InfertUity，　estimated　to　aff旺ct　10－15％of　an　couples　of　reproductive　age　in　the　United　Sates，　is　increas－

ingly　treated　with　in　vitro　fertUization（IVF）．The　most　recent　figures　from　the　Centers　fbr　Disease　Con・

tror　s　Society　of　Assisted　Reproductive　Technologies（SART）website　report　that　lO7，5871VF　cycles

were　perfbrmed　in　the　US．　in　2001　alone，　a　66％increase丘om　1996．　Since　the　modern　practice　of　IVF

often　produces　more　embryos　than　can　be　transferred　to　an　infertile　woman　in　one　cycle，　the　additional

embryos　are　usuany　cryopreserved　for　potential　delayed　transfer。　As　of　2002，　there　were　over　400，000

embryos　maintained　irl　American　fertHity　centers．　The　number　of　cryopreserved　embryos　wal　likely　in・

crease　in　the　future　with　the　continuation　of　two　trends：1）the　increasing　success　of　ovarian　stimulation

protocols　and　IVF　pregnancy　rates；and　2）the　decreasing　number　of　embryos　transferred　back　to　infer－

tne　patients　in　an　attempt　to　minimize　multiple　pregnancies．　The　absence　of　regulations　on　the　duration

of　embryo　storage　wUl　also　contribute　to　the　cumulative　number　of　embryos　in　storage，　This　predicament

raises　sign苗cant　ethical，　legal，　and　social　issues　and　poses　a　mult血ceted　public　policy　dnemma．　The　im・

pact　of　maiIltaining　embryos　in　storage　inescapably　impacts　the　dynamics　of　the　marital　relationships　of

thousands　of　couples　who　depend　upon　IVF　fbr　treatment　of　infert丑ity．　Despite　the　widespread　practice

of　embryo　cryopreservation，　the　impUcations　of　embryo　storage　for　the　individuals　involved　and　fbr　soci－

ety　at　large　have　not　been　extensively　researched　in　an　integrated　manner．　Thus　there　remains　a　poor

understanding　of　what　factors　strategicaUy　deUneate　and　alter　couples’dispositional　decisions．　Data　de・

rived　from　large　multi・center　studies　are　required　to　evaluate　the　consequences　of　cryopreservation　and

to　develop　more　standardized　evidence－based　poHcies　to　assist，　prepare，　alld　manage　couples　who　plan　to

or　who　already　maintain　embryos　in　cryopreservation．

●

●
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教育講演

エストロゲン受容体の遺伝子発現制御の分子機構

東京大学・分子細胞生物学研究所

ERATO，科技団

加　藤　茂　明

●

　合成エストロゲンの一種であるSERMは，組織特異的にアゴニスト／アンタゴニスト作用を発揮するこ

とで，骨粗しょう症等の更年期以降の病態改善薬として，現在大変脚光を浴びている．SERMは，エスト

ロゲンレセプター（ER）を介し，その作用を発i揮すると考えられている．　ERは，核内受容体（NR）スー

パーファミリーの一員であり，リガンド誘導性転写制御因子として機能することで，そのリガンドの信号

を遺伝情報に伝達し，標的遺伝子群の発現を転写レベルで制御する．ERを含めた核内レセプターは，通常

レセプターN末端（AF－1＞とC末端（AF－2）領域に転写促進領域を有する．核内レセプターのリガン

ド依存的転写制御を，基本転写装置と共におこなう際，レセプターヘリガンド結合依存的に相互作用する

核内因子群が見出されている．これら核内因子群は転写共役因子とよばれ，複数種の巨大複合体として存

在することが示されている．更にこれら転写共役因子は，2つに大別され転写促進に作用するコアクチベー

ターと抑制的に作用するコリプレッサーが存在することが知られている．またこれら転写共役因子は核内

巨大複合体として存在することがわかっている．従って，SERMはこれら複合体群とレセプターとの直接

的な相互作用を変えることで，アゴニスト／アンタゴニスト活性を規定するものと予想されるようになっ

た．本講演では，これら複合体の種類と機能を概観するとともに，我々のERをはじめとしたNRを介し

た情報伝達のクロストークに関する知見の一部や（Science　270，1491，1995；Science　283，13171999；EMBO

エ201341，2001；Nature　423，545，2003），新たな複合体機能（MoL　Ce皿95532002；CelL　113，905，2003；

Takezawa　et　aL，　submitted）を紹介したい．

●

●

●

■

●

●
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会長講演
Ovum　Fatale

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本不妊学会　理事長・会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学大学院・医学薬学研究部・産科学分野教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　村　　　均

卵巣が女性の身体の周期を刻んでいるという，ovarian　clockという表現がある．受精に向け

て卵巣が個体を周期的な生殖行動へと向かわせ，遺伝子が時間的・空間的な旅をするための

乗り物である卵子を放出するさまに，産婦人科医になった当時の私は感動を覚えた．私に

とって卵巣は，抗い難い魅力を持つ運命の女（femme　fatale）ならぬovum　fataleであった．

19世紀末のヨーロッパ美術に登場するfemme　fataleは，虜にした男を破滅へと誘うのだが，

幸いなことに，卵巣は私のよい遊び友達であってくれたように思う．これまで約40年間，私

が卵巣と“戯れ”てきた経緯，ならびに将来への展望についてお話したい．



　　　　　　シンポジウム1～3

ノーベルファーマ・スポンサード　シンポジウム

日本オルガノン・スポンサード　シンポジウム
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シンポジウム1「卵胞発育の基礎から臨床へ」

Keynote：Oocyte　regulation　of　ovulation　quota　in　mammals

●

Department　of　Reproductive　Medicine，

University　of　California，　San　Diego　School　of

Medicine，　La　JoUa，　CA

Shimasaki　Shunichi

●

●

●

　　Genetic　causes　and　the　underlying　molecular　mechanisms　of　human　female　infertility　remain　poorly

understood．　Progress　in　this　6eld　has　been　hindered，　at　least　in　part，　by　the　lack　of　appropriate　experi－

mental　and　genetic　animal　models．　However，　recent　research　on　two　oocyte－specific　factors，　bone　mor－

phogenetic　protein－15（BMP－15）and　growth　and　differentiation　factor－9（GDF－9），have　provided　sig－

nificant　potential　for　breakthroughs　in　this　field．　Genetic　studies　have　shown　that　mutations　in　BMP－15

and　GDF－9　in　ewes　cause　increased　ovulation　rates　and　fertUity　in　heterozygotes　yet　infertHity　in　ho－

mozygous　carriers　of　the　mutations．　Studies　by　our　laboratory　have　shown　that　these　mutations　are

manifested　through　defects　in　the　processing　of　the　proproteins　of　the　factors．　A　recent　study　has　shown

that　a　mutation　in　BMP－15　also　causes　human　infertUity，　demonstrating　a　similar　critical　role　of　BMP－15

fbr　fertility　in　women．　Importantly，　since　this　mutation　occurs　in　the　proregion　of　the　BMP－15　protein，

rather　than　the　functional　mature　region，　the　human　BMP－15　mutation　must　be　manifested　by　causing　a

defect　in　the　posttranslational　processing　of　the　human　BMP－15　proprotein，　similar　to　the　mutations　in

sheep．　The　targeted　deletion　of　GDF－9　in　mice　results　in　a　similar　infertle　phenotype　as　the　GDF－9　and

BMP－15　mutant　ewes　and　women　carrying　the　BMP－15　mutation．　However，　in　contrast　to　ewes　and

women，　BMP－15　does　not　appear　to　be　necessary　for　folliculogenesis　in　mice，　based　on　the　ovarian　pheno－

type　of　BMP－15　nuU　mice．

●

　　Given　the　established　role　of　BMP－15　and　GDF－9　in　governing　the　progression　of　folliculogenesis，　we

hypothesize　that　species－specific　differences　in　the　BMP－15／GDF－9　system　are　involved　in　species－spe－

cific　determination　of　ovulation　quota　and　Utter　size．　Our　recent　data　indicate　that，　in　contrast　to　human

BMP－15，　which　is　successfuUy　processed　and　secreted，　the　mouse　BMP－15　proprotein　is　resistant　to　pro・

teolytic　cleavage．　Thus，　no　functional　mature　BMP－15　is　secreted．　Based　on　these　findings，　we　further　hy－

pothesize　that　in　monoovulatory　species　the　selection　of　dominant　fbUicles　is　precisely　controUed　by　func－

tional　mature　BMP－15；whereas　in　the　polyovulatory　mouse，　reduced　levels　of　BMP－15　fail　to　restrict

dominant　follicle　fbrmation，　aUowing　for　the　increased　ovulation　quota　and　litter　sizes．

●

　　Abetter　understanding　of　the　species－specific　determinants　of　ovulation　quota　is　likely　to　provide　bet－

ter　insight　into　particularly　elusive　aspects　of　ovarian　physiology，　and　ultimately　into　the　underlying

mechanisms　and　genetic　causes　of　human　infert趾ty．

●
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1）核内オーファンレセプター ERR－b遺伝子の始原生殖細胞発生過程にお

ける発現・機能解析

独立行政法人　産業技術総合研究所・糖鎖工学研究

センター・細胞制御解析チーム

熊本大学発生医学研究センター・器官形成部門・臓

器形成分野

光　永　佳奈枝

●

●

共同演者

熊本大学発生医学研究センター・器官形成部門・臓

器形成分野

阿部　訓也，荒木　喜美，山村　研一

基礎生物学研究所・発生生物学領域・性差生物学研

究部門／CREST

諸橋憲一郎，水崎　博文

MacGiU　University　Health　Center

Giguere　Vincent

熊本大学生命資源研究・支援センター・動物資源開

発研究部門・資源開発分野

中潟　直己

【目的】始原生殖細胞（Primordial　Germ　Cell；PGC）は，増殖・移動・ゲノム刷り込みの消去・性分化・減

数分裂・新たなゲノムの刷り込み等のイベントを通じて精子と卵子へと分化を遂げていく．しかしPGC

の発生を制御する分子機構についての知見は限られたものであり，PGCの増殖・分化に関与する遺伝子に

ついても知見が少ない．これらの分子を同定・解析することにより，PGCの特質を明らかにできると期待

されている．

【方法・結果】これまでに我々はマウスのPGC発生に関与する分子機構を知るため，　PGCを可視化したト

ランスジェニックマウスをライン化し，高純度のPGCの単離とPGC　cDNAライブラリーの作製・マイク

ロアレイの作製を行なってきた．

一方，核内レセプターは遺伝子発現の制御を通して細胞の分化や増殖に重要な役割を持っており，2000

年頃までにオーファンレセプターであるERR一β（Estrogen－related　receptor　beta）遺伝子はマウスの胚盤

胞期の胚体外に発現が限られ，ERR一β遺伝子が欠損すると胎盤形成の異常により1α5日胚で致死になる

ことが報告された（Luαet　a1，1997）．しかし諸橋らは，生殖腺に発現するDAX－1をbaitとしたYeast　two

Hybrid法の実験から胚性期の生殖巣中にERR一βが検出されることを報告した（Mizusaki　et　aL，2003）．

我々は，WISH，　SISH，　RT－PCR法，免疫組織染色法により，　ERR一β遺伝子の発現はPGCが生殖巣へ到

達する115日胚以降のPGCで特異的に発現し，雄では155日胚，雌では145日胚までに消失するという

時期特異的なパターンを示すことを明らかにした．

この結果をもとに4倍体キメラ法によりERR一β＿KOマウスの胚性致死の表現型をレスキューし，　ERR一β

●

●

●

●

■
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遺伝子のPGCにおける機能を解析した．その結果ERR一を欠損した胚ではPGCの数が対照に比べ，1／2

から1／5にまで減少していること，欠損胚では増殖を示すPGC数が少ないこと，しかし，アポトーシスを

●

●

起こした細胞数は正常胚と比べて差が無いことがわかった．レスキューされたERR一βノックアウトマウ

スは成体まで発生し，雄では妊性があることを確認した．さらに生後10日目以降の雌雄マウスは旋回行動

や後退歩行などの行動異常を示すことがわかった．ERR一β遺伝子は，マウスの始原生殖細胞の増殖に関与

すると考えられるが，ホモマウス成体の精巣，卵巣には生殖細胞が存在するため，これらの器官での生殖

細胞の増殖には必須ではないと考察する．

【結論】ERR一βは胎盤形成にのみ重要な役割をもつ遺伝子であるとされていたが，本研究によりこの遺伝

子は始原生殖細胞の増殖に働くことが明らかとなり，この遺伝子が当初考えられていたよりも幅広い生命

現象に関与していることを明らかにした．

●

●

●

●
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2）ヒト初期発育卵胞におけるリラキシンの卵胞成熟作用

福岡大学・医学部・産婦人科学

城　田　京　子

●

共同演者

福岡大学・医学部・産婦人科学

井上　善仁，瓦林達比古

福岡大学・医学部・生化学

立石カヨ子

●

【目的】リラキシン（RLX）は卵巣から分泌されるペプチドホルモンの一つであり，多くの組織で細胞増殖

と分化を制御する働きをもつことが知られているが，ヒト初期発育卵胞における作用に関しては，これま

で報告されていなかった．一方で，リラキシンレセプターは長年の間不明であったが，ゲノム解析により

Leucine－rich　repeat－containing　G　protein－coupled　receptor（LGR）とよばれる，特徴的な構造をもったレ

セプターが，これまでに知られていたFSH，　LH，　TSHレセプターのほかに新たに5つ，　orphan　receptor

として見いだされ，このうちLGR7がリラキシンレセプターである事が明らかになった．そこで，ヒト初

期発育卵胞におけるリラキシンの作用，さらに，初期発育卵胞におけるリラキシンおよびLGR7の局在を

検討した．

【方法】インフォームドコンセントを得て，正常月経周期にある患者（n＝14）から，手術中に正常卵巣皮

質組織を生検し，これを小切片としたものを組織培養した．この時，培養液にRLXを加えないグループと

RLXを加えるグループの2つに分けて培養し，7日後に組織に含まれる原始卵胞，1次卵胞，2次卵胞の数

を，数えられた卵胞の総数で割り百分率で表して評価した．また，初期発育卵胞におけるRLXの局在を明

らかにするために，半減期の短いRLXではなく，比較的安定したプロリラキシンを検出できる抗リラキシ

ンC－peptide抗体を作製し，これを用いて卵巣を免疫染色した．さらに，　RLXが卵胞に作用するには，卵

胞にLGR7が局在する必要があるため，　in　situ　hybridization法と免疫染色により，卵胞におけるLGR7

の局在を検討した．

【結果】組織培養の結果，RLXなしグループでは組織に含まれた原始，1次，2次卵胞の割合はそれぞれ

474％，476％，50％であったのに対し，RLXグループでは30．1％，554％，145％であった．すなわち，

RLXグループでは原始卵胞の割合が有為に減少し，2次卵胞の割合が有為に増加していた．また，抗リラ

キシンC－peptide抗体を用いた免疫染色の結果，原始，1次，2次卵胞といった初期発育卵胞の卵および穎

粒膜細胞が染色され，RLXが初期発育卵胞に局在することが確認できた．さらに，　in　situ　hybridization

法では，原始卵胞の扁平な頼粒膜細胞，さらに1次，2次卵胞の頼粒膜細胞にLGR7mRNAのシグナルが

陽性であった．免疫染色でも同様に原始，1次，2次卵胞の穎粒膜細胞が染色され，初期発育卵胞にLGR

7の局在が見いだされた．

【結論】リラキシンは初期発育卵胞に局在し，LGR7を介して卵胞発育を局所で調節する因子の1つである

ことが示唆された．

●

●

●

●
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3）卵胞発育へのNOBOX遺伝子の関与，ならびに臨床への演繹

●

名古屋市立大学大学院・医学研究科

鈴　森　伸　宏

●

●

●

●

　哺乳類の卵胞形成・発育に関する因子はGdf9，0ct4，　Bmp4，　Kit，　Baxなど見つかっている．今回，卵胞

形成・発育に関与する卵胞特異的な新規遺伝子のクローニングとその機能解析を行った．NCBIホーム

ページで解析された卵胞特異的遺伝子のうち，Nobox（Newborn　ovary　homeobox　gene）は原始卵胞や発

育卵胞に特異的に発現するホメオボックス遺伝子である．Noboxが初期卵胞形成に不可欠かどうかを調べ

るために，Noboxノックアウトマウスを作成し，　Noboxの機能解析をすることを目的とし，ヒトNOBOX

遺伝子のクローニングを行い，40歳未満で正常女性染色体核型のPremature　ovarian　fanure（POF）の日

本人の患者において，遺伝子に変異があるかどうかの検討も行った．

　方法として，NCBIデータベースにある新生児卵巣cDNAライブラリーをスクリーニングしてsubtrac－

tion法を行い，マウス生殖細胞特異的に発現するNobox遺伝子のクローニングし，マウス卵巣・精巣にお

いてin　situ　hybridization法とNorthern　blot法でNobox遺伝子の発現を調べ，　Nobox遺伝子のうち，ホメ

オボックスを含む蛋白コード領域を欠損するターゲッティングベクターを作成し，ES細胞に遺伝子導入

してキメラマウスを作成した．Nobox－／一とNobox＋／一マウスでオスとメスの妊娠の可否，卵巣・精巣の組

織学的解析し，抗Nobox抗体を用いて免疫組織染色を行った．それらマウス卵巣においてGdf9などの卵

母細胞特異的な遺伝子の発現を解析した．臨床的にはヒトNOBOX遺伝子のホメオボックス領域を含む蛋

白コード領域に変異があるかどうかを，名古屋市立大学ゲノム倫理委員会承認のもとで，末梢血よりゲノ

ムDNAを抽出し，　PCR法を用いたダイレクトシークエンス法にて解析をした．

　結果では，マウスNobox遺伝子はマウス卵胞に強い発現を認め，　cDNA　IBkbであり，コード領域にホ

メオボックスを含む転写因子であることがわかった．Nobox遺伝子のホメオボックス領域をノックアウト

させたマウスのうちメスは不妊で，卵巣は正常マウスに比べて，6週令のNobox＋／一マウスではやや小さ

く，Nobox－／一マウスでは癩痕状卵巣で組織学的には早発閉経の患者の卵巣に類似した所見を示した．オス

Nobox－／一マウスは妊娠可能で表現型に異常はなかった．卵母細胞に発現するOct4やGdf9遺伝子はNo－

box－／一マウスで発現がみられず，一方，　Bmp4，　Kit，　Baxなどの遺伝子は発現に差がみられなかった．　POF

患者30名および正常コントロール20名において，ヒトNOBOX遺伝子のコード領域の変異部位を特定す

ることは出来なかった．

　Noboxは卵胞発育の後期に不可欠の因子であり，転写因子として他の因子をコントロールすることが示

された．早発閉経などの卵巣性不妊症のPOFの日本人患者においてのNOBOX遺伝子のコード領域の変

異はみられないことが示唆されたが，Nobox欠損により初期卵胞形成と卵母細胞特異的な遺伝子の発現が

障害をうけることより，今後，将来的には排卵誘発などの新しい治療法として，ヒトNOBOX投与が有効

である可能性が期待された．

●
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シンポジウム1「卵胞発育の基礎から臨床へ」

4）卵巣由来brain－derived　neurotrophic　factor（BDNF）の

　　　　　　　　　　　　卵成熟における役割
●

秋田大学・医学部・産婦人科

河　村　和　弘

　ほ乳動物では，下垂体由来のLHの刺激により，排卵と卵の最終的な成熟がおこる．第一減数分裂前期

で停止していた卵は，LHサージ後に減数分裂を再開し，核成熟と定義される卵核胞崩壊，第一極体の放出

がおこる．また，核成熟に加え，細胞質成熟とよばれる卵の受精・胚発育の能力の完成がおこる（oocyte

conditioning）．　LH受容体は卵には存在せず，英膜細胞および穎粒膜細胞に発現しているため，卵成熟は

LHの直接作用ではなく，局所におけるパラクライン因子が関与している可能性がある．しかし，　oocyte

conditioningに重要な因子に関する報告はほとんどない．本シンポジウムでは，卵胞発育の最終段階である

卵成熟に関して，我々が最近得たいくつかの知見を紹介したい．

　LHサージ後にマウス卵巣で発現が上昇する分泌タンパクを網羅的に調べるため，　DNAマイクロアレイ

を用いた．未成熟雌マウスにFSHおよびhCGを投与し，1－2時間毎（FSH　O時間からhCG12時間）に卵

巣を採取し，各遺伝子の発現量変化を比較検討した．得られた候補遺伝子は，さらにreal－time　RT－PCR

およびELISAを用いてLHサージ後の発現上昇を確認した．候補遺伝子の中で，　brain－derived　neu－

rotrophic　factor（BDNF）はLHサージ後に発現量がRNAおよびタンパクレベルの双方において急増し，

その後漸減するというパターンをとった．RT－PCRおよび免疫染色により，マウス卵巣内でBDNFは卵丘

細胞，穎粒膜細胞に認められ，その受容体であるTrkBが卵に特異的に発現していることを見出した．こ

の結果から，BDNFは卵巣におけるパラクライン因子として，　LHサージ後に卵に作用することが示唆さ

れた．

　次に，BDNFの卵への作用を調べるため，排卵前卵胞培養試験により卵核胞崩壊への影響を検討したと

ころ，BDNFは卵核胞崩壊には効果がなかった．しかし，未成熟卵の体外培養では，　BDNFは容量依存性

に第一極体の放出を促進し，この効果はTrkBの細胞外ドメインおよびTrkB抑制剤でブロックされた．

従って，BDNFは卵の核成熟の第一段階の卵核胞崩壊には関係ないが，その後の第一極体の放出に重要な

役割を持つことが明らかになった．

　さらに，BDNFによって体外成熟を誘導したマウス卵を体外受精させたところ，受精率，胚盤胞到達率

が対照群に比較し有意に増加した．また，雄性核のdecondensationに重要と考えられている卵内のglu－

tathioneをサイクリング法で測定したところ，　BDNFにより有意にレベルが上昇した．　in　vivoでのBDNF

の作用を検討するため，TrkBの抑制剤であるK252bを雌マウスに投与し，　hCG投与後に排卵された卵の

第一極体の放出率を比較したところ，対照群に比較し有意に減少した．また，体外受精後の胚盤胞到達率，

胚盤胞細胞数も有意に減少した．

　以上から，卵巣由来BDNFが，マウス卵の受精・胚発育に不可欠な，核成熟，細胞質成熟に重要な役割

を果たしていることを初めて明らかにした．現在，これらの知見をヒトにおいても検討し，BDNFを含む

卵巣由来パラクライン因子を用いたヒト未成熟卵の体外成熟法の臨床応用を目指している．

●

●

●

●

●
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5）poor　responderに対するアジュバント療法

●

済生会下関総合病院・産婦人科

高　崎　彰　久

●

共同演者

済生会下関総合病院・産婦人科

谷口　　憲，嶋村　勝典，森岡

済生会下関総合病院・中央検査科

濱崎　　正，平松　伸子

均

●

●

●

●

　近年の目覚ましい生殖補助技術の進歩にも関わらず，排卵誘発を行っても発育卵胞が少なく，卵および

受精卵が充分に得られない症例，いわゆるpoor　responderに対する治療法は確立しているとは言えず，依

然として臨床上の大きな問題である．治療が困難である理由の1つは，病態の解明が充分でない点，また，

その原因が単一でなく多岐に渡っている場合が多い点が考えられる．今回はpoor　responderの原因を総

論的に，下記のように分類し，それぞれに対する当院の取り扱いにつき紹介する．

（1）卵自体の減少によるpoor　responder

　手術による卵巣組織の減少や卵巣腫瘍などの物理的な因子による卵の減少のみならず，最近では子宮内

膜症や感染などの化学的因子による卵巣組織へのダメージも注目されている．その中でクラミジア感染症

は卵管障害や卵巣周囲癒着による血流障害等の原因になるとともに，最近では，卵巣自体にダメージを与

えることが報告されてきている．実際，当院において過去のクラミジア感染症の有無と体外受精時に採卵

できた成熟卵数および受精卵数との関係を検討して見ると，クラミジア抗体陽性症例において有意に成熟

卵数および受精卵数が減少していた．早期に治療することによってそれを回避できるかどうかは分からな

いが今後検討が必要であろう．

（2）卵胞発育促進因子の低下によるpoor　responder

　卵胞発育促進因子のなかで基礎的にも研究が為され，さらに臨床応用されているものとして成長ホルモ

ン（GH）やMacrophage　colony－stimulating　factor（MCSF）が挙げられる．我々は，　poor　responderに

対し成長ホルモン分泌刺激試験を行い，GH分泌不全例とGH分泌正常例に分類し，　GH分泌不全例に対し

ては通常の過排卵刺激法にGH併用療法を行い，　GH分泌正常例に対してはMCSF併用療法を行ってい

る．また，GH併用療法を行ったにもかかわらず効果が認められなかった症例に対してはGH＋MCSF併用

療法を行っている．その結果，有効例も認めているが，充分とは言えず，成長ホルモン分泌刺激試験の結

果や血中MCSF濃度を測定することにより症例の選別が必要であると思われる．

（3）卵胞発育抑制の増加によるpoor　responder

　一方卵胞発育抑制因子の増加によるものとして子宮内膜症等の分泌するサイトカインなどが挙げられ

る．子宮内膜症を伴ったpoor　responderに対しGnRHaの長期投与により卵胞の発育が回復する症例が認

められる．

（4）卵巣への血流の減少によるpoor　responder

　卵巣への血流はgonadotropinや種々の卵胞発育因子を卵巣に供給する．従って，その障害は卵胞の発育

に影響を与える．実際，卵巣の血流の指標として卵胞周囲血管のRIを測定すると発育卵胞数との間に有意
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な負の相関を認めた．当院では血流の減少によるpoor　responderに対してはビタミンEやアスピリン，

L一アルギニン等の使用を試みており有効例も認められている．

　以上のようにすべてのpoor　responderに有効な治療法が認められた訳ではないが，　poor　responderと

なった原因を少しでも把握し，治療の選択をすることでpoor　responderの中にも良好な結果を得られる

症例が存在すると思われる．
●

●

●

●

●

●
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シンポジウム2「PCOSはいま7」

●

Keynote：Polycystic　Ovary　Syndrome（PCOS）：

Genomic　and　Genetic　Insights　into　Pathophysiology

●

Dean　and　Vice　President

Virginia　Commonwealth　University，

School　of　Medicine　and　Health　System　Professor，

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Jerome　F．　Strauss　III

●

●

●

　　Nearly　ftfty　percent　of　sisters　of　women　diagnosed　with　PCOS　had　elevated　total　or　bioavailable　testos－

terone　levels，　suggesting　that　hyperandrogenemia　is　a　dominant　trait．　Freshly　isolated　theca　cells　col・

lected　from　ovaries　of　PCOS　women　studied　in　short　term　culture　and　propagated　PCOS　thecal　cels

grown　through　multiple　population　doublings　display　greater　steroidogenic　activity　than　theca　ceUs　co1－

lected　from　normal　ovaries．　The　increased　steroidogenic　activity　is　due　to　increased　transcription　of

genes　encoding　steroidogenic　enzymes　as　reflected　by　enhanced　promoter　activities　in　cultured　PCOS

theca　cells　and　increased　levels　of　steroidogenic　enzyme　mRNAs　in　thecal　tissue．　The　biochemical　pheno・

type　displayed　by　PCOS　theca　cells　is　consistent　with　the　findings　from　family　studies　indicating　genetic

control　of　androgen　production．　In　order　to　defhle　the　genes　that　are　diκerentially　expressed　in　PCOS

theca　cells　and　to　identtEy　new　candidate　genes　that　may　contribute　to　the　etiology　of　PCOS，　we　com－

pared　gene　expression　profHes　of　normal　and　PCOS　theca　ceUs　using　Affymetrix　ongonucleotide　microar－

ray　chips．　Our　analysis　revealed　that　PCOS　theca　cells　have　a　gene　expression　profile　that　is　distinct　from

normal　theca　ceUs．

　　Included　in　the　cohort　of　genes　with　increased　mRNA　abundance　in　PCOS　theca　cells　was　the　tran－

scription　factor，　GATA6　and　the　regulator　of　the　AKT／protein　kinase　B（PKB）signaling　pathway，　cAMP

－GEF－II．　Changes　in　cAMP－GEF－II　and　other　genes　increase　the　sensitivity　of　theca　cells　to　insulin　acti・

vation　of　AKT／PKB．　We　demonstrated　that　GATA6　increased　the　expression　of　enzymes　involved　in　an－

drogen　biosynthesis，　providing　a　functional　link　between　altered　gene　expression　and　intrinsic　abnormali－

ties　in　PCOS　theca　cells．　A　gene　on　chromosome　19p13．2，　a　locus　shown　to　be　linked　to　PCOS　in　our　ge－

netic　studies，　may　be　produce　these　alterations　in　gene　expression．　Our　analyses　have（1）defined　a　sta－

ble　molecular　phenotype　of　PCOS　theca　cells；（2）suggested　new　mechanisms　for　excess　androgen　syn・

thesis　by　PCOS　theca　cells；and（3）ident近ed　candidate　genes　that　may　be　involved　in　the　genetic　etiol－

ogy　of　PCOS　and　its　metabolic　phenotype．

●
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シンポジウム2「PCOSはいま？」

1）PCOSと遺伝一PCOSにおけるβ2・β3一アドレナリン

　　　　　　　　　受容体遺伝子多型の解析一
●

新潟大学・医学部・産婦人科（現・新潟市民病院）

倉　林　　　工

共同演者

新潟大学・医学部・産婦人科

八幡　哲郎，鈴木　美奈，藤田

田中　憲一・

和之，

●

【背景】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は，高アンドロゲン血症，無排卵，肥満とともに，近年はインスリ

ン抵抗性や高インスリン血症がその臨床像として注目されている．PCOSの家系内や一卵性双胎での多発

から，その発症には遺伝的関与が示唆される．男性では，多毛，乏精子症，禿頭等の表現型がPCOSの家

系に多い．PCOSの遺伝的原因として，インスリン作用やステロイド産生，ゴナドトロピン分泌，肥満・

エネルギー調節等の関連遺伝子について研究されている．PCOSは単一遺伝子異常ではなく，多くの生活

習慣病と同様に多因子の遺伝要因と環境要因が関与すると考えられる．

　カテコラミンは脂肪細胞での脂肪分解を通して脂肪代謝を促進し，エネルギー消費調節の主役である．

このうち，β2一アドレナリン受容体（BAR－2）は脂肪細胞での主な脂肪分解受容体で，その遺伝子多型の

Arg16GlyとGln27Gluは喘息やmetabolic　syndromeにも関与する．また，β3一アドレナリン受容体（BAR

－3）は褐色脂肪細胞や内臓脂肪に存在し，その遺伝子多型のTrp64ArgはNIDDMの早期発症，脂質代謝

異常，インスリン抵抗性，動脈硬化，初経の早期化をもたらす．

【目的】肥満やエネルギー消費に関与するBAR－2，　BAR－3遺伝子多型が，インスリン抵抗性とPCOSの発

症に関与するか検討する．

【方法】59名のPCOS群（P群）（2003年ESHRE／ASRM　PCOS　Consensus診断基準を満たす〉と97名のコ

ントロール群（C群）を対象に，血中糖脂質代謝マーカーと，一塩基伸長法によるBAR－2（Arg16Gly

とGln27Glu），　BAR－3（Trp64Arg）遺伝子多型を解析した．なお，本研究は当大学医学部遺伝子倫理委員

会の承認を受け，インフォームド・コンセントを取得した女性の血液からDNAを得た．

【結果】（1）P群はC群に比べ有意に体重，body　mass　index，総コレステロール，中性脂肪，　LDL一コレス

テロール，空腹時インスリン，HOMAが高値，　HDL一コレステロール，空腹時グルコース／インスリン比が

低値であった．（2）BAR－2について，　P群はC群に比べ，　Glu　27　aUele頻度が有意に高値であり（007　vs

O．02，X2＝5．91，p＝α02，0dds　ratio　463），　Gly　l6　allele頻度が高値の傾向を示した（058　vsα47，　X2＝306，

p＝α08，0dds　ratio　151）．空腹時インスリン（μU／ml）についてgenotypeでみると，　codon　16のGly／Gly

はArg／Argに比べ（13β±8．9　vs　8潟±6C，　P＝α02），codon　27のGln／Glu＋Glu／GluはGln／Glnに比べ（14．6

±2．7vs　1α7±7．1，　P＝0．07）高値を示した．（3）BAR－3のArg　64　allele頻度はP群とC群間（α19　vs　O20）

に有意差を認めなかった．

【結論】BAR－2のcodon　27（Gln27Glu）遺伝子多型は，インスリン抵抗性を介して日本人女性のPCOS

の発症に関与する可能性が示唆された．今後，遺伝子解析が，PCOSの病態の多様性の解明，ハイリスク

群のスクリーニングや治療法の選択につながるものと期待される．

●

●

●

●
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シンポジウム2「PCOSはいま？」

2）10代と20代のPCOS患者で内分泌学的パラメーターに相違はあるか？

●

福岡大学・医学部・産婦人科学

井　上　善　仁

共同演者

城田　京子，貞森　理子，瓦林達比古
●

●

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は性成熟期婦人の内分泌異常として最も頻繁に見られる疾患であり，

無排卵性不妊症の重要な原因である．近年インスリン抵抗性の増大による糖代謝異常がPCOSの発症に深

く関与している事を示す報告が数多く見られ，そのためPCOS患者における中年期以降の2型糖尿病，心

血管疾患発症のリスク増大など女性の長期的健康維持におけるPCOSの重要性が注目されている．その一一

方でPCOSの発症は思春期であって初経以降早期から月経不順などの症状が存在することが多いとされ

るが，10代女性のPCOSの病態に関する知見は十分とはいえない．これはPCOS患者の初診時期が20

代である事が多く，10代で医療機関を受診し，PCOSと診断される例がむしろ少数であるために，　PCOS

患者の内分泌学的パラメーターの年代による相違に関する報告は少ないものと推測される．以前われわれ

は，当科思春期外来で続発性無月経を主訴に来院した10代女性に占めるPCOSの割合が予想以上に高

かった事を報告したが，今回は10代と20～30歳代のPCOS患者の内分泌学的パラメーターに何らかの相

違点があるのか否かを検討することを目的とした．

【方法】1999年4月から2005年4月までに当科思春期外来・不妊外来を受診した女性で，日本産科婦人科

学会PCOS診断基準案に適合しPCOSと診断された10代女性（Y群：27例）と20～30代女性（A群：27

例）とを対象とし，初診時の主訴，初経年齢，BMI，各種ホルモン値を比較した．各種ホルモン値は無月

経例では初診時に，月経あるいは月経様出血を認める例では月経（様出血）開始後4～5日目に測定した．

【成績】Y群の平均年齢は18．1±14歳（14歳～19歳），A群の平均年齢は249±43歳（20～36歳）であっ

た．Y群の主訴としては続発性無月経が18例（667％）と最も多く，次いで月経不順が5例（1＆5％），過

長月経が3例（11．1％）であった．A群でも続発性無月経が12例（444％）と最多であり，次いで挙児希

望が6例（22．2％），希発月経が4例（148％）であった．Y群とA群で初経年齢（12．5±14　vs　1＆1±1．6

歳），BMI（21．1±3．7　vs　226±5．6），　LH（1239±514　vs　1338±583mIU／ml），　FSH（6．28±192　vs　591±146

mIU／ml），　PRL（10．3±5．7　vs　1α8±38ng／ml），　Testosterone（42．5±26．5ng／dl＞，　DHEA－S（22178±103α3

vs　2482潟±101＆Ong／ml）には有意差はなかったが，　E2値（pg／ml）はY群で555±315mIU／mlであった

のに対してA群では365±1＆OmIU／mlとA群で有意に低値であった．

【結論】以上の結果からPCOS患者においては10代から30代にかけてゴナドトロピン値は不変であるに

も拘わらず，20～30代では卵巣願粒膜細胞でのE2産生が障害されている可能性が示唆された。

●
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シンポジウム2「PCOSはいま？」

3）PCOSにおけるインスリン抵抗性

　一75g糖負荷試験による検討一

熊本大学大学院・医学薬学研究部・産科学分野

本　田　律　生

●

共同演者

岩政　　仁，本田　智子，内野貴久子，

大場　　隆，岡村　　均

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）をはじめとする排卵障害を有する患者の中には高頻度でインスリン

抵抗性を有する例が存在し，これらはインスリン抵抗性改善薬をはじめとする薬物療法の適応と考えられ

る．インスリン抵抗性に関しては，簡便な指標として随時採血によるHOMA指数（HOMA－IR）が用い

られているが，耐糖能異常や糖尿病の診断のためには糖負荷試験を行うべきである．今回われわれは，

PCOSと診断された症例に75g糖負荷試験を行い，本症候群の耐糖能やインスリン抵抗性について検討し

た．

【方法】月経異常や不妊を訴え当科を受診した症例のうち，内分泌学的にLH＞FSHを呈し，超音波断層法

において多嚢胞性卵巣の所見を有し，PCOSと診断された33例に糖負荷試験を行い30分毎に2時間まで

血糖値，インスリン値を測定した．

【結果】12例（364％）はBMI25を超える肥満例であった．6例（1＆2％）が境界型糖尿病と診断されたが，

これらはすべて2時間値の血糖値が高値であり，かつ肥満例であった．HOMA－IRの平均値は，204と上

昇していた．インスリンの総分泌量は平均82461UでありHOMA－IRとの間には正の相関が認められた．

21例（636％）がHOMA－IR＞1．6を示しインスリン抵抗性有りと判断された．

肥満例は全例インスリン抵抗性を有しており，インスリン総分泌量は非肥満例に比べて有意に高値であっ

た．

【考察】糖負荷試験は潜在する耐糖能異常の発見に有用であり，とくに肥満を有するPCOS症例において

は，インスリン分泌が増加かつ遷延することがありインスリン分泌の動態について糖負荷試験によってこ

れを正確に把握する必要があると考えられた．また，インスリン抵抗性改善薬による治療適応の決定や治

療効果の判定にも有用と考えられる．

●

●

●

●

●
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4）多嚢胞性卵巣症候群における血中adiponectin値測定の意義

大分大学・医学部・産科婦人科

河　野　康　志

●

●

●

●

共同演者

伊東　裕子，福田淳一郎，楢原　久司

【緒言】多嚢胞性卵巣症候群（Polycystic　Ovary　Syndrome：PCOS）は排卵障害を来たし不妊症の原因とし

て重要な疾患であり，インスリン抵抗性が認められる症例が存在することから代謝性疾患と関連すること

が知られている．Adiponectinは脂肪細胞由来因子でヒト血中に多量に存在する．血中adiponectinの低下

はインスリン抵抗性や動脈硬化発症のリスクとなる．今回，血中adiponectinの測定を行い，　PCOSとの関

連について検討した．【対象と方法】日本産科婦人科学会の診断基準を満たすPCOS（20症例）と非PCOS

の一般不妊患者（non－PCOS；22症例）を対象とし，インフォームドコンセントを得て，月経周期5～7

日目の空腹時に採血を行った．血糖，インスリン，下垂体ゴナドトロピン（follicle　stimulating　hormone；

FSH，　luteinizing　hormone；LH）および卵巣ステロイドホルモン（estradiol　17一β；E2　androstenedion，　tes－

tosterone）などの測定を行った．血中のadiponectinはEHSAで測定した．インスリン抵抗性の指標には

HOMA指数を用い，それぞれの群でインスリン抵抗性を評価した．【結果】PCOS症例では，　non－PCOS

症例と比較し，LH値，　LH／FSH比が上昇し有意差（p＜α05）が認められた．その他の身体的特徴，内分

泌学的動態においては両群問には特に有意差は認められなかった．症例をBMIで分けて血中adiponectin

値を検討したところ，BMI　25以下の非肥満群とBMI　25以上の肥満群では，　PCOS症例においてadi－

ponectinの平均値は48．9μg／mlと270μg／m1と有意差（p＜α05）が認められた．一一方，　non－PCOSでは有

意差はみられなかった．また，インスリン抵抗性をHOMA指数で検討し，症例をHOMA指数1．7以上と

1．7未満で分けた場合，adiponectinの平均値はそれぞれ，　PCOSで27．1μg／mlと446μg／ml，　non－PCOS

で395μg／mlと4軌9μg／mlと，　PCOSでHOMA指数の高い症例のadiponectin値は有意に低値（p＜α05）

であった．また，adiponectin濃度とPCOSの危険因子の関係について検討を行い，　adiponectin値は40

μg／ml以下ではPCOSの20症例中12症例（65％）が存在し有意差（p＜α05）が認められた．【考察】今回

の検討より，血中adiponectin値はPCO症例では，肥満群やインスリン抵抗性がみられる群においては有

意に低値であった．Adiponectinは脂肪組織から発見された蛋白質であり，生体防御に関わる因子とされて

いるが，その低下は糖代謝や冠動脈疾患などの発症に影響を及ぼし，インスリン抵抗性にも密接に関係し

ている．今回の検討より，adiponectin値の測定がPCOSの病態において，インスリン抵抗性の評価の指標

となり，adiponectinの分泌異常がPCOSに何らかの影響を及ぼしている可能性が示唆された．

●

●
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5）副作用の軽減を目的とした多嚢胞性卵巣症候群に対する

　　　　　　　　　　　　排卵誘発法の開発

徳島大学大学院・女性医学

松　崎　利　也

　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する排卵誘発では，ゴナドトロピン療法で副作用が起やすいことを考

慮する必要がある．したがって，クロミフェンの奏功率をあげ，ゴナドトロピン療法への移行例を減らす

こと，副作用の少ないゴナドトロピンの投与法の開発が治療戦略上の要点となる．クロミフェン療法の奏

功率を上げる試みとして，欧米でメトホルミンとの併用療法が行われ，高い排卵誘発効果が得られている．

メトホルミンは糖尿病治療薬であり，糖代謝やインスリン抵抗性を改善する作用を持つことから，主とし

てインスリン抵抗性の強い肥満PCOS症例で効果があると考えられるが，東アジアでは欧米に比べ肥満例

が少なく，メトホルミンの有効性も十分に検討されていない．我々は日本産科婦人科学会の診断基準で診

断し，クロミフェン100mgによる排卵誘発に対し2周期以上反応しなかったPCOS患者5例を対象とし

て，クロミフェン150mgの増量法（増量法）とクロミフェンーメトホルミン併用療法（メトホルミン療法）

を無作為前方視的なcrossover法で検討した．増量法では月経周期の5日目からクロミッド150mgを5

日間内服し，メトホルミン療法ではさらにメルビン750mgを月経周期の5日目からhCG投与日まで内服

した．対象患者5例のうち4例は肥満症例であった．増量法では4周期中1周期のみ排卵し，一方，メト

ホルミン療法では5周期中4周期（80％）が排卵し2周期で単胎妊娠が成立した．排卵は全て単一卵胞で

あった．また，メトホルミンによる消化器症状や低血糖などの副作用は認めなかった．以上から，日本に

おいてもクロミフェン抵抗例に対してクロミフェンーメトホルミン併用療法が有用である可能性が示唆さ

れ，検討を続ける意義があると考えられる．ゴナドトロピン療法を行う場合，150単位連日投与の従来法で

は多数の卵胞が発育する患者が多く，卵巣の反応性が不明の初回治療には適さない．副作用を防止するた

め，FSH低用量漸増療法（低用量法）が欧米で普及し，我々は独自にFSH－GnRHパルス療法（F－G法）を

開発した．今回は，F－G療法と低用量法の特徴を明らかにするため，これら2法を前方視的なcrossover

法でPCOS　9症例で検討した．　F－G法では月経周期の5日目からFSH　150単位を連日投与し，卵胞径が11

mmに達した後はGnRH製剤を20μg／2時間でパルス状に皮下投与した．低用量法ではFSH　75単位を連

日投与し，2週間経過後に卵胞径が10mm未満であればFSHの一日投与量を37．5単位増量し，1週間後に

も同様に判定して37．5単位を増量した．F－G法と低用量法は，排卵率88．9％（8／9）vs　750％（6／8），妊娠

率3α0％（3／9）vs　25．0％（2／8），発育卵胞数　平均1．8個vs　15個，　hCGキャンセル周期（発育卵胞4

個以上）0％vs　12．5％，多胎妊娠1／3（双胎）vs　O／2，0HSS　O／9　vs　O／8といずれも同等で，卵胞発育に要し

た日数（82±1．6日vs　13．7±69日，　p＜OC5）と通院日数（8．8±1．3日vs　177±66日，　p＜αOl）は，　F－G

法が低用量法に比べて有意に短かった．このように，F－G法と低用量法はともに副作用防止効果が高く，

今後普及が期待される治療法である．F℃法は治療日数および通院日数の短い点が優れている．本講演で

は，以上のように薬物による排卵誘発法の臨床検討について述べる．なお，本研究は学内の倫理委員会の

承認の下，書面による患者の同意を得て行った．

4
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6）PCOSに対する腹腔鏡下卵巣多孔術

●

弘前大学・医学部・産婦人科

木　村　秀　崇

●

共同演者

藤井　俊策，湯沢　　映，福原　理恵，

福井　淳史，水沼　英樹

●

●

●

●

【目的】挙児希望のある多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者に対しては，種々の排卵誘発治療が行われる．

薬物療法としてはクロミフェン（CC），ゴナドトロピン，経口血糖降下剤などが用いられ，外科的治療と

しては低侵襲な腹腔鏡下卵巣多孔術（LOD）がスタンダードになりつつある．　CC抵抗性PCOSに対する

治療成績はゴナドトロピン療法と同等と報告されており，われわれの施設でも術後1年間で約50％，2

年間で約80％の累積妊娠率が得られている．自然排卵と単胎妊娠が期待できる点でゴナドトロピン療法

よりも優iれており，われわれはCC抵抗性PCOSに対しては手術の同意が得られればLODを積極的に奨

めている．しかし，LODには効果の持続が不定で治療予後の予測が難しいという問題点がある．そこで，

LOD実施前後で種々の内分泌・代謝マーカーを測定し，その有効性を予測できないか検討した．

【対象】当科でLODを施行したCC抵抗性PCOSのうち，術前後に内分泌・代謝検査を行った24例を対象

として術後3年以内の転帰を検討した．測定項目は，卵胞期の血清LH，　FSH，　PRL，　testosterone（T），

free－TおよびDHEAS値と，空腹時の血糖，　insulin（IRI），　cholesterol（chol），中性脂肪（TG），　LDL

－cholおよびHDL－cholで，インスリン抵抗性はHOMA－Rを指標とした．　LODは針状モノポーラー電極

で皮質下の小卵胞を焼灼・破裂させる方法で行った．

【成績】CC抵抗性は全例で改善した．20例（76．9％）で自然排卵が起こったが，うち8例は後にCCが必

要になり，さらにそのうち3例は最終的にCC抵抗性となった．4例（23．1％）は術直後からCCを必要と

し，うち2例はCC抵抗性に移行した．　LOD前後で有意な変動を認めたのはLH（p＝α0003），　LH／FSH

比（p＝0．002），T（p＝004），free－T（p＝004）およびcholesterol値（p＝α02）で，すべて術後に低下し

た．FSH，　IRI，　HOMA－Rは術前後で変化しなかった．術直後に自然排卵が認められた20例ではCCを必

要とした8例と比較して，術前のFSH値が有意に高かった（64±1．7　vs　3．9±LlmlU／ml，　p＜α005）．長期

予後を妊娠や転院のため術後の観察期間が4周期未満だった7例を除外して検討したところ，自然排卵が

持続した12例ではCC抵抗性に移行した5例と比較して，術前のFSH（74±1．7　vs　46±α9mlU／ml，　p＝

α01），LH（13．0±54　vs　122±37mIU／ml，　p＝OO3），TG（111．7±27．5　vs　8α2±294mg／dl，　p＝α02）が有

意に高かった．自然排卵の持続に寄与する因子に関するロジスティック回帰分析では，術前の血清FSH

値のみに有意（OR　26，95％　CI　l2－57．0，　p＝0．03）な関連を認めた．

【結論】LODは高LH血症と高アンドロゲン血症を改善したが，その他の内分泌・代謝異常には影響しな

かった．また，LOD後に自然排卵が持続した症例では術前のFSHが高値だった．したがって，　PCOSの

無排卵は相対的なFSH作用不足に因るものであり，　LODの適応を判断する際には血清FSH値を考慮す

る必要があると考えられた．
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1）遺伝子欠損マウスを用いた精子形成機能の解析

千葉大学大学院・医学研究院・形態形成学

前　川　眞見子

●

共同演者

伊藤　千鶴外山　芳郎，豊田二美枝，

年森　清隆
●

　精子形成のメカニズムには未だ不明の点が多い．近年雄性不妊を示す遺伝子欠損（ノックアウト［KO］）

マウスが多く報告され，精子形成過程における特定遺伝子の役割が推測されてきた．私達の教室で解析し

たKOマウスの例について紹介する。

　1）Basigin（EMMPRIN，　CD147）：Basiginは免疫グロブリンスーパーファミリーに属する膜糖タンパク

質である．Bosig加KO雄は，減数分裂中期で精子形成が阻止され不妊となる（1－3）．　Basiginは精母細胞，

精子細胞に局在するが（4），精子鞭毛や頭部にも局在し，受精に関与する（5）．ヒト精巣でもBasiginは

発現しており，不妊マーカーとなりうる．

　2）mGCL－l　l　mGCレ1（マウスgerm　ceU－less－1）は核膜の形態の保持，核内転写活性の制御に関わると

され，stage　VIのパキテン期精母細胞からstep　8精子細胞の核に局在する．1ηgcl－1　KOでは，　stage　VI

以降のパキテン期精母細胞核の変形，step　5以降の精子細胞核の陥凹，先体の形態異常，細胞間橋の拡張

など様々な異常が認められる．KO雄は妊孕性が著しく低下し，奇形精子症を呈する（6，7）．ヒト乏精子

症患者でGCL発現の減少が報告されている．

　3）GOPC：GOPC（Golgi－associated　PDZ－and　coled－coil　motif－containing　protein）はゴルジ装置関連タ

ンパク質であり，精子細胞のゴルジ装置に局在する．GOPC　KOマウスでは，ゴルジ装置から先体への小

胞輸送が障害され先体が形成されず，成熟精子頭部は球形となる．ヒト円形頭部精子症（globozoospe卜

mia）のモデルマウスと言える（8，9）．

　これら精子形成過程に重要な遺伝子産物は，細胞膜や核，細胞小器官などさまざまな場所に局在し，そ

の機能も多岐にわたる．多くの遺伝子欠損マウスからの知見を統合的に理解することにより，精子形成機

構が明らかにされよう．また，これらは男性不妊症の分子メカニズムを理解するための動物モデルとして

有用であり，将来的に不妊治療や避妊薬の開発につながる可能性がある．（これらは名古屋大，大阪大，癌

研との共同研究である）

参考文献：1．Igakura　et　al，　Devel　Biol，194：152，1998．

　　　　　2．Toyama　et　al，　Anat　Histol　Embryol，28：205，1999．

　　　　　3Chen　et　al，　Biochem　Biophys　Res　Comm，324：147，2004．

　　　　　4Maekawa　et　al，　Arch　Histol　Cytol，61：405，199＆

　　　　　5．Saxena　et　al，　Reproduction，123；435，2002．

　　　　　6．Kimura　et　al，　Mol　Cell　Biol，23：1304，2003．

　　　　　7，Maekawa　et　al，　Arch　Histol　Cytol，67：335，2004．

　　　　　＆Yao　et　al，　Proc　Natl　Acad　Sci　USA，99：11211，2002．

　　　　　9．Ito　et　al，　Arch　Histol　Cytol　671349，2004．

●

●

●

禽
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「
2）雄の減数分裂と遺伝子盈咋6

（独）農業生物資源研究所・遺伝資源研究グループ

野　口　純　子

ρ

共同演者

岡山大学大学院・自然科学研究科

辻　　岳人，国枝　哲夫

‘

ρ

鼻

’

　精子形成は有糸分裂による生殖細胞の増殖と減数分裂による半数体細胞形成，その後の精子への変態と

いう3つの過程から成る．一連の過程は動物種により違いはあるものの，1ヶ月以上の長時間を要する．精

子形成の場である精細管上皮（精上皮）では，生殖細胞と支持細胞であるセルトリ細胞間に形態的および機

能的に密接な連携が保たれており，精子形成を制御する精密な調節機構の存在が強く示唆されるが，その

詳細は未だ十分には解明されていない．その原因のひとつは培養系による精子形成過程の再現が困難であ

ることによる．近年，種々の精子形成異常を発症するノックアウトマウスが作出され，精子形成調節機構

の一端が解明されつつある．即ち，これら遺伝子改変動物の表現型を詳細に検討することにより，当該遺伝

子の精子形成調節機構における役割が解明されている．一方，こうした発生工学的手法が開発される以前

から，マウスあるいはラットで精子形成異常を発症するミュータント系が確立されている．それらは表現

型の解析とともに原因遺伝子を特定することにより，精子形成調節機構解明の有力なモデル動物となる．

　我々は（財）動物繁殖研究所において作出されたミュータントラットである精子形成異常ラット（TT

ラット）について，その原因遺伝子の特定と機能解明に取り組んできた．TTラットはWistar　Imamichi

ラット由来の近交系に出現した無精子症の雄を起源とする．異常は常染色体上の単一劣性遺伝子α5（as－

permiaより命名）に支配され，ヘテロ雄および雌は正常な繁殖能力を有する．近年，ラットのマイクロサテ

ライトマーカーの開発とともにゲノム塩基配列の解明が進み，連鎖解析で得た原因遺伝子の存在領域を染

色体物理地図上に位置づけることが可能となった．我々はTTラットについてこうした手法を用いて解析

を行い，α5遺伝子が第12染色体上の22Mbの領域に存在することを明らかにした．この領域は部分的に

ヒトの遺伝的疾患であるウィリアムズ症候群の原因領域と重複していた．他方，機能面からの原因解析の

一環として，TTラットの精子形成異常が生殖細胞に原発する異常によるものかあるいは体細胞により構

築される精子形成環境の異常に起因するものであるかについて精祖細胞移植法を応用して明らかにした．

　その後偶然にもFK506結合蛋白6（丑ゆ6）のノックアウトマウスが作出された．精子形成異常を発症す

るこのマウスの精巣組織はTTラットと非常に類似しており，このことがTTラットの原因遺伝子特定の

決定打となった．TTラットのゲノムDNA塩基配列上にFk勿6の部分的欠損が確認され，異常精巣では遺

伝子産物であるFKBP6が欠損していたことから，この遺伝子が原因遺伝子であると同定した．我々の研究

は次の段階，すなわち且吻6の欠損から異常の発症に至るまでの分子メカニズムの解明へと移った．異常

表現型を詳細に解析し，この遺伝子の欠損が雄の減数分裂において相同染色体の対合に異常をもたらすこ

と，同時期の生殖細胞の細胞質にリボソームの集塊を形成すること，更にセルトリ細胞が形成する血液精

巣関門の機能異常を引き起こすことをこれまでに明らかにした．研究は進行中であり分子メカニズムにつ

いて未解明な部分は多いが，本講演では我々がこれまでに明らかにしたFKBP6欠損ラットおよびマウス

の表現型の特徴とその発症のメカニズムについて現在までの解析結果について紹介する．

楡



160（302）

シンポジウム3「精子形成における分子生物学的解析と臨床からのアプローチ」

3）精原幹細胞の培養とin　vitro精子形成の試み

横浜市立大学大学院・医学部・泌尿器病態学

小川毅彦

1

【目的】新生児マウス精巣から採取した雄性生殖細胞を培養条件下で増殖させる技術が開発され報告され

た．我々は，その成果を追試し，さらに成熟マウスの精巣から採取した精原幹細胞も同様に培養できるこ

とを確認した．Germline　Stem　Cell（GS細胞）と名づけられたこの細胞は精細管内に移植すると精子形成

を再生し，産仔を得ることができる．よって，GS細胞は精子形成能を維持しつつ，培養下で増殖できる細

胞である．この細胞を使って，in　vitroでの精子形成の可能性を検討した．

【方法】ICRB6F1マウス精巣から樹立したGS細胞をFeeder細胞（MEF）上で，4種類の成長因子（GDNF，

HF，　bFGF，　EGF）を加えた培地内で培養した．分化誘導として，　Feeder細胞をMEFから15P－1（セル

トリ細胞由来）に代えて，培養を続けた．また15P－1との浮遊培養も行なった．分化誘導培養開始後1～

3週間のGS細胞を観察し，分化マーカーの発現ならびに形態学的変化を調べた．

【結果】GS細胞を15P－1細胞上で培養することにより，精原細胞に特徴的な細胞間橋でつながった数珠状

の形態が散見された．分化型精原細胞のマーカーであるc－kitが陽性の細胞も認められた．また，減数分裂

特有の遺伝子発現も認められた．

【結論】GS細胞は増殖培養条件下でも分化傾向を示した。適切な条件で培養することにより，精子への分

化をさらに誘導できる可能性があると考えられた．

「

6

q

q

「

●
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4）精巣組織における遺伝子発現解析および

　　DNA相関解析による乏精子症の解明

新潟大学教育研究院・医歯学系・分子細胞医学・

遺伝子制御講座・産婦人科学

岡　田　潤　幸

P

●

ρ

●

●

共同演者

新潟大学教育研究院医歯学系・分子細胞医学・

遺伝子制御講座・産婦人科学

藤田　和之，田中　憲一

東京大学医科学研究所　ゲノム情報応用診断部門

田嶋　　敦，井ノ上逸朗

立川綜合病院　産婦人科

七里　和良

セントマザー産婦人科医院

田中　　温

【目的】不妊原因の3～5割を占めるとされる男性不妊の病態，特に造精機能障害の解明は著しく遅れてお

り大多数が原因不明の特発性造精機能障害と定義され精巣生検により採取した精子を用いた生殖補助医

療の対象とされている．特発性造精機能障害に対してY染色体AZF領域の微小欠失の関連や遺伝子改変

マウスの解析からPLZFなど鍵となる遺伝子の報告がなされているがヒト男性不妊症の病態解明に至っ

ていない．本研究の目標は無精子症例に施行する精巣生検時に得られた精巣組織を用いて遺伝子発現解析

を行ない疾患感受性遺伝子の同定する事である．

【対象と方法】本学及び各共同研究施設における倫理委員会承認後，インフォームドコンセントの後文書に

よる同意を得られた非閉塞性無精子症34症例，閉塞性無精子症11症例に対して精巣内精子回収術時に採

取した精巣組織の一部からtotalRNAを抽出し市販のtestis　reference　RNAと共に約2万遺伝子に相当す

るオリゴヌクレオチドがスポットされたマイクロアレイシステムを用いて解析を行なった．閉塞性症例群

vs　referenceで発現変化を認めず，非閉塞性症例群vs　referenceにおいて2倍以上の発現差を認めた遺伝

子について2群間でt検定を行なった．

【結果】検定の結果2642遺伝子をTarget　Groupとして抽出した．さらに非閉塞性症例群における発現遺伝

子プロファイル解析及びANOVA検定の結果，　Target　Groupから60遺伝子を抽出した．この中で造精機

能障害への関与が予想されるY染色体上のTSPY1，2及びVCYの3遺伝子についてSTSマーカーを設

定しPCRによる増幅実験を行なったところ全症例でSTSマーカーの増幅を認めた．

【結論】60候補遺伝子のうちY染色体の3遺伝子については，マイクロアレイの結果非閉塞性無精子症例

で有意な発現低下を認めたものの全症例でSTSマーカーが増幅された事により，遺伝子の欠損などの変

化は存在しないと考えられた．今後はSNPによる患者対照相関解析を進める予定である．
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4

　5）男性不妊症におけるY染色体の欠失診断

一
「微小欠失」から「パリンドローム欠失」へ一

金沢大学大学院・医学系研究科（泌尿器科学）

高　　　栄　哲

●

共同演者

金沢大学大学院・医学系研究科（泌尿器科学）

並木　幹夫

木場公園クリニック

吉田　　淳

「

　2003年，Y染色全体ゲノム塩基配列の物理学的位置が確定した結果，その微小欠失の概念は大きく変化

した．長腕部遠位側にある精子形成領域には，巨大な回文塩基配列と呼ばれるパリンドローム構造をもち，

この構造がY染色体内における再組み換え（intrachromosomal　recombination），いわゆるY－Y変換を惹

起している（homologous　recombination）．　Y染色体の真性クロマチン長腕部に8ヶの巨大なパリンドロー

ム配列が存在する．これらのパリンドローム配列は極めて高い対称性を示し，9994～99．997％に及ぶ塩基

相同性を示す．また，そのサイズは9kb～3．5Mbにも及び，　Y染色体内でのrecombinationを保証し，　Y

染色体の維持に大きく関与していることは明らかなようである．現在，Kuroda－Kawaguchi（Nat　Genet

29：279－862001）らがパリンドローム構造を色塗りして分類しており，パリンドローム単位の欠失は，こ

の色分けした領域の欠失で表現されている．ところで，AZF（azoospermia　factor）とはY染色体長腕部

遠位側の精子形成候補領域である．AZFa，　b，　cはY染色体微小欠失と精巣の組織表現型を比較して分類

したものである．現在，Y染色体の微小欠失はPCRを基礎としたSTS（Sequence　tagged－site）法に依っ

ており，このSTSの欠失領域を「微小欠失」と称してきた．しかし，パリンドローム構造は，従来のSTS

－PCR法での，微小欠失の検出をきわめて困難にし，意味のないものになりつつある．また，パリンドロー

ム単位の欠失が起こっていることも現在明らかとなっており，いわゆる「微小欠失」という用語は本来の

意味から大きく乖離しつつある．一方，AZFの本質的意味は揺るぎないにしても，　STS－PCRを基礎とし

たAZFの概念については再検討を余儀なくされている．従来AZFc欠失は，パリンドローム欠失でいうと

b2／b4欠失（Kuroda－Kawaguchiの定義では，　bとはblue（青色））であり，その欠失範囲は約3．5Mbもあ

り，ユークロマチン部の10％以上を占め，われわれのイメージしているサイズとしての微小欠失と大きな

隔たりがある．したがって，今日の時点では「微小欠失」という用語は不適切であり，「パリンドローム欠

失」の方が妥当である．現在，Y染色体長腕遠位側の欠失はintrachromosomal　recombinationの不全によっ

て起こるとされている．これらを検出するマーカーがきわめて少数しかなく．多型性などの様々な問題点

が浮上する．特に，gr／gr欠失（grとはgreen（緑色）はひとつのSTSマーカーを用いて，その欠失を断

定しているが，この辺の問題点も言及したいと思う．ゲノムプロジェクトの終焉とは，塩基配列が5’上流

から下流に向かい基本的に一意に物理学的位置が確定されることである．他方，STSとはゲノム上の位置

を唯一特異的な位置（site）と定義することができる．パリンドローム構造はこのSTS定義と対立するも

のである．すなわち，ひとつのパリンドローム構造とは一対の同一配列が存在していることである．PCR

法ではパリンドローム全体の欠失は検出できても，パリンドローム内の部分欠失は検出できない．さらに，

臨床の場でなにを基準にしてのパリンドローム単位の欠失を検出するかについて考察提案したい．

●

「

●

●
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6）ヒト造精機能に関連した遺伝子　ゲノムSNP解析と免疫組織学的解析

●
大阪大学大学院・医学系研究科・

器官制御外科学（泌尿器科）

宮　川　　　康

●

共同演者

大阪大学大学院・医学系研究科・

器官制御外科学（泌尿器科）

藤田　和利，植田　知博，松岡　庸洋，

高尾　徹也，高田　晋吾，辻村　　晃，

奥山　明彦

大阪大学・微生物病研究所・動物実験学分野

田中　宏光，西宗　義武

●

9

●

●

　精細管内では精原幹細胞の増殖と分化，減数分裂をへて精母細胞から精子細胞への分化，そして劇的な

形態変化ののち精子が完成する．この精子形成過程において生殖細胞はセルトリ細胞やライディッヒ細胞

の制御のもとで様々な遺伝子発現を行う．これまで多くの遺伝子が精巣生殖細胞や精子から単離され，遺

伝子改変動物の解析などから，これらの遺伝子の欠損やその蛋白の機能低下が男性不妊を引き起こすこと

は疑う余地はない．しかしヒトの男性不妊の原因遺伝子と同定できたものは希少で，臨床における診断お

よび治療へ応用はこれからの課題である．我々はこれまでマウス精巣サブトラクテッドライブラリーから

生殖細胞特異的遺伝子を単離し，そのうち新規遺伝子はヒトオルソローグ遺伝子の単離も行ってきた．こ

れら新規の遺伝子に既知の遺伝子も加えた約20の遺伝子の男性不妊症患者におけるゲノムのシークエン

ス解析（SNP解析）を現在行っている．本発表の前半では，これらの解析結果を解説するとともに，診断

への応用について述べる．また近年顕微鏡下精巣内精子採取術（MD－TESE）により，　Sertoli　cell　only　syn・

drome（SCO）であっても，精子の採取や挙児が可能となっている．我々はこれまで無精子症患者におい

て種々のパラメーターからMD－TESEの精了・採取の予測因子を検討してきた．本発表の後半では，　SCO

症例の生検組織の免疫組織学的解析から精子採取予測の可能性を示唆した最近の研究成果を紹介する．造

精機能の全貌はいまだ不明といわざるを得ないが，造精機能の関連遺伝子の単離と解析を段階的に進めて

ゆくことで，将来的に新たな診断および治療の開発が期待できると考える．

（参考文献）

1．Miyagawa　Y，　Nishimura　H，　Tsujimura　A，　Matsuoka　Y，　Matsumiya　H，　et　al．　Single－nucleotide　polymor－

phisms　and　mutation　analysis　of　the　TNPI　and　TNP2　genes　of　fertne　and　infertile　human　male　popula－

tons．　J　Androl．，　in　press，2005

2．Fujita　K，　Tsujimura　A，　Takao　T，　Miyagawa　Y，　Matsumiya　K，　et　al．　Expression　of　inhibin　alpha，　glial　ceU

line－derived　neurotrophic　factor　and　stem　cell　factor　in　Sertoli　cell－only　syndrome：relation　to　successful

sperm　retrieval　by　microdissection　testicular　sperm　extraction．　Hum　Reprod．20，2289－94，2005

3，Tanaka　H，　Miyagawa　Y，　Tsujimura　A，　Matsumiya　K，　Okuyama　A，　et　al．　Single　nucleotide　polymor－

phisms　in　the　protamine－1　and－2　genes　of　fertHe　and　infertile　human　male　populations　Mo田um　Reprod。

9，69－73，2003
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7）Growth　hormone　releasing　hormone　test　for　infertile　men　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　spermatogenetlc　maturatlon　arrest．

神戸大学大学院・医学系研究科・腎泌尿器科

合　田　上　政

q

●

PURPOSE：Growth　hormone　has　an　important　role　in　the　function　of　the　male　reproductive　system．　We

investigated　infertUe　men　with　impaired　growth　hormone　secretion． ●

MATERIALS　AND　METHODS：Growth　hormone　status　was　studied　in　8　fertile　men　and　g　infertile　men

with　azoospermia　due　to　spermatogenetic　maturation　arrest．　Growth　hormone　releasing　hormone，　the

specH］c　stimulatory　neurohormone，　was　used　in　the　growth　hormone　stimulation　test．　A　dose　of　100　mi－

crog．　of　growth　hormone　releasing　hormone　was　infused　intravenously　and　serum　growth　hormone　con・

centrations　were　measured　at　O，15，30，60，90　and　l20　minutes．　Serum　follicle－stimulating　hormone，　lu－

teinizing　hormone，　prolactin，　testosterone　and　estradiol　were　also　measured　befbre　the　test．

RESULTS：Serum　fb伍cle－stimulating　hormone　concentrations　were　significantly　increased　in　the　azoo・

spermic　group　and　basal　levels　of　growth　hormone　were　simaar　to　those　in　the　control　group日erum

growth　hormone　concentrations　increased　after　injection　of　growth　hormone　releasing　hormone　and　the

levels　of　growth　hormone　peaked　after　30　minutes　in　both　groups．　At　time　30　minutes　growth　hormone

levels　had　decreased　sign伍cantly　more　in　the　azoospermic　group　than　in　the　controls．　Men　with　azoo－

spermia　due　to　spermatogenetic　maturation　arrest　had　a　low　response　to　the　growth　hormone　releasing

hormone　test．

●

甲

CONCLUSIONS：Relative　growth　hormone　insufficiency，　which　may　be　caused　by　reduced　reactivity　to

growth　hormone　releasing　hormone　in　pituitary　growth　hormone　secretory　cells，　is　strongly　related　to

spermatogenic　dysfunction．

●

●

●
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「子宮内膜症に伴う月経困難症に対する治療戦略」

●

Keynote：子宮内膜症の疾痛対策　オーバービュー一

鳥取大学・医学部・生殖機能医学

寺　川　直　樹

■

●

●

　子宮内膜症は生殖年齢女性の5－10％にみられる頻度の高い疾患で，主症状は月経痛をはじめとする痔

痛である．日本子宮内膜症協会のアンケート調査（1996年）によると，内膜症患者の9割が月経痛を，半

数以上が下腹痛・腰痛，性交痛を，およそ4割が肛門痛や排便痛を訴えている．したがって，産婦人科医

にとって本症の痔痛に対応する機会は非常に多い．

　子宮内膜症の痔痛対策は，状況に応じて内科的および外科的治療が選択される．本症の疾痛に対しては

腹腔鏡下手術が有効であり，薬物療法のなかではGnRHアゴニストの有効性がエビデンスレベルで認めら

れている．不妊症を合併する場合は手術が優先される．内膜症の進行・再発例にはGnRHアゴニストが選

択されるが，若年者や微症・軽症例の痔痛に対しては第一選択薬とはなりにくい．

　米国のOUveは，子宮内膜症を伴う痔痛に対して，まず最初は鎮痛剤（NSAID）または低用量ピル（OC）

で治療し，無効例にはGnRHアゴニストや手術療法を選択するべきであるとのアルゴリズムを提唱してい

る（New　Engl　J　Med　2001年）．　OCについては，英国では子宮内膜症と月経困難症に対する適応が，ドイ

ツでは月経困難症への適応がある．北米では期待されるヘルスベネフィットとしてその効能が添付文書に

記載されており，OCは欧米では広く使用されている．　Cecil教科書第22版（2004年）では，　OCを子宮内

膜症に対する薬物療法の一つとして位置付けている．本邦では，子宮内膜症や月経困難症に対して安全性

の高い薬剤としてOCの有用性は認識されているが，適応外使用として限定され普及には至っていない．

　欧米では，OCが本症に対する初期の治療薬として有効であるとする報告は多いが，一方で，　OCの有効

性をエビデンスレベルで証明した成績は殆どない．子宮内膜症性痙痛に対して有効性が認められている

GnRHアゴニストとのイタリアにおけるRCT（1993年）において，　OCは同程度の疾痛改善率を示したこ

とから，その有効性が示唆されてはいる．このような背景のなか，ノーベルファーマ社によって，一相性

OCを用いた世界で初めてのプラセボ対照二重盲検無作為比較試験が進行中である．
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1）子宮内膜症性痙痛管理に対するガイドライン

　　　　ー子宮内膜症取り扱い規約から一

●

高知大学・医学部・生殖加齢病態学

深　谷　孝　夫
●

　子宮内膜症は女性のQOLを傷害する代表的な疾患で近年罹患率が増加してきている．子宮内膜症の症

状のなかで臨床的に最も重要なものは痔痛と不妊である．これらの症状は女性の社会進出時の障害や少産

少子時代の一因にもなると考えられ，社会的にも看過できない疾患の一つである．最近の子宮内膜症治療

において，子宮内膜症性不妊に関しては積極的なARTの導入により，以前と比べて治療に難渋することは

少なくなった．しかし，子宮内膜症性痔痛に関しては，根治手術以外に決定的な解決策がないのが現状で

ある．われわれが子宮内膜症に伴う痔痛を制御する際に直面するジレンマは，治療対象となる症例の殆ど

が将来の生殖機能を温存させなくてはならない世代であるため，痔痛に対して最も効果的である根治手術

を選択することが出来ないことである．言葉を換えると，「痙痛を制御するためにはむしろ不必要である卵

巣機能の維持を考慮しながら疹痛を管理する」と言うパラドックスのなかで診療をしなくてはならないも

どかしさがある．

　この様なパラドックスの中で今日選択されている治療法は，鎮痛剤や漢方薬による痔痛の制御，卵巣機

能を制御せずに病巣のみを除去する外科的治療さらには卵巣機能を一時的に制御してエストロゲン分泌

を抑えるGn－RH　agonist，　danazol，　oral　contraceptiveなどのホルモン療法に大別される．また，薬物療法

には現在臨床治験が進行している新しいprogestin，低用量経口避妊薬やパイロット研究がなされている

aromatase　inhibitor，　Gn－RH　antagonist，ロイコトルエン拮抗剤などが治療薬として期待されている．ただ，

これらの治療法には一長一短があることは言うまでもなく，しかも痔痛が完全にコントロールされる訳で

はない．子宮内膜症に伴う痔痛の制御のために今日最も必要とされることは，各々の治療法の特性と治療

効果を考慮し，EBMに基づいた治療法の選択を症例毎に構築することと考えられる．

　日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会が編集した子宮内膜症取り扱い規約第2部では診断・治療の解

説とともに，生殖内分泌委員会子宮内膜症小委員会で検討した治療内容と予後の解析，さらには現在まで

報告されたRCTを含む論文にたいして行ったmeta　analysisをもとに，主として不妊と疾痛に対してガイ

ドラインを作成した．本シンポジウムでは疾痛治療に対するガイドラインを中心に紹介するが，これはあ

くまでも現在までのEBMに基づいたガイドラインである．残念ながら子宮内膜症性疹痛を完全に制御で

きる治療法はない．今日われわれが出来ることは，治療成績と治療における問題点を十分にインフォーム

して，個々の症例に合った治療法を選択することであろう．

　子宮内膜症は懐が深い疾患で，発症機序や治療法について漸く展望が開かれた観がある．痔痛の制御に

関しても今後の新しい成果が期待される．

●

●

●

●

●
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2）画像診断からみた月経困難症

京都大学大学院・医学研究科・画像診断学核医学

富　樫　かおり

●

●

●

●

●

　MRIは人体の様々な情報を，痛みや被曝なしに描出しうるすぐれた画像診断方法として広く婦人科臨床

に普及している．優れた軟部組織コントラストをもつMRにおいて，子宮には層構造が認められ，様々な

疾患が多彩な画像を呈する．例えば筋腫は辺縁明瞭な結節，腺筋症は辺縁不明瞭なびまん性の低信号病変

として示され，鑑別が容易となったことはよく知られている．これと平行して，子宮には病理所見だけで

は説明のつかない不思議な画像所見がみられる，即ち子宮の層構造はきわめて短時間の間に変動し，病理

的にはその変化を説明することが困難である，ということも知られるようになった．

　この現象は何を示すか？子宮はほかの臓器とどう違うか？考えてみれば答えは簡単なことである．子宮

は平滑筋よりなる，すなわち能動的収縮能をもつ臓器である．MRでみられる一過性の低信号部分は，一

過性の筋層の収縮，すなわちsustained　contractionを示すと考えると子宮特有の一過性の画像所見は説明

が可能となる．収縮部分が低信号を呈するのは，収縮に伴う血管床の縮小が水分含有量の低下として示さ

れていると考えられる．これらの考察より，MR静止画像というのは刻々と動く子宮の動きの総和を見て

いるに過ぎないことを再認識し，この動きを直接に観察し今までとは違う情報を得るべく骨盤部MRキネ

マトグラフィ（シネMR）を開発するにいたった。

　我々はこのシネMRを用いて月経に関連する痙痛の評価，低容量ピルの子宮に対する作用，従来とは異

なった視点からの妊孕能の評価を試みている．従来，痔痛を客観的に評価することは困難であった為，月

経困難は無視されがちな事象であったが，シネMRを用いれば，疹痛による子宮の変化や鎮痛薬剤の効果

を直接的かつ客観的に評価することができる．月経時の疹痛とシネMRにおいて描出される子宮の収縮の

強さには有意の相関がみられ，又低容量ピル服用群と対照群の比較検討においては，低容量ピル服用によ

る子宮収縮の軽減と痔痛緩和に有意の相関が認められている．

　又子宮収縮には，前述のような痛みを伴う散発的かつ持続的な収縮（Sustaind　Contraction）の他，内膜

直下筋層に限局してみられる微細でリズミカルな収縮がある．後者は内膜輪郭のさざ波様の変化を伴うこ

とから子宮蠕動とよばれる事もあるが，シネMRにおいて子宮蠕動の方向性，強さ，頻度は月経周期によっ

て著しい変化を示すことが示されている．排卵期には頸部から底部へと伝搬する波が高頻度に観察され，

一方，月経時には底部から頸部へむかうゆっくりした波の伝搬が見られ，その方向，頻度，強さは子宮機

能にきわめて合目的といえる．すなわち排卵期の頸部から底部への頻回の波は精子の輸送をサポートする

方向，黄体期に子宮が静止しているのは初期妊娠の保持，月経中の底部から頸部へ向かう波は月経血の駆

出に役立つ，と考えられる．これまでの検討において，排卵期では9割程度の例において頚部から底部へ

向かう波が高頻度にみられるが，低容量ピル服用時には全く波は同定されない，又内膜症においても正常

の頸部底部方向の波の出現頻度は対照群に比べ，有意に低下し，不妊との関連性が議論されている．いず

れの検討もまだ試行段階ではあるが，子宮の動態評価を可能とするシネMRは，内膜症，月経困難症，妊

孕能等について，従来とは異なった視点からの研究を前進させることが期待される．
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3）低用量OCの子宮内膜症腹腔内環境に与える効果
●

札幌医科大学・産婦人科学

藤　井　美　穂

共同演者

札幌医科大学・産婦人科学

藤村　保文，北島　義盛，遠藤

斎藤　　豪

カレスアライアンス天使病院

佐々木雅弘，渡利　道子，菅井

吉田　　博，藤本征一郎

俊明，

亮世，

【目的】子宮内膜症の病巣進展には種々のcytokinesが関与し増悪因子となっていることは周知である．さ

らに月経時の逆流血がこの機序を通して腹膜病変を増悪させている可能性が示唆されている．最近，低用

量経口避妊薬（以下LOC）が子宮内膜症の治療薬として使用されることが多く，臨床的にその効果は認め

られているものの，機序は解明されていない．今回，LOCが腹腔内環境の変化に関与しているか，さらに

子宮内膜症の増悪を抑制しうるかどうかを評価検討してみた．

【対象および方法】（1）機能性月経困難症および子宮内膜症に対してLOCを内服している症例（LOC群），

内服していない症例（非LOC群）の月経3～5日の腹腔内月経血逆流を経膣超音波検査にて確認した．ま

た月経期と非月経期にCAI25を測定し，疾患別に月経周期別の値を比較した．（2）LOC群と非LOC群で

血清CAI25の変化を検討した．（3）子宮内膜症例の腹腔鏡下手術時に採取した腹水中のIL－6，　IL－8，　IL－1

βTNFαをELISA法で測定し，同時に血清CA125を測定した．（4）子宮内膜症例の初回手術後，1年間

LOCを投与し，　second　look　laparoscopy（SLO）を施行，腹水中のcytokinesを測定し，初回手術時の値

と比較検討した．また肉眼的に，LOC投与前後における腹腔内子宮内膜症病巣の変化を検討した．

【成績】（1－1）月経血の逆流はLOC群で著明に減少した．（1－2）子宮内膜症症例の月経期／非月経期血清CA

125値は非子宮内膜症症例に比べ，低値であった．血清CQ125値はLOC群において著明に低下した．（1－3）

子宮内膜症の臨床進行期が進むにつれ，腹水中cytokinesは増加した．またLOC群では腹水中cytokines

は減少していた．（1－4）LOC群では初回手術時に比べ，　SLO時の腹腔内子宮内膜症病巣は縮小傾向を認め

た．

【結論】子宮内膜症に対するLOC投与は月経血の逆流を減少し，腹腔内cytokinesを低下させ，子宮内膜

症の進行を抑制する可能性が示唆された．

●

●

●

C

●
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4）低用量経口避妊薬の子宮内膜症に伴う月経困難症に対する臨床試験成績

鳥取大学・医学部・産科婦人科学

原　田　　　省

●

●

●

●

共同演者

鳥取大学・医学部・産科婦人科学

寺川　直樹

東京大学・医学部・産科婦人科学

百枝　幹雄，武谷　雄二

近畿大学・医学部・産科婦人科学

星合　　昊

【目的】近年，月経困難症に対して低用量経口避妊薬（LOC）の有効性が注目されている．しかしながら，

子宮内膜症に伴う月経困難症に対する効果は明らかにされていない．そこで，LOCの有効性をより客観的

に評価するため，これまで用いられてきたAndersch及びBiberogluのverbal　rating　scale（VRS）を基に，

鎮痛薬の使用量とADLを加味した新たなVRSを考案し，試験薬である1相性LOC（IKH－01，　NET　lmg＋

EE230ug）と3相性LOC（オーソM777）の有効性を比較検討した．

【対象と方法】18歳以上で開腹または腹腔鏡手術にて子宮内膜症と診断された症例もしくは画像診断で

チョコレート嚢胞が確認された症例で，VRSスコアが3点以上を対象とした．薬剤の割付は無作為に行っ

た．薬剤投与前2周期，LOCが投与された4周期，投与後1周期を観察期間とした．

【成績】IKH－01投与群（1群19例），オーソM777投与群（M群17例）の間で，被験者背景（主訴，発症

部位，Beecham分類，　VRS，既往歴，治療歴等）に有意差は認められなかった．　VRSは投与前に1群：45

±1．1，M群：45±10であったものが，　LOC　4周期投与後には1群：2．3±1．6，　M群：20±1．7と両群ともに

有意に低下した．両群の間には有意差を認めなかった．副次的に評価したvisual　analog　scaleでも同様の成

績であった．投与前後で卵巣チョコレート嚢胞の体積を比較すると，薬剤投与後には有意に縮小していた．

副作用として不正性器出血，嘔気，頭痛等が認められたが，両群間の発生率に有意差を認めなかった．

【結論】新たなVRSを用いた本研究成績から，子宮内膜症に伴う月経困難症に対して1相性および3相性

LOCともに有用であることが示された．
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Keynote：Quality　of　ARTのめざす成功の指標とは

東邦大学・医学部・第1産科婦人科

久　保　春　海

　ART（生殖補助医療）は，すでに臨床的に不妊治療の重要な手段としての地歩が確立されている．わが

国においてART施設は650以上となり，年間85000周期のARTが実施され，15000人以上が出生してい

る．日産婦学会で統計をとりはじめて以来，累計では10万人以上の児がARTによって，誕生したことに

なる．この結果，わが国は世界でも類を見ない，ART大国となっている．したがって，今後のわが国に於

けるARTのあり方を模索することが，　ARTの将来を占う上で非常に重要である．近年，　ARTの質的問題

（Quality　of　ART）の一環として，ハード面，ソフト面で施設の設備や環境，安定した技術，チーム医療と

しての人的資源やアメニティが，治療効果や不妊夫婦に与える心理的影響の改善に役立つとされている．

なかでもART技術面の向上と進歩，それによる妊娠率の向上は質の高いARTの指標として，アンケート

調査結果でも，不妊夫婦の期待がもっとも高い点である．とくに，今後わが国でも，各施設ごとのART

成績の情報公開が，患者夫婦からも，一般社会からも望まれている折から，Quality　of　ARTにおける成功

のendpointは何か，という点が次の重要な課題となろう．しかし，　ART成功のendpoint設定には，不妊

因子，年齢因子，不妊期間，社会環境，mental　healthなど，患者夫婦を取り巻く複雑なfactorsが関与し

ている．現実に妊娠率にもさまざまな指標が存在し，用いた胚が新鮮胚か凍結融解胚移植（ET）か，ある

いは早期胚か桑実胚・胞胚かの区別，また妊娠成立の中に，生化学的妊娠，USGによるGSの存在，児心

拍動確認，早期異常妊娠を除外出来る妊娠10週前後の妊娠数など，どのpointを選択するかがある．また，

妊娠率の分母も症例数総周期数，採卵周期，ET周期あたりなどさまざまであり，その値と意義は大きく

異なるであろう．また，妊娠率よりも正常分娩率（単胎，多胎率），早産率，生児獲得率，健常児発育率，

などは，更に重要なARTのendpointsであると思われる．これらの点を明確にし，定義付けすることで，

そのendpointを目指す技術的向上を計る必要がある．目的のために，手段を選ばぬやり方は，　Quality　of

ARTとは云えないであろう，不妊夫婦に出来るだけ治療による苦痛を与えず，かつ健常な児の出産，育児

の喜びを分かち合えるような治療選択肢の適用，治療方針が必要である．その上で，ARTを治療法として

選択した際に，endpontに基づいて，　ARTの各processにおける，患者に適切で，副作用の少ない調節卵

巣刺激（COS），採卵，媒精，培養，移植（黄体補充），凍結保存法をtanor－madeに実施するべきであろ

う．さらに妊娠成立以降の経過観察も，本来ARTを実施した施設での管理か，責任ある分娩，新生児管理

が可能な施設への依託が望ましく，ARTによる妊娠初期の異常（流産，子宮外妊娠，多胎など）の早期発

見に努めなければならない．また妊娠分娩育児の全経過を通して，不妊症からARTによって妊娠出産

する夫婦，および出生児の心理的，社会的適応状況を良く観察して，対応出来るような環境設定も重要で

ある．
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1）不妊治療体系におけるARTの位置付けとART成績の評価法

IVF大阪クリニック

福　田　愛　作

●

●

●

●

●

　1978年のSteptoe＆Edwardsによる世界初のIVF－ET妊娠出産成功によりARTの歴史が開かれた．

わが国においても1983年に東北大学において日本初のIVF－ET児が誕生しART時代の幕開けとなっ

た．ART黎明期ではARTによる妊娠率は問題ではなく，どこでさらには何ヶ月待てばART治療を受け

ることができるかがおおきな問題であった．その証拠に1986年（日本産婦人科学会が登録報告制度を導入

した年）のIVF－ET実施施設数は27施設であり，年間ART実施周期は752であった．また当時ART

施設のほとんどが大学病院か大学関連病院で占められていた．ところが1990年代に入り経膣超音波装置

の普及，市販培養液の充実さらにはPremature　LH　surge回避可能なGnRH　agonistを用いた卵巣刺激法

の発達によりIVF－ET施設数は増加の一途をたどり，1992年ICSIの開発とその臨床応用の普及により

ART実施周期数は劇的に増加した．登録開始10年後の1996年における登録施設数は289と10倍以上に

増加し，実施周期数は26006と35倍に増加した．この頃にはART実施施設の多くが，いわゆる個人開業

医が中心となってきた．2000年代に入るとますますこの傾向が加速し，ART医療の主導が開業医に移った

ばかりでなく国内外の学会においても生殖医療分野の発表は開業医が多くを占めるようになっている．そ

れと同時に1980年代には患者がART施設を求めていたのに対し，現在ではART施設が患者を求める時

代に入ったと言えるのではないだろうか．そこで重要な武器になるのがARTによる妊娠率である．特に

IT時代に入り各施設が独自のホームページを持ち，自施設の妊娠率を提示している．

　ではARTにおける妊娠率とは何を意味しているのであろうか．本邦ではARTにおける妊娠率を表す

場合，胚移植当たりの妊娠率を表すことが一般的である．例えば当院の2004年1年間の胚移植当たり妊娠

反応陽性率をみると，卵巣刺激周期新鮮胚移植群では平均46％であるが，年齢群によって大きな差（30

歳未満では約70％，40歳以上では20％以下）がある．また凍結融解胚移植における妊娠率は新鮮周期と

は異なっている．これを胎嚢が確認できる臨床妊娠率と比べると平均で10％の差がある上に，年齢群によ

り低下率は異なっている．すなわち妊娠の定義を何にするか，どのような卵巣刺激をおこなったのか，ど

の患者年齢群を用いるのかによって，妊娠率という数字が異なってくるばかりでなく，その数値の持つ意

味が違ってくる．

　ARTの妊娠率を考えるとき，妊娠率の定義のみならずART治療にいたる過程も重要である．すなわち

ART治療以前に十分な一般不妊治療を受けていたかどうかにより，ART妊娠率の評価が変わってくるの

は明らかである．本邦においては，医療形態やARTに要する費用が米国に比べ低額であるため，一般治療

を受けずにARTに進む例も少なくない．

　そこで本シンポジウムでは，一般治療を含めた不妊治療体系の中でのARTの位置付けと，一般治療の妊

娠率とからめてART成績の評価法をいかにすべきかを論じてみたい．
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2）ART成功の指標に対する当院の考え方
●

セントマザー産婦人科医院

永　吉　　　基

●

共同演者

セントマザー産婦人科医院

田中　　温，粟田松一郎，姫野

田中威づみ，竹本　洋一・，鍬田

赤星　孝子，馬原　千春

神戸大学・農学部

楠　比呂志

雄
里

憲
恵

　不妊治療の向上は，高い妊娠率をもたらしたが，OHSSや多胎といった問題が生じた．このことは，不

妊カップルに精神的，身体的，経済的負担を強いるだけではなく，周産期医療費の増大は国に対して多大

な圧迫となってきた．海外では，近年BESST（birth　emphasizing　a　successful　singleton　at　tern）単胎，正

期産を目標とする対策として，①SET（single　embryo　transfer），②friendly　IVFがある．①は長期培養に

し，胚盤胞1個をもどし多胎を防こうとしている．②は排卵誘発法として，自然周期やクロミッド周期に

し，極力FSH（HMG）を最小限使用とし，卵胞数を数個にする方法である．①の問題点は，同時期の他の

良好卵が廃棄され無駄になったり，一・卵性双胎の問題がある．②は複数個の卵胞ができるカップルに対し

て，妊娠する機会を減らすとともに，妊娠率が低いために複数回の体外受精を行なう経済的負担が増加し

てしまう．患者が体外受精を行なう上で施設に求めることは，当院で調査してみると，①経済的負担が軽

いこと②高い妊娠率をあげることという結果を得た．OHSSを避けるために，自然ないしクロミッド周期

で極力HMG（FSH）を使わずに少数の卵胞を作る方法が普及している．しかしながらこの方法は，複数卵

子を採取，移植した周期に比べ，妊娠率は低くなり，治療回数が増加することより，決して満足度の高い

方法とはいいがたいかもしれない．この考えに対して，当院では，身体的負担は多少伴うものの，複数個

の卵が得られれば排卵誘発周期と凍結胚移植周期のチャンスがあり，一回の採卵当たりの妊娠率が高くな

ることより至適卵胞数を10個前後と考え，HMG（FSH）を使用した排卵誘発法を行っている．双胎妊娠

は，high　riskではあるが，その発生を極力抑えるために，　SETにこだわり過ぎて，全体の妊娠率を下げる

ことは，我々の本意ではない．良好卵が複数個できた場合は，長期培養のための卵子と採卵2日目に凍結

する卵子に分ける．そして，OHSSにならないことを確認し，採卵4～5日目に桑実期胚～胚盤胞期胚で移

植する．妊娠に至らなかった場合や次子を希望する場合は，凍結分を自然周期に移植する．移植数は，患

者の妊娠後のリスク（高齢，低身長，肥満等）を予測し，経産婦は1～2個，初産婦は2～3個までとして

いる．これは，当院における双胎の管理法を行ったところ，①妊娠36週未満の双胎早産例が3／111（27％），

②合併症では，重症妊娠中毒症1例，32週の前期破水1例以外は軽症例であった．この臨床結果より，双

胎例であっても厳重な管理が行なわれれば決して経済的，身体的負担にならないのではと考えられる．（平

成14年9月からの2年間双胎111例の当院調査より）妊娠率に最も影響する因子としては，採卵時の卵子

●

●

●

●
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の質であり，この点よりいかにして質の高い卵子を至適数（約10個位）発育させるかが，臨床医の腕のみ

せどころである．卵の良し悪しは，排卵誘発法を始める段階で決定しているものと我々は考える．そこで，

排卵誘発開始前のAntral　follicleの数によって，　HMG，　FSHの種類と量を決めたり，　PCO（多嚢胞性卵巣）

や過去にOHSSになった症例では，　HMG（FSH）にGnRHアンタゴニストを併用することによって，卵子

の数を減らし，OHSSを抑えるようにしている．このように，…人一人にあった排卵誘発法（order　maid

IVF）を選択，決定することが肝要である．

●

●

●

●



174（316） ●

日本オルガノン　スポンサードシンポジウム

「ART成功の指標はどうあるべきか一クオリティとEBMの両面から」

3）米国の経験に学ぶART成功率報告の実際

　　　　多胎妊娠抑制への取り組みと課題

●

扇町レディースクリニック・院長

朝　倉　寛　之
●

　1992年制定のFertility　CHnic　Success　Rate　and　Certification　Act（FCSRCA）に則り，米国では1996

年よりすべてのART施設が治療周期の結果をSociety　for　Assisted　Reproductive　Technology（SART）を

経由してCenter　for　Disease　Control　and　Prevention（CDC）に報告し，米国全体および報告施設ごとの集

計結果が毎年公開される（1）．ART施設は治療開始症例をSARTヘオンライン登録し，分娩情報はART

実施施設が患者本人または分娩担当施設から収集しSARTへ報告する．また無作為に選定した施設を

SARTが査察し提出データの真正性を点検する．

　2002年には，115392のART周期（自己卵による新鮮胚：74％，自己卵による凍結胚：14％，提供卵に

よる新鮮胚：8％，提供卵による凍結胚：3％）が実施された．96，325（83％）の周期で移植が行われ，42％

で妊娠が成立し，33，141件（34％）の分娩により45，751人の生児が出生した．この内53％の生児は多胎分

娩で出生し，そのリスクは提供卵による新鮮胚（42％），自己卵による新鮮胚（35％）の移植で高く，その

他，胚の移植個数，余剰胚の有無，患者年齢が関連因子と考えられた．ART出生児数は米国全体の出生児

数の1％だが，全多胎分娩数の17％を占める．ARTによる低体重出生児（＜2500g）は単胎分娩の9％，

双胎の54％，三胎かそれ以上の95％に，37週未満の早産は単胎分娩の15％，双胎の62％，三胎かそれ以

上の97％に発生した．

　The　American　Society　for　Reproductive　Medicine（ASRM）による胚移植個数のガイドライン（2）に拘

らず，周期平均約12700ドルとされる患者負担や施設問の競合等にて，高い妊娠率を期待する多数胚の移

植が米国では一般化している．多胎妊娠・分娩の要因となるARTの効率と安全性は，低体重児や早産と

いった周産期リスクの予防というPublic　Healthの観点を加えて検討・議論されるべきとして，2001年度

報告からは，従来の多胎妊娠・分娩率に加えて，単胎妊娠・分娩率が施設毎サマリーに記載され始めた．

　演者は当シンポジウムにて，疫学的に見た米国生殖医療の現状と問題点を解説し，本邦における将来の

健全なART診療のコンセンサスと指標づくりに貢献したい。

文献1：CDC，　ASRM，　SART．2002　assisted　reproductive　technology　success　rates．　Atlanta，　GA：US　De－

partment　of　Health　and　Human　Services，　CDC，　National　Center　for　Chronic　Disease　Prevention　and

Health　Promotion；2004．（http：／／www．　cdc．　gov／reproductivehealth／ART／index　htmにて閲覧可能）

文献2：American　Society　for　Reproductive　Medicine．　Guideline　on　the　number　of　embryos　transferred．

Fertil．　Steril．2004；82：773－4．

●
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● 4）ARTの成果を判断する新指標

加藤レディスクリニック

寺　元　章　吉

●

●

●

●

【始めにlARTの進歩は急速であり日々新技術が報告され，治療の選択肢は増加の一途を辿っている．こ

のような状況下，新技術の有効性評価と治療方針の適否判断はARTの根幹をなすと言えるが，それは常に

妊娠率という極めて曖昧な尺度に依存している．即ち，胎嚢確認を臨床妊娠の前提として妊娠率を算出す

るという一般的手法は，超音波装置と術者の技能および子宮の形態と位置に依存して確認作業の難度が左

右されるというアナログ的情報に依存し，「どんな時期」に「どんなサイズ」の胎嚢が確認できたかという

妊娠正常性の判断さえ客観性に乏しいという問題を内包しているのである．これに対して，最終的成果で

ある生産率を胎嚢確認に代わる指標とする提案は，胎嚢確認作業というアナログ的情報の介在を排除し，

さらに多胎妊娠増加に対する懸念から「単胎」に評価の焦点を絞ろうとする向きの当然の帰結である．し

かし，生産が判明するのはARTの開始から最短でも10ヶ月程度の期間を要することになり時間的即応性

がないばかりか，成功例のみの評価に終始し不成功例の解析には全く無力であるという欠点がある．この

ような評価指標はART施設の社会的評価にはある程度有用かもしれないが，不妊治療者の責務である多

くのART不成功例を解析して如何にして次回の成功に導くかという学術的有用性は，不成功に到った過

程を客観的なデジタル情報として描出できない点において認められないのである．

　不妊治療施設の技術程度を評価し，多胎妊娠を始めとするARTの陰の部分を封じ込めるためにその成

果を正確に評価することは重要であるが，培養技術の精度，治療方針の適否を評価し，不備を暴き，次な

る発展への指針を得るという点において，時間的即応性と客観性が満たされる方法が必要とされるのでは

ないか．本項では詳細な成績の解析を基に，このような条件を満たした尺度としての血中βhCGの有用性

を検討してみた．

【対象と方法】2001年4月より2004年3月の期間に実施した，転帰が判明している12061例（新鮮4細胞

期胚移植7665例；37β±4．4才，凍結胚盤胞移植4396例；36．7±43才）を対象とした．全例，クロミフェ

ンと少量hMGの併用により卵巣刺激を行い，卵子成熟トリガーとしてのGnRHaを噴霧後32～36（33：

26±2：00）時間に採卵した．新鮮4細胞期胚移植は採卵後2日目に行い，移植8，12日目にβhCGを測定し

た（東ソー，AIA－1800によるEIA法）．胚盤胞は全て凍結保存後の自然排卵周期に移植し，移植後3，5，

7，12，17日目にβhCGを測定した．

【結果】結果の一部を示す．最初に，新鮮4細胞期胚移植12日目のβhCG値と生産率の関係を示す．

βhCG（m1U／ml）　1～10　　10～40　　40～70　　70～100　100～200200～300300～400　　400～

●

生産率

症例数

0．4％

468

8．1％　　　　　39．4％　　　　　57．7％　　　　　79．2％　　　　　87．2％　　　　　91．9％　　　　　93．8％

408 213 182 660 414 160 96

次に，胚盤胞移植7日目のβhCG値と生産率の関係を示す．
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βhCG（mlU／ml）　　1～10　　10～20　　20～30　　30～40　　40～50　　50～60　　60～70　　70～

生産率

症例数

4．3％　　　　　20B％　　　　38．5％　　　　56．3％　　　　65．9％　　　　79．8％　　　　8t3％　　　　82．9％

464 313 325 284 290 238 224 368
●

【まとめ】卵子成熟トリガーとしてhCGを使用しないなら，一定時期のβhCG値はARTの成果を正確に反

映し，実際の分娩を待たずに予後判定が可能であることが示された．このことは，βhCGの精密測定値が

様々なART技術の有効性を客観的に評価する数値指標となりえることを意味する．さらに，例えば同時期

の流産において，胎嚢が確認できないβhCG＝2000mIU／m1と胎嚢が確認できるβhCG＝1000mlU／mlのう

ちより順調に発育したのは前者であるが，従来の常識では前者は化学的妊娠であり後者は臨床的流産とカ

ウントされることになる．このような逆転現象は不確定要素が介在する診断法に起因し，βhCGがART

に関わる診断を決定する上でも重要な指標となり得ることを意味する．

　胚の形態的評価の正確性，移植技術・凍結技術・培養技術の正確性，卵巣刺激法の妥当性などを評価す

るための客観的数値指標としての有用性，そして着床時期の適否（4細胞期移植では移植後6日目に上昇開

始）や発育速度（βhCGダブリングタイム）の遅速による不成功過程の解析における時間的即応性と客観性

など，様々な局面でβhCGによるART評価の有用性は高いと考えられる．

●

●

●

●
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O－01 視床下部下垂体精巣軸におけるNeuropeptide　Yおよび

　　　Pancreatic　polypeptideの役割に関する検討

神戸大学　泌尿器科

神戸大学　国際交流センター

　　　　帝京大学　泌尿器科

○合田　上政，寺尾　秀治，山口　耕平

　土橋　正樹，大場　健史，守殿　貞夫

藤澤　正人

後藤　章暢，白1

岡田　　弘

利朗

●

●

【目的】Neuropeptide　Y（NPY）およびPancreatic　polypeptide（PP）はNPY　Y1，Y2，　Y4，　Y5，　Y6　receptorsを介し

て主に摂食行動に関与することが知られている．Yl，Y5　receptorsは脳内に広く分布し主なligandであるNPYは
視床下部からのGonadotropin－releasing　hormone（GnRH）分泌，下垂体からのFSH，　LH分泌に関与している可能
性が示唆されている．またY4，　Y5　receptorsは精巣に発現し特にY4　receptorの主なligandであるPPは造精機能
に関与している可能性が示唆されている．今回，我々は視床下部一下垂体一精巣軸におけるNPYおよびPPの役割を
調べるために各々の強発現マウスを用いて検討した．
【方法】NPYはThy－1　promoter下に，　PPはCAG　promoter下に各々のtransgenic（Tg）mouseを作製した．10
週齢control　mouse，　NPY　Tg　mouse，　PP　Tg　mouseの3群でNPY，　PPおよびNPY　Y1，　Y2，　Y4，　Y5，　Y6　receptors

の脳，精巣における発現をRT－PCR，　Immunohistochemistryで確認し，　GnRH負荷テストによるFSH，　LH産生，
LH負荷テストによるtestosterone産生を比較検討した（0，30，60，120min）．また精巣重量，精子形成についても併
せて検討した．

【成績】NPY，　PPの脳，精巣における発現を各々のTg　mouseで確認した．またNPY　Y1，　Y2，　Y4，　Y5，　Y6　receptors

はcontrol　mouse，　NPY　Tg　mouse，　PP　Tg　mouseともに脳，精巣において発現を認めた．　GnRH負荷テストのFSH，

LH産生でNPY　Tg　mouse，　PP　Tg　mouseとも反応の上昇は軽度であったが，　LH負荷テストのtestosterone産生で
NPY　Tg　mouse，　PP　Tg　mouseともcontrol　mouseに比べ高反応を示した．

【結論】視床下部下垂体精巣軸における調節機構にNPYおよびPPが重要な役割を果たしている可能性が示唆され
た．

●

O－02 Idiopathic　hypogonadoropic　hypogonadismを伴う症例における

　　　nasal　embryonic　LHRH　factor遺伝子変異解析

長崎大学　医学部　産婦人科　〇三浦　清徳，増崎　英明，三浦　生子

　　　　　　　　　　　　　　　北島　道夫，石丸　忠之

●

●

【目的】最近，GnRH　neuronおよび嗅覚神経の遊走に関与するマウスnasal　embryonic　LHRH　factor　gene（Nelf）遺

伝子が単離された．遺伝子機能からidiopathic　hypogonadoropic　hypogonadism（IHH）あるいはIHHに嗅覚異常を

ともなうKallmann　syndrome（KS）の候補遺伝子と考えられる．今回，ヒトNELFの遺伝子構造を決定し，本疾

患におけるNELF遺伝子異常の有無をスクリーニングした．

【方法】IHHの基準は，1）18歳までに思春期徴候を認めない，2）E2＜20pg／mlもしくはT〈100ng／ml，3）正常

もしくは低ゴナドトロピンレベル，および4）MRIで脳の解剖学的異常を認めないの4項目を満たすものとした．

上記基準を満たすもののうち，X連鎖性の遺伝形式のもの，本疾患に関与する既知遺伝子（KAL1，GnRHR，　DAX

－1およびGPR54）の異常を有するものを除外し，同意を得た65例を対象とした．遺伝子異常の有無は，　DNAシー

クエンス法で解析した．塩基置換を検出した場合，遺伝子変異なのか多型なのか，segregation解析で判定した．遺

伝子変異が示唆された場合，正常コントロールにおける100アレルのスクリーニングおよび一塩i基多型（SNP）デー

タベースサーチを施行した．

【成績】16個のエクソンを有し530アミノ酸からなるヒトNELFは，染色体上9q343に位置していた．5つの選択

的スプライシングを認め，遺伝子スクリーニングの結果，5個の塩基置換（102C＞T，1029C＞T，1438A＞G，　IVS

14＋47C＞T，そしてIVSI5＋41G＞A）を同定した．

【結論】1438A＞Gはエクソン15のスプライシング部位に位置しており，アミノ酸置換（T480A）を認めた．正常

コントロールおよびSNPデータベースにおいて，同じ変異は認められなかった．また，　T480は種を超えて保存さ

れており，NELFはIHHの原因遺伝子の一つであるかもしれない．

●
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O－03GnRH　receptor　mutant（W206X）の機能解析と分子遺伝学的治療の可能性

金沢大学　医学部　産婦人科　○生水真紀夫，村上　弘一，南　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　岡田　政彦，張　　　波，可西　直之

　　　　　　　　　　　　　　　篠原　一朝，野村　…人，井上　正樹 ●

　われわれは，GnRH　receptorの遺伝子変異によりhypogonadotropic　hypogonadismをきたした症例を経験した．

学内倫理委員会の承認と文書による同意を得て，この変異レセプターについて機能解析を行い，分子標的治療の可

能性について検討したので報告する．この変異（遺伝子W206X）は，第二細胞外ループよりC末側のアミノ酸を

欠く蛋白質をコードしている．この変異cDNAをCos－7に発現させたところ，［’311］－LHRHとの結合やbuserelin

によるIP3の増加反応は認められなかった。　N一末端にX－press　tagをつけた変異cDNAをトランスフェクトして

検討したところ，変異レセプター蛋白は細胞質内および細胞膜にほとんど検出されなかったことから，変異蛋白の

分解が元進しているものと考えられた．さらに変異レセプターには，野生型レセプターの機能を抑制するdominant

negative作用が観察されたことから，変異レセプターの膜移行障害（misr皿ting）の可能性が強く示唆された．ア

ミノグリコシド添加培L地で培養すると，変異レセプターcDNAをトランスフェクトした細胞にもbuserelinに対す

る反応性が観察されるようになった．この効果は，細胞透過性GnRH　antagonistであるIN3前処理で増強された．

以上の成績から，患者においてもアミノグリコシドやIN3により機能性レセプターの発現が誘導できる可能性が示

唆された．

●

●

O－04 卵透明帯タンパクが卵母細胞の発育に及ぼす影響

兵庫医科大学　先端医学研究所　発生　生殖部門　○長谷川昭子，小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産婦人科学　　堀内　　功，霞　　弘之

●

【目的】卵透明帯は，3種の糖タンパクから構成され，受精において重要な機能を果たすことが知られている．最近，

ZPAおよびZPCを欠損したマウスは卵胞形成が阻害され，不妊であることが報告された．本研究では卵母細胞一願

粒膜細胞複合体（oocyte－granulosa　cell　complex：OGC）の培養系を用い，透明帯タンパクの合成阻害が，卵母細胞

の発育に及ぼす影響を，RNAi（RNA干渉）により検討した．

【方法】9日齢BDF1マウス卵巣より，　oGcを採取し，透明帯構成タンパクの合成を阻害するsiRNAを受託により

合成し40μMに調整した．5－6層の頼粒膜細胞層を有するoGcの卵母細胞内に，　siRNAを注入した，4日間培養後，

卵母細胞の発育率を算定し透明帯形成を観察した．各実験群における卵母細胞内のmRNA量は，　RT－PCRにより

検討した．また，それぞれのタンパクに特異的な抗体を用いた間接蛍光抗体法により発現を調べた．対照実験群に

はH20のみを注入したOGCを同様に培養iして用いた．

【結果】培養後の卵母細胞の生存率は，zPA，　zPB，　zPcいずれのsiRNAを注入した実験群においても，対照群と

比較し有意に低値であった．実際，対応するmRNAの合成は明らかに阻害されていた．タンパクレベルの合成も注

入したsiRNAに対応して発現が抑制されていた．特にzpcを注入した実験群において顕著であった．生存した卵

母細胞においても透明帯の形状は異常であった．

【結論】以上より，ZPA，　ZPB，　ZPCいずれのタンパクも卵母細胞の発育に関与していることがあきらかになった．

ノックアウトマウスを用いた研究では，不妊になるのはZPAとZPCの欠損であるが，今回の検討ではすべてのZP

タンパクの発現阻害で卵母細胞の発育が阻害された．今後さらなる検討が必要である．

●

●

●
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O－05 排卵期の卵巣におけるスーパーオキサイドの検出

　　活性酸素センシングシステムを用いた検討一

東京慈恵会医科大学　総合医科学研究センター　実験動物研究施設　○成相　孝一，坪田　昭人，藤瀬　清隆

　　　　　　　　　　　　　東京理科大学　理工学部　工業化学科　　石川満寿英，江口　勝哉，小柳津研一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅　　眞

●

●

【目的】スーパーオキサイド消去酵素（SOD）が排卵時の卵胞において発現することがヒトおよびラットで報告され

ている．またラットでSODの投与が排卵を抑制することも報告されている．これらの報告は，排卵に活性酸素種の

一つであるスーパーオキサイド（SO）が深く関わることを示している．しかしながらこれまでに排卵期の卵巣にお

いてSOが遊離していることを直i接観察した報告はない．そこで我々は，　SOが作用すると還元され，さらに再酸化

する際にSO濃度依存的に電流を生じるポルフィリン修飾電極を応用した活性酸素センシングシステムを用いて

排卵時の家兎卵巣におけるSOのリアルタイム測定を試みた．

【方法】未経産の日本白色種成熟雌家兎にeCG－hCG法による過排卵誘起を行った（排卵群；SOV）．排卵の時期に

あたるhCG投与から10時間後に全身麻酔下で家兎を開腹し，18　G注射針にポルフィリン電解重合膜を組み込んだ

電極を卵巣実質に留置し，電極からSOの濃度依存的に発生する電流をポテンショスタットによって解析した．な

お，eCGのみを投与し卵胞発育のみを促した群（卵胞発育群；FD）およびホルモンを投与しない未処置群（NT）に

ついても同様に測定を行い，卵巣組織で検出される電流を比較した．

【結果と考察】ポルフィリン修飾電極を用いて得られた卵巣における電流値はFD群で254±5．6nA，　NT群で2＆9

±aOnAとなり，この2群間の差は認められなかった．　一方，　SOV群においては421±124nAとFD群およびNT
群に比べて有意（ρ＜α05）に高い電流値を示した．今回用いたポルフィリン修飾電極は仇功mにおいてキサンチ

ンにキサンチンオキシダーゼを作用させ発生させたSOによって電流を生じ，　SODを混じることで電流の発生を抑

制したことよりSOの特異的な検出が可能なものであることが証明されている．これを用いて排卵時の卵巣におい

て高い電流を示したことは，排卵時に卵巣局所でSOの産生が活発であることを示している．

●

O－06 　願粒膜細胞におけるepidermal　growth　factorと

transforming　growth　factor一αによるinterleukin－8

およびgrowth－regulated　oncogeneαの産生調節

　　　　　大分大学　医学部　産科婦人科　○伊東　裕子，河野　康志，古川　雄一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田淳一郎，奈須　家栄，楢原　久司

■

●

【目的】卵胞液中にはサイトカイン，ケモカインが存在し，排卵時の白血球の遊走に関与すると考えられている．今

回，epidermal　growth　factor（EGF）とtransforming　growth　factor（TGF）一αのinterleukin－8（IL－8）とgrowth

－related　oncogene（GRO）α産生におよぼす影響ついて検討した．

【方法】患者の承諾を得て，体外受精・胚移植の採卵時に血清および卵胞液を採取し，IL－8とGROαをELISA法で

測定した．さらに，穎粒膜細胞を分離・培養し，EGFおよびTGF一αを添加しIL－8とGROαの産生調節を検討し

た．さらに，immortalized　granulosa　cell　line（GCla：熊本大学産科婦人科学教室より供与）にEGF，　TGF一αおよ

びmitogen－activated　protein（MAP）kinase　kinase（MEIO　inhibitorを添加しIL－8とGROαの産生調節を検討し
た．

【成績】血清および卵胞液中のIL－8とGROαの比較では，卵胞液で有意に高値であった．　GClaにおけるIL－8と

GROαの産生はEGFおよびTGF一αの添加により有意に増加した．［IL－8：controls；1209±6．3pg／mL，　EGF（1

nM）；3175±2且3pg／mL（p＜0001），TGF一α（10nM）20＆4±1L3pg／mL（p＜α001）；GROa：controls；21．3±12

pg／mL，　EGF（10nM）；31石±14pg／mL（p＜0001），TGF一α（10nM）；379±α9pg／mL（p＜α001）］また，　EGF

およびTGF一αの添加により増加したIL－8とGROα産生はMEK　inhibitor（UO126）の添加でIL－8はそれぞれ
52．5％と57．3％，GROαはそれぞれ47，1％と52．2％にまで有意に抑制された．

【結論】白血球の遊走に関与しているIL－8とGROαは血清中と比較して卵胞液中で高く，かつ穎粒膜細胞において

EGFおよびTGF一αによりそれらの産生が増加した．　EGFとTGF一αは卵胞におけるIL－8やGROαの発現，ひい
ては白血球遊走を促進すること，またその作用はMAP　kinaseを介していることが示唆された．

●
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O－07 ヒト黄体形成期血管新生に対する血小板の生理的役割について

京都大学大学院　医学研究科　婦人科学産科学　○布留川和美，吉岡　信也，曽　　斌祥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川　美保，明坂　治子，小阪　謙三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　　浩，藤井　信吾 ●

【目的】ヒト黄体形成期には著明な血管新生が観察されるが，その誘導には穎粒膜細胞から産生される種々の血管形

成誘導因子が関わっていることが明らかとなってきた．最近，血小板が血管形成誘導因子を産生・放出する細胞と

して注目されている．そこで本研究では黄体形成における血小板の働きを調べる目的でヒト黄体組織での血小板の

分布およびヒト黄体細胞と血管内皮細胞に対する血小板の作用について検討した．

【方法】学内倫理委員会承認および患者同意のもと，婦人科手術時に摘出された卵巣組織より黄体を採取し，免疫組

織染色法にて黄体組織内での血小板の分布を検討した．また体外受精時に採取された卵胞液と末梢血からそれぞれ

分離した願粒膜細胞と血小板を，さらに分娩時に採取した膀帯より採取した血管内皮細胞と共培養して，血小板に

よる頼粒膜細胞のプロゲステロン産生能および形態変化に対する作用と血管内皮細胞の増殖と遊走に対する作用

について検討した．

【結果】血小板の沈着は黄体化しつつある穎粒膜細胞周囲の血管外間質組織に観察され，その分布は黄体形成と血管

の新生に伴ってcentral　cavityへと限局し，血管網の完成時には血管外の血小板沈着はほとんど観察されなくなっ

た．一方で血小板との共培養にて穎粒膜細胞のプロゲステロン産生は充進され，形態的にも細胞の大きさが増大し

た．また血管内皮細胞の増殖は血小板または穎粒膜細胞とのいずれの共培養でも増大したが，遊走能は血小板由来

の液性因子により著明に克進したものの，穎粒膜細胞の存在下では血小板で誘導された遊走能が抑制された．

【考察】以上の結果より，血小板がヒト黄体形成期にcentral　cavityに向かっておこる新生血管の遊走誘導に関与し

ている可能性が示唆された．

O－08　　　　　　　　Mater遺伝子の卵細胞に与える影響

●

●

聖マリアンナ医科大学　産婦人科学　○津田　千春，谷内　麻子，井埜まり絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤寿一郎，石塚　文平

●

【目的】MATER（maternal　antigen　that　embryo　require）／NALP5は，　NALP　protein　familyの一つで，卵子に特

異的に発現する蛋白である、Mater（一／一）雄マウスは生殖能を有するが，雌マウスは表現型，排卵，受精能は正常

であるが，その受精卵は2細胞期で発育が停止する．最近の研究で，MATERは卵子ミトコンドリア内に発現する

事が示唆されたが，そのメカニズムについてはまだ不明な点が多い．我々は，oocyteのミトコンドリア機能を解析

してMater遺伝子の卵子に対する影響を検討した．

【方法】8～12週齢のMater（＋／＋），（一／一）雌マウスから，過排卵刺激後にoocyteを採取し，　oocyteのミトコンド

リアの機能をROS（reactive　oxygen　species）活性，ミトコンドリア膜電位活性，　Glutathione　recovery　levelで比

較検討した．

【成績】Mater（一／一）oocyteのROSは（＋／＋）よりも高い傾向にあり，ミトコンドリア膜電位活性は有意に高かっ

た．またGlutathione　levelはMater（一／一）で（＋／＋）よりも低く，　recovery　levelも低い傾向を示した．以上より，

Mater（一／一）の卵全体のミトコンドリア活性は高値であったが，ミトコンドリア個々の予備能力は低下していると

考えられた．

【結論lMater（一／一）oocyteでは，卵子でのミトコンドリア代謝が異常に充進した結果，破綻をきたしアポトーシ

スが促進されると予測される．これより，MATERは受精卵の初期発育に必要な蛋白であるが，　M2期より作用し

ている事が示唆された．Mater遺伝子の解析は，原因不明の不妊症や早発閉経の原因解明や治療に役立つと考えら

れる．

●

●

■
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O－09 マウス卵成熟および初期卵割過程における

プロモドメイン蛋白BRD4の発現と局在

慶雁義塾大学　医学部　産婦人科学　○長島　　隆，丸山　哲夫，内田

　　　　　　　　　　　　　　　　　升田　博隆，荒瀬　　透，小野

　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　育子，浅田　弘法，吉村

浩

徳

典

政

泰

●

●

【目的】BRD4は増殖刺激で発現が増強し，細胞周期進行に重要な役割を担っている．また，体細胞分裂時にアセチ

ル化ヒストンに結合することで染色体から遊離せず結合を維持する．これはBRD4が遺伝情報の記憶継承メカニズ

ムに関与する事を示唆している．また酵母菌のホモログであるBdf1の機能を欠損すると減数分裂が停止し，　BRD

4欠損マウスは胚性致死となる．これは卵成熟と初期卵割過程にBRD4が関与する事を示唆している．そこで卵成

熟と初期卵割過程におけるBRD4の役割を，マウス卵を用いた発現と局在の解析から検討した．

【方法】減数分裂時でのBRD4の局在を解析するため，4週齢のBDFI雌マウスからGV，　GVBD，　MIおよびMII

期卵を採取，更に体外受精を行うことで1細胞期胚および2細胞期胚を得た．これらの卵および胚をピストン脱ア

セチル化酵素阻害剤（TSA）で処理した後，　BRD4ならびにアセチル化ヒストンH3／H4を標的とした蛍光染色を

行った．更に，BRD4－EGFPのmRNAを作成し，卵および胚の細胞質内にmicroinjectionすることにより，更なる

BRD4の局在を解析した．加えて発現量の時間的変化は，　Western　blotにより蛋白レベルで解析した．

【成績】BRD4はGVBD期からMII期までは染色体へ局在しなかった．一方GV，1細胞期胚および2細胞期胚では

染色体に局在した．TSA存在下ではまたmicroinjection後の卵および胚では，　TSA非存在下では内因性BRD4

と同様の局在パターンを示したが，TSA存在下では，常に染色体に局在した．　mRNA発現は受精前に，蛋白発現
は受精後に増強した．

【結論】体細胞とは異なり，BRD4はGVBD期からMII期までは染色体に局在しなかった．しかしMicroinjection

により強発現させると染色体に局在した．以上より，BRD4は減数分裂時に修飾を受け染色体に結合できないと考

えられた．また受精前後の発現増大から，受精前後の遺伝子発現に関与している可能性が示唆された．

O－10 卵胞液中のLactoferrin濃度と卵のQualityに関する研究

■ 昭和大学　医学部　産婦人科

田園都市レディースクリニック

○矢内原　敦，岩崎　信爾，根岸　桃子

　岡井　　崇

　河村　寿宏

●

●

【目的】卵胞液は卵の発育と成熟に生理学的に重要であると言われており，卵胞液中の諸因子の検討はその機構の解

明を促進させるものと期待されている．免疫に関与するといわれているLactoferrin（LF）は卵にも発現しており，

それが生殖現象に関与している可能性が最近示唆された．今回，我々はIVF採卵時に採取した卵胞液中のLF濃度

を測定し，卵胞径，受精率及び良好胚発生率との関係を調べた．

【方法】卵管性不妊で通院中の同意の得られた24人の患者より，IVF採卵時に卵胞液を採取（48検体）した．その

内5検体においては顕微鏡下に卵丘細胞を慎重に採取し冷凍保存した．保存された卵丘細胞にはanti－human　rab－

bit抗体を用いた免疫染色を行った．卵胞液のLF濃度をELISA法にて測定し，卵胞径，受精率および媒精後3

日目の受精卵のQuality（D3EQ）との関連を検討した．

【成績】卵胞液中のLF濃度の平均は370．7ng／mlであった．卵丘細胞はLFにて染色されなかった．卵胞径とLF

濃度との間には相関は認められなかったが，受精卵のグループ（n＝27）のLF濃度（4334±202．6ng／ml）は未受精

卵のグループ（n＝21）のLF濃度（281．4±1671ng／ml）に比して有意に高値であった（p＝α008）．また，　D3EQ

での検討で，良好胚が得られた卵胞液中のLF濃度（4623±239．1ng／ml）は不良胚となった卵胞液中のLF濃度

（20軌6±5＆1ng／ml）と比較して有意に高値であった（p＝α03）．

【結論】本研究により初めて卵胞液中のLFの存在が確認された．また，　LF濃度の高い卵胞が良好胚であったこと

から，LFの卵の発生への関与が推測された．

●



184（326） ●

O－11 ヒトARTのためのマイクロタクタイルセンサーを用いた

卵子評価システムによるマウスMII期卵子の弾性評価：

　　　　　　　　　　多精子拒否機構の検証

日本大学　工学部　次世代工学技術センター

乾マタニティクリニック　乾フロンティア生殖医療不妊研究所

○村山　嘉延，笛田　洋一，鎌倉　大和

　尾股　定夫

　水野　仁二，中村　寛子，赤石　一幸

　渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

　乾　　裕昭

●

●

【背景・目的】卵子透明帯（ZP）の硬さは受精後に，多精子受精を防止するため硬化することが知られている．ま
た受精以外の刺激（ガラス化保存，エタノール処理など）によっても変化することが生化学的に証明されている．
本研究は超高感度なマイクロタクタイルセンサー（MTS）を用いて卵子ZPの局所的硬さを評価するシステムを開
発し，マウスMII期卵子をモデルとしてZPの弾性率を測定し，本法のヒトARTへの適用の可能性を検討した．
【材料と方法】MTSシステム：円筒型ピエゾエレクトリックトランスデューサー（PZT）とガラスニードルを用い
作製した．測定はマウスEPBを保持ピペットを用いてMTSと同様に水平に顕微鏡下に移動しコンピューター制
御により一定速度でMTSの反対側から接触圧迫した．先端進入量5μmの曲線の傾きを共振周波数変化量を単一
値として求めるために変化率とし，ゼラチン（4－8％）公正によりヤング率換算を行った．卵子の採取：常法に従い
MII期卵子，　PN期卵子を採取した．ガラス化保存：桑山らの方法に従い行った．エタノール処理：卵子を8％エタ
ノールに4分間浸漬し活性化刺激を施した．
【結果および考察】ZPのヤング率はMII期（10±4kPa，　n＝7）に比べ，　PN期（29±5，　n＝16），ガラス化保存後
（23±8，n＝13），エタノール処理後（27±7，n＝13）に有意に増加した（P＜α01）．この結果はこれまでの生化学的

手法でのみ示されていた透明帯の硬化を直接工学的方法により検証し，受精前のMII期卵子のZPは受精後に硬化
し多精子許否機構の存在を示唆するとともに，ガラス化保存，エタノールによる単為発生刺激によってもZPが硬
化することを示唆した．この新しい評価法は，卵子評価のための客観的かつ定量的な情報を与え，ヒトART領域
の発展に寄与する可能性が示唆された．

●

O－12 ミトコンドリアDNA遺伝子変異の生殖学的意義

慶慮義塾大学　医学部　産婦人科

埼玉社会保険病院　産婦人科

済生会神奈川病院　産婦人科

○村越　行高，末岡　　浩，渡邊　広是

　橋場　剛士，浅田　弘法，岩田　壮吉

　久慈　直昭，吉村　泰典

　田島　博人

　中林　　章

●

【背景・目的】ミトコンドリア（mt）DNAは1細胞あたり数千コピー存在し，その変異・欠失はミトコンドリア病・

不妊・癌・老化など多彩な病態と関連している可能性が指摘されている．それらの変異は野生型と変異型の

mtDNAが共存している状態（heteroplasmy）で遺伝している．そこで配偶子を含む各種細胞についてmtDNA
の代表的な点変異T8993Gを標的としてその変異比率を測定することで，　mtDNAの遺伝形式の解明とその生殖学
的意義を検討することとした．

【方法】mtDNAの変異比率測定には，単一細胞の微量検体から高精度な測定を行うためにreal　time　PCR法を導入

した．プライマーおよびT8993Gに対応する2種類の蛍光プローブを設計してPCR反応後Allelic　Discrimination

Assayを行い，以下の各種細胞についてT8993G変異比率測定を行った．（a）リンパ球MOLT4細胞株，（b）保因者

リンパ球細胞株抽出DNA，（c）未受精卵・分割異常胚，（d）正常所見精子．すべての検体は同意を得て使用した．

【結果】リンパ球MOLT4細胞株および正常精子，ネガティブコントロールでは変異蛍光量はすべて02未満を示し

たのに対し，未受精卵・分割異常胚ではその95％が02以上に集積し，雌雄配偶子における正常と変異のallele

の構成比率に明らかな集積分布の差を認めた．また授精方法と変異比率，母体の年齢と変異比率にそれぞれ関連は

認められなかったが，42歳以上の高齢では変異比率が増加する可能性が示唆された．

【結論】健常者の未受精卵・異常分割胚にT8993G点変異が存在していることが明らかとなり，その受精および初期

胚発生への関与が示唆された．またその変異比率は卵子・胚側が高く，精子側には認められないことから，mtDNA

の遺伝形式は母系遺伝をとりやすいことが確認された．

●

●

■
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O－13 Time－lapse　cinematographyを用いたヒト初期胚発生過程における

　　　　卵細胞質内Haloの出現様式と胚のQualityとの関連性

ミオ・ファティリティ・クリニック　リプロダクティブセンター　○若槻　有香，上野ゆき穂，奥田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　千恵，岩田　京子，錦織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

梓

恭子

●

●

●

【目的】ヒト初期胚発生過程をtime－lapse　cinematographyで観察し，卵細胞質辺縁透明領域（Halo）の出現様式と

胚のQualityおよび加齢との関連について検討した．

【方法】ICSI適応症例のうち，十分な説明と同意が得られた症例（n＝57）において，　ICSI後の卵子1個を倒立顕微

鏡ステージ上の小型Chamber内で培養し，非侵襲的一定条件下で40時間観察した．前核期胚におけるHalo出現様

式をHaloが細胞質全周に出現した群（Pattern1），極体側に限局した群（Pattern2），極体対側に限局した群（Pa仁

tern3），極体の側縁に出現した群（Pattern4）の4群に分け，胚のQualityを比較検討した．さらに，年齢別のHalo

の出現率，出現様式，胚のQualityも検討した．

【結果】57個の卵子のうち55個（965％）が正常受精し，45個（81B％）にHaloを認め，そのうち30個（6a7％）

が形態良好胚に発育した．Halo出現様式別の形態良好胚率は，　Pl群で714％（10／14），P2群で761％（16／21），

P3群で50％（4／8），P4群で0％（0／2）と，　P1，P2群において有意に高かった（p＜α05，　p＜001）．Haloが最大径

となる時間は形態良好胚と不良胚の間で差は認めなかったが，その最大径は，形態良好胚（166±59μm）で不良胚

（13．3±6．1μm）に比して有意に大きかった（p〈OO5）．また，年齢別のHaloの出現率，出現様式，形態良好胚率は，

いずれも有意差を認めなかった．さらに，Haloは，前核隣接に伴い卵細胞質内穎粒状物質の前核周囲への移動によ

り出現し，前核消失前後の穎粒状物質の細胞質辺縁への拡散により消失することが明らかとなった．

【結論】今回の検討から，前核期胚におけるHaloの出現およびその様式と胚のQualityの間には明らかな関連が認

められた．Halo出現様式の違いが何に起因するかは明らかではないが，初期胚の不連続的観察においてもHalo

出現様式の解析は形態良好胚選別のための有用な指標に成り得ることが明らかにされた．

O－14　TGF　alphaのSurvivin／Phosphatidylinositol　3－kinase　Pathwayを介した

　　　　　　　　　　　　　　マウス胚盤胞のアポトーシスを抑制機構の解明

秋田大学　医学部　生殖発達医学講座　産婦人科分野

　　　　　　　雄勝中央病院

秋田大学　医学部　保健学科

○葉　　英輝，河村　和弘，清水　　靖

　福田　　淳，田中　俊誠

　熊谷　　仁

　児玉　英也

●

●

【目的】TGF　alpha（TGFA）は卵管および子宮上皮より産生され，その受容体を発現している着床前期胚に作用し，

アポトーシス抑制因子として働くことが知られているが，その分子生物学的機構は未だ不明である．我々はこれま
で，survivin（BIRC5）が着床前期胚のアポトーシス抑制に重要な働きをしていることを報告してきた．そこで本研

究では，TGFAによる，着床前期胚のアポトーシス抑制の分子生物学的機構としてのsurvivinの関与について検討
をおこなった．

【方法】TGFAによる着床前期胚の1）アポトーシス抑制効果をcaspase－3　assay，　TUNEL　assayにより測定し，2）

survivin発現量の変化をreal－time　RT－PCRにより測定した．アンチセンス法により，　survivinをノックダウンし

た着床前期胚をTGFA添加培養し，　TGFAによるアポトーシス抑制効果が消失するかどうかを検討した．　TGFA
による着床前期胚の細胞内シグナル伝達経路を解明するため，TGFAとphosphatidylinositol　3－kinase（PI3K）抑
制剤，nuclear　factor　kappa　B（NFKB）抑制剤の共培養をおこない，　survivinの発現量の変化をreal－time　RT－PCR

により定量した．

【結果】TGFAは容量依存性に胚盤胞のアポトーシスを抑制し，　survivinの発現量を増加させた．この作用はTGFA

の中和抗体によりブロックされた．胚盤胞以前の着床前期胚ではこれらの効果は認められなかった．コントロール

およびミスセンス群では，TGFAによりアポトーシスは抑制されたが，アンチセンス群ではTGFAのアポトーシス
抑制作用は認められなかった．胚盤i胞におけるTGFAのsurvivin発現量増加は，　NFKB抑制剤では変化しなかった
が，PI3K抑制剤で完全にブロックされた．
【結論】TGFAはPI3K　pathwayを介してsurvivinの発現量を増加させ，胚盤胞のアポトーシスを抑制することが
明らかになった．
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O－15 ハムスター超活性化精子鞭毛の運動特性と微小管の滑り

東京工業大学　生命理工学研究科　生物プロセス専攻　○石島　純夫

【目的】哺乳動物精子の超活性化（ハイパーアクチベーション）の機構解明のために，ハムスター超活性化精子鞭毛

の運動特性と，鞭毛各部での曲がりの大きさや原動力の微小管の滑りをデジタル画像解析を用いて調べた．

【方法】精子を受精能獲得溶液で処理し，超活性化前後の鞭毛運動を毎秒200コマの速度で撮影した．鞭毛各部の曲

がりの大きさを知るために，一コマ毎の鞭毛の画像から鞭毛各部の曲率を測定し，一方その点での微小管の滑り量

を知るために屈曲角を測定した．これら曲率と屈曲角の鞭毛根元から先端までの変化や，時間経過による変化から，

鞭毛運動の振動数や振幅などの運動特性や微小管の滑りの特性を調べた．

【結果】超活性化前の鞭毛運動では，振動数は容易に変化するが波形はほとんど変わらなかった．一方超活性化によ

り振動数が極端に減少し，その後はほとんど変わらないが，鞭毛の形は中片部前半部での鞭毛の大きな屈曲により

振幅の大きな独特な波形になった．これら二つの鞭毛運動で微小管の滑り速度はほとんど変わらず，超活性化は鞭

毛軸糸の微小管の間の滑り量が増すことによって起きることが明らかになった．

【考察】これまで哺乳動物精子でもウニやヒトデなどでも振動数は比較的容易に変化するが，波形を変えることは困

難だった．このような結果から鞭毛運動の振動数は鞭毛の形の制御とは独立した制御と考えられて来た．一方，超

活性化後の精子の運動では，鞭毛の形も振動数も極端に変化した．この結果は，これまでの説の再考を促したが，

今回の研究により鞭毛運動には特性を異にする二つの振動モードがあり，それぞれのモードでは振動数と鞭毛の形

の制御が比較的独立であることが分かった．超活性化は波形一定モードから振動数一定モードへの変換ととらえる

ことが出来る．

●

●

●

O－16 ヒト精子におけるセプチンの免疫染色学的検討

京都大学　大学院医学研究科　器官外科学　泌尿器病態学

　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院　泌尿器科

京都大学大学院　医学研究科　先端領域融合医学研究機構

　　　　　　　　　　　　　大阪大学　微生物病研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立病院

○西山　博之，杉野　善雄，小川　　修

大久保和俊

猪原　匡史，木下

西宗　義武

畑山　　博

専

●

【目的】セプチンファミリーは酵母の細胞分裂と極性維持に不可欠な遺伝子群として発見されたが，ヒトやマウスで

の生理的意義には不明な点が多い．Sept　4遺伝子のノックアウトマウスを作成したところ，精子の輪状小体が欠損

し，雄性不妊を呈することを見いだした．今回我々は，男性不妊症におけるセプチンの意義を調べるため，正常者

および男性不妊症患者の精子におけるセプチンの染色性を検討した．

【方法】京大病院と，足立病院の男性不妊外来を受診した患者のうち，27例の検討を行った．全て患者の同意の下

に精液を採取している．精漿と精子を分離後凍結保存をし，精子を抗SEPT4抗体，抗SEPT7抗体，抗キネシン抗

体にて免疫染色した．

【結果】ヒト精子ではSEPT7が輪状小体に発現することを見いだし，精子無力症と診断された15例中3例で抗

SEPT7抗体による免疫染色性の欠失が見られた．

【結論】ヒト精子ではSEPT7が輪状小体の形成に関与しており，SEPT7の染色性の低下が，精子無力症と関連があ

ることが示唆された．今後，症例をさらに増やして検討することで，セプチンの精子機能における意義を検討する．

●

●
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O－17マウス卵子への細胞質内精子注入法を用いたヒト形態異常精子の染色体分析

弘前大学　医学部　解剖学第二　〇渡邊　誠二

●

●

●

【目的】これまでヒト形態異常精子の遺伝的リスクを直接的に調査した報告は極めて少ない．そこで，マウス卵子へ

の細胞質内精子注入法を用いて4種類の精子頭部形態異常について染色体異常出現率を調査した．なお，本実験は

説明と同意に基づいて行われた．

【方法】調査はWHOの基準に準じる小形，大形および伸長頭部と独自基準の尖形頭部を対象とした．正常男性精液

サンプル中からこれらの異常頭部をもつ精子を顕微鏡下で選別し，ピエゾマイクロマニュピレーターを用いてマウ

ス卵子に注入した．得られた雑種胚を16～24時間培養し，第一卵割中期に達した時点で漸進固定空気乾燥法により

染色体標本を作製した．これを2％ギムザおよびCバンド法で染色して染色体分析を行った．

【成績】調査した頭部形態異常のうち，尖形群および伸長群における雑種胚の受精率は正常対照群に比べて有意に低

値を示した（902％，941％および99C％）．しかし，受精後の胚発生率はいずれの実験群間でも差は認められなかっ

た（71．8％－772％）．染色体分析の結果，小形群および尖形群において染色体異常の増加は認められなかった．一

方，大形群の倍数性（37％）および伸長群の構造異常（333％）において正常群のそれら（α0％，＆6％）と比べ有

為に高い値が得られた．

【結論】頭部の小形化は染色体数の減少とは関連がなく，核凝縮異常によると考えられた．大形精子の大部分は遺伝

的に正常であったが，一部に染色体数が倍化したために核凝縮できず，頭部が大形化したケースが認められた．伸

長精子における高頻度の構造的染色体異常は，核が短軸方向のみに凝縮するとDNAに損傷が引き起こされること

を示している．短軸，長軸両方向に異常凝縮する小形精子核に染色体異常がないことと比較すると，この結果は精

子核凝縮機構を考える上で興味深い．先体部にのみ異常のある尖形群は，受精率の低下はあったが，染色体異常の

増加は見られなかった．

O－18 ヒト無精子症原因候補遺伝子であるヒトFKBP6遺伝子の解析

● 旭川医科大学　医学部　産婦人科学　○宮本　敏伸，佐藤　　恒，堀川　道晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　千石　一雄

●

●

【目的】FK506　binding　protein　6（Fkbp6）はprolylisomerase／FK506結合ドメインとtetratricopeptide　protein－pr（卜

tein相互反応ドメインを含む遺伝子ファミリーに属する．マウスFkbp6は精巣特異的に発現し，そのノックアウト

マウスは全く健康であった．しかし，オスのhomo－mutantは全く生殖能を有していない．その精巣は明らかにサ

イズが減少し，成熟精子が全く存在しない．マウスFkbp6遺伝子の欠損は減数分裂における異常を引き起こす．故

に我々はヒトFKBP6遺伝子と非閉塞性無精子症との関係を解析した．

【方法】ヒトFKBP6の発現パターンを様々な組織を用いてRT－PCR法にて解析した．次にヒトFKBP6と無精子症

との関係を同定するため，そのcoding　region及び隣接するイントロンでGenomic　DNAを用いてmutation検索を

行った．全ての患者は文章による同意及び大学の倫理委員会の承認を得た後に解析は開始された．更にヘテロの配

列を示したものはRNAを用いてRT－PCR産物をダイレクトシークエンス解析した。

【成績】19名の減数分裂異常を伴う無精子症患者を解析し，エクソン3におけるグアニンとシトシンからなるヘト

ロの配列を検出した．正常ではシトシンである配列がグアニンに変換すると早期のストップコドンが出現し，わず

か60個のアミノ酸しかコードされず，不完全なFK506結合ドメインが形成される可能性がある．RNAレベルでは

ヘテロの配列のうち片側のみしか発現しておらず，ヒトFKBP6はGenomic　imprintingを受けていることが判明し

た．

【結論】我々はヒトFKBP6がimprinting遺伝子であることを証明した．今後更なる解析を進め，ヒト無精子症との

関係をより明らかにしていきたい．
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O－19ヒト造精機能障害に特異的な精細管基底膜の肥厚と，その構成成分の解析

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科

桐蔭横浜大学　先端医用工学センター

○佐藤　陽子，吉池　美紀，野澤資亜利

　馬場　克幸，山川　克典，岩本　晃明

　吉田　　薫 個

【目的】精細管を構成する基底膜は造精機能障害のある精索静脈瘤や停留精巣の患者精巣において肥厚しているこ

とが知られている．しかし，基底膜の肥厚と造精機能障害の因果関係については未だ不明であり，また肥厚した基

底膜の構成成分について詳細な報告はない．我々はヒトの精子形成過程における精細管基底膜の役割を明らかにす

るため，造精機能障害を示す精巣の精細管基底膜の肥厚状態を解析し，さらに肥厚した基底膜の構成成分の検討を

行ったので報告する．

【方法】1）様々な症例の造精機能段階を含む精巣病理組織標本について，精細管基底膜の厚さを測定し，各々の精

細管内における造精機能障害の程度をJohnesen’sscore　count（JS値）によって評価し解析した．2）免疫組織化学

染色等を行い，肥厚した基底膜の構成成分について検討した．3）未固定凍結切片，生精細管を用いて，肥厚した基

底膜への物質の結合性を検討した．4）組織から蛋白を抽出し生化学的な解析を試みた．本研究は，機関内倫理委員

会の承認の下，検体の使用に際し患者より文書による同意を得て，実施した．

【結果と考察】1）精子形成の異常を示す精細管の基底膜は，症例に関係なく肥厚していることから，精子形成の障

害と基底膜の肥厚には因果関係があると考えられた．2）肥厚した基底膜inner　layerは既知の基底膜構成成分の増

加によるものではなく，PNA－lectinに対して特異的な結合を示す糖タンパク質により構成されていることを示し

た．3）肥厚した基底膜inner　layerはprogesteroneを取り込むことが観察された．4）生殖細胞にもPNA－lectin

により認識される糖タンパク質が存在するが，肥厚した基底膜に存在する糖タンパク質とは性質が異なることを，

progesteroneによるPNA－lectin結合阻害実験より示唆した．現在，これらの性質を利用して肥厚した基底膜に存

在する糖タンパク質の同定を進めており，その結果についても報告したい．

O－20 2．ディーゼル排ガス胎仔期曝露はマウス雄性生殖機能を低下させる

‘

●

　　　　　　　　　　　　　　奥羽大学　薬学部　衛生化学

　　　　　　東京理科大学　薬学部　衛生化学　CREST，　JST

東京理科大学薬学部衛生化学研究室　放送大学　CREST，　JST

　　　　　　　　　　　　　　東京理科大学薬学部衛生化学

　　　　　　　　東京理科大学薬学部衛生化学　CREST，　JST

　　　　　　　　　　　結核予防会結核研究所　CREST，　JST

　　　　　　　　　　　　　　国立環境研究所　CREST，　JST

○押尾　　茂

　入江美代子

　石原　亜希

　庭田祐一郎，小野なお香，武田　　健

　菅原　　勇

　高野　裕久

■

【目的】我々は，ディーゼル排ガス（DE）曝露の雄性生殖系に及ぼす影響を検討しており，今までにDE曝露によ
り，一日精子産生能（DSP）の低下，精子形成過程の組織学的変化，テストステロン値および関連遺伝子の変動な
どが起こることを報告している．そこで，今回は，精液性状および精巣組織への影響について検討を加えた．
【方法】ICR系妊娠マウスにDE曝露チャンバーを用いて，妊娠期2～16日目まで（30mg　DEP／m3），あるいは妊娠
期から成獣に至るまでの連続曝露（0．lmg　DEP／m’）を実施した．対照群は，清浄大気下で飼育した．雄性仔を6，
12週齢時に麻酔下に精巣上体を摘出し，精巣上体尾部をTYH溶液中でミンス後，位相差顕微鏡下で精子運動率と
正常形態率の観察を行なった．精巣組織は，常法による電子顕微鏡用固定包埋をトルイジンブルー染色による光学
顕微鏡観察を行い，引き続き，電子顕微鏡を用いて精子，セルトリ細胞，間質細胞について微細形態を検討した．
【結果および考察】α1mg曝露群では，運動率への影響は有意なものではないが，正常形態精子率は減少していた．

一方，3mg曝露群では，6週齢時に8匹中2匹で精巣上体尾部に精子が存在しなかった．また，12週齢時に精子運
動率，正常形態率ともに低下していた．精巣組織では，光学顕微鏡観察で両曝露群ともに精細管内でセルトリ細胞
の機能低下を示す同細胞閲の空隙が顕著に見られた．電子顕微鏡観察では，両曝露群共に，セルトリ細胞ミトコン
ドリァクリステ像の崩壊が認められた．この崩壊像は活性酸素によるそれと極似していた．また，精細管内精子で
は，先体形成異常，核質の異常凝集，核形態異常など顕著な奇形精子が多く観察された．一方，間質細胞では脂肪
滴の形態異常が認められた．以上の結果から，胎仔期を含むDE曝露は次世代的に精液性状および精巣組織に影響
を及ぼしており，DE曝露は，精液性状を悪化させる因子のひとつである可能性が考えられた．

■

●
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O－21 小児癌治療後の男性不妊症に対する治療法の開発

白血病モデルマウスでの精細管内移植法を用いた検討

大阪大学大学院　医学系研究科　器官制御外科学（泌尿器科）

大阪警察病院　泌尿器科

○藤田　和利，平井　利明，植田

　木内　　寛，小森　和彦，松岡

　高尾　徹也，宮川　　康，高田

　辻村　　晃，奥山　明彦

　松宮　清美

博

洋
吾

知
庸
晋

●

●

【背景】小児白血病は治療法の発達により70％以上で完治するようになったが，治療により造精機能は障害を受け，

晩期副作用として男性不妊症が生じる．思春期以降の男性は治療前に射出精子を凍結保存することにより将来挙児

を得ることが可能であるが，思春期前の小児では射出精子及び精巣内精子を得ることができない．これに対して治

療前に患児の精巣から精細胞を採取して保存し，治療後に精細管内移植法を用いて妊孕性を回復させる方法が期待

されたが，白血病ラットから採取した精細胞を移植すると，移植を受けたラットに白血病が発症することが報告さ
れた．

【目的】白血病モデルマウスの精巣より細胞表面マーカーを用いて分離した精細胞を精細管内移植し，妊孕性を回復

させる．

【方法・結果】白血病細胞の浸潤したマウス精巣より2種類の抗体で染色しFACSを用いて白血病細胞分画と精細

胞分画を分離した．分離した細胞分画をマウス腹腔内に接種すると，白血病細胞分画群は40日以内に死亡したが，

精細胞分画群は全て300日以上生存した．次にこの分離した精細胞分画を抗癌剤により無精子症となったマウスに

精細管内移植した．精細胞分画は2ヶ月後に精細管内に生着し，成熟した精子を得た．この精子を用いてICSIを

行ったところ，正常マウスを得た．

【結論】白血病マウスより精細胞と白血病細胞を分離し，精細管内移植により白血病を生じることなく精細胞を生着

させ，成熟精子を得ることに成功した．

O－22 悪性腫瘍治療前精子凍結保存

● 東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター　○高松　　潔，中川　博之，宮地　系典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨永英一郎，岸　　郁子，北岡　芳久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　伸治，下川　理世，畠　　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　雅子，兼子　　智，石川　博通

●

●

【目的】癌治療学会は悪性腫瘍治療前患者の配偶子凍結保存に関する見解を報告した．当院リプロダクションセン

ターは，倫理委員会の承認のもと悪性腫瘍患者の治療前精子凍結保存を積極的に行っている．今回，これまでに精

子凍結保存目的として受診した130例について，原疾患，年齢，精液所見について検討するとともに，凍結精子を

用いたARTにより妊娠が成立した症例を報告する．

【方法】精液検査により凍結可能と判断された118例は，Percol撹絆密度勾配法により洗浄濃縮してKS－VIm精子

凍結保存液と等量混合し，可変型2重腔容器を用い，直接液体チッソに浸漬して凍結した．

【結果】対象者の原疾患は造血器腫瘍（56例，431％）と精巣腫瘍（53例，40、8％）が多く，両疾患で全体の839％

を占めた．対象者は15歳一60歳に分布し，20代（64例，49．2％），30代（48例，369％）が861％を占めた．全

般的に精液所見は正常であったが，精巣腫瘍および他院から紹介された時点ですでに化学療法を開始している場合

は，精液所見が不良な場合が多く見られた．130例のうち凍結実施は118例（90．8％），凍結不可であった症例は，

無精子症，重度精液所見不良例であった12例，92％であった．これまでに骨髄異形成症候群，精巣腫瘍により凍

結保存した2症例が顕微授精法により妊娠が成立しており，症例を供覧する．

【結論】悪性腫瘍治療患者のQOLの向上のためにも本法の普及に努め，積極的に治療前凍結保存を行っていきたい．
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O－23 クライオトップを用いた極少精子の凍結保存

神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター　○楠　比呂志

セントマザー産婦人科医院 田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原　千春

●

【目的】研究や臨床の現場において，精子は最低でも万以上のオーダーで扱われてきたが，ICSIの開発により卵子

同様1個の単位で取り扱われるようになった．こうした状況に対応すべく，演者らは極少精子の凍結保存法の開発

に取り組み，本学会第43回大会において，スライドガラス上の微小滴中で凍結する方法の有効性を報告した．今回，

この微小滴中精子超急速凍結法の実用化に向けて，北里サプライ製のクライオトップの利用や保存液，融解方法な

どについて検討を加えたので，その結果を報告する．

【方法】ヒト運動精子を10％グリセリン添加卵黄ベース保存液（ETCG）またはHTF（03％HSA含）に浮遊させ，

1～2μ1（17～169個の精子を含む）をクライオトップの先端部に置き，液体窒素に直接投入するか，液体窒素蒸気に

5分間曝して凍結した．融解は，クライオトップを室温で放置するか，37℃に加温したHTFの小滴中にクライオ

トップの先端部を浸漬して行った．

【結果】融解後の精子の蘇生率（運動回復率）は，液体窒素に投入して凍結した場合には，保存液の種類に関わりな

く0％であった．一方，液体窒素蒸気中で凍結すると，保存液にETCGとHTFを用いた場合でそれぞれ170～
2＆3％と175～344％の，融解を室温および加温液中で行った場合でそれぞれ284％および1＆9～344％の大差な

い蘇生率が得られた．HTFを用いて液体窒素蒸気中で凍結し自然融解させて蘇生した精子を用いてICSIを行った

ところ，従来法と大差ない受精率や胚発生率が得られた．

【結論】蘇生率にはまだ改善の余地はあるものの，本法では，卵黄やグリセリンは必須ではなく，HTFに浮遊させ

たままで凍結でき，融解も室温で放置するだけで良く，手順が簡素なため精子の減損もほとんどなく，重度の乏精

子症治療やICSI主体の臨床現場で極めて有用であると考えられた．

O－24　　　　　　　　　　　　精子凍結保存13年の経験

●

●

　　　　　　　　　　　　　　大口東総合病院　泌尿器科

横浜市立大学付属市民総合医療センター　泌尿器・腎移植科

　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科

　社会保険相模野病院　泌尿器科

横浜みなと赤十字病院　泌尿器科

○鈴木康太郎

　服部　裕介，斎藤　和男，野口　和美

　窪田　吉信

　湯村　　寧

　佐藤　和彦

　岩崎　　皓

■

【緒言】精巣癌や悪性リンパ腫などの若年者の悪性腫瘍は最近のがん化学療法の進歩により治癒が得られるように

なってきました．生存者にとって抗がん剤投与後の妊孕性がQOLに大きく影響しています．このため，当科では

1992年より無償で化学療法前に精子の凍結保存を行い妊孕性の確保に努めています．今回，当科で精子を保存した

患者のその後の経過について検討しました（当大学の倫理委員会の承認を得ています．）

【対象】当科で1992年より2004年6月までに精子の凍結保存を行った151例を対象としました．

【結果】85例は現在も凍結保存を継続しています．この中で，5例（3％）の保存精子を使用しました．2例は凍結

後数ヶ月で使用し，残り3例は凍結保存後4年，9年，10年後に使用しました．一方，凍結精子を廃棄した症例が

65例あり，その理由として死亡が24例，造精能が回復した症例が37例，長期間連絡が取れない患者が4例でした．

【まとめ】凍結保存した精子の使用頻度は従来の報告と同じように低い結果でした．また，凍結後長期間経過してか

ら使用されることが多いため，凍結保存を行う施設は長期間継続できる体制を確立しなければならないと痛感しま

した．

●

●



● 191（333）

O－25　　　　休養が必要であるのに治療を休む事への抵抗感が強い

　　女性不妊患者への支援　臨床心理士によるカウンセリング事例からの検討

蔵本ウイメンズクリニック　○伊藤　弥生，福田貴美子，蔵本　武志

●

●

●

●

【目的】女性不妊患者はストレスが多く不安・抑うつ等の情緒障害を示す事もあるが，休養が必要な患者ほど治療を

休む事への抵抗感が強く支援の方策に困る事も少なくない．本発表では臨床心理士によるカウンセリング事例から

治療を休む事への抵抗感が強い患者への支援について検討する．

【事例】研究の実施においては倫理的配慮に努めた．A氏：30代後半，続発性の長期不妊のためART適応．主訴

「死産後の発作（耳鳴り・目眩・冷や汗）の再発が不安」．不調ながら40歳までに絶対に妊娠をと焦る．発作は死産

の『喪の作業』の未完が問題で，妊娠への焦りは加齢への過剰な不安に由来すると思われたため，臨床心理士は気

持ちを受容の上，喪の作業や気持ちの持ち方について心理教育．本人なりに休養しながら治療に臨むようになった

ようで以後焦りや不安定な様子は見られず，2度目のARTにて妊娠し40代で無事出産．　B氏：30代後半，男性因

子にてICSI適応．　ARTにて一児を得た後に兄弟児を望み治療を再開するも流産などで疲弊．主訴「治療を長く続

けてきたがこの先どうするかいろんな事で混乱」．自責・悲観・早朝覚醒など抑うつ状態顕著であり治療を休む事

を勧めるも「何をしたらいいかわからなくなり焦る」と抵抗．この時点では治療を休む事は強いずカウンセリング

継続の促しに留めた．再来時は表情が良くなり不安も減じていたが，うつは辛く中年の危機に関する悩みもあると

訴える．〈適切に考えるためにもまず心身の回復を〉と助言すると今度は素直に同意．精神科とも連携して支援し

たところ，半年間不妊治療を休み心身の回復に努められた．

【考察】女性不妊患者は加齢による卵巣機能の低下への憂慮から治療を休む事へ抵抗感が強い傾向にあり，こうした

心理に配慮した支援が必要である．また，治療を離れる事への不安が高く直ちに休ませる事が状況の悪化を招く場

合には，休む気になる事自体への支援が肝要であろう．

O－26　　　　　　　治療終結期の意思決定に対する患者の心理

　　　　　　　　　　　　～妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲んで～

セント・ルカ産婦人科　○上野　桂子，門屋　英子，原井　淳子

　　　　　　　　　　　二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史

●

●

【目的】近年の生殖医療の進歩により，患者へ多大な恩恵がもたらされている一方，何時，どのような形で治療を断

念するかという患者の「治療終結に対する意思決定」における困難さは増大していると思われる．そこで患者サポー

トの一環として治療終結を決断した元患者を囲む会を開催し，治療終結に対する患者の思いを聞く機会を設けた．

併せて，会の参加者にこの会に関する質問紙調査を行ったので報告する．

【対象・方法】当院でARTを受けた後，自ら治療終結を決断した患者に会の趣旨を説明し，現在治療中の患者に決

断までの経緯を話してくれるよう依頼した．また，外来に掲示した「ご夫婦二人だけの人生を選ばれた元患者さん

のお話が聞けます1」というポスターを見て参加を希望した患者は17名（内男性2名）であった．参加後当院作成

の質問紙を配布，その場で回収した．回収は女性14名，男性2名，平均年齢は女性41β歳男性435歳であった．

【結果・考察】治療終結者は決断の理由として「経済的」「通院，治療の疲れ」「治療回数」を挙げた。また，語りの内

容を分析した結果「自己の持つ子どもイメージ」「終結後の生活への見通し」「今，子どもを持つことのマイナス面」

「治療への達成感」などを多角的に再考することが決断に至る鍵であったと思われる．また，（1）治療が全てになら

ないよう生活を楽しみながら治療すること（2）治療を長い人生の一部として捉え，夫婦で決断していくこと（3）結

果をマイナスとのみせず，意味あるものとして捉えていることが治療終結後の生活へ良い影響をもたらしていると

考えられた．治療終結者の話に対する参加者の感想は「参考になった」14名（88％）「共感できた」6名（38％）「不

安や迷いが軽減できた」4名（25％）であった．また，14名が今後も同様の会を希望していた．今後共，この方面

の支援のあり方について検討していく事が望まれる．
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O－27 　　　　　着床前診断を希望する家族とのカウンセリング

ー対象者の家族関係による見極めとサポートの重要性について一

慶雁義塾大学　医学部　産婦人科　○安齋　純子，末岡　　浩，渡邊　広是

　　　　　　　　　　　　　　　　　村越　行高，中林　　章，田島　博人

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　健二，渡邊　昌紀，橋場　剛士

　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，大澤　淑子，吉村　泰典

●

【目的】遺伝性疾患家系のクライエントが挙児希望で遺伝相談外来を訪れた場合の，生殖医療技術による救済法の提

示を含めたカウンセリングのあり方について検討する．中でも着床前診断（以下PGD）を希望したクライエントに

関して分析を加え，その関わりについて考察した．【方法】当院の遺伝相談外来において現在までに行われたPGD

希望者のカウンセリング施行症例を疾患別カテゴリーに分類し，それぞれが直面した問題を整理した．ここで浮上

した問題に対し，カウンセリングを行なう上での留意点を検討した．【結果】疾患別では①デュシェンヌ型筋ジスト

ロフィー②ベッカー型筋ジストロフィー③筋強直性筋ジストロフィー④ミトコンドリア病Leigh脳症⑤メンケス

病⑥染色体の構造異常多発例および⑦染色体の数的異常の多発例に分類された．①においては単一細胞からの高精

度かつ安定した遺伝子診断系を作製するために個別の技術を確立し，その確認のために発端者の単一細胞を用い

る．発端者の血液提供などの協力を得る際にこれまでのクライエントの発端者や疾患との関わりが明瞭に推測され

た．同じ疾患においても診断可能な遺伝子型とできないものとの間でクライエントの反応には大きな違いを認め

た．さらに発端者がクライエントの兄弟であった場合と第一子が発端者であった場合にもそれぞれに異なる問題が

存在した．日産婦の倫理委員会で重篤と認められない疾患の場合にはPGDではない選択肢の提案となった．【考察】

発端者がいる疾患の場合はクライエント夫婦が発端者とどのような関わりを持ってきたかがPGDを行う上で非常

に重要な点であり，それは発端者の細胞採取を依頼する際に顕著に現れた．これはPGDの対象家族を見極める部分

として重要な要素と考えられた．PGDの申請が現状不可能であると認められた場合には精神的なサポートが必要

となり，終了後のフォローアップも重要と考えられた．

0－28 「出自を知る権利」に対する精子提供者の意識調査

●

●

慶礁義塾大学　医学部　産婦人科　○堀井　雅子，久慈　直昭，松本　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　久美，守屋　聡子，水澤　友利

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　宏之，岩田　壮吉，末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

●

【目的】非配偶者間人工授精（以下AID）は現在我が国では匿名を前提として精子提供が行われているが，海外諸

国では生まれてくる子供の出自を知る権利を認める国が現れてきている．しかしこれに対しては海外諸国において

も匿名とすべきかどうかについて賛否両論の立場があり，また匿名での精子提供から出自を知る権利を認めるよう

に変化させた国では，提供者の数的減少，高齢化，他国からの提供や受容者の国外での治療等の変化がおこってい

る．このような背景をふまえ，精子提供をこれまで実際に行った男性に対して，出自を知る権利についてどう考え

ているか，そしてもし匿名でなかったら提供をしたかどうかについてアンケート調査を行った．

【方法】平成10年から平成16年までにAIDのため精子提供を行った男性120名にアンケート調査を行い，32通
（27％）に返信を得た．

【成績】子どもが自分の遺伝的な父親を知りたいと思うことについては67％が「仕方がない」と答えたが，「あなた

の提供により生まれた子供が会いに来る可能性があるとしたら提供しなかったか？」という問いに対しては，「提供

しなかった」が67％，「それでも提供した」が30％の回答であった．「提供は匿名のままの方が良いと思いますか？」

の問いに，「匿名のままが良い」が88％であり，「提供により生まれた子供が会いに来る可能性があっても提供した」

と答えた男性においても80％が「匿名のままが良い」と答えていた．

【結論】出自を知る権利を認めた場合提供者は減少し，またその特徴は変化する可能性がある．また，たとえ出自を

知る権利を基本的に認めたとしても，実際に提供者を特定できるまでの情報を子どもに教えることは非常に慎重に

行うべきであると考えられた．AIDは現在わが国で行われている唯一の配偶子提供であることから，この結果は今

後卵子提供や受精卵提供の際，出自を知る権利をどのように考えるかの参考となると考えられる．

●

●
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●

O－29 子宮筋層運動による物理的変化は子宮内膜で生化学的変化に

　　　　　　変換され子宮内膜関連の病態に関与する

東京大学　医学部　産婦人科　○原田美由紀，大須賀　穣，廣田

　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり，森本千恵子，平田

　　　　　　　　　　　　　　吉野　　修，堤　　　治，矢野

　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

泰

也
哲

哲

●

●

　子宮は非妊時においても収縮運動をしており，最も強い収縮は月経期に観察されるが，月経周期の全期間を通じ

て，常に収縮を繰り返していることが知られている．また，子宮内膜症患者では子宮収縮異常が観察されており，

生理的のみならず，病的な状態への子宮収縮の関わりも示唆されている．近年，肺において機械的な伸展刺激が炎

症反応を惹起することが報告されてきた．我々は，子宮収縮により子宮内膜に負荷される伸展刺激により，子宮内

膜間質細胞からの生化学的な因子の放出が促されるという過程を通じて，子宮収縮運動が子宮内膜における炎症反

応に関与しているのではないかと考えた．

　手術検体より同意を得て，ヒト子宮内膜間質細胞を分離，培養し，伸展刺激を加えた．定量的PCR法にて，伸展

刺激によりIL－8mRNAの発現が誘導されることが示された．　EHSA法にて，　IL－8蛋白分泌は，伸展刺激により24

時間まで経時的に増加を続けることが示された．Western　Blot法にて，伸展刺激によりERK1／2のリン酸化が惹起

されることが示され，また，MEKの阻害剤であるPD98059で前処置することにより，伸展刺激によるIL－8産生促
進効果は阻害された．また，プロゲステロンの前処置により，伸展刺激の1レ8産生促進効果は減弱した．さらに，

autocrine／paracrine効果の関与を調べるために，24時間伸展刺激を負荷された細胞の培養上清を回収し，静置した

細胞に添加した．伸展刺激により上清中に放出された因子により静置細胞からのIL－8産生が促進された．また，　IL

－8のみならず，伸展刺激によりCOX－2mRNAの発現が誘導されることも，定量的PCR法にて明らかとなった．
　今回の実験により，子宮収縮に伴い子宮内膜間質細胞に加えられた伸展刺激は，単に物理的な役割を果たすのみ

ならず，IL－8，　COX－2産生という生化学的なシグナルに変換され，月経，子宮内膜症のような子宮内膜における炎

症の関連する状態に関わっている可能性が示唆された．

O－30　　　　　　　脱落膜化・月経発来に対するFOXO1の役割

● 埼玉医科大学　産婦人科

埼玉医科大学総合医療センター

○梶原　　健，菊地真理子，山下真紀子

　三木　明徳，岡垣　竜吾，田谷　順子

　石原　　理

　末永　昭彦

●

●

【目的】剥離再生を繰り返すヒト子宮内膜組織において，月経時機能層が剥離する際，apoptosis細胞が多数観察さ

れる事が広く知られている．またヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化は月経発来にとって必要な過程である．我々は

脱落膜化過程の際，Forkhead転写因子の一つFOXO1の発現が誘導される事を報告したが，今回FOXOIの脱落膜

化，月経発来に対する役割を明らかにするために月経発来モデルとしてwithdrawalモデルを作成しapoptosis発

現に対するFOXO1の関与を検討した．

【材料と方法】同意を得て採取したヒト子宮内膜より間質細胞を分離培養し，cAMPおよびMPAにて3日間刺激し

脱落膜化を誘導した後，そのまま刺激を続けた群，cAMP，　MPAまたは両者の刺激を中止した群に分け，さらに

1日間培養し，FOXO1およびその標的遺伝子であるpro－apoptotic因子のBimの発現，　FACScanを用いた且ow

cytometryによりapoptosis細胞の発現を検討した．

【結果】MPAを中止した群ではFOXO1の局在が核へと変化しそれに伴いBimの発現も増強し，　apoptosis細胞も

他の群と比較しても有意に増加していた．siRNA法にて選択的にFoxo1の発現を抑制するとMPAの刺激の中止

により誘導されたapoptosis細胞の発現が抑制された．また脱落膜化の指標であるプロラクチン，　IGFBP－1の発現

も抑制された．

【結論】プロゲストロンはFOXO1の局在を変化させる事によりsurvival因子として働き，子宮内膜の脱落膜化，月

経発来に重要な役割を果たしていることが明らかとなった．

●
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O－31 粘膜下筋腫，筋層内筋腫におけるマクロファージの浸潤

　　　　　一子宮筋腫における不妊原因の一考察

長崎大学　医学部　医学科

日赤長崎原爆病院

　　長崎市民病院

〇三浦　成陽，カーンカレク・ネワズ

　北島　道夫，平木　宏一，増崎　英明

　石丸　忠之

　鮫島　哲郎

　藤下　　晃

●

【目的】子宮筋腫合併不妊例においては，子宮内腔の解剖学的変形がその一因であることが予想される．しかしなが

ら，内腔に偏位が認められない粘膜下筋腫や筋層内筋腫例において妊娠率および着床率が有意に低下することが報

告されている．子宮内腔に偏位が認められない筋腫合併例の不妊原因として，筋腫結節や正所性子宮内膜組織での

炎症細胞浸潤が関与していることが考えられ，今回，子宮筋腫および子宮内膜におけるマクロファージの浸潤，お

よび組織内のケモカイン濃度を検討した．

【対象および方法】インフォームドコンセントを得て筋腫結節および正所性子宮内膜組織を採取した粘膜下筋腫20

例，筋層内筋腫29例，漿膜下筋腫18例を対象とした．CD68免疫染色により組織中マクロファージの局在，浸潤

度を検討し，採取した組織をホモジナイズし組織中MCP－1濃度をELISA法で測定した．

【結果】粘膜下筋腫，筋層内筋腫では，漿膜下筋腫に比較し，筋腫結節および子宮内膜におけるマクロファージの浸

潤およびMCP－1濃度が有意に高かった．この組織での炎症細胞浸潤には，筋腫結節の大きさや月経周期とは関連

を認めなかった。また粘膜下筋腫，筋層内筋腫では，マクロファージの浸潤とMCP－1濃度との間に正の相関を認

めたが，漿膜下筋腫では関連を認めなかった．

【結論】粘膜下筋腫および筋層内筋腫では，筋腫結節および子宮内膜組織中におけるMCP－1産生増加により，これ

ら組織中のマクロファージ浸潤が増加していることが示唆された．粘膜下筋腫および筋層内筋腫合併例における不

妊の機序としてマクロファージ浸潤の充進が一因となっている可能性が考えられた．

O－32 子宮腺筋症における光増感剤の細胞集積性と殺細胞効果

●

●

東北大学　医学部　産婦人科　○柿坂はるか，村上　　節，藤井　　調

　　　　　　　　　　　　　　小澤　由佳，田村　充利，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博

●

【目的】近年腫瘍を選択的に破壊する新たな治療法としてPhotodynamic　therapy（PDT）が行われている．子宮内

膜症に対する効果も動物実験で報告されている．このPDTの子宮腺筋症に対する新たな治療法としての効果を子

宮腺筋症より分離培養した腺筋症間質細胞に対して施行し検討した．

【方法】患者から同意を得て採取した子宮腺筋症から間質細胞を分離培養した．これに光感受性物質である5－ami－

noleublic　acid（ALA）を添加培養後レーザー光を照射し，その後の細胞生存率をMTT　assayにより検討した．子

宮内膜より分離培養した間質細胞にも同様に施行した．

【結果】control群1（ALA－，光一）は生存率100％，　control群2（ALA＋，光一）は926％，　control群3（ALA－，

光＋）は109％，に対して対象群（ALA＋，光＋）は597％と有意に生存率が低下した（p〈005）．子宮内膜と子

宮腺筋症の比較では有意差は認められなかったが子宮腺筋症間質細胞がより低い生存率を示した．

【結論】子宮腺筋症間質細胞に対してALAを使用して光照射を行い殺細胞効果が得られ，子宮腺筋症に対するPDT

の有効性が示唆された．

■
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O－33 ヒト子宮内膜上皮細胞間結合能に対する

Eph－ephrin　A分子の調節機能について

京都大学　大学院医学研究科　婦人科学産科学　○明坂　治子，巽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小阪　謙三，江川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布留川和美，藤原

啓司，吉岡　信也

美保，曽　　斌祥

　浩，藤井　信吾

●

●

【目的】ヒト胚は子宮内膜上皮に接着した後に内膜上皮細胞間隙に侵入し，内膜間質内ヘー塊となって移動すると考

えられている．この過程で子宮内膜上皮の細胞間結合は減弱すると推察されるが，その分子機構の詳細は不明であ

る．本研究では細胞間の反発を誘i導するephrinとその受容体であるEphに着目し，ヒト子宮内膜上皮でのこれら

の分子群の発現と細胞間結合能に対する作用について検討した．

【方法】学内倫理委員会承認および患者同意のもと，婦人科疾患の治療目的で摘出した子宮より内膜組織を採取し，

一部の組織はRT－PCRおよび免疫組織染色に，残りは単位重力沈降法にて上皮細胞を分離し実験に供した．分離細

胞はニトロセルロースを用いてrecombinant－EphAまたはephrinAを底面に固相化したdish上で培養し，細胞間

結合の変化を観察した，さらに子宮内膜癌由来細胞株であるIshikawa細胞を用いてWestern　blot法により細胞内

シグナルを検討した．

【成績】ヒト子宮内膜上皮とIshikawa細胞にephrinA1，　A4，　A5とEphA1，　A2のmRNA発現が観察され，　ephrinA1

とEphA1，A2の蛋白発現も確認された．またephrinA分子によってヒト子宮内膜上皮の細胞間結合が抑制される

ことが観察され，Ishikawa細胞を用いた検討ではephrinA刺激でEphA2がリン酸化を受け，かつbeta－catenin

のチロシンリン酸化が誘起されるとともに凝集していた細胞が離散することが示された．

【結論】外因性のephrinAシグナルはEphAを介して子宮内膜上皮細胞に反応し，細胞間結合能を減弱させること

が示された．ephrinA分子はヒト胚にも発現するため，以上の所見は胚の子宮内膜上皮への接着により着床期のヒ

ト子宮内膜上皮の細胞間結合がEph－ephrin系を介した経路で局所的に制御される可能性を示すと考えられた．

O－34　マウス子宮内膜におけるStat　3活性化異常は着床不全を引き起こす．

● 大阪大学　大学院医学系研究科　器官制御外科学　産科学婦人科学　○木村　　正，中村　仁美，荻田　和秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　晋輔，天満久美子，筒井　建紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下屋浩一郎，古山　将康，村田　雄二

●

●

【目的】着床時期に子宮内膜において多くの物質が増加あるいは減少を示す．我々は，この多くの物質の発現調節に

多機能転写因子が関与していると考え，すでにNFκBが着床時期の決定に重要な役割を果たしていることを報告

した．今回我々はLIF，　IL－6などのサイトカイン受容体の一部を構成するgp　130が活性化する転写因子stat　3の着

床時期における機能について生体内遺伝子導入法を用いて解析した。

【方法】ICR系雌マウスは膣栓形成後雄と別離させて飼育，膣栓形成確認日をdayα5p，　c．とした．　Stat　3デコイ2

種類，およびスクランブルデコイはS化オリゴマーとして合成，二本鎖とした．Stat　3　dominant　negative変異体

（Stat　3　Y705F　cDNA，審良静男博士より供与）はpcDNA3に組み込み使用した．10，000HAU相当のHVJ－Eベク

ター（GenomONE　Neo，石原産業）に800μgのDNAをすでに発表した方法で封入，160μg　DNA／子宮をday1．5p．　c，

に導入した．導入後の妊娠経過を観察，着床数はday45p．　c．にEvans　blueを静注法にて検討した．子宮のstat　3

活性はSTAT3　DuoSet　IC（R＆D）を用いて検討した．胚への導入遺伝子の移行をPCRで検討した．脱落膜化反応

は10μ1のセサミオイルをday35p．　c．擬妊娠マウスの子宮内に注入，72時間後の重量増加で評価した，　Day45p．　c．

の血中プロゲステロン値をRIAにて測定，子宮におけるプロゲステロン受容体の発現をRT－PCRで検討した．

【結果】子宮腔内に導入されたstat　3デコイは子宮のstat　3活性を約50％阻害し，妊娠率，着床率とも有意に抑制

した．着床が起こらない子宮腔内から回収した胚の形態は正常で，遺伝子は導入されていなかった．Stat　3デコイ

はセサミオイルによる脱落膜化を阻害した．子宮へのstat　3デコイの導入は妊娠初期の黄体形成，血中プロゲステ

ロン濃度，子宮におけるプロゲステロン受容体の発現に影響を与えなかった．

【結論】Stat　3の活性化不全は脱落膜化形成不全を起こして着床を阻害する．

●
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O－35 ヒト胚着床におけるジペプチジルペプチダーゼIV／CD26

　　　　　　一フィプロネクチン接着系の役割

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学

名古屋大学　医学部附属病院　検査部

○下村　裕司，岸上　靖幸，後藤　真紀

　原田　統子，柴田大二郎，岩瀬　　明

安藤　寿夫，吉川

鈴木　　雅

史隆

●

【目的】ヒト子宮内膜表面上皮細胞には種々の高分子蛋白が存在しており，ハッチングを終えた胚盤胞は最初にこれ

らの高分子蛋白に接着する確率が高い．ジペプチジルペプチダーゼIV（DPPIV）／CD26は着床期子宮内膜表面上皮
細胞表面に著明に増加する膜結合型高分子蛋白であり，DPPIV／CD26とフィプロネクチン（FN）との接着系は他
の細胞間で証明されている．今回われわれはDPPIV／CD26－FN接着系が胚接着に関与しているかを検討した．
【方法】当院での「凍結受精卵廃棄条項」を満たし，かつ「廃棄受精卵の実験的研究に関する同意」を得た68症例

204個の凍結胚を融解，培養．胚盤胞に到達した胚で自然にハッチングしてないものについては，透明帯をプロナー

ゼで処理，透明帯を除去した．また，接着細胞層として子宮体癌細胞株AMECにDPPIV／CD26発現ベクターを導
入し過剰発現させたAMDPPIVと，コントロールとしてAMpcDNAを用いた．それぞれディッシュに単層con且u－
entに培養し，その上に無作為に振り分けた35個の透明帯除去胚盤胞を静置させた．胚接着は倒立顕微鏡観察下に
ディッシュを傾斜，揺動させ確認した．接着後24時間毎に72時間後まで写真撮影し，接着の有無，trophectoderm

の成長面積を測定した．また胚盤胞におけるFNの発現についてもRT－PCRを施行しmRNAの発現時期を確認し
た．

【成績】胚盤胞接着率はAMDPPIVとAMpcDNAとで比較すると53．3％vs．25．0％，　n＝8／15　v＆5／20と，有意（P

＜α05）にDPPIV／CD26過剰発現細胞のほうが高く，またtrophectodermの成長面積も83670±9447μm2　v＆
49，190±1，026叫m2と有意（P＜005）に高かった．　FNmRNAの発現は，桑実胚では全く認められず（n＝0／5），胚
盤胞では50％（n＝3／6）に認められた．

【結論】ヒトの胚着床においてDPPIV／CD26－FN接着系が胚接着と初期段階のtrophectoderm成長に重要な役割
を担っており，胚盤胞がFNmRNAを発現していることが初めて示された．

O－36 子宮内膜発育不全症例に対するニコチン酸トコフェロール

　　　　　　　　　及びL－arginine投与の効果

済生会下関総合病院　産婦人科

済生会下関総合病院　中央検査科

○嶋村　勝典，高崎　彰久，谷口　　憲

　森岡　　均

　濱崎　　正，平松　伸子

●

●

●

【目的】我々は，着床障害の原因の一つである子宮内膜発育不全が主に子宮内膜の血流障害によって生じることを報

告してきた．L－arginineは近年，血管拡張作用のある一酸化窒素の前駆物質であることが判明し注目を集めている．

今回は，子宮内膜発育不全に対し，血流改善の目的でニコチン酸トコフェロール（Vit．　E）及びL－arginineの投与

を行い，その有用性について比較検討した．

【方法】子宮内膜血流不全（子宮放射状動脈のresistance　index：rRI値〉α81）を呈する内膜発育不全（子宮内膜厚

（EM）〈8mm）症例9例を対象とし，充分なインフォームドコンセントを得た後，　ViL　E　600mg／day及びL－arginine

12g／dayの投与を交互に行い，コントロール周期とVit．　E投与周期，　L－arginine投与周期でEMとrRI値を測定し

た．

【成績】Vit．　E投与周期では8mm以上へのEMの改善率は25％，　rRI値のα81以下への改善率は62．5％（p＜0．05）．

L－arginine投与周期では8mm以上へのEMの改善率は556％（p＜α01），　rRI値の081以下への改善率は8＆9％

（p＜OO1）であった．　ViL　EとL－arginineを比較するとL－arginineの方がやや改善率が高い傾向があった．また，

Vit　EとL－arginine双方が無効であった2症例に対しVit．　EとL－arginineを同時に投与したところEM，　rRI値と

もに改善がみられた．

【結論】子宮内膜発育不全症例に対して，Vit．　E及びL－arginineの投与は試みる価値がある治療法と考えられた．

■

●

●
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O－37 クラミジアHeat　shock　protein　60（cHSP60）抗体価と

　　　　　　経膣腹腔鏡（THL）所見の比較

自治医科大学　○平野　由紀，柴原　浩明，白石　康子

　　　　　　　菊池久美子，鈴木　達也，高見澤　聡

　　　　　　　鈴木　光明

●

●

●

【目的】卵管性不妊症の診断におけるHSGの問題点として，卵管通過性や卵管周囲癒着（PTA；peri－tubal　adhesion）

等の所見が，その後の腹腔鏡診断で必ずしも再現されないことを経験する．従って卵管因子の一因であるクラミジ

アトラコマティス（Ct）感染に関連する血中抗体の測定結果と卵管傷害の関連性を論じる場合，　HSG所見ではなく

腹腔鏡所見との相関性の検討が，より信頼度が高いことは明白である．我々はかねてより侵襲性の少ない経膣腹腔

鏡（THL；transvaginal　hydrolaparoscopy）が卵管性不妊症の診断に有用であることを報告してきたが，今回Ct

感染既往のある不妊女性において，血中Ct抗体価およびクラミジアHSP60（cHSP60）に対する抗体価とTHL

所見との関連性を検討した．

【方法】対象は当科で既報に従いTHLを施行したCt抗体陽性32名64卵管．　Ct抗体価（lgG，　IgA）はPeptide

Chlamydia（Labsystems　Oy，　Finland）を，抗cHSP60抗体価はcHSP60－IgG－ELISA　medac（medac，　Germany：

日本凍結乾燥研究所）を用いELISAで測定した．

【結果】1）卵管異常（閉塞・狭窄・卵管采癒合・水腫・開口部異常）との関係：28卵管に異常を認め，抗cHSP60

抗体価のみ有意に相関した（P＝0．03）．2）PTAとの関係：56卵管にPTAを認めたが，抗cHSP60抗体価，　Ct－IgG

抗体価，Ct－lgA抗体価のすべてと有意に相関した（各々P＝α02，　P＝001，P＝0002）．

【結論】抗cHSP60抗体価だけがTHLによる卵管異常およびPTAともに相関したことから，抗cHSP60抗体価の

測定は卵管傷害の重症度予測に有用であることが示唆された．

O－38　不妊症患者に対する腹水中精子回収試験による卵管内精子輸送能の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIH腹腔鏡検査2362件の分析一

山王病院　リプロダクションセンター

山近記念総合病院　婦人科

○田畑　光恵，小林　善宗，岡村　恵子

　島田　　薫，黒田　勇二，渡邉　英明

　岡部　依子，山口　結加，高田　智美

　猪鼻　達仁，高野　裕子，井上　正人

　本田　育子

●

●

【目的】AIH一腹腔鏡検査時に行う腹水中精子回収試験（Peritoneal　Sperm　Recovery　Test：PSRT）は，卵管内精子

輸送能つまり卵管内精子到達を知るうえで重要である．さらに，AIH時に経膣超音波で子宮内に注入した精子浮遊

液の卵管への輸送を観察すると，超音波の精子輸送とPSRTから，精子側の能動的な卵管到達の限界が推測できた
（総運動精子数530万，Path　verocity　254μm／Sec）．また同時に施行した経卵管采卵管鏡検査，子宮鏡検査などから，

卵管内精子輸送障害の原因解明を進めており，今回2362件について分析した．

【方法】H＆9～Hl75に両側卵管閉塞例を除き，　PSRT，卵管鏡，子宮鏡検査を行えた不妊症2362例を対象に，腹腔

内所見，子宮内所見，卵管疎通性（特に色素通水による卵管狭窄）とともに，AIH時の精液所見とPSRT結果を中
心に分析した．

【成績】対象2362例全体では，PSRT陽性は1871例（7α2％）で，　PSRT陰性（卵管内輸送障害）はじつに491
例（20β％）に達した．最も影響のある精子側条件を分析すると，AIH時に精液所見正常1654例ではPSRT陰性
286例（173％）に対して，乏精子症314例ではPSRT陰性108例（344％）で，精子無力症394例ではPSRT陰性
97例（246％）で，乏精子症，精子無力症ともに有意にPSRT陰性率が高く，卵管内精子輸送障害の大きな原因で
あった．さらに腹腔内所見や卵管内所見，子宮内所見ではPSRT陰性に特別な傾向は見られなかったが，子宮筋腫

や，卵管狭窄はPSRT成績に関与した．
【結論】20％にも発生する卵管内精子輸送障害は深刻な不妊原因であり，とくに精子側条件の不良の場合，卵管内

人工授精（modined－IUI）や腹腔内人工授精（DIPI）などを積極的に行ってよいと考えられる．

■
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O－39 新世代の卵管鏡下卵管形成の改良点と治療成績の向上

慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

済生会神奈川県病院　産婦人科

　大田原赤十字病院　産婦人科

　埼玉社会保険病院　産婦人科

○末岡　　浩，渡邊　広是，村越

　渡邊　昌紀，浅田　弘法，岩田

　橋場　剛士，久慈　直昭，吉村

　中林　　章

　佐藤　健二

　田島　博人

高
吉
典

行
壮
泰 ●

【目的】卵管内腔病変に対して，高い有効性が証明されてきた卵管鏡下卵管形成（falloposcopic　tuboplasty：FT）の
機器が，従来より強く安全に改良され，新世代の機器に変遷した．新たな機器の操作法の変更，問題点の解決につ
いて検討した．

【方法】各世代のFTシステムを比較し，長短所と操作法の変化を検討した．第1世代システムは2000画素グラス
ファイバースコープおよびテフロン製透明バルーン，第2世代は6，000画素プラスティックファイバースコープお
よび新素材緑色バルーン，第3世代は新素材コーティング6ρ00画素プラスティックファイバースコープおよび緑
色バルーンから構成されている．
【結果】第1世代の治療成績は70～88％の通過性回復成績であるが，治療技術の向上でバンチング現象の増加がみ
られ，バルーンの破裂，スコープの穿孔，卵管子宮口から卵管内導入の困難，スコープの破損によりバルーン穿孔
と引き戻し困難となることがある等の問題点が指摘された．第2世代の機器は安全性の確保を重視しバルーン素材
の強化と緑色の着色内外筒のつなぎのスプリング構造の廃止，スコープは破損によるバルーン穿孔を防ぐためプ
ラスティックファイバーによる卵管鏡の改変が行われた．バルーンの色調を確認して前進操作を行うことで穿孔は
激減し，卵管内導入率も向上したが，スコープとバルーンの摩擦抵抗が増大し，5cmを超える伸長時はバルーンの
前進が次第に困難となり，6～8cmの伸長で限界となった．第3世代の機能では摩擦が軽減され全事例において10
cmまでの伸長が可能となり，97％の治療効果と遠位部の治療成績の明らかな向上がみられた．第2，3世代のス
コープは第1世代とr＜3mmで破損する点は変わらないが破損した際の安全性は確実のものとなった，
【考察】安全性の確保と繁用性の高い操作手順の容易な機器を目標としての改良は高い到達点に達しつつあり，臨床

上の治療のさらなる普及が期待される．

O－40　　　　　ヒト初期胚における割球大小不同と染色体異常の関係

●

●

セント・ルカ産婦人科

大分大学　医学部　産婦人科

　　高度生殖医療技術研究所

○佐藤　晶子，大津　英子，長木　美幸

　宇津宮隆史

　伊東　裕子

　荒木　康久

●

【目的】着床前診断は日本では倫理的問題により，重篤な遺伝子病の保因者に対してのみ行うべきであると，日本産

婦人科学会の会告上で唱っている．一方で妊娠率を向上させ流産率を下げるための画期的方法として，染色体異常

胚のスクリーニングの必要性が日本でも論じられるようになった．しかし，着床前診断を行う際に，割球サイズに

大小不同が認められる胚は，染色体モザイク率が高いとされ，着床前診断の対象外になっている報告が多い．不妊

患者の場合，多くの胚に割球大小不同が認められ，当院での割球大小不同がある胚の染色体正常率は40％あり，

28％が胚盤胞に到達した．このような形態不良胚こそ着床前診断の価値があると考えられる．しかし，実際にバイ

オプシーを行う際に，染色体モザイクでの診断ミスを避けるためにはどの割球を採取するか迷うことが考えられた

ため，割球の大小不同と染色体異常の関係を調査した．

【方法】患者の同意のもとに廃棄希望凍結胚を融解し，同一胚内の割球サイズ別の染色体数的異常（使用FISHプ

ローブ1，16番）を調査した．

【結果】割球の大小不同が，直径において2倍程度の20個の胚のうち，割球全てが正常2倍体であった割合は50％

（10／20）で，3倍体若しくは1倍体とのモザイクが45％（9／20），全ての割球が異常であったのは1個のみであった．

しかし，割球の大きさと，染色体異常に関連は認められなかった．一方で，割球サイズの違いが著しい（直径で3

倍以上の差），胚においては，大割球に3倍体以上の多倍体を認め，他の小割球は2倍体であった胚が2例あった．

このように大小不同が著しい場合，大割球と小割球を一つずつバイオプシーを行い，小割球が正常2倍体であれば

移植の対象になりうると考えられた．染色体モザイクでの診断ミスをさけるための研究が，今後さらに必要である

と考えられる．

●

●

●
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O－41体外受精胚の8細胞期胚における各割球の染色体数の正常性についての検討

●

セントマザー産婦人科医院　○竹本　洋一一，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原　千春

●

●

【目的】今回我々は，preimplantation　genetic　screening（PGS）の有用性の根拠となる体外受精胚における染色体数

の正常性について検討したのでその結果について報告する．なお，患者の同意の元に得られた，体外受精後に凍結

したヒト余剰初期（8細胞期）胚，6個を対象とした．

【方法】初期胚より得られた全ての割球をスライドグラスに固定し，Vysis社製DNAプローブMultiVyslon　PB（13，

16，18，21，22）およびCEP　X／Yを使用し，　Repeat　FISHを行った．

【結果】（1）2個の良好胚の各割球におけるシグナルが全て正常（2個）であった割合は50％（4／8）と25％（2／8）で

あった．異常割球の内容は13番と21・番が3個，16番が3個のシグナルを認めた．2個のやや不良胚ではシグナル

が全て正常であった割球の割合は50％（3／6）と0％（0／7）であった．異常割球の内容は16番18番21番22番XY

のシグナルの異常（0～4個）及び，13番16番21番22番Xのシグナルの異常（0～4個）であった．2個の不良胚

ではシグナルが全て正常であった割球の割合は0％（0／8）及び38％（3／8）であった．異常割球の内容は18・番のシ

グナルが3個の割球が7個，21番の異常シグナル（1～4個）の割球が5個，Xの異常シグナル（1～3個）が4

個であった．（2）不完全異数性異常』は良好胚で1個（16トリソミー），不良胚で1個（18トリソミー），やや不良胚

で1個（13トリソミー）の3個，50％（3／6）が認められ，完全異数性異常胚は認められなかった．

【結論】胚の質の形態学的判定と染色体上での異常性とはほぼ相関している事が推測されたが，決して信頼できるも

のではない事が判明されPGSの必要性が示唆された．

●

O－42 着床前遺伝子診断の胚生検における採取割球の数と

　　　　フラグメンテーションに関する検討

慶礁義塾大学　医学部　産婦人科　○渡邊　広是，末岡

　　　　　　　　　　　　　　　　田島　博人，佐藤
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　　　　　　　　　　　　　　　　大澤　淑子，久慈

　　　　　　　　　　　　　　　　松本　裕子，守屋

浩，中林

健二，渡邉

剛士，岩田
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【目的】着床前遺伝子診断（preimplantation　genetic　diagnosis；PGD）の基本となる胚生検は，胚細胞の直接的診断

法を目的としたものであり，分割した胚から単一の細胞を確実に採取し，しかも残された他の胚細胞の成長へ影響
を及ぼさない安全性の高い方法が要求される．胚生検における割球採取は通常4～8細胞期胚を生検に用いること
が多いが，これは，胚の全能性と胚成長の安定した時期であることが理由である．高い正診率を得るためには1
個より2個の胚細胞を診断することが望ましい．今回，倫理審査を得て承認の上実施されたPGDを目的として胚生
検を行い，1個または2個の割球について，鏡検下での核の存在の確認と，その後の遺伝子増幅の結果からフラグ
メンデーションを含む生検割球の選択についての検討を行った．
【方法】胚生検では，明らかなフラグメンテーションは遺伝子診断に用いず，均等な割球サイズのものを採取し，顕

微授精後66時間の初期分割胚で，5細胞以下は1割球を，6細胞以上～8細胞では2割球を生検して割球の状態
（鏡検で核の有無の確認）と診断過程での遺伝子増幅の結果について検討した．
【結果】採取した割球のサイズは大きく，サンプリングエラーは0に近似できると考えられたが，同等のサイズを有

する割球でも無核のフラグメンテーションは生検割球の33％に存在した．このうち鏡検による核の確認は67％に
有効であった．2個の割球を採取した場合2割球とも診断できたものは44％でそのうち診断が相異した例は無く，
1割球のみでは診断には至らなかった例は100％であった．鏡検により正常割球と判断がつきにくい同等サイズの
フラグメンテーションは採取割球の28％に存在した．
【考察】PGDを目的とした胚生検では，無核のフラグメンテーションを鏡検で除外して，さらに2割球を採取して
診断することにより，確実性の高い正診率を得られると考えられた．

●
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O－43 イノシトール三リン酸（InsP、）と頭部円形精子の共注入による

　　　　　　　　　　　　　ヒト受精卵の作出

三宅医院　生殖医療センター　生命科学研究室　○沖津　　摂，長谷川裕晃，小橋　未和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國方　建児，三宅　　馨 ●

【目的】奇形精子症の一種である頭部円形精子（RH）では卵子活性化不全のためICSIでも受精卵作出率が極めて低

い．しかし細胞遺伝学的研究の結果，その染色体異常率は高くないことが報告されている．本研究の目的はイノシ

トール三リン酸（lnsP、）あるいはGT吟Sの顕微注入によるヒト卵子の活性化について調べ，さらにこれらとRH

との共注入による受精卵作出の可能性を確認することである．

【方法】当院でARTを行った患者から同意を得た上で採卵後の未熟卵，ドナー精子ならびにRHの提供を受けて研

究に用いた。なお，本研究の実施については当院倫理委員会にて承諾を得た，実験1：未熟卵を患者血清，ゴナド

トロピンおよびEGF添加TCM－199中で24－28時間培養した．体外成熟卵子に1－20mMのInsP、あるいはGTP褐
を10－15pl顕微注入し，7－12時間でカルノア固定後オルセイン染色して核相を調べた．前核形成を活性化の指標と

した．実験2：RHとInsP，（20mM）を共注入後の前核形成を調べ，さらに2前核2極体を示す接合子は胚盤胞まで
の培養を試みた．

【結果】実験1：卵子活性化率は10mM以上のInsP、（57．7－593％）あるいはGTP杏（706－7a4％）注入群でSham

群（29．6－429％）より高かった（P＜0．05）．しかしGTPYS注入後の活性化卵では第2極体放出不全が多くみられ，

1前核2極体を示す半数体の割合は低かった（377％vs　706，73．3％，　P＜0．05）．実験2：InsP，との共注入群におけ

る注入後生存卵当りの2PN2Pb率（51．1％）はRH単独注入群（57％）と比べて高かったが（P＜0．OI），ドナー精

子注入（対照）群（652％）とは差が無かった．さらに共注入群由来の接合子を体外培養した結果，分割率（833％

vs　lOO％），胚盤胞形成率（208％vs　l92％）共に対照群と差が無かった．

【結論】卵細胞質内へのInsP、とRHとの共注入により2前核2極体を示す接合子が得られ，さらにそれらは胚盤胞

までの発生能を有することが確認された．

O－44 卵活性化因子障害精子モデルを用いた，卵細胞質内精子注入法に

　　　　併用した人為的卵活性化法の有効性に関する検討

福島県立医科大学　医学部

国際医療福祉病院　リプロダクションセンター

　　　　　　　ハワイ大学　生殖生物学研究所

○菅沼　亮太，片寄　治男，小宮ひろみ

　林章太郎，高山智子，伊藤明子
　熊耳　敦子，佐藤　　章

　柳田　　薫

　柳町　隆造
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【目的】Alkylated　imino　sugars投与後の雄マウスは，精子頭部奇形・アクロソーム形成障害・卵活性化因子障害等
の精子発生異常から可逆性の不妊マウスとなる．このマウス精子を用いてICSIを行い，卵活性化因子障害精子を用
いたICSIにおける人為的卵活性化法の有効性について検討した．次に，未受精卵中に長時間置かれた精子核はPre－
mature　chromatin　condensation：PCCを示すことから，　ICSI後の時間経過が胚発生に及ぼす影響について検討を
行った．

【方法】上記不妊マウスを用いてICSIを行い，　ICSI単独群，　ICSI直後に活性化刺激を加えた群（ICSI直後刺激群）

について卵活性化率・胚発生率を調べた．次にICSI後未受精（不活性化）卵を固定染色し，　ICSI後時間経過が精
子核に及ぼす影響を調べた．さらにICSI後未受精卵に2～6時間後に活性化刺激を加え，受精率・染色体異常率・
胚発生率を調べた．卵活性化刺激は10mM　Sr2＋を用い，処理時間4時間とした．
【成績】ICSI単独群と比較し，　ICSI直後刺激群で有意に高い卵活性化率・胚盤胞率・生仔獲得率（各々21．8対
929％，19B対8＆1％，6．4対448％）を示した．またICSI後未受精卵中において，2～4時間後に90％以上の精子
核がPCCを示し，6時間後では81％に精子染色体分離が認められた．さらにICSI後未受精卵に2～6時間後に活
性化刺激を加えた場合，時間経過に伴い有意に受精率は低下し（97→23％）染色体異常率は上昇し（18→85％）胚
盤胞形成率，生仔獲得率ともに低下した（各々85→41％，51→1．1％）．
【結論】卵活性化因子障害精子をICSIに用いる場合，人為的卵活性化法併用が有効であり，　ICSI直後の卵活性化刺
激が最適であると考えられた．また，ICSI後の時間経過に伴い未受精卵中で精子染色体分離が高頻度に生じ，活性
化刺激後の胚発生が障害されるが，第2極体放出判定時期までに卵活性化刺激を加えることにより，その後未受精
となるICSI卵をrescue可能であることが示唆された．

●

●

●
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O－45 M－II期核置換マウス卵子の体外受精後の胚盤胞期における

　　　　　　　　　　　細胞遺伝学的正常性

●

東京農工大学大学院連合農学研究科　生物生産学科　〇三井　秋徳

　　　　　　宇都宮大学　農学部　生物生産科学科　　吉澤　　緑

●
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【目的】高齢不妊患者由来卵子において，細胞質加齢による低発生能や染色体不分離による異数体発生率の上昇が報

告されている．これらの異常は高齢不妊患者における妊娠率低下の一因と考えられ，妊娠率向上には高齢および若

齢個体卵子間の核置換が有効と思われるが，安全性検討のためには実験動物による基礎的な研究の蓄積が必須であ

る．特に後代への影響の観点から，核置換により再構築された卵子の細胞遺伝学的正常性は重要である．本研究で

は核置換技術の安全性検討の手始めとして，M－II期核置換による再構築マウス卵子の体外受精後の胚発生能と胚

の細胞遺伝学的正常性を明らかにした．

【材料および方法】（BALB／c　x　C57BL／6J）F1成熟雌マウス（3－5ヶ月齢），　ICR成熟雄および転座染色体をホモに有

する2n＝38のRockefeller成熟雄マウスを使用した．過排卵処理により排卵された卵子の卵丘細胞を酵素除去し，

3％Sucrose，75μg／ml　Cytochalasin　Bを添加したCZB－Hepes培地中でM－II期核板を採取し他の除核卵子の囲卵

腔内に移植し，1＆2KV／cm，50μsの直流電流で融合した．融合1時間培養後に，再構築卵子を体外受精に供し，

発生した胚盤胞を染色体分析した．

【結果】551個の除核卵子のうち生存卵子数は380個（690％），融合卵子数は187個（492％），受精卵数は151（80．7％）

であった．媒精4日後における胚盤胞への発生率は70．2％（106／151）であり，胚盤胞の染色体分析における中期像

出現率は96％（96／100），分析可能率は917％（88／96），正常胚は79．5％（70／88），染色体異常胚は2α5％（18／88）

であった．染色体異常には半数体（2／18），低倍数体（4／18），多倍体（11／18），倍数性モザイク（1／18）が観察さ

れた．

O－－46　ヒト体外成熟卵子（M－II期卵子）における核置換の成績向上の為の工夫

● セントマザー産婦人科医院

神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター

○田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　鍬田　恵里

　楠　比呂志

●
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【目的】現在のところ，根本的な治療法はないと考えられているミトコンドリア病に対し，正常なミトコンドリア遺

伝子を有する，卵子との核置換は将来的には有用ではないかと考え，基礎実験を行ってみたので，その結果につい

て報告する．

【方法】卵子は，ICSI目的で採取した卵子の中の未成熟卵子（GV，　M－1）を，体外で成熟させたM－II期卵子を用

いた．これらの卵子は，本実験内容を十分説明した後に同意の得られたICSI患者より提供されたサイトカラシン

B5μg／ulの入った，　HTFの中に，15分間卵子を注入した．ノマルスキー微分干渉装i置の装i着した倒立顕微鏡下で，

染色体の位置を確認した．Piezzoのマニュピレーターに装着した内径10～12mmのピペットで，この染色体を

karyoplastとして一旦除去し，その後同じ卵子の囲卵腔内に注入した．　HTF内で，30～60分培養後，　Zimmerman

の融合液で電気融合を行った（交流8V6秒＋直流1．36kV13240；／cm40microsec）．電気融合後，　HTF内で2時間

培養し，夫の精子でICSIを行った．

【結果】1．M－II染色体はほぼ全例で確認できた．約80％は第一極体の近傍にあり，約20％は離れた部位に認めら

れた．2．カリオプラスト除去の成功率は約85％であった．3．電気融合後ICSIまでの培養時間は，30分より60～90

分の方が胚発生率は高かった．4．第一極体の有無の影響：第一極体（＋），（一）における融合率は，43潟％（7／16），

6生3％（9／14）であった．5．カリオプラストの大きさ：大および小における融合率は6仕7％（12／18），333％（4／12）

であった．6．核置換後の受精率，分割率は，592％（45／76），30、3％（23／76）であった．

【結論】核置換の技術にはまだ改良の余地が残されていることが判明した．

●
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O－47 ガラス化保存された成体マウス卵巣組織の

前胞状卵胞内卵母細胞からの正常産子作出

加藤レディスクリニック　○香川　則子，桑山　正成，中田久美子

　　　　　　　　　　　　　貝嶋弘恒，寺元章吉，加藤修 ●

【目的】近年，白血病患者など放射線／化学治療により医原性不妊となる女性の妊孕性維持のため，治療前の配偶子

保存が試みられている．卵巣組織の凍結保存法と卵母細胞の培養法が確立されれば，ホルモン刺激が不要で，いつ

でも検体採取が可能，かつ，より多くの卵子作出が期待できる極めて有効な臨床技術となる可能性がある．我々は

効率的な卵巣のガラス化保存法の確立および組織内発育途上卵母細胞からの産子作出を試みた．

【方法】10週齢BDF1マウス卵巣を前胞状卵胞のみを含む小組織片へ細断し，　Cryotopによる超急速冷却ガラス化

保存法（桑山，2000）を一部修正して用い，凍結保存を行った．卵巣組織片を融解後，免疫不全マウス腎漿膜下に

移植した．対照区として非凍結卵巣組織を同様に移植，比較した．移植10日後に腎を摘出し，発達した胞状卵胞を

回収した．卵巣組織の一部はパラフィン切片を作製し，組織学的評価により卵胞発育状況を調査した．さらに，胞

状卵胞より回収されたフルサイズのGV卵子を既報のIVM－ICSI－IVC系に供し，得られた2細胞期胚をレシピエ

ントに移植して正常な産子への発生能を検討した．また，本法によって得られた産子を性成熟後，それぞれ交配さ

せ，繁殖能を検討した．

【成績】ガラス化保存／融解後の卵巣内卵母細胞の生存率は100％であった．組織学的解析により，移植10日後には

卵胞基底膜周囲に血管網が密に形成され，頼粒層細胞の増殖が顕著な胞状卵胞への発育が示された．回収された

GV卵子の体外成熟率はガラス化区43％vs．非ガラス化区73％，受精率はそれぞれ84％vs　80％であった．胚移植

後，ガラス化区10頭（17％）vs．非ガラス化区14頭（29％）の正常』産子が得られ，全産子が性成熟，交配後に妊

娠，出産した．

【結論】本試験の結果，ガラス化保存された卵巣内発育途上卵母細胞より産子がえられ，同法を用いた女性がん患者

の妊孕性維持の道が開かれた．

O－48 簡易ガラス化法による遺伝子改変マウス卵巣の凍結保存

　　　　　　　　凍結ドナー卵巣の週齢の検討

熊本大学　生命資源研究・支援センター

　動物資源開発研究部門　資源開発分野　○土山　修治，中潟　直己

■

●

●

【目的】卵巣にはたくさんの卵母細胞が含まれており，遺伝子改変マウスの系統保存法としてもきわめて有効な手段

である．2003年，Migishimaらはガラス化法により，初めてマウス卵巣の凍結保存に成功した．しかしながら，凍

結保存する卵巣の週齢についての詳細な検討は成されていない．そこで本実験では，若齢から老齢までのマウス卵

巣の凍結保存を試み，融解後，レシピエントに移植することによって，凍結保存卵巣由来の産子が得られるか否か

の検討を行った．

【材料および方法】ドナー卵巣の凍結にはGFPマウス（1997年，　Okabeら）を用いた．生後1・2日，10日，4

週齢，8週齢，17週齢，20週齢および7ヶ月齢の雌マウスから採取した卵巣を，そのまま又は様々な大きさに分割

し，簡易ガラス化法（1998年，Nakao，　Nakagata　and　Katsuki）によって凍結保存した．卵巣は一定期間保存後，

融解し，ドナー卵巣とバックグラウンドが同じ系統であるC57BL／6J（4週齢）の卵巣嚢内に移植した．続いて移植

3週間後に，雄マウスと交配させ，産子を作出した．また，得られた産子については，UV照射することにより，凍

結したドナー卵巣由来の産子か否かの検討を行った．

【結果】ドナー卵巣をそのまま凍結後，融解移植した場合は，生後1・2日および10日齢区のみで産子が得られた．

しかしながら，それ以降の週齢の卵巣でも，1／2～1／6に分割して凍結保存することで，ドナー卵巣由来の産子を作

出することが可能であった．今後は，これらの条件をもとに，他の遺伝子改変マウスの卵巣についてもさらに検討

を行うと同時に，レシピエントとして免疫不全マウス（SCIDマウス）などの系統の検討も行う予定である．

唱

●
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O－49 閉鎖系超急速冷却ガラス化保存CryoTip法の有用性の検討

加藤レディスクリニック　研究開発部　○家田　祥子，桑山　正成，青木麻紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，寺元　章吉，加藤　　修

●

●

●

●

【目的】近年，米国など一部の地域では，胚凍結保存時の液体窒素を介したウイルス感染の理論的可能性を排除する

為，将来的なオープンシステムの臨床使用規制が検討されはじめている．液体窒素からのウイルス感染は，胚浸漬

前の保存容器の完全密閉化により容易に防止可能である．本研究では，完全密閉性でかつ，最小容量冷却による超

急速冷却が可能な閉鎖系超急速冷却ガラス化保存法，CryoTip法の有用性を検討した．

【方法】同意の得られた患者由来卵子，前核期胚および胚盤胞をCryoTip法および既報のCryotop法（Kuwayama

2000）によりガラス化保存し，成績を比較した．卵子，胚を平衡液に15分間，ガラス化液に1分間曝露後，15ul

のガラス化液とともにCryoTip内に吸引，両端を熱封入後，直ちに液体窒素中に投入して超急速冷却，保存した．

融解は37℃の温水中にCryoTip先端部を導入する超急速加温法にて行い，凍結保護物質を4段階のステップワイ

ズ法で希釈除去した．生存卵子は2時間の回復培養後にICSI，続いて5日間の連続培養を，前核期胚は同様に4

日間の培養を行い成績を比較した．胚盤胞は3時間の回復培養中にAssisted　Hatching処理した後，移植を行い成

績を比較した．

【成績】CryoTipおよびCryotop法における卵子，前核期胚および胚盤胞の融解後の生存率は95％（40／42），98％

（149／152），100％（44／44），100％（58／58），93％（82／88）および97％（221／227）と両区間に有意差のない高い

値であった．また両区における凍結胚盤胞1胚移植後の妊娠率はそれぞれ，51％（42／82）および59％（131／221）

であった．

【結論】卵子，前核期胚および胚盤胞全てにおいて，手法間に差の無い優れた成績が得られたことから，液体窒素を

介したウィルス感染を防止する閉鎖系超急速冷却ガラス化保存，CryoTip法の臨床的有用性が示された．

O－50 前胞状卵胞および卵母細胞一願粒膜細胞複合体培養における

　　　　　　　　　組織の扁平化に関する解析

　　　日本大学　生物資源科学部　応用生物科学　○本橋　秀之，佐藤　嘉兵

　　東京農業大学　短期大学部　生物生産技術学　　小林紗貴子，野田　彩香，加田日出美

　　　　　　　　　横浜市大　医学部　産婦人科　　千木野みわ

（独）医薬基盤研究所　霊長類医科学研究センター　　山海　　直

●

●

【目的】成長途上の卵母細胞を体外で成長，成熟させる方法として，前胞状卵胞培養（preantral　follicle　culture）や

卵母細胞一穎粒膜細胞複合体培養（OGCs　culture）などが挙げられる．しかし，これらのシステムでは一部の卵胞や

OGCsが培養に伴い扁平化する現象が認められる．扁平化した組織は，成熟誘起やin　vitro排卵に反応することは無

く，卵母細胞の発生を目的としている培養においては損失となる．今回，扁平化に影響をおよぼす要因についてそ

れぞれ検討を行なった．

【方法】CD－1メスマウスの卵巣（3週齢および12日齢）から物理的分離法およびコラゲナーゼ処理により，卵胞お

よびOGCsをそれぞれ分離し，両者共に以下の検討を行なった．（1）αMEMおよびWaymouth　mediumにてそれぞ

れ培養し，扁平化出現率を比較検討した．（2）採取時の間質系細胞組織付着の有無により二群に分け，それぞれ培養

を行い，扁平化との関連を調査した．

【結果】（1）いずれの培養液および培養法においても一部に扁平化が認められ，特に培養開始時の卵胞およびOGCs

の分離状態がその後の扁平化出現に影響しているように思われた．（2）卵胞培養およびOGCs培養i共に間質系細胞

組織付着の群において有意に扁平化が認められ，間質系細胞組織付着と扁平化現象との間に関連性が示される結果

となった．

【結論】卵胞およびOGCsの分離時にできるだけ間質系細胞組織を除去する工夫を施すことにより，培養中に扁平化

して損失となる卵胞およびOGCsの割合を低下させることが可能ではないか．
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O－51 ヒト卵・卵丘細胞複合体の形態像と卵子の体外成熟・発生能との相関

セントルカ産婦人科

広島大学　大学院　生物圏科学研究科

　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック

○佐藤千賀子，熊迫　陽子，大津　英子

　宇津宮隆史

　島田　昌之

　森　　崇英

●

【目的】ヒトIVMにおいて卵胞卵の発生支持能は採取した卵丘細胞卵子複合体（COC）成熟度に依存する．我々は，

卵胞液中高エストロゲン（E）濃度を含む卵胞卵が有意に高い発生支持能を持つこと，成熟に依存すると考えられ

るプロゲステロン（P4）の添加により高い成熟率が得られることを報告してきた．そこで本研究では，　FSHプライ

ミング後に回収したCOCの採取時形態像と卵の成熟・発生能との相関を検討した．

【方法】同意を得た卵胞期の患者に，腹腔鏡検査施行日4日前より150単位／日x3日間のfertinorm　P投与を行い，

COCを採取した．　COCの卵丘細胞層数により，グレードA（COCs　with＞＝51ayers　of　cumulus　ceUs），　B（3－41ay－

ers），　C（＝＜21ayers）と分類した．　P4添加あるいは無添加TCM199（FSH200mIU／ml＋hCGIIU／ml含有）で約

43時間培養後，MII卵はICSIを施行した．　Day7まで培養し，形態良好な胚盤胞は凍結・融解後ETした．

【結果】MII率は，　P、添加によりA群86％→100％，　B群82％→84％であったが，　C群は50％→90％と増加した．

胚盤胞到達率はP4添加によりA群33％→14％，　B群47％→6％と著減した．逆に，　C群ではP、添加により14％→

30％へと上昇した。このように胚盤胞到達率はCOC形態像とP、添加によって決まる．また，　Pl添加区の妊娠率は

33％（1／3）であり，妊娠症例は化学流産に終った．P無添加区では20％（1／5）で臨床妊娠が確認され，現在も継

続中である．

【結論】FSHプライミング後に採取した卵胞卵の胚盤胞到達率はCOCの採取時形態像とP、添加条件に依存するこ

とが判明した．したがって，回収直後のCOC形態像を指標として，培養液へのP、添加の有無を決定することが必

要であると考えられた．このことはヒト体外成熟培養系の確立に重要な知見といえる．

O－52　　　　　ヒトARTのためのmicrofluidic　embryo　co－culture

　　　　　システムによるマウス産仔の作出並びに産仔染色体解析による安全性の検証

乾マタニティクリニック　乾フロンティア生殖医療不妊研究所

東京大学　生産技術研究所

　　ペンタックス株式会社

○乾　　裕昭，水野　仁二，中村　寛子

　赤石　一幸，渡辺奈津美，平山　和宏

　栗城　瑛子

　酒井　康行，藤井　輝夫

　Serge　Ostrovidov

●

●

●

【目的】28年前世界初の体外受精児誕生以来培養法は静置・溜め置き型の培養方法が主流である．我々は体内環境

を再現すべくmicro且uidic　embryo　co－cultureシステム（マイクロデバイス）を開発し，ヒトARTへの適応を目指

しマイクロドロップ法と比較検討し，本培養システムの有効性と安全性を検証したので報告する．

【材料及び方法】マイクロデバイス：ガス透過性PDMS（PolydimethylSiloxane）を素材とし，内部にポリエステル

膜を埋め込み循環共培養ができる構造とした．ペリスタルティックポンプ，培養液タンクとシリコンチューブで接

続し循環システム内に組み込んだ．マウス子宮内膜細胞は常法に従い採取・増殖・凍結保存し，共培養開始3日前

に融解し，生存細胞数5x105／mlに調整しマイクロデバイスのポリエステル膜上に播種した．マウス2細胞期卵子

は常法に従い採取し形態的に正常な物を2等分し，マイクロドロップ法とマイクロデバイス法により培養し，その
発育速度並びに胚の品質を記録した．移植：偽妊娠雌子宮角内に移植し，産仔数が少ない場合は帝王切開を行った．

染色体解析：安全性を客観的に評価するため外部検査機関である株式会社日本遺伝子研究所に解析を依頼した．

【結果及び考察】本マクロデバイス法を用いたマウス2細胞期卵子の桑実期～脱出胚盤胞期への発育速度はマイク

ロドロップ法に比べ有意に発育速度が速く（P＜α05），この発育速度は体内の発育速度と同等，かつ胚の品質も良

好であった．4頭に29個の胚を移植し14頭（4＆3％）の産仔が得られた．それら全てが健常であり，その中の4
頭は生後4週目に骨髄の染色体解析を行った結果，全て正常な中期核盤像を示した．マウス卵子を用いたパイロッ

ト試験によりその有効性，安全性が証明されたことからヒトARTへの適用により妊娠率の改善に寄与する可能性
を示唆した．

●

●

■
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P－001 子宮頚管上皮におけるToll　like　receptorの発現

●

大阪大学　医学部　産婦人科

済生会中津病院

○下屋浩一郎，天満久美子，田畑　知沙

　香山　晋輔，筒井　建紀，木村　　正

　古山　将康，村田　雄二

　森山　明宏

●

●

【目的】Toll　like　receptor（TLR）は菌体成分を認識し自然免疫の防御機構を担う受容体として注目されている．　LPS

を認識するTLR4は，膀胱上皮や気管上皮といった多くの臓器で発現が報告されている．しかし，グラム陰性菌の

共生細菌群を有する腸管上皮においては発現がみられない．下部女性生殖器，特に子宮頚管は，免疫防御に重要な

役割を果たしていると考えられるが，子宮頚管上皮のTol　like　receptor（TLR）の発現については未だよく知られ

ていない．今回我々は，子宮頚管上皮におけるTLR4の発現について解析することを目的とした．

【方法】インフォームドコンセントを得た上で，良性婦人科疾患に対し子宮摘出術を施行した20症例の子宮頚管組

織を使用した．9症例が閉経前，11症例が閉経後女性であった．子宮頚管組織のTLR2，　TLR4，　MD2の発現をRT

－PCR法，　real－time　PCR法にて解析し，　TLR4の局在については，免疫組織染色法にて解析した．

【成績】子宮頚管組織においてTLR2，　TLR4，　MD2の転写レベルでの発現が認められた．　TLR4の発現はTLR2の発

現量より有意に少なかった．免疫組織染色の結果，子宮頚管内の円柱上皮には全例においてTLR4の存在が認めら

れた．子宮頚管膣部の扁平上皮には部分的にのみTLR4の存在が認められた．年齢，閉経の有無による傾向はみら

れなかった．

【結論】膣内はLactobacillusなどの共生細菌を有するが，子宮頚管内の円柱上皮には普遍的にTLR4が存在する．

一方，子宮頚管膣部の扁平上皮には部分的に存在するのみで，様々の免疫状態によって制御されている可能性があ

る．TLR4は，子宮頚管における免疫防御に関与していることが示唆された．

P－002　　　　ヒト子宮内膜におけるendotoxinの認識機構について

● 東京大学　医学部　産婦人科　○平田　哲也，大須賀　穣，廣田　　泰

　　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり，吉野　　修，原田美由紀

　　　　　　　　　　　　　　森本千恵子，矢野　　哲，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

●

●

　上皮細胞と間質細胞で異なる機序で活性化されるToll　like　receptor　4（TLR4）の子宮内膜感染防御機構における

意義

【目的】正常な生殖機能の維持において子宮内膜の自然免疫は重要な役割を担っているが，その機構については不明

な点が多い．近年，細菌の細胞壁を構成するLipopolysaccharide（LPS）の受容体であるTLR4が自然免疫におい

て注目されている．LPSは，細胞膜型CDI4（mCD14）あるいは血清中に豊富に存在する可溶型CD14（sCDI4）の
存在下でTLR4を活性化し，　IL－8などの炎症性サイトカイン分泌を誘導する．我々は，子宮内膜上皮（EEC）・間

質細胞（ESC）におけるTLR4，　mCD14の発現とLPS応答性との関連について検討した．
【方法】患者の同意のもと採取したヒト子宮内膜をEEC，　ESCに分離培養し，　TLR4，　mCD14の発現を且ow　cytome－

try，　Western　blot法にて調べた．　LPSによるEEC，　ESCのIL－8産生をELISA法にて測定し，さらにsCD14の同

時添加による影響を調べた．また，CD14，　TLR4の中和抗体添加によりIL－8産生に対する抑制作用を検討した．

【成績】1）TLR4の発現がEEC，　ESCともに確認された．　mCD14はESCに発現が認められたが，　EECには認めら

れなかった．2）LPS刺激により，　ESCではIL－8産生が増加したが，　EECでは変化を認めなかった．3）LPS刺激

によるEECのIL－8産生は，　sCDl4の同時添加により増加した．4）ESCにおいて，　CD14及びTLR4の中和抗体添
加により，LPSによるIL－8産生が抑制された．

【結論】ESCはmCD14が発現しているため，　LPS刺激により炎症反応が惹起されるが，　EECは発現が無いために

応答しないと考えられた．子宮内膜の感染において，ESCでは細菌への暴露によりTLR4が即座に活性化される一

方，EECでは炎症に際して血管から浸出するsCD14のもとにTLR4が活性化されるという巧妙な感染防御の調節
機構の存在が示唆された．
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P－003 子宮内膜間質細胞のIL－15発現調節における

　　　炎症性サイトカインIL－1の役割

関西医科大学　産科学婦人科　○岡田　英孝，中元

　　　　　　　　　　　　　　　安田　勝彦，神崎

剛，中嶋　達也

秀陽 ●

【目的】胚の着床には，子宮内膜の適正な分化が必要であり，サイトカインなどの内膜局所因子で制御されているこ

とが次第に明らかとなってきている．Interleukin（IL）－15はサイトカインであり，　implantation　windowで特異的

に発現が増加する分子の1つであることが知られている．本研究では，IL－15発現調節における炎症性サイトカイ

ンであるIL－1の役割について検討した．

【方法】インフォームド・コンセントを得たうえで，手術により得られた増殖期子宮内膜から，機械的および酵素的

に融解して比重遠心法にて，子宮内膜間質細胞（ESC）を分離培養した．　IL－1刺激によるESCのIL－15の産生能に

ついてELISA法を用いて検討した．次に，　Northern　blotting法やELISA法を用いて，プロゲステロンとIL－1

の同時添加により，ESCの分化（脱落膜化）におけるIL－15発現動態への影響を検討した．

【成績】ESCで，　IL－1刺激によりIL－15産生増加は認められなかった．一方，プロゲステロンにより誘導されるESC

の分化により，IL－15産生は増加した．プロゲステロンとIL－1の同時添加により，　IL1の濃度依存的にESCでの

IL－15のmRNAレベルは抑制された．　IL－15の分泌能に関しては，　IL－1の添加培養にて細胞数に影響を及ぼさな

かったが，ESCからのIL－15分泌を著明に抑制した．

【結論】子宮内膜局所でプロゲステロンにより誘導される1レ15は，性ステロイドホルモンを介した内分泌系調節と

局所における免疫系調節による相互作用を巧妙に制御しているサイトカインとして注目されている．サイトカイン

ネットワークの観点から子宮内膜局所において，IL－15は炎症性サイトカインIL－1にて抑制されていることが判

明した．

P－004　子宮内膜上皮細胞で産生されたendothelin－1は内膜間質細胞に作用し

　　　　　　　　　endothelin　receptor　type　Aを介しAktのリン酸化を克進する

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科　○岩瀬　　明，岸上　靖幸，下村　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，柴田大二郎，原田　統子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　寿夫，吉川　史隆

●

●

●

【目的】血管作動性ペプチドであるendothelin－1（ET－1）は近年，細胞増殖など様々な機能に関与していることが

示されている．ヒト子宮内膜にはそのレセプター（endothelin　receptor　type　A，－B；ETA，　ETB）とともにET－1

の存在が報告されているがET－1の子宮内膜での産生・分解および機能について詳細は不明である．我々はET－1

の産生に関与するendothelin　converting　enzyme（ECE）とET－1の主たる分解酵素であるneutral　endopeptidase

（NEP）の子宮内膜での発現を評価し，　ET－1の内膜間質細胞に対する作用を検討した．

【方法】月経周期各期のNEP，　ECEの発現をウェスタンブロット（WB）法にて評価した．培養i子宮内膜上皮，間

質細胞でのNEP，　ECEの発現およびET－1の産生を測定し，さらに間質細胞にET－1および上皮細胞のcondi－

tioned　medium（CM）を添加しAktのリン酸化を検出した．またETA，　ETBプロッカーによりこの作用が抑制さ

れるか検討した．すべての検体はインフォームドコンセントのもと使用した．

【成績】NEP，　ECEともに増殖期より分泌期に強い発現を認めた．培養系ではECEは上皮細胞にNEPは脱落膜化

間質細胞で強い発現をみとめた．培養上清中へのET－1の分泌は上皮細胞では高かったが，間質細胞ではわずかで

あった．ET－1および上皮細胞のCM添加により間質細胞のAktリン酸化が充進したが，これはETAプロッカー

添加および脱落膜化によるNEP発現で抑制された．

【結論】内膜上皮細胞で産生されたET－1は内膜間質細胞にETAを介し作用し，　Aktのリン酸化を通して細胞機能

に影響を与えている可能性が示唆された．また間質細胞でのNEPの発現によるET－1の作用調節機構が実験的に

証明された．

■

●
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P－005 Oxygen　tensionによる子宮内膜間質細胞のendostatinおよび

　vascular　endothelial　growth　factorの産生調節

大分大学　医学部　産科婦人科　○奈須　家栄，西田　正和，河野　康志

　　　　　　　　　　　　　　　　楢原　久司

●

●

●

【目的】子宮内膜では月経に伴い，周期的に生理的血管新生が起こり，子宮内膜の形態，機能が変化する．血管新生

はvascular　endothelial　growth　factor（VEGF）や飾roblast　growth　factorをはじめとする促進因子と，　endostatin

などの抑制因子により調節されるが，その多くは子宮内膜で産生され，局所において作用する．我々は培養子宮内

膜間質細胞（ESC）を用いて，　oxygen　tensionと血管新生調節因子の産生調節について検討した．

【方法】患者の同意を得て，子宮筋腫の手術時に増殖期後期（n＝10）および分泌期中期～後期（n＝10）の子宮内膜

を採取し，ESCを分離，培養した．　ESCをnormoxia（20％02）またはhypoxia（4％02）で24時間培養し，上清

中のendostatinおよびVEGF濃度をELISA法で測定した．また，　northern法により，endostatinのparental　pr（｝

teinであるcollagen　XVIIIとVEGFのmRNA発現について検討した．

【成績】Normoxiaでは増殖期5例と分泌期5例でendostatinの産生（6847±15．3ng／ml）が認められた．また，全

例でVEGFの産生（2827±197pg／ml）が認められた．　Hypoxiaではendostatinの産生は著明に減少（77±α4ng／

ml，　p＜α0005）したが，　VEGFの産生は増加（3563±346pg／ml，　p〈α005）した．　Northern法では，全例でhy－

poxiaによりVEGF　mRNAの発現は増強したが，　collagen　XVIII　mRNAの発現は変化しなかった．

【結論】ESCにおけるendostatinおよびVEGFの発現は，　oxygen　tensionにより調節されることがわかった．　Hy－

poxiaはcollagen　XVmのendostatinへのcleavageを抑制し，　VEGF　mRNAの転写を充進させると考えられる．

Oxygen　tensionはこれらの因子の産生調節を介して，子宮内膜の血管新生を調節し，子宮内膜の形態的，機能的変

化を制御していると考えられる．何らかの原因で，oxygen　tensionによる血管新生の調節機構に異常が生じると，

子宮内膜機能が障害され，不妊に関連した種々の病態を引き起こすと推測される．

P－006 子宮内膜間質細胞のmatrix　metalloproteinase－1産生に及ぼす

　　　　　　　　　androgenの影響に関する研究

東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　生殖機能協関学　○石川　智則，原田　竜也，久保田俊郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生　武志

●

●

【目的】matrix　metaloproteinase（MMP）は細胞外基質の分解や再構築に関与する酵素であり，子宮内膜では着床

や月経発来において重要なはたらきをするとされている．そこで，子宮内膜間質細胞（HESC）のMMP－1産生に

対するandrogenの作用について検討した．

【方法】本実験は倫理委員会で承諾され，検体の採取に当たり事前にインフォームドコンセントをすべての患者から

得ている．子宮全摘術の際に得られた子宮内膜から酵素処理によりHESCを分離し，　estradiol（E2）と共にtestos－

terone（T），　progesterone（P），　medroxyprogesterone　acetate（MPA）をそれぞれ加え8日間培養し，　ELISA

法で培養上清中のMMP－1を測定，またWestern　blottingでHESC中のMMP－1タンパクの発現も定量的に解析

した．さらに，且utamide（F）：androgen　receptor（AR）拮抗剤を添加した群も同様に測定した．　HESCにおける

AR　mRNAの発現もRT－PCRにより確認した．

【成績】T添加により用量依存的にMMP－1の産生は低下したが，この抑制はFの併用により回復した．　progestin

添加群でも同様にMMP－1の産生は抑制されたが，　MPA添加群においては著明に抑制された。　Western　blotting

でもMMP－1タンパクの発現はTの用量依存的に低下し，　F添加で回復した．また，すべての検体においてAR

mRNAは発現していた．

【結論】androgenはandrogen　receptorを介し，子宮内膜間質細胞のMMP－1産生を調節する．　progesteroneのみ

ならずandrogenも子宮内膜の周期的変化の調節に関与している可能性が示された．
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P－007 着床における組織トランスグルミナーゼの関与

杏林大学　医学部　産婦人科　○酒井　　謙，塩川　滋達，嘉治　真彦

　　　　　　　　　　　　　　岩下　光利

●

【目的】組織トランスグルタミナーゼ（tTGase）はタンパク質分子間に架橋結合を形成する酵素であり，インテグ

リンとフィプロネクチン（FN）の結合を仲介する．　FNは，インテグリンとの結合部位であるRGD配列を含む110

Kdフラグメント（110K－FN）とRGD配列を含まない42Kdフラグメント（42K－FN＞に分けられる．着床現象は

子宮内膜と絨毛細胞の細胞間相互作用である．今回，着床期内膜と絨毛細胞の細胞間相互作用おけるtTGaseと110

K－FN，42K－FNの役割を検討した．

【方法】手術および人工妊娠中絶時に患者の同意を得て採取した分泌期子宮内膜，妊娠初期絨毛を実験材料とした．

分泌期子宮内膜を走査型電顕および抗tTGase抗体（tTGAb）を用いた免疫電顕で観察した．妊娠初期絨毛より，

Yagelらの方法で培養細胞を作成し，　tTGaseおよびavb3インテグリンの発現部位を免疫蛍光二重染色で観察し

た．1101（－FN，42K－FN上で絨毛細胞を3時間培養し，細胞伸展面積をNIHイメージで測定する実験系でtTGase

とRGDの影響をみた．

【成績】電子顕微鏡で分泌中期子宮内膜にpinopodeが確認され，　pinopodeにtTGaseの発現が認められた．免疫蛍

光二重染色の結果avb3インテグリンおよびtTGaseは絨毛培養細胞の細胞周囲に発現しその局在が一致した．

tTGAbは110k－FN上の細胞伸展（μm2）に影響を与えなかったが，42k－FN上の細胞伸展を抑制した．　RGDは110

k－FN上の細胞伸展を抑制したが，42k－FN上の細胞伸展に影響を与えなかった．

【結論】着床期内膜および絨毛細胞の細胞間相互作用にtTGaseと42K－FNを介する経路が関与している可能性が

示唆された．

●

●

P－008 着床期子宮内膜の内視鏡的評価から見た凍結融解胚移植の成績

豊見城中央病院　産婦人科

みやぎMsクリニック

○野原　理，井手上隆史，東　政弘

　佐久本哲郎

　宮城　博子

●

【目的】我々は以前より着床期内膜を内視鏡的に評価し，その所見が妊娠率，流産率に有意に相関することを報告し

てきた．今回我々は凍結融解胚移植の前周期黄体中期に内視鏡的評価を行い，その所見の違いによる妊娠率を比較

検討した．

【方法】対象は2004年1月から12月の間に当院において全胚凍結を行った183例のうち，凍結融解胚移植の前周期

黄体中期に子宮鏡評価を行った105例を対象とした．子宮鏡の評価は主として内膜腺開口所見，血管所見により決

定され，良好群，不良群に分類された．

【結果】内視鏡的評価では良好群42例，不良群63例であった．両群の平均年齢は良好群，不良群それぞれ369±42

才，372±4．5才と差はなく，移植胚数もそれぞれ15±α5個，1．4±05個と有意差を認めなかった．胚移植後の妊娠

率は良好群429％（18／42）で，不良群の15．9％（10／63）に対し有意に高かった（p＜α002）．また不良群で妊娠不

成立に終わった症例に対し運動療法，温熱療法，生活習慣改善等を行い，39例に対し黄体中期の子宮鏡再評価を頻

回に施行した．再評価で改善と判定されて再度凍結融解胚移植を行った15例のうち5例（333％）に妊娠成立を認

めた．それに対し不変のまま胚移植を行った24例では1例ぽ2％）にのみ妊娠成立を認めた（p＜α002）．

【結論】着床期子宮内膜の内視鏡的評価を頻回に行い，良好と判定された次周期に凍結融解胚移植を行うことによ

り，より高い妊娠率，着床率の得られる可能性が示唆された．

●

●
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P－009 黄体期中期の子宮内膜日付診と不妊治療の成績との関係

●

山口大学　医学部　生殖・発達・感染医科学　○浅田　裕美，田村　博史，三輪一知郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹谷　俊明，松岡　亜希，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口　修司，杉野　法広

●

●

【目的】不妊症検査として施行する黄体期中期の子宮内膜日付診と不妊治療の成績について検討した．

【方法】平成10年1月から平成15年12月までに当院不妊外来を受診し，スクリーニング検査として黄体期中期に

子宮内膜日付診を施行した不妊症患者201例を対象とした．子宮内膜日付診は内膜腺・間質ともに2日未満のずれ

の正常群（A群），内膜腺のみ2日以上の遅延を認める群（B群），内膜腺・間質ともに2日以上の遅延を認める群

（C群），間質のみ2日以上充進した群（D群）に分類した．子宮内膜日付診の結果と黄体期中期の子宮内膜厚（EM），

血中progesterone（P）値，　estradiol（E）値および不妊治療後の妊娠率との関係について検討した．

【結果】子宮内膜日付診は，A群102例（507％），B群75例（363％），C群13例（65％），D群11例（55％）で

あった．黄体期中期のEM（mm）は，　A群10B±25，　B群105±23，　C群119±3β，　D群11．5±2．5，　P値（ng／ml）は，

A群160±71，B群1仕7±65，　C群14．2±55，　D群159±79，　E値（pg／ml）は，　A群203±63，　B群211±141，　C群218

±71，D群198±102，といずれも各群間で有意な差を認めなかった．不妊治療後の妊娠率はA群63．7％（65／102），

B群547％（41／75），C群692％（9／13），　D群273％（3／11）でD群で低値を示した．

【結論】子宮内膜日付診と黄体期中期のP値，E値や子宮内膜厚には明らかな関係は認められなかった．しかし，間

質のみ充進した群では妊娠率が低く，内膜日付診はその後の不妊治療の成績を予測する一因子となる可能性があ

る．

P－010　3D　power　Doppler超音波を用いた子宮内膜，内膜下血流評価の有用性

● 　　　　山近記念総合病院　産婦人科　○本田　育子，猿賀まち子，布施はづき

　　　　GE横河メディカルシステム　　重政みのり

山王病院　リプロダクションセンター　　小林　善宗，渡邊　英明，井上　正人

●

●

【目的】受精卵に対する子宮内膜の受容性を評価する目的で体外受精胚移植周期における子宮内膜，内膜下血流を

3D　power　Doppler超音波とVOCALR（virtual　organ　computer－aided　analysis）を用いて検討した．

【方法】体外受精胚移植29周期を対象とした．平均年齢は371歳（29～45）．検査は同一検者によって体外受精の

胚移植直前に行った．超音波装置はVoluson　730R（GE　Kretz社，　Zipf，　Austria）を使用し，経膣走査法で子宮内膜，

子宮内腔を観察した後，3D　power　Dopplerに切り換えVOCAL，　shell－imagingを用いて子宮内膜，子宮内膜下1

mm，3mm，5mm周囲内の体積を計測し，それぞれについて血流状態をvascularization　index（VI），且ow　index

（FI＞，　vascularization　How　index（VFI＞を用いて評価した．子宮内膜，子宮内膜下測定部位において，正常妊娠群，

異常妊娠群，非妊娠群の間でVL　FI，　VFIを比較検討した．

【成績】29名中9名が妊娠し，3名が妊娠継続，1名が卵管妊娠，5名は流産に至った．取得したデータの解析から

子宮内膜下3mm周囲内のFIにおいて正常妊娠群，卵管妊娠を除く異常妊娠群，非妊娠群の間で有意差を認めた．

また正常』妊娠群で子宮内膜下1mm周囲内のFIは高い傾向を示したが，その他の測定部位で各indexに有意な差

は認めなかった．

【結論】3D　power　Doppler超音波とVOCALを用いることでより的確な子宮内膜，内膜下血流評価が可能になると

考えられ，今回の検討で子宮内膜下3mm周囲内のFIが体外受精胚移植周期における妊娠成立，妊娠予後を予測す

るのに最も有用であった．
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P－011　子宮内膜発育不全の病態解明～子宮動脈血流および血管数との関係～

山口大学　医学部　生殖・発達・感染医科学（産科婦人科）　〇三輪一知郎，田村　博史，浅田　裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹谷　俊明，坂田　亜希，山縣　芳明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口　修司，杉野　法広 ●

旧的】子宮内膜発育不全は着床障害の重要な病因であるが，その病態は十分に解明されていない．そこで子宮内膜

厚（Em）と子宮血流との関係について検討するとともに，子宮内膜発育不全の病態を内膜の構造および血管網の構

築という観点から検討した．

【方法】平成16年4月から平成17年5月までに当院不妊外来において分泌期中期に子宮血流を測定した26例を対

象とした．また，20例において子宮内膜日付診を施行し，患者の同意のもと余剰の子宮内膜組織を研究に供した．

1）超音波パルスドップラー法を用いて，子宮動脈および子宮放射状動脈のpulsatility　index（PI）値およびresis－

tance　index（RI）値を測定しEmとの関係を検討した．2）子宮内膜組織において単位面積当りに占める腺上皮の

面積（腺上皮面積率）を測定し，子宮内膜発育正常群（Em≧8mm；A群）と子宮内膜発育不全群（Em＜8mm；

B群）で比較検討した．3）子宮内膜組織を用いて血管内皮マーカーであるCD34の免疫組織染色を行い，．単位面積

当りの血管数を測定し，A群，　B群で比較検討した．

【結果】1）分泌期中期のEmと子宮放射状動脈PI値およびRI値の間には負の相関（p＜0．01）が認められ，子宮内

膜の発育と子宮放射状動脈血流との関連性が示された．2）腺上皮面積率はA群に比しB群では有意に低値を示し

た（p＝α0017）．3）血管数もA群に比しB群では有意に低値を示した（p＝αOl24）．

【結論】子宮内膜の発育には適切な子宮放射状動脈血流の維持，血管網の構築および腺上皮の発育が重要と思われ，

これらの破綻が子宮内膜発育不全の病態の一因である可能性が考えられた．

書

●

P－012　　高齢婦人の子宮内膜発育不全例に対するバイアグラ経口投与の効果

御茶ノ水・浜田病院　産婦人科　○合阪　幸三，生月　弓子，小畑清一郎 ●

【目的】卵胞刺激により血中のestrogen値は上昇するが，子宮内膜の発育が不良である高齢婦人に対して，クエン

酸シルデナフィル（バイアグラ）を経口投与し，子宮内膜の発育，着床への影響につき検討した．

【方法】過去に体外受精の既往があり，その際に子宮内膜の発育不全を伴っていた16例を対象とした（年齢：4α7

±1．9歳）．Gn－RH　agonist併用下のhMG製剤投与による（long　protocol）通常の卵胞刺激を行ったが，子宮内膜の

発育はやはり不良であったため，採卵のみを行い，受精卵は凍結保存とした．次週期にプレマリン125～25mg／day

もしくはエストララームM3～6枚／dayを投与しつつ，バイアグラ錠（50mg／day）を併用し，その効果を検討した．

バイアグラの投与に際しては，諸外国およびわが国での子宮内膜発育不全例に投与し，それなりの効果を挙げたと

いう報告があること，適応外使用であることなどにつき十分なインフォームドコンセントを行い，同意を得た後に

使用を開始した．

【成績】バイアグラ投与により，子宮内膜は，投与前：仕1±1．2→軌4±14mmと正常範囲に回復した（p＜α01）．血

中estradiol値には有意の差は認められなかった（22674±3199　vs．2124、5±4355　pg／ml，孔s）．本治療中に4例に

妊娠が成立した．

【結論】子宮内膜発育不全例に対して，バイアグラの経口投与は子宮内膜発育に好ましい効果を及ぼし，受精卵の着

床にも有用であると考えられた．

●

●
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P－013薄い子宮内膜に対するPentoxifyllineとVitamin　EおよびVitamin　Cの効果

国家公務員共済組合連合会　斗南病院　生殖内分泌科　○東口　篤司，逸見　博文，金澤　朋扇

　　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　婦人科　　斉藤　　学，高階　俊光

●

●

●

【目的】Pentoxifylline（PTX）とVitamin　E（VE）とを併用すると薄い子宮内膜を厚くし妊娠率を向上させるとの

報告がある．PTXは院内倫理委員会の承認を得て輸入し患者の承諾書を得た後VEと併用して効果を検証した．ま

たVitamin　C（VC）もVEと同様活性酸素種を抑制することが知られるが，演者らが知る限りでは現在までVC

の薄い子宮内膜に対する臨床的効果の報告はない．そこでVCの効果も初めての試みとして検討した．

【方法】2003年1月より2004年12月の2年間において排卵期から着床期に数周期（2～5周期）にわたって内膜厚

の平均が6mm未満のためPTX，　VE，　VCのいずれかを単独あるいは併用で使用した9例（全症例に対して3．6％）

を対象とした．PTXはTrentalを800mg／日，　VEはユベラニコチネートを400mg／日，　VCはビタミンCを2000

mg／日とし1～14ヶ月内服した．　PTX＋VE＋VCが4例，　PTX＋VEが3例，　VE＋VCが2例，　VCのみが3例だっ
た．

【成績】内服前の内膜は5．0±1．lmm，内服後の内膜はa1±1．2mmだった．6例（66、7％）に内服後の内膜厚の増加

がみられた．子宮動脈のResistance　indexは服用前α88±α02，服用後はα78±004（p＝0．01）で測定したすべての

症例（4例）で血流量の増加が認められた．3例が自然周期で妊娠し，現在妊娠中期で継続中である．妊娠周期の排

卵期から着床期の内膜厚は4．7mm（PTX＋VE），59mm（PTX＋VE＋VC），仕9rnm（VE＋VC）だった．妊娠非

妊娠群で血中Estradiol，　Progesteroneに有意差はみられなかった．またこれらの薬剤による副作用は認められな

かった．

【結論】薄い子宮内膜に対してPTXとVEおよびVCが有効であった症例が認められた．

P－014 不妊症婦人の腹水中におけるフタル酸エステル類についての検討

● 東海大学　医学部　産婦人科　○池田

　　　　　　　　　　　　　　呉屋

　　　　　　　　　　　　　　松林

　　　　　　　　　　　　　　奥脇

仁恵，和泉俊一郎，村野

憲一，察　　立義，鈴木

秀彦，渡辺　未央，貴家

伸二

代
弘
剛

孝
隆

●

●

【目的】今回我々は，不妊症婦人における腹腔鏡検査に際して，術前のインフォームドコンセントによって同意の

得られた100名の症例において，腹水中および血中の内分泌かく乱化学物質を測定した．今回は，フタル酸エステ

ル類（DEHP）を分析し，その結果をもとに，子宮内膜症との相関を検討することを目的とした．

【方法】当院家族計画外来通院中の不妊症患者の中で腹腔鏡検査施行時に同意の得られた患者100名を対象に，腹腔

鏡検査時に患者から末梢血および腹水を採取した．凍結保存後，生体試料のDEHP含量を測定した．具体的な生体

試料中のα5ng／mlをカットオフ値とした．検出頻度は，血清においては11．1％で，腹水においては253％であっ

た．検出された濃度の平均値は血清では2τOng／ml，腹水では2田ng／mlであった．さらに全症例において，腹腔鏡

検査時の子宮内膜症進行期分類をr－AFS分類を用いておこなった．

【成績】今回血清，腹水中ともDEHPは高濃度に検出されたがいずれも危険値を超えるほどの濃度には至っていな

い．しかしサンプル提供者の居住地区および疾患と検出濃度の間には有意な差は認められなかった．

【結論】内分泌かく乱化学物質の多くは，その作用がエストロゲンと関連し，婦人科領域では子宮内膜症発症に関与

する懸念が持たれているが，今回の検討では明確な結論は得られなかった．DEHPの暴露は提供者の食事，喫煙，

飲酒等を含む生活習慣によって大きく左右されることが予想される．しかし現時点での検出例数は少なく，今後は

モニタリングを続るにあたっては，検出濃度と提供者の詳しい生活習慣についてもさらにより詳細に検討する必要

があると思われる．
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P－015 不妊症婦人における内分泌かく乱化学物質の検討

（ビスフェノールAとノニルフェノールについて）

東海大学　医学部　産婦人科　○呉屋　憲一，和泉俊一郎，村野　孝代

　　　　　　　　　　　　　　池田　仁恵，察　　立義，鈴木　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，渡辺　未央，貴家　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　奥脇　伸二

●

【目的】不妊症婦人における腹腔鏡検査に際して，127名の症例の腹水中および血中の内分泌かく乱化学物質を測定

した．ビスフェノールAとノニルフェノールを分析し，その結果をもとに，子宮内膜症との相関を検討した．

【方法】内分泌かく乱化学物質の生殖年齢婦人の暴露状況の調査としては内視鏡検査を施行する婦人にインフォー

ムドコンセントを行い，承諾の得られた患者より，腹水と血液を採取し，分析した．腹腔鏡下に子宮内膜症の期別

分類も行い，内分泌かく乱化学物質の濃度と病気の関連についての検討と，身体的，社会的，環境的背景を記録し

疫学的分析の資料とした．

【成績】生体試料提供者の平均年齢は30、9歳で血清と腹水の上記化学物質の濃度を測定した．α5ng／mlをカットオ

フ値とした．ビスフェノールAの検出頻度は，血清においては15％で，腹水においては1C％であった．検出さ
れた濃度の平均値は血清では1．19ng／ml，腹水ではα57ng／mlであった．一方，ノニルフェノールの検出頻度は，血

清においては2仕8％で，腹水においては99％であった．検出された濃度の平均値は血清では120ng／ml，腹水では

170ng／mlであった．

【結論】今回血清と腹水ともビスフェノールAは高濃度には検出されなかった．またサンプル提供者の居住地区お

よび疾患と検出濃度の間には有意差は認めなかった．一方，ノニルフェノールの血中濃度と腹水濃度との間には有

意な相関が見られた．しかしサンプル提供者の居住地区および疾患と検出濃度の間には有意差は認めなかった．内

分泌かく乱化学物質の暴露は提供者の食事，喫煙，飲酒等を含む生活習慣によって大きく左右されることが予想さ

れる．しかし現時点での検出例数は少なく，今後はモニタリングを続るにあたっては，検出濃度と提供者の詳しい

生活習慣についてもより詳細に検討する必要がある．

P－016 クラミジアHeat　shock　protein　60（cHSP60）抗体価と

　　　　　　　HSGによる卵管所見の比較

自治医科大学　産婦人科　○島田　和彦，平野　由紀，菊池久美子

　　　　　　　　　　　　鈴木　達也，高見澤　聡，柴原　浩明

　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

●

■

●

【目的】クラミジアトラコマティス（Ct）感染は卵管性不妊発症と密接に関係し，血中Ct抗体価はCt感染既往の確

認だけでなく，卵管傷害の予測に有用との報告もある．通常卵管因子の診断にはHSGにより卵管通過性を，その後

の拡散像により卵管周囲癒着（PTA：peri－tubal　adhesion）を評価するが，腹腔鏡診断には劣る．一・方，慢性炎症性

疾患誘導への関与で注目されるheat　shock　protein（HSP）のうち，60kDaのクラミジアHSP60（cHSP60）に対す

る抗体の測定が最近可能となり，すでに我々もART成績は抗cHSP60抗体の存在に影響されないことを報告して

きた．今回，血中Ct抗体価および抗cHSP60抗体価を測定した患者のHSG所見から，いずれが卵管傷害の予測に

有用か検討した．

【方法】対象は当科でリピオドールによるHSGを施行したCt抗体陽性30名60卵管．　Ct抗体価（IgG，　IgA）はPep－

tide　Chlamydia（Labsystems　Oy，　Finland）を，抗cllSP60抗体価はcHSP60－lgG－ELISA　medac（medac，　Ger－

many：日本凍結乾燥研究所）を用いELISAで測定した．

【結果】各抗体価と以下の3項目の相関性を検討した．1）卵管異常（閉塞・狭窄・水腫）との関係：Ct－IgG抗体価

のみ有意に相関した（P〈OOO1）．2）卵管閉塞との関係：抗cHSP60抗体価のみ有意に相関した（P＝α01）．3）PTA

との関係：Ct－lgA抗体価のみ有意に相関した（P＜005）．

【結論】HSG所見を指標とする場合，　Ct抗体価および抗cHSP60抗体価は各々に有用であり，優劣を明らかにでき

なかった．今後，腹腔鏡所見との比較が是非必要であると考える．

●

●
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P－017 当院における過去5年間のクラミジア感染に関する動向調査

ミオ・ファティリティ・クリニック　リプロダクティブセンター　○伊達　里美，豊田　里美，若木　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　敏子，見尾　保幸

●

●

【目的】クラミジア感染は，最も頻度の高い性行為感染症（STD）として認識されてきた．そこで今回，当院来院女

性における過去5年間のクラミジア感染の動向を調査した．

【方法】2000年1月～2004年12月までの5年間に，当院でクラミジアIgG抗体検査を行った女性（N＝2905）を対

象とし，抗体陽性率を，年代別・年度別に調査した．さらに，挙児希望を有し，クラミジア抗体陽性でHSG／腹腔

鏡検査実施可能であった女性（N＝173）の卵管および骨盤内所見も合わせて解析した．また，女性がクラミジア抗

体陽性の場合，検査可能であったパートナー（N＝222）の抗体陽性率を調査した．

【結果】クラミジア抗体陽性率は，2000年の17B％から2004年の449％へと激増した．年代別の比較でも，20

才代で2000年の1＆8％から2004年の536％，10才代では同じく36、0％から744％と著明に増加した．同様に，

挙児希望女性の陽性率も2000年の1仕4％から2004年の228％と増加し，年代別でも，20才代，30才代共に激増

した．クラミジア感染を有する女性の74．0％に卵管閉塞・骨盤内癒着等の異常所見が認められた．女性のクラミジ

ア抗体陽性率100％に対し，パートナーでの陽性率は266％であった．

【結論】過去5年間におけるクラミジア感染の蔓延拡大の実態が明らかとなり，女性のQOL低下に繋がる重大な社

会問題と認識する必要があり，医療現場からの情報発信が極めて重要である．

●

P－018 腹腔鏡下卵管形成術が有効であった高度両側卵管水腫の妊娠例

● 鹿児島大学病院　女性診療センター　○河村　俊彦，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　新谷　光央，宇都　博文，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，山崎　英樹，堂地　　勉

●

【目的】高度の卵管水腫症例に腹腔鏡下卵管形成術を行い，妊娠に至った症例を経験し，若干の知見を得たので報告

する．【症例】症例は28歳未婚．外陰部掻痒感と挙児希望を主訴に前医を受診．超音波検査上，両側卵管水腫を疑わ

れ当科へ紹介となる．右卵管は4x3cm，左卵管は3x2cmと棍棒状に腫大していた．04／8／11腹腔鏡下で両側卵管

癒着剥離術および両側卵管采形成術を行った．両側卵管とも高度PFAと軽度PTAが，両側卵巣周囲にも膜状癒着

がみられ剥離術を行った．両側卵管采は梶棒状に閉塞していたため，鋏鉗子で十字切開し卵管采を4－0モノクリル

糸で翻転形成し，卵管采上皮所見が内視鏡上正常であり卵管疎通性も開腹したため，生食200mlで通水も行った．

04／12月を最終月経に自然妊娠し現在妊娠継続中である．

【考察】卵管性不妊治療の中心はIVF－ETになっている．さらに卵管水腫の存在はIVF成績を下げるため，卵管水

腫切除を勧める報告が多い．本症例のようにたとえ高度な卵管水腫を認めても，卵管上皮が正常であれば腹腔鏡下

卵管形成術は十分な妊娠率が期待できる可能性がある．

【結論】高度の卵管水腫症例の不妊治療として腹腔鏡下卵管形成術は有用な治療法である．

●

●
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P－019 子宮筋腫合併不妊における卵管内精子輸送能の検討

　　　　子宮筋腫核出時の腹水中精子回収試験一

山王病院　リプロダクションセンター

山近記念総合病院　婦人科

○島田　　薫，小林　善宗，岡村　恵子

　田畑　光恵，黒田　勇二，渡邉　英明

　岡部　依子，山口　結加，高田　智美

　猪鼻　達仁，高野　裕子，井上　正人

　本田　育子

●

【目的】AIH一腹腔鏡検査時に行う腹水中精子回収試験（Peritoneal　Sperm　Recovery　Test：PSRT）は卵管内精子輸

送能つまり卵管内精子到達を知るうえで重要である．今日，子宮筋腫核出時に同時にAIHを行い，　PSRTによる卵
管内精子到達を検討し，手術適応になるような子宮筋腫合併不妊の原因の1つに，卵管内精子輸送障害が存在する

ことを報告したい．

【方法】H＆12～Hlτ5に両側卵管閉塞を除き，　AIHによるPSRTが行えた子宮筋腫核出術施行患者35名を対象に，

AIH時の精液所見とPSRT結果を分析した．対照としてAIH腹腔鏡検査時に行ったPSRT結果と比較した．対象
の平均年齢369才，平均不妊期間70年，対照の平均年齢は347才，平均不妊期間は69年であった．
【成績】子宮筋腫核出術の対象35名では，PSRT陽性18名（514％），PSRT陰性（卵管内輸送障害）17名（48、6％）

であり，高率に卵管内精子輸送障害が発生した．AIH時に精液所見正常26名ではPSRT陰性11名（423％）に対
して，精子無力症8名ではPSRT陰性が4名（5α0％）であり差はなく，乏精子症は1名でPSRT陰性であった．
子宮筋腫核出時におけるPSRT結果を，　AIH一腹腔鏡検査時に行ったPSRT結果と比較してみると，精液所見正常
では，AIH一腹腔鏡検査でPSRT陰性172％（280／1626）に比べ，子宮筋腫核出時におけるPSRT陰性423％（11／

26）は有意に高かった．
【結論】子宮筋腫合併不妊のおける不妊原因の一つに，卵管内精子輸送障害が存在したが，子宮筋腫核出術の適応と

なるような症例の子宮腔拡大を考えれば，当然であり，重要な事は，術後に，卵管内精子輸送障害に対する治療を

加えていくことといえよう．

P－020　子宮筋腫合併不妊症症例に対する子宮筋腫核出術の適応についての検討

●

●

近畿大学　医学部　産婦人科　〇三橋　章代，辻　　　勲，小谷　泰史

　　　　　　　　　　　　　　塩田　　充，星合　　昊

●

【目的】子宮筋腫合併した不妊症患者において，子宮筋腫核出術の適応や手術の時期については苦慮することが多

い．そこで今回，当科での子宮筋腫核出術施行症例において筋腫の数，大きさ，術前不妊期間，術後妊娠率等より

子宮筋腫核出術の適応及び時期についての検討を行った．

【方法】1995年1月から2003年12月までの間に当科にて子宮筋腫核出術を施行した312例のうち術後1年以上の

フォーローアップが可能であった男性因子を除いた不妊症患者70症例を対象とした．術前のHSGによる子宮内腔

変形の有無，経膣超音波下にての子宮内膜と子宮筋腫との間の筋層描出の有無，子宮筋腫の数，位置（粘膜下筋腫

は除外した）より，術後の妊娠予後に関する検討を行った．

【成績】平均年齢は術後妊娠群で31．35±3．62歳，非妊娠群で360±4．29歳，子宮筋腫のサイズ（複数の場合は総和）

は，術後妊娠群で920±53cm，非妊娠群で961±595cmであった．核出核総数は，術後妊娠群で2．45個，術後非

妊娠群で228個，術前の子宮内腔変形があった群での術後妊娠率は545％，なかった群での術後妊娠率は4α4％，

術前経膣超音波下にての子宮内膜と子宮筋腫との間の筋層描出があった群での術後妊娠率は42B％，なかった群で

の術後妊娠率は51．6％であった．また術前の不妊期間は，術後妊娠群で1125±1323ヶ月，非妊娠群で4100±32．44

ヶ月であり，術後避i妊期間を除外した術後妊娠までの期間は1425±11β6ヶ月であった．子宮内膜症を合併した群

では，合併しない群と比較し術後妊娠率は低い傾向にあった．

【結論】子宮内腔の変形をきたしている症例，子宮内膜と子宮筋腫との間の筋層描出の無い内膜と近接した子宮筋腫

例では，筋腫の数や大きさに関係なく，HSG後1年以上妊娠が成立しない場合筋腫核出術の適応となると考えられ

た．

●

●
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●

P－021 子宮筋腫を有する不妊症患者に対する腹腔鏡下筋腫核出術後の

　　　　　　　　　　妊娠予後因子に関する検討

東邦大学　医学部　第1産婦人科　○森田　峰人，太田　邦明，渡辺慎一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　浅川　恭行，前村　俊満，久保　春海

■

●

【目的】不妊症患者における子宮筋腫の腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊娠予後に関する検討を行った．

【方法】1996年1月から2003年12月までに主訴に不妊を含み腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行して1年以上follow

upしえた97例を対象とした．手術は全例気管内挿管全身麻酔下に行い，4パンクチャーテクニックで行った．主な

筋腫核の位置では，筋層内筋腫62例，漿膜下筋腫35例であった．不妊原因として子宮筋腫以外に不妊因子の認め

られなかったものは52例，卵管因子や子宮内膜症などの不妊因子が認められたものは45例であった．年齢，不妊

期間，核出筋腫核径，手術時間，出血量，摘出物重量などと術後の妊孕性に関する検討を行った．

【成績】手術成績：核出筋腫核径5、7±2．8cm，核出筋腫核数／患者1β±L1個，手術時間分993±315分，出血量85．5

±594mL，摘出物重量12＆1±939gであった．術後1年以上のfolow　upにより54例（556％）に自然妊娠が成立

した．主な筋腫核の位置別では，筋層内筋腫62例中33例（532％），漿膜下筋腫35例中22例（62名％）であった．

さらに，他の不妊因子の有無により検討すると，筋層内筋腫で他の不妊因子なし35例中22例（628％），他の不妊

因子あり27例中ll例（40．7％）で妊娠が成立し，漿膜下筋腫で他の不妊因子なし17例中14例（823％），他の不

妊因子あり18例中8例（444％）で妊娠が成立した．妊娠予後は，筋層内筋腫の妊娠例33例で流産4例，経膣分

娩4例，帝王切開24例，妊娠継続中1例で，漿膜下筋腫の妊娠例22例で流産3例，経膣分娩9例，帝王切開10

例であった．すべての妊娠において子宮破裂は認められなかった．

【結論】術後の妊娠予後因子として他の不妊因子の存在が予後を左右する因子として重要であった．他の不妊因子が

存在する症例では，術後早期から何らかの不妊治療を考慮する必要があると考えられた．

P－022　　　　　　腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠に関する検討

● 藤田保健衛生大学　医学部　産婦人科

豊田記念病院

○塚田　和彦，廣田　　穣，小澤　尚美

　安江　　朗，吉田麻里子，宇田川康博

　西尾　永司

●

●

【目的】不妊症患者において子宮筋腫が認められた場合は，筋腫の精査に加えて他の不妊検査を行い，一般的な不妊

治療をおこないながら妊娠に至らない症例に対しては腹腔鏡下筋腫核出術を行っている．今回は，腹腔鏡下子宮筋

腫核出術後に妊娠した症例を後方視的に検討し，本手術の有用性について検討した．

【方法】対象は1994年7月から2005年2月までに当科にて同意を得て腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行し（筋腫核最

大径30mm以上の症例とした），術後の妊娠の有無が追跡可能であった不妊症患者61例とした．腹腔鏡下筋腫核出

術は，初期では腹壁吊り上げ法を用い，後期では気腹法にておこなった．術式は，腹腔鏡下筋腫核出術（LM）およ

び腹腔鏡補助下筋腫核出術（LAM）を実施した．

【成績】61例の平均年齢は33B±65歳，筋腫核出重量は624±90g，出血量5＆2±61Bg，手術時間は162±54分で

あった．術後妊娠は16例（262％）に認められた．妊娠の成立は自然妊娠が14例，ARTによる妊娠が2例であっ

た．手術から妊娠成立までの平均期間は154ヶ月であった．妊娠の転帰は，正期産は12例（75％），流産16例中

4例（25％）であった．分娩様式は11例中5例（455％）が選択的帝王切開となった．妊娠経過中や分娩中に子宮

破裂をきたした症例は皆無であった．

【結論】腹腔鏡下子宮筋腫核出術は開腹手術に比べ低侵襲であり，術後の妊娠成績からみても不妊症患者の妊孕性を

改善する効果があると考えられた．
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P－023 腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行した子宮筋腫合併不妊症例の検討

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科○伊東宗毅，林　直樹，松永茂剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高井　　泰，斉藤　正－博，竹田　　省

●

【はじめに】子宮筋腫は不妊症の一因と考えられるのみならず，妊娠成立後も流産や早産の原因になり得る、そのた

め不妊治療の一環として子宮筋腫核出術施行は望ましい．近年，腹腔鏡下手術の普及に伴い，子宮筋腫核出術も腹

腔鏡下に施行することが可能となってきた．

【適応】当科では漿膜下筋腫は10cm以下，筋層内筋腫は8cm以下とし筋腫の数は状況によって判断している．

【対象】2000年1月より2004年7月までに腹腔鏡下子宮筋腫核出術（TLM）を施行した子宮筋腫合併不妊症例23

例．

【結果】子宮筋腫の平均個数は31個．筋腫の平均最大径は37cm．17例は子宮筋腫以外にも不妊原因を認め，6

例は認めなかった．術後当科にてfollow　upしえた14例のうち8例が妊娠に至っている．（571％）妊娠方法の内訳

はARTが3例，　hMG－hCGが3例，　hMG－hCG－AIHが1例，自然妊娠が1例となっている．3例が分娩に至って

おり，双胎であった2例は選択的帝王切開を施行したが，1例は経膣分娩となっている．現在妊娠経過中の5例を

含め妊娠経過に特に問題は認めなかった．また，未妊娠症例も含め明らかな子宮筋腫の再発は認めていない．

【まとめ】腹腔鏡下手術は低侵襲かつ短期入院で施行できる．そのため，当科では比較的小さな子宮筋腫も含め手術

を検討している．また，子宮筋腫合併不妊症は子宮内膜症や腹腔内癒着など合併している例もあり，TLM施行と同

時に卵巣嚢腫核出や子宮内膜症焼灼，癒着剥離など施行が可能である．子宮筋腫核出と共に腹腔内環境の改善が望

め，総合的に妊孕性を高めることができると思われた．

●

●

P－024 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の術後妊娠と分娩転帰

順天堂大学　医学部　産婦人科　○熊切　　順，島貫　洋人，菊地　　盤

　　　　　　　　　　　　　　　北出　真理，小林　優子，北野　孝満

　　　　　　　　　　　　　　　武内　裕之，木下　勝之

●

【目的】子宮筋腫による妊孕能低下は子宮内腔占拠により引き起こされる着床障害が原因であり，これはARTを

もってしても克服困難である．腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）は開腹術と比較して術後癒着が少なく術後の妊孕能

の温存に優れている．当科で不妊症患者を対象に施行したLM後の妊娠および分娩予後を検討した．

【方法】’98．1～’046までに当科で施行したLM　1002例のうち6ヶ月以上follow－upが可能であった不妊患者261

症例を対象とした．全ての手術操作は体腔内で行った．

【結果】不妊症患者108例の患者背景，手術所見は年齢（mean±SD）：355±3B歳，不妊期間：491±447ヶ月，最

大筋腫核径：6α5±194mm，核出筋腫核数：3．6±35個，手術時間：1054±459分，術中出血量：12α6±2222ml，

検体重量：1275±11＆5gであった．これらにおいて妊娠に寄与する因子をCOX回帰で検討したところ，年齢（OR

α93，95％　CIO89－098，p＝α003），不妊期間（ORO99，95％　CIO98一α99，p＝α0001）に負の相関が認められた．

妊娠は115症例（441％）134周期に認められ，自然妊娠は124周期（91遷％）であった．妊娠の転帰は，初期流産

25周期，人工妊娠中絶3周期，子宮外妊娠2周期，死産2周期，経過観察中12周期，不明6周期で，分娩84周期

であった．分娩症例中，選択的帝王切開術34周期であった．VBALM（vaginal　birth　after　laparoscopic　myomec－

tomy）trialは50周期で，　VBALM　successは41周期（82％）であった．　VBALM症例で子宮破裂は認められなかっ

た．

【結語】LM後高率に自然妊娠の成立が期待でき，またLM後の分娩管理が十分な体制で行えれば，子宮破裂を起こ

すことなく経膣分娩を行えると推定された．

●

●
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P－025　MPA無効子宮体癌Ia期にTCRおよび筋腫核出術後に妊娠した症例

●

鹿児島大学病院　女性診療センター　○中江　光博，沖　　利通，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，儀保　晶子，堂地　　勉

■

【目的】近年，若年性子宮体癌が増加し，妊孕性温存を希望する体癌患者もまれではない．今回我々は，MPA療法

が無効であった子宮体癌Ia期患者にTCR（transcervical　resection）による病変切除を行い，さらに筋腫核出術を

行い，最終的に生児をえた症例を経験し，若干の知見を得たので報告する．

【症例】症例は37歳，0経妊0経産である．Ol年10月に結婚．02年3月不正出血を主訴に近医受診．子宮筋腫治

療目的で当科へ紹介となる．初診時子宮内膜21mmと厚く，内膜組織診でendometrioid　adenocarcinomaGl－G2

と診断したが，挙児希望があり02年5月～12月の間MPA療法を行った．02年12月endometrioid　adenocarci．

noma　G1と消失みられず，子宮摘出目的で03年1月に入院．子宮鏡上，右後壁卵管口付近に隆起性病変を認めTCR

で切除切除標本では癌は認められず，MPA3ヶ月間追加投与し，完全に癌は消失した．03年9月子宮内膜癒着剥

離と筋腫核出術を施行．04年10月自然妊娠し，05年6月13日38週帝切分娩で生児を得た．

【考察】本症例はMPA6ヶ月間投与で癌が消失しなかったため子宮摘出予定であったが，　TCR切除で治療効果を確

認し，結果的に生児を得られたまれな症例であった．

【結論】MPA無効子宮体癌症例は子宮摘出が原則であるが，妊孕性温存希望の症例ではTCRによる切除・生検も

1つの選択肢となる可能性がある．

●

P－026 子宮筋腫に施行した子宮動脈塞栓術（UAE）後の妊娠例の検討

● 山近記念総合病院　産婦人科

　　　　　　山近記念総合病院　外科

山王病院　リプロダクションセンター

○猿賀まち子，本田　育子，布施はづき

　安達　英夫

　佐藤　哲也

　小林　善宗，井上　正人

●

●

【目的】子宮動脈塞栓術（UAE）は，子宮筋腫治療の選択の幅を拡げているが，依然として挙児希望例に対する適

応は結論に至っていない．挙児希望例に対する適応を明らかにする目的で，不妊症例，挙児希望症例におけるUAE

治療の予後を検討した．

【方法】対象はUAEを行った不妊症子宮筋腫患者14名，挙児希望患者1名の計15名で，　UAE施行時の平均年齢

は37．1（25～43）歳，平均不妊期間80．8（12～180）カ月である．UAE前の筋腫治療は核出術7名，　TCR1名，　GnRHa

6名であった．全例にUAEの妊孕能への影響を説明し文書による同意を得た．13名はgelatin　sponge細片を用い

て子宮動脈本幹基部あるいは上行枝を塞栓した．2名はマイクロカテーテルを子宮動脈上行枝まで進め，PVA粒子

（250～425μm）を用いて塞栓した．

【成績】UAE後6名に壊死筋腫のsloughingがみられた．7名に子宮鏡検査を行い，子宮腔内癒着を4名に認めTCR

を行った．マイクロカテーテル施行例は正常子宮内所見を示した．UAE後にARTを3名に，　AIHを6名に行った．

5名（平均年齢374歳）が妊娠し，UAEから妊娠までの期間は平均1＆0（2～33）カ月で，妊娠例の筋腫発生部位

は筋層内筋腫が2名，粘膜下筋腫が3名であった．妊娠予後は妊娠出産（AIH妊娠）が1名，妊娠継続1名（自然

妊娠），自然流産2名（IVF－ET妊娠，自然妊娠），1名（自然妊娠）が妊娠を中断した．不妊症例のUAE後の妊娠

率は28．6％であった．

【結論】筋腫の発生部位によるUAEの適否は不明であった．不妊症例では開腹術後など高度の不妊原因が存在し

UAE治療の妊娠率を検討することはむずかしいが，今回の検討から核出術困難例などに対してUAE，特に選択的

塞栓術は不妊症筋腫合併症例への適応があると考えられた．
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P－027 妊孕性温存を要する子宮筋腫症例に対する

　　子宮動脈塞栓術の予後に関する検討

虎の門病院

アモルクリニック

○東梅　久子，児島梨絵子，山口　　隆

　山城　千珠，古屋　　智，加藤　賢朗

　児島　孝久

●

【目的】子宮動脈塞栓術（UAE）は子宮筋腫に対する治療方法のひとつであるが，未婚または挙児希望により妊孕

性の温存を要する症例への適応は意見の分かれるところである．妊孕性の温存を要する症例に対して施行した

UAEにおいて，術後に転院を要した症例について検討した．

【対象】過去5年間に妊孕性の温存を要しかつ本人の希望により，前医で子宮筋腫にUAEを施行した133症例．

【結果】1）UAE後に当科へ転院したのは5例（4％）であった。理由はAsherman症候群1例，感染2例，効果不

十分2例であった．2）Asherman症候群は33歳UAE後2年で過少月経となったため当院へ転院子宮卵管造影

および子宮鏡で子宮内腔の癒着を認めた．癒着剥離を勧めたものの本人の希望にて体外受精を施行．子宮内膜が薄

く妊娠成立せず．3）感染例は22歳未婚．UAE後11日目から熱発．15日目に当科へ転院手術療法の適応であ

ると考えられたものの，宗教上の理由で輸血の可能性を否定できない手術を拒否．他院へ転院後に排出した．40

歳，未婚．膀上の子宮筋腫．UAE後4ヶ月から膀部より膿汁が漏出．術後5ヶ月で当科へ転院し，子宮筋腫核出術

を施行した．子宮筋腫は晒部と癒着し痩孔を形成していた．4）効果不十分例は35歳．膀高に達する多発性筋腫で

UAEを施行．術後に腫瘍の縮小および過多月経の改善が見られたものの，　IVFに際して卵巣の観察が困難であった

ため，UAE後16ヶ月で当科へ転院し，子宮筋腫核出術を施行した．35歳，未婚単発性の子宮筋腫でUAEを施

行．術後に腫瘍の縮小および過多月経は改善したものの，術後9ヶ月より過多月経が増強したため，術後11ヶ月で

子宮筋腫核出術を施行した．

【結論】妊孕性温存を要する子宮筋腫症例に対するUAEにおいては十分なインフォームドコンセントを要する．

P－028 困難を極めた腹腔鏡下癒着剥離術後，体外受精胚移植が可能となり

　　　　　　　　　　　　　　妊娠に至った一例

済生会神奈川県病院　産婦人科　○小西　康博

●

●

●

【緒言】体外受精胚移植時，腹腔内癒着により採卵が困難な症例の存在が認められることがある．今回我々は，2

度の開腹手術および骨盤腹膜炎（他院）後，腹腔内癒着により採卵困難であった症例において，長時間にわたる腹

腔鏡下癒着剥離術を施行し，体外受精胚移植が可能となり妊娠に至った症例を経験したので報告する．

【症例】症例は36歳，0妊0経．他院にて25歳時に右卵管妊娠破裂緊急手術を受け，31歳時より不妊治療を開始し，

32歳時には卵管嚢腫切除および癒着剥離術後，骨盤腹膜炎を起こした．その後，体外受精胚移植が2回施行される

も妊娠に至らず，挙児希望にて当院に来院された．当初，体外受精胚移植治療を優先させたが，卵巣の癒着により

採卵困難であった．このため後日，腹腔鏡下癒着剥離術を施行したが，強度癒着にてトロカー挿入も困難を極め手

術は5時間を超える長時間に及んだ．しかし，かなりの範囲で癒着剥離を行うことができたため採卵可能な状態と

なり，その直後の体外受精胚移植にて妊娠が成立した．本年2月，妊娠39週にて妊娠中毒症，胎児仮死の適応にて

緊急帝王切開施行し，男児2980gを無事出生された．

【まとめ】強度な腹腔内癒着を腹腔鏡下手術で剥離することができたことにより，体外受精胚移植における治療の可

能性を高めることができたと思われた．また腹腔内癒着の状況把握が事前にできていたことにより，帝王切開も比

較的安全に施行することができた．極めて困難な腹腔内癒着症例でも腹腔鏡下手術を完遂することが，その後の治

療効果に大きく寄与することになると思われた．

●

●

●
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P－029 開腹手術後不妊症例に対する腹腔鏡検査治療成績とその予後の検討

●

山王病院　リプロダクションセンター

山近記念総合病院　婦人科

○小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

　本田　育子

●

【目的】婦人科領域の内視鏡下手術が広く適応されるようになったものの，開腹手術がなくなったわけではない．開

腹手術後の不妊治療には苦慮することが多く，IVF－ETなどのART治療で全てを解決することはできない．今回，

開腹手術後不妊症例に対して，腹腔鏡下治療に加えて卵管再疎通術などを行い，不妊原因の検討と予後についての

分析を行った．

【方法】対象はH＆4～H173に施行した211例の開腹手術後不妊症例で，その手術の内訳は，子宮筋腫核出術64

例，子宮内膜症（チョコレートのう腫）手術63例，子宮内膜症以外の卵巣のう腫手術48例，子宮外妊娠手術26

例，その他10例であった．

【成績】全体211例の不妊原因では，卵管閉塞57例（27．0％）と卵管周囲癒着（卵管＋卵巣癒着を含む）107例（5α7％）

と大半が卵管因子であった．少なくとも一側の卵管疎通があり癒着がない症例は27例（12．8％）にすぎなかった．

治療後妊娠は，Hla3までの196例で検討したが，自然・AIHで33例（16B％）で，　ART治療を加えると77例

（393％）に達した．手術内容別にみても，不妊原因，治療後妊娠率に大きな差はなかった．

【結論】開腹術後の妊孕性の温存には癒着防止が重要であり，これは永遠の課題といえよう．

■

P－030 腹腔鏡下手術後に妊娠・分娩となった非交通性副角子宮の1例

● 東邦大学　医学部メディカルセンター　産婦人科　○前村　俊満，渡辺慎一郎，浅川　恭行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　邦明，間崎　和夫，森田　峰人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海

●

●

【緒言】非交通性副角子宮は，全女性のOl％とされる単角子宮の中でも非常に稀な疾患とされる．また子宮奇形は，

不妊症や不育症の原因とされ治療は困難である．今回我々は，術前に非交通性副角子宮を有する単角子宮と診断し，

腹腔鏡下手術により妊娠に至った症例を経験したので報告する．

【症例】29歳，未経妊未経産．初経13歳，月経は順．17歳時，他院にて月経困難症に対して鎮痛剤投与とGnRHa

の継続投与を受けた．18歳時，同症状のため詳細は不明だが開腹手術を施行にもかかわらず改善しなかった．2002

年9月に，月経困難症と不妊症を訴え近医を受診したところ，子宮奇形が疑われたため2002年12月に，当科に紹

介受診となった．子宮卵管造影検査やMRI検査などにより，非交通性副角子宮を有する単角子宮と診断し，　GnRHa

を3ヶ月間投与後腹腔鏡下手術を施行した．右側の単角子宮は7cm大で，右付属器に異常は認めなかった．左側の

副角子宮は，付属器も含め子宮内膜症による癒着を認めた．この副角子宮を切除し手術終了した．術後経過順調の

ため退院し，外来通院となった．術後1ヵ月目より月経が発来したが，痔痛管理が困難なためGnRHaを6ヶ月間．

投与した．2004年7月，無月経を主訴に来院し妊娠を確認した．その後，妊婦健診のため外来通院しているが経過

は順調であった．37週にて帝王切開術を施行した．出生児は2794g，男児，アップガールスコア8／9であった．

【結語】今回，我々は非交通性副角子宮に対して腹腔鏡下手術を施行し妊娠に至った症例を経験した．子宮奇形を有

し挙児希望がある場合，積極的な腹腔鏡下手術は妊娠に対して有効であると考えられた．

’



222（364） q

P－031 腹腔内外に存在した性腺の摘出を腹腔鏡下手術で

　　　完遂できた精巣性女性化症候群の1例

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学

可世木病院

○安藤　寿夫，岸上　靖幸，後藤　真紀

　下村　裕司，柴田大二郎，原田　統子

　岩瀬　　明，吉川　史隆

　清水麻記子，可世木成明

●

【緒言】精巣性女性化症候群（testicular　feminization　syndrome）は男性半陰陽の一種で最近ではアンドロゲン不応

症候群（androgen　insensitivity　syndrome）と呼ばれる．染色体は46，　XYで，精巣及び正常男性レベルのアンドロ

ゲン産生を認めながら，外性器と二次性徴は女性型である．精巣の存在位置については，腹腔内，鼠径管内など様々

であり，悪性化が懸念されるため，精巣摘出が適応となる．今回，腹腔内外に存在する精巣に対して腹腔鏡下手術

により摘出を完遂できた症例を経験したので報告する．

【症例】症例は21歳，162cm48kgの学生．2歳の時に左鼠径ヘルニアの手術既往有り．原発性無月経を主訴に前医

を受診，46XY完全型の精巣性女性化症候群の診断にて性腺摘出の治療目的で大学病院紹介となった．　MRIなどの

画像診断にて，左精巣が腹腔外に存在する可能性が示唆された．かくなる術前診断の下に外科と共同で腹腔鏡下手

術を施行．左精巣は，ヘルニア手術既往のある鼠径管の方に引っ張られた形で腹腔内外に共存していた．ミュラー

管痕跡と思われる白色索状物を左右に認めた．切除には超音波メスを用い，左側は流入血行にクリップした．切除

した両側精巣組織はEndo－catchに収納し，謄下ポート創から取り出した．術中迅速病理診断最終病理診断とも

に正常精巣組織であった．外来診察時より患者は明朗快活な印象であったが，入院・手術にあたっては，入院病棟，

入院期間や皮膚切開創について気にするなどデリケートな側面も垣間みられた．現在，前医に戻りホルモン補充療

法を行っている．

【考察】鼠径部に皮膚切開を加えることなく腹腔鏡下手術を完遂できたことは，心理的に不安定な本症候群の生涯管

理において意義深いと考えられた．

P－032 腹腔鏡検査，GIFT法，　ZIFT法での麻酔法の改善の試み

●

●

セントマザー産婦人科医院　○姫野　憲雄，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎

●

【目的】当院では診断的腹腔鏡検査，GIFT法，　ZIFT法の麻酔にジアゼパム5mg静注，ケタミン1～2mg／kg静注

麻酔を行ってきた．しかし麻酔管理の面で改善の余地があると思われ，採卵時の麻酔として多用しているプロポ

フォールを用いた麻酔に変更し，その利点を検討した．

【方法】当院で昨年12月までの過去5年間に診断的腹腔鏡検査を受けた患者は682名，GIFT法，　ZIFT法併せて

731名であり，いずれもジアゼパム，ケタミン麻酔が行われた．ケタミンの鎮痛作用は強いが，覚醒反応や体動を

生じることがあり，追加投与により交感神経の緊張が増し，頻脈や高血圧を起こす事もある．また悪夢を見るとい

われるように術後の嘔気や気分不良が残る事も多い．そこでジアゼパムの代わりにプロポフォールを使いケタミン

の量を減らす．またはプロポフォールとペンタゾシン30mg静注を使用した．

【結果】従来当院ではプロポフォール10～20mg／kgの間厭静注とマスクによる笑気投与を併用した方法やプロポ

フォールにペンタゾシン15mgを分割投与した方法で5年間で8000例以上の採卵を行ってきた．このようにして

鎮痛効果を維持した上でそれぞれの投与薬量は減量され，副作用は軽減した．このプロポフォールを初回導入16～

2．Omg／kg，維持量4～6mg／kg／時として，ペンタゾシン30mg静注使用によって，腹腔鏡使用時の麻酔中に呼吸抑

制や循環動態の変化を来たすことも無くなり，また麻酔後は覚醒も速やかで麻酔後の悪心嘔吐や気分不良例も激減

した．しかし，鎮痛効果に弱い面もみられた．

【結論】腹腔鏡検査，GIFT法，　ZIFT法など採卵より侵襲の大きい麻酔では，ケタミンかペンタジンで必要十分な

鎮痛とプロポフォールでの鎮静を組み合わせた麻酔をすることで副作用を大幅に軽減し術者，患者共満足できた．

今後は鎮痛薬として塩酸ペチジンやフェンタニールの使用も考慮している．

●

●

■
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P－033　腹腔鏡下手術における術前HSG所見と術中卵管疎通性の解離と妊孕性

L

東北大学　医学部　産婦人科　○中村　聡一，村上　　節，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　森藤　ゆき，立花　眞仁，吉本　知子

　　　　　　　　　　　　　　　田村　充利，岡村　州博

●

【緒言】不妊症のスクリーニングとして一一般的に子宮卵管造影（Hystersalpingography：HSG）が行われるが，時に

HSGの所見とその後に行った腹腔鏡における卵管通過性が異なる場合が見受けられる．今回我々ははHSGと腹腔

鏡との卵管疎通性の差異に着目し，その妊娠予後等との検討を行ったので報告する．

【方法】当院で1999年一2003年の間に術前HSG後，腹腔鏡を行った患者のうち6ヶ月以上follow　upできた145

例につき検討を行った．術前，術中とも卵管疎通性の良かった群（A群），術前，術中とも少なくとも一側の卵管疎

通性の悪かった群（B群），術前は通過性良好で術中所見で卵管疎通性の認められなかった群（C群），術前の疎通

性が悪く術中は卵管疎通性良好であった群（D群）の4群に分け，妊娠予後，妊娠方法などにつき検討した．

【結果】A群の妊娠率は516％（32／62）でそのうちIVF－ETによる妊娠は31％（10／32），　B群の妊娠率は472％

（17／36）でIVF－ETによる妊娠率は353％（6／17）であった．　C群の妊娠率は30．1％（4／13）でIVF－ETによる妊

娠は75％（3／4），D群の妊娠率は50％（12／24）でIVF－ETによる妊娠は154％（2／12）であった．

【結論】術前は卵管通過性良好で術中所見で卵管疎通性の認められなかったC群では他の群より妊娠率が低く，ま

た妊娠方法もIVF－ETの確率が高い傾向が認められた．このことから術前のHSGでは卵管通過性が良好であって

も術中の卵管疎通性の悪い症例では，より積極的な不妊治療のstep　upを考慮すべきと考えられた．

㌧

●

P－034 子宮卵管造影検査で卵管通過性について正常と診断され

診断的腹腔鏡検査で卵管閉塞の所見があった症例の検討

東京大学　医学部　産科婦人科

帝京大学　医学部付属溝口病院　産婦人科

○廣井　久彦，藤原

　藤本　晃久，中澤

　久具　宏司，矢野

　武谷　雄二

　西井　　修

敏博，百枝

学，大須賀

哲，堤

雄
穣
治

幹

●

●

【目的】子宮卵管造影検査（hysterosalpingography：HSG）や腹腔鏡検査は卵管性不妊症の診断に対して広く用いら

れている．今回我々は不妊症のスクリーニング検査として施行したHSGで卵管通過性について正常と診断され，腹
腔鏡で卵管閉塞の所見があった症例を対象に，卵管性不妊症の背景因子（クラミジア抗体，手術既往，子宮内膜症）
について検討した．

【方法】1996年から2001年に腹腔鏡下卵管通色素試験を施行した不妊症患者314例について，事前に行ったHSG
の所見と腹腔鏡の所見を病歴から後方視的に検討した．以下，HSGで通過を認めかつ腹腔鏡で卵管の通過を認めた
群をL（＋）群，HSGで通過を認めかつ腹腔鏡で非通過群L（一）群とそれぞれ表記した．
【成績】L（一）群の症例は35例であった．これらの症例でクラミジア抗体陽性症例は15例（429％），子宮内膜症
症例は5例（143％），開腹手術既往のある症例は5例（143％）であった．L（＋）群（193例）では，クラミジァ
抗体陽性症例は44例（228％），子宮内膜症症例は25例（130％），開腹手術既往のある症例は17例（＆8％）であ
り，L（一）群においてクラミジア陽性症例が統計学的に有意に多かった（カイニ乗検定）．

【結論】一般に卵管通過性については，HSGの方が腹腔鏡下卵管通色素試験より感度が高いと考えられている．今
回の検討でL（一）群にクラミジア抗体陽性例が多いことから，これらの症例では卵管通過性はあっても卵管内の炎
症性病変により狭窄をきたしていることが考えられる．一方，子宮内膜症や手術既往では卵管内よりは卵管外の要
因による卵管閉塞を引き起こしやすいと考えられるため，HSGと腹腔鏡の所見に相違がなかったと推察される．　L
（一）群のような症例では卵管の通過性はあるが，既に卵管の機能が障害されている可能性があるので，不妊症治療

においては早期のARTを考慮していくべきだと考えられる．
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P－035 卵管性不妊の診断における子宮卵管造影の限界と腹腔鏡の意義

順天堂大学　医学部　産婦人科　○小林　優子，武内　裕之，北出　真理

　　　　　　　　　　　　　　　菊地　　盤，島貫　洋人，熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　雄一，木下　勝之
」

【目的】卵管性不妊における子宮卵管造影（HSG）検査の正診率の検討を目的とした．

【方法】1992年8月から2004年12月までに当科でHSG検査異常を主訴に腹腔鏡下手術を施行した症例171例の

うち，後方視的に検討することができた167例（9766％），316卵管を対象とし，術前のHSG所見と腹腔鏡下に観

察した卵管所見の一致率を検討した．HSG検査方法；術前に臭化ブチルスコポラミン20mgを筋肉注射した後，エ

ボナイト階管を用いて造影剤（38％リピオドール）を透視下に注入し，momental　filmおよび翌日のfollow　up　film

で評価した．腹腔鏡下手術方法；全身麻酔下に，ウテリンインジェクターRまたはウテリンマニュピレーター仮を使

用し，インジゴカルミン5m正に生食20mlを加え，卵管色素通水検査を行なった．

【結果】HSG検査で間質部閉塞と診断された203卵管（642％）のうち，腹腔鏡下検査では間質部閉塞127例（625％），

通過48例（236％），卵管留水腫27例（133％）だった．一方，HSG検査で卵管留水腫と診断された74卵管（234％）

は，腹腔鏡下では間質部閉塞1例（1．35％），卵管留水腫67例（90．5％），卵管周囲癒着6例（＆1％）だった．HSG

所見と腹腔鏡所見の一致率は69．3％（219／316卵管）であった．

【結語】HSGは造影剤注入時に卵管攣縮を起こし，偽陽性所見を示すことを指摘されている．今回の検討でもHSG

検査で卵管閉塞所見を示したにもかかわらず腹腔鏡下に観察したところ卵管通過性を認める症例が23．6％に認め

られた．全身麻酔下に水溶性色素を用いることで卵管攣縮を防ぎ，正しく評価できると考えられた．HSG検査で卵

管通過障害を認めた場合，直ちに治療を行なうのではなく，まず腹腔鏡下に卵管の状態を観察することが必要であ

ると考えられた．

P－036　　　　　不妊症診療におけるSonohysterography（SHG）と

　　　　　　　　　　　　　　　　Hystero五berscopy（HF）併用の意義

●

」

●

臼井医院　不妊治療センター　○臼井　　彰

　　　　　　　　　大高医院　　大高　　究

【目的】不妊症診療においてルチーン検査としてSonohysterography（SHG）を施行し何らかの子宮腔異常ありと診

断された症例に対してHystero丘berscopy（HF）を行い，その併用の意義と予後について検討した．

【対象】平成16年1月から12月までの1年間に不妊症ルチーン検査としてのSHGにて子宮腔異常が疑われHF

を施行した58例を対象とした．

【成績】SHGにおいて子宮内膜ポリープが疑われた47例のHF所見は子宮内膜ポリープ32例．粘膜下筋腫2例．

異常なし13例であった．またSHGで粘膜下筋腫と診断された7例はHFでは5例が粘膜下筋腫．1例が内膜ポリー

プ．1例が異常なしと診断された．SHGで内膜不整が見られた3例はHFでは内膜ポリープ2例．異常なし1例で

あった．SHGで子宮奇形が疑われた1例はHFでは双角子宮または中隔子宮と診断された．内膜ポリープと診断し

た35例のうち16例（HFにて異常所見が認められなかった15例および双角子宮の1例）に対してTCRを，また，

19例に掻爬術を行いそれぞれ5例（31．3％），6例（316％）に妊娠が成立した．粘膜下筋腫と診断し，TCRを施行

した5例はいまだに妊娠例はでていない．子宮内処置を行わなかった16例のうち8例（5α0％）が妊娠した．

【結論】SHGとHFを併用することによって子宮腔異常の診断精度はより高いものとなった．さらに，診断のみな

らず適切な処置法を選択することが可能となり妊娠率の向上につながるものと思われる．

●

鈴

q
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P－037 術中子宮腔造影を併用して治療した中隔子宮の5例

国家公務員共済組合連合会　斗南病院　生殖内分泌科　○逸見　博文，東口　篤司，金澤　朋扇

　　国家公務員共済組合連合会　斗南病院　産婦人科　　高階　俊光，斎藤　　学

●

●

【目的】中隔子宮は先天性子宮奇形の中で最も頻度が高く，不妊症・不育症・流産・早産などのさまざまな生殖の問

題の一因となることが報告されており，治療として，従来より開腹による子宮形成術が行われている．最近では低

侵襲な子宮鏡を用いた子宮中隔切除も行われているが，子宮穿孔などの合併症が考慮されている．我々はより安全

な子宮鏡下手術を目指して術中子宮腔造影を併用した子宮中隔切除術を行っているので，最近の成績について報告

する．

【方法】対象は2000年から2005年の間に不妊・不育症を主訴に来院し，子宮卵管造影，子宮鏡，MRIにて中隔子

宮と診断され，子宮鏡下に中隔切除術を行った5例である．子宮内操作の進行状況をリアルタイムにみるため，水

溶性造影剤を手動で注入し，テレビ撮影装置通称C一アームを用いて，術中に3～4回子宮腔造影を行い，十分に中

隔を切除した．また，これらの操作は腹腔鏡下に行い，子宮穿孔の有無を確認した．

【成績】術後3ヶ月目に子宮鏡で子宮腔を観察したところ，1例に軽度の子宮腔癒着所見が認められた以外に異常所

見はなかった．また3例が妊娠し，生児を得ることに成功した．

【結論】術中子宮腔造影は十分に中隔を切除可能とするとともに，子宮内操作による子宮穿孔を防止するための安全

な方法であると考えられる．

●

P－038　リプロダクションセンター一におけるルーチン検査としての子宮鏡の意義

● 東邦大学　医学部　佐倉病院　産科婦人科　○齋藤　智博，大高　　究，高島　明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野ともね，木下　俊彦，伊藤　元博

●

【目的】当院リプロダクションセンターに通院している不妊および不育症患者に対するルーチン検査としての子宮

鏡の有用性を検討した．

【対象】2003年7月リプロダクションセンター開設から2004年12月までにルーチン検査としてヒステロファイ

バースコープを施行した116例を対象とした．

【成績】全症例116例（平均34．2歳）のうち異常所見が認められなかったものが91症例（798％），内膜ポリープと

診断したものが14例，粘膜下筋腫6例，筋層内筋腫3例，子宮奇形2例であった．検査後，所見なしの91例中33

例（36．2％）に妊娠が成立した．内膜ポリープと診断した14例中，子宮内膜掃爬術を行った7例中4例（57」％）に，

TCRを行った6例中3例（50％）に妊娠が成立した．粘膜下筋腫と診断した6症例は全例にTCRを施行し，その

うち2例（33．3％）が妊娠した．筋層内筋腫と診断した3症例はそのまま経過観察し，うち1例（33．3％）が妊娠し

た．2例の子宮奇形のうち1例（双頸双角子宮）が自然妊娠に至った．

【結論】不妊・不育症のルーチン検査としての子宮鏡において，約2割の症例に子宮腔異常が認められた．診断のみ

ならず，異常所見に対してより適切な治療法が選択できることなど，本検査の高い有用性が示された．

●
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P－039 ART不成功例に対し子宮鏡手術が有効であった症例

　　　　　　飯田市立病院　○松原　直樹，小野　恭子，山崎　輝行

ノア・ウイメンズクリニック　　波多野久昭

日本医科大学　付属第2病院　　可世木久幸 ●

　体外受精にて良好胚が得られるにもかかわらず妊娠が成立しないため，子宮鏡手術を行い，後の胚移植にて妊娠

が成立した症例を経験した．症例は35歳（手術施行時）．結婚は26歳，32歳時より挙児希望のため当科を受診し

ていた．月経不順，卵巣中の多数の小嚢胞の存在，LH／FSH＞1より，多嚢胞性卵巣症候群と診断した．子宮卵管造

影にて子宮腔内に異常所見はなく，卵管の通過性も良好であった．フーナーテストの結果は不良であったが，当初

AIHを希望せず，クロミフェン周期を6周期施行した．その後，クロミフェンーAIHを4周期，　hMG－AIHを2

周期施行したが妊娠に至らなかった．IVF－ETを希望し，　long－protocol法にて13個採卵し，うち10個が前核期胚

となった．Day2でgrade1～2（Veeckの分類）の胚を3個移植した，続いてホルモン補充周期で凍結胚移植（2

個grade2，1個は未分割））を行うが妊娠しなかった．本人・家族にインフォームド・コンセントを行い子宮腔内確

認のために子宮鏡検査を行うこととした．子宮内を観察したところ，内膜は十分に肥厚しており，両側の卵管子宮

口は十分確認できた．子宮底部を観察したところ縦じま状に見え，縦走する粘膜下層が過剰に発達していると考え

られた．LASERメスで子宮底部の筋肉を切開し終了とした．2ヶ月間カウフマン療法を行った後，凍結胚移植（2

個grade2，1個grade3）を行ったところ，妊娠反応陽性となりその後の診察で胎児心拍を認めた．現在も当科にて

妊娠管理中である．

●

●

P－040 当科における子宮鏡下手術後の自然妊娠成績

　　聖ヨハネ会桜町病院

杉山レディスクリニック

東京医科大学　産婦人科

○糸数　　修，赤枝　朋嘉，向田　一利

　杉山　カー，内海　靖子，臼田　三郎

　江崎　　敬，金城　　洋

　伊東　宏絵，井坂　恵一

●

【目的】子宮内膜ポリープや粘膜下筋腫等の子宮内病変は着床障害の原因となり重要な不妊因子である．しかし，子

宮鏡下手術の普及により低侵襲性で確実性の高い治療が可能となり不妊治療の成績向上に大きく寄与していると

考えられる．今回，当科における不妊症例の子宮鏡下手術後の自然妊娠成績について検討したので報告する．

【対象】H15年8月～H17年2月の期間に不妊症治療目的のため子宮鏡下手術を行った症例のうち，卵管因子，年齢

因子，男性因子合併を除いた子宮内膜ポリープ27症例，粘膜下筋腫4症例，不全子宮中隔2症例を対象とし，妊娠

症例は自然妊娠（排卵誘発剤使用は含む）によるものだけとした．

【成績】平均年齢：32B才（27～38才），平均不妊期間：2．8年，妊娠率：33、3％（11／33例），妊娠までの期間：平均

1β周期（1～4周期）であった．疾患別の成績は子宮内膜ポリープにおいて術後妊娠率：296％（8／27例），妊娠ま

での期間1平均19周期，粘膜下筋腫は術後妊娠率50％（2／4例），妊娠までの期間：平均15周期，不全子宮中隔

は術後妊娠率50％（1／2例），妊娠までの期間：1周期であった．

【結論】術後，多くの症例で自然妊娠が認められ，着床障害の原因と成る子宮内病変に対して子宮鏡下手術は有用で

あると考えられた．

●

●
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P－041 胎盤ポリープのマネージメント

●

日本医科大学　産婦人科

　　　　　　　飯田市立病院

ノァ・ウィメンズクリニック

○深見　武彦，藤江　裕美，松島　　隆

　可世木久幸，朝倉　啓文，竹下　俊行

　松原　直樹，小野　恭子，山崎　輝行

　波多野久昭

●

●

　過去3年間に胎盤ポリープ単独発生4症例と反復発生1症例を経験した．単独発生した胎盤ポリープ4症例の先

行妊娠は経膣分娩2症例，妊娠初期自然流産1症例，妊娠初期人工流産1症例である．反復発生した胎盤ポリープ

は2回の帝王切開術後に繰り返して胎盤ポリープが発生した．これらのポリープのうち，経膣分娩後に発生したポ

リープの1症例は造影MRIにて豊富な血流を認めた．このポリープに対しては腹腔鏡と腹腔内超音波監視下レー

ザーヒステロファイバースコープにより安全にポリペクトミーを行った（レーザーポリペク）．術前予想ポリープ容

積は26cm3，全手術時間は178分，レーザー照射時間は70分，出血量は154g，摘出ポリープ重量は10gであった．

他のポリープのうち，単独発生した3症例と反復発生症例の第1回目に関しては造影MRIにて豊富な血流が認め

られなかったことからレーザー手術の必要はないと判断し，以下の方法にてポリペクトミーを行った．ヒステロ

ファイバースコープにてポリープの位置を確認後，用手的にポリープを除去した．さらに再度のヒステロファイ

バースコープにて，子宮腔内のポリープ除去部位の出血なきことを確認して手術を終了した（HFS補助下ポリペク

トミー）．これら4症例の術前予想ポリープ容積は10cm3，平均手術時間は23分，平均手術出血量は33gであった．

HFS補助下ポリペクトミーを行った4症例のうち，1症例は次回の妊娠終了後に再度胎盤ポリープとなった．ポリ

ペク後の妊娠経過を全例追跡していないので断言は出来ないがポリペク後の妊娠時には再度のポリープ発生に注

意する必要があると思われる．

P－042 反復流産後のAsherman症候群に関する検討

● 日本医科大学　産婦人科　○西

　　　　　　　　　　　　　阿部

　　　　　　　　　　　　　平泉

弥生，磯崎　太一，品川　寿弥

　崇，富山　僚子，五十嵐健二

良枝，明楽　重夫，竹下　俊行

●

●

　Asherman症候群は子宮内操作などが原因で子宮内腔に癒着が起こる病態である．本症候群は続発性不妊やさら

に繰り返す流産の原因になるなど，妊孕性を損なう医原性合併症として看過できない．特に，習慣流産では流産自

身の苦痛に加えて，子宮内容除去術の結果としてさらなる流産原因が加わることは患者にとって耐え難いものとな

る．最近，初期流産における流産手術の必要性に関しては議論がなされている．そこで，症例報告を交え，反復流

産手術後にAsherman症候群をきたした症例のその後の妊娠および周産期予後につき検討を加えた．症例は35

歳，5回経妊1回経産，習慣流産精査加療目的で前医より当院紹介となった．原因検索のための系統的スクリーニ

ングを行ったところ，子宮卵管造影にてAsherman症候群と診断した．他の検査では特記すべき異常はなく，ヘ

ガール拡張器による子宮内腔拡張術を施行した．その後IUD挿入下にKaufmann療法を行ったが，子宮内膜は被薄

化したままであった．低容量アスピリン服用下にCOHを行い，妊娠が成立した．妊娠5週から性器出血を繰り返

し，症状増悪したために妊娠14週，低用量アスピリン内服を中止，以降症状は軽快し外来フォローアップとなった．

妊娠39週，前期破水にて来院され同日分娩に至った．胎盤娩出前に出血の増加を認めため用手剥離を施行した所，

全娩出に至らず出血性ショックとなった．超音波ガイド下に胎盤娩出術を施行し出血は軽快した．全出血量は3，160

gに及び，分娩後施行したMRIで癒着胎盤と診断された．その後子宮収縮剤，抗生剤投与にて経過観察し産褥16

日目hCGα5mlU／ml以下，　hPLα07μg／ml以下となり退院とした．現在，外来にて経過観察中である．また，不育

症外来で治療した6例のAsherman症候群例につき，その妊娠周産期予後について検討したので，併せて報告す
る．
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P－043 　　重度子宮腔内癒着症に対する剥離術手技の検討

（Baloon及び硬性子宮鏡下ハサミ鉗子による癒着剥離術）

熊本大学　大学院　医学薬学研究部　産科学分野

熊本大学　大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野

○角田　みか，岩政　　仁，内野貴久子

　岡村　佳則，本田　律生，大場　　隆

　岡村　　均

　片渕　秀隆

●

　子宮腔内癒着が広範囲でかつ強固な場合の剥離術は困難である．癒着剥離術に対する，容易でかつ安全な手技の

確立を目的にBaloon及び硬性子宮鏡下ハサミ鉗子による癒着剥離術を検討した．現在まで2症例を経験したので
報告する．

　症例1は29歳，1回経妊0回経産で27歳時に不全流産にて流産手術をうけ，以後の無月経を主訴に受診した．

子宮鏡及びMRIにて重度腔内癒着症と診断した．症例2は30歳，2回経妊0回経産で27歳時に胞状奇胎で2回，
29歳時に不全流産，30歳時に子宮内膜ポリープにて計4回の子宮内容除去術をうけ，以後の無月経を主訴に受診し

た．HSG及び子宮鏡にて重度腔内癒着症と診断した．手術操作：処置は経腹超音波観察下に行った．軟性子宮鏡で

腔内の観察を施行した後，先端を除去した14fr．　baloon　catheterを少量の生食にて子宮内で拡張し，観察及び癒着

剥離を施行した．生食を徐々に増加して腔内拡張を図った．癒着はbaloon　pumpingすることにより索状部として観

察され，硬性子宮鏡下ハサミ鉗子を用いて剥離した．10mlの時点で側方および底部の癒着も索状に明瞭に観察され

るようになった．以上の操作を両側の卵管口が観察可能となるまで繰り返した．癒着剥離術施行後にIUDを挿入

し，Kauffman療法を3周期追加後に抜去した．症例1は1回，症例2は癒着剥離部からの出血をbaloon留置する
ことで止血したため，3回にわけて癒着剥離術を施行した．症例1はhMG周期に妊娠が成立し分娩に至った．癒着

胎盤は認めなかった．症例2はIUD抜去後にHSGおよび子宮鏡にて十分な子宮内腔が観察可能となり，現在自然
周期での妊娠成立を待機している．

　Baloon併用による癒着剥離術は内視鏡下での安全な処置を可能とし，剥離が困難な側方や底部の癒着にも有効

であるが，止血操作の工夫が今後の課題と考えられた．

P－044　卵管間質部閉塞／狭窄例における卵管角部を中心とした子宮内所見の検討

　　　　　　　　不妊症腹腔鏡診断時の子宮鏡下recanalization施行例の検討一

山王病院　リプロダクションセンター

山近記念総合病院　婦人科

○岡村　恵子，小林　善宗，田畑　光恵

　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

　本田　育子

●

●

●

【目的】不妊症患者に対する腹腔鏡検査時の色素通水による卵管疎通検査により，卵管間質部閉塞あるいは狭窄と診

断された症例に対して，子宮鏡下recanalization治療を行い，良好な成績がえられている．今回同時に行った子宮

鏡検査による原因検索の分析結果をえられたので報告する．

【方法】対象は，H96～H175の期間に腹腔鏡検査治療を行った不妊症例のうち，色素通水で卵管間質部閉塞あるい

は狭窄と診断された343例（497卵管）で，Jansen＆Anderson’scatheterを用いたrecanalizationを施行した．子

宮内所見と卵管間質部閉塞／狭窄との関連は，上記症例のうち完全な子宮鏡所見がえられ両側卵管が存在した293

例を対象に，子宮内腔癒着，子宮内膜ポリープ（角部以外），角部ポリープ，角部膜様変化について検討した．

【成績】全体で，閉塞251卵管で187卵管（745％）がrecanalization成功で，狭窄246卵管では216卵管（87β％）

が成功した．子宮内所見と卵管閉塞／狭窄との関連は，疎通あり卵管（169）側では，内腔癒着12％，子宮内膜ポリー

プ（角部以外）14β％，角部ポリープ3．0％，角部膜様変化243％に対して，閉塞卵管（189）側で，それぞれ32％，

132％，79％，41β％狭窄卵管（228）側で，それぞれ1．3％，1仕2％，1α1％，3α5％であった．角部ポリープおよ

び膜様変化については，疎通あり卵管側に比べ有意に閉塞／狭窄卵管側に多く存在した．

【結論】卵管口周囲の角部ポリープおよび卵管口周囲の膜様変化と卵管疎通障害の関与が認められた．子宮鏡下観察

で卵管口周囲にも十分注意する必要があろう．また卵管間質部閉塞や狭窄に対するrecanalizationは子宮鏡検査時

に直ちに簡便に施行でき有効であった．

●

●
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P－045 当院におけるTCRのリスクマネージメント

●

東海大学　医学部　産婦人科　○松林　秀彦，鈴木　隆弘，渡辺　未央

　　　　　　　　　　　　　　池田仁恵高橋千実，安井功
　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一郎

●

●

　1998年9月から2005年2月に当院で経験した計93件のTCR手術について，その合併症を検討した．患者の平

均年齢は337才（27－43），不妊症患者は935％（87名），開腹手術や腹腔鏡を併用しなかったTCR手術単独症例は

76．3％（71名）であった．手術の内訳は，子宮内膜ポリープ45件，粘膜下筋腫32件，子宮内癒着16件，中隔子宮

0件であった．当院でのTCRの手順は，あらかじめ外来子宮鏡で形，位置，大きさを確認し，子宮筋腫は可能な限

りGnRHaで縮小させて手術に臨んでいる．頚管拡張はラミセル5mmを前日夜から当日朝にかけて挿入．麻酔科管

理の麻酔（全身麻酔か腰椎麻酔）とする．手術台は水平で砕石位をとる．膀胱内バルーンを挿入し生理食塩水を注

入し子宮が超音波でよく観察できるようにする．モノポーラ高周波電気メスを用い，3％Dソルビトールで還流し手

術を行う．腹壁から超音波で監視するか腹腔鏡のいずれかを併用．術後子宮内にFD－1を挿入し癒着防止とする．

手術直後に電解質を検査し水中毒なきを確認．翌日診察後退院．2から3ヶ月間HRTを行う．外来でFD－1を抜去

後，外来子宮鏡で確認というものである．当院で特徴的なのは，水中毒の発症を予防するために，3％Dソルビトー

ルの還流時間を60分以内に制限していることである．これにより，1例も水中毒を認めていない．しかし時間を制

限することにより，切除しきれずに残存し，後日再手術となった症例が2例あるが，リスク軽減のために必要な判

断と考えている．当院では手術時間には特に注意しているが，ヘガール拡張に時間を費やす症例ほど手術時間が延

長するため，術前の頚管拡張を確実に行う事が肝要である．多発する子宮筋腫の場合，止血困難となることや，筋

層内筋腫存在の場合には，TCR手術後に粘膜下に出現する可能性があるため，注意を要する．ポリープの場合には

自然消失がありえるので，直前の観察が必要である．

P－046　　　　　　子宮鏡下選択的卵管通水法の臨床的有用性の検討

■ 山形大学　医学部　産科婦人科　○川越　　淳，土信田雅一，五十嵐秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久

●

●

【目的】卵管性不妊の治療には，腹腔鏡下卵管形成術，卵管鏡下卵管形成術（FT）やIVF－ETが広く行われている

が，それらの治療には，患者の身体的，精神的，金銭的負担というデメリットも生じる．より簡便な方法として子

宮鏡下選択的卵管通水法（HSH）があり，我々はその臨床成績を検討し，　FTとの比較を行ったので報告する．

【方法】対象は過去2年間に子宮卵管造影にて両側卵管間質部の閉塞を認め，HSHを施行した7症例，およびFT

を施行した6症例．HSHは経膣超音波検査の観察後，5mm子宮鏡を用い子宮内を観察し，直径α5mmのカテーテ

ルを卵管ロへ1cm以上挿入し，左右それぞれの卵管へ10mlの生理食塩水を注入した．子宮鏡の所見で生理食塩水

の子宮内への逆流がなく，通水施行後に再度行った経膣超音波検査で骨盤内のecho　free　spaceの増大を認めた場

合，卵管疎通性回復ありと診断した．FTは腹腔鏡併用下に施行した．それぞれの症例における，患者背景，卵管

通過性の有無，妊娠成績，妊娠までの期間について検討した．

【成績】対象症例の平均年齢はHSHで353歳，　FTで35。5歳不妊期間の平均はHSHで427ヶ月，　FTで632

ヶ月であった．卵管疎通性の回復が認められたのは，HSHで5例（7L4％），FTで5例（833％）で，うち両側卵

管疎通性を認めたのがHSHで1例（14．3％），　FTで4例（6＆7％），片側のみ疎通性を認めたのがHSHで4例

（57．1％），FTで1例（167％）であった．卵管疎通性の回復後，妊娠した症例はHSHで2例（2＆6％），　FTで2

例（333％）で，妊娠までの平均期間はHSHで4ヶ月，　FTで9ヶ月であった．いずれの比較でも統計学的有意差

を認めなかった．

【結論】HSHで，卵管性不妊症例に対しFTと同等の高い卵管疎通性の回復率と，妊娠率を得ることが出来た．　HSH

は外来で施行可能で，FTやIVF－ETに先だって試みられるべきと思われる．
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P－047 外来卵管鏡下卵管形成術（FT）の有用性　400症例の検討結果

医療法人三慧会　IVF大阪クリニック

医療法人三慧会　IVFなんばクリニック

○佐々木真紀，福田　愛作，永田　文江

　村田　朋子，杉原　研吾，中岡　義晴

　森本　義晴 ●

【目的】卵管通過障害は女性不妊原因の約30％といわれる．卵管性不妊に対して外来卵管鏡下卵管形成術（FT）を

施行し，卵管内腔の通過性を回復するとともに，その後の一般治療による妊娠成立への有用性について検討を行っ
た．

【対象と方法】子宮卵管造影所見による通過障害側について，2001年4月～2004年11月に外来FTを施行した400

症例を対象とした．月経終了直後から排卵までの時期に軽度静脈麻酔下，もしくは無麻酔で施行しFT後6ヶ月間

は一般不妊治療により経過観察した．

【結果】400症例中388症例に再疎通成功（97．0％）した．成功388症例に対する全症例の妊娠率は31．2％（121／388），

両側罹患では276％（69／250）［内訳：両側閉塞77例，閉塞・狭窄83例，狭窄・狭窄90例］で，片側罹患では377％

（52／138）［内訳：正常・閉塞80例，正常・狭窄58例］であった．卵管内腔に炎症後の所見を呈する例では3M％

（22／70），癒着病変を示す例では23．0％（26／113），その他の病変は28．6％（46／161）であった．子宮外妊娠は3

症例（25％）に認められた．またFT後，自然妊娠成立までの平均経過時間は3ヶ月と14日（最短20日～最大13

ヶ月と17日）であった．

【考察】現在，卵管通過障害に対しては生殖補助医療（ART）が治療として用いられることが多い．しかし患者に

対して身体的，経済的負担も多大となっている．FTは外来で15分～30分程度（片側卵管通過所要時間2～3分）の

処置で，麻酔をほとんど必要とせず副作用の危険性が低い，安全な治療である．また保険適用であるため経済的に

も患者の負担を軽減することができる．自然妊娠が可能であり，妊娠率もARTに匹敵する．以上の結果より外来

FTはARTへ進む前に選択すべき有効な治療法である．

●

●

P－048 当科において腹腔鏡手術が適応となった不妊症症例における

　　　術後妊娠率と子宮内膜症の関連についての検討

京都大学　医学部　産婦人科　○小阪　謙三，吉岡　信也，西岡　良泰

　　　　　　　　　　　　　　　樋口　壽宏，藤原　　浩，藤井　信吾

●

【対象】不妊症における子宮内膜症の位置付けを推察する目的で，過去7年半の間に当科で挙児希望を主訴に腹腔鏡

を施行した症例に対して，術後累積妊娠率（12ヶ月）と子宮内膜症の有無およびその進行期との関係を，術後に生

殖補助医療（ART：assisted　reproductive　technology）へ移行したか否かも含めて検討した．挙児希望症例における

腹腔鏡手術施行の適応は，（1）骨盤内臓器癒着の疑い（2）子宮内膜症の疑い，（3）排卵誘発の困難な多嚢胞性卵巣症

候群（PCO），（4）原因不明または人工授精（AIH）不成功反復例，（5）その他（子宮奇形，卵管留水腫など）とした．

12ヶ月以上観察できた症例は187例で，腹腔鏡施行時の平均年齢は332才，平均不妊期間は545ヶ月，術前AIH

施行例における平均施行回数は59回であった．

【成績】187例中，術前に子宮内膜症を強く示唆する所見が得られた症例は98例（524％）であったのに対し，術後

子宮内膜症が確認された症例は132例（70．6％）にのぼり，その内訳は1期37例，II期27例，　III期22例，　IV

期48例であった．子宮内膜症症例とその他の症例との間に年齢，不妊期間に有意差はなく，術後の累積妊娠率はそ

れぞれ，子宮内膜症なし3＆2％，1期48．5％，II期48．6％，　III期31B％，　IV期375％であった．このうち妊娠に到

らずARTに移行した症例では子宮内膜症なし400％，1期444％，　II期80．0％，　III期250％，　IV期77．7％に妊娠

の成立を得た．

【考察】当科で腹腔鏡の適応となった不妊症症例の約85％に子宮内膜症が観察され，その進行期とともに術後の累

積妊娠率が低下する傾向が認められた．一方で，進行期の進んだ症例においてもARTの妊娠率の低下が認められ

なかったことより，これらの症例では早期にARTの併用を考慮する必要性が示唆された．

●

●

●
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P－049 当科における子宮内膜症合併不妊症の術後妊娠予後についての検討

富山医科薬科大学 医学部　産科婦人科　○宮崎　聡美，柳楽　清文，泉　　徳子

　　　　　　　　　　斎藤　　滋

●

●

●

【目的】子宮内膜症は多くの不妊患者に合併し，様々な機序でその不妊原因となっている．今回我々は子宮内膜症が

不妊原因と考えられる患者に対し腹腔鏡下手術にて子宮内膜症病巣を除去し，その後の妊娠予後について検討し
た．

【対象】2001年4月から2005年3月までに臨床的子宮内膜症と診断された症例あるいは診断的腹腔鏡検査にて子

宮内膜症と診断された症例に対し，子宮内膜症病巣除去術を施行し，その後当科にて不妊治療を行い予後を追跡し

えた29例を対象とした．手術は腹腔鏡を用い，子宮内膜症性嚢胞がある症例ではそれを核出し，腹膜病巣に対して

はKTPレーザーを用いて焼灼し，腹腔内を生食にて洗浄した．術後はGnRHa製剤を使用せず不妊外来にて経過観

察した．また，手術前後に体外受精一胚移植を行った5例に関しては，採卵数，受精率，Veeck分類のgradeI，　II

を良好胚とし，良好胚獲得率に関して検討した．

【結果】1．術後に妊娠に至った症例は15例（517％）であった．2．妊娠例15例の妊娠に至るまでの期間は平均＆3

ヶ月であり，最も長いもので24ヶ月であった．3．妊娠例と非妊娠例におけるr－ASRM分類の内わけは1期が2

例：4例（妊娠例：非妊娠例），2期が4例：2例，3期が5例：2例，4期が4例：6例であり妊娠例と非妊娠例の

間に有意差を認めなかった．4．手術前後に体外受精一胚移植を行った5例では採卵数，受精率に差は認められな

かったものの良好胚獲得率は手術前が240±3＆8％に対し手術後は54．0±265％と術後に良好胚が有意に増加し
た（p＝α05）．

【結論】子宮内膜症合併不妊症では子宮内膜症病巣除去術後2年以内に約半数が妊娠に至った．子宮内膜症の進行度

はその後の妊娠率に影響を与えないことが明らかとなった．また，体外受精一胚移植を行った症例では，術後に受

精卵の質が向上した．

P－050 本院における卵巣子宮内膜症性嚢胞術後の再発率と妊娠

● 関西医科大学 産科学婦人科　○中嶋　達也，中元　　剛，岡田　英孝

　　　　　　　　安田　勝彦，神崎　秀陽

●

●

【目的】卵巣子宮内膜症性嚢胞で嚢胞摘出術を受けた患者の術後再発率と術後妊娠の成立に影響する手術時の因子

の検討．

【方法】本院当科で，1998年1月から2003年6月の間に卵巣子宮内膜症性嚢胞で嚢胞摘出術を受けた患者62名を

対象とした．Kaplan－Meier法を用いて再発率曲線を求め，術後妊娠した（7名）かしない（55名）かについて群分

けを行い，再発率，開腹・腹腔鏡の別，両・片側の別，出血量，手術時間の5点について比較した．有意水準は5％

とした．

【成績】卵巣子宮内膜症性嚢胞の再発率は全体では，18ヶ月で11．8％，36ヶ月で2α8％，60ヶ月で29．8％であった．

術後妊娠が成立した群では再発を認めず，術後妊娠が成立しなかった群での再発率は，18ヶ月で137％，36ヶ月で

346％，60ヶ月で346％であった．妊娠が成立したのは，開腹術後で42例中3例，腹腔鏡術後で20例中4例，両

側の術後では18例中0例，片側の術後では44例中7例であった．術後妊娠が成立した群での手術時の出血量は

177．1±22α2g（平均値±1標準偏差），手術時間は1306±539分，しなかった群ではそれぞれ3040±3229g，1271

±499分であった．いずれにおいても統計学的に有意な差は認められなかった．

【結論】術後妊娠の成立に影響するはっきりとした手術時の要因は，今回，明らかにできなかった．しかし，統計学

的に有意な差は認められなかったが，術後に妊娠が成立した群では出血量が少ない傾向にあり，いずれも片側の手

術術後であったことから，手術時の侵襲や内膜症病変の程度と術後妊娠の成立の間に何らかの関連がある可能性が

考えられた．また，術後妊娠が成立した群で再発が認められなかったことから，再発しないことと術後に妊娠が成

立することの間に何らかの関連がある可能性も考えられた．いずれにしても，術後妊娠の成立した症例数が少ない

ことから，更なる検討が必要であると思われた．



232（374） ●

P－051 不妊をともなう子宮内膜症症例に対する腹腔鏡下手術の有用性

順天堂大学　医学部　産婦人科　○島貫　洋人，熊切　　順，菊地　　盤

　　　　　　　　　　　　　　　北出　真理，武内　裕之，木下　勝之

●

【目的】子宮内膜症は不妊症のリスクファクターの1つであるが，腹腔鏡下手術を施行することでARTによらない

自然妊娠の成立が期待できる．術後妊娠率に関与する因子について解析し，妊娠率向上に対しての腹腔鏡下手術の

有用性を検討した．

【方法】1993年～2003年に当科で腹腔鏡を施行し，子宮内膜症の診断となった1490例のうち子宮内膜症以外の不妊

因子を除外した不妊症例で，術後6ヶ月以上観察できた247例について検討した．平均年齢は326±3．5（22－46）

（歳），平均不妊期間は37β±27．5（1－132）（月）であった．手術方法の内訳は卵巣チョコレート嚢胞やComplete　Cul

－de－Sac　Obliteration（CCDSO）の診断で腹腔鏡下手術を施行したのが197例，機能性不妊で腹腔鏡検査を施行し

て子宮内膜症と診断されたのが50例であった．

【結果】r－ASRMスコアは平均4＆6±384（H46）（点〉であった．術後妊娠率は4α4％（122／247）であった．内膜

症重症度別（1，II期とIII，　IV期）および術式別妊娠率は有意差を認めなかった．また妊娠群と非妊娠群を比較し

て年齢，嚢胞数，r－ASRMスコア，付属器癒着スコア，術式に有意差を認めず，不妊期間にのみ有意差を認めた．

【結語】子宮内膜症を有する不妊症例に，腹腔鏡下手術を施行することで，内膜症の重症度や術式によらず，ART

以上の妊娠率が期待できると考えられた．

●

●

P－052 卵巣チョコレート嚢腫合併不妊症例における腹腔鏡下手術の意味

国立成育医療センター　周産期診療部　不妊診療科

国立成育医療センター　周産期診療部　婦人科

○黄木　詩麗，中川　浩次，堀川　　隆

　齊藤　英和

　河内谷　敏，藤井絵里子

●

　卵巣チョコレート嚢腫合併不妊では，卵胞発育障害や卵管の卵子pick－up障害，腹腔内環境の悪化などが，不妊

の原因となっていると考えられる．他に不妊原因を認めない卵巣チョコレート嚢腫合併不妊症例の治療方針として

ARTを優先するべきか，外科的治療を優先するべきか議論の余地が多い．当科では，このような症例に対して検査

や治療的な意味から積極的に腹腔鏡下手術を実施している．今回，他に不妊原因を認めない卵巣チョコレート嚢腫

合併不妊症例の術後の妊娠率をARTの成績と比較し，手術療法の有効性を検討した．

【方法】2002年8月～2005年2月までの間に，他に不妊原因を認めないチョコレート嚢腫合併不妊症例30例に腹腔

鏡下チョコレート嚢胞摘出術を行い，術後の妊娠率を同時期に子宮内膜症が原因でARTを行なった症例の妊娠率

と後方視的に比較検討した．

【成績】腹腔鏡下手術を行った患者の平均年齢は323±39歳，平均不妊期間は3．1±45年，チョコレート嚢腫平均

径は3．7±L2cmであった．全例に体内法によりstripping法で嚢腫摘出が施行され，開腹術への移行や輸血，入院

期間の延長するような合併症を呈した症例は認めなかった．術後10例が妊娠し，術後妊娠率は333％であった．

妊娠例・非妊娠例の比較では年齢，不妊期間，r－AFSscoreに有意差を認めなかった．術後ARTの必要がなく，経

過観察したのは20例であり，そのうち7例（350％）は術後8ヶ月以内に妊娠が成立した．同時期の子宮内膜症の

みが原因のART施行例の妊娠率は346％であった．

【考察】卵巣チョコレート嚢腫合併不妊症例に対する腹腔鏡下手術は，ART移行への判断という検査意義だけでな

く，嚢腫摘出によりARTに匹敵する治療効果が得られると考えられ，積極的に施行する方針は意味があると考え

られた．

●

●
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P－053　　卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下手術が妊孕性に及ぼす影響

●

東京慈恵会医科大学付属病院　産婦人科

富士市立中央病院　産婦人科

○林　　　博，齋藤　隆和，遠藤　尚江

　村尾　明美，江崎　　敬，田中　忠夫

　高田　　全，杉本　公平

●

●

【目的】卵巣チョコレート嚢胞を合併する不妊症患者に対する手術実施の判断，あるいは術式の選択には苦慮するこ

とが少なくない．そこで，卵巣チョコレート嚢胞に対する手術の適応基準を明らかにするために，術後の卵巣機能

を含めた妊孕性への影響を検討した．

【方法】2002年4月から2004年3月までに挙児希望を主訴として当院不妊外来を受診した患者の中で，一般的な不

妊症検査で異常を認めず，片側あるいは両側卵巣に径4cm以上のチョコレート嚢胞を合併する22例を対象とし

た．インフォームドコンセントを得た上で腹腔鏡下手術を施行した．その後妊娠が成立した群を妊娠群，成立しな

かった群を非妊娠群に分け，それぞれを手術時間，術中出血量，rASRM分類などで比較検討した．また卵巣機能

の評価には，術後3ヶ月以上経過した時点での卵胞前期のLH，　FSH，エストラジオール，黄体期中期のプロゲステ

ロンの血中濃度をそれぞれ測定した．

【成績】妊娠例は10例，そのうち自然妊娠例5例，人工授精による妊娠3例，IVF－ETによる妊娠は2例であった．

術後の各種ホルモン値は，妊娠群・非妊娠群ともに正常範囲内であり，卵巣機能不全などを来たした症例は認めな

かった．また非妊娠群は妊娠群に比し，有意に手術時間が長く，出血量も多かった．そしてadhesion－ASRMscore

では有意に高値であった．術後IVF－ETに移行した症例では手術時間が長く，出血量が多い傾向がみられた．

【結論】卵巣チョコレート嚢胞合併不妊患者に対しては腹腔鏡下嚢胞摘出術を施行することによって，早期に自然妊

娠が成立した症例が多くみられ，卵巣機能など妊孕性の温存に配慮しながら積極的に腹腔鏡下手術を考慮してもよ

いと考えた．しかし手術時間が長く，出血量も多くなった症例では，重症の子宮内膜症であり癒着が強い傾向がみ

られ，早期にIVF－ETに移行すべきと考えた．

●

P－054 子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡下手術における

　　　　　内腔焼灼法と嚢胞摘出法の比較

北里大学　医学部　産婦人科　○武井英理子，川内　博人，大類恵美子

　　　　　　　　　　　　　　藤田　一博，石川　雅一，海野　信也

●

●

【目的】我々は内膜症性嚢胞を有する重症子宮内膜症例に対する有用な保存的治療法として複数の治療法を併用す

る複合療法について報告してきた．今回は，腹腔鏡下手術時の内膜症性嚢胞の治療法として嚢胞径が十分縮小して

いる場合に嚢胞内腔を焼灼した群（以下焼灼群）と嚢胞径の縮小が十分得られなかった場合に嚢胞を摘出した群

（以下摘出群）について，治療後の妊娠及び再発を検討したので報告する．

【方法】対象は1998年4月から2004年3月までの6年間に，当科家族計画外来通院中の卵巣内膜症性嚢胞を有する

症例で，GnRHa療法一経膣的嚢胞内容吸引術一腹腔鏡下手術の併用療法を行い，治療後6ヶ月以上経過を観察で

き，インフォームド・コンセントを得られた53例である．

【結果】対象症例の年齢は平均3α2歳，内膜症性嚢胞は片側性24例，両側性29例，治療前の嚢胞平均径は540mm

で平均吸引内容量は979mlであった．腹腔鏡下手術時の内膜症性嚢胞は平均径221mmに縮小していた．53例中

17例（32．1％）に内膜症性嚢胞の再発を認めた．挙児希望を有する21例中9例（429％）に妊娠が成立した．治療

終了から妊娠成立までの期間は平均104ヶ月（3～21ヶ月）だった．腹腔鏡下手術時の術式の選択による効果を比

較検討すると，挙児希望例における妊娠率は焼灼群では11例中2例（1＆2％），i摘出群では13例中7例（53B％），

再発率は焼灼群では23例中6例（26．1％），摘出群では28例中10例（35．7％）といずれについても有意差を認めな

かった．

【結論】内膜症性嚢胞を有する子宮内膜症例に対する複合療法において，焼灼群と摘出群の再発率に差はなかったこ

とから，腹腔鏡下手術時の嚢胞径で術式を選択するこの治療方針は妥当であると考えられた．
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P－055 　ART採卵術前の卵巣内膜症性嚢胞に対する

内容除去アルコール固定術の有用性に関する検討

医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○詠田　由美，本庄

奥野加奈子，愛甲恵利子，

考，渡辺　久美

　　石田　弘美 ●

【目的】卵巣内膜症嚢胞（EMC）内容の培養系への混入は胚発生に影響を及ぼすことが報告されており，それを避

けるためART採卵術前にはEMCに対して摘出あるいは除去が必要となる．　EMCに対してART採卵術前に内容

除去アルコール固定術を行ったので，その治療成績を報告する．

【方法】EMCに対するアルコール固定術施行後にARTを行った（AL群）25例（一側18例，両側7例）53採卵周

期とEMC摘出既往のあるART症例（摘出群）26例（一側18例，両側8例）59採卵周期のART治療成績ならび

に卵巣機能を比較検討した．

【成績】AL群一一一側（39周期）／AL群両側（14）／摘出群一側（34）／摘出群両側（25）それぞれのE2値2211／2234／

1393／1022pg／mL，　hMG投与量2067／2084／2146／20101U，採卵数7B／80／54／45個，2PN数42／50／35／24個，　ET

数26／26／2．6／2．3個，対採卵周期妊娠率282／643／235／120％と摘出群両側ではpoor　responseならびに妊娠率低

下を認めた．卵巣所見ではAL群健側（36卵巣）／AL群患側（63）／摘出群健側（26）／摘出群患側（78）で，卵胞

発育なし発生率3／11／4／29％，採卵数44／40／41／21個，正常受精卵数24／26／23／1．7個，hCG拡散率は064／064／

α61／0．59でAL群では健側・患側ともに卵巣機能低下は認めなかった．

【結論】EMCに関しては慎重な取り扱いが必要であるが，　EMCは基本的には良性疾患で妊孕性の温存も十分に検討

すべきである．卵巣機能温存としては，アルコール固定術は有用な方法で，長期観察し良性と判断されるEMC

に対しては，選択すべき治療のひとつであると考えられた．

●

●

P－0561VF－ETを契機に増悪し，開腹手術に至った卵巣子宮内膜症性嚢胞の2例

東邦大学　医学部付属佐倉病院　産科婦人科　○高島　明子，大高　　究，矢野ともね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，伊藤　元博

●

【緒言】卵巣子宮内膜症性嚢胞合併症例における体外受精胚移植（IVF－ET）の際，（1）採卵時の嚢胞の存在は物理

的に採卵を困難にする，（2）嚢胞内溶液の混入が卵に障害を及ぼす可能性がある，（3）採卵後，嚢胞に感染をおこす，

という観点からIVF－ETの前に嚢胞に対して手術療法を優先すべきとの指摘もある．今回IVF－ETスケジュール

中に卵巣子宮内膜症性嚢胞が炎症性変化を伴って急速に増大し，開腹手術に至った2例を経験したので報告する．

【症例1】38歳，0経妊．腹腔鏡下嚢胞内壁焼灼術施行後，Clomiphen－AIHを5回施行するも妊娠に至らず，　IVF

－ETスケジュール開始．この時点で右卵巣に2cm大の内膜症性嚢胞の再発を認めた．3回目の採卵前の嚢胞径は5

cmであり，採卵後にCRPが169mg／dlと上昇，抗生剤投与にて軽快するも，次周期の月経開始とともに炎症が増

悪し，嚢胞径も10cmに増大した為，卵巣嚢腫摘出術を施行した．

【症例2】32歳，0経妊．腹腔鏡下嚢胞内壁焼灼術施行後，再発性嚢胞を認め，Gn－RHagonist療法を施行．リプロ

ダクションセンター初診時両側卵巣に5cm大の子宮内膜症性嚢胞を認めた．1回目の採卵後にCRPが256mg／dl

に上昇し，嚢胞は肥厚した隔壁を伴い10cm大に増大した為，両側卵巣嚢腫摘出術を施行した．手術所見は2例と

も付属器周囲に強度の癒着を認め，嚢腫内容液には膿を伴っていた．病理組織学的診断はendometriosisであった．

【結論】腹腔鏡手術後の再発卵巣子宮内膜症性嚢胞が，IVF－ETを契機として感染，増悪し，開腹手術に至った2

例を経験した．子宮内膜症性嚢胞合併症例のIVF－ETの際には，スケジュール開始前に腹腔鏡下嚢胞摘出術や嚢胞

内壁焼灼術などによる卵巣治療を優先させておくべきと考えられた．

●

●
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P－057 子宮内膜症表在性病変の色調別免疫学的性状の検討

高知大学医学部生殖・加齢病態学○泉谷知明，宇賀神奈月，林　和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　長正，深谷　孝夫

●

●

●

【目的】子宮内膜症の表在性病変のうち赤色病変はサイトカイン産生充進などから活動性病変とされている．今回，

軽症内膜症（1＋II期）の赤色病変と他の色素性病変，重症内膜症（III＋IV期），非内膜症の免疫学的差異について

比較検討した．免疫能は，NK細胞の細胞障害に関わる抑制性レセプター（KIR）発現と，腹腔マクロファージ（pMφ）

の抗原提示に関わるHLA発現を指標とした．

【方法】軽症群48例，重症群86例，非内膜症群180例を対象とした．軽症群は赤色病変優位（50％以上）群（R

群）20例と，黒色・白色病変優位群（B＋W群）28例に群別した．同意を得て腹腔鏡下に採取した腹水を用いフロー

サイトメトリーにて，腹腔NKのKIR（CD158a）陽性率，　pMφのHLA－ABCおよび一DR発現を測定した．

【成績】腹腔内のCDI58a＋NKの出現率は，重症群が有意に高く（19．9±130）軽症群（142±94）は非内膜症群

（13．4±1．8）と同程度であった．しかし軽症群の中では，　R群（1＆1±92）は進行群と同程度で，　B＋W群（13．0

±α1）および非内膜症群より有意に高かった．pMφのHLA－ABCとDRの発現量は，それぞれ軽症群（98．6±234，

194±11．0），重症群（87．5±35．2，227±15．3）ともに非内膜症群（11＆6±3＆2，295±16．1）に比較し有意に低下して

いた．とくにR群（94．8±29．8，14．9±6．5）ではその低下はより顕著であった．

【結論】B＋W群では，pMφの抗原提示能は低下しているもののNKの細胞障害はほぼ正常に保たれていた．一方

活動性病変であるR群では，NKの細胞障害とpMφの抗原提示能がともに低下し，重症群と同程度であったことか

ら，これらの免疫学的性状が内膜症の進展に関与していると考えられた．

P－058 子宮腺筋症，子宮内膜症，子宮筋腫とPPAR一γ遺伝子多型の関連

● 京都府立医科大学　大学院　女性生涯医科学　○清水　美代，北脇　　城，石原　広章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺本麻里子，本庄　英雄

■

●

【目的】子宮腺筋症（A），子宮内膜症（E），子宮筋腫（L）は多因子疾患であり，発症には様々な遺伝因子と環境因

子が関与する．PPAR－Y（peroxisome　proliferators－activated　receptor一γ）はリガンド応答性の核内受容体型の転写

因子の一つで脂肪細胞を中心に種々の細胞に発現し，細胞の分化，増殖に重要な役割を担っている．PPAR一γ遺伝

子には幾つかの遺伝子多型の存在が知られ，これまでに2型糖尿病（インスリン抵抗性），癌・炎症性疾患を中心に

疾患感受性が検討されている．最近，子宮内膜腺癌，子宮内膜症発症との有意な関連性が報告された．今回，日本

人におけるA，E，　LとPPAR一γexon2－Pro12Alaおよびexon　6－C161T（C161T）遺伝子多型について検討した．

【方法】学内倫理委員会承認のもとに同意の得られたA，E，　L単独または合併患者計390名および婦人科疾患の既

往歴のない健常女性144名を対照とした．PPAR一γPro12AlaおよびCl61T遺伝子多型はPCR－RFLP法にて分析
した．

【成績】1．Pro12Ala多型：各患者群と対照群で遺伝子型，アリルの頻度に有意差を認めなかった．2．　C161T多型：

A単独およびA合併（A＋Eかつ／またはL：n＝103）群ではCC遺伝子型（Pc＝00169），Cアリル（Pc＝00155）

が有意に高頻度であった．またE群（n＝219）においてCC遺伝子型（Pc＝00375），Cアリル（Pc＝0、0453）が有

意に高頻度であった．L群では遺伝子型，アリルの頻度に統計的有意差を認めなかった．

【結論】PPAR一γC161T遺伝子多型は子宮腺筋症，子宮内膜症の発症と関連することが示唆された．
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P－059PPARγのリガンドは子宮内膜症細胞の炎症性サイトカイン産生を抑制する

鳥取大学　医学部　産科婦人科　○大浜　陽子，池田　綾子，田頭由紀子

　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　彩子，庄司　孝子，竹中　泰子

　　　　　　　　　　　　　　　大畠　順恵，光成　匡博，吉田　壮一

　　　　　　　　　　　　　　　　片桐千恵子，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

●

【目的】核内受容体であるPPARの合成リガンドは糖尿病や高脂血症治療薬として使用されており，最近では

PPARγと炎症反応との関連も確認されている．教室ではこれまでに，子宮内膜症細胞が炎症性サイトカインである

IL－6，　IL－8およびTNFαを産生することを報告してきた．本研究では，　PPARYのリガンドであるピオグリタゾンが

子宮内膜症問質細胞のサイトカイン産生におよぼす影響を検討した．

【方法】手術患者の同意を得て採取した卵巣チョコレート嚢胞から分離培養した子宮内膜症間質細胞を対象とした．

間質細胞におけるPPARγの遺伝子発現をRT－PCR法で，蛋白発現を免疫組織学的に検索した．間質細胞にTNFα

を添加し，培養上清中へのIL－6とIL－8の産生量をELISAにて測定した．次に，　TNFα添加24時間後にピオグリ

タゾンを添加し，24時間後の培養上清中のIL－6とIL－8産生量を測定した．

【成績】r宮内膜症間質細胞においてPPARYの遺伝子発現が観察された．　PPARYの蛋白発現は核内に優位に認めら

れた．ピオグリタゾン（01，10，10，および100μM）の添加は，IL－6産生を対照の739％，494％，4＆6％，329％へ

と，IL－8産生を対照の737％，476％，37．3％，273％へと濃度依存性に抑制した．

【結論】子宮内膜症間質細胞において，PPARγのリガンドであるピオグリタゾンはIL－6およびIL－8産生を抑制す

ることより，抗炎症作用を有する可能性が示唆された．

●

●

P－060 内膜症初期病変形成過程における凝固系の影響

　　一マウス子宮内膜症モデルを用いて一

徳島大学　大学院　女性医学　○中島　文子，前川　正彦，笠井　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　山本哲史，苛原稔

●

【目的】腹膜子宮内膜症の発症機序として月経血逆流説が主流であるが，初期病変形成過程については未だ完全には

解明されていない．我々は，子宮内膜を腹腔内注入することにより高率に内膜症様病変が形成されるマウスモデル

を報告してきた．今回，本モデルを用いて内膜症初期病変形成過程における凝固系の影響について検討した．

【方法】C57BL／6雌マウス（7週齢）の両側卵巣を摘出し，エストロゲン補充後（2μg皮下注，7日間連日），片側子

宮内膜を1mm3以下に細切した．同系雌マウス（無処置）の腹腔内に子宮内膜のみ（内膜群）あるいは子宮内膜＋

全血100μ1（内膜＋全血群）を注入した．対照として全血100μ1を注入した（全血群）．内膜＋全血群については，

採血時にヘパリンあるいはEDTAを添加した全血を用いて比較検討した．注入後1，3，5日目の腹腔内嚢胞性病変

を観察し，面積（DlxD2xπ／4）で評価した．病巣はホルマリン固定後，パラフィン切片を作成してHE染色を行っ

た．

【成績】内膜＋全血群において，注入後1日目の病巣（2．3±Bmm2，　n＝6）は，3日目（5潟±35mm2，　n＝6），5

日目（7．2±28mm2，　n＝9）に比し有意に（p＜OC5）小さかった．内膜＋全血群の5日目の病巣は，内膜群（L1±1．6

mm2，　n＝6）に比べて有意に（p＜0．005）大きかった．内膜＋全血群にヘパリンあるいはEDTAを添加すると，ヘ

パリン群（0．7±0．lmm2，　n＝5），　EDTA群（12±08mm2，　n＝5）とも病巣が有意に（p〈α01）小さかった．

【結論】血液の凝固系が初期病変形成過程に関与していることが明らかになった．

●

◆
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P－061 トロンビンとトロンビン受容体PAR1の子宮内膜症進展への関与

■

武蔵野赤十字病院　産婦人科

東京大学　医学部　産婦人科

○広田　　泰

　大須賀　穣，平田　哲也，吉野　　修

　甲賀かをり，原田美由紀，森本千恵子

　矢野　　哲，堤　　　治，武谷　雄二

●

●

●

【目的】子宮内膜症は病変からの反復する出血を特徴とする疾患であり，出血による病巣局所でのトロンビン産生の

存在が示唆される．血小板凝集など凝固以外の作用として各種細胞でのトロンビンによるトロンビン受容体PAR
l活性化を介した向炎症作用についての報告や，正所性子宮内膜でのPAR1発現についての報告などから，トロン
ビン／PARI系の子宮内膜症進展への関与が推測される．本研究では子宮内膜症初代培養系を用いて，炎症性ケモカ

インIL－8とMCP－1産生能，細胞外基質分解に働くMMP活性ならびに細胞増殖能に与えるトロンビン／PAR1の
作用を検討した．

【方法】インフォームドコンセントのうえ採取した子宮内膜症性卵巣嚢胞から子宮内膜症性間質細胞（ESC）を分離

培養し，PARlmRNAの発現を調べた．またトロンビン，　PAR1アゴニストペプチド（PARIAP），トロンビン阻害
剤PPACKの添加実験を行い，　IL－8とMCP－1の産生を定量的PCRおよびEHSAで，　MMP－2活性をzymogra－
phyで，細胞増殖能をPCNA免疫染色法によるPCNA陽性率測定およびBrdU取り込み法によるDNA合成能測
定により検討した．

【成績】（1）ESCにPARlmRNA発現が認められた．（2）トロンビンおよびPARIAP添加でIL－8，　MCP－1mRNA
および蛋白発現が有意に増加した．このトロンビンの作用はPPACK添加により抑制された．（3）培養上清中の
MMP－2活性はトロンビンにより元進し，その作用はPPACK添加にて抑制された．　PARIAPではMMP－2活性は
変化しなかった．（4）トロンビンおよびPARIAPによりPCNA陽性率は増加し，そのトロンビンの作用はPPACK
添加により抑制された．またトロンビンおよびPARIAPがDNA合成を促進した．
【結論】ESCにおいてトロンビンはPAR1を介する炎症性ケモカイン産生能と細胞増殖能を有していた．またトロ

ンビンはPAR1を介さない機序でMMP－2を活性化した．トロンビンは，　PAR1を介した炎症惹起と細胞増殖促進
により，局所因子として子宮内膜症の進展に作用すると考えられた．

P－062 子宮内膜症の増殖におけるToll　like　receptor　4（TLR4）を

　　　　　　介した腹水中エンドトキシンの関与

長崎大学　医学部　産婦人科

長崎市民病院　産婦人科

○カーンカレク　ネワズ，北島　道夫

　平木　宏一，増崎　英明，石丸　忠之

　藤下　　晃

●

●

【目的】骨盤子宮内膜症の増殖におけるTo1Uike　receptor　4（TLR4）およびそのリガンドであるlipopolysaccharide

（LPS）あるいはエンドトキシンの関連についてはいまだ不明な点が多い．今回，子宮内膜症の有無と腹水中エンド

トキシン濃度およびTLR4の関与について検討し，子宮内膜症の病態における役割を考察した．
【方法】54例の子宮内膜症および25例の非子宮内膜症患者よりインフォームドコンセントを得て腹水を採取し，

LAL法により腹水中エンドトキシン濃度を測定した．また，腹水中よりCD68陽性マクロファージを分離・抽出・

培養し，LPSで処理したのち，培養液中の各種サイトカインの蛋白およびmRNAをELISAおよびRT－PCRで測
定した．LPS，　LPS処理後のマクロファージ培養上清およびLPS未処理培養上清が子宮内膜細胞の増殖に与える影

響をBrdU取り込み能測定により検討した．また，抗TLR4抗体処理によりサイトカイン産生能およびBrdU取り
込み能が変化するか検討した．

【成績】子宮内膜症例では非内膜症例に比して腹水中エンドトキシン濃度が有意に高かった（59．5±72pg／ml　vs　336

±軌1pg／ml，　P＜α001）．子宮内膜および組織浸潤マクロファージにおいてTLR4の発現を認めた．内膜症例では

LPS処理後培養液上清中のHGF，　VEGF，　IL6およびTNF一αの蛋白濃度およびマクロファージ中のHGF　mRNA
発現レベルが非内膜症例に比して有意に高かった．抗TLR4抗体処理により，これらのサイトカイン濃度は有意に

低下した．抗TLR4抗体で処理した培養上清添加により，非処理培養上清添加に比して，子宮内膜細胞の増殖が約

50％抑制された．LPSは単独でも直接的に子宮内膜細胞の増殖を促すことが認められた．
【結論】子宮内膜症患者では腹水中エンドトキシン濃度が尤進しており，これらは，TLR4を介して子宮内膜症の増

殖に関与していることが示唆された．また，腹水中エンドトキシンが子宮内膜症の不妊原因の一因である可能性が
考えられた．
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P－063 卵巣性子宮内膜症におけるSteroid　receptor　coactivator－1（SRC－1）

　　　　　　　　　　　　　　の発現様式について

福島県立医科大学　産科婦人科　○熊耳　敦子，伊藤　明子，高山　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　菅沼亮太，林章太郎，片寄治男

　　　　　　　　　　　　　　　小宮ひろみ，佐藤　　章

●

【目的】SRC－1は核内レセプターに結合し，転写活性化を促進する分子である．子宮内膜症はエストロゲン依存性

疾患であり，aromatase活性が高いこと，　Estrogen　receptor（ER）が発現していることはすでに報告されている．

本研究ではSRC－1とERの発現様式を検討し，子宮内膜症におけるエストロゲン依存性のメカニズムを解析する

ことを目的とした．

【方法】検体は同意を取得後，腹腔鏡または開腹手術時摘出された標本から採取された．卵巣性子宮内膜症（増殖期

3例，分泌期8例），子宮内膜症病変を有する患者の子宮内膜（分泌期3例），正常子宮内膜（増殖期4例，分泌期

2例）に対し，抗SRC－1抗体，抗ERα抗体を用い免疫染色法を施行した．また，卵巣性子宮内膜症に対しWest－

ern　blotting法にてSRC－1蛋白の発現を解析した．

【結果】免疫染色法によりSRC－1は正常子宮内膜において増殖期，分泌期とも腺上皮，間質細胞に発現を認め，増

殖期により強い傾向を示した．卵巣性子宮内膜症は増殖期で全例に強発現認め，分泌期では9例中5例に強発現，

2例に中等度発現を認めたが1例に発現を認めなかった．子宮内膜症病変を有する患者の子宮内膜は正常子宮内膜

に比べより強い発現を示した．ERαは発現の強度，局在においてSRC－1とほぼ同様の傾向を示した．抗SRC－1

抗体を用いたWestern　blotting法では卵巣性子宮内膜症に160kDaの陽性バンドを認めた．

【結論】卵巣性子宮内膜症，子宮内膜症を有する患者の子宮内膜にSRC－1蛋白の強発現を認める傾向にあった．　SRC

－1の発現様式はERαとほぼ同様であることから，　SRC－1は子宮内膜症におけるERαの転写活性化に関与してい

る可能性が示唆された．

●

●

P－064 IL－1βはヒト子宮内膜症間質細胞において単独で

　　　　　アロマターゼの発現を誘導する

金沢大学　医学部　産婦人科　○篠原　一朝，生水真紀夫，村上　弘一

　　　　　　　　　　　　　　可西　直之，野村　一人，南　　紀子

　　　　　　　　　　　　　　岡田　政彦，張　　　波，井上　正樹

●

【目的】子宮内膜症患者の腹水や内膜症病変組織には多量にサイトカインやケモカインの存在することが多数報告

されている．サイトカインやケモカインは子宮内膜症の病態に影響を及ぼしている可能性が示唆される．一方子宮

内膜症病巣局所では，プロスタグランディンE2（PGE2）やcAMPがアロマターゼ遺伝子のプロモーターPII転写

活性を促進することでエストロゲン産生を充進させることがすでに知られている．今回我々は，ヒト子宮内膜症間

質細胞において，炎症性サイトカインであるIL－1β単独でのアロマターゼ発現誘導とその機序を検討したので報告

する．

【方法】学内倫理委員会の承認と文書により同意の得られた子宮内膜症患者の卵巣チョコレート嚢腫から，間質細胞

を分離培養した．プロモーターPIIのmRNA量はcompetitive　RT－PCR法で，アロマターゼ活性は［3H］－water

releasing　assay法にて測定した．培養細胞のtotal　celluler　cAMP量はELISA法にて測定した．

【成績】子宮内膜症の培養間質細胞では，IL－1β単独刺激によりアロマターゼ活性とプロモーターPII　mRNA量がそ

れぞれ6倍，3倍に充進した．いずれのレベルも刺激後24時間まで時間依存性に上昇していた．一方，プロスタグ

ランジン合成酵素COX－2の活性阻害剤であるNS398は活性を優位に抑制した．　NS398による抑制はcAMP量お

よびプロモーターPIImRNA量にも認められた．　IL－1βはCOX－2を誘導し細胞のPGE2の分泌を克進させ，この

PGE2がautocrine／paracrine的に作用して細胞内cAMP濃度を上昇させるものと考えられる．このcAMPの上昇

がプロモーターPII転写活性を促進させるものと考えられた．

【結論】ヒト子宮内膜症間質細胞においてIL－1βはCOX2を介して単独でアロマターゼの発現を誘導する．

●

●
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P－065 子宮内膜症組織中アロマターゼ発現に対する

　　　　マクロファージの影響について

●

金沢大学　大学院医学系研究科　分子移植学　○野村　一人，村上　弘一，可西　直之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　一朝，南　　紀子，岡田　政彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張　　　波，生水真紀夫，井上　正樹

●

●

【目的】子宮内膜症においては，病巣局所のアロマターゼ発現によるin　situ　estrogenの充進が病態の進展に関与し

ていると考えられている．今回，我々はマクロファージの子宮内膜症由来間質細胞のアロマターゼ活性に及ぼす影

響について検討した．

【方法】学内倫理委員会の承認と文書による同意が得られた卵巣チョコレート嚢胞症例より採取した腹水・嚢胞壁

およびTHP－1細胞（樹立細胞株マクロファージ）を使用した．嚢胞壁より分離培養した子宮内膜症由来間質細胞に

活性化THP－1培養i液上清および腹水を添加し，アロマター一ゼ活性を［3H］－water　releasing　assayで，アロマター

ゼ発現量をcompetitive　RT－PCRおよびWestern　blotting法により測定した．また，腹水・THP－1培養液上清中の

PGE、およびIL－1β濃度をELISA法にて測定した．

【成績】THP－1培養液上清および子宮内膜症症例の腹水は子宮内膜症由来間質細胞のアロマターゼ活性および発現

量を充進させた．この充進は，抗且一1β抗体の添加により阻害された．IL－1βの添加は濃度依存性にアロマターゼ

活性を充進させた．IL－1β（1ng／ml）によるアロマターゼ活性の充進は，50nMのFadrozol添加によりほほ完全に

抑制され，10μMのdanazol添加により50～60％抑制された．

【結論】子宮内膜症においては，マクロファージより分泌されるIL－1βが病巣局所でのアロマターゼ発現を充進させ

ていると考えられた．

P－066 新しい子宮内膜症モデルマウスの作成

● 慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

慶雁義塾大学　医学部　生理学

○升田　博隆，丸山　哲夫，小野　政徳

　長島　　隆，内田　　浩，荒瀬　　透

　杉浦　育子，浅田　弘法，吉村　泰典

　岡野　栄之，松崎　有未

●

●

【目的】子宮内膜症は女性のQOLを著しく損ない不妊症を併発するなど社会的問題も大きく，早期診断法と治療法

の確立が期待されているが，原因は一様でなく発生機序も不明な点が多い．また，その特徴的な性質から子宮内膜

幹細胞との関係も示唆され，生物学的も非常に興味深い疾患である．しかし，適当なin　vivoモデルが存在しないこ

とが内膜症を研究する上で大きな障害となっている．そこで我々は，その発生機序や病態生理の解明といった基礎

的研究および新規薬剤候補の経時的スクリーニングを目的とした内膜症モデルマウスの作成を目指した．

【方法】同意を得た患者の摘出子宮より内膜を採取し，酵素処理法および濃度勾配法用いて分離した細胞をスーパー

免疫不全マウスであるNOGマウスの腎皮膜下に移植した．続いてエストロゲンの存在下でプロゲステロンを周期

的に投与し，約2ヶ月後に移植部位をHE染色と免疫組織化学染色に供し，詳細な構造および機能の解析を施行し

た．また，それぞれのホルモン投与量を変えて解析を行った．

【成績】移殖したすべてのマウスにおいて，腎皮膜下に限局して子宮内膜様組織の構築が認められた．この組織構築

はエストロゲン依存性に組織量が増えていた。さらにその組織は構造上内膜症組織様であると同時に，マウス血流

により栄養されており長期in　vivo培養に適していることが明らかとなった．また，体外からのホルモン投与により

子宮内膜と同様の周期的変化が確認された．

【結論】少量の細胞から常に一定の場所に限局して同量同質のヒト子宮内膜症モデル病変をもつマウスの作成に成

功した．少量のヒト子宮内膜サンプルから大量に同質なモデルマウスが作成でき，評価時に構築組織の定量的解析

が可能となった．このモデルマウスは子宮内膜症の基礎的研究にとどまらず，子宮内膜の生理メカニズム解明にも

応用できる貴重な系であると考えられる．
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P－067　卵胞期初期FSH基礎値からみた子宮内膜症における卵巣予備能の検討

長崎大学　医学部　産婦人科

長崎市民病院　産婦人科

○北島　道夫，カーンカレク・ネワズ

　今村　健仁，三浦　成陽，平木　宏一

　井上　統夫，増崎　英明，石丸　忠之

　藤下　　晃

●

【目的】卵巣チョコレート嚢胞の手術療法を選択する場合，妊孕性（卵巣予備能）温存を考慮した手技が重要である．

卵巣予備能を評価する指標として，卵胞期初期のFSHが用いられるが，子宮内膜症や卵巣手術後における検討は少

ない．今回，術後の卵巣予備能の評価に関する基礎的検討として，卵胞期初期のFSHを卵巣手術あるいは子宮内膜
症の有無で比較検討した．

【方法】当科不妊外来を受診した開腹あるいは腹腔鏡既往例44例において，卵胞期初期（daylからday5）でFSH

を測定し，それらを内膜症および卵巣手術（良性腫瘍あるいは卵巣チョコレート嚢胞核出あるいは片側付属器摘除）

の有無により，対象を卵巣手術既往あり（S群，n＝21）およびなし（non－S群，　n＝23）にわけ，また，内膜症の

有無により内膜症あり（E群，n＝17）およびなし（non－E群，　n＝27）にわけ検討した．推計学的検討はstudent

－t検定あるいはMann－Whitney　U検定で行い，　P＜005を有意差ありとした．

【成績】各群で年齢およびBMIに有意差を認めなかった．　S群での平均FSH値は，123±11．71U／ml，　non－S群で76

±301U／mlでS群で有意に高かった（P＝0．02）．また，　E群では123±13斑U／ml，　non－E群で＆7±3．21U／mlでE

群で高い傾向があったが，有意差は認めなかった．そこで，E群を卵巣手術の有無によりE－S群（n＝12）および

E－non－S群（n＝5）に分けて検討したところ，　E－S群での平均FSH値は148±1571U／ml，　E－non－S群では仕2±

331U／mlでE－S群で有意に高かった（P＝α0452）．一方，　non－E群を卵巣手術の有無で分けて検討したところ，　non

－E－S群（n＝11）で96±3ぷU／ml，　non－E－non－S群（n＝16）で＆0±2．81U／mlで両群間で有意差を認めず，また，

E－non－Sおよびnon－E－non－S群間で有意差を認めなかった．

【結論】卵胞期初期のFSH値は，卵巣手術により減少した卵巣予備能を反映しており，また，卵巣チョコレート嚢

胞核出術は，卵巣予備能を低下させることが示唆された．

P－068 Aromatase　inhibitorとGnRH　agonistの併用療法が著効した

　　　　　　　　　　　子宮腺筋症症例の1例

滋賀医科大学　医学部　産婦人科　○木村　文則，竹林　浩一，藤原　睦子

　　　　　　　　　　　　　　　　喜多　伸幸，高橋健太郎，野田　洋一

●

●

●

　良性子宮腫瘍であっても患者が子宮の温存を希望された場合，治療が困難になることがある．子宮筋腫や子宮内

膜症に対してはgonadotropin　releasing　hormone（GnRH）agonist療法の有効性が数多く報告されている．子宮腺

筋症に対しても，GnRH　agonist療法の有効性を認める報告もあるが，腫瘍が縮小しない症例や治療中に大量性器出

血を来す症例も多い．今回，子宮温存を希望されGnRI｛agonist療法抵抗性の重症子宮腺筋症に対しGnRH　agonist

とaromatase　inhibitor（AI）の併用療法を行ったので報告する．症例は34歳0回経妊0回経産．3年前に子宮腺筋

症を指摘され，合計14クールにおよぶGnRH　agonist療法を受けられていた．過多月経，挙児希望を主訴に当科再

受診．子宮は超手拳大．MRIにて子宮腺筋症と診断，貧血も認めたためGnRH　agonist療法を開始した．約50日後，

大量性器出血を認め入院Hb47g／dlと低下していたため輸血を行った．GnRH　agonist療法下にKaufman療法を行

い止血したが，Kaufmann療法終了後に再度大量出血を来した．そのためGnRH　agonist下にダナゾールの投与を開

始した．GnRH　agonistとダナゾールの併用下では出血を認めなかったが，腫瘍の縮小は認めなかった．そこで

GnRH　agonistとAIであるアナストロゾール（1mg／day）の併用を行った．なお本治療に際して当施設倫理委員会

の承諾と本人の同意を得た．本治療2ヶ月で子宮の体積は約40％まで縮小した．本症例のような重症子宮腺筋症症

例に対してGnRH　agonistとAIの併用療法は，出血の制御，腫瘍縮小に関し有効な治療であることが示唆された．

●

●
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P－069 当科における副効用を期待した低用量ピル処方の現況

埼玉医科大学　産婦人科　○菊地真理子，山下真紀子，三木　明徳

　　　　　　　　　　　　　梶原　　健，岡垣　竜吾，石原　　理

●

●

●

【目的】1999年に低用量ピル（OC）が処方可能となって5年が経過した．しかし日本における処方件数は，諸外国

と比較すると例外的に少ないことが知られている．この理由としてOC処方ガイドラインの問題が指摘されている

が，他の理由として副効用に対する理解が，一般に薄弱であることの関係する可能性がある．そこで今回，当科に

おけるOC処方の現況を調査し，今後のOC普及へ向けた適切な取り組みの方向性を明らかにすることを試みた．

【方法】2003年7月から2005年5月の約2年間に当院でOCが処方された全症例について，その病歴を詳細に検討

し，OC投与の目的と服薬コンプライアンスを中心に検討した．なお当科ではOC処方を伴う診療は私費でおこなわ

れる．またデータはプライバシーに配慮し，匿名化してその処理をおこなった．

【結果】この期間にOCは186例に対して処方され，その内訳は三相性製剤（ethynyl　estradiolおよびlevonorg－

estrel）140例および一相性製剤（ethynyl　estradiolおよびnorethysterone）46例であった．なお，経過中に三相性

から一相性へ変更例が10例，一相性から三相性へ変更例が6例含まれる．OC投与期間は3ヶ月以下が69例，4－

6ヶ月が22例，7－12ヶ月が34例，13ヶ月以上が61例であったが，1クールのみで使用中止例が30例（16．1％）含

まれた．月経困難症や子宮内膜症の症状改善がOC使用の目的のひとつなっている症例がほとんどで，避妊のみを

目的としてOC処方が行われた症例は存在しなかった．

【考察】副効用を期待してOCの処方された症例において，服薬コンプライアンスは良好で，服薬開始した多くの症

例において長期間の服薬が継続された．したがって，OCの副効用に関する理解の促進が日本におけるOC普及に有

効である可能性が示唆される．

●

P－070 低用量経口避妊薬は月経困難症を主訴とした

子宮内膜症例に対する維持療法として有用か？

福岡大学　医学部　産婦人科　○長沼　康子，井上　善仁，讃井　絢子

　　　　　　　　　　　　　　　城田　京子，貞森　理子，瓦林達比古

●

●

【目的】近年少子化や晩婚化に伴い子宮内膜症は増加傾向にあり，それに伴って未婚で初診時には挙児希望がなく，

月経痛を主訴として来院する症例に遭遇する機会も増えている．このような症例ではQOLを損なわない治療が求

められる．原発性月経困難症に対する低用量経口避妊薬（OC）の月経痛軽減効果は広く認められているが，器質性

月経困難症の最も重要な原因のひとつである子宮内膜症に対するOCの効果や安全性については十分に検討され

ていない．そこで低用量経口避妊薬（OC）が子宮内膜症の維持療法として有効であるか否かを検討した．

【方法】過去3年間で月経痛を主訴として当科を初診した子宮内膜症患者のうち維持療法としてOCの投与を行っ

た27例（平均年齢2仕8±45歳）で，投与前後の経膣超音波検査によるチョコレート嚢胞の平均径の変化，CA125

値の変化，月経痛のvisual　analog　scale（VAS）の変化を後方視的に検討した．

【成績】チョコレート嚢胞は27例中11例に認め，OC投与前の平均径は274±80mmであった．投与1年後には

257±軌Omm，2年後は205±99mmと有意な変化は認められなかった．　CA125はOC投与前444±553U／ml，1

年後39±299U／ml，2年後35B±5＆6U／m1で低下傾向はあるが有意な変化はなかった．一方月経痛のVASは投与

前は＆0±1．5と高値であったが，投与初回の消退出血時に4．3±24と有意に低下し，さらに1年後には1．8±1B，2

年後には09±1．3と低下していた．OCの長期投与で血液生化学検査異常，血栓症の発症などの副作用は1例も認め

なかった．

【結論】以上からOC投与は月経痛を主訴とする未婚子宮内膜症患者の維持療法としては有用な方法であると考え

られた．
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P－071　過排卵誘起したDHEA投与ラットの卵巣組織像と内分泌動態への影響

聖マリアンナ医科大学　産婦人科

日本大学　生物資源科学部　動物細胞学

○森川　香子，石田　恵理，三室　卓久

　石塚　文平

　佐藤　嘉兵 ●

【目的】性周期が確立する思春期に高アンドロゲン状態となると，多嚢胞性卵巣症候群の一因となることが示唆され

ている．今回我々は，幼若雌ラットにDHEAを投与することで高アンドロゲン状態をつくり，過排卵誘起後の卵巣

の形態学的解析およびFSHレセプターや発育初期卵胞より産生されるインヒビンBのダイマーであるインヒビ

ンβBサブユニットの発現を免疫組織化学染色により検討した．

【方法】22日齢のWistar－lmamichi系幼若雌ラットにDHEA　6mg／sesame　oUα2mlを15日間投与し，対照群には

sesame　oil　O2mlのみを投与した．その翌日に過排卵刺激のためにPMSG　301Uを投与し48時間後に卵巣を摘出し

た．各卵巣組織切片の卵胞数と黄体数および黄膜細胞厚を計測し，FSHレセプタ「インヒビンβBサブユニット

の免疫組織化学染色を施した．

【成績】卵巣重量は，DHEA群では対照群に比べ過排卵誘起により有意に低下した（p＜α05）．さらに黄体数は減少

し（p＜α01），英膜細胞層の肥厚も認められた（p＜001）．血中Estradiol値は，有意に増加した（p＜α01）．卵巣

1切片あたりの総卵胞数は，過排卵誘起により有意に増加し（408±10．1個vs軌0±2．6個，　p＜α05），増加した卵胞

は一次と二次卵胞であった．免疫組織化学染色によるFSHレセプターの発現は，対照群で弱陽性であったのに対

し，DHEA群では強陽性を呈した．一方インヒビンβBサブユニットの発現は，対照群に比べDHEA群では減弱し
た．

【結論】以上よりDHEAを前処置として過排卵誘起したラットでは，総卵胞数が増加しさらにそれらの爽膜細胞の

肥厚が認められた．DHEAの投与により卵胞の内分泌動態が変化することが示唆された．

●

●

P－072 ARTが必要でPCOSを合併する不妊症患者に最も適した

　　　　　　　過排卵刺激法（COH）は何か？

楠原レディースクリニック　○楠原　浩二，中言　亜樹，吉田　亜紀

●

【目的】PCOSを合併しかつARTが必要な不妊患者に最も適した過排卵刺激法（COH）を検討した．

【方法】対象はARTが必要でPCOSを合併する不妊患者19例40周期である．　COHは主に次の方法である．［A

法］Clomid＋hMG（＋GnRHantagonist（Cetrotide））［B法］Gn－RHagonist＋FSH（long　P，　short　P）［C法］COH

に先立ち予め腹腔鏡下でOvarianDrilling法（OD）を行ない，その後long　P，　short　Pを行なった3法である．以上

3法の妊娠率・着床率・OHSS発症率を比較しその有用性を評価した．

【結果】3法の（a）妊娠率（／ET）（b）着床率（c）OHSS発症率（／cycle）を示す，［A法］は延べ8例11周期に行

ない，（a）3仕4％（4／ll）（b）22、2％（c）36．4％（4／11）であった．［B法］は14例15周期で（a）533％（8／15）（b）

3m％（c）267％（4／15）［C法］は9例14周期で（a）50．0％（7／14）　（b）363％（c）α0％（0／14）であった．

【結論】各COHの中で妊娠率が高いのはB法53．3％，　C法50駕｝％であった．特にC法のうちOD→long　Pの4例で

は3例が妊娠（750％）した．逆にOHSS発症率はA法が3仕4％と最も高く，次いでB法が26．7％であり，　C法は

14周期のうち発症例は皆無（00％）であった．以上の結果よりPCOSを合併したARTのCOHにはOvarian　Drill－

ing術施行後のlong　Pが妊娠率・着床率が高く，かつOHSSの発症率も少ないという結果から，最も適したCOH

法との結論を得た．

●

●
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P－073 大学生の生殖関連ホルモン測定に関する検討

●

浜松医科大学　医学部　産婦人科

豊橋市民病院　不妊センター

○竹内　欽哉，和田　久恵，木村たか子

　朝比奈俊彦，西口　富三，金山　尚裕

　菅沼　信彦

●

●

【目的】近年，排卵障害，男性不妊の増加が指摘されている．一般成人男女，特に結婚前で病院に訪れない成人の内

分泌動態に関する調査は少ない．そこで，今回，大学生の生殖関連ホルモンについて測定を試みた．

【方法】平成15年7月から17年6月の期間中，大学生に対して，インフォームドコンセントを得た後，男子学生は

FSH，女子学生はエストラジオール（E、），プロゲステロン（P），　LH，　FSHを測定した．測定には東ソーAIA600

11（EIA法）を用いた．また，任意にて男子学生には精液検査，女子学生には基礎体温測定とホルモンの再検査を

行った．

【成績】男子学生125名，女子学生69名の平均年齢はそれぞれ238歳，239歳であった．男子学生のFSHは4．7

±3．6（平均±標準偏差）mIU／mlであった．　FSH≧10は5名あり，このうち3名が精液検査を行った．女子学生に

ついては，卵胞期（P＜1．Ong／ml）44名，排卵期（E、≧150pg／mlかつLH≧20mIU／ml）5名，黄体期（P≧1．0）20

名であった．女子学生で基礎体温測定とホルモン再検査を行ったものは5名であった．卵胞期においてLH≧10

かつLH／FSH≧1の学生が18名あり，このうち8名はLH≧10mIU／mlであった．

【結論】結婚前の一般成人男女において，少なからず生殖関連ホルモンの異常が存在することがわかった．特に女子

学生はPCOS様の異常が比較的多くみられた．これらの集団に対して，何らかの医療側のアプローチが必要と考え

られた．

●

P－074 高アンドロゲン血性多嚢胞性卵巣症候群に対する

　　　　　抗アンドロゲン療法の治療成績

　　　　　　　　　　　秋田赤十字病院　産婦人科　○太田　博孝

秋田大学　医学部　生殖発達医学講座　産婦人科学　　田中　俊誠

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する排卵誘発は，高アンドロゲン状態の改善が重要な鍵となる．今回，

高アンドロゲン血性PCOSに各種抗アンドロゲン療法を施行し，その治療成績を後方視的に検討した．

【方法】対象は当院不妊不育外来を受診したPCOS症例である．血中アンドロゲンとして，　testosterone（T），an－

drostenedione（Ad），dehydroepiandrosterone　sulphate（DHEA－S）を各々測定し，その値が対照群の平均±標準

偏差値を越えた39例（40周期；不妊症28例，不育症11例）を対象とした．

【成績】T，Ad，　DHEA－Sの平均値は，それぞれ51．2±44ng／dl，2337±140ng／ml，32±02ng／ml，であった．各

アンドロゲンのうち，高アンドロゲン血症の頻度は436，560，949％と，高T血症が最も低く，高Ad血症が高頻

度であった．また，高T／高DHEA－S血症のない高Ad血症単独例を8例（20．5％）に認めた．40周期中22周期

（55．0％）で妊娠が成立した．うち17周期（773％）で生児を獲得または妊娠継続中（中期以降）で，5周期（22．7％）

が流産に終わった．妊娠周期の治療内訳は，デキサメタゾン（DEX）3週投与が15周期と最も多く，うち11周期

（733％）が治療2周期以内に妊娠した．クロミフェン投与は9周期，うちDEX／苛薬甘草湯などの抗アンドロゲン

併用は7周期で，同法非併用は2周期のみであった．ゴナドトロピン治療は4周期のみであった．

【結論】高アンドロゲン血性PCOSでは，高Ad血症単独例を20．5％に認め，治療法の選択を誤る可能性が示唆さ

れた．適切な抗アンドロゲン療法を選択することにより，高アンドロゲン血性PCOSでもARTに頼らず高率に妊

娠を期待できることが示唆された．
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P－075 PCO患者におけるletrozoleの使用に関する検討

加藤レディスクリニック

金沢大学産婦人科

○瀬川　智也，寺元　章吉，加藤　恵一

　加藤　　修

　生水真紀夫，井上　正樹 ●

【目的】PCO患者においてletrozoleによる排卵誘発の効果を評価する．

【方法】CC＋hMG採卵周期で過排卵となり，　OHSSのriskを回避するために胚の胚盤胞凍結を行ったPCO患者20

人（326±25才）を対象とした．Informed　consentを得た後，　letrozoleによる排卵周期で凍結胚盤胞移植を行った．

Letrozoleは月経3日目から2．5mg／dayを7または10日間連続投与して排卵誘発を行い，　E2，　LH，　FSH，　T，黄体

期中期のE2，　P，内膜厚を測定した．対象として，正常排卵周期のある不妊患者107人（3a3±“才）の自然排卵

周期における黄体期中期のE2，　P，内膜厚を調べた．統計学的検討はStudent’st検定により行った．

【成績】Letrozole周期では，月経開始から排卵までの日数は18．8±32日，排卵時の最大卵胞径は2α4±25mm，卵

胞径16mm以上の卵胞数は1．1±α3個であった．また，　letrozole周期でのday　3からday　10の血中ホルモン動態を

調べたところ，LH（62±44　vs　1＆7±7BmlU／mL：p＝α0003），FSH（6．8±1．9　vs．11．5±77mlU／mL：p＝0．07），T

（2仕2±9．1vs、44．4±28．2ng／dL：p＝α009）とそれぞれ上昇傾向を認めた．　PCO患者のletrozole周期と対象患者の自

然排卵周期を比較したところ，黄体期中期におけるE2は99．2±52．5　v＆15α6±4a7pg／mL（p＜0．0001），　Pは1＆6

±86vs　l42±3．7pmol／L（p＝00003）とそれぞれ有意差を認めたが，子宮内膜厚には差を認めなかった（10、0±1．6

v＆1α4±20mm）．Letrozoleによる排卵誘発での凍結胚盤胞移植では20人中13人（650％）に臨床的妊娠を認めた．

【結論】PCO患者におけるletrozole投与による凍結胚盤胞移植は，簡便かつOHSSを回避しながら高い妊娠率を得

ることができる有効な治療法であることが示された、

●

●

P－076 Dehyroepiandrosterone投与ラットならびに

Zucker　fa／faラットを用いたPCO卵巣の研究

札幌医科大学　産婦人科　○本間　寛之，遠藤　敏明，馬場　　剛

　　　　　　　　　　　　　逸見　博文，北島　義盛，林　　卓宏

　　　　　　　　　　　　　真名瀬賢吾，斉藤　　豪

●

【目的】われわれはこれまでdehydroepiandrosterone（DHEA）投与により作成した多嚢胞性卵巣ラットモデル

（PCOラットモデル）の排卵障害，閉鎖卵胞のapoptosisについての報告を行なってきた．近年，　PCOSの病態にお

いて肥満，インスリン抵抗性が注目を浴びている．そこで今回新たに肥満，insulin抵抗性ラットモデルである

Zucker系肥満ラットについて多嚢胞，閉鎖卵胞の検討を行なった．

【方法】22日齢SD系幼若メスラットにDHEA　6mg／100g　Bodyweight連続15日間投与によりPCOラットモデル

を作成し，コントロールとして同日数ゴマ油を投与したラットを使用した．卵巣形態，卵胞数，またそのうちの閉

鎖卵胞の割合についてTUNEL法を用いて検討した．また5週齢のZucker　fa／faラットならびにcontrolとし

て＋／＋ラットについても同様の検討を行なった．以上の研究は札幌医科大学動物実験指針に基づいて行われた．

【成績】DHEA投与ラット群では形態的に卵巣は多嚢胞になっておりcontrol群に比較して有意に卵胞の数が多く，

さらに穎粒膜細胞がTUNEL法陽性の閉鎖卵胞も有意に増加していた．またZucker　fa／faラット群ではcontrol

群に比較し有意に未熟卵胞数が増加し，TUNEL陽性の閉鎖卵胞も有意に増加していた．

【結論】アンドロゲン過剰なラットモデル，またインスリン抵抗性があるラットモデルで卵胞数の増加と閉鎖卵胞数

の増加がみとめられ，PCOSの卵巣と似た形態学的特徴を示した．

●

●

●
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P－077 多嚢胞性卵巣症候群に対するFSH－GnRHパルス療法と

　　FSH低用量漸増療法の有効性の前方視的検討

●

徳島大学　大学院　女性医学　○水口　雅博，松崎　利也，田中　尚子

　　　　　　　　　　　　　　岩佐　　武，苛原　　稔

●

●

【目的】過剰な卵胞発育による副作用が発生しやすい，多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）を対象として，副作用防止効

果の高いFSH低用量漸増療法（低用量法）とFSH－GnRH療法（F－G法）の効果と安全性について，前方視的に比

較した．

【方法】日本産科婦人科学会の診断基準により診断したPCOS　9症例に対し，　F－G療法と低用量法を前方視的な

crossover法で1周期ずつ行なった．　F－G法では月経周期の5日目からFSH　150単位を連日投与し，卵胞径が11

mmに達した後はGnRH製剤を20μg／2時間でパルス状に皮下投与した．低用量法では月経周期の5日目からFSH

75単位を連日投与し，2週間経過後に卵胞径が10mm未満であればFSHの一日投与量を375単位増量し，1週間

後にも同様に判定して，37．5単位増量した．いずれの方法でも，主席卵胞径が18mmに達した時点でhCG　5000

単位を投与して排卵を誘発した．なお，本研究は学内の倫理委員会の承認の下，書面による患者の同意を得て行っ

た．

【結果】F－G法と低用量法は，排卵率8＆9％（8／9）vs　75．0％（6／8），妊娠率300％（3／9）vs　250％（2／8），発育卵

胞数平均1．8個vs　l．5個，　hCGキャンセル周期（発育卵胞4個以上）0％vs　l25％，多胎妊娠1／3（双胎）vs　O／2，0HSS

O／9vsO／8といずれも有意差はなく，卵胞発育に要した日数82±1石日vsl37±6．9日（p＜α05）と通院日数＆8

±13日vs　17．7±66日（p＜0．01）は，　F－G法が低用量法に比べて有意に短かった．

【結論】F－G法と低用量法の臨床成績は同等で，PCOSに対する排卵誘発法としてともに優れた治療法である．　F

－G法は治療日数および通院日数の短い点が優れている．

●

P－078PCOSの治療薬としてのインスリン抵抗性改善薬Trognitazne（TRO）の

　　　　　　　ヒト穎粒膜細胞におけるアロマターゼ活性の直接的抑制に関する研究

セントマザー産婦人科医院　○赤星　孝子，竹本　洋一，鍬田　恵里

●

●

【目的】インスリン抵抗性を示すPCOSの治療法として，インスリン抵抗性改善薬を投与することが効果があるとい

うことが最近報告されている．そこで今回我々はこのTROの投与がどのような機序でPCOSに影響を与えるかを

検討する為に，ヒト穎粒膜細胞を用いた実験を行い，有用と思われる結果を得たので報告する．この実験はすべて

患者の同意の下に行われた．

【方法】採卵時に8名の患者の卵胞から採取した穎粒膜細胞を使用した．願粒膜細胞は200μ1のDMEM／F12培養液

に5％のDCSを加え，12時間培養し，その後穎粒膜細胞がシャーレの底に付着確認後TROとRXR（retinoid　X

receptor）リガンドであるLG100268（LG）を加え，培養した．2．アロマターゼ測定：アロマターゼ活性は，〔3H〕H

20を測定し判定した．蛋白量は，マイクロBCAキットを用いて測定した．3P450　aromとPPARγmRNAの発現

レベルは，RT－PCR法を用いて行われた．

【結果】1．10－6MTROは，アロマターゼ活性を54％抑制した．10－7MのLGは，35％の抑制を示した．両者を

併用した場合は，ほぼ完全にアロマターゼの活性を抑制した．aP450aromのRNAレベルは，アロマターゼ活性と

同様に低下を示したが，PPAARγのRNAのレベルは，　TROやLGの治療後も変わらなかった．

【結論】TROは核のリセプターPPARγ：RXRのシステムを介してヒト穎粒膜細胞におけるアロマターゼ活性を直

接抑制するものと推測された．PCOS患者にTROを投与することにより，インスリン抵抗性が改善され，その結果

アンドロゲンおよびエストロゲン濃度が低下することが期待できた．

●
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P－079 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する柴苓湯の臨床効果

横浜市立大学　医学部附属病院

　　　　海老名レディースクリニック

横浜市立大学　市民総合医療センター

○岡本　真知，榊原　秀也，吉田　　浩

　神田　義明，平原　史樹

　近藤　芳仁

　石川　雅彦

●

【はじめに】治療抵抗性を示す多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の排卵誘発に苦慮する症例にしばしば遭遇する．　PCOS

の西洋医学的な治療としてクロミフェン療法やゴナドトロピン療法，最近ではメトフォルミン療法などが知られて

いるが，卵巣過剰刺激症候群（以下OHSS）や多胎妊娠などの副作用のリスクも無視できない．そこで，従来より

その内因性コルチゾール増加作用によりさまざまな疾患に投与されてきた柴苓湯に着目し，PCOS症例における排

卵障害の改善効果について検討した．

【方法】対象は日本産婦人科学会内分泌委員会の診断基準に従って診断したPCOS症例17例とした．年齢19～35

歳（平均25．6±4β歳），BMI　17～34（平均225±53）であった．柴苓湯エキス細粒（EK－114）＆1g／日を8～12

週間投与し，患者の同意のもと投与前後における各種血中ホルモン値を測定するとともに，基礎体温にて排卵の有

無を確認した．

【結果】柴苓湯投与後13例（765％）に排卵が確認され，そのうちの2例は妊娠に至った．妊娠例はいずれも単胎

であり，OHSSとなった症例は認められなかった．また，柴苓湯投与前の血中LH値は排卵の認められた群（排卵

群）が認められなかった群（無排卵群）に比して有意に低値を示した（12．70±5001U／lvs1＆78±4771U／1）．さら

に血中LH値は排卵群，無排卵群共に投与1ヶ月後にそれぞれ有意な低下を示した．

【まとめ】柴苓湯投与によりPCOS患者の排卵障害が改善され，2例が妊娠に至った．　OHSSや多胎などの副作用は

認められず，安全に使用できると考えられた．また，柴苓湯は血中LH値を低下させた．投与前の血中LH値がよ

り低い方が柴苓湯による排卵誘発効果が期待できると考えられた．

●

■

P－080 FSH製剤の自己注射の安全性と有効性に関する検討

徳島大学　大学院　女性医学　○岩佐　　武，松崎　利也，田中　尚子

　　　　　　　　　　　　　　水口　雅博，苛原　　稔

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対するゴナドトロピン療法では，　FSH低用量漸増療法（以下低用量法）が

望ましいが，長期連日の通院が普及の妨げになっている．今回我々は，FSH製剤の自己注射の安全性と有効性につ

いて検討した．

【方法】学内の倫理委員会の許可の下，患者の同意を得てPCOS　3症例を対象として本研究を行った．　rFSH（Pure－

gonR，　NV　Organon）を用い，通院注射周期と自己注射周期をcross　over法で各症例に1周期ずつ行った．　FSH

は30G針付注射器を用いて皮下投与し，初期投与量を50単位として低用量法を行った．卵胞径が18mmに達した

らいずれの周期もhCG　5000単位を病院で筋肉内投与し，黄体賦活も通院にて実施した．自己注射周期では患者自

身が注射部位の局所反応の評価を行い，両周期終了後にアンケート調査を行った．

【結果】3症例のべ6周期について検討を行った．全周期排卵に至り，全周期で単一卵胞発育が得られた．自己注射

周期の1周期に黄体賦活中期に9cmの卵巣腫大が認められた．　FSH投与日数は，通院注射周期が167±80日（平

均±標準偏差），自己注射周期が2α0±9．8日であった．またhCG投与日までの通院日数は，通院注射周期が177

±8C日，自己注射周期が60±10日であった（p＝0．067）．注射部位の局所反応の評価で中等～高度の疾痛，発赤，

硬結，掻痒を訴えた症例は無かった．アンケート調査では3症例とも自己注射に満足していると答え，病院への通

院回数が少ない点をメリットに挙げていた．1症例が自己注射の手技が難しかったと答えたが，3症例とも自己注射

の導入に賛成であった．

【結論】低用量法のFSH製剤の自己注射は効果的かつ安全に実施できると考えられ，長期連日の通院を要する欠点

を補完し，副作用の少ない低用量法の普及に寄与すると考えられる．

●

●

●



● 247（389）

●

P－081 PCOSの診断における高アンドロゲン血症検索の意義

一日産婦診断基準とRotterdam　criteriaとの比較から

長崎大学　医学部　産婦人科　〇八並　直子，北島　道夫，

　　　　　　　　　　　　　　　カーンカレク・ネワズ，今村　健仁

　　　　　　　　　　　　　　三浦　成陽，井上　統夫，平木　宏一

　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明，石丸　忠之

●

●

●

【目的】本邦でのPCOSの診断には，1993年に日産婦診断基準が提案されているが，欧米では1990年にNIH／
NICHD　criteriaが，また2003年にRotterdam　criteriaが報告されている、今回当科でPCOSを疑い各種検査を行っ
た例でこれら診断基準によるそれぞれの臨床像の相違を，とくに高アンドロゲン血症（高ア血症）の有無から検討
した．

【方法】2000年1月から2005年5月までに月経不順等で血中アンドロゲンを測定した61例を対象とした．これら
で，日産婦診断基準必須3項目あるいはRotterdam　criteriaによりPCOSの診断を行い，両基準での臨床像を比較
検討した．推計学的検討はX2乗検定，　student－t検定あるいはMann－Whitney　U検定で行い，　P＜0．05を有意差あ
りとした．

【成績】日産婦基準で23例およびRotterdam　criteriaで34例がPCOSと診断され，日産婦基準の例はすべてRot－
terdam　criteriaの34例に含まれていた．高ア血症は，日産婦基準でPCOSであった23例中17例（74％），PCOS
でなかった11例中7例（64％）に認め，うちandrostenedione高値が最も高頻度（79％）に認められた．　PCOあ
るいはLH／FSH＞1の有無と高ア血症の有無に関連を認めなかった．34例中肥満（BMI＞25）は11例（32％）で，
日産婦基準のPCOSの有無と肥満の割合に有意差を認めなかった（35％vs　27％）．肥満であった11例中10例
（91％）で高ア血症が認められた．一方，肥満でない23例中高ア血症例が14例（61％）に認められ，そのうち日産
婦基準でPCOSと診断された15例中10例（67％）およびPCOSでないと診断された8例中4例（50％）に高ア血
症が認められた．

【結論】日産婦基準では，欧米でPCOSと診断される30％がPCOSとは診断されず，その中には高ア血症を呈する
例が約半数以上含まれ，これらは肥満の有無とは必ずしも関連しないことが示唆された．本邦でのPCOSの診断に
おいては血中アンドロゲン項目の設定についての検討が必要であると考えられた．

P－082 超音波凝固切開装置を応用した多嚢胞性卵巣症候群における

　　　　　　　腹腔鏡下卵巣多孔術の臨床的検討

スズキ病院　○村川　晴生，立花　郁雄，高橋　重智

　　　　　　飯田　修一，田中　耕平，森　　　滋

　　　　　　鈴木　雅洲

●

●

【目的】不妊症における多嚢胞性卵巣症候群（以下PCOSと略す）は，クロミフェン内服無効例を認めることが多く，

この場合HMG製剤の使用とともに腹腔鏡下卵巣多孔術が広く行われている．今回我々は，電気メスに比べて組織

への熱損傷が少ない超音波凝固切開装置（Harmonic　Scalpel，　ETHICON　Endo－Surgery社）を応用した腹腔鏡下卵

巣多孔術を施行し，有用な成績を得たので報告する．

【方法】平成15年4月から平成16年12月までの間に当院不妊外来にてクロミフェン投与無効PCOSと診断された

17例を対象とした．PCOSは日本産科婦人科学会内分泌委員会の診断基準を満たす症例とした．全例，全身麻酔下

に皮下鋼線吊り上げ式腹腔鏡手術を施行した．多孔形成には湾曲型ブレードを用いて，側面のシアーモードで卵巣

間質まで切開した後，背面のフラットモードで凝固を行った．全例両側卵巣に多孔形成を施行した．形成孔数は卵

巣あたり20孔以上とした．術後3ヶ月目の時点で基礎体温上高温期が認められた症例を手術有効例とした．

【結果】手術施行した17例の平均年齢：272±42歳平均BMI：20．9±α8，平均HOMA：30±a1，であった．手術有

効例は824％（14／17）で，有効例14例中4例は術後基礎体温経過観察中に自然妊娠した．術後6ヶ月目と1年目

の累積妊娠率はそれぞれ353％（6／17），7α6％（12／17）で，自然妊娠例：5例，クロミフェン（もしくはメトフォ

ルミン）併用例：6例であった．

【結論】超音波凝固装置を用いた腹腔鏡下卵巣多孔術は，電気メス法と比べ卵巣組織への熱損傷が少なく，さらに

Ho：YAGレーザー法と同等の治療成績をより簡便な機材で達成できることが確認できた．

●
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P－083 メトホルミンによる7590GTTへの影響

～効果判定への応用の可能性について

荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○高橋　　純，恵中　千晶，松岡江里奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅美，杉本　　到，北村　誠司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　　武，高橋　典子

●

　近年，メトホルミン投与による排卵障害への良好な治療効果が数多く報告されているが，否定的な報告も散見さ

れている．一方，治療対象となる耐糖能障害はインスリン抵抗性とインスリン分泌不全が複雑に関係し病態を形成

しているが，これを正確に評価する検査について合意が得られている方法は無い．コンセンサスの得られた評価方

法が無いことが治療効果判定に於いて混乱を招いている一因とも考えられる．今回，耐糖能異常症例に対してメト

ホルミンを投与し，その前後に行った7590GTTの結果について検討し，糖代謝能への影響・治療効果判定への応

用の可能性を報告する．

【対象】平成16年～17年に当院外来に通院中の不妊患者の内，耐糖能異常を認め，メトホルミンを投与した5症例

【方法】メトホルミン投与（2～6ヶ月間）の前後に行った7590GTTの結果を基に，　HOMA－IR，1．1．30min，　glu－

cose測定値総和，　insulin測定値総和について検討した．

【結果】HOMA－IR平均値　投与前1．36投与後129（α830），1．1．30min平均値　前0、56後094（α252），　glucose

測定値総和の平均値　前529g／dl後495g／dl（0324），　insulin測定値総和の平均値　前154　後195（α102），（）

内はt検定．

【考察】諸家によりメトホルミンはインスリン抵抗性に効果が有ると報告されているが，今回，HOMA－IRの改善は

軽度にとどまり，1．1．30minを改善する傾向が認められた．　glucose測定値総和の平均は6％のみの減少に対して，

insulin測定値総和の平均は27％の増加を示した．又，　glucose　30min値の平均だけが上昇している事が確i認できた．

これらの結果はインスリン抵抗性（特に末梢に於ける）の改善に先行して，インスリン分泌能の改善が起こる可能

性を示唆するのかもしれない．

●

●

P－084 BMIはART成績に影響するか

木場公園クリニック　○高田真智子，田中

　　　　　　　　　　　高橋　暁子，清田

　　　　　　　　　　　吉田　　淳

美穂，鈴木　寛規

圭子，徳岡　　晋

●

【目的】ARTにおいてBMI（Body　mass　index）値が高い場合は，卵巣刺激への反応性と妊娠率の低下が報告され

ているが，低下しないとの報告もあり，BMIがART成績にあたえる影響は明らかにされていない．今回我々は

ART成績とBMIの関連性を検討したので報告する．

【方法】2004年10月から2005年3月の間に当院で顕微授精，体外受精を行った40歳未満262周期を対象とした．

BMI値は，採卵当日に測定した身長・体重から算出した．　BMI＜20（97周期），20≦BMI〈25（144周期），25≦BMI

（21周期）の3群に分類し，各BMI群において，卵巣刺激に用いたFSH／hMG総アンプル数，　MII率，受精率，分

割率，胚移植当たりの臨床妊娠率（FHM）について比較した．

【結果】BMI＜20，20≦BMI＜25，25≦BMI各群のFSH／hMG総アンプル数（単位IU）は，2931．7±12174，2831±

1134＆24833±898、4で有意差を認めなかった．またMII率，受精率，分割率にも有意差は認められなかった（MII

率；836％，803％，843％受精率；76．6％，77．2％，67」％分割率；97．4％，97．1％，99．1％）．胚移植当たりの臨床

妊娠率（FHM）も，それぞれ424％，41．0％，421％で有意差を認めなかった．

【結論】各BMI群においてMII率，受精率，分割率，妊娠率には差がなく，今回の検討ではBMIが卵の質やART

成績に影響を及ぼす可能性はないと考えられた．これは日本人で非常に高いBMI値をもつ人の割合が欧米人に比

べて，少ないことに起因していると考えられた．また，BMI25以上の群で卵巣刺激に用いた排卵誘発剤の量や妊娠

率が他群と差がなかったことから，BMI値が高い症例に過剰な卵巣刺激は必要ないと考えられた．

●

●

●
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P－085 ART治療後妊娠症例の転帰と測定ホルモン値に関する検討

群馬大学　医学部附属病院　産科婦人科　○岸　　裕司，伊藤　理廣，五十嵐茂雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

●

●

●

【目的】ART治療により妊娠に至った症例につき，その妊娠の転帰と計測ホルモン値の関連につき検討を行う．

【方法】2001年から2004年までの4年間に，当院でART治療により妊娠に至った224症例につき，インフォーム

ド・コンセントを得た上で，胚移植後5日目に血中estradiol（以下E）及びprogesterone（以下P）を，【1】胚移植

後14日目（妊娠判定日）及び【2】21日目（妊娠5週相当）に血中hCG値を測定した．2003，2004年の症例につい

ては，【1】及び【2】の際に血中のE及びPも同時に測定した．症例はその妊娠の転帰により，流産群（A群）と妊

娠継続群（B群）とに分けられ，この2群間で上記ホルモン値の比較を行った．

【成績】すべての測定値について，B群での平均値はA群を上回る結果となった．2001年からの4年間での統計に

於いて，両群間で有意差の認められたものは，【1】及び【2】でのhCG値であった．それぞれの平均値はA群【1】

24仕4±30．OIU／1，【2】250α9±35771U／1，　B群【1】57仕7±3831U／1，【2】83337±56α91U／1であった．2003，2004年の

2年間のみの統計ではあるものの，【1】と【2】でのE及びP値に於いても，両群間で有意差を認めた．その平均値

はA群：【1】E：240．6±527pg／ml，　P：31．9±77ng／ml【2】E：2855±665pg／ml，　P：244±79ng／ml，　B群：【1】E：

6392±1031pg／ml，　P：654±7．5ng／ml【2】E：745．4±693pg／ml，　P：565±76ng／ml．

【結論】妊娠初期の血中hCG値は，妊娠の転帰により差違を認めるという結果となった．ただ，その値はバラツキ

が大きく，単独での妊娠予後の予測は依然困難である．血中のestradiol及びprogesterone値については，2年間の

みのデータであり症例数も少ないが，こちらも妊娠の転帰により差違が認められている．今後症例数を更に蓄積し

ていくとともに，hCG・E・P値を組み合わせての検討も行っていきたい．

●

P－086 血中hCG値による妊娠早期予後判定

一妊娠初期hCG標準増加曲線の作成一

慶懸義塾大学　医学部　産婦人科　○岩田　壮吉，橋場　剛士，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　久慈　直昭，末岡　　浩，吉村　泰典

●

●

【緒言】妊娠予後の早期判定は患者ニーズのみならず子宮外妊娠リスクの有無ならびに黄体補充継続の必要性の判

断など不妊治療における有益性は高い．妊娠週数が特定可能なIVF－ET症例を用い，血中hCG値，　doubling　time

からhCG増加曲線を作成し妊娠予後判定の可否を評価検討した．

【方法】2000年～2004年度に施行したIVF－ET症例のうち，黄体：補充にhCGを用いていない226妊娠を対象とし，

単胎（S群），双胎（T群），臨床流産（A群），化学流産（C群），子宮外妊娠（E群）に分類し，採卵後10日目

（day10），　day14及びday28までの血中hCG値及びdoubling　time（DT）を評価した．またS群とA群に関して胎

嚢（GS）出現日とそのhCG値を比較した．さらにS群に関してはday14hCG値で修正したhCG増加曲線を作成し
た．

【成績】各群のday14hCG値（mlU／ml）及びday10→day14のDT（day）は，　S群138．6±899（range25－425），1．12

±0．29，T群258．8±1251，1．11±α31，　A群1020±674（range20－278），1．31±037，　C群34．8±375，227±194で

あり，S群とA群に有意な差を認めなかった．またGS出現日およびそのhCG値は，　S群で妊娠4週＋657±155

日，23105±684．9（rangel，304－3，303），A群で妊娠5週＋1．21±299日，23135±68＆7だった．さらにhCG増加

曲線は，Log（hCG）＝3．1646Ln（day）一仕2598，　R2＝0971となりLog（hCG）は対数で非常によく近似された．

【結論】血中hCG値とDTにより化学流産は鑑別可能であるが，より重要な正常妊娠と臨床流産との鑑別は困難で

あった．S群とA群はoverlapしcut　off値の算定は不可能であった．修正した増加曲線の相関が強いことは，週数

不明であっても次回検査時の期待すべきhCG値がある程度予測可能であることを意味し，また妊娠極早期の血中

hCG値にある比較的大きなバラツキは着床までの時間差により生ずる可能性が示唆された．
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P－087 体外受精による品胎妊娠に非自己免疫性甲状腺機能元進症を

　　　　　　　　　　　　　発症した一症例

和歌山県立医科大学　○田中　哲二，宇都宮智子，南　佐和子

　　　　　　　　　　　八木　重孝，梅咲　直彦 ●

　周産期センターの相対的不足から，IVF－ET後の多胎妊娠は社会的問題にも発展してきている．我々は，　IVF－ET

により品胎妊娠した女性に，非自己免疫性甲状腺機能充進症を発症した一例を経験したので報告する．患者は34

歳の未妊婦．7年間の不妊と卵巣嚢腫を主訴に受診．両側子宮内膜症性卵巣嚢胞の腹腔鏡下手術を行った後に，5

回のAIHが不成功で，体外受精胚移植を2回実施した．2回目の採卵で片側卵巣から9個採卵し，8個受精し，3

個の8細胞期胚を子宮内移植した．臨床的OHSSは発症せず．妊娠5週にのGS3個確認，妊娠6週に3児の心拍を

確認．同時期より悪阻出現し，妊娠9週2日体重減少が約8kg／週あり，頻脈114bpm，嘔吐，肝機能障害もあり．

妊娠10週，肝機能障害悪化のため入院．入院後も嘔吐・体重減少が持続し，妊娠11週に肝機能障害の原因精査の

過程でTSH測定感度以下，　FT3，　FT4値上昇と甲状腺機能克進症を認めた．自己抗体が検出されず，品胎妊娠に伴

うhCG上昇が原因の一過性甲状腺機能充進症と診断した．しかし，嘔吐，動摩，体重減少が持続し，甲状腺機能が

異常高値であり，頸管縫縮術を念頭に置き，ルゴールの投与を行った．1週間後に甲状腺機能が低下し，妊娠14

週に頸管縫縮術を実施した．以後順調に経過し，妊娠33週に選択的腹式帝王切開術を行い，週数相当新生児を分娩

した。新生児には甲状腺障害や奇形は認められなかった．妊娠時一過性甲状腺機能充進症は全妊娠の2－3％に認め

られるというが，ほとんどが無症状である．今回の症例は重症であったことおよび頸管縫縮術を行うために薬剤の

効果発現急ぐ必要があり，速効性のルゴール（無機ヨード）を用いた．ARTに合併しやすい多胎妊娠の稀な合併症

として，常に一過性甲状腺機能充進症を認識しておく必要性がある．なお，本症例の学会報告については，患者の

文書同意を得ている．

■

●

P－088 体外受精時過排卵刺激により腹水増加を伴わない

　　　　　　大量胸水貯留を発症した一例

和歌山県立医科大学　○宇都宮智子，田中　哲二，梅咲　直彦

●

　体外受精時過排卵刺激の重篤合併症である卵巣過剰刺激症候群は，卵巣腫大，腹水貯留を必須所見とした病態で

あり，重症化すると大量胸水貯留，血液濃縮，急性腎不全を併発し死亡する場合もある．我々はIVF－ET後に，腹

水増加をほとんど全く伴わずに一過性大量胸水貯留を呈した一例を経験したので報告する．症例は30歳未妊婦．子

宮内膜症のため29歳時に両側卵巣内膜症性嚢胞摘出術，子宮付属器癒着剥離術を受けた．術後に2回のAIHが不

成功で，平成X年にIVF－ETを初めて実施した．　GnRHa－hMG－hCG刺激後に，14個採卵し，採卵3日後に8細胞

期胚を2個移植した．胚移植後5日目より胸部苦悶感が出現し，胸部X線検査にて両側大量胸水貯留を確認した．

先ず卵巣過剰刺激症候群を疑ったが，経膣超音波では通常の過排卵刺激後の両側卵巣腫脹は認めたものの，腹水増

加はほとんど認められなかった．（著者らは過去に27歳肺癌合併妊娠の経験があったので）胸水穿刺液検査を行っ

たが，炎症性胸水や腫瘍性胸水を疑う所見は得られなかった．血液所見にも著変がないために入院安静のみで経過

観察したところ，胸水は1週間程度で自然消失した．患者はこの周期に妊娠し，その後の正常児を正期分娩した．

本症例の特異な病態と，文献的考察を報告する．本症例のような胸水のみ貯留型OHSS様病態も，通常の腹水増加

型OHSSと同様に着床率が高まる何らかの背景を持っているのかもしれない．なお，本症例の学会報告については，

患者の文書同意を得ている．

●

○
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P－089 当科におけるOHSS発症時の腹水濾過濃縮再静注法の検討

●

札幌医科大学 医学部　産婦人科　○北島　義盛，遠藤

　　　　　　　　　真名瀬賢吾，逸見

　　　　　　　　　本間　寛之，斉藤

俊明，藤井　美穂

博文，馬場　　剛

　豪

●

　卵巣過剰刺激症候群（OHSS）は卵巣の腫大と腹水，胸水の貯留，その後に続く血液濃縮を特徴とする排卵誘発剤

の使用により惹起される医原性の疾患である．重症例では血液濃縮により血栓塞栓症を発症し死亡する症例も報告

されている．OHSSの治療法としては出現した症状に対する対症療法で経過をみることが一般的と考えられるが当

科において1997年より重症OHSS発症時に貯留した腹水に対して腹水濾過濃縮再静注法を取り入れて管理してい

る．方法は腹水処理モニターKM－6500（クラレ社）を用い腹水貯留時に適宜超音波エコーガイド下に経腹あるいは

経膣法にて腹水を穿刺回収し，濾過濃縮後静注した．現在までに8症例に対して腹水濾過濃縮再静注法を施行した．

2例は早発発症型OHSS症例，6例が遅発発症型OHSS症例（うち1例は化学的妊娠）であった．血液濃縮の改善

目的に低分子デキストランを全症例に投与した．抗血栓療法として7症例に対してヘパリン，全症例に低容量アス

ピリンを投与した．妊娠継続症例は5例であった．妊娠継続5症例のヘマトクリット値は平均48．4％（430－536％），

WBC値は平均17010／μL（13600－22500／μL）．穿刺回数は平均3B回（2－7回），穿刺量は平均77L（35－144L）で

あった．最終腹水穿刺妊娠週数は平均妊娠5週5日（妊娠4週5日一妊娠6週3日）であった．平均入院日数は30

日（11－54日）であった．また，全症例において重篤な副作用は観察されなかった．本方法は腹水の除去と低蛋白

血症の改善のために有効な方法と考えられた．

●

P－090 排卵誘発治療後の胎児共存奇胎の一例

● 豊橋市民病院　産婦人科

豊橋市民病院　不妊センター

○若原

　柿原

　菅沼

靖典，真野由紀雄，伊藤　充彰

正樹

信彦

●

●

　胎児共存奇胎は2万から10万妊娠に一例と極めて稀な疾患であるが，近年，排卵誘発剤の使用やARTの普及に

より，多胎妊娠が増加し，それに伴って胎児共存奇胎の報告が多くなされるようになった．今回，クロミッド・hMG

治療後に胎児共存奇胎を発症した一例を経験したので報告する．症例は，25歳女性，0経妊0経産，他院にてクロ

ミッド・hMG療法にて妊娠に至り，妊婦健診を受けていた．平成15年5月26日（妊娠25週1日），数日前より茶

褐色の帯下が続くとの訴えで受診し，頚管の開大が認められ，当院に母体搬送となった．来院時，子宮口は4cm

開大し，胎胞が膣内に突出しており，妊娠継続は困難と判断し，骨盤位であるため，緊急帝王切開術を施行した．

728gの男児を出産したが，胎盤と共に，嚢胞状部分を娩出した．この嚢胞状部分は病理組織検査にて胞状奇胎と診

断されたため，胎児共存奇胎と診断した．5月27日の血中hCG値は47，000mlU／mlであり，その後，　hCG値は下

降するも，分娩後7週よりhCG値が再上昇した．　MRI及びMR　angiographyにて子宮筋層内に病巣を認め，臨床的

侵入奇胎と診断した．メソトレキセート及びアクチノマイシンDの二剤併用療法を6コース施行し，寛解に至っ

た．また，その後の児の発育は良好であり，全胞状奇胎と正常妊娠の二卵性双胎と考えられた．今回は分娩時に胎

児共存奇胎の診断が得られたが，文献的には妊娠早期に診断がつく例も多く見られ，その場合の妊娠継続について

は全胞状奇胎と正常妊娠の二卵性双胎であれば可能との報告が多い．しかしながら，早産，子痛前症の発症頻度が

高く，未だ妊娠継続に関する十分なコンセンサスは得られていない．特に，不妊治療後に胎児共存奇胎と診断され

た場合，妊娠継続となることが多いと予測され，この観点からも，注意深い経過観察が重要であると考えられた．
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P－091　卵子子宮内移植（OUT）法により子宮外妊娠となった1例について

片岡レディスクリニック

稲生産婦人科

○片岡　明生，大迫　亮子，野仲由香理

　小牧　麻美

　稲生　英俊 ●

【緒言】OUT法は，卵子のみを子宮内に移植するという極めてユニークな方法である．しかし，その成功率や妊娠

の機序については不明な点が多い，今回，子宮外妊娠に終わったが，極めて示唆に富む症例を経験したので報告す

る．

【症例】33歳，GO，　PO，3年の不妊期間で来診．　HSGにて卵管周囲癒着を認め，経膣骨盤灌水腹腔鏡（THL）にて卵

管周囲癒着による卵管閉塞を確認した．配偶者より精子の採取法について拒絶ありIVFの同意が得られず．フー

ナーテスト良好であったため十分な説明と同意のうえOUT法を行った．GnRHアゴニスト併用FSH－hCGにて排

卵誘発，9個採卵，採卵後5時間後に3個の卵子を子宮内に移植した．14日後，出血をともなうも尿中hCG25単位

陽性，その後も血中hCG値の上昇と性器出血が持続するが，腹腔内に出血を認めず．右卵管部分に嚢胞性の低エ

コー像を認め，子宮外妊娠（右卵管）の診断にて開腹手術を行った．右卵管は，暗黒色で棍棒状に蛇行腫大してお

り，子宮後間膜に癒着していた．同部分を卵管角部より切除した．左卵管も凝血塊の充満を認めた．切除手術後に，

血中hCGは低下，正常となった．病理組織学的に絨毛組織が確認された．

【考案】卵管周囲癒着で卵管は存在するが機能的に問題があった可能性があり，このような場合には子宮外妊娠を起

こす可能性がある．受精は卵管で起こったと思われるが卵管機能に問題のある症例は適応を検討する必要がある．

●

●

P－092 基礎体温で2相性を示した子宮外妊娠の一例

日本大学　医学部　産婦人科（駿河台日本大学病院）

加藤レディスクリニック

○丸山　　綾，長田　尚夫，清水　八尋

　山本　範子，永石　匡司，山本　樹生

　竹原　祐志，加藤　　修

●

　今回，基礎体温上2相性を示しているのにも拘らず妊娠を継続していた子宮外妊娠症例を経験したので報告す

る．症例は30歳，0回経妊．結婚歴3年不妊症にて前医通院中，最終月経平成17年4月8日より4日間，d24にて

排卵（基礎体温上）後高温相が持続，d38（5月15日）より低温相に移行，月経様出血（本人は月経と認識）が6

日間持続したが出血2日目（d39）の血中HCG一βが16mIU／mlであった為経過観察．同8日目（d45）125mlU／ml，

同11日目（d48）より再び高温相となったがHCG一βは275mIU／ml，同13日目（d50）820mIU／mlと徐々に上昇を

認めた．同18日目（d55）で子宮内に胎嚢を認めず（HCG一β1313mlU／ml），同日子宮内容除去術を施行したが病理

組織学検査にて妊娠組織を認めなかった．翌日より基礎体温は再び低温相となったがHCG一βは上昇（d57：1888

mIU／ml）した為，子宮外妊娠の疑いで当院に紹介となった．初診時所見：内診にて子宮は後傾後屈，やや腫大，硬

度軟，両側付属器触知せず，圧痛（一），ダグラス窩圧痛（一），膣分泌物は暗褐色中等量であった．超音波断層診断

にて子宮内に胎嚢を認めず，右付属器領域に径19Bx58mm大の胎嚢様所見を認めた．腹水は認めず．臨床症状を

認めなかった為入院管理となった．出血から23日目（d60）基礎体温は低温相であったが，　HCG一βは2570mIU／ml

と更に上昇を認めた為子宮外妊娠の疑いにて腹腔鏡検査を施行．腹腔内所見は，右卵管狭部に径約2cm大の腫瘤を

認めた為卵管線状切開にて腫瘤（妊卵）を除去した．病理組織検査にて同部での妊娠を確認した．術後HCG一βは

速やかに低下し術後経過も良好にて退院した．基礎体温が2相性を示す際は，妊娠は考慮しないのが一般的である

が，非定型的な経過を示した子宮外妊娠の一例である．

●

●
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P－093 妊娠6週以降になって卵管間質部に胎嚢が初めて確認され，

　　　　　MTXにより治療した子宮外妊娠の2症例

虎の門病院　産婦人科　○古屋　　智，関　美穂子，藤澤　佳子

　　　　　　　　　　　　山口　　隆，山城　千珠東梅　久子

　　　　　　　　　　　　加藤　賢朗

0

●

　一般に妊娠5週の終わりまでに子宮腔内に胎嚢が確認されない場合には子宮外妊娠を疑う．今回われわれは妊娠

週数が確定された症例において，妊娠6週以降に子宮腔内に胎嚢を認めなかったために子宮外妊娠を疑って腹腔鏡

検査をおこなったが妊娠部位が確定できず，その後のエコーにて卵管間質部に胎嚢が同定された2症例を経験した

ので報告する．

【症例1】33歳，2GOP，　Clomid妊娠（卵胞観察によって排卵時期は確定）．妊娠6週2日に子宮内に胎嚢が確認さ

れず，子宮外妊娠を疑われて紹介受診．即日にD＆C施行．翌日（6週3日）時点で血中hCG一βの低下傾向がなかっ

たため，腹腔鏡検査施行するも外妊娠部位s明．連日のエコー検査にて外妊部位は同定されず，さらにhCG一β上昇

傾向がみられたため，妊娠6週6日よりMTX投与開始（20mg／日・5日間）．妊娠7週2日時点で右卵管間質部に

初めて胎嚢様エコーを確認した．以降hCG一βは順調に下隆

【症例2】40歳，OGOP，　ICSI妊娠5週5日に子宮内に胎嚢が確認されず，子宮外妊娠を疑われて紹介受診．妊娠6

週0日にD＆Cおよび腹腔鏡検査を施行．子宮内容物に肉眼的に絨毛は確認されず．さらに腹腔鏡検査にても外妊

部位は同定されなかった．手術翌日，血中hCG一βが上昇しており，またエコーにて右卵管間質部に初めてGS様エ

コー像の出現を確認．右卵管間質部妊娠と診断し，MTX投与開始．以降hCG一βは順調に下降．

【結論】1）妊娠6週前半の子宮外妊娠症例（特に卵管間質部妊娠）における腹腔鏡検査では妊娠部位を同定しえな

い場合がある．2）卵管間質部妊娠において，エコーによる胎嚢の確認可能時期は子宮内妊娠に比して遅れる可能性

がある．3）早期（妊娠6－7週）に診断が確i定した卵管間質部妊娠症例の一部はMTXにより治療が可能と考えられ
た．

P－094 子宮外妊娠に対する非観血的治療の成績

● 北里大学病院　産婦人科　〇二井美津穂，川内　博人，石川　雅一

　　　　　　　　　　　　藤田　一一博，武井英理子，海野　信也

●

【目的】子宮外妊娠に対する治療は，従来，開腹手術や腹腔鏡下手術による観血的治療が中心であった．近年，経膣

超音波断層法とhCG測定法の進歩による早期診断が可能となり，待機的管理を含む保存的治療の有用性が認識さ

れつつある．今回，近年の当科における非観血的治療の成績について検討した．

【方法】対象は，当科で2000年1月から2003年12月までの間に診断，治療した子宮外妊娠ll5例である．このう

ち，緊急手術が必要な例，挙児希望のない例を除き，インフォームドコンセントを得られた80例に対して非観血的

治療を施行した．待機的管理の適応は，症状と血中hCG値の推移より判断した．その基準に適合しない症例に対し

てはMethotrexate（MTX）局注療法を施行した．

【成績】13例に待機的管理を施行し，67例に対しては経膣的MTX局注療法を施行した．待機的管理は20例中19

例（95％）で成功し，外妊は自然治癒した．MTX局注療法は103例中95例（923％）で保存的治療に成功したが，

8例には追加治療として腹腔鏡下手術が必要だった．

【結論】血中hCG値からみても比較的絨毛活性の高いと考えられる症例に対してもMTX単独での治療が可能であ

り，その有用性が確認された．

●
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P－095 胎芽心拍陽性の子宮外妊娠は卵管温存が可能か？

鹿児島大学病院　女性診療センター　○新谷　光央，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　時任ゆり，山崎英樹，堂地勉 ●

【目的】腹腔鏡下卵管線状切開術は卵管温存療法として有用な治療法であるが，血中hCGが1α0001U／L以上，また

は胎芽心拍陽性例は卵管切除が望ましいとする報告が多い．今回，われわれは患者の同意の下に，胎芽心拍陽性の

卵管妊娠例に腹腔鏡下卵管線状切開を試み若干の知見を得たので報告する．

【対象】症例は過去6年間に腹腔鏡下手術を行った105例のうち胎芽心拍陽性でかつ卵管線状切開を希望した6例

である．卵管温存できた4例（温存群）と出血が多く卵管切除に至った3例（切除群）について，妊娠週数・血中

hCG値・卵管長径などを比較した．

【成績】温存群および切除群で，平均妊娠週数；6w5d，8wld，術前平均血中hCG濃度；4325，11，0001U／L，平均卵

管長径；3．1，4．3cmであった

【結論】たとえ胎芽心拍陽性の卵管妊娠症例でも，血中hCG濃度が1万IU／L以下，妊娠週数が浅い症例では卵管

温存の成功率が高い．

●

●

P－096 子宮外妊娠管理におけるMTX療法と腹腔鏡手術の比較

鹿児島大学病院　女性診療センター　○宇都　博文，沖　　利通，中江　光博

　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　時任　ゆり，山崎　英樹，堂地　　勉

●

【目的】現在，子宮外妊娠治療の中心はMTX（methotrexate）療法と腹腔鏡手術である．今回，我々は，腹腔鏡手

術とMTX療法の功罪について検討した．

【方法】対象は，過去6年間に当科で治療を行った腹腔鏡下卵管線状切開45例（以下，腹腔鏡群）とMTX療法10

例（MTX群）である．両群とも治療適応は血中hCG＜10，0001U／L，心拍なし，腫大卵管長径く5cm以下とした．

治療後の妊孕性回復・術後QOLについて後方視的に検討した．　MTX投与法は原則として50mg／m2で単回投与と

した．

【成績】腹腔鏡群／MTX群それぞれで，治療時妊娠日数（日）59．3±252／54．2±165（NS），治療前血中hCG濃度

（IU／L）22845±30297／16244±173息8（NS），総入院期間（日）78±45／39．8±3仕3（p〈OOO1），月経再来までの日

数：43．1±22．1／68、0±23．9（NS），血中hCG正常化までの日数451±254／5＆8±462（NS），卵管腫大消失までの日

数0±0／543±332，治療後卵管疎通回復率91．1％（41／45）／90，0％（9／10）（NS）・後療法必要率89％（4／45）／400％

（4／10）（p＝OO288）・治療後下腹部痛出現頻度44％（2／45）／400％（4／10＞（p＝OOO76），妊娠率60．0％（9／15）／333％

（2／6）（NS），総医療費（￥）608，202／487，013（NS），であった．

【結論】線状切開法とMTX療法では，月経再来日数・卵管再疎通率・妊娠率に差は認められなかった．しかし，

MTX療法では，治療後の下腹部痛出現率が高い，総入院日数が長い，卵管腫大消失に時間がかかる特徴があった．

治療時の患者侵襲を避ける意味でMTX療法は優れているが，術後の患者QOLの点からは線状切開に劣る点が

あった．術後患者QOLを考慮したMTX適応を再検討する必要性がある．

●

●
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P－097　内外同時妊娠における外妊部位無水エタノー一ル局注の有効性と安全性

●

加藤レディスクリニック

　　　藤野婦人科クリニック

日本大学　医学部　産婦人科

○貝嶋　弘恒，渡邉

　瀬川　智也，勝股

　竹原　祐志，奥野

　寺元　章吉，加藤

　山下　直樹

　長田　尚夫

明
成
隆
修

芳
克

松浦　俊樹

末吉　智博

小林　　保

●

●

【目的】子宮外妊娠における無水エタノール局注の有効性については，47回不妊学会で発表した．今回同手技を用
いて内外同時妊娠に対し，その有効性，安全性を確認した．
【症例及び方法】33歳，当院体外受精にて分割卵2個を移植，妊娠4週0日血中βHCG88mIU／ml（以下単位省略）
5週0日βHCG4674経膣超音波にて子宮内に胎嚢3mm，左卵管内に胎嚢3．5mmが観察された．再現性確認のため翌
日診察，5週1日それぞれ4mmと45mm同部位に見られβHCGは6124と上昇した．患者の同意のもと経膣超音波
ガイド下23G針を用い，外妊部位に無水エタノール0．3ccを局注した．2時間後βHCGは，5984，24時間後6961，48
時間後7856であった．同手技における貝嶋らの基準，子宮内正常妊娠の血中βHCGのDoubling　timeを考慮し効果
判定とした．また，局注部位の形態も妊娠9週まで観察し，アルコール固定後の画像（超音波上高輝度の領域とし
て描出される）が変化しないことを確認した．経過は順調で，妊娠39週6日2946g男児を自然分娩した．新生児に
は異常は認められなかった．
【考察】当院判定日（妊娠4週0日）血中βHCG値からの外妊発生率，妊娠5週0日以降の胎嚢の実測値からの血中
βHCG値より内外同時妊娠を疑い，経膣超音波で診断，外妊部倖を無水エタノールにて局注径の半減期（貝嶋らの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単一胚移植を王体としているため，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このよっな症例はみられなく　　　　　　　　　　　　　　現在当院では，基準）を総合的に含め判断した．
なったが，複数胚移植を行う場合，常に多胎，さらには内外同時妊娠の可能性を疑う必要があり，血中βHCG値か
ら予想して早期診断が可能であれば，このような侵襲性の少ない手技で有効な治療が得られる．この手技は，47
回不妊学会発表時から，さらに症例数を伸ばし，より高い有効性，安全性を確認している．
【結論】内外同時妊娠における外妊部位の無水エタノール局注は有効であり，子宮内の胎児には影響せず安全である
ことが示された．

P－098卵管妊娠保存治療後不妊症例の子宮鏡・卵管鏡検査による卵管所見の検討

● 山王病院　リプロダクションセンター

山近記念総合病院　婦人科

○黒田　勇二，小林　善宗，岡村　恵子

　田畑　光恵，井上　正人

　本田　育子

●

●

【目的】卵管妊娠に対する保存療法が普及し，待機治療，MTX治療，腹腔鏡下卵管保存手術，開腹下卵管保存手術

の選択にはその予後をも考慮して決定すべきだろう．保存治療の卵管に対する影響を知るために，腹腔鏡検査治療

および腹腔鏡下卵管鏡検査を行い，卵管所見を検討した．

【方法】対象はH＆10～Hl75の期間で，卵管妊娠保存治療後不妊症例として腹腔鏡検査を施行したのは45症例で

あったが，31症例（31卵管）は腹腔鏡下卵管鏡検査が行えた．保存治療の影響として卵管閉塞，卵管周囲癒着の有

無を検討したが，卵管内所見としては明らかな異常すなわち予後に最も影響のあると考えられる卵管粘膜癒着

（mucosal　adhesions）and／or　1／3周以上の卵管粘膜嫉壁欠損（loss　of　mucosal　folds）の有無を検討した．

【成績】全体45例では卵管閉塞11例（244％），卵管周囲癒着は30例（66．6％）であった．卵管閉塞and／or卵管周

囲癒着のため14例は卵管鏡施行が不可能であった．卵管内所見のえられた31例（31卵管）では，卵管周囲癒着は

19例（613％）であったが，明らかな卵管内異常は5例（16．1％）にすぎなかった．保存治療別では，待機療法後の

卵管周囲癒着4a2％（6／13），卵管内異常は154％（2／13）で，以下同様にMTX治療後で600％（3／5）：2α0％

（1／5），腹腔鏡下保存手術後で625％（5／8）：0％（0／8），開腹下保存手術後で100％（5／5）：40D％（2／5）であっ

た．

【結論】卵管妊娠保存治療の問題点は術後卵管周囲癒着であり，卵管内異常の発生頻度は決して高くはなかった．し

かし，開腹下保存手術は，術後の卵管内外へのダメージが高率に発生していた．
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P－099 血管障害を伴う不育症　血圧脈波検査による検討

岡山大学　医学部　産科婦人科　○中塚　幹也，佐々木愛子，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　　野口　聡一，Chekir　Chebib，　Hao　Lin

　　　　　　　　　　　　　　　安達　美和，平松　祐司 ●

【目的】不育症の原因は多岐にわたるが，私達は，子宮動脈の血流に着目し，血管障害にともなう不育症という一群

があることを提唱してきた．抗リン脂質抗体症候群における凝固異常，血管障害は，流死産の原因となると考えら

れるが，原因不明の不育症においても，血管障害にともなう子宮血流循環の悪化は，流産，胎児発育遅延，胎児死

亡などに関与する可能性がある．最近，血圧脈波検査が動脈硬化の診断に使用され，軽度の血管内皮障害から動脈

硬化までの進展状況を評価可能となっている．そこで私達は不育症症例の血圧脈波を検討した．

【方法】不育症の153症例（うち，抗リン脂質抗体症候群102症例）を対象とし，不育症のない正常婦人66症例を

controlとし，同意のもと血圧脈波検査を施行した．

【成績】進行した動脈硬化の指標であるAnkle　Brachial　Index（ABI）値は，不育症群，　control群とも正常値で有意

差はなかった．しかし，動脈壁の硬さの指標である脈波伝播速度（PWV）は，不育症群で1，143±115（mean±S

D．）cm／sec，　control群で1，088±105cm／secであり，不育症群で有意に高値であった．血管内皮機能障害の指標で

あるAugmentation　Index（AI）も，不育症群で225±1712（mean±SD．）％，　control群で一673±1517％であ

り，不育症群で有意に高値であった．不育症群のうち抗リン脂質抗体の検出されない症例のみで検討しても，PWV

値は1，133±101cm／sec，　AI値は一74±1994％であり，　control群に比較して有意に高値であった．【結論】不育症

においては，抗リン脂質抗体症候群以外にも血管内皮障害を伴っている一群が存在し，抗凝固療法や血管保護療法

が有効である可能性がある．また，不育症の治療が終了しても，動脈硬化のハイリスク群としても注意する必要が

あると考えられる．

P－100　　　当院不育症患者における抗リン脂質抗体検査についての検討

●

●

英ウイメンズクリニック　○松永　雅美，後藤　　栄，渡部　純江

　　　　　　　　　　　　苔口　昭次，塩谷　雅英

●

【目的】抗リン脂質抗体症候群は不育症の主な原因の1つである．Sapporo　criteriaに挙げられている抗リン脂質抗

体症候群の検査項目は抗カルジオリピン抗体（抗CL抗体〉とループスアンチコアグラント（LAC）であるが，初

期流産を繰りかえす不育症患者におけるこれらの陽性率は低い．近年，その他の抗リン脂質抗体として抗フォス

ファチジールセリン抗体（抗PS抗体），抗フォスファチジールイノシトール抗体（抗PI抗体）や抗フォスファチ

ジールエタノールアミン抗体（抗PE抗体）が報告されている．そこで今回，流産を繰り返している患者における

各種の抗リン脂質抗体検査陽性率につき検討したので報告する．

【対象】2004年4月から2005年3月までに当院を受診した患者のうち，2回以上の流産歴があった54例のうち，抗

リン脂質抗体として，抗CL抗体，　LAC，抗PS抗体，抗PI抗体，抗PE抗体，第12因子，　CL一β2GPIを検査した

41症例を対象とした．

【結果】41例中32症例（78％）に少なくとも1種類以上の抗リン脂質抗体陽性を認めた．3回以上の流産の既往が

ある症例に限るとその陽性率は85％（12／14症例）に達した．その内訳はLAC陽性0例，　CL一β2GPI陽性0例，抗

CL抗体，抗PS抗体陽性12例，抗PI抗体陽性10例，抗PE抗体陽性21例，第12因子異常2例であった．今回の

検討では保険の適応があるLACや，　CL一β2GPIの陽性例は無く，保険適応外の項目での陽性検出率が高かった．

【結論】流産を繰り返している患者における抗リン脂質抗体陽性例は78％と高率であった．しかしSapporo　crite・

riaの項目での陽性例は少なく，抗PE抗体等のリン脂質抗体検査を積極的に実施することは有意義であると考え

られた．

●

●
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P－101習慣流産患者における抗CL／β2－GPI抗体陽性例での補体の変動について

日本大学　医学部　医学科　○佐々木重胤，中澤　禎子，山本　樹生

●

●

　抗リン脂質抗体は抗体の認識する部位の研究が進められβ2－GPI，　Prothrombin，　Kininogenなどが知られるよう

になった．抗リン脂質抗体の作用機序としては凝固に関するものが主体で，不育症領域では，絨毛に関するものが

報告されてきた．しかし，最近，抗リン脂質抗体の作用機序として抗リン脂質抗体が胎盤で補体を活性化させ，胎

盤の障害を生じ，流産・胎児死亡を生ずるという所見が動物実験で報告されてきた．今回　習慣流産患者における

抗リン脂質抗体の補体活性化の関与を知るべく，習慣流産患者において抗CL／β2－GPI抗体の陽性例での補体の変

動を検討したので報告する．

【対象・方法】習慣流産患者32名とし抗CL／β2－GPI抗体および補体CH50，　C3，　C4の検討を行った．

【結果】抗CL／β2－GPI抗体は4例が陽性であった．補体の変動はCH50で陽性群39．0±55U／ml，陰性群で40±148

となり，C3では陽性群5＆5±367mg／dl，陰性群で763　±245となり両者間に有意な差を認めなかったが，1例

C3の著明な低値を示す症例があった．　C4では陽性群で26、7±17mg／dl，陰性群で203±55となり陽性群で高値を

認めた（p＝0028）．

【結論】習慣流産患者において抗CL／β2－GPI抗体の陽性例で補体値が変動することが判明した．

●

P－102 夫リンパ球注入療法が無効な原因不明習慣流産の妊娠成功例

● 鹿児島大学病院　女性診療センター　○沖　　利通，中江　光博，山崎　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　俊彦，宇都　博文，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　儀保　晶子，時任　ゆり，堂地　　勉

●

【目的】習慣流産の原因は多岐にわたり治療法もある程度確立している．しかしながら，その病態に関しては不明な

部分も多く，病態に即したEBMのある治療法選択されているとは言い難い．今回我々は，原因不明の習慣流産に

夫リンパ球注入療法を行ったが流産を繰り返し対応に苦慮した症例を経験し，若干の知見を得たので報告する．

【症例】症例は29歳，10経妊2経産である．原発性習慣流産で99／07初診．原因不明のため夫リンパ球注入療法を

99／10～00／01　6回行うが皮内反応減弱なくで中断．00／2月　タイミング法で妊娠。切迫流産で入院．血中proges－

terone（以下，　P4）33ng／mlのため補充（筋注）．00／9／1336w3dで分娩PIH（一），2270g女児出産．02／3特

に治療なく妊娠し02／9／13　39wでPIH（一），2810g女児出産．03／6　挙児希望で来院．05／4　妊娠反応陽性，性

器出血少量　hCG値正常　血中P457ng／mlのためP4補充を8wまで行い，現在18wで経過良好．

【考察】本症例の特徴は妊娠7週以内の初期の反復流産hCG分泌は正常であったが，凝固・線溶系・免疫系の検査

でも正常であった．プロゲステロン分泌不全があり補充により流産を免れた可能性が高い．

【結論】黄体補充も習慣流産に有用である可能性が改めて示された．

●
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P－103 当院における不育症に対するリンパ球免疫療法の13年間の検討

慈恵病院　産婦人科　○小山　伸夫，蓮田　　健，蓮田　太二

【目的】当院における原因不明の不育症に対するリンパ球免疫療法の有効性，安全性について検討した．

【方法】平成3年8月から平成16年までの13年間に当院を受診した反復，習慣流産患者に対してHSG，染色体検

査，抗リン脂質抗体等不育症の一般検査を行ない，その結果原因不明で，抗リンパ球抗体試験が陰性かつ夫に感染

症がない夫婦を対象にリンパ球免疫療法を施行し，同試験が陽転するまでリンパ球の接種を続けた．

【結果】染色体検査，抗リン脂質抗体等不育症の検査が正常な42例に夫リンパ球の移入による免疫療法を施行した．

42例中30例に32回妊娠が成立し，25妊娠が分娩または妊娠22週以上の妊娠継続例であった．その妊娠継続率は

774％（25／32）であった．このうち習慣流産，反復流産の妊娠継続率は各々6＆8（11／16）％，875（14／16）％で

あった．流産した既往歴で流産した週数とリンパ球免疫療法による妊娠継続率との関係ついても検討した．出生し

た児22名の性別は男10名，女12名で，その平均体重は2840gであり，そのうち5名（227％）は低出生体重児で

あった．また1名に18trisomyを認めた．

【結論】本研究において当院における不育症に対するリンパ球免疫療法の有効性についてはリンパ球免疫療法をし

ていない対照症例の成績がなく判定は困難であるが，通常初回妊娠の流産率が約15％であることを考えると反復

流産の成績は良好であった，また習慣流産に対するリンパ球免疫療法の成績は反復流産のそれより低下した．更に

リンパ球免疫療法による被接種者の合併症は認められなかった．

●

●

●

P－104 不育症に対する免疫療法の再評価

群馬大学　医学部　産科婦人科　○伊藤　理廣，五十嵐茂雄，岸　　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　峯岸　　敬

●

【目的】近年不育症の原因として抗フォスファチジールエタノールアミン抗体などの抗リン脂質抗体や凝固第XII

因子欠乏症が注目され，当院の症例でも60％の症例がこれに該当した．しかし他の原因も診断されない原因不明の

症例もある．当院では不育症夫婦に対してリンパ球混合培養試験を行い，そのBEが20％未満の症例を免疫療法の

適応としてきた．免疫療法として従来夫リンパ球による免疫療法を行ってきたが，FDAの勧告以降中止し，　OK432

による免疫療法に切り替えた．今回この両者の有効性を比較した．

【方法】当院にて流産回数2回以上で不育症外来受診した患者のなかで，リンパ球混合培養のBEが20％未満の症

例を対象とした．抗リン脂質抗体症候群は除外した．患者夫婦に対しては十分なインフォームドコンセントのもと

におこなわれた．2000年までに受診した症例に対しては夫リンパ球皮下接種による妊娠前4回の事前免疫と妊娠

後2回の追加免疫を行った．2000年以降は妊娠判明時と2週間後の計2回OK432を1回あたり0．1KE皮下接種に

よる免疫を行った．

【成績】夫リンパ球の妊娠継続は35症例中23例で奏効率65．7％，OK432による免疫療法は12例中9例で奏効率

75％であった．3回以上流産に限定すれば夫リンパ球17／20（85％〉，OK4327／10（70％）であった．両者の有効率

に統計学的有意差は見られなかった．また，両治療で副作用のみられたものはなかった．

【結論】原因不明の不育症に対して，免疫療法は有効であり，OK432は夫リンパ球療法の代替治療になると考えら

れた．

●

●
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P－105 　　原因不明習慣流産に対する夫リンパ球免疫療法は

Th1／Th2バランスにおいてTh2優位の状況を誘導する

新潟大学　医学部　産婦人科

新潟市民病院　産婦人科

○大木　　泉，高桑　好一，横尾　朋和

　田中　憲一・

　田村　正毅

●

●

【目的】近年，妊娠維持と免疫反応に関して，Immunotrophism（胎児（父系）抗原の認識着床局所でのサイトカ

イン産生などが妊娠維持に有利であるという理論）が注目され，特に妊娠の免疫的維持には1型ヘルパーT細胞

（Th1，細胞性免疫を誘導）に対し，2型ヘルパーT細胞（Th2，液性免疫を誘導）が優位になることの重要性が指摘

されている．一方，原因不明習慣流産症例に対し有効とされる免疫療法の作用機序に関して，Th1，　Th2細胞系に与

える影響が推察されるが十分には解明されていない．そこで免疫療法に伴うヘルパーT細胞群（CD4陽性細胞，

Th1細胞，　Th2細胞）の変動を解析し，免疫療法の作用機序を解明することを目的とした．

【方法】当科不育外来で管理した原因不明習慣流産（3回以上の反復流産）症例52例を対象とした．免疫療法の適

応は，一般的原因検索により原因不明であり，遮断抗体活性（夫婦間リンパ球混合培養抑制試験により測定）が陰

性であることである．これらの症例に対し夫リンパ球による免疫療法を行った．Th1細胞，　Th2細胞は末梢血リン

パ球をPMA（phorbol　myristate　acetate）により刺激細胞質に発現したIFN一γIL4をthree　color且owcytometry

により検出し，IFN一γ陽性IL4陰性細胞をTh1，　IL4陽性IFN一γ陰性細胞をTh2とした．これらの検索を免疫療法

施行前，施行後に行い変動を解析した．いずれもInformed　consentを得て行った．

【成績】免疫療法施行前のTh1／Th2比は14、0±721，免疫療法後は11．7±526であり有意の低下をみとめた（Paired

T－Test）．また，　Th2細胞の比率が有意に上昇した．　CD4陽性細胞は有意の変化は認められなかった．

【結論】原因不明習慣流産に対する免疫療法に伴い，Th2細胞系が優位となることが観察され，免疫療法の作用機序

のひとつと考えられた．

●

P－106 原因不明習慣流産に対する免疫療法の効果と，HLADR抗原系の

夫婦間類似性との関連性に関する検討一PCR－RFLP法による解析一

新潟大学　医学部　産婦人科

新潟市民病院　産婦人科

○高桑　好一，横尾　朋和，大木　　泉

　田中　憲一

　田村　正毅

●

●

【目的】妊娠の免疫的維持機構に関して，母体の胎児抗原に対する積極的な免疫応答の重要性が指摘され，原因不明

習慣流産（以下習流）の原因として免疫的妊娠維持機構の破綻が推察されている．その背景として，患者夫婦のHLA

抗原の類似性が指摘されており，われわれはClass　II抗原系に有意の類似性が存在することを報告してきた．一・方，

原因不明習慣流産に対する免疫療法の有効性が指摘されているが，その効果とHLA抗原の類似性に関する報告は

あまり認められない．今回はその関連性を検討することを目的とした．

【方法】当科不育外来で管理し，夫リンパ球による免疫療法を施行した原因不明習流夫婦63組を対象とした．HLA

－DRの遺伝子型，抗原型についてはPolymerase　chain　reaction－restriction　fragment　length　polymorphism（PCR

－RFLP）法により型を決定した．コントロールとして正常分娩を2回以上経験し流産歴のない夫婦72組について検

索した．夫婦間のHLA抗原系の類似性については，妻から夫HLAをみて，不適合である遺伝子型および抗原型の

数を判定し，患者群およびコントロール群間で比較した．いずれの検討もインフォームド・コンセントを得て行っ
た．

【成績】習慣流産症例の中で免疫療法成功例（55例）におけるHLA－DRの不適合遺伝子型数は1．51±0β3，不成功例

（8例）においては1．13±α64，コントロール群においては1．64±056であった．不成功例における不適合遺伝子型数

がコントロール群に比較し，有意に低値であった（p＜α05，unpaired　t－test）．

【結論】原因不明習流症例で免疫療法不成功例では夫婦間のHLA　CIass　II抗原系の類似性がより高い可能性を指摘

した．
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P－107 　　　　甲状腺機能低下による不育症の

妊娠時甲状腺ホルモン必要量についての検討

長崎大学　医学部　産婦人科　○井上　統夫，池野屋美智子

　　　　　　　　　　　　　　北島　道夫，石丸　忠之 ●

【目的】甲状腺機能低下症は，不育症原因の一つであり治療は不可欠である．Subclinical　hypothyroidismと云われ

る病態においてもTSHを指標にして管理することが重要であることを以前我々は報告している．このような不育

症患者で，甲状腺機能正常化後妊娠を許可すると，妊娠成立後に甲状腺機能の再低下をきたし，補正が必要となる

例をしばしば経験する．そこで我々は妊娠に際しての甲状腺ホルモン必要量について検討することを目的とした．

【方法】不育症外来を受診し，説明と同意のもと精査後，甲状腺機能低下と診断された患者で，治療後に妊娠し，そ

の転帰が明らかである13例（17妊娠）を対象とした．妊娠許可前にTSHを指標としこれが正常化するように甲状

腺ホルモン剤（T4剤）を投与した．妊娠後は継続的にFreeT3，　FreeT4，　TSHを計測し，ここでもTSHが正常範囲

となるようにT4剤を25μgずつ増量しコントロールした．コントロールに要したT4剤の量および増量時期につい

て検討した．

【成績】妊娠転帰は17妊娠中4妊娠（235％））が流産となった．最終的に生児獲得することができたのは13人中10

人（769％）で，そのうち8人（80％）で妊娠中にT4投与量を増加する必要があった．　T4増量割合は，妊娠前投

与量と比較して平均235倍であった．T4投与量の増量が必要であった例での増量時期は，平均妊娠1仕4週であっ
た．

【結論】甲状腺ホルモンを適切に投与することで，多くの例で生児を得ることができた．8割で妊娠を契機に甲状腺

ホルモンの必要量が増大していた．また半数で妊娠第1三半期に，残りの半数で妊娠第2三半期に甲状腺ホルモン

剤を増量していたが，それ以後は増量する必要は認めなかった．甲状腺機能低下の不育症患者に対してのTSHを指

標とした甲状腺ホルモン剤投与は有用であり，また妊娠中もきめ細かな甲状腺機能の補正が必要である．

●

●

P－108 同種免疫異常不育症に対する柴苓湯療法の有効性

医療法人假野クリニック　○假野　隆司，古殿　正子

　　醍醐渡辺クリニック　　森　　崇英

大阪医科大学　産婦人科　　後山　尚久，植木　　實

●

【研究目的】抗核抗体（ANA），抗カルジオリピン抗体（ACA）陽性同種免疫異常不育症には適応となる免疫抑制

と免疫刺激作用を同時に実現する治療法は西洋医学には存在しない．それらの症例に柴苓湯療法を行ない柴苓湯の

同種免疫異常不育症に対する有効性を検討した．

【対象と方法】検査，治療はその主旨，意義を説明し同意を得たうえで行なった．夫婦の染色体異常，妻の甲状腺機

能異常，子宮形態異常が否定された三回以上の初期流産の既往を有する原発性不育症総計441例をANA，　ACA

陽性非同種免疫異常不育症（一群），ANA，　ACA陽性同種免疫異常不育症（二群），リンパ球移植無効同種免疫異

常不育症（三群）に分けて自己免疫異常不育症への有効性が明らかになっている柴苓湯療法（三群はリンパ球移植

併用療法）を行い，妊娠率，流産阻止率を検討した．同種免疫異常はHLA　class　II抗原sharing　2個以上ないし夫

固有同抗原2個以下でリンパ球混合培養試験抑制効果＋22％以下を満たす症例とした．

【結果】流産阻止率はそれぞれ642％，68n％，667％であり，　ANA，　ACA陰性同種免疫異常不育症に対するリン

パ球移植の生児獲得率7＆7％と有意差がなかった．

【考察】以上の結果より，柴苓湯は自己免疫異常不育症のみならず自己免疫異常・同種免疫異常合併不育症，リンパ

球移植無効同種免疫異常不育症にも有効であることが明らかになった．その有効性機序はBリンパ球ではなくT

リンパ球依存性の免疫許容機構によって議論されるべきであろう．

●

●
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P－109 不育症に対する低用量アスピリン療法の効果に関する検討

九州大学大学院　医学研究院 生殖病態生理学　○内田　聡子，田中　義弘，城戸　裕子

　　　　　　　　　梅崎　美奈，中村　博子，野崎　雅裕

●

●

　抗リン脂質抗体が反復流早産，原因不明の子宮内胎児死亡，子宮内胎児発育遅延，重症妊娠中毒症などの原因と

なることはよく知られており，凝固系への障害作用や着床時の絨毛細胞に直接細胞障害作用を及ぼして着床障害の

原因になると考えられている．抗リン脂質抗体には保険診療で測定が認められていないものが多く，不育症の患者

に抗リン脂質抗体症候群を疑っても，検査・診断に苦慮することがしばしばである．今回，当科不妊外来を受診し

た挙児希望のある不育症の患者に対して低用量アスピリン療法を行い，この2年内に妊娠が成立した11例につい

て検討を行った．初診時の平均年齢は325歳，治療前の平均妊娠回数は4．5回，平均分娩回数は0．7回であった．抗

カルジオリピン抗体陽性例が1例，LAC陽性例が2例，いずれも陰性であった例が8例であった．患者の同意を得

て，妊娠前，もしくは妊娠判明時より低用量アスピリン81mgを連日投与した．11例中1例は妊娠10週で胎児心

拍が消失し，1例は妊娠12週で受診がなくなり帰結が不明，1例は妊娠継続中で，8例で生児を獲得し，その中で

6例は正期産，2例は早産で，その中の1例は品胎の第3児のIUGRによる選択的帝王切開分娩で，1例は双胎の1

児に高度変動一過性徐脈のため緊急帝王切開分娩となった．経過中に妊娠中毒症となった例はなかった．不育症の

診療において抗リン脂質抗体の測定は不可欠であるが，保険診療で認められた抗カルジオリピン抗体，抗核抗体，

LAC陽性例のみならず，陰性例でも反復流早産患者に対して，低用量アスピリン療法は効果的であると考えられ
た．

●

P－110 染色体転座をもつ習慣流産夫婦に着床前診断は有用か

● 東海大学　医学部　専門診療学系　産婦人科　○杉　　俊隆

●

●

　不育症夫婦のいずれかに染色体異常が見い出された場合，それが過去の流産の原因であると盲目的に信じられて

いる傾向がある．染色体転座のある不育症夫婦に対して着床前診断を施行すれば全てが解決するという発想は，そ

の前提の上に成り立っている．従って，もしその大前提が否定されれば，着床前診断は不育症の解決法としては絶

対的なものでは無くなる．夫婦染色体異常における理論的流産率はロバートソン転座で4／6（67％），相互転座で2／

4（50％）と言われている．しかしながら，本当に実際に染色体転座をもった不育症患者夫婦の次回の妊娠成功率が

理論値と同様なのかについては，不明であった．むしろ，習慣流産夫婦において染色体の異常が流産の原因になり

得るかについては，否定的な結果が最近相次いで報告されている．我々は，当院不育症外来で夫婦何れかに染色体

転座の見い出された28組の夫婦についてインフォームドコンセントを得た上で検討したところ，17組（60．7％）に

染色体以外の異常を認めた．その内訳は，相互転座23組中15組（652％），ロバートソン転座5組中2組（40％）

であった．異常の種類としては，抗phosphatidylethanolamine抗体9例，抗cardiolipin抗体または抗phosphatL

dylserine抗体7例，第XII因子欠乏症5例，プロテインS欠乏症4例，プロテインC欠乏症1例，単角子宮1例で

あった．2組の夫婦は3つの異常を合わせ持ち，6組の夫婦は，2つの異常を合わせ持っていた．以上の結果より，

はたして染色体転座が本当に過去の流産の主原因であったのか，疑う必要がある．少なくとも，着床前診断が金科

玉条の解決法であるとは考えにくく，抗凝固療法などとの組み合わせも検討すべきであろう．
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P－111 不妊治療の動因に関する一考察

医療法人三慧会　IVFなんばクリニック

医療法人三慧会　IVF大阪クリニック

○井上かおり，橋本　　周，園田　桃代

　村田泰隆奥　裕嗣，森本義晴
　村田　朋子，杉原　研吾，永田　文江

　中岡　義晴，福田　愛作

■

【目的】不妊治療は身体的，精神的負担の他に時間的，経済的制限など様々な忍耐が強いられる．これら治療に付随

する多大な苦痛にも関わらず，不妊治療を選択する人は多い．不妊治療は一般的に，一旦踏み込むと容易には終了

できないと言われている．患者は治療に関わる事柄に一喜一憂し，予期不安に苦しみ，結果に傷つきながら治療経

験を重ねていく．その背景は母性，父性といった原始的な本能に集約され得るものではなく，対人関係や社会観念

などに影響される自利的，他利的その他，様々な動因が存在する．そこで本研究では，不妊治療の動因の所在を探

る事を目的にアンケート調査を実施した．

【方法】心理面接における患者の語りを基礎に23項目の動因を作成し，内容から個人，他者，社会の3つの動因に

下位分類した（項目数はそれぞれ11，6，6）．各項目について「そう思わない」から「そう思う」の5段階で回答

を求め，更に治療動機を自由に記述する枠を設けた．

【対象】当院で治療中の不妊症カップル600名に調査票を配布（265名回答，回収率44％），欠損値を含むものを除

いた250名（女性168名，男性82名）の回答を対象に治療動因の分析を行った．

【結果と考察】各動因の平均値は，個人動因449±a48，他者動因22B±5．02，社会動因1a2±570で，個人動因が治療

の主たる原動力となっていた．又，近親者が及ぼす影響と比べ，社会的価値観などによる動因は低値であった．更

に性差，治療年数，治療段階の項目別比較においても，全項目でほほ伺様のプロフィールを示した．以上の結果か

ら不妊心理面接では，他者動因，社会動因を周辺に捉えながらも男女の存在意義を生殖能力や母性に置く視点を外

し，個人の動因を表現，整理する場を提供する事，及び患者の不妊に関する経験，情緒を認め，個人が主体的に判

断行動する力を引き出す過程を支える事が重要であると思われる．

P－112 不妊患者の精神的負担に対する看護師外来の意義

●

●

キネマアートクリニック　○岡村　和江，菅　　睦雄，田宮　　親

東邦大学　医学部　第1産科婦人科 安部　裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕

塩川　素子，祖母井　英，高梨　安弘

久保　春海

●

　平成14年のARTにおける83β51周期にも及び出生児数は15223人と日産婦学会で報告している．生産率は
18％で，残りの8割強が挙児を得ることができずに悩み苦しんでいる．身体的，精神的，経済的，時間的負担など
が考えられている．当院では，受療者側と我われ医療側が，一体となって二人三脚を組んでゴールを目指すという
「フレンドリーアート」を心がけており，身体的負担には，内服剤を主体としたMOS（Minimal　ovarian　stimulation）

で対応している．時間的負担に対しては診察時間の延長などで，経済的負担はARTへの費用の軽減をはかってい
る．精神的負担に対してはホームページ（HP）の掲示板やメールの活用内容などを踏まえ，平成15年4月より不
妊コーディネーターによる看護師外来を設け，どのような対応が望まれているかについて若干の知見を得たので報
告する．

【方法】看護師外来で面談を行った中でインフォームドコンセントを得て無作為に抽出した80組へのアンケート調

査，平成17年の看護師外来の面談内容，ホームページの掲示板内容，なんでもノートからの受療者サイドの悩みな
どの問題点を種々の角度で検討を加えた．

【結果】アンケート結果からは，63％が医師との会話を望んでおり，看護師には40％が精神的ケアを，患者間では

70％がお互いでの支援を求めていた．看護師外来では妻の平均年齢が35⑨歳で若い夫婦ほど同伴で受けるものが
多かった．精神的な悩みによる相談はわずか10％ほどで，その殆どが治療方針の説明であった．しかも，治療がス

テップアップ時に多く，人工授精から体外受精のときが53％であった．
【考察】特に看護師外来は，受療者側の治療過程の理解を深め，ポジティブ思考で臨むことができるようになり有用

な方法と考える．また，受療者側同士は掲示板などを通し互いに励まし合っている様子が窺え，精神的負担の軽減
に繋がることが示唆された．

●

●
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P－113 不妊看護のための患者ニーズ実態調査

岡山二人クリニック　○定本　幸子，大月　順子，杉山喜代美

　　　　　　　　　　吉岡奈々子，羽原俊宏，林　伸旨

●

■

●

●

【目的】不妊医療における看護師の役割は重要であり，患者ニーズを把握した看護を提供する必要がある．当院の現

状を把握するためアンケート調査をおこなった．

【方法】H15年10月からH17年4月の当院初診患者933名のうち，　H17年5月に通院中の212名を対象とし，個人

情報管理下に無記名アンケートを実施した．なお質問表は当日回収し回収率100％であった．

【成績】初診時の患者満足度は，医師のみ説明（医師群）では，満足204％，ほぼ満足36．7％，まずまず347％，や

や不満仕1％，不満20％で，医師＆看護師で説明（医看群）では，満足36．1％，ほぼ満足41．1％，まずまず1仕5％，

やや不満25％，不満1．3％であった．満足以外の回答理由は，「もっと話を聞いて欲しかった」医師群33．3％，医看

群1α8％で，「説明内容が理解できなかった」医師群2＆2％，医看群1＆8％であった．また「通院中の疑問や不安が

解消できているか」の設問に対し「いいえ」の回答者が29．7％を占め，この回答者の当院通院期間は，6～12ヶ月

317％，1ヶ月未満19％，1～3ヶ月19％であった．「いいえ」回答者の今後の希望（複数回答）は，「話したいときに

話せる場所と時間の設定」397％，「心理面のサポート」365％，「実際の治療計画の説明」30、1％，「検査治療の振り返

り」270％，「ステップアップごとの相談」222％などであった．一方，「通院中の疑問・不安が解決できているか」の

「はい」回答者6仕0％においても「ステップアップごとの相談」293％，「実際の治療計画」243％，「話したいときに

話せる場所と時間の設定」214％，「治療の不成功時」20．0％，「心理面のサポート」2α0％であった．

【結論】初診説明に看護師が加わることで患者満足度は増加していたが，「もっと話を聞いて欲しい」という意見が多

かった．今回の通院患者ニーズ把握を，説明方法や内容の改善だけでなく心理的サポートなど今後の看護提供に反

映させたい．

P－114 　　不妊治療受診者への心理的支援の検討

一不妊治療中の女性に対するニーズ調査から

大阪府立大学　看護学部　○中山美由紀

国立精神・神経センター　精神保健研究所

　　　　　　　　　北里大学　看護学部

　　　　　　　北里大学病院　産婦人科

小泉　智恵

上澤　悦子

中村　水緒，遊佐　浩子，川内　博人

●

●

【目的】急速な高度生殖補助技術の進歩に伴いその適応が拡大されている一方，治療過程で患者とその家族に生じて

くる身体的心理的社会的ストレスが問題になってきている．これらに対して，ストレスをマネージメントする複合
家族心理療法の必要性がある考え，ストレスマネージメント教室に対するニーズを明らかにするために調査を実施
した．

【方法】協力施設の倫理審査の承認を受け，不妊治療の目的で外来に通院中の女性に対して質問紙記載を診察待ち時

間に口頭で依頼し，郵送法及びその場で回収可能なものについては研究者が直接回収した．調査協力者は63名で
あった．

【結果】対象者の年齢は35－39歳41．3％，30－34歳3軌7％であった．実施施設外来での通院期間は平均247ヶ月で

あった．教室が「あるとよい」と答えたものは81％，「どちらでもよい」は19％，「なくてもいい」と答えたものはい

なかった．教室に「参加したい」「機会があれば参加したい」と無回答を除くと全員が回答していた．教室の内容の

希望として，多いもの順に「治療体験者との話し」6＆3％，「治療過程の思い」651％，「治療に自己決定」429％であっ
た．

【考察】対象者の8割以上が教室を希望しており，ほぼ全員が参加したいと考えていることが調査から明らかになっ

た．このことは不妊治療をしている患者は，何らかのストレスを抱えていて，それを軽減する方法を知りたい，行
動を起こしたいと考えていることが伺える．特に内容としてニーズのある「治療過程の思い」「治療の自己受容」は，

不妊治療を受けている患者の複雑な心理過程を援助するために重要である．ストレスマネージメントに関する心理
教育的介入を行うことにより，不妊の受容，効果的な夫婦間のコミュニケーションにより，精神的健康度は上昇す
ることが考えられる．私達はストレスマネージメント教室を現在実践している．
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P－115 不妊医療登録施設における情報提供・説明の実施状況　第1報

　　　　　く情報提供・説明と看護者の役割〉

兵庫県　健康生活部　健康局健康増進課　兵庫県不妊専門相談嘱託

　日本看護協会　神戸研修センター　不妊看護認定看護師教育課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　看護学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本ウィメンズクリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ記念病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西垣ARTクリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険群馬中央総合病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立中央市民病院

○橋村　富子

　柴田　文子

　坂上　明子

　福田貴美子

　吉川　典子

　小池　弘子

　岡崎　友香

　熊谷　　恵

【目的】不妊医療の場での情報提供の状況を明らかにする．
方法と対象】調査研究．郵送で自作質問紙に記入を依頼し，郵送で回収．対象：不妊医療の登録施設479施設の看

護者．内容：不妊医療での情報提供とインフォームド・コンセントの実際等．調査期間：2003年10月～12月，倫
理的配慮：調査の主旨，匿名性の確保，研究発表・報告の予定について文書で説明し同意を得た．
【結果】回答数は206（43％）で有効回答数204．所属施設は一般病院（36％），特定機能病院（26％），診療所（17％），
不妊専門診療所（17％）であった．回答者の職種は助産師（47％），看護師（47％），その他（5％）であり，その他
は臨床検査技師や事務職であった．月間平均数で最も行われていたのは夫婦間人工授精で，体外受精月間10件以上
は71施設であり，顕微受精月間10件以上は56施設であった．施設における治療の説明は，医師からはステップ
アップ時7＆4％，希望時7＆4％が多く，説明を受ける対象は833％の施設が受診した妻または夫であった．診察室
以外での情報提供は認定以外看護職（495％），医師（4＆6％），認定看護師（279％）であった．医師や看護職以外
の職種の説明時，看護職の同席は5α5％の施設で，その役割は患者の反応の観察が最も多く，次いで患者の質問へ
の対応であった．また看護者が医療に関する説明等を実施しているのは101施設で，説明内容が決まっている施設
1ag％，大体決まっている426％，ほとんど決まっていない129％，すべて個別の説明3α7％であった．説明時の
媒体や資料の使用については，いつも使用する施設は26％であった．情報提供・説明の場所は外来の個室が最も多
く422％，次いで外来のコーナー368％であった．
【考察】看護者が情報提供・説明に関わっていない施設も多いが，関わる意義を認識できるような働きかけが必要で
ある．

P－116 不妊医療登録施設における情報提供・説明の実施状況　第2報

　　　　　　　　　　　く看護者の実施と意識〉

●

●

●

●

日本看護協会 神戸研修センター　教育研修部
　　　愛知医科大学　看護学部

蔵本ウィメンズクリニック
　　　　　トヨタ記念病院

　　西垣ARTクリニック
社会保険群馬中央総合病院
　　神戸市立中央市民病院

○柴田　文子
　坂上　明子
　橋村　富子
　福田貴美子
　吉川　典子
　小池　弘子
　岡崎　友香
　熊谷　　恵

【目的】不妊医療の場での情報提供の状況を明らかにする．
【方法と対象】調査研究：郵送で自作質問紙に記入を依頼し，郵送で回収対象：不妊医療の登録施設479施設の看
護者．内容：不妊医療での情報提供とインフォームド・コンセントの実際等．調査期間：2003年年10月～12月，
【倫理的配慮】調査の主旨，匿名性の確保，研究発表・報告の予定について文書で説明し同意を得た．
【結果】回答数は206（43％）で有効回答数204．所属施設は一般病院（36％），特定機能病院（26％），診療所（17％），

不妊専門診療所（17％）であった．回答者の職種は助産師（47％），看護師（47％），その他（5％）であり，その他
は臨床検査技師や事務職であった．看護職が行った情報提供・説明の対象は妻が59％であり，場所は外来個室や診
察室など比較的プライバシーが保護される場所は557％であった．説明時間は15分以内が62B％，15分から30
分229％，30分以上142％であった．患者の反応はたくさん質問があった24．1％，少し質問があった691％，黙っ
て聞いていた64％であった．回答者（看護師）の働きかけは，積極的に働きかけた，質問を促した159％，理解の
確認をした34B％であり，質問を待った10．4％，刺激しないようにした1α6％であった．患者への有益性では説明
が患者にとって有効的であったと考えるかについては，そう思う453％，少しはそう思う396％，どちらとも言え
ない144％，全く思わない07％であった．患者の質問・意見表明は各項目についての患者の意見表明で，かなり述
べた，少し述べたを合わせた割合は，検査や治療への思い676％，治療の方向性61．7％，治療の時期53％，治療費
用397％，副作用34．4％，周囲の人間関係271％であった．
【考察】看護者の中には自らの働きかけに懐疑的な者もいるが，患者は看護者への説明機会を有効に活用していると
考えられる．

●

●
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P－117 愛知県不妊専門相談センターにおけるホームページでの情報提供

●

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学／

　　　　　　　　愛知県不妊専門相談センター　○原田　統子，佐藤　博子，岸上　靖幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，下村　裕司，柴田大二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬　　明，安藤　寿夫，吉川　史隆

●

●

●

【目的】不妊専門相談センターは国の施策により各都道府県に設置され不妊症に悩むカップルの精神面のケアと医

療情報の提供を行っている．当院では愛知県からの委託で平成15年7月にセンターを開設し，電話相談，面接相談，

インターネットで生殖医療担当医師，不妊カウンセラー，助産師による相談を行っている．また，当センターでは

平成16年3月末にホームページ（HP）を開設し，これまで8回の更新を行っている．現状ではHPにより本格的

な情報提供を行っている不妊専門相談センターは少ない．今回，当センターのHPによる情報提供について紹介す
る．

【方法】県内の産婦人科，泌尿器科の医療機関に対しアンケート形式で情報提供をしていただき，同意を得た上で地

域別にHPに一覧表ではなく個表による情報として掲載した．項目は愛知県不妊専門相談会議の討議内容も踏ま

え，1．不妊専門外来の有無　2．受付時間　3．セカンドオピニオンの受診受け入れの可否　4．検査項目　5．治療内容

6．病院からの一言，とした．

【成績】449施設中，125施設からの回答が得られ，多くの医療機関からの提供情報を盛り込んだHPを作成し，種々

の工夫を施した．このHPに特定不妊治療費助成に関する情報も掲載するなど，愛知県児童家庭課とも頻繁に連絡

を取り合った．HP開設後1年3か月で12，500件を超えるアクセスがあった．

【結論】不妊で悩んでいるカップルにとって「相談」は緊張してしまい，知りたい情報が十分に得られない可能性も

ある．一方，HPは人と接触せずに簡単に情報を得られるファーストコンタクトとして有効な手段である．　HPを閲

覧した上で相談を受けていただくことでより良い理解も得られる．今後も更新を重ね，更なる充実をめざす予定で
ある．

P－118 　　　　　不妊カウンセリングの現状

一愛知県内のアンケート調査による解析

豊橋市民病院　不妊センター　○篠原　宏枝，中西　芳美，白井　直美

　　　　　　　　　　　　　　　岡田けい子，榊原　重久，鈴木　範子

　　　　　　　　　　　　　　　菅沼　信彦

●

●

【目的】不妊治療は，専門医・エンブリオロジストともに，不妊カウンセラーのような患者の心理的サポートを行う

職種が，協力して診療に当たるべき統合医療である．昨今，生殖医療の高度化には目を見張るものがあるが，患者

のQOLを見据えたケアの重要性も同時に考えなければならない．しかしながら，不妊カウンセリングの現状につい

ては，正確に把握されていない．そこで，われわれは愛知県の状況をアンケート調査により解析した．

【方法】愛知県における，日本産婦人科学会の見解に基づく生殖補助医療（ART）登録施設（45施設）に対し，電

話による聞き取り調査を行った．アンケート内容は，不妊カウンセリング施行の有無などで，回答は直接，不妊診

療担当医より得た．

【結果】有効回答率は100％であったが，45施設中現在ARTを行っていない施設が6施設あった．39のART施行

施設のうち，日本生殖医療研究協会認定の体外受精コーディネーター・不妊カウンセラー，ならびに日本看護協会

認定の不妊看護認定看護師の資格を有するスタッフが常駐する施設は18施設（46％）であった．これらの施設に対

しては郵送により，不妊相談の現状に関する詳細な調査を追加して行った．その結果，医師をはじめエンブリオロ

ジスト，看護師などによる不妊相談は行われているが，不妊カウンセリングを特別な診療枠として設けている施設

は7施設のみであった．「スタッフが少なく，業務におわれているため」，「環境が整わない」などがカウンセリングを

行い得ない主たる理由であった．

【結論】上記のアンケート結果より，資格を有するスタッフが在籍しても，不妊症患者の心理的ケアが充分に行われ

ていない可能性が示唆された．不妊治療を受ける患者の身体的援助だけではなく心理的援助も含めたサポート体制

の整備が早急に求められると考えられた．
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P－119 不妊学級という情報提供の効果と課題

聖マリアンナ医科大学病院　産婦人科　○山本志奈子，菊地　由美，山口　茂美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　恵理，槙井　清美，森川　香子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土井めぐみ，保坂　　猛，三室　卓久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

●

【目的】不妊治療における患者ケアの中心となる情報提供支援と情緒的支援は重要な役割を担っている．特に医師以

外の不妊治療に関わるスタッフからの支援は，患者の自己決定を促すために不可欠である．当院では2001年12

月より看護師とエンブリオロジストが中心となり不妊学級を開催し，不妊患者カップルの検査や治療に対する，理

解を深め自己決定を助けることを第一の目的としている．今後の不妊学級のあり方について検討する目的でアン

ケート調査の結果を解析した．

【方法】当院で行っている不妊学級は，妊娠に至る生理および一般不妊についての基礎編と生殖補助技術についての

ART編の2部構成で行っている．それぞれの参加者に無記名式のアンケート調査を行い，各内容の理解・学級の満

足を4段階で，また学級もしくは不妊治療についての要望などを自由記入形式とし集計した．

【結果】学級参加者の平均年齢は夫377±5．5歳妻354±4．6歳．「内容が理解できた」は，基礎編，ART編でそれ

ぞれ9343％，9521％であり，「参加して満足した」がそれぞれ94％，92、5％と高かった．自由回答の中には「医師

以外のスタッフが治療に際し親身にサポートしてくれている」など情緒的支援が奏功している事を示す回答も多数

得られた．しかし一方ではART治療による妊娠の限界や危険性などから治療に対しての不安が表面化した．

【考察】不妊学級は，一般的に患者の基礎知識を向上させる情報提供支援である．しかしそれのみを目的とする不妊

学級だけでは情緒的支援を行えない．治療・検査のステップアップの選択，仕事との両立，パートナーとの意見の

相違などに対しては個別にサポート体制を構築することが今後の課題である．

●

●

P－120 ソリューション・フォーカスド・アプローチによる

心理教育が不妊ストレス，精神的健康度に及ぼす効果

国立精神・神経センター精神保健研究所

　　　　　　　大阪府立大学　看護学部

　　　　　　　　　北里大学　看護学部

　　　　　　　北里大学病院　産婦人科

　　　　　　　　　帝京大学　文学部

○小泉　智恵，鈴木　一基

中山美由紀

上澤　悦子

中村　水緒，遊佐

草野いつみ

浩子，川内　博人

●

【目的】不妊治療では不妊ストレスが深刻で，抑うつ，不安といった精神的不健康に陥りやすい．本研究は不妊スト
レスを低減し，精神的健康を維持・増進するために，ソリューション・フォーカスド・アプローチによる心理教育
プログラムを開発し，その効果評価をおこなうことを目的とする．
【方法】ストレスマネジメント教室というソリューション・フォーカスド・アプローチによる心理教育プログラム
（月1回開催，全3回）を実施し，教室参加による効果を検討する．具体的には教室参加前をベースラインとして，
参加直後，3ヵ月後，9ヵ月後，1年後の5時点で調査をおこない，その変化を明らかにする．現在，第4クール目
が終了し，25名の参加を得た．参加資格は生殖補助医療を受けている夫婦とし，毎クールごとに希望者を募った．
参加希望者へはスタッフが教室の主旨を十分に説明し，同意を得た．そこで今回は教室参加前と参加直後の2時点
での結果を報告する．教室は，参加者5，6名前後，スタッフ（助産師，胚培養士，臨床心理士，精神保健福祉士）約
7名で，内容は情報提供（ストレス，不妊治療，ストレス対処）60分とグループセッション60分からなる．なお，
教室の開催にあたっては，実施施設の医療倫理委員会での承認を得た．
【結果1教室に2回以上参加した21人を分析した．性別は男性5人，女性16人で，夫婦参加5組，妻のみ11人，
夫のみ0人であった．不妊原因は原因不明10人，受精障害2人，早発卵巣機能不全2人，男性不妊3人，不育症
1人，卵管因子3人であった．参加前の治療段階は，AIH3人，　IVF－ET13人，　ICSI5人であった．　GHQ－30得点は
参加前＆31（SD“6），参加直後a64俗66）と精神的健康度の改善傾向が見られた．
【結論】ソリューション・フォーカスド・アプローチによる心理教育プログラムが精神的健康の改善に役立つこと
が示唆された．今後は被検者を増やして，更に詳細な検討をおこなっていく．

●

●
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●

P－121 　　　不妊治療における表現音楽療法：

心理ケアとしての表現アート創作活動の意義

木場公園クリニック　○津田　美佳，中島美佐子，田村智英子

　　　　　　　　　　　吉田　　淳

●

●

●

【背景】表現音楽療法とは，音楽を主とした表現アートの創作プロセスを通して心・体・魂の各レベルにおける潜在

能力の開花・促進，バランスの回復等をめざす療法である．創造的な自己表現を通して心の内面に触れていく作業

過程では，患者自身も療法士すらも予期しない偶発的な療法効果が得られることもあるとされている．当院では，

不妊治療患者の心理ケアの一環として，米国にて表現療法／音楽療法及びメンタルヘルスカウンセリング修士号を

取得した表現音楽療法士による『ミュージックサロン』を2005年1月より開設，表現音楽療法による心理ケアを試

みている．

【目的】当院における表現音楽療法の実施状況について報告，不妊治療患者への表現音楽療法の有用性を考察する．

【結果】ミュージックサロンにおける表現音楽療法は，通院中の単独もしくは複数の不妊治療患者・カップルを対象

とし，週2回実施．表現音楽療法士が各参加者の嗜好やニーズに合わせたセッション項目を提示，参加者と相談し

つつ決定，実践している．表現音楽療法の主目的は，リラクセーション，ストレス緩和等であるが，不安軽減，動

機付け，自己受容，自己洞察等，参加者のニーズに沿って具体的な介入を行うことにより効果が見られた例もあっ

た．6月20日までの参加者はのべ140名（女性132名，カップル4組），参加者の40％は2回以上，29％は3回以

上，18％は4回以上と繰り返し参加し，回数を重ねるにつれて主訴の内容はより具体的，内面的になる傾向が見ら
れた．

【考察】不妊治療に伴う心理的，社会的，身体的な負担を有する人々に対する表現音楽療法の意義を示した過去の報

告は少ない．今後，評価方法の検討も含め，当院での表現音楽療法の果たす役割について考察していきたい．また，

心理カウンセリングとの共通点や相違点を探りながら，現在実施している表現音楽療法プロセスを経て対話による

心理療法に発展させる方向性についても探っていきたい．

P－122 不妊専門クリニックにおける心理面接時の

新版TEG（エゴグラム）の利用について

　　　　　　　　　　　木場公園クリニック

お茶の水女子大学　大学院　人間文化研究科

　　　　　　　　遺伝カウンセリングコース

○中島美佐子，津田　美佳，吉田　　淳

田村智英子

●

●

【問題】不妊は，さまざまな精神的苦痛をもたらすものである．人生に対してコントロールを失うことで自己愛は傷

つき，治療においてその努力は報われず，挫折感や喪失感を味わう．心理学的に，その根底には「自己の危機」が

存在している．わたしたちにとって根源的なものである生殖を揺るがす不妊は，自分の分身であるはずの子どもと

いう，自己の一部を喪失するという「自己の危機」をもたらすのである．しかし実際に，不妊に悩む人たちがカウ

ンセリングなどを利用して，危機と向き合い，気持ちの振り返りを行うことは少ない．特に不妊患者は「妊娠すれ

ばすべては解決する」と考えがちであるが，妊娠が問題のすべてを解決することはなく，不妊患者の誰もが妊娠・

出産できるわけでもない．そういった意味において，不妊によって経験した喪失感や危機と向き合い，適切に対処

していくことは，その後の心理適応過程上必要であるといえる．不妊専門クリニックにおいて，カウンセリングを

利用しやすく，そして身近なものと感じてもらうための工夫の一つとして，心理テスト（新版TEG）を希望者へ試
みた．

【目的】1，心理テストを行うことによってカウンセリングに興味を持ってもらうと同時に，結果のフィードバックに

より，患者による自身の性格や行動の振り返りを促す．2，不妊患者と若年健常者のパターン分布との比較（「新版

TEG解説とエゴグラム・パターン」による）．3，　TEG使用によるカウンセリングへの効果を検討．

【考察】自らの気持ちを振り返るきっかけのひとつとして，気軽にカウンセリングを利用してもらえるように，心理

テストTEGの使用を試みた．今後，患者の援助につながるようなカウンセリングのあり方を探る上で，カウンセリ

ング認知の高め方，面接方法，心理テストの効用などについて，TEG使用の効果を含めて，さらに検討を進めたい．
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P－123 当科における精神疾患合併不妊・不育症症例に関する検討

岡山大学　医学部　産科婦人科　○鎌田　泰彦，中塚　幹也，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　　　佐々木愛子，安達　美和，ハオ　リン

　　　　　　　　　　　　　　　平松　祐司 ●

【目的】長期にわたる不妊や反復する流産体験は精神的ストレスとなり，精神疾患を有する婦人では症状の増悪，ま

た精神疾患を有さない婦人でも，新たな精神疾患の発症に関与する可能性がある．私達は，当科を受診した不妊・

不育症症例のうち，精神疾患を合併した症例の検討を行なったので報告する．

【方法】2002年7月～2005年6月までの3年間に，当科不妊・不育症外来を受診した症例のうち，初診時に精神疾

患と診断されていた症例，および，不妊・不育症治療中に精神疾患の確定診断をされた17症例を対象とした．これ

らの診断名，発症時期，発症の契機，不妊・不育症治療経過などについて後方視的に解析した．

【成績】精神疾患合併不妊・不育症17症例のうち，原発不妊は11例，続発不妊は6例（うち，不育症4例）であっ

た．初診時に精神疾患の確定診断がなされていたのは12例（統合失調症2例，人格障害2例，うつ病2例，パニッ

ク障害2例，PMS／PMDD2例，その他2例）であり，いずれも精神科医より妊娠許可を得ていた．このうち2例に

妊娠が成立したが，妊娠中から産褥期にかけて精神疾患が悪化した．別の2例では，治療を中断している．また不

妊・不育症治療中に初めて精神疾患を発症した5例の内訳は，統合失調症1例（発症の原因は不明），うつ病1例

（流産後に発症），適応障害3例（流産後の発症が2例，夫婦間の問題で発症が1例）であった．

【結論】精神疾患合併不妊・不育症症例では寛解期であっても，注意深い観察と精神科医との連携が必要となる．ま

た一般に不妊・不育症治療中は，夫婦間の問題も起こりやすい．それに治療自体のストレス，流産による喪失感な

どが加わることから，常に患者の精神状態に配慮して治療を行うとともに，カウンセリングなどの支援体制も整備

する必要がある．

●

●

P－124 不妊治療における夫婦間の情報共有伝達についての調査と分析

医療法人生長会　府中のぞみクリニック　○奥島　美香，奥井　　静，八木佳奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌園亜紀子，竹下　純子，文野多江子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半田　雅文，繁田　　実

●

【目的】不妊原因が夫婦のどちらにあっても，治療を受ける中心は妻であることが多く，夫は治療についての情報を

妻からの伝達に頼る事が多い．一方，妻は夫に治療内容を上手く伝えられない，理解してもらえないと悩む事もあ

る．これらの状況から夫婦間の治療における情報共有の問題があり，そのことが不妊治療における夫婦の自己決定

を妨げる因子となっている可能性があると考えられる．今回，不妊治療を受ける夫婦に対して，情報共有の状況，

治療に対する考え方の相違，情報を伝達して欲しい時期・内容などについて調査し，夫婦における自己決定を支え

る援助の方向性を考察した．

【方法】平成17年5～6月に当院で治療中の夫婦400組に対しアンケート調査を実施した．同じ内容の質問紙を夫婦

別々に配布，質問紙の回収をもって研究の同意を得たものとした．回収率は夫51％妻89％であり，平均不妊期間

は3．6年であった．

【結果・考察】治療における夫婦間の情報共有の方法として，治療に対する話し合いをしないと答えたのは夫婦とも

10％以下であった．その主な理由は夫婦とも「相手が落ち込む」「お互いが気にする」であった．治療に対する夫婦

の考え方の相違が「ある」と答えた妻は46名，夫は5名であり夫婦ともあると答えたのは3組であった．理由とし

ては「女性の性について理解してくれない」「治療について他人事」などの意見があった．治療についてもっと知り

たいですかという問いに対して，「はい」と答えた妻は約80％，夫は約30％であった．知りたい内容として，夫は

「妻の受診内容」が多く妻は「自分の検査結果」についてであった．情報提供の希望時期として，治療方針の決定・

再検討を考える時期が多かった．これらの結果から，不妊治療における夫婦に対する情報共有の伝達はそれぞれの

時期に合わせて夫婦を対象に実施するのが適切であると考えられた．

●

●
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P－125 不妊カップルの性交渉頻度

聖路加国際病院 生殖医療センター　○佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子

　　　　　　　　　　小松　雅博

●

●

【目的】近年，sex－lessカップルや不妊治療が性交渉に与える影響が注目されている．本研究では，不妊カップルの

平均性交回数とその問題点を検討した．

【方法】2003年8月一2005年5月に当院に不妊を主訴として初診した384例について，受診前に行った問診票から

データを得て解析を行った．

【成績】1）女性の平均年齢は353±4．8歳であった．2）平均性交渉回数は33±29回であった．性交渉が月に0

回と回答したものが57例（155％），1回が46例（12．5％），2回が59例（16．1％）で，2回以下のものが全体の441％

を占めていた．3）女性側の年齢が20－24歳（7例）では平均性交回数は39±20回，25－29歳（35例）では37±24

回，30－34歳（108例）では38±28回，35－39歳（145例）では32±33回，40歳以上（73例）では22±2．0回で

35歳以上で低下した．4）特に女性年齢が40歳以上では，月の性交回数が0回のものが239％を占めており，この

多くのものが性交痛やパートナーのEDを訴えていた．

【結論】不妊で受診するカップルの高齢化が問題になっているが，特に女性年齢が40歳以上では，およそ1／4のカッ

プルが性交渉をもっていない．これらのカップルにどのように不妊治療を進めていくかは今後の大きな問題であ

る．

●

●

P－126 男性患者の意識調査～初診時，腹腔鏡検査（ラバロ）付き添い時，

　　　　　　　　　　　　IVF施行時を比較して～

セント・ルカ産婦人科 ○恵良　郁絵，原井　淳子，工藤　由香

　指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

●

●

【目的】近年，女性患者の不妊治療に対するサポートへの認識は深まっている．一方，不妊原因の約半数は男性にあ

ると言われ，当院の検査でも約6割の男性に何らかの原因があることが明らかになっているが，男性へのサポート

体制は十分な段階とは考えがたい．そこで今回，初診時，腹腔鏡検査付き添い時，IVF施行時の男性患者に不妊治

療に対する意識調査を行い，比較，検討した．

【方法】2004年6月から2005年5月に受診した初診男性133名，ラバロ付き添い時96名，IVF施行時126名に当

院で作成した質問紙を配布し回収した．

【結果】不妊治療を受けていることを職場の人に話している者は，初診時21％，腹腔鏡検査付き添い時57％，IVF

施行時48％であり，職場の人が協力的と答えた者は，各44％，65％，74％であった．日にちを指定された夫婦生

活を嫌と感じた者は，各16％，32％，21％であり，夫婦生活に何らかの変化があった者は，各4％，20％，31％で

あった．現在知りたいことや不安な内容では，妻の身体について各50％，60％，100％，妻が使用する注射につい

て43％，42％，59％，自分（夫）の身体については各50％，19％，14％であった．今後何らかのサポートを希望

している者は各群共に6割であり，希望する内容は，「その都度詳しく説明して欲しい」が各58％，59％，70％であ

り，「治療中の妻への声かけのアドバイスをして欲しい」が各29％，28％，27％であった．

【考察】職場の人の協力を得られる者も約半数おり，不妊治療について世間の認知度が向上していることが伺える．

初診の段階では，妻への心配と同様に自分への不安もあり，治療が進むにつれ，男性は自分の身体より，妻の身体

面及び精神面に気遣うようになることがわかった．また，何らかのサポートを希望する者も6割に達しており，今

後男性へのサポートの必要性が示唆された．

●
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P－127 不妊症治療を受ける男性患者の採精に対する意識調査

東京HARTクリニック　○佐藤　由佳，篠原　早苗，御代田貴美子

　　　　　　　　　　　　平山　史朗，後藤　哲也，岡　　親弘

●

【目的】不妊症治療は夫婦が対象であるが，実際の治療現場では女性患者に比べ男性患者は治療への関与が圧倒的に

少ない．本研究では，男性患者が直接治療にかかわる採精という行為をどのように考えているのかを明らかにし，

適切な環境整備やサポートのあり方を考えることを目的として調査を行った．

【対象および方法】当院において採精の経験があり，2005年5月から6月に来院した患者（夫婦のどちらか）に調

査への協力を依頼し，同意した患者に男性患者宛の質問紙を配布し，後日当院にて回収した．調査紙は無記名とし，

年齢，治療段階等の患者背景および，採精に対する意識，採精室の環境，最初の採精体験などについて回答を求め

た．配布数175名，有効回答数65名（回答率37．1％）．夫の年齢は38．7±551歳妻の年齢は354±丘17歳，これ

までの平均採精経験は8」±7．91回（1－60）であった．

【結果】男性患者の採精に対する認識は，「自分にできる治療への協力⊥「子どもを授かるための一つのプロセス」，

「治療上必要だからしょうがない」というものが多かった．男性因子による不妊男性では，それ以外の男性よりも

「自分が不妊であることを認識させられる」と捉える者が多かった（9α9％v＆1＆9％，p＜α001）．最初の採精体験

時に精液の状態が悪いことへの不安を感じたのは51名（7＆5％）であった．

【考察】不妊症治療を受ける夫婦の男性は，採精を精神的苦痛よりも治療への協力や妊娠に必要なプロセスと肯定的

に捉えている傾向が明らかとなった．しかし，男性因子不妊の男性においては，採精は自身の不妊を再認識させら

れる体験でもあることから，心理的サポートの必要性が示唆された．また，最初の採精体験で精液状態への不安が

高かったことから，初回の採精には特別な意味もあると考えられ，結果の伝え方等慎重な対応が求められる．

●

●

P－128 不妊外来心理相談室における長期継続事例

　一10回以上の継続事例に注目して一

埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科

埼玉医科大学　産婦人科

○菅沼　真樹，林　　直樹，松永　茂剛

伊東　宗毅，高井

関　　博之，竹田

石原　　理

泰，斉藤　正博

省

■

【目的】一般に不妊症治療における心理相談は，1回のみを含めた短期間で終了する事例が多いことが指摘されてい
る．当院不妊外来心理相談室においても同様の傾向が認められるが，継続来談となる事例も少なくない．本研究で

は10回以上の継続事例における特徴と心理士の役割について考察する．
【方法】週2日の開室で，1回45分，個室での予約制面接とした．産婦人科外来待合室に心理相談室のパンフレッ
トを設置するとともに，医師が特に必要と認めた場合には同様のパンフレットを診察時に医師から手渡した．何れ

も来談は患者の自由である旨を伝えた．
【結果】心理相談室開設後25ヶ月間（2003年6月～2005年6月）の来談者数は65名（初回時平均332才；23～44
才）であった．1名あたりの面接回数は平均43回（1～46回）で，1回31名（477％），2～5回23名（354％），6～
9回6名⑨2％），10回以上5名（7．7％）であった．10回以上の継続来談者5名の初回時の年齢は平均34．4才（26～

42才）で，29才以下1名，30～34才1名，35～39才2名，40才以上1名であった．そのうち自主的来談は4名，
医師からの紹介による来談は1名であった．初回時の治療段階は，治療開始前1名，一般治療2名，ART2名であっ
た．主な相談内容は，家族（夫婦，親子，親戚）関係，友人関係，職場関係，流産等の悲嘆，女性性に関する葛藤，

治療のステップアップをめぐる葛藤，治療終了後の生き方についてであった．
【考察】10回以上の継続来談者の初回時における年齢と治療段階は，ともに幅広く分布していた．相談内容は不妊
症患者の葛藤として広く認められるものと同様であったが，来談への動機づけの高さが特徴的であった．これら長
期継続事例において心理士は，一般の心理相談と同様に来談者の主訴にともに取り組む者としての役割と，治療開
始前から治療終了後の過程，あるいは妊娠前から出産後の過程で生じる様々な感情に寄り添う伴走者としての役割

を果たしていたものと考えられる．

●

●
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P－129 長期間一般不妊治療を受けている患者の心理調査

●

竹内病院　トヨタ不妊センター

浜松医科大学　医学部　産婦人科

○森　奈美江，石井　美都，平林　由佳

　佐橋　愛子，山口　　恵，俵　　史子

　金山　尚裕

●

●

【目的】不妊治療を受ける患者に対して身体的援助だけでなく心理的援助も重要視される．当院では，週3回2時間

ずつ看護師による不妊相談を開設しており，来室は患者の自由としている．相談状況は，一般不妊治療を受けてい

る患者は，ART治療を受けている患者に比較しその割合は低い．今回我々は，一般治療を比較的長期間受けている

患者はどのような心理にあるのかを知り，不妊相談のあり方を検討する目的で意識調査を行った．

【方法】2005年4月に当院でのタイミング治療・人工授精を受けている患者58名にインフォームド・コンセント

の上質問用紙を直接手渡し，アンケート箱にて回収した．質問項目として，現在の治療に対する気持ちとその理由，

これまでの治療や通院における不安等誰かに相談したことはあるか，誰に相談したかである．

【結果】回収率7α3％，平均年齢妻315歳，夫327歳，平均不妊期間30ヶ月，平均治療期間15ヶ月である．治療

に不安や焦りを感じている患者72％，原因が分からない事に対する心配42％，ARTへのステップアップについて

の不安21％，治療費の心配157％，夫が協力的でない事52％，周囲の期待が大きい事52％などであった．これま

で治療の相談をしたことがある患者は68、4％であり，相談相手として身内807％友人46％医師31％看護師
15．3％であった．

【考察】ある程度の期間治療を受けてきている患者は，なかなか妊娠に至らないことへの不安が強く，患者自身も治

療のステップアップを考えていることが明らかになった．望ましいと思われる今後の治療プランや見通しについて

患者とのコミュニケーションが重要である．また，医療者特に看護師に相談しにくい現状であり，これはカウンセ

リングへの抵抗感や相談しにくい環境があることが推察された．この時期の患者の心理の特殊性を認識し，医療者

側からの働きかけが必要であると考えられた．

●

P－130 治療終結期の意志決定に対する患者の心理

　～治療終結に関する質問紙調査から～

セント・ルカ産婦人科 ○門屋　英子，原井　淳子，二宮

　指山実千代，上野　桂子，

睦

宇津宮隆史

●

●

【目的】高度生殖医療が進歩し，多くの不妊症患者が救われている一方で，挙児希望が叶えられず「治療が長期に渡っ

ている」「加齢」「経済的」等の理由により治療終結の決断を迫られる患者が存在することも事実である．治療終結は

我々医療者が目を逸らしてはならない重要な問題であると考えられる．そこで今回我々は，治療終結に関する患者

の思いについて質問紙調査を行った．

【対象・方法】外来に掲示した「ご夫婦二人だけの人生を選ばれた元患者さんのお話が聞けます！」というポスター

を見て「治療終結を決断した元患者を囲む会」に参加を希望した女性患者15名．会への参加後当院作成の質問紙を

配布，その場で回収した．回収は14名，平均年齢は418歳であった．

【結果・考察】治療終結に対しては女性患者14名中10名（71％）が「考えたことがある」と答えており，その理由

として「年齢」を挙げた者が8名（80％）「採卵や胚移植ができない」「体力が無くなった」が各3名（30％）であり，

加齢によると思われるものが最も多かった．その他「注射や薬の副作用」「異常児の不安」「経済」などが続いていた．

終結を考えたことがありながらも治療を続けている理由として「夫婦ふたりの子どもが欲しい」4名（40％）「自分

の子どもが欲しい」「止めるきっかけがない」「理由はない・本能のようなもの」各3名（30％）が挙げられ，肉体的

には限界を感じながらも精神的には諦めきれず，未だ決断に至っていない患者の苦悩が伺われた．また，「治療終結」

に正面から向き合うことを回避しようとする傾向があることも示唆され，治療終結に関する患者心理の複雑さが伺

われた．今回の調査結果を踏まえ，今後更に調査を進め，治療終結に関し，医療者が提供できるサポートについて

の検討を深めていきたいと考える．

●
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P－131 不妊治療により妊娠した患者の看護介入について

竹内病院　トヨタ不妊センター

浜松医科大学　医学部　産婦人科

○佐橋　愛子，石井　美都，平林　由佳

　森　奈美江，山口　　恵，俵　　史子

　金山　尚裕 ●

【目的】一般的に不妊治療後の流産率は高く，不妊治療により妊娠した患者が抱える不安は大きいことが予測され

る．強い不安は心身共にストレスを与え，日常生活に支障を来たす可能性がある．当院ではこれまで不妊治療後に

妊娠した患者からの質問や相談が多く，情報不足により不安が増強しているのではないかと考えた．そこで，妊娠

初期の患者に看護介入を行い，その後の不安の変化を調査した．

【方法】2005年3月～6月の間に当院で不妊治療後妊娠した患者66例を対象．胎嚢確認後の患者に妊娠初期の症状，

日常生活等を説明した．アンケートは妊娠判明時と産科転院時（妊娠8週ごろ）の不安の程度を4段階（aとても

不安，b不安，　c少し不安，　d不安はない）にわけ，不安の内容，妊娠後質問をしたことがあるか，その質問内容な

どを調査した．アンケートはインフォームドコンセント後手渡しで行い，100％の回収率であった．

【結果】妊娠判明時の不安はa26％，　b20％，　c53％，　d1％．産科転院時の不安はa9％，　bll％，　c38％，　d42％であっ

た．不安の内容はどちらも胎児の発育過程や出血，流産などが多かった．質問は60％の患者がしたと答え，看護介

入により疑問が解決した患者は47％であった．内容は出血や日常生活の注意点などが多かった．

【考察】妊娠判明後ほとんどの患者が不安を抱え，その程度も強いことがわかった．しかし産科転院時の不安は軽減

していることがわかる．これは妊娠の経過が順調であること以外に，出血時の対応や日常生活の注意点などの理解

が少なからず不安軽減につながったのではないかと考えられた．一方，看護介入後も流産に対する不安は続いてい

る．しかし，原因によっては流産を回避することが難しいこともあり，不妊治療後の患者にはそのリスクをも認識

する必要があると思われる．そのため，今後はさらに知識不足による不安の軽減に努めるとともに，個別性にあわ

せた情報提供も必要であると考えられた，

●

●

P－132 不妊治療後の継続看護に有効な看護添書の開発

蔵本ウイメンズクリニック　○中村　　静，福田貴美子，久保島美佳

　　　　　　　　　　　　　森　優織江，吉岡　尚美，蔵本　武志

●

【目的】不妊治療後の妊娠分娩管理は，自然妊娠者に比べ難しいとの声がよく聞かれている．当院で妊娠した患者は，

希望する妊娠分娩管理施設に紹介となるが，その際の情報の継続は医師の診療情報提供のみである．患者のケァに

関わり心理や背景を理解している看護部も紹介先へ情報を継続しケアを行ない易いようにすることは重要であり，

それは妊娠分娩管理施設の看護者からも要望されている．そこで，不妊治療から妊娠，出産，育児の経過が各施設

で把握でき，ケアに反映できる継続看護を目的とした看護添書を地域で検討したので報告する．

【方法】福岡地区の継続看護に関心のある看護職者30名（所属：クリニック，総合病院，大学附属病院，保健福祉

センター）で勉強会を開催し，グループワークを通してハイリスク患者の事例検討を基に看護添書の開発を行った．

【結果】事例検討を基に問題点を挙げ，不妊治療施設・妊娠分娩管理施設・NICU・保健福祉センターで引継ぎ時に

知りたかった情報，伝えたい情報をまとめ，その結果を基に各施設がどこで患者に関わっても必要とする情報を簡

潔に記入でき，さらに患者の経過がフィードバックされてきたとき，どの施設の経過も一枚の添書の中で確認でき

るようフォームを工夫した．またこれまでの情報提供と違い，今回は情報を伝えた上でその後の経過を必ずフィー

ドバックし，一方通行の情報とならないよう添書を受け取った施設は情報を出しているすべての施設に経過報告を

行うという取り決めを行った．

【考察】不妊治療のストレスや不安・悩みはその問題が大きいほど妊娠後の経過にも様々な問題が生じると思われ

る．不妊治療後の患者が，妊娠後もより良い環境でケアを受けられるように情報をつなぎ，さらに元の施設ヘフィー

ドバックさせることでケアの向上を目指したい．今回は看護添書の考案のみであるが，今後は実際に患者の了承を

得て活用し改良していきたい．

●

●

●
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P－133 病診・診診連携のための不妊治療後妊娠例の解析

医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○石田　弘美，渡辺　久美，奥野加奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛甲恵利子，本庄　　考，詠田　由美

●

●

【目的】ARTを中心とした無床診療所の開設が多く見られ，無床診療所では妊娠成立後は産科施設に患者を紹介，

管理を委ねることなる．不妊専門診療所から病診・診診連携を円滑に行うための情報を解析する目的で，不妊治療

で妊娠に至った症例を対象に，その背景ならびに妊娠転帰に関しての検討を行った．

【方法】当院での不妊治療にて妊娠に至った750症例（延べ869妊娠）を対象とした．

【結果】869妊娠中35歳以上が25％を占め，全体の4％は40歳以上であった．治療の内訳は，ART292，　AIH164，

排卵誘発285，その他の治療88であった．182妊娠は初期に妊娠が完結し，687妊娠が他医院へ転院となった．転院

先医療機関は，単科の病院診療所（診療所），複数科でなる病院（病院），大学病院ならびに周産期センター（周産

期C）の3群に分類し検討した結果，ART症例では周産期Cでの分娩が30％と高く，5％が28週未満の早産で

あった．また687妊娠中，単胎87％双胎12％品胎1％で，双胎の57％が周産期C分娩となった．また40歳以上

の症例では早産との関連は認めなかったが，25％が周産期Cでの分娩であり，婦人科及び内科合併症を有する症例

は35％が周産期Cでの分娩となった．分娩が終了した429例は，診療所69％病院12％周産期C19％の分娩で

あった．その背景には，多胎妊娠，高齢妊娠，合併症との関連が示唆された．

【考察】不妊治療では患者の状態を的確に把握し，患者ならびに転院医療機関に患者情報を提供し，より合併症の少

ない治療への更なる努力が必要であると考えられた．

●

P－134 Patient－friendly　IUIについて

● 藤野婦人科クリニック　○山下　直樹，藤野　祐司

●

●

　患者の経済的，時間的負担をできるだけ軽減し，かつ比較的高い妊娠率を得るためのPatient－friendly　IUI法を確

立するために以下の検討を行った．

　従来から，排卵予定日2日前に経膣超音波による卵胞径測定を行い（血清E，，LH測定は適宜），排卵誘発日時と

IUI施行日を決定するPatient－friendly　IUI法を実施してきた．2003年3月から8月までの6ヶ月間に同治療法を

実施した135症例311周期（平均年齢344±38才）の治療成績は妊娠16症例（対症例119％，対周期51％）であっ

た．一方で，2004年3月から11月までの9ヶ月間には131症例308周期（平均年齢347±4D才）に対して，　Post

coital　testの成績，治療前周期のピル投与，月経周期3日目の経膣超音波とE，測定，排卵誘発日時決定時のE、≧300

pg／mlの確認とLH測定，　IUI施行時の排卵の有無の確認，等の処置および検査を追加し，　IUIを施行した．その成

績は妊娠32症例（対症例244％，対周期104％）で従来の方法に比して妊娠率は有意に高かった．各処置，検査の

有無による妊娠率は，PCT良好53％：不良113％，治療前周期ピル投与（＋）107％：（一）104％，月経3日目超

音波検査（＋）13潟％：（一）96％，月経3日目E、測定（＋）11．1％：（一）105％，IUI施行日決定時のE，≧3009．2％：

E2＜300＆8％，自然LH　surge発来（＋）1a3％：（一）9．1％，　IUI時の排卵（＋）114％：（一）＆7％で，　PCT検査

結果とIUI時の排卵の有無に有意差を認め，自然LH　surge発来の有無により妊娠率に差が出る傾向が見られた．

　以上の結果からPCT不良の患者に対して排卵予定日1－2日前に超音波検査と血清E、，　LHを測定し（できれば自

然のLHsurge発来で）IUI施行日を決定し，　IUI時に排卵の有無を確認する方法が来院回数，検査および投薬を極

力抑え，しかも比較的高い妊娠率を期待しうるPatient－friendly　lUI法と考えられた．

●
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P－135 AIH施行回数の限界一3522周期による後方視的検討一

杉山レディスクリニック

東京医科大学病院　産婦人科

○鈴木　有香，大島　裕子，江口有加子

　諏訪　友美，登内　恵美，白井安砂子

　臼田　三郎，江崎　　敬，金城　　洋

　内海　靖子，杉山　カー

　杉山　里英，伊東　宏絵，井坂　恵一

●

【目的】当院における人工授精（以下AIH）の妊娠率を年齢，精液所見，刺激法別に比較し施行回数の限界を検討
した．

【対象】平成15年6月～平成17年12月にAIHを施行した1210症例3522周期，平均年齢は女性345才（23～47），
男性3仕4才（23～62）．適応を男性因子に限ると，乏精子症75症例83周期，精子無力症835症例1724周期．非刺
激周期870周期，刺激周期2652周期を対象とした．
【方法】精子調製には，等張化80％Percoll液を使用した密度勾配遠心法，また希釈遠心沈殿法を用いた．精液所見
は，CASA（HAMILTONTHORNE社）を用いて観察した．
【成績】妊娠率，胎嚢確認率，流産率は，排卵周期あたりでは77％，73％，1α4％，症例あたりでは1α4％，1＆4％，
鳳3％であった．同様に年齢別で比較すると，30才以下（＆8％，8．2％，2L7％），31～33才（α4％，＆6％，116％），
34～36才（＆3％，＆1％，1α8％），37～39才（61％，53％，375％），40才以上（43％，37％，467％）であった．
周期別で比較すると1周期（70％，68％，23B％），2周期（32％，30％，1仕3％），3周期（2．1％，1B％，1且2％），
4周期（1．2％，12％，156％），5周期（α7％，06％，11．1％）であった．各周期の胎嚢確認率を年齢別でみると，
全年齢とも5周期以降で1％を下回り，また40才以上では3周期で下回った．乏精子症（12％，12％，0％），精
子無力症（70％，67％，23．1％）であった．非刺激周期（＆3％，8、1％，27．3％），刺激周期（76％，7．1％，162％）
であった．

【考察】年齢別に比較した結果，36才以下の全ての年齢層で妊娠率が8％を上回っていた．一方，37才以上の年齢
層では妊娠率の低下，流産率の増加がみられ治療方針を検討する必要があった．非刺激周期では刺激周期に比べ妊
娠率が高値となった．これは当院の過排卵刺激が，初めの数回は非刺激で複数回以降は刺激周期を原則としている
為と考えられる．
【結語】生児を獲得する為のAIHの限界は40才未満で5回程度，40才以上で3回程度までと考えられる．

●

●

P－136 AIHの治療成績に影響する注入運動精子数

扇町レディースクリニック　○畑　　景子，清水　香苗，西尾　京子

　　　　　　　　　　　　　　朝倉　寛之

●

【目的】配偶者間人工授精（AIH）は，軽度の男性因子や原因不明の不妊症例に対して広く適応され，実施されてい

る．AIHによる治療は，3回程度が限界とされているが，施設設備上の問題や患者側の希望により，10回以上もの

反復治療を行う例も珍しくはない．無駄な治療に時間をかけることなく治療を進めるには，AIHの適応を明確に

し，患者に対して適切な治療方針を提供する必要がある．AIHの治療効果を予測するパラメーターの一つとして，

精液所見と注入する運動精子数を調べ，AIHの治療成績との関係について検討した．

【方法】当クリニックにおける2005年3月1日から5月31日までにAIHを実施し，同意を得た50症例を対象とし

た．生理開始3日目からクロミフェンおよび0から3回のFSH製剤を用いて卵胞径が20mm以上になるまで卵巣

刺激を行い，50001UのHCG投与後24～36時間以内にAIHを施行した．精液処理は，密度勾配遠心分離法；精液

を10％SSS添加m－HTF培地を用いて希釈し，68％および45％Isolate溶液を重層した遠沈管に加えて，300g，20

分間遠心処理し，上清を除去後，沈査にα5mlの培地を添加する方法で行った．

【成績】精液所見における妊娠率は，総精子数が4000万個以下群および4000万個以上群では，0％および250％，

運動精子数が2000万個以下群および2000万個以上群では，14．3％および23B％であった．精液処理後の運動精子

数が500万個以下群および500万個以上群においては，0％および250％であった．

【結論】精液処理後に回収された運動精子数が500万個以下の乏精子および精子無力症例を含むAIH実施症例で

は，妊娠例が得られていない．AIH治療の適応を判断する基準として，調整前の精液所見のみではなく，精液処理

後の注入する運動精子数が500万個以上であることを考慮する必要があると考えられた．

●

●

●
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P－137 キャピラール連続密度勾配法を用いた子宮内人工授精の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　医療法人石塚産婦人科　○郡山　純子，郡山　　智

東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター　　兼子　　智，石川　博通，高松　　潔

●

●

●

【目的】精液内異物を除去（ARTフィルター）後，精漿除去用ARTキャピラールを用いた連続密度勾配法により

精子を調製した．これを新規に開発された子宮腔内人工授精（IUI）デバイス（AIHキャス）を用いて授精し，臨

床成績を検討した．

【方法】対象は2003年4月から2005年5月まで，当院にてIUIを施行した37症例177周期とした．キャピラール

連続密度勾配法は既報に従った．

【成績】対象症例の年齢は妻：328±3．9歳，夫：352±53歳，不妊期間は444±27．1ヶ月（mean±SD）であった．

177周期の平均原精液所見は，精液量26ml（精液重量33g），精子濃度72　x　106／ml，運動率58％で，調製後は91

x106／ml，86％と良好な精子回収率であった．13例が妊娠し，妊娠率は症例あたり35．1％，治療周期あたり73％

であった．全例単胎妊娠で，うち3例が流産（流産率2＆1％），4例が妊娠継続中，6例が分娩に至った．妊娠周期

の平均精液所見は，22ml（30g），41　x　106／ml，54％，調製後は72×106／ml，84％であった．排卵刺激方法別妊娠

率は，自然排卵周期8．3％（5／60），クロミフェン周期＆7％（6／69），hMG周期41％（2／49）であった．妊娠に至

るまでのAIH試行回数は，10例（77％）が3回目までに妊娠に至っていた．妊娠例中最も精液所見が悪かった2

例は，症例1：16ml（30g），　l　x　106／ml，50％，症例2：1ml（20g），3xlO6／ml，10％で，症例1の夫の前妻はICSI

を必要とした例であった．

【結論】キャピラール連続密度勾配法により精液内異物，精漿を除去した精子を濃縮し，IUIにより良好な妊娠成績

が得られた．

P－138 当院における配偶者間人工授精（AIH）の治療成績

● 内田クリニック　○森山　弘恵，原田　枝美，先久　　幸

　　　　　　　　　坂本　ルミ，内田　昭弘

●

●

【目的】配偶者間人工授精（AIH）は最も歴史ある生殖補助技術であり，今日の生殖技術の発展により，男性不妊の

みならず，その適応は様々である．今回，当院におけるAIHの治療成績の検討を行った．

【対象及び方法】1997年7月～2004年12月に当院にて配偶者間人工授精（IUI）を施行した434例1420周期を対象

とし，妊娠までの施行回数および誘発法別，年代別の妊娠率，流産率について検討を行った．また，妊娠群，非妊

娠群における精液所見について検討を行った．

【結果】妊娠までのIUI施行回数は3周期までの治療で妊娠症例の714％，6周期までの治療で965％が妊娠に至っ

た．誘発法別比較では，自然周期では他群と比較し妊娠率の低値，流産率の有意な高値が認められた．年代別比較

では，年齢の上昇と共に妊娠率は低下し，40歳以上の症例では他群に比較し有意な低値が認められた．精液所見に

よる検討では異常所見のある症例で妊娠率は有意に低いものの，その後の流産率について差は認められなかった、

運動精子濃度別の比較では50x106／ml以下の症例で妊娠率は有意に低く，その後濃度の上昇に従って妊娠率も上

昇し，100、0×106／ml以上で再び妊娠率の低下が認められた．

【考察】6回以上の治療では妊娠はほとんど望めず，治療のステップアップが必要と思われる．誘発法別の検討より，

治療周期では妊娠率向上のためには排卵誘発剤の使用が望ましいと考えられた．年代別の検討では，40歳以上の症

例に対しては，早い段階での治療のステップアップの提案が必要と思われた．また，精液所見別の検討から高濃度

の運動精子が妊娠率を向上させるとは限らず，IUIには至適運動精子濃度が存在する可能性が示唆された．
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P－139 新しいピエゾ法での精子の不動化

徐クリニック　不妊センター　○山野辺千沙，霧島　朝子，秋山　潤子

　　　　　　　　　　　　　　　徐　　東舜

■

　前回，レーザーのみでの精子の不動化と，ピエゾを用いた精子の不動化を比較した結果，ピエゾを用いたほうが

ICSI後の胚の受精率，良好胚率が高いことを示した．今回は更なる胚の発育状況を改善する為，従来のピエゾ法で

の不動化と，新しく考案したピエゾ法での不動化を比較，検討した．

【対象】2003年10月から2004年11月までの69症例のICSIの207個の卵と新しいピエゾ法を施行し始めた2005

年4月から6月に21症例，131個の卵を対象とした．

【方法】従来のピエゾ法は750μJのレーザーを精子の尾部から5μmの地点に間接的に2回照射し，その後，尾部の

一部にピエゾをかける方法である．これに対し，新しいピエゾ法では750μJのレーザーを精子の尾部から5μmの地

点に間接的に2回照射した後，尾部全体に従来よりも弱い力のピエゾを尾部全体に上下ともかける方法である．

【結果】受精率を比較すると，従来のピエゾでの不動化では63B％（132／207）であったのに対し，新しいピエゾ法

では77β％（102／131）であった．また，良好胚率でも従来のピエゾでは652％（86／132）に対し，新しいピエゾ法

では6＆6％（70／102）であった．

【結論】1どちらの手法においても受精率，良好胚率に有意差は見られなかった．2しかし新しいピエゾ法を利用し

た方が受精率，良好胚率共に高い傾向となった．3これらの方法は精子の不動化の手法として容易かつ有効である

ことが示唆された．

●

●

P－140 ピアル「ロン酸ベースの精子不動化処理液を用いたICSIの検討

吉田レディースクリニック　○青野　展也，吉田　仁秋 ●

【目的】非生理的物質であるPolyvinylpyrrolidone（PVP）がICSI時の精子不動化処理に通常用いられているが，そ

の影響は明らかとなっていない．一方ビアルロン酸は生理的物質であり卵丘細胞間などに存在し卵子の周りを覆っ

ている物質である．今回，ICSI時にビアルロン酸が主成分の精子不動化処理液を用い，その後の胚発育について

PVPとの比較検討を行った．

【対象・方法】2005年1月から6月までに採卵を行ないICSI適応となった35症例38周期を対象とした．ヒァルロ

ン酸主成分の精子不動化処理液（SpermSlow：MediCult社）を用いてICSIを施行した群（SS群）と7％PVPを用

いてICSIを施行した群（PVP群）の2群に分け検討した．一人の患者から成熟卵子が多数得られた場合は半数ず

つ両群に分け，少数の場合はどちらか一方を選択した．両群の受精率，分割率，良好胚発生率を比較検討した．

【結果】SS群とPVP群の正常受精率はそれぞれ，899％，825％，分割率は9＆3％，970％，良好胚発生率は4L2％，

438％であり，いずれにも統計学的有意差は認められなかった．

【考察】PVPは現在のところその後の発生に影響を与えないとの報告が多数を占めるが，非生理的物質であるため

にその影響は完全には否定できない．今回の検討ではビアルロン酸ベースの精子不動化処理液を用いたICSIにお

いてもPVPを用いた場合と同様の成績が得られ，生理的物質であるビアルロン酸を使用したほうが安全性におい

ても優れていると考えられる．

●

●
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P－141 精子サバイバルテストと体外受精における受精率に関する研究

竹内レディースクリニック　○遊木　靖人，利山　由圭，永井由美子

　　　　　　　　　　　　　竹内　一浩

●

●

【目的】初回ART施行患者において，体外受精（IVF）と顕微受精（ICSI）のどちらを施行するかは，重大な選択

の一つである．一般的には，総精子数運動精子数，運動状況などを指標としていることが多い．しかし，精液採

取直後の所見だけでは，媒精後および受精率などを十分に予想することはできない．一一方，生存性の高い精子は，

媒精後の卵子侵入率が高く，受精しやすいことが報告されている．そこで，ART施行予定患者に対して，精子の生

存性を検査する精子サバイバルテストを行い，その結果がIVFにおける受精率を予想する一つの指標となるかに

ついて研究を行った．

【方法】サバイバルテストは採取された精液を遠心・洗浄後，Swim　upを行い，運動良好精子を回収し，総精子数お

よび運動精子数をカウント後，一娩インキュベートし，翌朝，同様にカウントを行い，生存率を計測した．IVF

は採取された精液を遠心，洗浄後，10万匹／mlとなるように媒精し，16時間後に前核の確認を行った．

【結果】IVFにおける受精率は，サバイバルテストにて生存率50％以下の症例で3aO％，50－100％で60．7％，100－

150％で60C％，150－200％で577％であった．

【考察】サバイバルテストにて生存率50％以下の症例では，IVFでの受精率が有意に低下することが明らかとなっ

た．このことから，サバイバルテストにて，生存率が50％以下であった場合，ICSIの適応が望ましいと考えられ

た．

●

P－142 クライオチップを用いた少数精子の凍結保存

● 倉敷成人病センター　不妊治療部　○藤井　好孝，遠藤　雄史，本山　洋明

●

●

【目的】クライオチップ（以下CT，北里サプライ）を用いて精子を凍結する前に低浸透圧液で精子運動性を抑制す

ることで，少数精子を損失することなく凍結保存できるか検討した．

【方法】対象：同意を得た患者（10人）からの余剰射出精液を用いた．運動精子濃度50万／ml以下の精液から運動

精子をマニピュ1／一ターで回収し，低浸透圧液の微小ドロップに入れ前進性を抑制した．低浸透圧液はSynthetic

serum（lrvine）を水で70％と40％に希釈した2種類を用いた．　CTはマニピュレーターに装着し，インジェクター

で制御しながらマイクロドロップレット全量をCT先端に以下の順に吸引した．精子凍結液（40％SpermFeeze，

Test　York　Buffer不含，4μ1），運動性停止精子10個を含む低浸透圧液（2μ1），精子凍結液（2μD，　CTは両端を熱シー

ル後，液体窒素蒸気で凍結した．融解は直接37℃水に30秒入れて行い，平たい約1μ1のマルチドロップ中に回収

した．融解後の精子生存性はmotilityとvitalityの2種類について調べた．　Vitalityについては，05％エオジンY

液に2分間入れても頭部が赤く染まらなかった精子を，motilityの有無にかかわらず，生体膜機能を保持している

精子と判定した．融解後の精子捜索時間は1時間以内とした．

【成績】1）融解後回収率98／100個（9＆0％）．2）融解後motility（運動性あり）33／98個（337％）．3）融解後vi－

tality（エオジン非染色）47／98個（4＆0％）．4）精子が全て回収できた場合（8例／10例中）の回収時間は25分か

ら43分．

【結論】クライオチップを用いて少数精子を凍結する前に低浸透圧液で精子運動性を抑制することで，少数精子の取

り扱いが簡単になり，handlingによる損失がほとんどなくなった．融解後の運動性はやや低いが，この方法で極め

て少数の精子を凍結融解できた．
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P－143 D－Alloseを用いたKS－2精子保存液の改良

香川大学　医学部　泌尿器科　○田岡利宜也，箆　　善行

【目的】生殖年齢にある男子が抗癌化学療法，精巣除去術を受ける場合，将来の挙児希望に備えての精子凍結保存が

施行されるケースが増加しており，患者のQOL向上の一助となっている．今回我々は，自然界に微量にしか存在し

ない単糖と定義される「希少糖」の生理活性を利用し精子凍結保存液の改良を行い，精子運動率と生存率より，そ

の効果を検討した．

【方法】正常精液所見を示し22歳から24歳までの健常男子10名の精液を対象とした．精液は3日間の禁欲後に用

手的に採取し，室温で液化させた後，80％Percoll液撹拝密度勾配法で洗浄濃縮した．得られた精子混濁液（α2ml）

と凍結保存液を等量混合して凍結用チューブに充填し，液体窒素蒸気凍結法にて凍結した後，液体窒素タンク内で

保存した．凍結保存液はKS－2精子保存液内の糖の総モル数は変化させずにグルコースと希少糖（D－Allose）の添

加配分を変化させた．1ヵ月後，凍結精子の融解は微温湯中で振盟して行い，更に凍結保存液の除去および再濃縮

の目的で密度勾配遠心法を行い作製した精子浮遊液を検討に供した．精子運動率はMakler　Counting　Chamberに

よる目視法で計測，生存率はα5％Eosin　Y染色により算定した．

【成績】10検体の内，1検体はセラムチューブの破損により結果を得られなかった．D－alloseのみ用いた凍結保存液

は，既存KS－2保存液と比べ，9例中8例で融解精子運動率が高かった．（P＝α0469，　Mann－Whitney　U－test）．しか

し，生存率において有意な改善を示さなかった．

【結論】最近，D－aloseは活性酸素の産生抑制・消去といった生理活性が確認され注目されている．我々は，　D－al－

loseの持つ生理活性が凍結保存における精子機能の保存に有益な働きを与えている可能性があると考える．

●

●

●

P－144 ダイオードレーザーとベンチトップインキュベーター導入による

　　　　　　　　　　ICSIの臨床成績向上について

富山県立中央病院　産婦人科　○小嶋　康夫，舟本　　寛，飴谷　由佳

　　　　　　　　　　　　　　　吉越　信一，中野　　隆

●

【目的】ソフトウェアーの進歩による操作の簡便化と低価格化によって，レーザーが身近に使用できるようになっ

た．また小型培養器の開発によって卵操作後の培地の温度，pH，湿度を速やかに回復させることが可能になった．

今回我々はLaser－assisted　ICSIとBenchtop　Incubatorを導入し，　ICSIの臨床成績を向上させることができたので

報告する．

【方法】平成16年9月から平成17年5月までの間にICSIを予定した52例（平均年齢350歳）の患者にインフォー

ムドコンセントを得て，339個の卵子にLaser－assisted　ICSIを施行し，　Benchtop　Incubator（COOK，　K－MINC－

1000）による培養を行い（A群），従来法のICSIと大型培養器（容積170リットル）で培養を行った68例（平均年

齢357歳），402個（B群）の臨床成績と比較検討した．Laser－assisted　ICSIは波長148μmの赤外線ダイオードレー

ザー（OCTAX　Laser　Shot「MSystem）を使用し透明帯最内層を残して直径15－20μmの小孔を開け，同部位からtail

－touchで不動化した精子を卵細胞質内に注入した．　Benchtop　Incubatorは胚培養専用の小型培養器で，培地の温

度，pHを速やかに安定化させることが特徴である．

【成績】A群B群各々の受精率855％，823％，採卵あたり臨床妊娠率5α0％，3＆2％，継続妊娠率423％，298％

であり有意差は得られなかったが，いずれもA群で成績が向上した．移植胚のうちG2以上の形態良好胚が占める

割合は，A群75．3％，　B群54．7％（p＜0．05）であった．

【結論】Laser－assisted　ICSIでは透明帯が厚い卵子や硬い卵子でも，卵子を変形させることなくICSIすることが可

能であり操作が安定すると考えられる．また胚専用培養器を使用することで形態良好胚を得る機会が増え，妊娠率

が向上すると考えられる．

●

●
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P－145 受精法（c－IVFとICSI）の違いによる胚発育の検討

●

山王病院　リプロダクションセンター　○岡部　依子，渡邉　英明，山口　結加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　智美，猪鼻　達仁，高野　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

●

●

【目的L般的に受精率はICSIが，その後の胚発育はc－IVFが良好とされている．そこで，当院でも受精法により

胚発育が異なるかどうかを検討するために，split　cycleを施行した症例のc－IVF，　ICSIそれぞれの胚発育の詳細を

検討した．

【対象・方法】検討1）2003年2月～2005年5月にsplit　cycleを施行した158症例164周期の受精率，分割率，良

好胚率（Day3時，8cell以上，　G1，2），胚盤胞到達率を比較，検討を行った．検討2）検討1）の結果を考慮し，　c

－IVFの培養液を変更した．2005年6月～7月にc－IVFの培養i液をHTFからUniversal　IVF　Medium（MediCult

社）に変更し，split　cycleを施行した18症例18周期で同様の検討を行った．

【結果】検討1）c－IVFとICSIの受精率，分割率，良好胚率，胚盤胞到達率はそれぞれ，571％vs　800％，97．4％

vs　9＆1％，449％vs　470％，42．7％vs　4仕6％となり受精率において有意差が認められた（P＜0刀5）．検討2）c－IVF

とICSIの受精率，分割率，良好胚率，胚盤胞到達率はそれぞれ，725％vs　7α3％，939％vs　977％，290％vs　395％，

320％vs　355％となり，それぞれに有意差は認められなかった．また，　Universal　lVF　Mediumを用いたc－IVF

においてHTFを用いた場合よりも有意に高い受精率が得られた（P〈0．05）．

【結論】今回の結果からHTFを用いた場合，　ICSIと比較しc－IVFは受精率において有意に低値を示したが，　UnL

versal　IVF　Mediumへ変更することにより，成績の改善が認められた．また，分割率，良好胚率，胚盤胞到達率に

おいては，c－IVFとICSIで統計学上での差は認められなかった．今後は，さらにc－IVFの媒精時間の短縮，媒精

濃度等を加えて検討したい．

P－146 第2極体を指標にしたレスキューICSIの効果

● 竹内病院　トヨタ不妊センター

浜松医科大学　医学部　産婦人科

○平林　由佳，石井　美都，佐橋　愛子

　森奈美江，山口　恵，俵　史子
　金山　尚裕

●

●

【目的】当院では体外受精（IVF）において，媒精6時間後の第2極体放出の有無により受精を予測し，第2極体の

みられない卵に対して顕微授精（ICSI）を施行するレスキューICSI（R－ICSI）を行っている．一般的に，　IVFにお

ける受精障害の救済処置は，媒精翌日に行うICSI（1day　old　ICSI）が知られているが，報告によると妊娠率が15％～

125％と低値である．今回，R－ICSIの有効性について検討した．

【方法】2004年2月から2005年5月にインフォームドコンセントの上採卵を行った462症例を「IVF群」「ICSI群」

「R－ICSI群」に分類し，受精率，異常受精率，胚盤胞発生率，妊娠率等を比較検討した．

【結果】受精率はIVF群850／1143（743％），ICSI群481／657（732％），R－ICSI群356／509（699％）．異常受精の

発生頻度はそれぞれ60／1144（52％），24／657（＆7％），27／509（53％）．盤胞発生率はそれぞれ311／460（676％），

154／273（564％），104／167（623％），妊娠率は85／208（40£％），51／124（41．1％），25／79（31．6％）であった．R

－ICSI群にはIVFでの受精卵とR－ICSIを施行した受精卵が含まれ，　R－ICSI単独を検討した場合の妊娠率は7／22

（31β％）であった．R－ICSIを行った例で分娩に至った例では全例健児を得た．

【結論】受精率，胚盤胞発生率においては，IVF群，　ICSI群，　R－ICSI群との間に差はみられなかった．妊娠率は多

少低いものの，今までのlday　old　ICSIでの報告と比較すると十分臨床応用が可能な値であると考えられた．初回

IVFでは受精障害を予測するのは困難だが，　R－ICSIを行うことで未受精及びlday　old　ICSIを回避できることが

示唆された．IVF，　ICSIと比較して，異常受精の発生頻度にも差はみられなかったことから，媒精6時間後に行う

R－ICSIは有効な治療方法と考えられた．



280（422） ●

P－147 ICSIにより妊娠に至ったimmotile　cilia　syndromeの一・症例

聖隷三方原病院　不妊センター　○杉本　利幸，弘島　大輔，落合　正好

　　　　　　　　　　　　　　　　安部　正和，塩沢　直美，飯塚百合子

　　　　　　　　　　　　　　　　熊崎　宏美，高林香代子，望月　　修 ●

【目的】lmmotile　cilia　syndromeはおよそ2万出生児に1例の頻度で見られる稀な疾患である．男性の場合には不動

精子のため男性不妊となるが，最近のARTの目覚しい普及により妊娠，出産の報告が散見される．今回，本症に

対しpentoxifylline処理で生存を確認した射出不動精子を用いICSIを行い，単胎妊娠を得たので若干の文献的考察

を加え報告する．

【症例】夫32歳，妻31歳の原発不妊3年．夫には副鼻腔炎，気管支炎の既往があった．平成15年6月，挙児希望

にて近医を受診し精子運動率0％と指摘されたため，同年9月に当センターをカップルで受診．精液検査では濃度

720万／ml，運動率0％で全て不動精子であったが，エオシンーY染色陽性57％，蛍光染色による生存精子51％で

あったため，十分なインフォームドコンセントを得て，その後ICSIを計画した．なお，妻側の一般不妊検査は正常

であった．卵巣刺激は全周期long法とし，　ICSI時の生存精子の確認方法は3周期までhypoosmotic　sweUing（HOS）

testを用い，全ての周期で新鮮胚移植が行えたが不良胚が多く妊娠は成立しなかった．そこで4周期目にpentoxL

fylline処理により生存を確認した射出不動精子を用いICSIを実施したところ，2個の良好胚が移植できた．これに

より現在，単胎妊娠（vanishing　twin）が成立し，妊娠経過は順調である．

【結論】今回，immotile　cilia　syndromeで不動精子のみの重症男性不妊症に対しpentoxifylline処理で生存を確認し

た射出不動精子を用いてICSIを行い，良好胚が得られ妊娠の成立をみた．今回用いたpentoxifymne処理はHOS

testに比べICSI操作が容易に行え，不動精子の生存の確認方法として有用な手技であることが示唆された．

●

●

P－148　CASAを用いたConventional　IVFとICSIの選択基準に関する検討

東京大学　医学部　産婦人科　○藤本　晃久，藤原　敏博，大石　　元

　　　　　　　　　　　　　　　大井なぎさ，百枝　幹雄，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治，武谷　雄二

●

【目的】ART周期における授精法としてconventional　IVF（以下C），ICSI（以下1）のどちらを用いるか，選択に

苦慮することはしばしば起こりうる．当科では2001年より，swim　up後精子をCASA（computer　assisted　sperm

analyser）を用いて分析し，特にVAP（average　path　velocity）の数値を授精法の選択基準として用いており，今

回この方法の有用性につき検討した．

【方法】2001年一2004年に当科においてARTを行い，採卵数4個以上が得られた症例のうち，インフォームドコン

セントを得てCASA（HamiltorThorn　Research，　software　version　1α8）による分析を行ったのち，　CまたはSplit

（卵子を2群に分けCと1の両方を行う，以下S）を施行した377周期を対象とした．このうち，Cにおける受精率

が20％未満であり，1が必要と考えられた23周期（X群〉，Sを行ったが結果的にそのうちのCの受精率が70％以

上でありICSIが不要と考えられた27周期（Y群），Cのみを行い，受精率70％以上であった191周期（Z群）の

3群につき，精子所見を比較した．

【成績】原精液中精子運動率，運動精子数，swim　up後精子濃度，　CASAによるprogressive　motility，　VAPを各群

で比較したところ，すべてのパラメーターについて，Z群はX群より有意に良好な所見を示したが，　X群，　Y群の

間にはいずれも有意差はみられなかった．

【結論】CASAによる精子解析は，明らかに受精率良好な症例の選択には有効であったが，微妙な所見の判定には不

十分であった．精子所見不良症例については，過去の治療経過の検討や，精子の形態など他のパラメーターの併用

が必要であり，状況に応じて積極的にICSIを併用すべきであると考えられる．

●

●
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P－149 改良型ICSIの有効性の検討

●

大阪New　ARTクリニック　New　ARTリサーチセンター ○宮田

　松葉

　富山

広敏，馬場　聖子，福富　紀子

純子，横田麻里子，小泉あずさ

達大

■

●

【目的】ICSIにおいて受精率が低い症例を経験する事がある，それには様々な原因が考えられるが，我々は卵子細

胞膜周辺に局在するミトコンドリアを吸引し，活性化させる改良型ICSIを実施することによって，受精率が改善す

るかどうか検討を行った．

【方法】平成17年2月から5月までに改良型ICSIを行った，36周期においてその受精率を比較した．改良型ICSI

の方法は，Ebnerらの方法を応用して，第1極体を12時の方向になるよう保持し，　ICSIニードルを卵の3時方向

から穿刺，反対側の膜付近の細胞質を吸引し，真中に精子と共に細胞質を排出した後，静かにニードルを抜去した．

【結果】通常のICSIでの受精率が50％以下と低率であった群に改良型ICSIを施行した場合は，通常ICSIの受精率

は28％に対して，改良型ICSIでは66％に上昇した．しかし通常のICSIの受精率が50％以上の群に改良型ICSI

を行った場合は，通常ICSIと改良型ICSIの受精率はそれぞれ79％と70％と有意な差は認められなかった．また

3回以上体外受精を行っても妊娠に至らない反復不成功例に対して改良型ICSIを行ったところ，通常ICSIと改良

型ICSIの受精率はそれぞれ62％と48％と上昇を認めなかった．

【結論】改良型ICSIは膜周辺に局在するミトコンドリアを吸引し，精子の注入された場所に直接ATPを供給する

という考えに基づいている．ICSI後に受精が起こらなかった卵子はミトコンドリアの複製量が低く活性化が起こ

らなかったと考えられる．今回の検討の結果，通常のICSIで受精率が低かった症例において改良型ICSIを用いる

ことにより受精率上昇が認められ，有用な方法であると考えられた．

P－150 精子不動化抗体陽性者の救済にICSIは重要な治療法の一つである

● （医）いわき婦人科内科　○菅原　延夫，前田真知子

高度生殖医療技術研究所　　荒木　康久

●

ρ

【目的】精子不動化抗体の存在は，不妊症の重要な一因である．今回我々は，当院の不動化抗体測定適応に基づき，

不妊夫婦での男女双方の精子不動化抗体を測定し，精子不動化抗体の陽性率，精子不動化抗体陽性例の性交後試験

との関連性，また精子不動化抗体陽性例の妊娠予後について検討した．それにより，精子不動化抗体陽性の場合の

不妊治療への指針を得たので報告する．

【対象】平成11年1月～16年7月までの間に不妊治療を受け，且つ当院の適応を満たした不妊カップル640組を対

象とした．

【結果】精子不動化抗体陽性率は，男性33％（21／640），女性1．1％（7／640）であった．性交後試験は，精子不動化

抗体陽性の場合は，男性及び女性共に不良であった．特に男性が陽性の場合は，子宮頚管内への精子の侵入さえ見

られなかった．また，精子不動化抗体陽性男性21例中17例が妊娠し，その治療背景は，タイミング法2例，AIH

2例，ICSI13例であった．不動化抗体陽性女性の場合は，7例中3例が妊娠に至り，その背景はAIH1例，　ICSI2

例であった．

【考察】今回の検討により，夫婦双方に精子不動化抗体検査が必要であると考えられた．また，不動化抗体陽性の場

合，最終的にICSIでの妊娠率が男性では76．4％，女性では667％あった事より，精子不動化抗体陽性の場合は，　ICSI

へのステップアップを早期に検討することが治療上重要と思われた．

D
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P－151 　　　　HIV陽性夫と陰性妻の間の不妊治療：

夫婦の負担となる遠距離通院をせずに治療を行う試み

倉敷中央病院　産婦人科

　　　倉敷中央病院　臨床検査科

慶懸義塾大学　医学部　産婦人科

○本田　徹郎，高田　治奈，中堀　　隆

　高橋　　晃

　古手川直子，高橋　　司

　久慈　直昭，吉村　泰典

頃

【目的】近年HIVキャリアーの予後は飛躍的に改善し，挙児希望者が増加している．　HIV陽性の夫と陰性の妻に対

して，密度勾配遠心分離法とswim　up法にて運動精子を抽出し，高感度PCR法にて精子浮遊液にウイルス核酸が
検出されないことを確認し，IUI（人工授精）ないしICSI（顕微授精）を行う，という不妊治療は2004年にすでに

世界で4000周期以上が施行されており，妻子に感染が起こらないという安全性は経験的にほほ確立されてきてい
る．一方，日本では実施施設が限られており，治療を希望する夫婦は東京などに遠距離通院をしているのが現状で

ある．今回われわれは患者夫婦の負担を軽減するために，倉敷（岡山県）で精子洗浄を行い，東京で精子PCR検査
を行い，倉敷でICSIを行うという治療を開始した．実施に際しては，倉敷中央病院倫理委員会の承認を得た．また

妻子への感染危険性がゼロではないことを十分に説明したうえで治療の同意を得た．

【対象】現在二組の夫婦がエントリーしている．

【方法】密度勾配遠心分離はPercoU　50％，70％，90％の3層で行い，　swim　upは0．5mlに調整したもの2本にして

60分行い，それぞれα4mlずつ上清をとり（計08ml），10mlに調整した後，05mlを精子凍結保存に，α5mlをPCR
用検体とした．PCR検体は液体窒素に投入して凍結し，ドライアイスとともに冷凍宅配便で東京に輸送した．

【成績】二組で計6個の精子検体を調べたが，いずれの検体からも高感度PCR法（DNA，　RNA検出感度1copy／mD

にて核酸は検出されなかった．一組はICSI施行中で，一組はICSI準備中である．
【結論】今回準備から実施までを経験したが，この方法はICSIを施行している施設であれば技術的に特に困難な点

はないと考えられた．患者夫婦の負担を軽減するために，今後HIV拠点病院を中心に日本各地で実施施設が増える
ことを希望する．

●

●

P－152 精巣上体精子採取によるART治療の検討

セントマザー産婦人科医院　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里，赤星　孝子，馬原　千春

●

【目的】当院では，無精子症症例への基本的対応として，「精巣上体精子」の使用を「精巣精子」に優先させている．

過去に当院において「精巣上体精子」を採取することのできた症例を中心に両者による治療の特徴について検討し

た．

【方法】1995年から2004年までの10年間において，当院で「精巣上体精子回収法」を施行して，治療に供するこ

とのできる状態で精巣上体精子を得ることのできた623例について分類・検討した．

【結果】「閉塞性無精子症（パイプカットを除く）」51β％，「パイプカット」55％，「脊髄損傷」1a7％，「射出障害（DM，

術後後遺症など）」74％，「造精機能低下症」＆1％，「重症OAT症候群」68％，「精子不動症」37％．精巣上体精子使用

症例カップルあたりの妊娠率は826％，分娩率は751％であった．

【考察】open　biopsyで精巣精子を用いる場合，一般の泌尿器科の医師に依頼すれば容易に検体を得ることができる

し，指導を受ければ産婦人科医師自身が行うことも技術的にさほど困難ではない．Needle　biopsyでは，侵襲は少な

いが採取量は少ない．夫の都合の良い日に，運動良好な成熟精子を多量に採取して凍結保存できるという点で，精

巣上体精子採取法が優れていると思われる．術後疹痛もbiopsyに比べて軽い．経験があれば，経皮的穿刺吸引術も

症例を選べば容易だが，精巣上体「頭部」の一部のみからしか運動精子が得られないこともしばしばあり，直視下

で採取を行うことのメリットは大きい．閉塞性でない場合，「尾部」からごくわずかの液量しか採取できないことも

多く，経験と技術が必要である．また他院において，精巣生検において「maturation　arrest」の診断を受けたにも

かかわらず当院で精巣上体から精子を採取できた症例も十数例認めた．

●

「

●
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●

P－153 精巣内精子回収法（TESE）にて得られた精子の保存日数および

　　　　　　凍結保存はICSIの成績に影響を与えるか？

矢野産婦人科　IVFセンター　○久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　ほこいし泌尿器科　　鉾石　文彦

●

●

【目的】無精子症患者に対する治療としてTESE－ICSIが行なわれる．採卵当日にTESEを施行するか，あらかじめ

採取し凍結保存した精子をICSIに供するのが一般的である．しかしながら採卵当日にタイミングを合わせられな

い場合も多く，TESE後採卵当日まで培養した精子を使用してICSIを行っている．　TESEによる精子の培養日数が

ICSIの成績に影響を与えるか凍結精巣内精子によるICSIの成績とともに検討した．

【方法】2001年11月から2004年12月の間に10症例15周期にTESE－ICSIを行なった．そのうち，4周期は採卵

当日に（A群），5周期は採卵日前日に（B群〉，6周期は採卵日2日前（C群）に，それぞれbiopsy　needleにてTESE

を行なった．採取した組織は細切し，洗浄後FertUization　medium（SAGE）にて5％CO2　in　air，37℃でICSIまで

保存した．精子の培養時間はA群0時間，B群21－24時間，　C群45－47時間であった．1996年11月から2001年

11月の間に精巣切開によるTESEにて採取した凍結精子によってICSIを行った12症例26周期をD群とした．

【結果】TESE－ICSI後の受精率，着床率，移植妊娠率はそれぞれ，　A群は5＆3％（14／24），50％（3／6），667％（2／

3），B群は64β％（35／54），267％（4／15），80％（4／5），C群は5＆9％（43／73），1a7％（2／12），333％（2／6），

D群5仕5％（140／244），203％（15／74），29．6％（8／27）であった．A，　B群はC，　D群より高い妊娠率が得られる

傾向がみられ，特にB群はD群と比べて有意に高かった（p＜α05）．

【考察】24時間培養した精子は採取当日の精子と同等の成績が得られたが，48時間では十分な成績が得られないと

思われた．また，凍結精子よりも新鮮精子を使用した方が高い成績につながると思われた．

●

P－154当院における精巣内精子回収法（TESE）または精巣上体精子吸引術（MESA）

　　　　　　　により得られた精子を用いた卵細質内精子注入法（ICSI）の臨床成績

名古屋市立大学大学院　医学研究科　生殖・発生医学

名古屋市立大学大学院　医学研究科　腎・泌尿器科

○牧野亜衣子，佐藤　　剛，服部　幸雄

　杉浦　真弓

　金子　朋功，佐々木昌一，郡　健二郎

陀

●

【目的】近年，精子の手術的採取により治療困難とされていた無精子症患者への不妊治療が普及している．しかしこ

れらの治療法は侵襲性があり，さらに精子を得られない症例もあるため治療の選択には事前の病態評価と患者への

情報提供が必要である．今回我々は当院でTESEまたはMESA－ICSIを行った症例についてFSH，精巣容積，精子

回収の有無，受精率，分割率，良好胚率，妊娠率について検討した．

【方法】1999年1月から2005年4月までに当院にて無精子症（閉塞性8症例非閉塞性13症例）のためTESEを行っ

た18症例，MESAを行った3症例を対象とした．また同一症例における凍結保存精子を用いたICSI17周期につい
ても検討した．

【成績】TESE症例での精子回収（＋）症例と（一）症例のFSH・精巣容積はそれぞれ，（＋）群：133mIU／ml，139

ml，（一）群：3324rnIU／ml，1α1mlであった．運動精子（＋）症例ではFSH＆2mIU／ml，精巣容積176mlであった．

運動精子（＋）症例と（一）症例での受精率，分割率，良好胚率はそれぞれ運動精子（＋）群：642％，854％，20．5％，

運動精子（一）群：5a8％，625％，0％であった．新鮮精子を用いた周期では受精率598％，分割率725％，良好胚

率138％，一方凍結保存精子を用いた周期では422％，61．9％，軌9％であった．妊娠症例はTESE1症例（9、1％），

MESA3症例（100％）であり，運動精子（一）症例では良好胚を得る可能性が低く，　FSH高値または精巣容積が小

さい症例では運動精子を回収することが困難であった．凍結保存精子を用いた周期では新鮮精子を用いた周期に対

して受精率などが低下した．

【結論】以上より術前のFSHや精巣容積の測定は精子の状態予測に有用であり，さらにできるだけ同日に採卵も行

い新鮮精子を用いたICSIを行うことが望ましいと考えられる．
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P－155 TESE／MESA－ICSIにおけるHOSTの有用性

聖マリアンナ医科大学　産婦人科

　　　聖マリアンナ医科大学　泌尿器科

日本大学　生物資源科学部　動物細胞学

○石田　恵理，三室　卓久，土井めぐみ

　森川　香子，奥津　由記，津田　千春

　保坂　　猛石塚　文平

　吉池　美紀，馬場　克幸，岩本　晃明

　佐藤　嘉兵

●

【目的】当院生殖医療センターでは，無精子症症例に対しあらかじめ精巣内精子採取術（TESE）もしくは顕微鏡下
精巣上体精子吸引法（MESA）を行った後に精巣組織／精子を凍結保存し，凍結融解精子を用いたTESE／MESA－
ICSIを行っている．各症例の凍結前の精子運動性は極めて不良であるが，融解後運動性がなくとも生存精子をICSI
できれば受精卵獲得は可能であり生存精子の選別が重要となる。今回，TESE／MESA－ICSI症例の患者に同意を得
た上でHOST（Hypoosmotic　Swelling　Test）を試み，その治療成績について検討した．

【方法】平成16年11月から平成17年6月までにTESE／MESA－ICSIを行った7症例10周期を対象とし，その内
訳は閉塞性無精子症が2症例，非閉塞性無精子症が5症例であった．融解後の精子は18mm四方のカバーグラス下
で精子数と運動率を測定し，トリパンブルー染色にて生存率を算出した．さらにICSI時には形態学的な精子選別を
行った後にHOSTを施行した．受精確認はICSI後18時間後に行い，その後胚発生が進んだ症例に対し，採卵後2～
3日目に胚移植を行った．
【成績】TESE／MESA凍結前の精子数は30個／全視野～4＆O　x　10‘／ml，平均運動率は123±13．6％，融解後の精子数

は18個／全視野～143個／視野，平均運動率はα07±02％，生存率は320±167％であった．HOST（＋）群精子を
25個，HOST（一）群精子を29個用いてICSIを行った．受精率はHOST（＋）群で357±1＆0％，　HOST（一）群で
208±164％でありHOST（＋）群で高い傾向を認めた．また未受精卵とICSI後3日目以降の分割停止胚はHOST
（＋）群由来が14個，HOST（一）群由来が24個で，　HOST（＋）群が有意に少なかった（p＜005）．胚移植を行っ

た5周期でHOST（＋）群の精子をICSIした1例が妊娠に至った．
【結論】TESE／MESAで非運動性の凍結融解精子より生存精子を選別する際には，形態学的な選別に加えHOST
を同時に行うことは有用であると思われた．

●

●

P－156 顕微鏡下精巣内精子採取術によるICSIの治療成績

　　　　　精子の運動性の有無による検討一

健康保険組合連合会　大阪中央病院　中央検査部

　　　　　　　　　　　　　　　　　同　婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　同　泌尿器科

箕面市立病院　泌尿器科

○内野　義彦，小林　由美

　坂井　昌弘，前田　隆義

　山中　幹基，山本　圭介，野間　雅倫

　福本由美子，竹山　政美

　古賀　　実

●

【目的】精子採取が困難な非閉塞性無精子症に対して，近年，顕微鏡下精巣内精子採取術（microdissection　TESE：

MD－TESE）が報告され，採取率の向上が認められている．しかし，これらの精子を用いたICSIの成績に関する報

告は少ない．今回，われわれは精子の運動性の有無によるMD－TESE－ICSIの治療成績を検討したので報告する．

【対象と方法】2001年1月から2005年3月の間，MD－TESEにより精子が得られICSIが行なわれた（以下，　MD

－TESE－ICSI）29周期18例を対象とした．運動性のある精子が含まれているMD－TESE－ICSI（以下，運動群）は

18周期11例，運動性のない精子だけによるMD－TESE－ICSI（以下，非運動群）は11周期7例であった．精巣内

から採取した精子は全て凍結保存し，採卵日に融解を行いICSIに使用した．　ICSIに使用する精子については患者

の同意の元に選別を行った．運動群と非運動群の受精率，妊娠率，着床率について検討した．なお，妊娠の判定は

胎嚢の有無により行った．

【結果】運動群での受精率，胚移植周期あたりの妊娠率，症例あたりの妊娠率，着床率はそれぞれ560％（102／182），

15B％（3／19），273％（3／11），100％（5／50）であった．これに対し非運動群では336％（33／98），10、0％（1／10），

143％（1／7），71％（2／28）であった．

【結論】受精率，妊娠率，着床率，全てにおいて運動群の方が高い傾向にあった．MD－TESE－ICSIにおいても従来

の報告どおり，精子の運動性は治療成績に影響を与えると考えられた．

曳
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P－157 　　　　　Testicular　sperm　extraction（TESE）

－intracytoplasmic　sperm　injection（ICSI）症例の検討

英ウィメンズクリニック

　　　　三聖病院　泌尿器科

帝京大学　医学部　泌尿器科

神戸大学　医学部　泌尿器科

○江口　素子，苔口

　徳江　繭子，橋本

　坪内　美紀，笠原

　渡部　純江，松永

　塩谷　雅英

　岡本　恭行

　岡田　　弘

　藤澤　正人

昭次，泉
洋美，

優子，

雅美，

陽子

吉村由香理

小森江利子

後藤　　栄

●

【目的】無精子症例であっても精巣より精子回収が可能であることが多く，ICSIを実施することで挙児が可能と
なっている．今回，．過去4年間に施行したTESE症例について，精巣内精子の有無，　TESE－ICSIによる受精率，妊
娠率等について検討した．
【方法】対象は夫が無精子症および重症精子無力症と診断され，患者夫婦の同意を得てTESEを施行した84組であ
る．夫の平均年齢は349歳（23－70歳），妻の平均年齢は31B歳（23－43歳）であった．閉塞性無精子症は27例，
非閉塞性無精子症は57例であった．TESEによって採取した精巣組織は，ミンス後凍結保存し将来の治療に備え
た．子宮内に胎嚢を確認出来た症例を妊娠例とした．
【成績】精巣組織内に精子を確認できたのは，52例（619％）であった．閉塞性無精子症の27例では，全例（100％）
に精巣内精子を確認でき，非閉塞性無精子症では57例中25例（43⑨％）に精子を確認できた．精子を確認できた
52例にはその後TESE－ICSIを実施し，30例（57．7％）に妊娠成立を得た．　TESE－ICSIでの受精率は574％（507／
883），　　　受精卵の2～4細胞期への発生率は8軌5％（454／507）であった．胚移植あたりの妊娠率は273％（27／99），
流産率は222％（6／27）であった．また，TESE－ICSI後に凍結保存した胚を融解移植した18例における，胚移植
あたり妊娠率は278％（5／18）であり，流産率は0％（0／5）であった．
【結論】無精子症の患者において実施したTESEにより6L9％と高い確率で精巣内に精子を確認できた．　TESE－
ICSIの症例あたりの妊娠率は577％であり，TESE－ICSIは無精子症患者の治療として有効であることが確認され
た．

P－158　　　両側外傷性無精子症に対するMicrodissection　TESEの経験

● 　藍野病院　泌尿器科

　　　三康クリニック

　　　　　三康診療所

大阪医科大学泌尿器科

大阪医科大学産婦人科

裕

之

景
治
毅

　

信
　
洋
能

田
野
井
岡
下

増
上
平
勝
山

○

’

　症例は34歳男性，6年前のサッカー中の事故で右精巣破裂，3年前にもサッカー中の事故で左精巣破裂，いずれ

の事故後に，精巣白膜の縫合を受けた．その後の精液検査で無精子症，FSH＆9mIU／mlであった．結婚は4年前，

妻は現在23歳．挙児を希望し，夫が不妊外来に紹介された．精巣は右18ml，左14ml，両側の精管は触知可能，　LH

54mlU／ml，　FSH　144mIU／ml，テストステロン506ng／ml，遊離テストステロン79pg／dl，染色体は46XYであっ

た．精液検査は3回施行したが，3回とも精子が確認出来なかった．そのため泌尿器科でMicrodissection　TESE

をおこなった．右精巣から手術を開始し，精巣は周囲との癒着が強かったが，右精巣から精子の採取が可能であっ

た．今後産婦人科でICSIを予定している．

●

P
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P－159 Conventional　TESE不成功例における

salvage　microdissection　TESEの有用性

大阪大学　医学部　泌尿器科

健保連　大阪中央病院　泌尿器科

　　　　大阪警察病院　泌尿器科

　　　　箕面市立病院　泌尿器科

○辻村　　晃，藤田　和利，平井

　植田　知博，木内　　寛，小森

　松岡　庸洋，高尾　徹也，宮川

　高田　晋吾，奥山　明彦

　竹山　政美

　松宮　清美，藤岡　秀樹

　古賀　　実
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●

唱

【背景】非閉塞性無精子症（NOA）を対象とするmicrodissection　TESEによる精巣内精子採取率の向上が報告され

るにつれ，以前conventional　TESE不成功で挙児を断念していたNOA患者が，再度microdissection　TESEを希望
する症例も増加してきた．しかしconventional　TESE不成功例はもともと厳しい造精機能障害が存在する上に，
TESEの手術操作により，術後造精機能がさらに悪化している可能性が推測される．そのため，再度microdissec－
tion　TESEを行った場合，通常のmicrodissection　TESE同様の成績が期待できるかは不明である．
【対象と方法】今回我々はconventional　TESE不成功後に，当科で再度microdissection　TESEを施行したNOA46
例（salvage群）につき検討を加えた．
【結果】Salvage群46例と過去にconventional　TESEを施行していないmicrodissection　TESE　134例（primary
群）の精巣内精子採取率はそれぞれ457％（21／46）と440％（59／134）で，両者に統計学的有意差を認めなかった．

また過去のconventional　TESEが一側なら50％に，両側なら438％にsalvage　microdissection　TESEで精巣内精
子採取が可能であった．またconventional　TESEによる精巣組織がSertoli　cell　only　syndromeと診断された症例で

も3軌1％でsalvage　microdissection　TESEで精巣内精子採取が可能であった．　TESEのintervalについては成績と

の関連性は低かった．

【結論】仮にconventional　TESEが不成功に終わったとしてもmicrodissection　TESEは有用と考えられた．

P－160 Microdissection　TESE－ICSIによる妊娠率

●
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　当リプロダクションセンターでは，Conventional　TESEを外来でMicrodissection　TESE（MDTESE）を入院で

行っている．今回，MDTESE－ICSIによる妊娠率について報告する．

【対象と方法】平成13年8月から平成17年6月の3年10ヶ月間に，当センターを訪れた無精子症患者のうち精巣

容積10ml未満・FSH20mIU／ml以上，停留精巣・染色体異常・精巣炎既往，　Conventional　TESE失敗例などを

MDTESEの適応としインフォームドコンセント取って行った．　MDTESEは，5日間入院し全身麻酔下で行い，片

側精巣で精子採取が出来ないか不十分な場合に両側精巣で行った．MDTESEは，112例の夫に行い，年齢は，25～

51歳（平均347±47），精巣容積は，右2－20ml（平均9．4±36），左2－20ml（平均90±3．6），内分泌検査では，

FSH7～66mIU／ml（平均28±12），　T120－1430ng／dl（平均3835±1594），抗精子抗体は，全例マイナス，染色体検

査は，47XXY　5例，　DAZ欠損6例，46XX（骨髄移植例）2例などであった．採取できた精子は原則凍結保存した．

卵巣刺激方法は，完全自然周期，clomid＋hMG，　hMG一アンタゴニストなどで行った．妊娠は心拍出現で確認した．

【結果】精子が採取できたのは，112例中30例（2a9％）であった．精子を採取できICSIを行ったのは29例で，そ

の妻の年齢は，24－43歳（平均31．7±4．7）であった．29例中胚移植を行ったのが19例（ICSI症例の665％），妊娠

したのが4例（ICSI症例の138％）で，2例が出産，1例が妊娠後転院，1例が妊娠継続中である．最終的にMDTESE

を行った男性のうち妻が妊娠する確率は，26．9％x133％＝3．7％であった．

q
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P－161 後期精子細胞を用いた顕微授精の臨床成績

●
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【目的】2001年の日本受精着床学会で52例の後期精子細胞を用いた出産例を報告した．今回はその後の臨床成績の

追加と出産後の児のfollow　upを行ったのでその結果について報告する．

【方法】後期精子細胞をその発育ステージ別に3つのグループに分け（Sbl～Sb2，　Sc，後期Sc～Sd）比較検討した．

後期精子細胞といえども，各々の分化段階においては卵子との受精能力には差があると考え，0．1mM　CaCl2とOO5

mMMgCl2を含んだ295mMマンニトール内に卵子を浸漬し，　Sb1～Sb2に対しては交流5V／cm　1000KHz　8sec，そ

の後，直流1200V／99μsecを，初期Scに対しては交流2V／cm　1000KHz，8sec＋直流1200V／cm，99μsecを印加し
た．

【結果】ISb1～Sb2，　Scおよび後期Sc～Sdにおける妊娠率は，150％（81／540），19．5％（42／215），242％（74／306），

流産率は3α5％（29／95），24．4％（11／45），31．1％（23／74）であった．2．妊娠率は，精子細胞の形態分化が進むに

従い上昇傾向を認めたが，流産率は各群で有意差は認めなかった．3．現在までに147名の新生児が出生した．その

うち明らかな奇形は鎖肛（Sb2）のみでありその他に1例の精神遅延（Sb1）を認めた．4．精神遅延を生じた症例の

第二子は正常児であった．49症例で羊水の染色体検査が行われ，48例が正常であった．1例は均衡型相互転座であ

り，これは父親由来であった．5．全症例の中にクラインフェルター症候群が2例含まれており，両者共に精細管内

に精子を認めず，後期精子細胞を用いて妊娠出産した．児の染色体は正常であった．

【結論】電気刺激で卵子を活性化させることにより，後期精子細胞の妊娠率は上昇した．出生児の異常は，自然妊娠

と大差はない事が判明した．

P－162 炎症性腸疾患と男性不妊
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【背景】従来，治療開始前に凍結保存した精子を持たない場合には，挙児の手段がなかった抗癌化学療法後に無精子
症（postchemotherapy　azoospermia：PCA）を呈している患者に対しても，　TESE－ICSIが散発的に行なわれるよう
になった．

【目的】PCA患者に対するmicrodissection　TESE（MD－TESE）の成績を後ろ向きに調査し，精子採取の可否を予
測する因子ならびにICSIの成績について検討する．
【方法】（1）1999年から2005年のMD－TESEの患者記録を調査した．（2）術前の身体所見・内分泌学的所見・化学療
法の種類とMD－TESEの成績の関連を調査した．（3）精子採取可能であった患者カップルのICSIの成績を調査し
た．

｝鞠7（鑑嚢蒋朧饗鷹競呈艦響1織繍6う恐職蹴沸梵皇暑8麗鵠蕊
値38、5歳，パートナー年齢の中央値33．7歳）に，合計22回のMD－TESEが行なわれた．原疾患は精巣悪性腫瘍7
例，Hodgkinリンパ腫3例，非Hodgkinリンパ腫2例，白血病3例，骨肉腫2例，後腹膜胚細胞腫1例であった．
（2）22回のMD－TESEのうち10回で精巣精子が回収された．術前のパラメータで精子採取可否を予想可能なもの
はなかった．（3）採取された精巣精子を30周期のICSIに用いてbiochemical　pregnancyを13周期（433％）でclinL
cal　pregnancyを3／9患者カップル（333％）で認め，2女児と1男児が誕生した．
【結論】非閉塞性無精子症患者と比較すると有意に精子回収率は低下するも，PCA患者にもMD－TESEは有用で
あった．挙児希望患者に対する抗癌化学療法前には，少なくとも精液検査を行い，適応があれば精子凍結を勧める
事が必要である．
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P－163 Long法における採卵前周期のFSH基礎値と卵巣の反応性の検討
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【目的】月経期FSH値が卵巣予備能を間接的に表すとされており，体外受精周期において発育卵胞数や卵巣刺激の

反応性は重要である．今回我々は採卵前周期の月経時FSH値と卵巣の反応性および獲得卵・胚について検討した．

【方法】2003年1月から2005年5月までGn－Rhaを用いたLong法にてIVF－ETを行った77症例を対象とした．

18mmを超える発育卵胞が認められた時点でhCGを投与し採卵とした．本検討では採卵前周期の月経期FSH値が

101U／ml未満をFSH正常群，101U／ml以上をFSH上昇群とし，前周期がkauffman周期または自然周期において

それぞれ卵巣刺激期間，発育卵胞数，受精率，良好胚獲得率を比較検討した．

【結果】前周期をkauffman周期としたFSH正常群，　FSH上昇群での発育卵胞数12β±20個，田±OB個であり

FSH上昇群で有意に減少した（p＜0．01）．受精率，良好胚率，には差を認めなかった．また採卵までに要したHMG

投与量はFSH正常群で296α2±54911U，　FSH上昇群34091±68771UでありFSH上昇群で有意に増加した（p＜

α05）．一方前周期が自然周期であったFSH正常群，　FSH上昇群では，発育卵胞数が13B±a5個，40±1．9個であ

りFSH上昇群で有意に少なかった（p＜0の1）．受精率，良好胚率には差はなかった．

【結論】採卵前周期のFSH基礎値が101U／ml以上の場合，採卵周期での卵巣の反応性が低下し，結果的に体外受精

胚移植における良好胚の獲得数が減少すると考えられた．

‘
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P－164 卵胞期初期のFSH値および年齢がART成績に及ぼす影響
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【目的】卵巣予備能の指標として，FSH高値の症例ではARTの成功率が低いと考えられている．卵胞期初期のFSH

値がARTでの採卵，妊娠の成否にいかに関わっているかを後方視的に検討した．

【方法】対象は2002年1月～2004年12月の問にARTを目的として卵巣刺激を行った292周期。卵巣刺激はlong

法で行い，1個以上の成熟卵胞があれば採卵を施行した．採卵前周期月経3日目にFSH値を測定し，　A群；FSH

＜10，B群；10≦FSH＜15，　C群；15＜FSHの3群に分けた．卵巣刺激あたりの採卵施行率，妊娠率について比較検

討した．

【成績】刺激あたりの採卵施行率，妊娠率はそれぞれA群978％＊，＊＊，361％＊＊＊，B群；735％＊，224％，　C群；

500％＊＊，0％＊＊＊であった（各p＜0駕｝1）．A群，　B群をそれぞれ38歳以下（a），39歳以上（b）に分けるとA群で

は38歳以下の方が有意に高い採卵施行率，妊娠率を示し（A－a；99．5％＊，248％＊＊vsA－b；89．5％＊，15B％＊＊，各

p＜αOl），B群でも38歳以下の方が有意に高い採卵施行率，妊娠率を示した（B－a；955％＊，3＆8％“vs．　B－b；397％

＊，＆8％＊＊，各p＜001）．また，38歳以下の症例においてはA群の方がB群に比べ有意に高い採卵施行率を示した

が（A；995％vsB；828％，　p＜001），妊娠率に有意差は認めなかった（A；4α2％vsB；379％）．

【結論】前周期FSH値は卵巣刺激に対する採卵施行率に影響を与えるが，妊娠成績との直接の関連は低く，　FSH

値によらず加齢の影響は強いと考えられた．

●

●
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P－165 体外受精のHCG切り替え時の至適卵胞径の検討
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【目的】体外受精におけるHCG切替え時のタイミングは，主席卵胞径が16～17mm以上とする方法が多いが，当院

ではやや大きい18～20mmとしている．今回，主席卵胞径が16～17mmの時点でHCGに切替えるのがよいか，18～

20mmがよいか，その臨床成績について検討した．

【方法】当院で行われた排卵誘発周期においてA群：主席卵胞径が16～17mmで切替えした群，　B群：18～20mm

の切替え群について，1．年齢，2．総HMG（FSH）量，3．卵胞数，4．採卵数，5．採卵率6．分割胚数，7．分割率，8．

妊娠率について比較検討した．（卵胞数は5個以上とし，多嚢胞性卵巣症候群は除く）

【結果】1．A：33B±39才，　B：33．7±37才，2．HMG量A：1372±4461U，　B：1356±2051U，3．卵胞数A：142±62

個，B：131±3．8個，4．採卵数A漁4±47個，Bl1α9±34個，5．採卵率A：67β±2ρ3％，B：8＆1±134％，6．分割

胚数A：48±34個，B：62±28個，7．分割率A：52．3±230％，　B：576±2α4％，＆症例あたりの妊娠率A：435％

（20／46），B：564％（31／55），9．双胎率A：25％（5／20），　B：355％（11／31）

【結果】1．年齢，総HMG量，卵胞数，採卵数，分割率，妊娠率においては，両群に有意な差は認められなかった．

2．採卵率，分割胚数においては，18～20mmの群の方が有意に高く多い結果となった．3．18～20mmの群の方が，

妊娠率においてやや高く双胎率が高いことから，卵の質の高いことが示唆される．

【結論】体外受精の排卵誘発周期におけるHCGの切替えは，主席卵胞径が18～20mmになった時点の方が16～17

mmで切替えるよりも有効であることが判明した．

P－166 当院での胚移植治療成績と血中ホルモン値に関する検討
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【目的】体外受精／顕微授精の成績向上のために様々な排卵誘発やホルモン治療の工夫が行われているが，未だ満足

のいくものではない．一方，OHSSや多胎の予防のために過剰な排卵刺激を控える傾向にあり，また，40代症例の

増加など，ホルモン環境としてはむしろ低目の血中エストラジオール（以下E2）値および血中プロゲステロン（以

下P）値をとる症例が増加してきた．われわれは今回，着床直後と思われる胚移植後7日目におけるE2値および

P値がその後の妊娠成立の指標になるか検討した．

【方法】2003－2004年に当院で新鮮胚移植を受けた患者のうち，臨床的OHSSを除いた61症例を解析した．過排卵

刺激はbng　protocolにより施行しており，採卵翌日より妊娠判定までプロゲステロン50mgを連日筋注した．エス

トロゲンの補充は行っていない．採卵後2日目または3日目に胚移植を行い，移植後7日目にE2とPを測定．妊

娠5週目以降に胎嚢が確認できたものを臨床的妊娠とした．

【成績】胚移植7日後のE2値により，症例をA群；50pg／ml未満（20症例），B群；50～100pg／ml（20症例），C

群；100pg／ml以上（21症例），の3群に分けて比較した．平均採卵個数はA群a2個，　B群75個，　C群79個で，

有意差はなかった．臨床的妊娠はA群5％（1／20），B群25％（5／20），　C群238％（5／21），であった．　A群の妊

娠症例は初期流産となっており，生産例のE2最低値は51pg／mlであった．　P値についても同様の検討を試みたと

ころ，ほとんどの症例が10～30ng／mlに分布しており，妊娠率やE2値との相関は明らかではなかった．

【結論】胚移植後7日目のE2値が50pg／ml未満の群では妊娠率が低く，　E2値は予後の指標となると思われた．　E

2値が50pg／mlを超えた場合は，　E2値と妊娠率に相関はなかった．　Pは現在の治療プロトコールでは筋注により十

分量がサポートされており，症例による差がでないと思われた．
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P－167 　　Long　potocol法における酢酸ゴセレリンと

酢酸リュープロレリンの有用性に関する比較検討

大阪医科大学医学部産婦人科○森鴬祥子，山下能毅，森久仁子
　　　　　　　　　　　　　　　　細谷　俊光，後山　尚久，植木　　實 ●

【目的と対象】当科において2002年4月から2005年5月まで施行したIVF－ET80周期におけるGnRHagonistにつ

いて，酢酸ゴセレリン（ゾラデックスつと酢酸リュープロレリン（リュープリンR’）に関する有用性について，後

方視的に比較検討した．

【方法】酢酸ゴセレリン群（G群）18周期と，酢酸リュープロレリン群（L群）62周期について，年齢，採卵時E

2値，LH値，　FSH値，　hMG総投与量，移植時子宮内膜厚，採卵数，受精率，妊娠率，着床率を評価した．

【結果】G群とL群において，年齢はそれぞれ316±4．1，339±49（歳），採卵時LH値はα8±0．6，13±1．1（mIU／ml）

でありL群の方が，高い傾向にあった（P＝α069）が，採卵時E2値，　FSH値は，それぞれ20463±15523，237a6

±20623（pg／ml），112±86，113±軌7，129±a5（mlU／ml）であり，両群に有意な差は認めなかった．　hMG総投与

量，移植時子宮内膜厚においても，両群において有意な差は認めなかった．採卵数はそれぞれ1α5±7．1，＆9±仕4

（個）で差は認めなかったが，受精率は709％（134／189），6aO％（349／554）とG群の方が有意に高かった（P＜005）．

妊娠率は，それぞれla7％（3／18），19．4％（12／62），着床率は乳7％（3／39），125％（16／128）であり，有意な差

は認めなかった．

【結論】採卵時LH値は，　G群の方が低く，受精率は，　G群の方が有意に高く，　LH値と受精率において，関連があ

ることが示唆された．今後，卵胞発育環境において，さらなる検討が必要と思われた、

●

●

P－168　HMG製剤を追加したGnRHアゴニストNatural　cycle　IvF／ICSIの試み

福井ウィメンズクリニック　○山路めぐみ，大下　里衣，本田　恭子

　　　　　　　　　　　　　福井　敬介

●

【緒言】Natural　cycle法（NC法）にGnRHaを併用する方法（以下G－NC法）はNC法におけるキャンセル率の減

少や採卵数の増加に有用であることを我々は報告した．今回G－NC法のみでは卵胞発育が不良な症例に対して

HMG製剤を追加する方法（以下G－HMG法）を試みたので報告する．

【方法】平成13年10月～平成17年4月までに当院にてG－NC法を施行する（211周期105例〉も卵胞発育が不十

分な症例（113周期75例）に対し患者の同意に基づきHMG製剤を100～1800単位を追加投与しARTを施行した．

採卵キャンセル率，発育卵胞数，HCG投与日の血清E2値及びLH値，妊娠率についてG－NC法（98周期58例）と

比較した．

【結果】G－NC法にて卵胞発育不良であった536％（113／211）にG－HMG法を施行し841％（95／113）に成熟卵胞

が認められた．G－NC法及びG－HMG法における採卵キャンセル率，平均発育卵胞数はそれぞれ1279％（11／86）及

び3．16％（3／95），20±1．6個及び40±2β個でありG－HMG法で有意にキャンセル率は低下し採卵数は増加した．

HCG投与日のE2値，　LH値は673β±4912pg／ml及び1253．2±841．7pg／ml，＆93±1162mIU／ml及び4．72±4．35

mIU／mlとG－HMG法においてE2は有意に高くLHは有意に低い値を示した．　G－HMG法における対移植妊娠率

は21．5％とG－NC法の＆5％に比して高率であった．

【考察】G－HMG法により14例の臨床的妊娠が得られた．　G－NC法のみでは十分な卵胞発育が得られない症例に対

してG－HMG法は有用であることが示唆された．

●

●
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P－169 　　　　　　　　Poor　responderへの対応

過排卵刺激を行わずにGnRH　antagonistを使用する

西村ウイメンズクリニック　○西村　　満，鳥居　正子，松井　有紀

　　　　　　　　　　　　　藤田　智久

●

●

【目的】体外受精では，通常，卵採取のためにGnRH　agonist（GnRHa）使用下に過排卵刺激が行われるが，時に反

応不良例に遭遇する．反応不良例では，GnRHaがさらに反応を低下させることが指摘されている．そこで，　GnRHa

使用下で採取卵数が3個以下で妊娠に至らなかった症例（poor　responderとする）にGnRH　antagonist（GnRHant）

を使用し，若干の知見を得たので報告する．

【方法】2003年1月から2005年5月までにGnRHant（Cetrorelix）を使用したpoor　responder76症例，151周期

〔年齢：398（29～46）歳〕を対象とした．採卵までのプロトコールは，D3～5よりhMG1501Uを連日投与開始し，

卵胞径が14mmに達した日からCetroreUxO25mgを連日併用投与．卵胞径18～20mmでhCG1α000単位を投与
し，36時間後の採卵とした．

【成績】basal　FSH値は129（33～564）mlU／mlと高値．　hCG投与日のLH値56（α15～7甑2）mIU／ml，　P4値054

（025～2．10）ng／mlで，16周期（106％）で早発LHサージ（LH＞10）が出現10周期（“％）で早発黄体化（P

4＞1C）が出現した．10周期俗6％）で採卵がキャンセルとなり，12周期（79％）で卵が回収できなかった．129

周期（854％）で卵が回収でき〔14（1～3）個〕，58症例，96周期に胚移植を行い，22症例，23周期に妊娠が成立

した（胚移植施行症例あたり妊娠率：379％，胚移植施行周期あたり妊娠率：240％）．しかし，8周期（348％）で

流産となった．

【結論】basal　FSH値の高いpoor　responder症例でも，流産率は高いもののhMG－GnRHant使用により妊娠が期待

できる．Poor　responder症例に対しては，過排卵刺激は行わず（hMG刺激は少なめに設定），1～2個の少ない卵胞

数で採卵を計画していく本法の臨床的有用性が示唆された．

P－170 当院におけるIVF－ET治療時のlow　responder症例への取り組み

● 兵庫医科大学　医学部　産婦人科　○堀内　　功，霞　　弘之，小森　慎二

　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　尚子，武信　尚文，香山　浩二

●

●

　体外受精胚移植（IVF－ET）治療において卵巣刺激に対して低反応を認める症例（low　responder）にはしばしば

遭遇する．これらの症例に対しては未だ確実に有効な手段に欠き治療に難渋することが多い．今回我々は当院で経

験したlow　responder症例に対して臨床的分析を行ったので若干の考察を加えて報告する．症例は2002年から

2004年までの3年間に当院に来院されインフォーム・コンセントの上でIVF－ET治療を受けたが通常の卵巣刺激

に対して低反応で当院の採卵決定基準（卵胞径17mm以上の卵胞2個以上）への達成が困難であった12例を対象

とした．平均年齢は3＆7±44歳，不妊原因は原因不明因子7名，男性因子4名，卵管因子1名であった．術前のFSH

は104±66mlU／ml，　LHは43±2£mlU／ml，卵巣刺激に用いたFSH－HMG投与量は2143B±6877単位，採卵可能

症例は10例，採卵個数は1．8±1．2個であった．ET可能症例は6例のみであり臨床的妊娠例は0例であった．全症

例においてその後に1－3周期のKaufmann治療を行い再度卵巣刺激を行い採卵を試みた．同治療により採卵可能例

は11例，採卵個数は41±25個と増加した．ET可能症例は10例となり統計学的に有意に増加し（P＝α001），3

症例に臨床的妊娠成功例をみた．又12例中7例に対して血中Inhibin　B値測定検査を行った．　Kaufmann治療後の

採卵数増加症例4例における平均血中Inhibin　B値は823±3Mpg／ml，採卵数不変または減少症例3例における平

均血中Inhibin　B値は20、3±75pg／mlであり採卵数増加症例の方が高い傾向が認められた．以上よりlow　re－

sponderに対して再度の採卵試行前にKaufmann治療を行うことや，　Inhibin　Bを測定することはIVF－ET治療結

果の予測に対して有用である可能性が示唆された．
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P－171 Poor　responderに対する胚盤胞移植の治療成績

聖隷浜松病院　不妊内分泌科　○尾崎　智哉，渋谷　伸一，佐藤　和文

　　　　　　　　　　　　　　青葉　幸子

■

【目的】近年，不妊症患者の高齢化に伴い，いわゆるpoor　responderが増加している．当院では多胎妊娠の減少を

目的に胚盤胞移植を標準法として行っている．今回，当院におけるpoor　responderに対する胚盤胞移植の治療成績

を報告する．

【方法】2003年1月から2003年12月まで当院にて体外受精を施行した治療周期で採卵数が5個以下であった46

周期を対象とした．いずれも受精5日目に胚移植を行った．分割胚（day3）の形態評価はVeeck分類をもとに行い，

G1およびG2を良好胚とした．胚盤胞の形態評価はGardner分類をもとに，3AA以上を良好胚盤胞とした．胚盤

胞培養および移植については，当院倫理委員会の承認の上，患者同意のもとに施行した．

【成績】対象の平均年齢は3＆1歳で，IVF施行回数は平均38回と反復不成功例が多かった．46周期中，胚移植は

41周期に施行され，cancel率は109％であった．対象中9周期に妊娠が認められ，採卵あたりの妊娠率は196％

であった．妊娠群と非妊娠群で比較した場合，採卵数，受精率，良好分割胚数，胚盤胞到達率に有意差は認められ

なかった．しかし，良好胚盤胞数は非妊娠群に比し，妊娠群が有意に多く，良好胚盤胞が1個以上含まれていた群

は，0個群に比し有意に妊娠率が高かった（3AA以上0個群：0％，≧1個群：47．4％）．

【結論】poor　responderでは胚盤胞移植においても妊娠率は低くなる傾向が認められたが，良好胚盤胞を移植できれ

ば高い妊娠率を得られることが示された．

●

●

P－172 Poor　responderを対象としたGnRH　agonist不成功例に

　　　　　GnRH　antagonistを用いた使用経験

荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター ○鈴木　雅美，杉本　　到，高橋

　伊藤久美子，恵中

　高橋　典子，北村

純

千晶，松岡江里奈

誠司，杉山　　武

●

【目的】Poor　responderにおけるovarian　reserveを考慮した卵巣刺激法が種々検討されているが，今回当院におい

てGnRH　agonist不成功例に対し，　GnRH　antagonistを使用した症例について比較検討行った．

【方法】平均年齢37±臥67歳のGnRH　agonist（long法）不成功例を対象として，平均年齢39±460歳時にインフォー

ムド・コンセントの上GnRH　antagonistを使用した．　GnRH　antagonist（Cetrorelix）は最大卵胞径14mm以上で連

日250μg投与し，卵胞径18mm以上でhCGIα000単位を投与し採卵とした．

【結果】GnRH　agonist使用周期では，16周期中2周期で卵胞発育不良のためキャンセル周期が認められた．　GnRH

antagonist使用周期では11周期中全周期で卵胞の発育を認めたが，採卵できない周期を1周期認めた．採卵数は

GnRH　agonist使用周期において平均7±281個，　GnRH　antagonist周期において平均6±460個と，有意差は認めら

れなかった．GnRH　agonist周期では，16周期中7周期（438％）に良好分割胚を認め，　GnRH　antagonist周期では，

11周期中8周期（727％）に良好分割胚を認めた．GnRH　antagonist使用時の妊娠例は，胚移植9周期中1例で，

31歳の症例であった．

【考察】GnRH　agonist使用時に良好分割胚が得られなかった症例において，　GnRH　antagonistを用いることによっ

て，良好分割胚が得られる症例を多く認めた．しかし，高齢群においては妊娠例が認められなかった．更なる症例

数の検討が必要であるが，高齢群において胚のグレード以外に子宮内膜厚等の他の要因について検討が必要である

と考えられた．

●

●
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P－173 　　　低反応ART症例に対するアロマターゼ阻害剤と

GnRHアンタゴニストを併用した卵巣刺激法の有効性の検討

●

扇町レディースクリニック　○朝倉　寛之，畑　　景子，清水　香苗

　　　　　　　　　　　　　西尾　京子

●

●

【目的】高年齢や卵巣機能不全等を原因とする卵巣の低反応ART症例では，ゴナドトロピン（hMG）必要量や治療

キャンセルの可能性が高く，採卵数や受精卵の数と質が限定される．アロマターゼ阻害剤であるレトロゾールによ

る排卵誘発や，GnRHアンタゴニスト使用でのhMG必要量低減の可能性が報告される．我々は低反応症例に対して

レトロゾールとGnRHアンタゴニストを併用した卵巣刺激法の効果を検討した．

【対象と方法】年齢40歳以上，前回ARTでの卵巣反応不良およびクロミッドチャレンジテストより低反応症例と

した14症例15周期を対象とし同意を得た．卵巣刺激は月経周期3日目（CD3）よりレトロゾール2、5mgを5日間

投与し，CD3より尿由来hMG　225～300単位を連日投与して行った．　hCG10，000単位投与の数日前からGnRHアン

タゴニスト（Cetrorelix）α25mgを数日投与し内因性LHサージの発生を抑制した．

【結果】1周期は採卵せず（キャンセル率67％）．採卵14周期（IVF6周期，　ICSI8周期）では，患者平均年齢：3息1

歳（34－43），平均採卵数：64（2－20），受精後分割率：63／65（96．9％），余剰胚の胚盤胞形成率：14／29（4＆3％），

平均移植個数：24（2－5），着床率：9／34（265％），移植あたりの妊娠率：7／14（50％），となった．

【結論】低反応ART症例にレトロゾールとGnRHアンタゴニストを併用により，従来の卵巣刺激法に比して，1）周

期キャンセル率およびhMG使用量の制限，2）採卵数と発育受精卵数の増加，3）着床率および妊娠率の向上，等

の効果が期待された．卵巣刺激中は，エストラジオール値が比較的低値に維持され，GnRHアンタゴニスト使用開

始を遅延できる．また，子宮内膜厚および超音波パターンが良好であり，着床効率の改善効果も示唆された．

●

P－174 反復体外受精不成功例に対するメトホルミン併用体外受精の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　適応と機序の解析

　ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄

杏林大学　医学部　産婦人科　　近藤　憲一，岩下　光利

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）でない体外受精反復不成功例にメトホルミン療法を施行し，その有効性と適

応を検討した．【方法】PCOSでない体外受精反復不成功の33症例（既往不成功32±α4回，年齢375±α8歳）を，

説明と同意のうえで対象とした．月経周期第3日よりメトホルミン500～750mg／日を投与し，8週間後に卵巣刺激

し，体外受精を施行した（メトホルミンIVF）．同一患者の既往体外受精104周期（既往IVF）と，年齢，既往体外

受精回数，BMIを合わせたmatched　control　33症例（matched群）を2つの対照群として，メトホルミンIVF

の有効性を検討した．またメトホルミン開始前に，75goGTT，臨床生化学検査，諸種ホルモン値を検査し，機序と

適応を検討した．

【成績】主席卵胞径，血清E2値，卵胞あたりE2値は，メトホルミンIVFで有意に高かった．良好胚数は，メトホ

ルミンIVFで32±05既往IVFで2．1±02と，メトホルミンIVFで有意に増加した．継続妊娠率は，メトホルミ

ンIVFで303％，既往IVFで1．9％，　matched群でa1％と，メトホルミンIVFで両対照群に比し有意かつ著明に

増加した．メトホルミン投与前の9因子（年齢，BMI，既往体外受精回数，空腹時血糖値，空腹時インシュリン値，

HOMA－R，収縮期血圧，　ALP，　TGTP）によりメトホルミンIVFでの継続妊娠の成否を予測することを判別分析

にて行った．継続妊娠すると予測されたll例中9例（82％）が実際に継続妊娠となり，妊娠しないと予測された

22例中21例（95％）が実際に妊娠しなかった（感度α90，特異度α91）．

【結論】メトホルミンは体外受精反復不成功例で卵胞発育と胚発育を改善し，その結果，妊娠率を著しく増加した．

その適応は，年齢，BMI，既往体外受精回数，空腹時血糖値，空腹時インシュリン値，　HOMA－R，収縮期血圧，　ALP，

TGTPにより高精度に決定できると考えられた．またインシュリン感受性の改善がその機序と推察された．
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P－175 ARTにおけるクエン酸クロミフェン反復無効症例に対する

　　　　　　　　　レトロゾールの臨床的意義

キネマ　アート　クリニック

東邦大学　医学部　第1産科婦人科

東邦大学　医学部　泌尿器科

○岩田　未菜，後藤かおり，斉藤香代子

　菅　　睦雄，田宮　　親

　安部　裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕

　塩川　素子，祖母井　英，高梨　安弘

　佐々木由香，久保　春海

　永尾　光一，三浦　一陽

●

【目的】近年われわれはARTにおける卵巣刺激において，従来における多数の卵子回収を目的としたhMGベース
のCOH（Controlled　ovarian　hyper－stimulation）から身体的，経済的負担の軽減を目的とし，必要最小限の卵胞発
育を目指したクエン酸クロミフェン（CC）をベースにしたMOS（Minimal　ovarian　stimulation）を行うようになっ
てきた．しかしCCベースの卵巣刺激においては子宮内膜の非薄化による着床障害などが問題となってくる．そこ
で今回われわれはCC周期を2周期以上行うも妊娠成立に至らなかった症例に対し，　CCと同様に経口投与が可能
であるアロマターゼ阻害剤，レトロゾール（LET）を使用し，その臨床的意義を検討した，
【対象および方法】2003年6月より2005年5月までインフォームドコンセントの得られたART症例のうちCC
反復無効患者116例（平均年齢は392±4．3歳）に対してLETを月経周期3日目より25mg／日の5日間投与を行
い，前周期のCCとの臨床的検討を行った．
【結果】前周期CC群303周期，　LET群204周期でありDay　3のE2，　LH，　FSHの基礎値は，それぞれ66．1　vs　742
pg／ml，4．7　vs　5．1miu／ml，＆1　vs　75miu／mlであり両群間に有意差は認めなかった．しかしながら，採卵時のE2

値はCC群771B±493．7pg／ml，　LET群193n±130．7pg／ml，内膜厚はCC群75±24mm，　LET群＆0±2．lmln，平
均採卵数はCC群1．7±M個，　LET群12±1Cと有意差を認めた．周期当りの移植率は，　CC群3仕0％（109／303），
LET群2a5％（54／204）であり，　LET群が有意（p＜α05）に低かった．妊娠率（GS確認）はLET群で148％
（8／54）であった．この8例の採卵時E2値は平均341β±40＆6pg／mlであり，陰性では1662±81．2と有意（p＜001）
に低値を示していた。内膜厚では79±14vs　7．8±1βと差は認めなかった．
【結論】CC反復無効例に対してのLET使用は少数であるが試行する意義はあると考えられる．

P－176 体外受精・胚移植でのGnRhアンタゴニストは卵質を改善するか

●

■

ソフィアレディスクリニック　○佐藤　芳昭，阿久津　正，鈴木真理亜

　　　　　　　　　　　　　　土居有紀子

4

【目的】欧米においては，GnRhアンタゴニストを使用した体外受精・胚移植は主流となっているが，日本ではその

使用が公式に認められないこともあり，未だにその評価は判断としない．そこで我々は，平成16年1月より12

月まで，前の周期で通常のGnRhアゴニストによるロング周期でのIVFで妊娠が成立せず，次の周期GnRhアンタ

ゴニスト（セトロタイド）を使用して妊娠に成功した症例20例について，レトロスペクティブにセトロタイドの使

用が妊娠成立に寄与したか否かについて検討を加えてみた．

【方法】対象は前周期にIVF（ロング法）で妊娠が成立しなかった症例に対して，次周期に患者のインフォームドコ

ンセントを得て，GnRhアンタゴニスト（セトロタイド0．25mg）を最大卵胞径14～16mm時より連日3～4回使用

し，採卵を行ない，この周期で妊娠した症例20例について検討した．方法は，平均年齢35．4±145才，それまでの

IVFまたはICSIの回数323±145回（2～6回）であり，不妊原因はPCO4例，受精障害3例，男性因子6例，そ

の他5例であった．原則として刺激法やHMGの使用量は同じとしたが，アンタゴニスト法のグループはHCG投与

日の朝までセトロタイド0．25mgとHMG（FSH）75～150iuを併用した．

【結果】HMG使用量はアンタゴニストで2578iu対2693iuであり，採卵2日前の血中エストロゲン1968pg対2116

pg，採卵数104対11．1と統計的有意差はなかったが，良好卵は7之9％対673％，受精数6．4対59，正常受精72

対67，0HSS発生頻度5．6％対16．7％とアンタゴニスト使用で妊娠した周期の方が有意に良好であった．

【結論】アンタゴニストにて，採卵時に良好卵の割合が増え，受精卵数，正常受精が増加することが妊娠につながっ

た可能性がある．OHSS発症は明らかに低下した．

4

●
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P－177 　　LHサージ陽性群・陰性群に対する

GnRHアンタゴニスト3mg単回投与の検討

医療法人社団　レディースクリニック京野

京野リプロダクションリサーチセンター　○京野　廣一，中條友紀子，熊谷　志麻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木幸子，佐々木恵子，鈴木　明香

●

●

●

【目的】卵巣刺激中のLHサージ（血中LH＞10mlU／m1）陽性群・陰性群にセトロレリックス（Cx）3mgを単回投

与した成績を比較検討した．

【方法】経口避妊薬を2－4週間内服した後，消退出血2日目よりFSH2251Uを開始し，　FSH投与6－8日目よりCx

を投与した．モニタリングはFSH投与開始日，5日目，7日目，その後は随時行い，　LHサージ陽性群については随

時Cx3mgを単回投与した．

【成績】LHサージ陰性群（23例），LHサージ陽性群5例の各々の年齢（歳），治療回数（回目），LHサージ陽性日

（FSH投与開始を1日目とする）（日目）・LH値（mIU／ml）・その時の最大卵胞径（mm），hCG投与日の血中LH

（mlU／ml）・E2（pg／ml）・P（ng／ml）値，採卵数（個）・成熟卵数（個），受精率（％），妊娠の有無（率），備

考を示す．各々（36．6±49，10±1．5，無，42±62・1755±2150・1．0±α6，6£±65，6．1±6、5，73．1，45、0）（40，4，6・20・

19，12・320・1．9，6，3，6仕7，妊娠30週継続中）（27，1，6・350・16，19・1861・23，11，3，333，妊娠せず，両側皮様嚢

腫合併）（43，1，9・12．4・19，124・363・α5，2，2，0，胚移植キャンセル）（40，5，5・116・16，50・532・05，1，1，0，胚移

植キャンセル）（35，3，3・177・13，5．8・324・3，4，排卵したためキャンセル）であった．

【結論】卵巣刺激中にLHサージをきたした場合，その後アンタゴニスト投与で抑制されたとしても良い結果が得ら

れることは少ない．特に高齢者，卵巣機能低下している症例はモニタリングを早期から開始し，早期からアンタゴ

ニストを投与し，LHサージを抑制する方法が推奨される．

P－178 GnRHアンタゴニストを用いた生殖補助医療（ART）の

　　　　　　　　　　有用性に関する検討

埼玉医科大学　総合医療センター　産婦人科

蕨市立病院　産婦人科

　かしわざき産婦人科

○高井　　泰，伊東　宗毅，斉藤　正博

　林直樹，馬場一憲，関博之
　竹田　　省

　松永　茂剛

　山田　祐士

●

●

【目的】生殖補助医療（ART）において，　GnRHアゴニスト製剤は10年以上前から使用されてきたが，最近，　GnRH
アンタゴニスト製剤が開発され，我が国でも従来の排卵誘発法で妊娠に至らない症例などを対象として，次第に使
用されるようになってきている．今回，当科におけるアンタゴニスト製剤を用いたARTの臨床成績を従来法と比
較し，その有用性を検討した．
【対象・方法】2004年1月から12月までに，従来のアゴニスト製剤を併用した排卵誘発法で妊娠に至らなかった40
歳未満の25症例を対象として，アンタゴニスト製剤（Cetrotide亙）を書面によるインフォームドコンセント下に
且exible　protocolにて使用した．

【成績】28周期で採卵・胚移植を施行し，13周期（46．4％）で臨床的妊娠，10周期（357％）で継続妊娠が成立した
（凍結胚移植による妊娠2周期を含む）．妊娠症例において，妊娠周期と過去の採卵周期27周期（long法16周期，
short法11周期）を比較したところ，ゴナドトロピン総投与量はほぼ等しいものの（アンタゴニスト法，　long法，
short法でそれぞれ平均2596　vs　2386　vs　24671U，以下同様），採卵数は少なく恨2　vs　13．1　vs　l　1．1個），　E2　peak

値も低い（1532vs　2040　vs　2356pg／ml）傾向を認めた．一方，受精率は高く（69　vs　55　vs　57％），形態良好胚形成率

は有意に高かった（47±26vs　28±22　vs　35±35％；long法と比較してP＝α042）．アンタゴニスト法による非妊娠
周期でも受精率，形態良好胚形成率はほぼ同様に高く（68±23，47±33％），アンタゴニスト法周期全体では従来法
周期より良好胚形成率が有意に高かった（47±29vs　31±28％；P＝OO40）．
【考察】GnRHアンタゴニスト製剤を用いたARTでは，従来法と比較して，　E2　peak値，採卵数を低く抑えて副作
用を軽減し，効率よく良好胚を得られる可能性があり，特に従来法で良好胚の得られない症例に対しては積極的に
試みるべき方法であると思われた．
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P－179day3　FSH高値症例に対する経皮吸収E2－hMG－GnRH　antagonist（ant）

　　　　　　　　　　　　　　　　－GnRH　agonist（a）周期の有用性の検討

東邦大学　医学部　第1産科婦人科

東邦大学　医療センター大森病院　リプロダクションセンター

○片桐由起子，渋井　幸裕，北村　　衛

　渡辺慎一郎，宗　　昌子，渡邊　衣里

　塩川　素子，久保　春海

　安部　裕司，佐々木由香，永尾　光一

　三浦　一・陽

●

【目的】我々は，ARTのhMG－GnRHant－GnRHa周期においてday3　FSHが＞10mIU／mLで，臨床成績が低下す
ることを報告している．今回，前周期の黄体期から経皮吸収E2を貼付することでday3　FSHを低下させ，臨床成績
改善の有無を検討した．

【方法】day3　FSHが10mlU／mL以上で基礎体温高温期を確認した13症例（14周期）に対して十分なインフォーム

ドコンセントの後，day20から次周期のday3来院日朝まで経皮吸収E2（フェミエスト433mg　x　2枚を2日毎に貼
り替え）を下腹部に貼付した．day3にホルモン値測定と経膣超音波による卵巣腫大の有無の確認を行い，　hMG
（HMG注テイゾー1501U／日）投与を開始した．最大卵胞径14mm以上，　E2サージ発来時点でGnRH　ant（ganire－

lixα25mg／日）を併用し，卵胞が十分に成熟した後にGnRH　a（スプレキュア300μg）を3回点鼻投与し採卵を施行
した．

【結果】対象症例の平均年齢は3＆5±37歳（mean±SD）で，　day3　FSHは17B±7．lmlU／mLであった．経皮吸収

E2貼付によりday3　FSHは69±48mlU／mLへと有意に低下した．経皮吸収E2貼付周期の成績とhMG－GnRH
ant－GnRH　a周期でday3　FSHが10mIU／mL以上であった11周期の成績を比較したところ，周期あたりの採卵率
は857％vs　636％，胚移植率500％vs　273％，妊娠率142％vsα1％と，いずれにおいても経皮吸収E2貼付周期
のほうが優れている傾向が示された．

【結論】day3　FSH高値症例において，黄体期からの経皮吸収E2貼付によりday3　FSH値が低下し，　hMG－GnRH
ant－GnRH　a周期の臨床成績が改善される傾向が示唆された．

P－180 腹腔鏡検査時採取によるヒト体外成熟（IVM）－ICSI－ET治療

　　　　　　　一新鮮胚移植と凍結胚移植の比較一

山王病院　リプロダクションセンター　○山口　結加，小林　善宗，渡邉　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　依子，高田　智美，猪鼻　達仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野　裕子，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

●

●

■

【目的】不妊症腹腔鏡検査時に採取された未成熟卵子のIVMは不妊予後を知る上で有用であるが，さらにART

適応で同意が得られた場合，IVM－ICSI－ET治療を行い妊娠成立が得られ．しかし，腹腔鏡検査時の採卵による新

鮮胚移植には，移植時期の問題が存在し，その妊娠率は良好であるとは言えなかった．そこで今回，得られた前核

期胚を凍結し，次周期以降に凍結融解胚移植をこころみて，その臨床成績を検討した．

【方法】H1212～H173の期間に，腹腔鏡検査時を行い腹腔内所見よりART適応と診断され，未成熟卵子が得られ

た113名に同意を得てIVM－ICSI－ET治療を行った．採取した未成熟卵子を，50μ1の非働化ヒト卵胞液に移しミネ

ラルオイル下に成熟培養を行い，第一極体を確認しICSIを行った．得られた前核期胚をvitri丘cation法にて凍結し

た．融解後は，24hの追加培養を行い，分割が確認できた胚を移植した．

【成績】新鮮胚移植76症例では，成熟率85．7％（150／175），ICSIによる受精率717％（104／145），　ETは46名で，

臨床妊娠は6名，継続妊娠は3名であった（対移植妊娠率130％）．凍結融解胚移植34症例では成熟率842％（85／

101），受精率8α8％（63／78），前核期凍結，融解後分割胚（2～4細胞期）29個（460％）が得られ，23名に移植が

可能であり7名に妊娠が成立し，4名が妊娠継続中である（対移植妊娠率3α4％）．

【結論】不妊症腹腔鏡検査時に採取された未成熟卵子であっても，IVM－ICSIによりえられた前核期胚を凍結する事

により，より適した時期での移植が可能となり，今後のIVM治療の選択が広がったといえよう．

●

●
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P－181体外成熟培養（IVM）におけるE2およびcysteamine添加の効果について

■

永遠幸レディスクリニック　○村西　由紀，安田　明子，西　　美佐

　　　　　　　　　　　　　　高多久美子，新　博美，向橋貴美子

　　　　　　　　　　　　　橋爪　淳子，藤波　隆一，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　北村　修一，道倉　康仁

●

●

【目的】卵子の成熟は，受精やその後の発育能を得るために重要である．期せずして得られたART患者の未成熟卵

子も利用出来れば，貴重な生殖細胞から児を得る機会を増やす事につながる．そこで，卵子の核成熟に関与するエ

ストラジオール（E2）と，細胞内代謝活性を高めるcysteamineを培養液に添加し，その成熟と受精および分割を

比較検討した．

【対象および方法】2004－2005年に当院で，ART施行患者から回収された未成熟卵子（n＝262：自然周期n＝108，刺

激周期（hMG製剤使用）n＝154）に体外成熟培養をした．10％sss＋Irvine　P－1　mediumを基礎培地とし，　A区：E

2（1＆μ；g／ml）添加，　B区：cysteamine（5＆μ；M）添加およびC区：control（無添加）とした．培養開始24－48

hで成熟を確認し，顕微授精を施行後14－20hで受精，36－72hで分割を観察した．

【結果】各試験区の成熟率は，自然周期A：5＆3％，B：7U％，　C：696％，刺激周期A：8α3％，　B：80、6％，　C：829％

であった．受精率は，自然周期A：7＆6％，B：7α4％，　C：625％，刺激周期A：676％，　B：796％，　C：824％であっ

た．分割率は，自然周期A：455％，B：579％，　C二8α0％，刺激周期A：76C％，　B：65．1％，　Cl643％であった．　A

区の成熟率は，自然周期が低かった（p＜α05）．分割率は，自然周期のA区でC区より低く（p＜005），またA

区は自然周期が低かった（p＜α05）．

【考察】今回の添加の方法では，卵子の成熟を促進する結果は得られなかったがE2添加において，自然周期と刺激

周期の卵子の成熟率と分割率に有意差があることは興味深く，排卵誘発処置の違いは卵子のステロイド環境に影響

する事が示唆された．

P－182 胚盤胞発生率不良症例における子宮内膜細胞共培養の効果

● 北里大学病院　産婦人科　○中村　水緒，藤田　一博，本橋恵美子

　　　　　　　　　　　　　石川　雅一，川内　博人，海野　信也

D

●

【目的】近年，Sequential　mediaの開発によって胚盤胞までの培養が可能になり胚盤胞培養は広く普及しつつある

が，その発生率は必ずしも満足すべきものとは言えない．以前から胚の培養環境の改善を目的として，種々の細胞

との共培養が試みられてきたが，今回子宮内膜細胞との共培養について検討した．

【対象】平成16年3月から平成17年6月までの間に，当科で体外受精胚移植を行った症例で，初回の胚盤胞発生率

が当科での平均を下回った26症例を対象とした．

【方法】共培養を行う周期の前周期の分泌期中期から後期に子宮内膜組織をD＆Cにて採取した．組織は細切後，コ

ラゲナーゼ処理し，10％自己血清含Ham’sF－10にて約1週間培養した．培養した子宮内膜細胞は，共培養に使用

するまで凍結保存し，使用する2－3日前に融解，培養した．子宮内膜細胞との共培養はDay2から開始しDay5－6

まで継続した．

【成績】受精率はコントロール群710％（130／183＞，共培養群724％（134／185）．分割率はコントロール群9α8％

（118／130），共培養群955％（128／134）で受精率，分割率とも有意な差は見られなかった．胚盤胞発生率はコント

ロール群229％（27／118），共培養群43B％（56／128）と有意な差を認めた（P＜α001）．

【結論】子宮内膜細胞との共培養は胚盤胞への発生を改善した．

●
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P－183 ICSIでの卵活性化障害・反復不成功例に対しStrontiumによる

　　　　人為的卵活性化を行い妊娠・分娩に至った1症例

福島県立医科大学　医学部　産科婦人科

国際医療福祉大学　国際医療福祉病院不妊センター

○林　章太郎，伊藤　明子，熊耳　敦子

　高山　智子，菅沼　亮太，小宮ひろみ

　片寄　治男，佐藤　　章

　柳田　　薫

●

　ヒトにおけるICSIは技術的に容易であり，精子注入のみで高率に卵活性化が起こり受精率も高いため臨床応用

以降急速に普及し現在に至っている．しかしながらICSIを行っても受精率が極めて低い，あるいは受精に至らない

症例も存在する．これまで我々は卵活性化障害例に対し直流電気刺激法による人為的卵活性化を行い高い成績を得

ているが，マウスでの基礎実験で電気的卵活性化では生理的なCa2＋OscUlationが認められないことを確認してい

た．今回正常受精に近いCa2＋Oscillationが確認されているストロンチウムイオン（Sr2＋）による卵活性化を行い妊

娠・分娩に至った1症例を経験したので報告する．

　症例は33歳，0妊0産．平成8年結婚．挙児希望にて近医を受診．精液検査にて乏精子無力症を指摘されAIH

3回施行されるも妊娠に至らず．平成11年前医紹介，平成12年より計8回のICSIを施行された．採卵数は計58

個，計47個の成熟卵にICSIを施行されるも受精卵数は計8個（受精率17．0％）と低受精率であり妊娠に至らなかっ

た．卵活性化障害を疑われ平成15年3月当科紹介された．患者への十分なインフォームドコンセントおよび当大学

倫理委員会での人為的卵活性化法に対する承認の上Sr2＋による人為的卵活性化の方針とした．同年5月採卵された

9個の内成熟卵6個にICSIを施行し，　ICSI30分後より10mMSrCl、添加Ca2＋freeHTF液中で1時間卵活性化を行

い，その後は通常培養液に移し培養を行った．ICSI　l5時間後6個全てに2前核2極体形成を認め正常受精と判断し

た．採卵5日後胚盤胞2個を胚移植し，余剰良好胚2個を凍結保存した．妊娠成立し平成16年2月正常単胎女児を

自然分娩した．その後第2子を希望し平成17年4月凍結融解胚移植を行い妊娠成立，現在継続中である．

●

●

P－184 体外成熟培養液への赤血球液添加がマウス加齢卵へ与える影響

弘前大学　医学部　産婦人科　○福原　理恵，藤井　俊策，小島　章弘

　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹

●

【目的】母体加齢により卵の質が低下し，細胞骨格異常も増加することが知られている．その原因についてまだ詳細

は不明ではあるが，加齢による酸化ストレスの増加が一因である可能性が示唆されており，近年in　vivoもしくは

in　vitroで抗酸化療法が加齢卵の質を改善できるかどうかについての報告が散見される．生体内に豊富に存在する

赤血球内には抗酸化防御系が高濃度に充填されており，通常の培養細胞への少量の添加により細胞障害が軽減する

ことが知られている．そこで，今回我々は体外成熟培養（IVM）液内に少量の赤血球液を添加し，マウス若年卵，

加齢卵の第二減数分裂中期（M2）での紡錘体，染色体配置等への影響について検討した．

【方法】若年群（6～8週齢ICR雌マウス），加齢群（38～45週齢ICR雌マウス）に5単位のPMSGを腹腔内投与し，

48時間後にGV卵子（COCのみ）を回収した．赤血球液添加群，非添加群に分類し体外培養16～18時間後に，免

疫蛍光染色法で標本を作成し，M2での紡錘体，染色体配置等を観察した．

【結果】少量の赤血球添加下でのIVMで得られた加齢M2期卵は非添加群と比較して，紡錘体，染色体配置異常が

減少する傾向が得られた．IVM液中への赤血球液添加により，加齢卵の細胞骨格異常が回避される可能性が示唆さ

れた．

●

●
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P－185 ヒト穎粒膜細胞の培養法の検討

●

セントマザー産婦人科医院　○中野　絵梨，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　　　　　　　　　　　　　竹本　洋一，鍬田　恵里，赤星　孝子

　　　　　　　　　　　　　馬原　千春

●

●

【目的】最近，老化卵子の救済法として，願粒膜中のミトコンドリアやm－RNAなどを卵子に注入する実験が報告さ

れている．これらを検証する為には，十分な量の穎粒膜細胞が必要となり，その為の培養法の確立が必要である．

そこで，卵子吸引時に得られる願粒膜細胞の培養条件を検討したので，その結果について報告する．

【方法】実験1：HTF　or　MEMに，　FBS　or　SPSを10％添加した培地で穎粒膜細胞を培養した．次に，　MEM　or　199

に，FBS　or膀帯血清を10％添加した培地で，穎粒膜細胞を培養した．気相条件は，5％CO2，　in　air，培地交換は2

日間隔で行った．実験2：10，20，30％贋帯血清添加したMEMで穎粒膜細胞を培養した．実験3：20％膀帯血清と

GlutaMAX－1を添加したMEM（L－Glutamine欠）培地で穎粒膜細胞を培養した．

【結果】実験1：FBS添加MEMでは，4－wellディッシュのwell底面の3割を覆った，一方，　FBS添加したHTF

ではほとんど増殖せず，SPS添加MEMでは全く増殖が見られなかった．次に，　MEM，199およびFBS，膳帯血清

を組み合わせた4種類の培地で培養した結果，膀帯血清添加MEMは，培養開始後6日目に6～7割を覆った．　FBS

添加MEMおよび膀帯血清添加199は～3割までに留まったが，　FBS添加199は，ほとんど増殖しなかった．実験

2：培養開始6日目以降20％添加区は増殖速度が速く，17日目で8割強を覆った．10％および30％添加区は，ほ

ほ同様に増殖し7割を覆った．実験3：両培地とも11日目まではほぼ同様な増殖を示し，6～7割を増殖したが，そ

の後，GlutaMAX－1を添加した培地においては，細胞の萎縮と思われる変化が強く表れた．

【結論】今回用いた条件下では，基礎培地としてMEMに20％膀帯血清を添加した培地が穎粒膜細胞の培養に適し

ていると示唆された．

P－186　タキソールによるヒト体外成熟卵子における姉妹染色体早期分離の抑制

● 弘前大学　医学部　解剖学第二　〇渡邉　誠二

セントマザー産婦人科医院 田中　　温，田中威づみ，粟田松一郎

永吉　　基，姫野　憲雄，竹本　洋一

鍬田　恵里

●

●

【目的】過排卵誘発の過程で副次的に得られるヒト卵核胞期卵子（GV卵子）は継続して体外培養（IVM）すること

で第一極体を放出し，MII卵子へと移行する．しかし，このIVM卵子では姉妹染色分体が分離する現象が観察され，

その頻度は極めて高い（955％（21／22））ことを2003年総会において報告した．細胞分裂に伴う染色体の凝集，移

動，分離には細胞骨格を構成する微小管や微小線維とともに種々の細胞周期制御タンパクが複雑に関与している．

今回，IVM卵子における姉妹染色体早期分離を防ぐ目的で，　GV卵子をチューブリン重合促進剤であるタキソール

で処理し，MII期で染色体を観察したところ，効果が認められたので報告する．なお本実験は説明と同意に基づい
て行われた．

【方法】説明と同意に基づいて患者より提供されたGV卵子を採卵後約5時間目にタキソール（α1，002，0」004μg／

ml）で2時間処理した．　SPS添加HTF溶液で卵子を洗浄し，同液中で37℃，5％CO2条件下で24～30時間培養し
た．極体放出が確認されたMII卵子を025％プロナーゼで5分間処理して透明帯を取り除き，30％FCS中で25
分間低張処理した．漸進固定空気乾燥法により卵子を固定，スライドグラスに付着させた．これを2％ギムザ液で

6分間染色して染色体分析を行った．極体放出の確認できなかった卵子の一部についても同様に染色体標本化して
分析した．

【結果】タキソール処理α1，0．02および0．004μg／ml群におけるGV卵子のMII卵への移行率はそれぞれ125（1／8），

417（5／12）および875％（7／8）であった．最終的に7個のMII卵子で染色体分析した結果，早期分離の頻度は1生3％

（1／7）と対照群95．5％に比べ有意に低値であった．

【結論】タキソール処理により第一極体の放出がある程度抑制されたが，得られたMH卵子では姉妹染色体早期分
離が低頻度に抑えられた．
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P－187 マウスIVM卵子の染色体異常について

日本医科大学　産婦人科

日本大学　生物資源科学部　動物細胞学

○富山　僚子，西　　弥生，明楽　重夫

　竹下　俊行

　佐藤　嘉兵 ■

【目的】体外成熟培養（IVM）を行った未成熟卵子は，正常な受精・発生能を有することが報告されているが，その

成績は十分なものではない．一因として，温度等の環境変化により容易に障害を受ける細胞骨格系の異常が示唆さ

れている．本研究では，IVM由来卵子の低受精・発生率，および高流産率の要因を卵子の染色体の面から検討した．

【方法】ICR系統のマウスより数層の卵丘細胞に覆われたGV期卵子を採取し，　IVMを行った．培養にはFBS添加

HTF培養液に，　FSH，　EGF，2－mercaptoethanolを加えたものを基礎培養液として用いた．これにアミノ酸溶液を

添加し（A＋群），培養液組成の影響についても検討した．成熟培養後の卵子に抗tubulin抗体とPIの蛍光二重染色

によりMII　spindleの形態を観察し，またギムザ染色によりaneuploidy出現率を検討した．

【結果】IVM－IVF後の受精率および卵割率に有意差は認められなかったが，排卵卵子の78％が胚盤胞へ発生したの

に対し，IVM（A＋〉群では33％と有意に低率であり，　IVM（A－）群においては5％と更に低率であった．良好

なMII　spindleの形態を有していたものは，排卵卵子が68％，　IVM（A＋）群が45％，　IVM（A－）群が34％であ

り，発生率との関連を認めた．MII期卵子の染色体数を観測した結果，　n＝20の正常染色体数を確認できたものは，

排卵卵子が75％，IVM（A＋）群が59％，　IVM（A－）群が45％であり，発生率およびMII　spindleの良好形態率

と関連していた．また，IVM（A－）群ではn＝20＋／－3以上の染色体数を有するものが全体の約10％に認められた．

【結論】IVM卵子の発生不良は，　MII　spindle形成不全によるaneuploidy出現率の増加によるものであり，これは

IVMの培養法改善により回復の可能性があるものと推察された，

●

●

P－188　　　　ヒトARTのためのマイクロタクタイルセンサーを用いた

　　　　　卵子評価システムの安全性の検証：マウス拡張期胚盤胞ICM測定・評価後の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　産仔への発育並びに染色体解析

　　　乾マタニティクリニック　乾フロンティア生殖医療不妊研究所　○中村　寛子，水野　仁二，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾　　裕昭

　　　　　　　　　　　日本大学　工学部　次世代工学技術センター　　笛田　洋一，村山　嘉延，鎌倉　大和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾股　定夫

●

【背景・目的】ヒトARTにおいて将来のone　embryo　transferに向け，卵子の品質を客観的に評価するシステムの
開発が急務である．我々は超高感度なマイクロタクタイルセンサー（MTS）を用い卵子の局所的硬度を測定するシ
ステムを開発し，マウス胚をモデルとして拡張期胚盤胞（EPB）のICM（内部細胞塊）の弾性率を測定し，品質評
価／発生能予知の可能性を検討した．またMTSにより測定・評価後の産仔への発育並びに産仔の染色体解析を行
い安全性を検証した．

【材料及び方法】MTSシステム：円筒型ピエゾエレクトリックトランスデューサー（PZT）とガラスニードルを用
い作製した．測定はマウスEPBを保持ピペットを用いてMTSと同様に水平に顕微鏡下に移動し，コンピューター
制御により一定速度でMTSの反対側から接触圧迫した．先端進入量5μmの曲線の傾きを共振周波数変化量を単

一値として求めるために変化率とし，ゼラチン（4－8％）公正によりヤング率換算を行った．マウスEPB　l常法に
より採取した．移植：偽妊娠雌子宮角内に移植し，産仔数が少ない場合は帝王切開を行った．染色体解析：安全性
を客観的に評価するため外部検査機関株式会社日本遺伝子研究所に依頼した．
【結果及び考察】同一マウスEPB内のICM側，　TE（栄養膜細胞）側そしてZP（透明帯）のヤング率は，　TE側と
ZPの間には有意差は認められなかったが，　ICM側がTE側とZPに比し有意に高い結果となった（P＜α01）．測定
後2頭の受雌に29個のEPBを移植し，15頭（51．7％）の産仔が得られた．それら全てが健常であり，その中の8
頭は生後4週目に骨髄の染色体解析を行った結果，全て正常な中期核盤像を示した．マウスEPBを用いたパイロッ
ト試験により本評価システムの安全性が証明されヒトARTへの適用によりART成功率の改善に寄与する可能性
が示唆された．

●

●
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P－189 媒精前の透明帯の厚さ測定は媒精方法の判断基準となり得るか

●

加藤レディスクリニック　○内山　一男，嶋田奈央子，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　坂本　恵美，青野　文仁，桑山　正成

　　　　　　　　　　　　　寺元　章吉，加藤　　修

●

●

【目的】日常IVF業務の中で不受精卵を観察すると，卵細胞質内に不良所見のない透明帯（ZP）の厚い卵子を数多

く認める．Bertrand（1996）らは不受精卵子のZPは受精卵子に比べ有意に厚いことを報告している．そこで今回，

われわれは媒精前の卵子・卵丘細胞複合体（COC）の段階でZP厚の測定を試み，　IVF後の受精率との相関関係か

ら，ZP厚がC－IVFかICSI－IVFかの判断基準となり得るかを検討した．

【対象および方法】2004年10月より2005年3月までに，C－IVF適応の1371周期（年齢：372±46歳）を無作為抽

出し，2342個のCOCを供試した．　ZPの厚さは倒立顕微鏡下200倍にてOXTAX　Laser　Shot　System（OXTAX
Micro　science　GmbH　Germany）Eye　wearを使用し，　ZPにピント合わせ画像を取り込み，　ZP　measure機能を利用

し測定した．受精確認は媒精後16から20時間目に行い，ZP厚と受精率との相関性を調べた．

【結果】2342個のC－IVF後，正常受精卵（PB2＋，2前核形成）1571個（67．1％），多前核受精卵152個（65％），

1前核形成卵81個（＆4％），未成熟卵38個（1β％），不受精卵500個（213％）であった．正常受精卵のZP厚は

1585±208μm（average±SD）であり，不受精卵1688±284μmに比べ有意に薄い結果となった（p＜0．05）．　ZP

厚を12μm未満から20μm以上までを1μm毎10区分し，それぞれの正常受精率は，689，70．6，74．6，6＆5，713，719，

655，6仕8，57．6および310％であった．19．0μmから受精率の低下がおこり，20μm以上では有意に低い結果となった
（P〈005）．

【まとめ】以上の結果から，COCの段階でZPの厚さを測定することは可能であり，その厚さが19μm以上で受精率

が低下することが明らかとなった．ZPの厚さが予め分かっていれば，　C－IVF適応患者であってもICSIに切り換え

ることで，受精率の向上が期待出来ることが示唆された．

P－190　Time－lapse　cinematographyによるヒト受精現象の連続観察とその評価

● ミオ・ファティリティ・クリニック　リプロダクティブセンター　○竹下　千恵，上野ゆき穂，奥田　　梓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若槻　有香，岩田　京子，錦織　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

●

●

【目的】我々はこれまで，独自に開発したTime－lapse　cinematographyを用い，　ICSI後の初期胚発生について検討

してきた．今回は，Conventional　lVFにおける媒精後の卵子の連続観察を行い，ヒト受精現象の形態学的解明を試

みたので，その基礎的検討結果を報告する．

【方法】IVF症例のうち，十分な説明と同意が得られた26症例において，1個の卵子を無作為に選択し連続観察し

た．卵子は卵丘細胞の機械的除去後に媒精し，媒精後1時間から定期的に精子の透明帯侵入程度を観察した．透明

帯緻密層まで侵入した精子を確認後，その精子に焦点を当て，その後の経過をTime－lapse　cinematographyで40
時間観察した．

【結果】観察した26個の卵子中18個で精子侵入が確認でき，このうち15個が胚発生した．媒精後15時間で精子
は透明帯を貫通後，直ちに卵細胞表面に接着し，37分後（媒精後2時間）に卵子内に精子赤道部より侵入した．そ
の約30分後（媒精後27時間）に第2極体が放出，その30分後に精子侵入部位に卵細胞膜隆起（Fertilization　cone，

FC）が確認できた．媒精後66時間で雄性前核，6．8時間で雌性前核が形成され，＆7時間で卵細胞質内Haloが出現

した．その後，25．0時間で前核消失，274時間で第1卵割，372時間で第2卵割が見られた．胚発生した15個を良
好胚群（GQE群，　n＝9），不良胚群（pQE群，　n＝6）に分け，発育速度を比較するとpQE群はGQE群に比して前
核消失以降の発育速度が明らかに遅延していた（P＜001）．また，FC出現頻度はGQE群（75．0％）がPQE群（330％）

に比して高かった．さらに，卵細胞質内haloの出現持続時間はGQE群（11．7時間）がPQE群（151時間）に比し
て短い傾向があった．

【結論】今回の結果から，前核消失以降の発育速度が胚のクオリティーに関与している可能性が示唆された．また，

今回の検討で初めてヒト初期胚のFertilization　coneが確認されたが，今後はその生物学的意義についても解析を
行っていきたい．

●
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P－191 Time－lapse　cinematographを用いたヒト初期胚における

　　　FragmentationおよびCytokinesis機序の解析

ミオ・ファティリティ・クリニック　リプロダクティブセンター　○岩田　京子，上野ゆき穂，奥田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　千恵，若槻　有香，錦織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

梓

恭子 ■

【目的】ヒト胚発生過程におけるfragmentationは，胚のqualityを評価するための重要な形態学的指標として広く

用いられているが，その発生機序は未だ明らかではない．そこで，我々はTime－lapse　cinematographyを用いたヒ

ト初期胚発生過程の解析から，fragmentationおよびcytokinesis機序について解析した．

【方法】男性因子によるICSI適応症例及びconventional　lVF症例で，多数の成熟卵子（＞n＝15）が得られ，初期

胚連続観察に同意の得られた症例において，ICSI後の卵子を無作為に1個選択し，　Time－lapse　cinematography

により40時間連続観察した．

【結果】連続観察に供した74個中66個（89％）の卵子が正常受精し，そのうち58個（88％）が2細胞へと分割し，

29個（44％）が観察時間内に第2卵割を完了した．Fragmentationを含まない胚の割合は，2細胞期胚で21％，4

細胞期胚で14％に過ぎなかった．Fragmentationが観察された胚において，　fragmentationは常に卵割時の分割溝

周辺で形成された．Fragmentを多く含む胚ほど卵割前の卵細胞膜の波動がより強く観察された．また，今回の解

析から，卵割時に発生したfragmentの分割球内への再吸収が卵割後2時間以内に起こっていることが初めて観察

され，卵割直後に形態不良胚と判定された2細胞期胚（29％，14／49）および4細胞期胚（25％，6／25）が卵割後

2時間で形態良好胚に移行した．

【結論】本研究結果から，fragmentationは卵割時の分割溝において形成されることが初めて明らかとなり，細胞質

分裂過程との密接な関係が示唆された．また，卵割後の胚の劇的な形態変化の確認は，初期胚の形態評価のあり方

の再考を促す重要な新所見である．

●

●

P－192 リアルタイム細胞観察システムを用いた胚の観察

山王病院　リプロダクションセンター　○渡邉　英明，岡部　依子，山口　結加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　智美，猪鼻　達仁，高野　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，岡村　恵子，田畑　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　　薫，黒田　勇二，井上　正人

c

【目的】ARTにおいて配偶子・胚の体外での観察は，受精の確認，分割のチェック，移植時の良好胚の選別など様々

な場面で必要不可欠な操作である．そこから得られる初期胚の形態学的評価は，ARTの成績向上に大きく寄与して

いる．しかし，当然のことながらその情報は不連続的な観察から得られたものであるため，その評価に限界がある

のも事実であり，また観察時の空気中への暴露が胚質の低下を招く可能性も危惧されている．今回，我々は，イン

キュベーター内でのリアルタイムかつ連続観察が可能なリアルタイム細胞観察システム（CCM－550F，アステック）

を使用する機会を得たので報告する．

【仕様】デジタルCCDカラーカメラ（500万画素）のユニットをインキュベーター内に設置し，アクセスポー・トに

てカメラと専用PCを接続し，連続観察を行う．カメラユニットを設置するインキュベーターはアクセスポートが

あれば，メーカーを問わず設置が可能である．当院では，従来使用しているAPM－30D（アステック）に設置し，

観察を行った．

【考察】リアルタイム細胞観察システムを用いる事により，インキュベーター内での非侵襲的な連続観察が可能で

あった．今後，連続観察から得られる情報により胚発生の新たな知見と共に培養環境改善の一助となる情報の提供

が可能であろうと考える．

唱

●
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P－193 当科における前核期胚形態評価法の検討

中野レディースクリニック　○岡　　奈緒，中野　英之

　　　　　宗産婦人科病院　　堀　　正行，宗　　恒雄

■

●

■

【目的】妊孕性の高い胚を選択する方法として一般的に形態学的評価法が用いられ，特に近年，前核期における胚の

形態学的評価が注目されている．今回，われわれは，Scott分類，およびTesarik分類の前核期胚形態評価法を用い，

Day2での良好分割胚獲得率，妊娠率について36歳未満（A群），36歳以上（B群）の2群に分け比較検討した．

【方法】2005年5月～6月にIVFおよびICSIを施行した29症例29周期220個の胚を対象とした．媒精および精子

注入17～20時間後に前核を，41～44時間後（Day2）に4細胞期胚を観察した．　Day2における形態学的良好分割胚

はVeeck分類のG1，　G2とした．

【結果】Scott分類を用いた場合，良好分割胚獲得率がA群ではZ1～Z4でそれぞれ5＆5％，391％，324％，1α0％

であった．一方，B群では400％，333％，324％，667％であった．　Tesarik分類を用いた場合，良好分割胚獲得

率がA群では，PatternO～Pattern5でそれぞれ38．1％，44、4％，250％，70．0％，11．1％，333％であった．一方，

B群では，500％，0％，20．0％，0％，0％，0％であった．A群において妊娠率（／ET）は，　Scott分類で良好とさ

れるZl，　Z2を移植胚に含む場合400％，含まない場合は25．0％であった．　Tesarik分類で良好とされるPatternO

を移植胚に含む症例の妊娠率（／ET）は455％，含まない場合333％であった．

【結論】Scott分類では36歳未満では，　Day2での良好分割胚獲得率が高く，36歳以上ではその傾向は見られない．

また，移植胚に前核期胚形態評価法による良好胚が含まれているものは妊娠率が高かった．一方Tesarik分類では

Scott分類のような傾向は見られなかった．以上から，前核期胚形態評価法は症例の年齢が36歳未満の場合，その

有用性が高い事が示唆された．また，良好分割胚獲得率・妊娠率の相関，評価の簡便性から，評価法としてScott

分類がTesarik分類より有用であった．

P－194 前核期スコア（Zスコア）の有効性について

● 徐クリニック　不妊センター　○秋山　潤子，霧島　朝子，山野辺千沙

　　　　　　　　　　　　　　　徐　　東舜

●

【目的】前核期の核小体の分布によるZスコアはその後の移植胚を選別するのに重要であると言われている．今回私

たちは前核期胚をZスコアで分類し，その後の初期胚での良好胚率，胚盤胞到達率を検討し，このスコアの有効性

について検討した．（対象）2004年11月から2005年3月の間に体外受精した例409個の受精卵について検討した．

【方法】受精後20時間の前核期胚をスコットのZスコアで分類し，受精2日目の胚は割球数とフラグメンテーショ

ンの割合を総合して良好胚を決めた．

【結果】前核期胚のZ1，Z2，　Z3，　Z4の分布はそれぞれ33（8．1％），160（391％），89（21B％），18（44％）であった．

Day2の良好胚率はそれぞれ6α6％（20／33），5軌4％（95／160），551％（49／89），3＆9％（7／18）であった．初期胚

移植後の余剰胚での胚盤胞到達率はそれぞれ250％（2／8），429％（18／42），37．5％（9／24），α0％（0／5）であった．

【結論】Day2でのZスコア間には有意ではないがZ1，Z2と比べてZ3，　Z4の良好胚率は低下していた．余剰胚での

胚盤胞到達率に関してはZ4以外の差は認められなかった．

●
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P－－195 体外受精における授精方法別にみた1前核受精卵の評価

医療法人三慧会　IVF大阪クリニック

医療法人三慧会　IVFなんばクリニック

○大垣　　彩，中岡　義晴，金森　真希

　遠藤　康介，村田　朋子，杉原　研吾

　永田　文江，福田　愛作

　森本　義晴

●

　体外受精（IVF）における受精確認時に，しばしば1前核受精卵（1PN）が観察される．染色体の半数性異常と

考えIPNを移植から除外する施設もあるが，当院では受精卵が1PNを含め2個以下の症例ではIPNでも移植をお

こなっており，一般体外受精（c－IVF）により生じた1PN単一移植からは正常妊娠例を得ている．そこで授精方法

別に胚発育および妊娠率についてIPNと2前核受精卵（2PN）の比較をおこなった．1PNの出現頻度は，　c－IVF

59％，顕微授精（ICSI）3．9％とc－IVFで有意に高率であった．　c－IVFによる1PNの分割率・発育停止率・胚盤胞

到達率は906％・167％・227％，2PNでは9＆8％・13％・764％と2PNで有意に良好であり，　ICSIにおいてもl

PN　841％・229％・27％，2PNで990％・37％・44、1％，と2PNで有意に良好であった．また，　c－IVFとICSI

の授精方法別の1PNの比較では，分割率・発育停止率に差は見られなかったが，胚盤胞到達率でc－IVFが有意に

高率であった．c－IVF症例において1PNを含めて移植をおこなった場合の妊娠率は5α0％であり，1PNを含まな

い移植472％と差がなかった．しかしICSI症例では1PNを含む症例の妊娠率が1α4％で含まない症例4α6％に

比べ有意に低率であり，この値は当院で単一胚移植を施行した症例の妊娠率235％とほぼ同様であった．今回の検

討では，ICSIより生じた1PNの発生能は低く，またICSI由来1PNを含む移植では追加胚による妊娠率の向上は認

められなかった．しかしc－IVF由来1PNでは2PNと比べ発生能は低いものの妊娠率の低下は認められなかった．

c－IVF由来1PNでは精子侵入時間が特定できない為，前核形成のずれや前核融合後の観察の可能性もあり，正常

2PNを含んでいる可能性も否定できない．1PNを移植すべきかどうかについては，今後，染色体分析を含めて更な

る検討が必要である．

P－196 IVF－ETにおける媒精時間短縮による胚培養効率の改善効果

●

●

医療法人財団　足立病院　不妊治療センター

医療法人財団　足立病院　産婦人科

○許　　優美，小浜　奈美，松田　悠喜

　河原林裕子，中山　貴弘

　山出　一郎，浅野　雅美，畑山　　博

●

【目的】通常IVF－ETでは媒精16～18時間の受精確認時に培養液の交換を行うが，媒精時間を短くした方が良好胚

を得られるという報告がある．また培養液中のE、値が高い場合，胚の発生効率が低下したという報告も認められる．

そこで今回，同一患者から採取された卵子を媒精時間の異なる2群に分け，媒精時間ならびに培養液中E、値が胚発

生に及ぼす影響を比較検討した．

【対象および方法】IVF－ET反復不成功症例で採卵数8個以上の35症例を対象とした．採取した卵子を2群に分け，

採卵4時間後に10万個／mlの濃度で媒精した．媒精2時間で卵丘細胞を除去した後，培養液の交換を行った群をA

群，通常どおり媒精18時間後に培養液の交換を行った群をB群とした．両群における培養液中のE、濃度，P濃度，

受精率，良好胚（G1．G2：Veeck分類）の割合，発生不良胚（媒精42時間後に4細胞期胚未満）の割合を検討した．

【結果】媒精18時間後の培養液中E2およびP濃度は，　A群でそれぞれ732±392pg／mlおよび25±1．2ng／ml，　B

群でそれぞれ16002±334．9pg／mlおよび1822±3田ng／mlといずれもB群で有意に高値を示した（P＜0．01）．受精

率はA群613％（119／188），B群651％（127／195）で両群間で差は認められなかったが，良好胚率はA群6α7％

（83／119）でB群567％（72／127）より有意に高かった（P＜α05）．逆に発生不良胚の割合はA群160％（19／ll9）

でB群2ao％（33／127）より低下傾向にあった．

【考察】同一患者から採取された卵子の問で，媒精時間の短縮により胚培養効率の改善が認められた．IVF－ETにお

いて媒精後短時間で卵丘細胞を除去し，培養液の交換を行うことは発生良好胚を得る上で有用であると考えられ

る．

●

●
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P－197 胚の形態学的評価の追跡調査

●

弘前大学　医学部　産婦人科

青森県立中央病院　産婦人科

○藤井　俊策，小島　章弘，福原　理恵

　木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹

　山口　英二

●

■

【目的】妊孕性の高い胚の選別は，ARTを成功に導く鍵のひとつである．胚の形態学的評価法は各発生ステージに

おいて報告されているが，どれも万全ではない．そこで，発生ステージ毎に胚を評価し選別する意義を検討した．

【方法】当科で施行したARTのうち，受精が成立し2日以上胚を培養した73周期の242胚を対象とした．　Day　1

の前核期胚はScott分類，　day　2－3の分割胚はBolton分類，　day　4以降の桑実胚はTao分類，胚盤胞はGardner

分類に基づき評価した。

【成績】Day　1にScott分類でZl／Z2だった胚は，　day　2－3に645％（98／152）がBolton分類のG－IV／G－IIIに到達

し，20％（3／152）が1～2細胞で発生停止した．Day　1にZ3／Z4だった胚は，　day　2－3に5仕8％（50／88）がG－IV／

G－IIIになり，34％（5／88）が発生停止した．　Zl／Z2胚とZ3／Z4胚との間でday　2－3における分割胚の形態の分布

に差を認めなかった．Day　4移植周期（n＝47）に限定すると，　day　lにZ1／Z2だった胚は，　day　4に61．0％（25／41）

がTao分類のM4／M3に，14．6％（6／41）が初期胚盤胞に達し，73％（3／41）が発生停止した．一方，　Z3／Z4胚で

は初期胚盤胞に達したものはなく，57．1％（8／14）がM4／M3になり，2＆6％（4／14）が発生停止した．　Z1／Z2胚と

Z3／Z4胚との間でday　4における胚発生に差を認めた（p＜005）．着床は75移植胚中21胚（2＆0％）で成立した．

うち16胚はZ1／Z2からG－IV／G－IIIを経てM2以上に達した胚で，その着床率は64％（16／25）であった。他に，

分割胚24胚中4胚とG－IIを経たM3の1胚で着床が成立した．　Z3／Z4由来の移植胚の着床率は143％（1／7）で
あった．

【結論】前核期胚の形態によりday　2－3までの胚発生には差がなかったが，　day　4以降で差が認められた．　Day　2－3

における形態学的評価のみでは不十分で，前核期胚と胚移植時の評価を組み合わせることで妊孕性の高い胚の選別

がより的確に行える可能性があると考えられた．

P－198 Day4桑実胚のスコアリングの試み

● 弘前大学　医学部　産科婦人科

青森県立中央病院　産科婦人科

○小島　章弘，藤井　俊策，福原　理恵

　中村　理果，木村　秀崇，福井　淳史

　水沼　英樹

　山口　英二

●

●

【目的】桑実胚は形態学的評価が難しいとされているが，複数の評価項目を組み合わせることにより克服できる可能

性がある．そこで，day　4桑実胚移植における桑実胚の形態学的評価項目と治療転帰との関係を後方視的に検討し
た．

【方法】1999年1月から2005年2月までの間にsequential　mediaを使用して培養し，　day　4に新鮮桑実胚1個また

は2個を子宮腔に移植した383周期を対象とした．桑実胚の形態は胚移植時に撮影した画像を基に評価した．Tao
ら（2002）の報告に基づきcompaction率，輪郭の凹凸，　fragment率をスコアリングするとともに透明帯厚を測定
し，各評価項目と治療転帰との関連を調べた．

【成績】移植あたり妊娠率は，最良桑実胚におけるcompaction率が「ほぼ100％」で556％，「75％以上」で327％，

「75％未満」で2α5％であった（p＜00001＞．胚の輪郭が「ほぼ球形」で62．7％，「浅い凹み」で427％，「深く凹み不

整」で248％であった（P＜00001）．Fragment率が「5％未満」で503％，「5－25％」で2＆9％，「25－50％」で212％

であった（p＝α0007）．透明帯厚は，妊娠不成立周期の9．3±1βμmに対して妊娠成立周期では79±2．1μmと有意に

薄かった（p＜0．0001）．単一桑実胚移植に限定してもほぼ同様の結果が得られた．また，最、良桑実胚について各形

態学的評価項目の妊娠成立に対するロジスティック回帰分析では，透明帯厚［ORα66（95％CI　O57一α77），　p〈
00001］，輪郭の凹凸［OR　1．98（1．37－285），p＝α0003］，fragment率［OR　l．63（1．10－a44），p＝002］が有意な寄

与因子であった．単一桑実胚移植に限定すると，有意な寄与因子は透明帯厚［ORα74（α59一α94），p＝αOl］だけ
であった．

【結論】桑実胚の形態学的評価項目として，透明帯厚，輪郭の凹凸，fragment率の有用性が高いことが明らかになっ
た．
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P－199 胚の総合的判断による移植胚選択法の検討

内田クリニック　○先久　　幸，原田　枝美，森山　弘恵

　　　　　　　　　坂本　ルミ，内田　昭弘

●

【目的】移植胚選択基準として様々な方法が用いられている．しかしどれも単独な評価法であり，妊娠可能な胚であ

るか否かをそれのみで判断することは困難である．一方近年，前核期におけるHalo出現の有無と胚形態の関連性か

ら，胚の選択法としての有用性が期待されている．今回，前核確認時のHaloの有無に関しての有用性と，　Halo

の有無を含め各ステージにおける胚形態の総合的判断を用いた移植胚選択法についての検討を目的とした．

【方法】対象は2004年4月～2004年12月までに当院にて胚盤胞移植を施行した34周期，正常受精の確認できた

140個の胚とした．媒精後18～20時間で前核確認を行った．評価法として，Day1前核確認時のHaloの有無，　Day

3およびDay5における胚形態を用いた．胚の総合的判断によりDay1のHaloが（＋）であり，　Day3に6cel1以上

の分割が確認され，Day5に胚盤胞以上の発育が認められた胚をGood胚とし，（1）Haloの有無とDay3での6cell

以上の分割率およびDay5の胚盤胞形成率の比較，（2）Good胚およびそれ以外の胚についての着床率の比較，（3）総

合的判断によるGood胚を2個移植した群，　Good胚を少なくとも1個移植した群，　Good胚以外の胚を移植した群

に分類した場合の妊娠率の比較の3項目について検討を行った．

【結果】（1）Halo（＋）におけるDay3での6cell以上の分割率およびDay5の胚盤胞形成率は744％，3a6％で，　Halo

（一）の534％，13B％と比較して有意な高値が認められた．（2）Good胚の着床率は450％（9／20）で，それ以外の

胚の着床率12．1％（4／33）と比較して有意な高値が認められた．（3）総合的判断によるGood胚を2個移植した群の

妊娠率80．0％（4／5）は，Good胚以外の胚を移植した群の150％（3／20）と比較して有意な高値が認められた．

【結謝前核確認時のHaloの有無は移植胚選択基準として有用であると推察された．また，各ステージでの胚評価

を総合的に用いることで，より妊娠可能な胚を選択できることが示唆された．

●

●

P－200 初期胚の発生速度が胚発生に及ぼす影響

高木病院　不妊センター

佐賀大学　医学部　産婦人科

○中村　忠治，江頭由佳子，野見山真理

　西山和加子，山田　耕平，大野　恵里

　眞崎　暁子，藤井麻友子，有馬　　薫

　小島加代子

　岩坂　　剛

●

【目的】現在当院では採卵後3日目の1個移植を主流としているが，3日目で形態学的に同等の胚が複数存在し，移

植胚を決定するのが困難な症例がみられる．そこで今回，移植胚を選定する際の一つの判断基準として媒精後42
時間（Day2）の胚の発育細胞数に着目し，その後の胚発生との関連について検討した．

【対象】2003年3月から2005年5月までに，当院にてIVFまたはICSIを施行した266周期を対象とした．患者の
同意の下に得られた移植後の余剰胚の内，媒精後66時間（Day3）に8細胞グレード1～5に発生した胚343個を用
いた，

【方法】Medi　Cult社のBlast　Assist　System　medium中で培養し媒精後42時間（Day2）の細胞数によって2～3細

胞をA群，4細胞をB群，5～7細胞をC群とし3群に分け，各群におけるll4時間後（Day5）の胚盤胞への発生
率，および形態学的に良好な胚盤胞の割合を比較検討した．分割胚の形態学的評価はVeeckの分類を一部改変し，

胚盤胞の評価はGardnerの評価法を用いた．良好胚盤胞は3BB以上とした．
【結果】胚盤胞への発生率はA群では638％（37／58），B群では81．1％（184／227），C群では500％（29／58）であ

り，B群が他の2群に比べて有意に高かった．また良好胚盤胞の割合はA群では351％（313／37），　B群では576％
（106／184），C群では103％（3／29）であり，全ての群間に有意な差があった．

【結論】媒精後66時間後（Day3）で8細胞に発生した胚においては，媒精後42時間（Day2）で4細胞に発生して

いた胚の胚盤胞への発生率が最も高かった．さらに良好胚盤胞の割合は媒精後42時間（Day2）で4細胞の胚が最
も高く，2～3細胞，5～7細胞と順に低下した．よって3日目で形態学的に同等の胚の中から移植胚を選定する際に
は，2日目の発育細胞数が一つの判断基準となると考えられる．

●

●
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P－201 抗酸化剤が胚盤胞培養に与える影響

●

永遠幸レディスクリニック　○高多久美子，藤波　隆一，向橋貴美子

　　　　　　　　　　　　　村西　由紀，安田　明子，新　　博美

　　　　　　　　　　　　　橋爪　淳子，西　　美佐，豊北　美穂

　　　　　　　　　　　　　　北村　修一，道倉　康仁

●

●

【目的】近年，抗酸化剤が胚の代謝活性を高め，発生を促進すると報告されている．そこで私達は，胚盤胞培養培地

に抗酸化剤としてcysteamineとtaurineを添加し，至適濃度の検討を行った．

【対象】2004年3月～2005年5月までの間に，当院においてインフォームドコンセントの得られたART74周期，

438胚を対象とした．

【方法】抗酸化剤を基礎培地（10％SSS＋Irvine　blastocyst　medium）に，3群（A，　B，　C），3段階の濃度で添加し，

分割胚（day2）でのグレードが均等になるように各群にふり分け，胚盤胞まで培養した．　A群：cysteamine無添加

（以下0μM）・10μM添加（以下10μM）・20μM添加（以下20μM），B群：0μM・5μM添加（以下5μM）・10μM，

C群：0μM・5μM・5μM＋taurine5μM添加（以下5＋5μM）とした．抗酸化剤添加の効果は胚盤胞への発生率，お

よびハイグレード率（当院での6段階評価に基づく）で比較した．

【結果】day5発生率（％）・day6までの発生率（％）・ハイグレード率（％）は，　A群では，0μM（2α4，373，474）・

10μM（204，327，313）・20μM（102，2仕5，154）となり，day5発生率において，20μMが低くなった．（p＜005）．

B群では，0μM（333，424，14．3）・5μM（219，5α0，18．8）・10μM（21息4α6，15．4）となり，C群では，0μM（13．6，

28．8，474）・5μM（159，31．7，4α0）・5＋5μM（159，397，56．0）となり，それぞれに差は見られなかった．

【結論】胚盤胞培養において今回の方法では，抗酸化剤添加の有効性を示唆する結果は得られず，高濃度添加はむし

ろ抑制的に働くこともあった．適切な濃度を含めて，添加法はさらなる検討が必要と思われた．

P－202　　　　　　体外受精に用いる培養液の比較：COOK　vs　HTF

● 荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○北村　誠司，伊藤久美子，恵中　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡江里奈，鈴木　雅美，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　到，高橋　典子，杉山　　武

●

●

【目的】COOK社のfertihzation　medium，　cleavage　mediumと10％患者自己血清添加HTF　mediumを用いた体外

受精の成績を比較することで，双方の培養液の有用性を検討する．

【方法】（1）2004年1月から12月までの毎月一回，8週令ICRマウス受精卵を用いたCOOK　mediumとHTF　me－

diumのquality　controlを行うため，それぞれ709個の胚のhatching，　attachmentの個数を調べた．（2）2001年1

月から2004年12月までの4年間に荻窪病院で体外受精を受けた495周期（HTF使用群は126周期，　COOK使用群

は369周期）を対象とした．それぞれを媒精群（conv－IVF群）とICSI群に分けて受精率，妊娠率，着床率，流産

率を検討した．

【結果】（1）胚のhatching，　attachmentの個数でCOOK　mediumは89、0％（631／709），　HTF　mediumは8甑6％（635／

709）と両者間に有意差を認めなかった．（2）HTF　conv－IVF群は，654％，268％，140％，182％，　HTF　ICSI群は，

574％，20．0％，144％，176％，COOK　medium　conv－IVF群は，720％，2Z8％，2L3％，160％，　COOK　medium

ICSI群は，5＆2％，30．7％，177％，259％．　ICSI症例の妊娠率において，　COOKのmediumが高値を示したが有意

差を認めなかった．conv－IVF症例の着床率において，　COOKのmediumが高い傾向を示した．

【考察】今回の検討ではHTF　medium使用群とCOOK　medium使用群の間の体外受精成績に明らかな差は認めら

れず，有用性に明らかな差を認めなかった．
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P－203 Universal　IVF　mediumの有効性についての検討

大阪New　ARTクリニック　New　ARTリサーチセンター　○馬場　聖子，宮田　広敏，福富　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松葉　純子，横田麻里子，小泉あずさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山　達大 ●

【目的】近年体外受精に使用される培養液が数多く開発され，その有用性については様々な検討がなされている．そ

の多くは，受精後の胚の培養に関するものであるが，今回我々は特に受精の段階に着目した．現在HTFを用いて

媒精を行っているが，Medi－Cult社のUniversal　IVF　medium（以下UM）を用い，受精率及びその後の胚発育を比

較検討した．

【対象と方法】2005年2月26日から6月13日までに当院にてIVFを行なった54周期を対象とした．媒精は2時間

媒精で行い，受精後の卵の培養はMedi－Cult社のBASI，　BAS2を用いて行った．採卵後の同一周期の卵を無作為に

HTFグループとUMグループに分け，受精率とその後の胚発育の評価として媒精後25時間で分割が見られた割合

（以下Early　Cleavage率），培養3日目の8cell率，5日目の胚盤胞率を比較した．

【結果】受精率，Early　Cleavage率，培養3日目の8ceU率，5日目の胚盤胞率はHTFグループではそれぞれ6＆1％，

34．2％，232％，45B％，　UMグループではそれぞれ739％，31β％，235％，470％となった．また，　HTFでの受

精率が50％以下の症例（平均受精率283％）では，UMを用いることにより平均受精率が54．8％となり有意に上昇

した．（P＜0．01）

【結論】HTFでの受精率が低い症例に対しては受精の段階でのUMの使用は有効であると考えられた．

●

●

P－204 胚発育に対するAdvanced　glycation　end　products（AGEs）の影響

岡山大学　医学部　産科婦人科　OHao　Lin，中塚　幹也，野口　聡一

　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，Chekir　Chebib，

　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木愛子，安達　美和，平松　祐司

●

【目的】糖尿病，SLEなどの自己免疫疾患，喫煙などにおける高血糖や酸化ストレスにより，生体内では糖化産物で

あるAdvanced　glycation　end　products（AGEs）が産生され，細胞傷害的に作用する．また，高カロリー輸液など

の医薬品の中でもAGEsが産生されていることも注目されている．私達は，培養細胞による着床モデルにおいて，

AGEsが，着床やその後の絨毛細胞の進展を阻害する可能性を報告してきた．今回，私達は，胚の発育に対する

AGEsの影響を検討したので報告する．

【方法】受精卵は，成熟ラットを過排卵刺激し，Mating後，卵管内より採取し，顕微鏡下に，前核形成が確認され

たもののみを実験に使用した．AGEsを産生することの知られているglyoxalを01，α5，1，5，10mMの濃度で培養

液に添加し，無添加群とともに，胚の発育を，24時間毎に120時間以上に渡り観察した．

【成績】24時間後の観察で，無添加群では958％の受精卵が2－cellに達していたのに対して，　glyoxal　O、1，α5，1，5，

10mMの添加では，各926％，931％，850％，150％，0％であった．72時間後，4－cellへの到達率は，無添加群

で875％，glyoxal　O．1，0．5，1，5，10mMで，各778％，79．3％，6α0％，0％，0％であり，96時間後，　Morulaへの到

達率は，無添加群で708％，glyoxal　O1，05，1，5，10mMで，各593％，552％，1α0％，0％，0％であった．120

時間後，Blastocystへの到達率は，無添加群で667％，　glyoxa1α1，05，1，5，10mMで，各51．9％，20．7％，0％，0％，

0％であった．

【結論】生体内において，あるいは，体外受精などの培養条件によっても，胚は，種々の酸化ストレスに暴露される

可能性がある．糖化により産生されるAGEsも，胚に対しては悪影響をあたえる可能性がある．

●

●



● 309（451）

P－205 ヒトARTのための次世代培養装置OptiCellTM内で共培養した

　マウス胚の着床前遺伝子診断（PGD）よる正常性の検証

●

乾マタニティクリニック　乾フロンティア生殖医療不妊研究所

三洋電機バイオメディカ株式会社

　　　株式会社日本遺伝子研究所

○水野　仁二，中村　寛子，赤石　一幸

　渡辺奈津美，平山　和宏，栗城　瑛子

　乾　　裕昭

　村尾　嘉和，毒島　弘樹

　浅野　克敏，白寄　千明，島田　裕充

●

●

【目的】本研究は次世代培養装置OptiCellTMを用い，マウス受精卵を子宮内膜細胞と共培養し，発育した胚のPGD

の後，移植を行い健常な産仔を得ることにより本培養方法の安全性を確認することを目標とした．

【材料及び方法】培養法：微小滴培養法並びにOptiCellTMを用いた．培養：MEMα（GIBCO，5％NBCS添加）にて

湿度飽和，375℃，5％のCO、環境の培養器内で培養を行った．培養液は2日毎に半量交換した．マウス前核期卵子：

雌マウスにPMS－hCGによる過剰排卵処理後交配し，　hCG後15h後回収した．形態学的に正常な前核期卵子はアト

ランダムに2等分し，微小滴培養法あるいはOptiCellTMにより培養した．マウス子宮内膜細胞：子宮内膜細胞を常

法により採取しMEMα（GIBCO，5％NBCS添加）にて再懸濁し，5x107cells／OptiCellT“｛の細胞密度で接種した．

PGD－FISH解析：8細胞期に発育したものより2割球を顕微操作により取り出し，　FISHは日本遺伝子研究所の解

析マニュアルに従い行った．移植：PGD－FISH解析後，更に胚盤胞期胚まで追加培養し偽妊娠雌に移植を行った．

【結果及び考察】OptiCellTMを用いたマウス前核期卵子の8細胞期～脱出胚盤胞期までの発育速度は微小滴培養法に

比べ有意に速く（P〈0．05），この発育速度は体内の発育速度に近く，かつ胚の品質も良好であった．PGD－FISH

解析を行った16サンプル全てが正常2倍体であった．また移植後8匹の健常な産仔が得られた．本培養システムは

微小滴培養法に比し体内環境に近くヒトARTの成功・妊娠率の改善に寄与する可能性を示唆した．今後更に完成

度を上げるべく循環装置，先進のセンシング技術，PC制御等を採用する予定である．

P－206　　　　　胚移植時における出血の妊娠率への影響について

● 臼井医院　不妊治療センター

　　　　東邦大学　医学部　第1産科婦人科

東邦大学　医学部付属佐倉病院　産科婦人科

　　　　　　　　　キネマアートクリニック

　　　　　　　東京都立荏原病院　産婦人科

○臼井　　彰，横田のぞみ，佐々木直子

　吉田　逸子

　安部　裕司，久保　春海

　大高　　究，齋藤　智博

　伊藤嘉奈子

　宮岸　玲子

●

●

　IVF－ETにおいて胚移植の成功がその妊娠率を左右するといっても過言ではない．現在の胚移植法は経腹超音波
膀胱充満下に施行されているのが主流であるが，経膣超音波下では膀胱の充満が必要なく径の細いカテーテルでも

容易に確認できる利点である．一方，手技に慣れが必要なことと外套が内子宮口付近を過ぎると出血しやすい．そ

こで，外套挿入時の出血の妊娠への影響について検討した．

【方法】平成17年3月より平成17年5月までに胚移植を行った83例について検討を行った．胚移植の方法は，経

膣超音波（持田シーメス製ソノビスタC3000）220度下に北里サプライ製フレスポイト外套（FS－3GR600r90）を内

子宮口付近まで挿入その後子宮底部内子宮口の距離を測定（A）し子宮底より約20mm（子宮底一胚移植部位の距離
B）に2Frのカテーテル（北里サプライ製フレスポイトFS230S）にて胚移植をおこなった．胚移植時の（A）（B）お

よび出血の有無について検討した

【成績】平均年齢（83症例）は3630歳妊娠群（35例）354歳非妊娠群（48例）370歳A値平均3960mm妊娠群
4αOmm非妊娠群39808mm　B値平均23．17mm妊娠群24．23mm非妊娠群2273mm　A－B値平均1643mm妊娠群
15B7mm非妊娠群1707mmと移植時の胚の位置に有意な差を認めなかった．また，少量でもカテーテルに出血のつ
いた場合を出血（＋）とすると出血（＋）41例（一）42例　妊娠群出血（＋）18例（一）17例　非妊娠群　出血
（＋）23例（一）25例と妊娠群の約50％に出血を認めた．

【結論】経膣超音波下胚移植の場合頸管部へのカテーテルの挿入が目視できないため少量の出血をきたすことがあ

るが頸管部の出血は妊娠率に影響を与えないことが示唆された．
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P－207 胚移植前の子宮頸管内洗浄は有用か？

聖路加国際病院　生殖医療センター　○小松　雅博，酒見　智子，塩田　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道
■

【目的】胚移植の手技はARTの予後を決定する大きな要因の一つである．当院では2004年5月から，より確実な

胚移植と余分な頸管粘液の子宮腔内への流入防止を目的として子宮頚部の洗浄，頸管粘液の除去を行ってきたの

で，その有用性について報告する．

【方法】2003年4月から2005年5月までに当院で行った新鮮胚移植周期258周期を対象とした．これを無作為に子

宮頸管内洗浄を行わなかった群（以下A群，131周期）子宮頸管内洗浄を行った群（以下B群，127周期）に分け，

年齢，採卵数，胚移植数，妊娠率，着床率について比較検討した．

【結果】平均年齢は，A群38．0±＆6才（M±SD），　B群383±41才，平均採卵数はA群仕2±3、9，　B群6．3±3．8個，

平均胚移植数は，A群2．7±08，　B群26±09であった．両群で差を認めない．妊娠率は，　A群36％，　B群26％（p＝

α08），着床率はA群17％，B群　14％（p＝0．51）で有意差はなかった．しかし，子宮頸管洗浄を行わなかった群

でむしろ高い妊娠率，着床率の傾向が見られた．

【考察】本研究からは，胚移植前の子宮頸管内洗浄の有用性が認められなかっただけでなく，むしろ妊娠率，着床率

の低下がみられた．これには，頸管洗糠に際して頸管を刺激してしまっている可能性，洗浄液が子宮腔内に進入し

ている可能性が考えられた．

●

●

P－208 Air　bubbleを用いない胚移植法に関する研究

倉敷成人病センター　不妊治療部　○遠藤　雄史，藤井　好孝，本山　洋明 ●

【目的】胚移植（ET）においてair　bubbleを用いない方法を検討した．

【方法】1）条件設定：0．25mlガスタイトシリンジ（ハミルトン）および1mlシリンジ（テルモ）を用いて模擬ET

を10回行い，操作性を比較した．2）air　bubbleの有無：対象期間2005年1月から5月までの64周期．　ICSI／cIVF

で得た胚をDay2－3まで培養し，移植用培養液（P1＋30％SSS；Irvine）に入れた．ガスタイトシリンジを接続した

ファイコンカテーテル（富士システムズ1型）あるいはWallaceカテーテルに20μ1培養液，1－2μ1空気，5μ1培養液＋

移植胚，1－2μ1空気，5μ1培養液の順に吸引した群をA群（47周期，361±0．7歳），培養液30μ1＋移植胚を吸引した

群をN群（17周期，346±1．1歳）とした．膣内分泌物や頸管粘液を十分除去し，経腹超音波下にカテーテル先端を

子宮底05－1cm手前に挿入し，3秒かけて出した．　GS確認で妊娠とした．

【結果】1）カテーテル内の培養液残存はガスタイトシリンジ0回（0／10）に比べ，1mlシリンジは6回（6／10；平

均残存量田μDで有意に多かった（P＜α05）．後者では2回逆流も観察された．ファイコンにガスタイトシリンジ

を接続した場合，2003年1月から2005年5月まで（517周期，353±05歳）の検討では，カテーテル内の胚残存は

0回で，妊娠率は433％だった．2）妊娠率，着床率，子宮外妊娠率および流産率はA群でそれぞれ426，296，53，

150％，N群で529，2＆1，0，59％だった．すべてにおいて有意な差はなかった．　A，　N群ともカテーテルの種類に関

係なく胚が残存することはなかった．

【結論】α25mlガスタイトシリンジを用いることによって，胚を確実に子宮内に出すことができた．さらにカテーテ

ル内のair　bubbleを無くすことによって，胚の吸引操作はよりスムーズになった．妊娠率を下げることなく移植可

能であり，有効な方法であると考えられる．

●

●
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P－209 子宮鏡下GIFTの試みその後

●

　　　　　　　　　田宮クリニック産婦人科　○田宮　　親

　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　花岡嘉奈子

東邦大学大森病院リプロダクションセンター　　安部　裕司，渋井　幸裕

●

　ARTの分野での最近の発展は目覚しく次々発表されてきているが，患者サイドから見ると技術的進歩ゆえ経済

的負担も多くなってきている，演者はここで原点に戻り卵管の意義を考えIUI　3回以上で妊娠例のない症例はピッ

クアップ障害と考えGIFT適用と考えさらに3回以上妊娠例なき場合は受精障害と考えIVFへ移行する診療スケ

ジュールで行っている．過去第21回日本受精学会，IFFS18thで発表した新しい子宮鏡下GIFTをその後症例を増

やし，テクニックの改良を進め症例133例，採卵232例で妊娠例は8例となった，腹腔鏡下GIFTに比較し成功率

はよくないがチューブ，操作テクニックが安定してきたのは最近であり，卵と精子混合培養液をチューブに吸引子

宮鏡に挿入外子宮口より卵管口に移植するまでが1分30秒以内で終わるようになった．この簡便さは患者さんに

おける経済的，肉体的負担が少なく改良することで将来性はあると思われる．これはオリンパスのCCD子宮鏡

VISERAと演者と北里サプライと共同で開発したチューブによる方法で，　VISERAは今までのファイバースコー

プ式と異なり先端にCCDカメラが入ったものでファイバーに比べ明るく又視野も広い，このチューブは受精卵

ETも容易なので応用価値は広いと思われる．

●

P－210 子宮鏡下卵管内配偶子・胚移植の適応と成績

● 杉山レディスクリニック

東京医科大学病院　産婦人科

中村レディースクリニック

○内海　靖子，諏訪　友美，登内　恵美

　白井安砂子，臼田　三郎，江崎　　敬

　金城　　洋，杉山　カー

　杉山　里英，伊東　宏絵，岩城　妙子

　井坂　恵一

　中村　文武

●

●

【目的】腹腔鏡下卵管内配偶子・胚移植で生じる，患者の身体的・経済的負担を軽減し，かつIVF－ET頻回（3回以

上）不成功例に対し，クリニックレベルでの2ndステップとして子宮鏡下卵管内配偶子・胚移植を実施したので報
告する．

【対象】ART頻回不成功で，治療周期前に子宮鏡検査（オリンパスXP）を行い，子宮頚管進入の容易さ，充分な視
野が得られる還流ガス圧の設定，カテーテル挿入（3～5cm）の容易な卵管口の選択，インジゴカルミンの子宮内逆
流及びカテーテル内残留の有無を確認した．不適応としたのは20症例中2例であった．
【方法】COH後に採卵を行い，採卵当日または翌日に，ボルタレン50mg座薬を使用，還流は混合ガス（CO2：02：
N、＝5：5：90），チューブは北里サプライのヒステロファイバースコープカテーテル2Fr　630mmの先端を鋭角に
カットし，内側のガイドワイヤーを延長したものを使用した．1mlシリンジにα1mlのairを吸い装着，先端に胚を
含む100μ1の培養液をairでサンドし，残りは培養液で満たした．ガスは移植直前に停止した．配偶子移植の場合に
は卵子と精子浮遊液を使用した．
【結果】腹腔鏡下卵管内配偶子・胚移植不成功3症例9周期では妊娠が得られなかった．IVF－ET頻回不成功6症例
6周期では2症例2周期（症例・周期あたりの妊娠率333％）であった．
【考察】現段階で子宮鏡下の移植が不適応とされた症例に対しての治療や，適応を広げるためのカテーテルの改良
等，未だ改善点は多いと考える．今回妊娠した症例は，共に初回の子宮鏡下移植であったこと，また，実施した全
ての症例において，特に身体的な負担を訴えたケースがなかったことを考慮すれば，子宮鏡下の移植は初回のART
から通常の移植と同等の選択肢となりうるのではないかと考えた．
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P－211 難治性不妊症に対するLaser　Assisted　Hatchingの有用性と

　　　　　　妊娠例の周産期予後についての検討

医療法人財団　足立病院　不妊治療センター

医療法人財団　足立病院　産婦人科

○松田　悠喜，小浜　奈美，許　　優美

　河原林裕子，中山　貴弘

　山出　一郎，浅野雅美，畑山　　博

●

【目的】当院では2003年11月よりダイオードレーザー（OCTAX　laser　shot　system）を導入し，高年齢症例やART

反復不成功例に対してLaser　Assisted　Hatching（LAH）を施行している．また妊娠成立例の大半が，引き続き当院

にて分娩を行っている．今回当院でのART反復不成功例に対するLAHの有用性を検討するとともに，　LAHによ

り妊娠に至った症例の周産期予後についても検討した．

【対象と方法】高年齢症例（40才以上）ならびにIVF－ET反復不成功例（2回以上不成功）215症例を対象とした．

LAHを施行した群（LAH群）とLAHを施行しなかった群（コントロール群）で妊娠率（胎嚢確認例），胚着床率，

流産率，多胎ならびに子宮外妊娠の発生頻度を比較検討した．またLAHにより妊娠に至った症例の周産期予後に

ついても調査した．

【結果】LAH群114例（平均年齢3＆2±47歳）では妊娠率28、9％（33／114），胚着床率170％（37／218），流産率33．3％

（11／33）で双胎妊娠1例，品胎妊娠1例，子宮外妊娠2例が発生した．コントロール群101例（平均年齢3＆9±46

歳）では妊娠率198％（20／101），胚着床率103％（20／195），流産率3aO％（7／20）で多胎ならびに子宮外妊娠の

発生は認めなかった．胚着床率はLAH群で有意に高かった（P＜0．05）．　LAH群の妊娠症例において，品胎妊娠例

が妊娠34週で早産したものの，他はすべて正期産であった．また妊娠，分娩中のトラブルを認めず，先天奇形の発

生もなかった．

【考察】LAHは難治性不妊症において，胚着床率の改善に有用であると思われた．妊娠予後に関しては，流産なら

びに子宮外妊娠の発生頻度が増加傾向にあったが，LAH手技が周産期予後に及ぼす影響は認められなかった．

●

●

P－212 　　反復不成功ARTでのAssisted　Hatchingの検討

（Laser　Assisted　HatchingとZona　Free　BTの比較検討）

トヨタ記念病院　不妊センター　ジョイファミリー科　○西尾　永司，吉井久美子，早川　美奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日比　博子，森脇　崇之

●

【目的】Assisted　Hatching（AH）は着床率の向上を目的とした透明帯の操作である．　AHにはいくつかの手技方法

が存在し，適応や有効性について一定の見解はなく，結論は出ていない．当院で胚盤胞移植不成功症例に対し，la・

serを用いた方法（Laser　Assisted　Hatching：LAH）とプロテアーゼを用いた方法（Zona　Free　BT）の成績につい

て検討した．

【方法】対象は2001年4月より2005年5月までに当院で既往ET回数の有無にかかわらず1回目の胚盤胞移植で

妊娠せず2回目のBTを施行した症例を対象（（1）control群336例，（2）LAH施行群：35例，（3）Zona　Free　BT：

121例）とし，年齢，移植回数，妊娠率を検討した．個人情報に関して患者情報は一切明らかにせず，，全例で学

会発表の了承を得た．LAHはOCTAXレーザーショットシステム（OCTAX　Laser　ShotTM　System　for　ART）を

用いた．Zona　Free　BTはPronase（Sigma）液内に胚盤胞を約2分間浸漬し，実体顕微鏡下で観察しながら胚盤法

取り出して洗浄し，約4時間培養後移植した．

【結果】control群（平均年齢33才，平均移植回数35回，妊娠率33％），LAH施行群（平均年齢36才，平均移植

38回，妊娠率40％），Zona　Free　BT群（平均年齢34才，平均移植回数4．1回，妊娠率36％）であった．

【結論】LAHは胚を培養器外の環境に置く時間が短縮し，酵素による未知の細胞へのダメージがなく，手技も簡便

でART不成功症例に対し有効な手段であることが示唆された．

●

●

●
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P－213 凍結・融解単一・胚盤胞移植の有用性と多胎防止の有効性

■

蔵本ウイメンズクリニック　○江頭　昭義，杉岡美智代，永渕恵美子

　　　　　　　　　　　　　大津加奈子，西垣　明実，拝郷　浩佑

　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，吉岡　尚美，蔵本　武志

●

●

【目的】我々は，妊娠率を維持しつつ多胎妊娠を防止する目的で新鮮胚の単一胚盤胞移植（SBT）の有効性を報告し

てきた．今回は，凍結・融解単一胚盤胞移植の有用性と多胎妊娠防止に対する有効性を検討した．

【対象および方法】H12年8月からH17年4月までに新鮮胚移植時の余剰胚盤胞をvitrification法にて凍結・融解

後にホルモン補充周期下で胚移植を施行した39歳以下の128周期を対象とした．凍結・融解後にSBTした68周

期（SBT群）と胚盤胞2個移植した60周期（DBT群）で臨床的妊娠率，着床率，多胎率，流産率を比較した．さ

らに，胚移植時の女性の年齢を3群（29歳以下，30－34歳，35－39歳）に分け臨床的妊娠率，多胎率を比較した．

【結果】DBT群では，妊娠率61．7％（37／60），着床率458％（55／120），多胎率486％（18／37），流産率162％（6／

37）と高率な妊娠率が得られたが半数が多胎妊娠であった．SBT群では妊娠率529％（36／68），着床率52．9％（36／

68），多胎率0％，流産率139％（5／36）であり，SBT群の多胎率がDBT群と比較して有意に低かった．年齢別で

比較すると，DBT群の妊娠率は29歳以下で700％（7／10），30－34歳7α0％（21／30），35－39歳450％（9／20），多

胎率はそれぞれ714％（5／7），476％（10／21），333％（3／9），SBT群の妊娠率は29歳以下で50D％（6／12），30

－34歳526％（20／38），35－39歳55．6％（10／18），多胎妊娠はなかった．年齢別での妊娠率に両群間で差はなかった

が，多胎率はすべてSBT群が有意に低かった．

【考察】39歳以下の症例への凍結・融解単一胚盤胞移植は，妊娠率を低下させることなく多胎妊娠防止に有効であ

る可能性が示唆された．

●

P－214 分割期胚vs胚盤胞移植一低卵巣刺激周期における

　　　　　　SET施行日に関する検討一

東邦大学　医学部　第1産科婦人科

東邦大学　医学部　第1泌尿器科

　　　　キネマARTクリニック

○渋井　幸裕，安部　裕司，北村

　塩川　素子，宗　　晶子，

　佐々木由香，片桐由起子，竹下

　久保　春海

　永尾　光一，三浦　一陽

　花岡嘉奈子，田宮　　親

衛

渡辺慎一郎

　　　直樹

●

●

【目的】胚盤法移植は培養期間の延長に伴う胚の選択性および子宮内膜と胚の同期性の観点から高着床率が期待さ

れるとされ，従来の過排卵刺激下での単一胚移植（SET）施行の際の有力な選択肢となっている．一方，近年増加
傾向にある低卵巣刺激周期採卵では低採卵数の結果必然的に単一胚移植（compulsory－SET：c－SET）となる場合が
少なくないが，今回その際の移植日について検討した．

【方法】2002年1月から2004年9月までに当科および関連施設にて，インフォームドコンセントを得たうえで，ク

エン酸クロミフェン刺激のもと採卵を施行しc－SET施行となった328症例435胚移植周期（c－IVF：108周期，
ICSI：327周期）を対象とした．分割期胚移植（C群），胚盤法移植（B群）それぞれの患者年齢別妊娠率を後方視
的に検討した．なお今回の検討では胎嚢の確認をもって妊娠陽性とした．
【成績】C群，B群の移植あたり妊娠率（％）は29歳以下：30β（8／26），833（5／6），30～34歳：260（25／96），
2甑6（8／27），35～39歳：23．0（28／122），19、2（5／26），40歳以上：a8＊（7／103），276＊（8／29）であった．（＊：P

＜α05）

【結論】低卵巣刺激下における胚盤法移植は，その最大の利点である胚の選択性の観点からは有効性が薄いと考えら

れるが，今回の検討においても39歳以下の各群においてはC群，B群の成績に差は認めなかった．一方40歳以上
の群においてはB群は有効であったが，加齢に伴う卵の質的変化，および子宮内環境の変化等の影響について検討
が必要と思われた．
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P－215 Day3移植における年齢別1個移植の有用性

高木病院　不妊センター

佐賀大学　医学部　産婦人科

○真崎　暁子，江頭由佳子，野見山真理

　西山和加子，山田　耕平，中村　忠治

　大野　恵里，藤井麻友子，有馬　　薫

　小島加代子

　岩坂　　剛

●

【目的】当院では35歳未満の若年群において多胎妊娠防止の観点から積極的にDay31個移植を行っている．35

歳以上においても1個移植の症例が増加してきたため，全年齢においてDay31個移植の有用性について検討した．

【方法】2001年1月から2005年4月までにDay3新鮮胚移植を行った移植回数2回以内，移植可能胚数3個以上を

有する周期を対象とした．移植胚数1個（1群：199周期）と2個（2群：203周期）を29歳以下，30～34歳，35～

39歳，40歳以上に分け継続妊娠率，多胎率について比較した．

【結果】各群の年齢，移植回数，受精卵数，移植可能胚数に有意差はなかった．各群の継続妊娠率及び多胎率は29

歳以下では1群57．7％（30／52），30％（1／33），2群333％（7／21），41．7％（5／12），30～34歳では1群48B％（41／

84），0％（0／48），2群6α0％（39／65），38．1％（16／42），35～39歳では1群36．4％（16／44），0％（0／20），2群343％

（23／67），172％（5／29），40歳以上では1群56％（1／18），0％（0／1），2群＆0％（4／50），100％（1／10）．29歳以

下の継続妊娠率は1群が2群に比べ有意に高く，多胎率は1群が有意に低かった．30～34歳は継続妊娠率に有意差

はなかったが，多胎率は1群が2群に比べ有意に低かった．35～39歳は継続妊娠率，多胎率ともに有意差はなかっ

たが，1群が2群に比べ低い傾向にあった．40歳以上は全てにおいて差はなかった．

【結論】Day3新鮮胚移植，移植回数2回以内，移植可能胚数3個以上を有する症例の35歳未満においては，1個移

植の有用性が確認できた．また35～39歳においても1個移植の有用性が示唆された．40歳以上では1個移植の有

用性は認められなかった．

●

●

P－216 単一胚盤胞移植時における形態的評価（Gardner分類）の検討

厚仁病院　産婦人科　○坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

　　　　　　　　　　　松山　毅彦

●

【目的】当院では，多胎妊娠の予防策として，単一胚盤胞移植を積極的に行っており，昨年の本学会で，凍結融解胚

盤胞の単一移植の成績が良好であることを発表した．単一胚盤胞移植において，良好な妊娠率を得るためには，得

られた胚盤胞の中から良好な胚を選択する必要がある．今回は移植胚盤胞のGardner分類よる着床率の比較を

行ったので，報告する．

【対象】2003年1月から2005年5月の間に凍結融解胚盤胞の単一移植を行った328周期328個の胚盤胞を対象と
した．

【方法】凍結融解胚盤胞は，患者同意のもと，ガラス化法にて凍結された胚盤胞を1個融解し，融解直後にPZD

法もしくはLaser法にてAHAを行い，回復培養を行った後に移植した．原則的にホルモン補充周期にて移植した．

【成績】対象全周期の着床率は427％（140／328）であった．Gardner分類3aa以上の胚盤胞を移植した場合の着床

率は6＆9％（71／103）であった．移植時HatchingまたはHatchedが確認された胚盤胞を移植した場合の着床率は

484％（88／182）で，それらが確認されなかった胚盤胞を移植した場合の着床率は356％（52／146）であった．Gard－

ner分類でcを含む胚盤胞を移植した場合の着床率は1α6％（19／97）で，　cを含まない胚盤胞を移植した場合の着

床率は524％（121／231）であった．Gardner分類の拡張stage3以下でcを含まない胚盤胞移植の着床率は490％

（25／51）であったのに対し，拡張stage4以上でcを含む胚盤胞移植の着床率は24．2％（15／62）であった．

【結論】移植時にHatchingが確認され，　Gardner分類でcを含まない（bb以上）胚盤胞を移植した方が高い着床率

を得ることができた．複数個の胚盤胞が得られた場合，胞胚腔の拡がりを優先するか，ICM・Trophectodermのグ

レードを優先させるかは難しい問題である．今回の検討では胞胚腔の拡張が十分でなくてもcを含まない胚盤胞を

移植したほうが，拡張が十分でcを含む胚盤胞を移植した場合よりも高い着床率を得ることができた．

●

■

●
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P－217 Single　Embryo　Transfer導入への検討

木場公園クリニック　○鈴木　寛規田中　美穂，高橋　暁子

　　　　　　　　　　　清田　圭子，高田真智子

　木場公園クリニックではラボラトリーワークの向上の為に，Embryo　ICUシステムを導入した．このシステムの

導入により40歳未満の生産率は導入前220％，導入後40．3％と導入後で有意に高くなった．平均移植胚数は導入前

27±α8個，導入後2．1±0．8と導入後で有意に少なくなったが，多胎妊娠の回避には至っていない．多胎妊娠を避け

る目的で，当院ではSET（Single　Embryo　Transfer）の導入を検討している．今回，2002～2003年に40歳未満で

実施した新鮮胚移植1006周期と凍結融解胚移植67周期をもとに，SETの最適な条件を検討したので報告する．

Day3－ETとDay5－ETとを比較すると着床率，生産率はDay5－ETで有意に高かった（着床率；Day32＆7％，　Day

5399％，生産率；Day33α2％，　Day551．1％），次にDay5新鮮胚移植とDay5凍結融解胚移植とを比較した．着床

率，生産率は両群間で有意差は認めなかった（着床率；新鮮39．9％，融解495％，生産率；新鮮51．1％，融解552％）．

また，SETに適する胚を検討するためにDay5で移植した胚を分娩に至らなかった周期と分娩に至った周期とに分

けて検討した．移植した胚のDay3での平均割球数は分娩群で有意に高く，平均フラグメント率は両群間で有意差

は認めなかった（割球数；非分娩群75±14個，分娩群＆1±17個，フラグメント率；非分娩群仕9±a8％，分娩群

a3±67％）．Day5で移植した胚全体のうちGardnerの分類で4以上の胚盤胞が占める割合は非分娩群316％，分娩

群61．1％と分娩群で有意に高かった．以上の事から妊娠率を落とさずにSETを実施していくには，　Day5－ETが有

効であると考えられた．また，SETに適する移植胚はDay3でより8－cellに近い胚から発生したGardnerの分類で

4以上の胚盤胞が望ましいと考えられた．

P－218 凍結融解単一胚盤胞移植の有用性の検討

おちウイメンズクリニック　○上畑みな子，池上　美希，小野　雅子

　　　　　　　　　　　　　越知　正憲

【目的】多胎妊娠は在胎期間の減少，低体重児の出生などの問題がある．また，胚盤胞移植でのキメラの問題も取り

上げられている．当クリニックでは不妊治療におけるリスクを低下させる為，単一胚盤胞での凍結融解移植を積極

的に施行し有用性を検討した．

【対象および方法】2003年1月から2005年4月の間に凍結融解胚盤胞移植を施行した症例のうち，1回の採卵で発

生した2個以上の胚盤胞を一周期で凍結融解移植した38症例38周期（複数融解群）と単一胚盤胞で凍結融解移植

した99症例134周期（単一融解群）を比較した．クロミフェンーHMG－GnRHaにて排卵誘発し，採卵後5～6日間

の培養で内細胞塊が確認された胚盤胞をガラス化保存法にて凍結保存した．複数融解群は2～3個の胚盤胞を同一

凍結コンテナー又は別々のコンテナーに凍結保存後同一周期に融解し，単一融解群は個々に凍結保存後一周期に1

個融解した．両群とも融解後3～4時間の回復培養の後，胞胚腔が確認された胚盤胞にAHAを施行し透明帯より完

全脱出させた状態で移植した．

【成績】融解周期あたりの移植率，妊娠率，着床率，多胎妊娠率，流産率は複数融解群では100％（38／38），6α5％

（23／38），3a4％（28／77），21．7％（5／23），21．7％（5／23），単一融解群は100％（134／134），575％（77／134），575％

（77／134），13％（1／77），1＆2％（14／77）であった．しかし，単一融解群の症例あたりの累積妊娠率は778％（77／

99）で複数融解群の6α5％を有意に上回った．多胎妊娠率は単一融解群が有意に低かった．

【結論】ガラス化保存法を用いて胚盤胞を個々に凍結融解することにより胚移植の機会が増え，高い症例あたりの妊

娠率を得ることができた．また，多胎妊娠率は低下し高度生殖医療による多胎妊娠のリスクを減少する事が可能で

あった．凍結融解単一胚盤胞移植は有用であると考えられた．
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P－219 単一胚盤胞移植におけるアシステッド・ハッチング

　　　　　　（PZD法とLASER法）の効果

厚仁病院　産婦人科　○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美

　　　　　　　　　　　竹中　亜希 ●

　当院における凍結融解単一胚盤胞移植の成績は，既報の通りアシステッド・ハッチング（AHA）を併用する事に

より比較的良い成績を得る事ができている．しかしながら，新鮮単一胚盤胞移植の成績は決して良いとは言えず，

対応に苦慮していた．今回はAHAとしてPZD法とレーザーアシステッド・ハッチング（LAH）法を用い，その効

果を比較検討したので報告する．

【対象】2003年1月より2005年5月までの間に当院にて施行された，単一胚盤胞移植周期355周期を対象とした．

内訳は凍結融解胚盤胞移植周期328周期，新鮮胚盤胞移植周期27周期であった．

【方法】凍結融解胚盤胞移植は，ホルモン補充周期にて内膜を作成し，ガラス化法にて凍結された胚盤胞を1個融解，

AHAを行った後に移植した．新鮮胚盤胞移植はclomiphen－HMG周期により採卵・培精し，胚盤胞まで培養を行

い，その1個に対してAHAを行った後，移植した．　AHAの方法はPZD法とLAH法の2法を行ない方法別に成

績を検討した．これらはいずれも患者同意のもとに行われた．

【結果】凍結融解胚盤胞移植においては，PZD群173周期中の臨床的妊娠は74周期で，妊娠率は428％であった．

LAH群155周期中の臨床的妊娠は66周期で，妊娠率は426％とPZD群と同等であった．一方新鮮胚盤胞移植で

は，PZD群13周期中の臨床的妊娠は3周期で，妊娠率は231％であった．　LAH群14周期中の臨床的妊娠は5

周期で，妊娠率は357％であった．いずれの群においても多胎妊娠はなかった．

【考察】凍結融解胚盤胞移植においては，AHAの方法によらず良好な妊娠率が得られた．一方新鮮胚盤胞移植では，

LAH群のほうがPZD群より妊娠率が高い事がわかった．しかし，いずれの群も凍結融解胚盤胞移植より成績は不

良であった．したがって，LAHは新鮮胚盤胞移植に限れば，　PZD法よりも妊娠率の向上に対して有効であると考

えられた．

P－220 患者年齢，採卵数，移植胚の質の比較による

選択的単一胚盤胞移植の条件に関する検討

広島大学　医歯薬総合研究科病態制御医科学（産婦人科）　○原　　鐵晃，楠田　朋代，豊福　　彩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香月　孝史，工藤　美樹

●

●

■

【目的】多胎はARTの重大な合併症であり単一胚移植が適応となるが，移植胚数を減らすことによる妊娠率の低下

とのバランスが重要である．今回，胚盤胞移植における年齢，採卵数，胚の質を比較検討することにより，単一胚

盤胞移植（elective　single　blastocyst　transfer：eSBT）の条件を設定し，　eSBTによる妊娠率と多胎率を検討した．

【方法】1）平成16年5月までに通常媒精で胚盤胞移植（原則2個移植）を行った65周期を対象として，年齢（～

29歳，30～34歳，35歳～），採卵数，胚盤胞のグレード別に妊娠率と着床率に差があるかX二乗検定で検討し，eSBT

の条件を設定した．2）平成16年5月から平成17年1月までに通常媒精で胚盤胞移植を行った57例のうち，13

例がeSBTの条件を満たし，患者の同意を得られた6症例に対してeSBTを行い，妊娠率と多胎率を検討した．

【成績】1）胚盤胞2個移植により移植当たり妊娠率（3α1％），着床率（26β％），多胎率（240％）で，年齢群によ

る妊娠率，着床率，多胎率の差は認めなかったが，36歳以上の症例に双胎は認めず，採卵数が6個以上，もしくは，

グレード3AA以上の胚が2個以上得られた場合は，妊娠率564％，650％，着床率356％，450％と有意に高かっ

た．以上より，当院では，35歳以下で，グレード3AA以上の胚盤胞が2個以上得られた場合を，選択的単一胚移

植の条件とした．2）eSBT群では，高い妊娠率を維持し（667％），全例単胎妊娠であった．採卵2回目でeSBT

の同意の得られずDETを行った7症例のうち5例が妊娠に至ったが，うち2例は2絨毛膜性双胎であったIVF－

ET全体の成績においても，　eSBT採用前と比較すると，妊娠率を大きく下げることなく（39．1％v＆326％），多胎

率を半減することが可能であった（240％vs．1α5％）

【結論】施設毎に条件を設定した後にeSBTを行うことにより，全体の妊娠率を低下させることなく多胎率を減少さ

せることができる可能性が示唆された．

●

●

●
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P－221 当科における凍結胚盤胞移植の個数と多胎

聖隷浜松病院　産婦人科　○渋谷　伸一，青葉　幸子，佐藤　和文

　　　　　　　　　　　　尾崎　智哉
◆

●

●

【目的】受精卵の培養技術が向上し，分割胚移植からより培養期間を延長した胚盤胞移植を行う施設が増加してい

る．当科においても2000年より胚盤胞移植を取り入れ，妊娠率の向上が認められた．また，凍結の技術も年々向上

し，凍結胚移植による妊娠も増加している．当科では新鮮胚移植数を34歳以下の初回例に対して1個胚移植を導入

しそれ以外では2個移植とし，2004年には多胎率を13％に抑えた．しかし，凍結胚移植では本人の希望により1

ないし2個移植としており，多胎率は25％と依然高いままであった．今回我々は当科で5日目ないし6日目相当の

凍結胚移植を行った症例に対し，移植した胚盤胞の個数で妊娠率，多胎率を検討したので報告する．

【方法】2002年1月より2004年12月までの3年間に当科にて5日目ないし6日目相当に培養した凍結胚を移植し

た症例214周期を対象とし，胚盤胞を含まないグループ（以下OB）88周期，胚盤胞を1つ含むグループ（以下l

B）92周期，胚盤胞2個移植したグループ（以下2B）34周期の3グループに分けた．また，年齢分布は25歳から

45歳で29歳以下（以下A）33周期，30歳から34歳（以下B）95周期，35歳から39歳（以下C）66周期，40

歳以上（以下D）20周期の4グループに分け，妊娠率，多胎率について検討した．

【成績】妊娠率（％）はOB，　IB，2Bの順に11，30，44であり，多胎率は10，7，33であった．また，年齢別に妊娠率

を計算したところA，B，　C，　Dの順に42，22，24，10であり，多胎率はそれぞれ21，14，13，0であった．

【結論】凍結胚移植でも胚盤胞2個移植では多胎率が高くなるため，特に29歳以下では移植する胚盤胞数は1つに

制限した方が，多胎の予防になると考えられた．

P－222 胞胚期到達胚における前核期形態と分割期形態の検討

● 鈴木レディスホスピタル　○辻　　敏徳鈴木　康夫

●

●

【目的】理想的なARTは単胎妊娠することであり，胚盤胞移植による単一胚移植は有効な方法の1つである．胚移

植において着床予測は移植胚の形態を参考とするが，分割期胚の観察のみではなく前核期における形態をより詳細

に観察することにより，有用な指標の確立が示唆されたことを昨年我々は発表した．今回，胚盤胞に到達した胚の

前核期形態，前核の位置，特に核小体の配列，大きさ，数に注目し，更に指標（veeckの5段階評価も含めて）と

なりうるものがあるかを検証した．

【対象】2002年～2005年当院にてARTを施行したカップルのうちday1からday7までのすべての画像がDVD

等で記録され，媒精後16時間後に受精確認できた正常受精卵，53症例102個を対象とした．

【方法】前核期と胞胚期で胚を評価し，前核期のスコアリングには前核の位置，核小体の位置と大きさを5段階にて

評価した．胚盤胞の評価には内細胞塊（ICM）と栄養芽細胞（TE）を中心に3段階（a－good，　b－fair，　c－poor）で

評価した．分割期での評価にはVeeckの5段階分類を用いて評価した．

【結果】良好胚盤胞群では前核，核小体，胚盤胞発育速度が不良胚盤胞群より有意（P＜001）に高かった．Veeck

の分類と前核スコアの間には相関関係は認められなかった．

【まとめ】核小体スコアによる単一胚移植，2段回移植の指標が示唆された．今回の結果により，核小体の形態なら

びに位置が胚の活動・発育に関連し，良好胚か否かの状態を示していることが示唆された．

●
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P－223 形態不良胚盤胞の凍結融解胚移植の試み

岡山二人クリニック　○鈴木美那子，宇津内陽子，平田　　麗

　　　　　　　　　　　山下陽子，羽原俊宏，林　伸旨

■

【目的】胚盤胞移植は新鮮胚，凍結胚ともに高い妊娠率が得られるようになってきたが，凍結胚は，通常は良好胚の

みで，不良胚の融解胚移植後の成績に関する報告は少ない．今回，Gardner分類でICM，　trophectoderm共にgrade

Cの形態不良胚（cc胚）の凍結融解胚移植の成績を検討した．

【対象および方法】2004年11月から2005年3月に新鮮胚移植を行い，その周期に得られた余剰胚がcc胚のみで

あった症例のうち，インフォームド・コンセントが得られた症例を対象とした．凍結法はVitri五cation　kit，　Cryo－

top（北里サプライ）を用いたガラス化保存とし，融解後に倒立顕微鏡下で胚を確認し，ホルモン補充周期に移植し

た．

【成績】凍結可能であったcc胚は21例34個であった．新鮮胚移植で2例が妊娠し，非妊娠19例のうち12例につ

いて，14周期20個を融解胚移植をした．年齢34．1±49歳（28～42），IVF既往回数2．1±1β回（1～6），凍結胚令

はDay5：1周期1個Day6：11周期19個であり，移植胚数13±08個（1～3）であった．胞胚腔の拡がりによる生

存率はHatching　Bl100％，　Ex．　Bl　714％，　FulL　BI　100％であった．同期間の良好胚盤胞（3bb以上）およびcc胚に

よる凍結融解胚移植成績は，それぞれ胚生存率949（56／59），90％（18／20），胚移植キャンセル率53％（2／38），

143％（2／14），着床率273％（15／55），11．1％（2／18），妊娠率389％（14／36），167％（2／12）であった．

【結論】良好胚盤胞に比較して形態不良胚盤胞は着床，妊娠率は低いものの妊娠例が得られたことから，十分なイン

フォームドコンセントを得た上で試みる意義はあると考えられた．

●

●

P－224 選択的単一胚盤胞移植における胚の形態評価と妊娠率の関係

トヨタ記念病院不妊センター　ジョイファミリー　○吉井久美子，西尾永司，日比博子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早川　美奈，森脇　崇之

●

【目的】ARTにおいて多胎妊娠を回避することは重要な問題である．当院では，妊娠率を維持しながらも多胎を予

防する目的で選択的単一胚盤胞移植（selective　single　blastocyst　transfer；SSBT）を積極的に試みてきた．胚が複数

ある場合，どの胚を選別し移植するか迷うことも多い．選択的単一胚盤胞移植実施例のDay2での胚の形態とDay

5の胚盤胞の形態を比較し，その胚盤胞移植あたりの妊娠率を検討した．

【方法】2002年4月より2005年5月までに当院で行った単一胚盤胞移植341例のうち，詳細な経過が追えた264

例を対象にした．Day2胚のVeeckの分類に割球の核数（多核胚の有無）を加味した当院のグレード，　Day5での

Gardnerの分類によるグレードに基づき，　Day2胚，　Day5胚をそれぞれpoor，　fair，　goodに評価し，妊娠率の関係

を比較した．

【成績】単一胚盤胞移植あたりの妊娠率は31B％（84／284）であった．　Day2でもDay5でもグレードの良い方が妊

娠率がよい傾向にあったが，とりわけday2での割球の核数の所見が妊娠率に影響があると思われた．　Day2でgood

の評価であった胚盤胞の，移植あたりの妊娠率は42．5％（66／155）で，Day5でgoodの評価であった胚盤胞の妊娠

率38B％（28／72）を上回った．　Day5での評価が同じ場合，その胚のDay2での評価のよいものが妊娠率が高かっ

た．

【結論】単一胚盤胞移植での移植胚の選択にはその胚のDay2時点での評価が重要であり，　Day5での評価が同じ場

合には，Day2での評価の良い胚を選択すべきである．

■

●
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P－225 凍結胚盤胞移植におけるAssisted　hatching（AH）適応基準の検討

加藤レディスクリニック　○菊池　理仁，内山　一男，青野　文仁

　　　　　　　　　　　　　桑山　正成，寺元　章吉，加藤　　修
●

■

【目的】AHが妊娠率の向上に有効であることは多数報告されている．われわれも，凍結胚盤胞移植前の酸性タイ

ロードによるAHが妊娠率向上に有効であること（森田2002），低品質胚盤胞の着床率の向上と機械的で安全な透

明帯除去法としてLaser　Assisted　Hatching（LAH）（内山2004）を報告した．しかしながら，　AHの適応基準につい

て検討された報告はない．そこで今回，AH有無による着床率をレトロスペクティブに解析し適応基準について検

討したので報告する．

【対象および方法】凍結胚盤胞移植で，LAHを施行した3723周期（2004年1月～2005年4月）とAHを施行しな

かった1086周期（2003年1月～2005年4月）の1胚移植について胚盤胞凍結日（d5，　d6）毎に，胚盤胞グレード

（G1～G3），ならびに患者年齢（30才以下，31～35才，36～40才）を区分し，着床率を比較した．

【結果】凍結日d5の胚盤胞移植後のAH有無による着床率はそれぞれ，　G1（75．8，7α0，556％）VS（6甑2，770，74．0％），

G2（730，69．6，71β％）VS（6＆5，63E　596％）およびG3（758，70D，5丘6％）VS（56恩526，415％）であった．凍

結日d6における着床率は，全ての群においてAH施行群が有意に高かった．

【結論】以上のことから，AHは凍結日がd5の場合，36才以上のG2以下，31才以上のG3で，凍結日がd6の場合

では年齢，グレードに関係なく着床率向上に有効であり，凍結胚盤胞の1胚移植において，年齢と胚のグレードか

ら，AHの適応基準が明らかとなった．

●

P－226 胚盤胞における栄養膜細胞の均一性と妊娠率との関連

● 竹内病院　トヨタ不妊センター

浜松医科大学　医学部　産婦人科

○石井　美都，平林　由佳，佐橋　愛子

　森　奈美江，山口　　恵，俵　　史子

　金山　尚裕

D

●

【目的】妊娠成立には栄養膜細胞（Trophectoderm，以下TE）と子宮内膜の接着，浸潤が必須である．胚盤胞の評

価は内細胞塊（ICM）及びTEの細胞数が主体である為，今回はTEの均一性に着目し，　TEの均一性の有無と妊娠

率の関係を比較検討した．［対象］2004年6月から2005年6月に当院にて新鮮単一胚移植または凍結融解単一胚移

植を行った107周期（平均年齢34．3±104歳）を対象とした．

【方法】移植直前の胚盤胞のTEの均一性を，　a全周にわたって細胞の形態が均一なもの，　b一部形態が不均一なも

の，c全周にわたって細胞の形態が不均一なものの3段階で評価した．またICMは，ガードナーの分類に基づいて

A，B，　Cの3段階で評価した．

【結果】107個の胚盤胞のうちa32個，　b　40個，　c　35個であった．　TEの評価から見た臨床的妊娠率はa59％，　b　50％，

c29％であったことに対し，　ICMの評価から見た妊娠率はA59％，　B　46％，　C　25％であった．　TEとICMの評価

を組み合わせた臨床的妊娠率はaA　68％，　aB　50％，　aC　40％，　bA　54％，　bB　53％，　bC　38％，　cA　40％，　cB　36％，　cC

9％であった．

【考察】TEの評価がaならばICMの評価に関わらず40％以上の良好な妊娠率が得られた．胚盤胞はステージに

よって径が大きく異なる為TEの数で評価することは難しいが，均一性は時間をかけず評価可能である．TEの均一

性の評価で妊娠率に差があったことからTEの均一性が妊娠成立の指標となることが示唆された．既存の評価法と

共にTEの均一性も胚盤胞の評価として重要と考えられる．
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P－227 βhCG精密測定による透明帯除去胚盤胞移植の有用性評価

加藤レディスクリニック　○寺元　章吉，内山　一男，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　青野　文仁，青山　直樹，家田　祥子

　　　　　　　　　　　　　香川　則子，桑山　正成，加藤　　修 ●

【目的】胚盤胞移植における透明帯除去効果を，血清βhCGの精密測定し，着床率，着床時期，βhCGダブリングタ

イム（βDT＞，胎児確認率の見地から検討した．

【対象と方法】2002年4月より2005年3月の期間に実施した透明帯除去胚盤胞移植1364例（376±43才）および

非除去移植563例（3仕4±44才）を対象とし，適切なインフォームドコンセントのもとに検討を行った．全例，

GnRHa排卵および自然排卵後（48±05日目）にE2＝158±69pg／ml，　P4＝147±46ng／mlのホルモン環境下で行っ

た凍結融解1胚移植であり，Blastocyst－medium（Irvine　Scienti丘c）により胚盤胞培養後，Φ160～220μmでクライ

オトップ法（桑山，2000）によりガラス化保存した胚を用いた．移植後3，5，7日目の血清βhCGをEIA法（東ソー，

AIA－1800）により測定し，上記評価を行った．

【結果】透明帯除去，非除去各群においてβhCG陽性（＞03mIU／ml）率（％）は644対565，5日目βhCG値（mlU／

ml）はa3対54，βDT（日）は134対108，胎児確認率（％）は45．3対474であった．さらに詳細な解析では37

才以下群の5日目βhCG値は7、3対75，5日目凍結（高速発育）群のβhCG陽性率は54β対62．2，胚盤胞径200μm

以上群の胎児確認率は5α5対609であった．

【結論】透明体除去により着床時期が早まり着床率も上昇したが，着床後のβDTは非除去群において短く，この結

果最終的胎児確認率は非除去群において高いという逆転現象を呈した．この傾向は年齢，サイズ，発育速度に優れ

る群ほど顕著となった．従って，今回検討における透明帯除去胚盤胞移植の有用性は，年齢，大きさ，発育速度の

いずれの点からも認められないと結論できる．

●

●

P－228単一凍結融解胚…盤胞移植における血中βHCG値の解析と妊娠予後の検討

加藤レディスクリニック

日本大学駿河台病院　産婦人科

○松浦　俊樹，勝股　克成，瀬川　智也

　末吉　智博，奥野　　隆，小林　　保

　竹原　裕二，渡邊　芳明，貝嶋　弘恒

　寺元　章吉，加藤　　修

　長田　尚夫

●

【目的】妊娠初期のHCG測定は重要な検査のひとつである．しかし，体外受精では卵成熟，排卵促進および黄体賦

活のためにHCGを投与することが少なくない．ゆえに，妊娠初期のHCG値は着床胎芽から発現したHCGと外部
投与によるHCGを測定し，その解釈には様々な報告がある．今回われわれは，移植周期全過程においてHCGを投

与せず自然排卵に同調した胚盤胞移植法を考案し，継続妊娠率と移植後における血中βHCG値を解析したので報告
する．

【方法】平成16年8月より12月において卵管因子，複数回の初期胚移植不成功症例等でインフォームドコンセント

が得られた1043症例の検討を行った．移植する胚盤胞は一個に限定した．自然周期の卵胞を，GnRHアゴニストの

フレアアップ作用を利用し排卵誘発を行った．排卵後45～5日目に移植した．移植後3日目，5日目，7日目，12

日目，17日目の血中βHCG値をEIAにて測定した．尚，継続妊娠とは正常に妊娠9週を経過したものである．

【成績】平均年齢377±42才，継続妊娠率24£％であった．継続妊娠症例における測定時の平均血中βHCG値は

各々02±029mIU／ml，135士7．85mlU／ml，572±299mlU／ml，76α1±5377mlU／ml，5929±3458mlU／mlであった．

移植5日目の血中βHCG値が高いほど継続妊娠率が上昇傾向にあった．多胎妊娠率は0％であった．移植5日目以

降では，継続妊娠症例の血中βHCG値は自然対数曲線に近似した．

【結論】今回のHCG投与を必要としない移植法では，高い単胎妊娠率を維持することができた．さらに，妊娠初期

における着床胎芽からの血中βHCG値を測定した．この解析より，移植5日目の血中βHCG値と，その後の増加率

が妊娠経過の予測に重要なことが明らかとなった．

●

●
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P－229分割胚の緩慢凍結一融解後にみられるCell－fusionの誘発因子に関する検討

■

蔵本ウイメンズクリニック　○大津加奈子，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　永渕　　美，西垣　明実，拝郷　浩佑

　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

●

■

【目的】当院では凍結融解後の生存率，発生率等の改善のために，緩慢凍結法の凍結条件の一部改良を行ってきた．

しかし，分割胚を凍結融解後に割球が融合する現象（Cell－fusion：CF）が観察されたため，今回はCFの誘発因子

について検討した．

【方法】1999年1月から2004年12月の期間に分割胚の緩慢凍結一融解胚移植を行った240周期，679個を対象とし

た．この期間内に，凍結条件を変更したSucrose（S）濃度（0．1M，02M）と最終冷却温度（－30℃，－35℃，－40℃）

の違いによりCF発現率を比較した．さらに凍結時のS濃度と最終冷却温度の組み合わせにより5群（A群：0．l

M／－30℃，B群：αIM／－35℃，　C群：0．1M／－40℃，　D群：02M／－30℃，　E群：α2M／－35℃）に分け，それぞ

れのCF発現率を比較した，また，患者の同意のもとCFが観察された胚を5日目まで培養し，発生能を調べた．

【結果】凍結一融解した分割胚679個中91個（152％）でCFが観察された．　S濃度別でCF発現率を比較すると，

αIMで67％，α2Mで2a2％と02Mの場合に有意に高かった（p＜005）．最終冷却温度別では，－30℃で12．1％，－

35℃で41石％，－40℃で47％と一35℃の場合に有意に高かった（p＜α05）．S濃度と最終冷却温度の組み合わせ

では，A群で3B％，　B群で237％，　C群で47％，　D群で146％，　E群で494％となり，　E群が他群と比較して有

意に高かった（p＜0£｝5）．CFが観察された胚を5個培養した結果，2個が胚盤胞まで発生した．

【考察】S濃度ならびに最終冷却温度がCFの誘発因子として考えられた．今後はCFが胚の発生に与える影響や誘

発因子の作用機序等を解明していく必要がある．

P－230 Vitri丘cation法による分割期胚凍結融解移植の臨床成績

● 医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○泊　　博幸，詠田　由美，本庄　　考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　守田　道由

■

●

【目的】近年，Vitrification法によるヒト胚盤胞期胚の凍結保存法の臨床成績が報告されているが，分割期胚での報

告は少ない．われわれは，Vitr迅cation法による分割期胚凍結・融解移植を行ったのでその臨床成績を報告する．

【対象及び方法】分割期胚の凍結・融解を施行した158症例（年齢346±42歳）249胚移植周期を対象とした．凍結

処理は，受精2日目にVitrification法を行った．凍結対象胚は，新鮮胚移植後の非移植胚，及びOHSS回避のため

全胚凍結した正常分割期胚（761胚）である．Vitri日cation法はcryotopを用いて行い，凍結保護液は平衡液に75％

EG＋75％DMSO，ガラス化液に15％EG＋15％DMSO＋α5Mショ糖を含むTCM199を用いた．胚を5～15分平衡

液で処理し，ガラス化液へ投入，cryotop先端に最少量のガラス化液とともに載せ直接液体窒素に投入し凍結した．

凍結融解方法は1M，05Mショ糖添加TCM199による2段階融解希釈処理後，2回の洗浄を行い胚移植まで培養し

た．融解胚移植は全例ホルモン補充内膜調節周期に行った．

【結果1融解後の胚生存率（凍結融解後，胚の形態に全く変化のみられなかった胚を生存胚とした．）は939％（715／

761），分割率は6甑4％（496／715），249周期627個の分割期胚を移植し（平均移植胚数：2．5個），対胚移植周期妊娠

率273％（68／249）であった．

【結論】Vitrt日cation法を用いた分割期胚凍結・融解移植は，融解後の高い胚生存率，移植後の良好な妊娠率を得る

ことができ，新鮮胚移植後の非移植胚，及びOHSS回避のための胚の保存に有用であると考えられた．さらに本法

は，緩慢凍結法に比べ，簡便かつ短時間で凍結保存が施行されることからも高い臨床的有用性が示唆された．
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P－231 凍結4細胞期胚の融解後の移植時期の検討

セントマザー産婦人科医院

神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター

○鍬田　恵里，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　竹本　洋一，赤星　孝子，馬原　千春

　楠　比呂志

●

【目的】現行の凍結胚の移植では，融解後数時間培養してから行うのが主流であるが，この段階で良好と判断された

胚を移植しても妊娠しない場合がある．そこで今回我々は着床率を向上させる目的で，融解後の培養時間を1～3

日に延長して胚の発生をさらに進行させた後に，移植を行い良好な結果を得たのでその結果について報告する．

【方法】凍結は緩慢凍結法で行った．4細胞期胚を凍結用媒液（1石Mエチレングリコール＋α2Mショ糖＋20％血清

添加D－PBS）に入れ洗浄，その後ストローに吸引し密封した．このストローを一7℃に設定したプログラムフリー

ザーのメタノール槽に入れ，－7℃で植氷し，毎分一α3℃の速度で一30℃まで冷却，その後液体窒素で保存した．

融解は，30℃の微温湯に入れ耐凍剤の除去は6段階で行った．8細胞期胚までは，Quinn’sのCleavage　Medium

内で培養し，その後はQuinn’sのBlastocyst　Medium内で培養し，移植した．気相は，　CO2：02：N、＝5％：5％：

90％で行った．

【結果】融解後，蘇生した4細胞期胚を1日，2日及び3日間培養し，8細胞期胚，桑実期胚及び胚盤胞まで発生し

た率はそれぞれ，750％（234／311），507％（107／211），459％（17／37）であった．また各ステージまで発生した胚

における妊娠率は，それぞれ，570％（49／86），7仕3％（29／38），80、0％（8／10）であった．従来通り融解後3～4

時間培養し胚移植した場合の妊娠率は4＆8％（59／121）で，培養期間が長くなるに従い着床率は上昇したが流産率

には差異は認められなかった．

【結論】凍結4細胞期胚の移植にあたっては，融解後長時間培養した後に移植したほうが高い妊娠率が得られること

が判明した．

P－232 桑実期から拡張期胚盤胞までの胚におけるガラス化保存法と

　　　　　　　　　緩慢凍結法の比較一第2報一

セントマザー産婦人科医院

神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター

○鍬田　恵里，田中　　温，

　粟田松一郎，姫野　憲雄，

　竹本　洋一，赤星　孝子，

　楠　比呂志

永吉　　基

田中威づみ

馬原　千春

●

●

●

【目的】先に我々は桑実期胚及び各種ステージにおける胚盤胞におけるCryotopを用いたガラス化保存法と緩慢凍

結法の成績の比較を行ったがその後Cryotipの利用など新たなデータの追加を行ったのでその結果について報告
する．

【方法】ガラス化保存法〔北里サプライ〕は胚を平衡液（75％エチレングリコール＋7．5％DMSO＋20％血清添加Tc

l19）で5～15分間平衡後ガラス化液（15％エチレングリコール＋15％DMSO＋0．5％ショ糖＋20％血清添加Tc
119）へ投入して溶液を置換し，Cryotipに胚を投入し熱シーラで密封後，液体窒素に投入して保存した．融解は，

37℃の融解液（10Mショ糖＋20％血清添加Tc119）中の胚を入れ，凍結保護物質を希釈（α5Mショ糖＋20％血清

添加Tc119）洗浄後，胚移植まで培養した．緩慢凍結法は，胚を凍結用媒液（16Mエチレングリコール＋α2M
ショ糖＋20％血清添加D－PBS）内に注入，洗浄，その後ストローに吸引し密封した．このストローを一7℃に設定
したプログラムフリーザーのメタノール槽に入れ，－7℃で植氷し，毎分一〇．3℃の速度で一30℃まで冷却した．そ

の後液体窒素に投入して保存した．融解は30℃の微温湯にストローを入れ耐凍剤の除去は6段階で行い移植まで
培養した．

【結果】ガラス化保存法および緩慢凍結法でのそれぞれの蘇生率は，桑実期胚：13／15（867％），28／32（875％），

胚盤胞初期：6／7（857％），26／30（8仕7％），胚盤胞中期：5／6（83β％），5／6（833％），胚盤胞拡張期：2／3（667％），

3／6（5α0％），であった．

【結論】凍結融解後の蘇生率及び妊娠率は，胚盤胞中期までは両群間に大差は認められなかったが，拡張期について

はガラス化保存法の方が良好な結果となる傾向を認めた．

●

●
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P－233 ホルモン補充周期融解胚移植における子宮血流の検討

岡山二人クリニック　○羽原　俊宏，吉岡奈々子，定本　幸子

　　　　　　　　　　林　　伸旨

●

●

●

【目的】子宮内膜受容能は，受精卵の質と共に着床を規定する重要な因子である．今回，既存の検査法に加えて子宮

血流計測を行い，着床環境の評価法として有用か否かを，ホルモン補充周期融解胚移植周期において検討した．

【方法】H17年1月よりH17年6月までにホルモン補充周期で凍結融解胚移植を実施した症例のうち，子宮形態異

常が無くインフォームド・コンセントを得て子宮動脈血流を計測できた116例を対象とした．ホルモン補充は月経

3日目よりエストロゲン貼付剤を4日毎に貼り換え，子宮内膜厚が8mm以上に達したことを確認してプロゲステ

ロン膣剤を400mg／day投与し，胚凍結日に同期させて胚移植を行った．プロゲステロン投与開始6日目にestra－

diol（E2），progesterone（P4）を測定し，超音波により子宮動脈上行枝のpulsatility　index（PI），子宮内膜厚を測

定し，妊娠群と非妊娠群で比較検討を行った．統計学的有意差の検定はMann－Whitney　testを用いて，　p＜005

をもって有意差ありと判断した．

【成績】検討期間内の凍結融解胚移植では着床率253％（55／217），妊娠率422％（49／ll6），多胎率＆2％（4／49），

流産率1＆4％（9／49）であった．子宮動脈PI値は年齢，子宮内膜厚，　E2値，　P4値，　E2／P4と明らかな相関を認め

なかった．また，妊娠群と非妊娠群の比較検討では子宮動脈PI値（mean±SD）は非妊娠群（259±0．60）におい

て妊娠群（225±α26）と比較し，有意に高値を示した．年齢，既往体外受精施行回数，移植胚数および良好胚数，

子宮内膜厚，E2値，　P4値，　E2／P4に有意差を認めなかった．

【結論】凍結融解胚移植子宮動脈PI値は独立した因子であり，着床環境を評価する検査法の1つとなる可能性が示

唆された．

P－234 プロナーゼ透明帯全周非薄法による凍結融解胚移植の成績

● 倉敷成人病センター　不妊治療部　○本山　洋明，藤井　好孝，遠藤　雄史

●

●

【目的】Assisted　hatchingの一法として，プロナーゼによる透明帯全周非薄法（PrAHA）を凍結融解5日目胚に施

行し，追加培養後，主に6日目胚でETした凍結融解胚移植の臨床成績を検討する．

【方法】凍結融解5日目胚へのプロナーゼ3．5U／mlの2分間処理PrAHAが安全性と有効性に優位であった当院の

基礎実験結果に基き（受精着床学会雑誌22（1）：37－42，2005），凍結融解5日目胚にPrAHAを施行し，3回洗浄後

プロナーゼ無添加培養液に移した．対象は2004年6月から2005年6月までの凍結融解胚移植35周期，34人で平

均年齢34．1才であり，凍結保存時の胚令は2日目3周期，3日目23周期，4日目3周期，5日目6周期であった．

融解後5日目胚の時点まで追加培養しPrAHAを施行した．　ETは6日目が29周期で大多数を占め，7日目が4

周期，5日目が2周期であった．総計52個のET胚のうち51個が胚盤胞であり，　ET数は2個が17周期，1個が

18周期であった．GSの確認をもって妊娠とした。

【結果】総妊娠率は543％（19／35），生産妊娠率は42．9％（15／35）であり，単胎が11周期，双胎が4周期，流産が

4周期であった．MD　twinは発生しなかった．6日目ETでは総妊娠率552％（16／29）と生産妊娠率4＆3％（14／29）

であった．これはPrAHA導入前の6日目ETの妊娠率25刀％（6／24）及び208％（5／24）より有意に良好であっ

た（P＜005）．最良ET胚の胞胚腔と生産妊娠率は，　Gardner分類のgrade　4以上で5α0％（12／24），grade　3で333％

（2／6），grade　2以下で20C％（1／5）であり，拡大程度に比例して高い傾向を示した．胚あたりの着床率はET胚

52個中23個が着床し442％と良好であった．透明帯がET時に消滅またはhatchingした胚は高い着床能を示し

10個のうち6個が着床した．

【結論】PrAHAにより高い着床率と妊娠率が得られた．設備投資が不要で簡便迅速に施行可能であり有用な方法で

ある．
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P－235 Cryotopを用いたガラス化保存MII卵子における紡錘体および

　　染色体の解析一ウシモデルを用いた安全性評価試験

加藤レディスクリニック　○青山　直樹，桑山　正成，家田　祥子

　　　　　　　　　　　　　青木麻紀子，寺元　章吉，加藤　　修 ●

【目的】卵子の凍結保存は，IVF時の精子不在対策やがん治療後の妊よう性維持など，臨床上においての必要性が高

いが，従来の緩慢凍結法では，融解後の生存率の低さや紡錘体の損傷が指摘され，臨床ARTに成り得ていない．

近年，桑山らは超急速ガラス化保存法による，生存性の高い有効な卵子凍結保存法を確立した．本研究では，ガラ

ス化保存前後の卵子の紡錘体およびMII期核板の形態学的変化を緩慢凍結卵子と比較し，手法の安全性評価を行っ
た．

【材料と方法】ウシ卵巣由来GV卵子を体外成熟後実験に用いた．ガラス化保存区では，桑山ら（不妊学会1999）の

方法に従い，Cryotop（北里サプライ）法を用いて卵子を超急速冷却ガラス化保存した．緩慢凍結区では，常法に従

い卵子を1，2－PROHを用いて凍結した．融解後，卵子を非凍結区と共にSLeiboら（Fertil　SterH2001）の手法にて

Tubulin免疫染色を行い，紡錘体の極数，輝度および核板の形態について観察，1，融解後の生存率，2、紡錘体，核

板の形態的異常率を比較した．

【結果】ガラス化保存区と緩慢凍結区の融解後卵子生存率は967％，827％であった．生存卵子の紡錘体およびMII

期核板の染色体配置異常率は，ガラス化保存区，緩慢凍結区，非凍結区において24．1％（28／116），57．1％（52／91），

15B％（22／139）であり，軽度な核板異常率はそれぞれ4．3％（5／116），“％（6／91），72％（10／139）であった．

【結論】融解後の卵子生存率は，ガラス化保存区において有意に高く，紡錘体，染色体の形態学的異常発生率は，緩

慢凍結区が有意に高い値を示した．一方ガラス化保存区では，紡錘体，染色体配置異常率は，非凍結区と有意差の

ない低い値で，染色体異常率に直接関係する軽度な核板異常率も43％と低く，Cryotopによる卵子ガラス化保存の

安全性が示唆された．

●

●

P－236 卵巣凍結保存に対する基礎的研究

聖マリアンナ医科大学　医学部　産婦人科　○斉藤寿一郎，津田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷内　麻子，石田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

千春，井埜まり絵

恵理，代田　琢彦

●

【目的】若年者や生殖可能年齢女性への化学療法や放射線治療は，卵巣機能に大きな影響を及ぼす．その結果，生殖

機能低下や女性ホルモン欠如などを引き起こし，その後のQOLに影響を及ぼす．このような症例の卵巣組織の摘出

保存は，自身の卵巣組織による生児獲得を目的とした治療，ホルモン動態の改善やQOLの維持に有用である．今回，

卵巣機能の長期保存方法の確立と，保存した卵巣による妊娠成立を目的として基礎的実験となるマウス卵巣の凍結

融解後の卵巣自家移植を行った．また，最近，生殖可能年齢のヒト女性の悪性腫瘍に対し化学療法を施行する際に，

GnRHaを前投与することにより治療後の卵巣機能回復が改善されると報告されている．本実験では卵巣摘出前に

GnRHaを投与し，その効果の有無を検討した．

【方法】7週齢のICR雌マウスを用いvitri丘cation法にて凍結融解後の卵巣自家移植を行った．X群：control　group，

A群：両側卵巣摘出群，B群：両側卵巣摘出し凍結・融解後の卵、巣を背筋筋膜下に移植した群，　C群：GnRHa投与

後両側卵巣摘出し凍結・融解後の卵巣を背筋筋膜下に移植した群の4群に分類し，凍結融解後の子宮・卵巣重量と

体重の推移，E2値，抗PCNA抗体を用いた免染を行い比較検討した．［成績］B群およびC群において卵巣重量の

増加を認め，PCNA染色陽性の原始卵胞を認めた．子宮重量およびE2値はB群，　C群，　X群の間に有意差はなく，

B群，C群では移植卵巣の80％が機能していた．

【結論】vitri丘cation後の卵巣自家移植マウスの卵巣生着率は良好であり，本法は卵巣組織の体外での一時的な保存

方法の一つとして有用である．

●

●
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P－237 凍結融解マウス卵巣組織の乳腺への移植に関する検討

●

横浜市立大学　医学部　産婦人科

日本大学　生物資源科学部

○池田万里郎，小林　由佳，千木野みわ

　青木　　茂，細川真理子，高島　邦僚

片岡　尚代，石川

平原　史樹

佐藤　嘉兵

雅彦，榊原　秀也

●

●

【目的】卵巣組織バンク構想では凍結融解後の卵巣組織をいかに有効に利用できるかが実用化の重要課題である．そ

の目的で卵巣組織の移植実験が盛んに行われており，同所性移植したマウスでは産仔も得られている．現在，移植

部位として皮下や腎被膜下への移植が盛んに行われているが，乳腺への移植に関する報告はない．今回我々は，マ

ウス卵巣組織の皮下移植および乳腺移植を試み，その生着に関する比較検討を行うと共に，移植後のマウス卵巣組

織より得られた成熟卵を用いて体外受精を行った．

【方法】1日令B6D2F1メスマウス卵巣組織をガラス化法を用いて凍結保存を行った．融解後の卵巣組織を5週令の

同系去勢メスマウスの皮下または腹部乳腺に移植を行い5週間後に移植卵巣を摘出し，その生着率を調べると共に

摘出した卵巣組織より得られた卵子を用いて体外受精を行った．

【成績】卵巣組織の生着率は，皮下移植（新鮮群9／22；409％，凍結群8／32；250％）より乳腺移植（新鮮群14／18；

778％，凍結群18／34；529％）で有意に高い結果が得られた．移植卵巣組織より得られた成熟卵子を用いて体外受

精を行った結果，皮下移植（新鮮群1／10；100％，凍結群2／8；250％），乳腺移植（新鮮群4／30；133％，凍結群5／

35；143％）で共に胚盤胞への発生が確認された．また移植卵巣組織より得られた未成熟卵子は体外成熟培養を行っ

た後に体外受精を行った．その結果，皮下移植では胚盤胞への発生は確認されなかったものの乳腺移植では胚盤胞

への発生が確認された（新鮮群1／4；250％，凍結群1／17；59％）．

【結論】脂肪細胞に囲まれ血流の豊富な乳腺組織は，卵巣組織の移植部位として新たな選択肢の1つになりうる．ま

た，異所性移植した卵巣組織より得られた成熟卵からも体外受精により胚盤胞へ発生することが確認された．

P－238 受精率と妊娠成立の関連性についての検討

● 西村ウイメンズクリニック　○藤田　智久，松井　有紀，鳥居　正子

　　　　　　　　　　　　　　西村　　満

●

●

【目的】受精率と年齢から妊娠の可能性を推測できるか否か検討した．

【方法】対象は2000年2月から2005年5月までにC－IVF，　ICSI一新鮮胚移植を施行した1765周期（C－IVF：872

周期，ICSI：893周期）とした．それらを受精率別に0％から10％毎の10区分にし，さらに年齢別に〈1＞～29

歳〈2＞30～34歳〈3＞35～39歳〈4＞40歳～と4区分した．1．受精率別から妊娠率との関連を検討し，2．さらに年

齢を考慮した場合の検討をC－IVF，　ICSI別に行った．

【結果】1．受精率40％を境にCIVF，　ICSIともに妊娠率に有意差を認めた．　C－IVF：0～40％vs41～100％；11．8％

（4／34）vs340％（285／838）［P＝0．003］，ICSI：1a9％（4／31）vs33B％（291／862）［P＝OOO7］と受精率41％以上で

有意に高かった．2．その受精率40％で2分し，各年齢群別の妊娠率は，C－IVF：0～40％vs41～100％〈1＞200％

（1／5）vs44β％　（45／101）　〈2＞301）％　（3／10）vs466％　（142／305）　〈3＞α0％　（0／15）vs284％　（85／299）　〈4＞0．0％　（0／

4）　vs｛正8％　（13／133），　ICSI：〈1＞　2ξ元0％　（1／4）　vs4＆2％　（39／81）〈2＞　231％　（3／13）　vs4α9％　（124／303）〈3＞　α0％

（0／g）vs342％（116／340）〈4＞α0％（0／5）vs＆7％（12／138）とC－IVF，　ICSIともに同様の傾向であった．

【結論】妊娠成立例の98％以上が受精率41％以上の症例であった．どの年齢でも受精率40％以下では妊娠を期待

することは困難である．以上より，41％以上の受精率を得ることが妊娠成立への要因のひとつであることが示唆さ

れた．

●
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P－239 生殖補助医療により導かれた高齢妊娠・分娩の検討

豊橋市民病院　不妊センター・産婦人科　○真野由紀雄，菅沼　信彦，萩倉　祥一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原　辰夫，大須賀智子，久野　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　充彰，若原　靖典，柿原　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊原　重久，鈴木　範子，篠原　宏枝

●

【目的】生殖補助技術（ART）の進歩により，40才以上の女性においても生児を得る可能性が増加してきている．
しかしながら，高齢妊娠においては，種々の産科的合併症や新生児異常が惹起されやすくなることはよく知られて

いる．そこで我々は，40才以上のART施行後の出産例を解析することにより，ARTの適応と周産期医学との関わ
りを検討した．

【方法】当院にて2000～2004年に体外受精（IVF）あるいは顕微授精（ICSI）一胚移植を行った40才以上の症例と，

同5年間にART施行後妊娠し出産した例を対象とした．　ARTは通常の手技を用い，日本産科婦人科学会の会告に
則り，当院倫理委員会の承認を得て行った．

【成績】5年間のART施行数は375症例，684周期で，　IVFが413周期，　ICSIが271周期であった．この内，妻の
年齢が40才以上の症例は40例，94周期（137％）で，妊娠が成立したのは，胚移植し得た66周期中7周期（10．6％）
のみであった．これに対し40才未満の胚移植当たりの妊娠率は2＆3％（119／421）と，高齢者に比して明らかに高
値を示した．また流産率も40才未満では1＆5％（22／119）であったのに対し，40才以上では2＆6％（2／7）と高率

であった．同期間に当院で分娩した5617例中，40才以上が98例（1．7％）で，内ART施行後妊娠が7例存在した．
2例で妊娠高血圧症候群が発症し，4例が帝王切開術（C／S）を受けた．また分娩週数や出生児体重は，それぞれ3軌1

±16週，3059±244gで，自然妊娠による40才以上妊婦の分娩の場合とほぼ同様であった．しかしながら，40才以
上の妊婦全体のC／S率は39£％（39／98）で，当院における全分娩のC／S率，2a6％（1495／5617）に較べ有意に高

率であった．

【結論】以上の結果より，ARTにより導かれた40才以上の妊娠・出産が特別にハイリスクであるとは言い難いが，

高齢女性においてはARTにおいても低妊娠率・高流産率であり，　C／S率も高いことからもART適応に関しては
慎重な対応が必要であると推測される．

P－240 当院における高齢患者に対するART治療の検討

●

●

生長会　府中のぞみクリニック　○半田　雅文，浜井　晴喜，塩田　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　長井　陽子，桑田　　愛，高田　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　奥井　　静，奥島　美香，八木佳奈子

　　　　　　　　　　　　　　　文野多江子，繁田　　実

●

　女性の晩婚化の影響を受け，不妊治療年齢の高齢化が進んでいる．当院でも，最近2年間のART施行周期で見

ると，採卵予定周期の約1／4，胚移殖周期の約1／5が40才以上の患者となっている．今回，われわれは当院でART

を実施した40才以上の患者で妊娠した症例に関して検討したので報告する．

【期間と対象】期間は2003年5月から2005年4月までの2年間．対象は40歳以上でIVF－ET，　ICSIを施行した102

例．そのうち妊娠例は44才以上では認めなかったため，40才から43才までの92例を検討対象とした．

【結果】40才から43才の92例中，24例（2＆1％）で妊娠が成立，16例（174％）で継続妊娠となった．妊娠群24

例，非妊娠群68例で比較すると，患者あたりの平均採卵個数は妊娠例5B5個非妊娠例522個であった．妊娠例で

見ると5日目（胚盤胞移殖）での妊娠は5例（継続妊娠3例），3日目（6から8分割胚）は15例（継続妊娠11

例），2日目（4分割胚）は4例（継続妊娠2例）であった．継続妊娠例は全て単胎妊娠であった．また，当院では

受精卵の凍結保存は主に胚盤胞を凍結しているが，胚盤胞の凍結融解胚移植で妊娠した例は17例20周期のうち1

例のみであった．

【考察】40才以上のART治療では胚盤法移殖のメリットは少なく，培養期間は2日ないし3日間で胚移植するのが

良いと考えられた．また，受精卵の凍結保存も胚盤法のステージではない方が良い可能性があることが示唆された．

●

●

●
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P－241 体外受精一胚移植治療における年齢による既往回数別妊娠率の検討

●

東邦大学　医学部　第1産科婦人科

東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター

キネマARTクリニック

○北村　　衛，福田

　渡辺慎一郎，宗

　前村　俊満，竹下

　久保　春海

　渋井　幸裕，安部

　永尾　光一，三浦

　花岡嘉奈子，田宮

雄介，松江　陽一

晶子，片桐由起子

直樹，森田　峰人

裕司，佐々木由香

一
陽

　親

●

●

【目的】近年，不妊治療施設の増加や不妊治療に対する社会的認識が高まり，患者も増加傾向を示し，患者の高齢化，

反復不成功など難治症例の増加が問題となっている．今回，体外受精一胚移植治療において，年齢による既往回数別

妊娠率を検討した．

【方法】2001年6月より2004年12月までで，十分なインフォームドコンセントが得られた838症例，1703胚移植
周期を対象とし，平均年齢は379±3．77歳であった．年齢を（1）＞29，（2）30～34，（3）35～39，（4）40～44，（5）45

＜に分類し，既往回数を（a）0～2，（b）3～5，（c）6～8，（d）9～11，（e）12～14，（f）15＜と分類し，それぞれの年齢

による既往回数別妊娠率を比較検討した．
【成績】（1）群（a），（b），（c）：369％，3＆5％，333％（2）群（a），（b），（c），（d）：247％，269％，17⑨％，66．7％（3）

群（a），（b），（c），（d），（e），（f）：230％，203％，17．1％，21．1％，30．0％，167％（4）群（a），（b），（c），（d），（e）：6．9％，

109％，11．0％，5．0％，71％（5）群（a），（b）：5β％，7．1％であり，各群において既往回数別妊娠率に有意差は認

めなかった．年齢別の妊娠率では（1），（5）群では既往回数によるプラトーは認めなかったが，（2）群では（d）群で，

（3），（4）群では（e）群でプラトーとなった．

【結論】それぞれの年齢での既往回数別妊娠率に有意差を認めず，高齢になったとしても，既往回数が9～14回の範

囲で妊娠率がプラトーになることより，ある程度の回数の胚移植ができれば，高齢になってきたとしても，妊娠を
望める事が示唆された．

P－242 当院における年齢別ART治療成績の検討

● 順天堂大学　医学部　産婦人科　○板垣　和子，武内　裕之，北出　真理

　　　　　　　　　　　　　　　菊地　　盤，島貫　洋人，熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　北野　孝満，小林　優子，木下　勝之

●

●

【目的】近年，女性の結婚年齢が上昇するとともに，ARTを希望する患者の年齢も高くなってきている．　ARTの成

績を検討することは不妊治療において重要であると考えられる．今回当院におけるARTについて過去4年間，年

齢別の状況を検討した．

【方法】2000年～2004年までのART施行年齢はそれぞれの年で375歳，376歳374歳，3＆6歳とほぼ同様であっ

た．これらのART総数649周期をそれぞれA群（35歳未満）164周期；88症例，　B群（35歳以上40歳未満）236

周期；126症例，C群（40歳以上）249周期；86症例の3群に分類し，採卵率，卵採取率，平均採卵数，平均受精

卵数，受精率，良好胚発生数，良好卵発生率，移植胚，胚移植率，妊娠率について比較検討をおこなった．

【結果】各群における平均年齢は31．1歳，371歳，429歳であった．採卵率は9＆8％，992％，95．2％，卵採取率は

9仕3％，919％，772％，平均採卵数は6、8個，5．4個，a3個，平均受精卵数47個，4、0個，20個，受精率は，69．1％，

741％，870％，良好胚発生数は34個，2．8個，1．4個，良好卵発生率は723％，7α0％，7α0％，移植胚数24個，

23個，IB個，胚移植率840％，799％，65．8％，妊娠率は2α5％，23B％，256％であった．

【考察】年齢とともに採卵率，卵採取率，平均受精卵数，良好卵発生数，胚移植率は下がる傾向にあった．しかし，

良好胚発生率，妊娠率は年齢による差はみられなかった．良好胚を胚移植することが出来れば，妊娠率は年齢に関

係ないことが示唆された．しかし，年齢が高くなるほど採卵や胚移植ができないケースが増加するため，高齢の患

者に対して排卵誘発法を工夫し採卵率を高め，採卵数を増加させ，胚移植までおこなうことが重要であると考える．

■
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P－243 IVF－ETにおける40歳以上の不妊患者の検討

大阪医科大学　産婦人科　○林　　篤史，森　久仁子，山下　能毅

　　　　　　　　　　　　浅野　正子，森罵　祥子，後山　尚久

　　　　　　　　　　　　植木　　實 ●

【目的】高齢不妊患者は卵巣刺激に対して反応が低く，採卵数や良好胚の割合も低いため，治療に苦慮することが多

い．今回我々は当院で施行した40歳以上のIVF－ET症例の臨床的背景と，年齢別または刺激法の違いによる治療

成績から，高齢不妊患者の有効な治療法に関して検討した．

【方法】2002年1月から2005年4月まで当院においてIVF－ETを施行した40～46歳までの23症例（48周期）を

対象とした．

【成績】不妊期間が2年以内で治療を開始した症例（37．6±130歳）は，その他の症例（334±134歳）と比較し結

婚年齢は高かったが，治療開始時期やARTへの移行時期の差は認めなかった．40歳では9例中3例が妊娠に至っ

たが，41歳以降の妊娠は成立しなかった．高齢になるにつれ，採卵数や血中E2値（hCG投与時）の低下を認め，

44歳以上は40歳～43歳と比較し有意に採卵数や血中E2値（hCG投与時）が低下したが，良好胚の割合の差はな

かった．さらに46歳以降は卵の獲得が困難であった．また刺激法別に検討したところ，long　protocol群はshort

protocol群と比較し，採卵数は有意に高かった（P＜α01＞が，良好胚の割合や妊娠率の差はなかった．

【結論】高齢不妊患者はどの刺激法も有効な手段とはいいがたく，IVF－ETに移行する時期を逸しないよう治療スケ

ジュールを組む必要があると思われた．

●

●

P－244 高年齢婦人における卵胞発育と血清エストラジオール値の関係

自治医科大学　産科婦人科　○鈴木　達也，柴原　浩章，小田切幸平

　　　　　　　　　　　　　森松友佳子，菊池久美子，平野　由紀

　　　　　　　　　　　　　高見澤　聡，鈴木　光明

●

【目的lARTでは一般にCOSを行うが，　hCG投与前の血清エストラジオール（E、）値の測定は，卵胞成熟の評価や

OHSS発症リスクの判断に有用である．ところが高年齢婦人では，血清E、値が卵胞発育に比し予想以上に高値を示

すことを経験する．そこで今回，卵胞発育と血清E，値の関係につき年齢別に検討した．

【方法】2003年1月から2004年12月までの間，当科においてlong　protocolでARTを行った89症例111周期

（PCOSを除く）を対象とした．　hCG投与当日の経膣超音波下発育卵胞径から，　Cahill　DJらが報告した卵胞径毎の

E，値（Hum　Reprod　2000；15：1909－12＞を参考に推定E、値を算出し，実測したhCG投与時血清E、値と比較した．ま

た，25～29歳，30～34歳，35～39歳，40歳以上の4群に分け，実測E，値／推測E、値の比を比較検討した．

【結果】実測E、値と推測E、値の間に有意な相関を認めた（相関係数α628，p＜OOOO1）．また，年齢別の実測E、値／推

測E、値比は，40歳以上の群では16±α8で，他の3群（25～29歳，30～34歳，35～39歳：1．1±α7，12±α7，1．1

±α5）と比較して有意に高値であった．

【結論】40歳以上の高年齢婦人では，実測E、値は発育卵胞径から推測されるE、値の16倍高値となるため，血清E、

値の評価の際には十分留意する必要がある．高年齢婦人ではART成績が極めて不良であり，実測E、値／推測E、値は

卵子の質的診断の新たな指標となる可能性がある．

●

●
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P－245　体外受精8細胞期胚におけるFISHによる異数体検出の有用性の検討

東京女子医科大学　産婦人科　○清水　聖子，浜谷　敏生，杉山　智子

　　　　　　　　　　　　　　神田　聡子，高木耕一郎，太田　博明

●

●

●

【背景】着床前遺伝子診断は胚のスクリーニングを目的として行われるべきものではなく，重篤な疾患の発生が強く

疑われる保因者に対して行うべきであるとの認識は広く受け入れられている．一方初期胚において，体外受精時に

は自然発生するよりも高頻度に染色体の異数体が発生している事実が報告されている．

【目的】Fluorescense↓η5i九hybridization（FISH）による異数体の検出，および同一胚の割球の染色体数の一致率

の検討から，その後の妊娠経過を追跡調査した．

【方法】米国デラウェア州およびペンシルバニア州においてインフォームドコンセントを得て，IVF－ET（ICSI）38

周期から得られた8細胞期胚117個を用いてblastomere　aspiration法により胚生検を行い，　FISH法により第13，

16，18，21，22染色体数およびX，Y染色体数の診断を行った．　DNAプローブにはchromosome　enumeration　probe

（CEP）を用いた．また4細胞期までに発育を停止した胚35個においては採取可能なすべての割球を採取してその

染色体数の診断を行った．

【成績】8細胞期胚のFISHにより異数体を除外した初期胚は37個（316％）で，そのうち胚移植前に発育を停止し

た3個を除く34個を胚移植した．採取可能なすべての割球を採取した発育停止胚35個の各割球の染色体数は33

個（942％）の胚で一致し，そのうち異数体は25個（75£％）であった，この結果，妊娠15例，うち妊娠14週未

満の自然流産1例，早産2例（単胎1例，双胎1例），満期産12例（単胎9例，双胎3例）であった．

【結論】細胞分裂間期のFISHによる染色体情報には各種の制約が少なくないが，致死的な異数体を除外することに

よって体外受精胚移植後の流産予後を改善できる可能性が示唆された．

P－246 顕微授精による妊娠の羊水染色体検査について

● 兵庫医科大学　先端医学研究所　発生・生殖部門　○澤井　英明

　　　　　　　　　　兵庫医科大学　産科婦人科　　霞　　弘之，堀内　　功，小森　慎二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

●

●

【目的】生殖補助技術の進歩により，顕微授精は安全な不妊治療法としてほぼ確立されており，広く臨床実施されて

いる．しかし，こうした先端技術での妊娠に不妊カップルが漠然とした不安を持っていたり，また高齢妊娠であっ

たりすることも多いため，妊娠後に当科の出生前診療外来に羊水検査を希望して来院することも多い．本演題では

今後の不妊診療及び出生前診断に役立てるため，妊娠中期に当科で羊水染色体検査を実施した症例について，その

結果を分析した．

【方法】対象は当院または他院で顕微授精により妊娠した妊婦のうち，遺伝カウンセリングを行って，羊水検査を希

望され，実施した症例である．なお当院の羊水染色体検査は倫理委員会の承認を経て実施されている．

【成績】1994年から2005年3月までで症例数は妊婦105名（胎児数としては117胎児）であり，そのうち正常核型

の妊娠は胎児数にしては98例，染色体異常例は6例あった．染色体異常のうち数的異常はトリソミー2例，構造異

常は4例（ただし1例は親由来）であった．親由来でないde　novoの異常率は48％で，これらの染色体異常症例に

おいては，顕微授精の適応はすべて男性因子であった．

【結論】こうした染色体異常の原因が顕微授精に関連するのか年齢因子によるものかは不明であるが，多数例を解析

した欧米での報告では，本報告と同様に男性因子を理由として顕微授精を実施した症例に，転座型染色体異常と性

染色体異常が増加することが示されている．従って，先端的な生殖補助技術を用いた不妊治療においては，その成

功率とともに安全性について治療前の十分な説明が必要であると同時に，妊娠後においても希望があれば羊水染色

体検査を実施することは許容されるものと考える．

●
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P－247 当科における多胎妊娠防止の試みと多胎妊娠症例の背景の解析

東京大学　医学部　産科婦人科　○大石　　元，廣田　　泰，藤原　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　藤本　晃久，和田　　修，廣井　久彦

　　　　　　　　　　　　　　　大井なぎさ，百枝　幹雄，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治，武谷　雄二

●

【目的】生殖補助医療において排卵誘発法及び胚培養技術の向上に伴い，高い着床率が得られるようになってきた．

日本産科婦人科学会の規定では移植胚数の上限を3個としているが，複数個の胚移植にて生ずる多胎妊娠は産科的

予後の悪化を来たす．今回我々は2002年～2004年の卵巣刺激周期新鮮胚移植による多胎妊娠の背景を解析した．

【対象】2002年1月から2004年12月までに行ったhMGあるいはクロミフェン刺激周期下で新鮮胚を採卵後3日

目に胚移植した351症例577周期を対象とし，年齢・IVF回数・妊娠分娩歴・IVF適応より分類し，多胎率を左右

する因子を解析した．また，2000年～2001年では，初回は良好胚が2個以上あるときは2個ETで，1個以下のと

きは3個ETとし，2回目以降は3個ETとしていたが（A群），多胎率の上昇を認めたため2002年より34歳以下

の初回及び2回目IVF－ET，また35～39歳の初回IVF－ETで移植胚数を2個以内に制限した（B群）．　A群とB

群において妊娠率と多胎妊娠率を比較した．

【結果】年齢別の多胎率については29歳以下で462％，30～34歳で26．3％，35～39歳で27．6％，40歳以上で120％

であった．IVF回数別多胎率に関して初回は370％，2回目は1＆9％，3回目は6．7％，4回目は200％，5回目以降

は167％であった．妊娠分娩歴別の多胎率に関して未経妊では2M％，未経産では304％，経産では39．1％であっ

た．また，A群とB群とでは多胎率が35．0％から263％に減少した．

【考察】多胎妊娠の高リスク群として34歳以下の初回IVF症例が挙げられた．移植胚数を3個から2個に減らすこ

とにより妊娠率を維持しつつ多胎率を減少させることができたが，当科ではさらなる多胎妊娠の防止を試みるべく

単一胚移植の導入を行っている．

●

●

P－248　体外受精一胚移植妊娠例における胎芽心拍動確認後の流産に関する検討

琉球大学　医学部　女性・生殖医学　○神山　　茂，銘苅　桂子，山城　貴恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　照屋　陽子，金澤　浩二

●

【目的】IVF／ICSI妊娠例の流産率は，自然妊娠のそれに比して高率であることが知られているが，胎芽心拍動（FHB）

確認後の流産に注目した報告は少ない．自然妊娠例のFHB確認後の流産は3－5％と報告されているが，　IVF／ICSI

妊娠例のそれは，日常診療においてより高い印象がある．そこで，当科の症例において，妊娠初期の血中hCG値と

の関連性も含めて後方視的に検討した．

【方法】19951～2005．3におけるIVF／ICSI後妊娠成立195例中，妊娠経過を追跡できた194例を対象とした．　IVF／

ICSIは通常』の方法で施行し，胚移植は採卵後2日目に行った．妊娠の診断は，経膣超音波下の胎嚢確認により行い，

FHBの確認は妊娠6週にて行った．

【成績】1）妊娠例194例中160例はFHBが確認でき，34例は枯死卵となった．子宮内FHBが確認できた159例中，

134例は妊娠継続し，25例は自然流産となり，その流産率は157％であった．2）年齢別にみたFHB確認後流産率

は，29歳以下群で0％（0／6），30－34歳群で＆1％（5／62），35－39歳群で159％（11／69），40歳以上群で409％（9／

22）であり，40歳以上群の流産率は30－34歳群と35－39歳群の2群のそれらに比して有意に高率（p＜OO5），ある

いは29歳以下群より高い傾向を認めた．3）妊娠4週0日における血中hCG値は，　FHB確認後流産例で1319±776

mIU／mL，妊娠継続例で1775±123潟mlU／mLであり，後者が有意に高値であった（p＜α05）．

【結論】自然妊娠例ではFHB確認後の妊娠予後は良好と言われているが，　IVF／ICSI妊娠例ではFHB確認後流産率

が157％で，とくに40歳以上のそれは409％と非常に高率であり，妊娠予後の説明には慎重であるべきことが示

された．

●

●
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P－249 当科におけるART後の分娩症例の検討

富山県立中央病院　産婦人科　○吉越　信一，舟本　　寛，飴谷　由佳

　　　　　　　　　　　　　　小嶋　康夫，中野　　隆

●

●

●

【目的】当科では1991年に県内初の体外受精児が誕生し，それ以後現在までに800児以上が出生している．今回我々

は当科でARTにより妊娠が成立し，その後も当科で妊娠・分娩管理を行った症例について検討した．

【方法】1991年6月から2005年5月までに当科においてARTにより妊娠し，妊娠22週以降に分娩に至った617

症例中，当科で分娩管理を行った571症例（9a5％）を対象とした．児に関しては571症例から出生した787児を

対象とした．

【成績】571症例の内訳は単胎388症例，双胎152症例，品胎28症例，要胎3症例であった．在胎週数は単胎3＆1

週，双胎353週，品胎335週，要胎307週であり，帝王切開率は単胎，双胎，品胎，要胎でそれぞれ42．2％，868％，

100％，100％であった．571症例の平均年齢は329歳（採卵時）で35歳以上は324％，40歳以上は44％だった．

子宮手術の既往は33症例（58％）でみられ，3症例では子宮腺筋症により妊娠継続が困難になった。母体合併症と

して妊娠中毒症，前期破水，胎胞脱出，弛緩出血（ポロー手術，輸血），ウテメリンによる肺水腫，常位胎盤早期剥

離，前置胎盤などがみられた．児の出生時平均体重は単胎28756g，双胎21414g，品胎17261g，要胎129軌3gであっ

た．早期新生児死亡は12児であった．児の奇形および先天異常に関しては全体の279％に認められ，無脳児，心

奇形，口唇口蓋裂，食道閉鎖，膀帯ヘルニア，横隔膜ヘルニア，Hirschsprung病，鎖肛，尿路系異常，手指欠損症，

多指症，内反足，ダウン症，筋緊張性ジストロフィーなどを合併していた．

【結論】ARTによる妊娠は多胎，年齢，子宮手術の既往などの点で自然妊娠とは異なった特徴を有しており，これ

が母体合併症，低出生体重児，早期新生児死亡，児の奇形および先天異常の頻度に影響を与えていると考えられた．

P－250 ARTにおける一卵性双胎の発生頻度の検討～予防は可能か？～

● 蔵本ウイメンズクリニック　○吉岡　尚美，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，蔵本　武志

●

●

【目的】ARTの多胎妊娠をできるだけ避ける目的で，当院では単一胚盤胞移植を積極的に行っているが，一方で少

なからず一卵性双胎（MZT）が発生している実態がある．　ARTにおけるMZTの発生頻度を検討し，予防が可能で

あるかどうか検討した．

【対象】H10年1月～H17年4月に当院でIVF／ICSIを行い新鮮胚移植および凍結融解胚移植を施行した症例，新鮮

胚移植4895周期（平均年齢36、1歳），凍結融解胚移植1208周期（平均年齢34．0歳）．

【方法】新鮮胚移植周期と凍結融解胚移植周期，分割期胚移植と胚盤胞移植，アシステッドハッチング（AHA）の

有無で，MZTの発生率を比較検討した．　MZTは妊娠6～9週の経膣超音波断層法で1つのGS内に2つの胎芽心拍

動を認めたものとした．

【結果】新鮮胚移植周期におけるMZTの発生は20例（27～41歳）にみられ，妊娠周期当りの発生率はL16％（20／

1726）であった．凍結融解胚移植周期では3例（26，28，32歳）でみられ，発生率はα72％（3／418）であり，両群

間に有意差はなかった．新鮮胚移植周期において，分割期胚移植と胚盤胞移植でのMZTの発生率は各々035％
（4／1131），2B2％（14／497）であり，胚盤胞移植で有意に高率であった．しかし凍結融解胚移植周期では分割期胚

移植α84％（2／238），胚盤胞移植057％（1／175）で有意差は認めなかった．新鮮胚盤胞移植におけるAHAの有無

ではAHA群で164％（2／122），AHAなし群で320％（12／375）であり，　AHA群でMZTの発生頻度が低い傾向
があったが，有意差は認めなかった．

【考察】新鮮胚移植周期では分割期胚移植に比較して胚盤胞移植では有意にMZTの発生率が増加していたが，凍結

融解胚移植周期では有意差はなく，凍結することでMZTの発生頻度が低下する可能性があると考えられる．また

AHAを行うことによりMZTの発生を低下させる可能性もあるが，今後更なる検討が必要であると思われた．

●
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P－251当院総合周産期母子医療センターにおけるART後多胎妊娠についての検討

杏林大学　医学部　産婦人科　○澁谷　裕美，酒井　　謙，勝又木綿子

　　　　　　　　　　　　　　安藤　　索，岩下　光利

●

　生殖医療の進歩に伴い，ART後の多胎妊娠の割合は年々増加している．多胎妊娠では早産率も高く，妊娠高血圧

症候群などの合併症の発症も多いためハイリスク妊娠としての管理が必要となってくる．当院総合周産期母子医療

センターでは2003年1月から2004年12月までの2年間に総分娩数1579件中83例の多胎妊娠分娩を経験してい

る．83例のうち，21例がART後の双胎妊娠，3例が品胎妊娠であった．　ART後の多胎妊娠における子宮頚管長

（cervical　length；CL）などの切迫早産徴候や，入院週数，在院期間などの周産期管理に及ぼす影響について，当院

での症例を元に自然多胎妊娠と比較検討した．21例のART後の双胎妊娠分娩様式は経膣分娩3例，帝王切開18

例で，平均分娩週数は36週1日であった．ART後双胎妊娠のCLの平均は20週から23週では3＆6±133mm，24

週から27週では3α9±110mm，28週から29週では19£±150mmと20mm以下となり，平均5．7週間入院安静と

なっている．その後，入院安静によりCLは延長傾向で，30週から31週では22．7±147mm，32週から33週では

2α1±11．3mm，34週から35週では平均171±1α8mmであった．自然双胎妊娠ではCLの平均は20週から23週で

333±9β7mm，24週から27週では313±102mm，28週から29週では24B±123mmで入院期間は平均週間．30

週から31週では268±9．19mm，32週から33週では249±110mm，34週から35週では平均226±99mmであっ

た．現在，症例数を集めているところであるが，自然双胎妊娠と比較し，ART後の双胎妊娠ではCL短縮傾向があ

り，より早い週数で入院し長期間きめ細かな周産期管理を必要とすると考えられる．

●

●

P－252 不妊治療後妊娠の妊娠・分娩経過の検討

聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○奥津　由記，保坂　　猛，平野喜美恵

　　　　　　　　　　　　　　　　森川　香子，土井めぐみ，石田　恵理

　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤寿一郎，三室　卓久，石塚　文平

●

【目的】近年，生殖補助技術の進歩に伴い不妊治療による妊娠が増加している．不妊治療後の妊娠は自然妊娠に比し，

多胎が多く，人為的に周産期管理上ハイリスク妊娠を増加させていることは報告されている．今回，我々は当院で

分娩した初産婦を対象とし，単胎と双胎で母体背景，妊娠・分娩経過，出生児を後方視的に検討した．

【方法】対象は2002年1月から2004年12月までの3年間に当院で分娩した2088例のうち，初産・単胎1034人を

対象とし，自然妊娠した群933人と，IVFにより妊娠した群35人とそれ以外の不妊治療で妊娠した群66人につい

て母体の背景，妊娠・分娩経過及び出生児について検討した．また初産・二絨毛膜性双胎の55人を対象とし，自然

妊娠した群22人と不妊治療後群10人，IVFにより妊娠した群23人について同様の検討を行った．

【結果】対象の年齢は，単胎および双胎で自然妊娠に比べIVF群で有意に高かった．単胎例の検討では，妊娠経過，

分娩経過，出生児に関して有意な差は認めなかった．双胎例でも，分娩週数，早産率，出生児体重，児体重差にお

いては有意差を認めなかった．しかし経膣分娩は自然妊娠群（364％）に比べ，IVF群（130％）では少ない傾向に

あり帝王切開分娩が多かった．さらに緊急帝王切開を要した症例ではIVF群（565％）は自然妊娠群（409％）に

比べ多い傾向にあり，その適応として妊娠中毒症の合併がIVF群（53B％）は自然妊娠群（222％）と比べ有意に

多かった．

【結論】初産・単胎例においては，不妊治療後妊娠であっても妊娠管理を変更する必要がなく，従来の適切な周産期

管理を行うことが望ましい．しかし双胎の場合では，周産期合併症の併発を考慮すると，自然妊娠双胎に比べ不妊

治療後双胎は周産期リスクがより高いことが示唆された．

■

●
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P－253 当院での11年間の不妊治療後妊娠における妊娠・分娩について

●

大阪大学　医学部　産婦人科　○田畑　知沙，下屋浩一郎，荻田　和秀

　　　　　　　　　　　　　　筒井　建紀，天満久美子，田原　正浩

　　　　　　　　　　　　　　木村　　正，坂田　正博，古山　将康

　　　　　　　　　　　　　　村田　雄二

●

　不妊治療後の妊娠はART（生殖補助医療）として，1978年の卵管性不妊に対する体外受精・胚移植法（IVF－ET）

による生児の誕生より，技術的な発展・進歩に加え，また晩婚化・高齢出産などの社会的背景の変化により，その

数は年々増加してきている．これら不妊治療では排卵誘発剤の使用によるOHSSや多胎妊娠の増加，母体年齢の上

昇によりハイリスク妊娠として周産期管理を必要とすることも多い．1993年1月から2004年12月までの間に不

妊治療（人工授精・体外受精一胚移植）により妊娠成立し当院にて妊娠管理・分娩をしたものは259例であった．

妊娠にいたった不妊治療内容の内訳はAIH　117例，　IVF－ET　112例，　ICSI　24例，その他6例（GIFT，　ZIFT等）で

あった．そのうち多胎妊娠は双胎48例（1＆5％），品胎7例（27％）であった．分娩様式は経膣分娩147例，吸引

分娩・鉗子分娩あわせ25例，帝王切開術86例（約20％）であり，この間の当院での初回帝王切開率＆0％である

ことから，不妊治療後妊娠は帝王切開率が高いといえる．早産率は，AIH　135％に対し，　IVF－ET　248％，　ICSI　21．2％

と有意に高い．一方，母体妊娠合併症については，OHSS・妊娠高血圧症・前置胎盤・GDMについて検討したとこ

ろ，3群間に有意差を認めず，新生児予後に関しても有意差は認めなかった．不妊治療後の分娩では早産率・帝王

切開率が高いが，この原因には多胎妊娠率の高さが寄与していると考えられる．

●

P－254 当院におけるARTの治療成績と妊娠・出産例の予後

● 松戸市立病院　産婦人科　○中村　裕美，橋本　和美，金子　透子

　　　　　　　　　　　　　田巻　勇次，高森　貴恵，扇　　りか

　　　　　　　　　　　　清水久美子，伊澤　美彦

●

●

【目的】当院施行ARTの治療成績及び妊娠・出産例の予後について検討した．

【対象・方法】対象は1997年10月から2005年4月までにARTを施行し移植した374周期．卵巣刺激はLong法で

卵胞径16～18mmでhCG　5千～1万単位投与，35時間後に採卵，　IVF－ET，　ICSIはDay2及びDay3胚で移植GIFT

は採卵後直ちに媒精し，30分～1時間後に腹腔鏡下で卵管内に移植，CRYOは緩慢法（97年～02年）Vitri丘cation

法（03年以降）で行った．

【結果】当院での出産は85例中73例（86％）であった．周期あたりの妊娠率は108／374（2＆9％），生産率は85／374

（227％），流産率は23／108（213％）であった．IVF－ET，　GIFT，　ICSI，　CRYOの周期あたりの妊娠率は49／165

（2α7％），27／64（422％），15／62（24．2％），17／83（2α5％），生産率は38／165（23％），20／64（313％），13／62

（21％），14／83（167％），流産率は11／49（224％），7／27（26％），2／15（1＆3％），3／17（17β％）であった．出産

症例は85例，出産児総数は109名，内単胎63（74％），双胎20（24％），品胎は2（2％）であった．単胎，双胎，

品胎の分娩は帝王切開17（27％），15（75％），2（100％），児の先天異常は出生児109例中2例にクラインフェル

ター，嚢胞腎が認められた．

【まとめ】当院8年間の治療成績は周期あたり妊娠率108／374（2＆9％〉，生産率85／374（227％）であった．累積妊

娠率は，96／157（61．1％），累積生産率85／157（54．1％）であった．
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P－255 体外受精により出生した児の発育調査

荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター

新町クリニック

○杉本　　到，伊藤久美子，恵中　千晶

　松岡江里奈，高橋　典子，鈴木　雅美

　高橋　　純，北村　誠司，杉山　　武

　片山恵利子

●

【目的】体外受精により出生した児の身体発育と精神運動の発達を調査し，その安全性を確認することを目的とし

た．

【対象と方法】荻窪病院で施行した体外受精により1985年5月より2004年11月までのまでの間に出生した524

人の児を対象とし調査を行った．2000年9月までは津守式乳幼児精神発達検査法によるアンケート調査と面接調

査を延べ154回行い，それ以降は遠城寺式乳幼児分析的発達検査法によるアンケート調査を行い160人から回答を

得た．

【結果】単体正期産および単体早産児の身体発育は，体重・身長ともに50パーセンタイル曲線から75パーセンタイ

ル曲線に一致しており，正常な発育を示していた．双胎児では出生時体重1500g以下の児が24例あったが，特に身

体発育の遅れている児は認められなかった．また精神運動発達については，年齢別に発達の各領域の重要な項目に

ついて通過率を検討したところ，生後2歳8ヶ月まではIVF児と日本人標準対照との間に優位な差は認められな

かったが，生後2歳9ヶ月以降では，標準対照と比較して社会性と言語の項目で有意に高い通過率を示した．次に

面接による精神発達検査では，津守式乳幼児精神発達質問紙を用いて発達指数（DQ）を測定したところ，6ヶ月児

109．9±13B（M±SD），1歳6ヶ月児1050±130，2歳6ヶ月児1118±153と問題のない結果であった．

【結論】単体正期産児は日本人の標準体重に一致した発育を示し，早産・多胎児も子宮内胎児発育不全を伴った一部

の児を除いて12ヶ月ごろまでにおおむねCatch　upして順調な発育を示した．また精神運動発達についても特に遅

れは認められずに，発達指数の測定値も問題なかった．

P－256 体外受精・胚移植における排卵誘発（Long法）での

　　　　　　　卵巣嚢腫形成時の臨床成績

■

新潟大学　医歯学総合病院　産科婦人科　○鈴木　美奈，竹山　　智，山田　京子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加嶋　克則，藤田　和之，田中　憲一

●

●

●

【目的】IVF－ET症例で，　GnRHa併用の排卵誘発施行周期に卵巣嚢腫形成を認めることがある．過去の文献でも

Ovarian　cyst　formationと名付けられ，その現象はIVF－ETの成績に影響を与えず，治療中止の理由にならないと

する報告があった．実際の当科での卵巣嚢腫形成周期の成績を調べ，今後の方針を検討した．

【対象及び方法】2002～2003年の間，当科でLong法による排卵誘発を施行したIVF－ET　287周期を対象とした．誘

発周期8日目の経膣超音波にて20mm以上の嚢腫を認めた症例を卵巣嚢腫形成群とし，種々のパラメーター，及び

臨床成績を比較した．

【結果】（1）卵巣嚢腫形成率は，287周期中13周期で頻度は45％であった．（2）卵巣嚢腫形成なし（274周期）とあ

り（13周期）による症例成績は，総HMG使用2080　vs　2100（IU），卵胞数102　vs＆9（個），採卵数数6．9　vs　62

（個），内膜厚116vs＆5（mm），良好卵獲得率402　vs　39（％），妊娠率294　vs　3α8（％）であり，全てのパラメー

ターにおいて両群に有意差を認めなかった．ただし，卵巣嚢腫形成群において，誘発過程で徐々に子宮内膜が非薄

化していった症例を経験した．しかし，採卵，受精，胚盤胞形成と順調に経過し，胚盤胞形成の時点でも子宮内膜

厚3mm程度と改善認めなかったため凍結，自然排卵周期を利用し胚移植可能であった．

【結論】IVF－ETのLong法による卵巣嚢腫形成は，その後の臨床成績に余り影響を及ばさない．また，卵巣嚢腫形

成時に内膜の非薄化が起こっても，積極的に採卵まで薦め凍結卵胚移植を行うことで十分妊娠の可能性があると思

われる．よって，卵巣嚢腫形成周期であっても，容易なcancelは避けるべきである．

●

●

●
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P－257 卵巣嚢腫切除術が体外受精の治療成績に与える影響に関する検討

●

慶鷹義塾大学　医学部　産婦人科

済生会神奈川県病院　産婦人科

○浅田　弘法，内田　　浩，橋場　剛士

　岩田　壮吉，久慈　直昭，浜谷　敏生

　末岡　　浩，吉村　泰典

　大石　美穂，廣田　陽子，中野眞佐男

●

●

●

【目的】卵巣への外科的治療（卵巣嚢腫切除術）が体外受精の治療成績へ及ぼす影響を検討することを目的とした．

【対象】卵巣に手術既往のある14症例36採卵周期（そのうち5周期はキャンセル）と，年齢と体外受精の施行時期

を一致させて無作為に抽出された，卵巣手術既往がない17症例31採卵周期を対象とした．ここにおける卵巣手術

既往とは卵巣嚢腫切除術である．

【方法】卵巣手術既往がない症例群（非手術群）と卵巣手術既往がある症例群（手術群）で，同一個人における左右

卵巣の採卵数，受精率について検討した．また，採卵のキャンセル率および妊娠率についても比較検討を行った，

【結果】左右卵巣の採卵数は，非手術群においては左右差を認めなかったが（左：50個，右：46個），手術群にお

いては卵巣嚢腫の治療を受けている卵巣の方が，採卵数が少なかった（手術を受けた卵巣：39個，手術を受けてい

ない卵巣：54個）．受精率は，非手術群において左右卵巣で差は認められなかったが（左：620％，右：62．3％），

手術群においては外科的治療を受けた卵巣から取られた卵子（55．3％）よりも治療の既往がない卵巣から取られた

卵子（83．6％）の方が受精率は高かった．妊娠率は手術群26％，非手術群23％と差を認めなかった．

【考察】卵巣への手術既往は，体外受精などの排卵誘発治療への影響は少ないという報告と，卵子数が減少するとい

うことを指摘する報告が混在している．今回我々が検討した症例からは，卵巣への手術既往が採卵数という意味の

卵巣機能を低下させる可能性があると考えられた．妊娠率は手術群と非手術群で差が無く，片側の卵巣嚢腫摘出術

が体外受精における妊孕性を損なう可能性は低いと考えられた．一方，両側の卵巣嚢腫摘出術や卵巣嚢腫再発例に

対する手術は，卵巣機能温存が必要な場合，手術手技についても今後検討が必要であると考えられた．

P－258 未分化胚細胞腫治療後の黄体化未破裂卵胞症候群に対し

　　　　　　　　IVF－ETが有効であった一例

東京女子医科大学　産婦人科　○杉山　智子，清水　聖子，神田　聡子

　　　　　　　　　　　　　　　浜谷　敏生，高木耕一郎，太田　博明

●

●

　未分化胚細胞腫は若年者に多く発症し，化学療法によく反応する予後良好な腫瘍である．今回，未分化胚細胞腫

手術療法および化学療法後に挙児を希望するも，腫瘍の再発と疑わしい黄体化未破裂卵胞の存続に対し，IVF－ET

が有効であった症例を経験したので報告する．

　症例は26歳0経妊0経産．腹部に腫瘍を自覚し当科受診．内診にて子宮体部後壁に小児頭大の腫瘤を認め，血

中LDH　6375．mU／ml，　CA125262U／mlと上昇を認めた．超音波検査とCTにより，変性巨大子宮筋腫または卵巣腫

瘍の臨床診断で開腹手術（腹式右付属器切除術＋左卵巣模上切除術＋大網切除術）を施行し，病理組織診から右卵

巣未分化胚細胞腫Ic期と診断した．術後化学療法としてCDDP療法2コース，　PVP療法3コース施行後，経過観

察となった．27歳で結婚し，その後再発を認めず妊娠を許可したが，半年間自然周期にて経過観察するも妊娠せず，

不妊治療を開始した．精液検査，性交後試験，子宮卵管造影で異常を認めず，BBTと血液検査より黄体機能不全症

と診断し，ホルモン療法とタイミング指導を行った．経膣超音波検査にて左卵巣に嚢胞の存続を認め，腫瘍の再発

を疑うも，血中hCG値とCTより再発は否定的であった．黄体化未破裂卵胞の存続排卵後の卵巣出血を繰り返し，

FSH基礎値も41．1mIU／mlと上昇したため，カウフマン療法の後，　IVF－ETを試みた．　hMG／FSHによる排卵誘発

で卵胞発育不良であったが，4周期目に2個採卵，2個胚移植により，双胎妊娠に至り，妊娠37週6E帝王切開に

て2292gの男児および1806gの女児を分娩した．

　未分化胚細胞腫は妊孕性温存が可能であるが，化学療法の生殖毒性が問題となることもある．本症例から化学療

法後の不妊治療の選択肢としてIVF－ETを早期に試みることが妊娠成立に奇与すると考えられた．

●
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P－259 乳癌術後症例に対するARTの経験

医療法人アイブイエフ詠田クリニック　○本庄　　考，詠田　由美，泊　　博幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守田　道由

【目的】生殖年齢における乳癌罹患率は上昇傾向にあると言われ，不妊治療対象となる乳癌症例増加の可能性も憂慮

される．われわれは，乳癌術後症例におけるARTを経験したので報告する．

【症例】症例1は37歳，不妊歴1年の原発不妊．31歳で左乳癌にて内視鏡下円状切除術施行（T1，　NO，　MO：stage

I）．術後化学療法Cyclophosphamide，　Methotrexate，　Fluoroacil）を10クール，引き続きホルモン療法（Tamoxifen）

を3年間施行後，挙児希望にて当院紹介となった．HSGにて右卵管閉塞，左卵管采周囲癒着を認め，卵管因子の適

応にてconventional　IVF（GnRHagonist　ultra　short法）を施行した．総hMG投与量は1500単位，採卵決定日のE

2値は1880pg／ml，子宮内膜厚は12mmであった．採卵数は8個，すべてに受精を確認し，分割胚3個をETし双

胎妊娠に至り，現在妊娠経過は順調である．症例2は40歳，不妊歴17年の続発不妊．40歳で左乳癌にて左乳房部

分切除術施行（T1，NO，　MO：stage　I，　ER－←，　PGR＋）した．術後の化学療法，引き続き5年間のホルモン療法を施

行予定であったが，本人の強い受精卵凍結希望にて化学療法前に当院紹介受診となった．初診時（DaylO）に14

mm径と11mm径の卵胞2個を認めた為，　GnRH　antagonistとhMGの投与を開始し，採卵した．総hMG投与量は

450単位，採卵決定日のE2値は18α8pg／mlであった．採取卵2個にICSIを施行し，2個受精を確認，全胚凍結し
た．

【結語】近年生殖年齢の乳癌発症率は上昇傾向にある．術後数年に渡るホルモン療法を必要とする場合，不妊治療法

や治療時期については苦慮するところであり，今後の検討課題である．

P－260 体外受精後に発生した上皮性卵巣癌の4例

熊本大学大学院　医学薬学研究部　産科学分野

熊本大学大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野

○内野貴久子，岩政　　仁，角田　みか

　岡村　佳則，本田　律生，大場　　隆

　岡村　　均

　大竹　秀幸，田代　浩徳，片渕　秀隆

　過排卵刺激（controled　ovarian　hyperstimulation：COH）による上皮性卵巣癌発生の危険性が指摘されているが，

明らかな因果関係は示されていない．今回我々は，体外受精後に卵巣癌が発生し，癌化に至る経過を追跡し得た4

症例を経験したのでnatural　historyの点から報告する．症例1は41歳2回経妊未経産女性で，9回目の体外受精の

COH施行中に正常大の卵巣が確認された後，30日目に右側卵巣の多房性の腫大が出現し，37日目に充実性部分が

認められた．漿液性腺癌Ic期であった．症例2は37歳の1回経妊1回経産女性で，他院での3回目の体外受精で

妊娠成立し，分娩の8ヶ月後に鎖骨上リンパ節腫瘤の生検にて漿液性腺癌が同定され，精査で卵巣癌と診断され紹

介となった．漿液性腺癌IV期であった．症例3は44歳1回経妊1回経産女性で，腹腔鏡で右側卵巣のチョコレー

ト嚢胞とその周囲の癒着剥離術を施行した．体外受精にて妊娠成立後，嚢胞は確認できなくなった．分娩から5

年後に下腹部緊満感を主訴に受診し，嚢胞内に充実性部分を伴う右側卵巣腫瘍が認められた．明細胞癌Ia期であっ

た．症例4は40歳1回経妊未経産女性で，両側卵巣のチョコレート嚢胞の核出術を施行した．術後不妊治療を行い，

卵巣は正常大で推移した．その後当科を受診せず，他院で5回の体外受精を受け，再び両側卵巣チョコレート嚢胞

を指摘され，アルコール固定術が施行されている．それから1年6ヶ月後のMRI検査で右側卵巣の充実性腫瘍が認

められ紹介となり，右側付属器切除術ならびに左側の嚢腫核出術を施行した．類内膜腺癌Ia期であった．症例1

と2はそれぞれ術後4年9ヶ月，4年2ヶ月後に原癌死し，症例3と4は無病生存中であり，症例4は現在も不妊

治療を継続している．今回我々は，体外受精中から分娩後5年にわたって，体外受精後に発生した卵巣癌を経験し

た．体外受精後，さらには分娩後も放置することなく，定期的な管理が必要であると考えられた．
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P－261 体外受精施行時に極端な子宮内膜の菲薄化が認められ

　　　　エストロゲン代謝異常が疑われた1症例

●

滋賀医科大学　産婦人科　○藤原　睦子，木村　文則，竹林　浩一

　　　　　　　　　　　　　高橋健太郎，野田　洋一

●

　症例は36才0回経妊，既往歴，家族歴に特記すべきことはなし．排卵障害，長期不妊症にて体外受精胚移植法を

施行した．初診時FSH高値（46mlU／ml）にてカフマン療法後ショート法を施行し採卵には至ったが採卵時の子宮

内膜は線状でE、46pg／mlと異常低値であった．形態正常な願粒膜をもつ卵子が5個採卵され5個受精した．受精卵

は凍結し子宮内膜をととのえたのちに胚移植をおこなうこととした．子宮内操作の既往歴，感染歴はなく，子宮鏡

にて子宮内腔を観察したところ粘液が貯留し内膜は萎縮していたが癒着は認めなかった．ホルモン補充周期の工夫

（高用量，長期間，sildenafil膣錠併用）においても子宮内膜は極端に薄く，不正であり凍結胚移植（2段階胚移植）

は不成功におわった．2回目の採卵はエストロゲン補充下におこない，8個採卵されたが子宮内膜は前回よりやや改

善はあるものの薄く（移植時52mm），新鮮胚での2段階胚移植をおこなったが妊娠には至らなかった．そこで内

因性のエストロゲンが極端な低値であることに対して精査したところE，に対しE1が常に異常に高い状態（胚移植

後黄体期E、530pg／ml，　E12190pg／ml，移植後月経中E，82pg／ml，　El447pg／ml）またテストステロンが低く（031ng／

ml），それに対してアンドロステンジオンが高い（22ng／m1）状態であった．このことより17β一hydroxysteroid　de－

hydrogenaseの低活性が強く疑われた．現在，本院の倫理委員会の承認と本人の文書による同意を得て遺伝子の解

析や17β一hydroxysteroid　dehydrogenaseの活性測定を検討中である．

●

●

P－262 経膣的採卵時の静脈麻酔薬プロポフォールは卵胞液中にいつ，

　　　　　　　　　　　　どれだけ移行するか

埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期母子医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周産期麻酔部門

埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科

○田村　美貴，照井　克生

　辻原　寛子，島本　博子

　松岡　菊美，伊藤　宗毅，高井

　斉藤正博，林　直樹，竹田

　大阿久幸子，小笹　尚子，松本

泰
省

香子

●

●

【目的】体外受精目的の経膣的採卵の麻酔薬として，短時間作用性の静脈麻酔薬であるプロポフォールの使用が広

がっている．プロポフォールは投与開始後15分から卵胞液中に検出されたとの報告があり，マウス受精卵の成熟に

悪影響を及ぼしたとの報告もある．そこで本研究では，採卵中の麻酔薬プロポフォールの卵胞液中濃度を経時的に

測定することを目的とした．

【方法】2003年11月より1年間に不妊症にて採卵を施行した患者のうち，同意の得られた24例を対象とした．麻

酔方法は，プロポフォール2mg／kg静注にて麻酔導入し，採卵を開始，その後は適宜プロポフォール30～50mg

の間欠的投与にて麻酔を維持した．卵胞液は，麻酔導入より5，10，15，20，25分後に吸引された卵胞から回収した．

卵胞液を遠心，凍結保存後，高速液体クロマトグラフィー（クーロアレイメディカルシステム，ESA，　USA）にて

プロポフォール濃度を測定した．

【成績】患者は年齢34±3．1歳，採卵所要時間は18．4±77分，プロポフォールの体重あたり投与量は713±19mg／kg

であった．卵胞液中プロポフォール濃度（μg／ml）は5分後014±α22，10分後026±028，15分後026±α27，20

分後α61±0．61，25分後049±α37であった．今回の患者での妊娠率は21％であった．

【結論】卵胞液中のプロポフォールは投与開始後5分で既に検出され，時間と共に上昇した．



338（480） ●

P－263 採卵後の骨盤内感染の3症例

虎の門病院　○山口　　隆，山城　千珠，東梅　久子

　　　　　　　古屋　　智，加藤　賢朗

●

　体外受精における経膣超音波下卵胞穿刺法は採卵法として定着している．採卵後の骨盤内膿瘍の発生率は文献に

もよるがα1～α6％と比較的まれである．今回，採卵後の骨盤内感染を呈した3症例を経験したので，若干の考察

を加え報告する．

【症例1】32歳，原発性不妊．29歳時に左卵巣チョコレート嚢腫に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術の既往あり．採卵前

より子宮内膜症，右卵巣チョコレート嚢腫あり．採卵後19日目発熱，腹痛を主訴に近医より紹介受診．右卵巣8

cm大腫大し，一致して圧痛認め，右付属器炎と診断．抗菌薬点滴行うも症状軽減せず，採卵後27日目に卵巣膿瘍

に対し，腹式卵巣嚢腫摘出術施行した．

【症例2】38歳，原発性不妊．採卵後22日目発熱・腹痛を主訴に受診．右卵巣4cm大に腫大し圧痛を認め，右付属

器炎，イレウスと診断．禁飲食・輸液・抗菌薬投与にて症状軽減し，採卵後34日目退院．

【症例3】38歳，原発性不妊．採卵前より2cm大の右卵巣チョコレー一ト嚢腫あり．採卵後57日目嘔吐・下腹痛を主

訴に受診．58日目ダグラスか膿瘍に対し，開腹洗浄・ドレナージ施行し改善．

採卵施行時には採卵後2週間以上経てからの発症があること，チョコレート嚢腫合併例ではリスクが高まることを

念頭におく必要があると考えられた．

●

●

P－2641VF－ETに用いたET　tubeの細菌培養結果とIVFの成績についての検討

山梨大学　医学部　産婦人科　○森松　依子，鈴木真梨子，笠井　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　島　　　崇，島津由加里，和田麻美子

　　　　　　　　　　　　　　　三宅　麻喜，星　　和彦

●

【目的】IVF－ETでは異常膣内細菌叢の存在が着床に悪影響を与えるといわれている．今回，当院でIVF－ETに使

用したET　tubeの細菌培養を行い，その結果とIVFの成績を比較した．

【方法】2003年7月から2004年12月の間に当科で施行したIVF－ET　187周期のうち，良好胚を移植し，かつET

tubeの細菌培養検査を施行しえた49周期を対象とした．月経開始時に頚管の細菌培養検査を施行し，症例によっ

てはメトロニダゾール膣錠を1週間投与した．採卵後，経ロセフェム系抗生剤を4日間投与し，胚移植終了後にET

tubeの細菌培養検査を施行した．細菌培養検査の結果より，陰性群，　LB（Lαc励αcf〃媚が存在する）群，陽性群の

3群に分類しIVF－ETの臨床成績を検討した．

【結果】妊娠率は，陰性群207％（6／29），LB群125％（1／8），陽性群＆3％（1／12）であった．妊娠に有利に働く

と言われている肋c励oci伽5の有無で妊娠率に差を認めなかった．頚管内とET　tubeの細菌培養結果は必ずしも一

致していなかった．頚管内細菌培養異常例に対するメトロニダゾール膣錠での治療の有無と，ET　tubeの細菌培養

の結果に差は認められなかった．

【考察】ET　tubeの細菌培養で陰性の症例にIVF－ETの妊娠率が高い傾向が認められた．メトロニダゾールの使用

法，採卵後の抗生剤経口投与の有効性について今後検討する予定である．

●

●
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P－265 当院ラボにおけるリスク発生防止の為の取り組の実態

●

セントマザー産婦人科医院 ○橋本早百合，田中温，永吉基
　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　竹本　洋一，鍬田　恵里，赤星　孝子

　馬原　千春，中野　絵梨，羽太三保子

　寺田　香織，立川　陽子，熊谷恵理子

　福嶋貴美代，藤原　圭子

●

●

【目的】ARTにおける卵子の培養，媒精，　ICSI及び胚移植等の操作過程におけるさまざまなリスク発生の防止は，
患者が安心して治療を受けるためには絶対必要であり，当院では特に積極的に注意をはらい長年に亘り取り組んで
きた．その実際について報告する．
【方法】1．ラボスタッフがそれぞれの責任においてお互いに各操作をチェックすることを廃止し，チェックのみを専

門に行うチェッカーと呼ばれるスタッフが新たにラボに加わり，検査技師との2段階のチェックを行うようにし
た．2．クリーンベンチ・遠心器の使用は1箇所につき1検体とした．3．精子処理・採卵から胚移植までの全ての工
程の処理は，チェッカーの確認とサインがなければ，一切進めないようにした．4．インキュベーターから，精子・
卵子等を取り出す際にはチェッカーが確認し，検査技師一人で精子と卵子両方を取り扱うことを避ける為に，精子
はチェッカー，卵子は検査技師が取り出す事とした．5．精巣生検は1日2件までとし，午前と午後に分けて行い，

午前の細胞処理が完全に終了した後に，午後の精巣生検を行うようにした．6．考えられるリスクの検討を続け
『ARTにおける事故防止の為のマニュアル』を作成した．7．その後も，培養液調整時1つの成分を入れ忘れるミス
が起こった．そこで，培養液調整時の全ての工程においても，ダブルチェックを行うようにした．8．インキュベー
ター内のガス気相，温度及びバケット内の蒸留水のチェックを毎日行う．ディープフリーザーの温度も毎日チェッ
クを行っている．

【結果】検査技師とチェッカーによるダブルチェックを行うことにより，リスクの発生は低下した．しかし100％と
はいえない．

【結論】100％のミスの防止は不可能かもしれない．だからこそ，ミスを絶対に起こさないという意識を持ちミスは
必ず見つけ，リスクを未然に防ぐ事が大切であると考えられる．

P－266 ラボ用バッテリー式非常電源

■ 田宮クリニック産婦人科　○田宮　　親

キネマARTクリニック　　安部　裕司，花岡嘉奈子，渋井　幸裕

●

　最近ARTクリニックを開業する場合オフィスビルを利用するケースが多い，我々のグループのクリニックも10

階建てのビルで2階と10階をつかっている，普通非常用電源はガソリン発電機を使うがこのビル全体用では設置

されていない，はじめそれを予定したが設置場所がなく屋上にもスペースがなく置いても毎月のチェックが必要で

あり，大電流の配線が共同溝を通すことは他のフロアーで使う，IT関係の配線にノイズを与える可能性がありシー

ルドして通過する工事が必要で大変である．しかし非常用電源を設置せず人がいない夜間にインキュベーターの電

源がとまり卵が死滅した場合訴訟になる危険性がある．ビル全体用の非常電源があったとしても，クリニック内は

いくつかの電源ラインにわかれそれぞれにブレーカーがついている従ってブレーカーとインキュベーターの間に

非常電源がないと万が一ブレーカーが飛んだ時カバーできない．発表する電源は航空機用のバッテリーを使い演者

等で製作したものである，コンパクトで費用も少なく出来た．

●
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P－267 精祖細胞（Spermatogonia）の細胞学的特徴及び観察

セントマザー産婦人科医院

神戸大学　農学部附属食資源教育研究センター

○馬原　千春，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ

　竹本　洋一，鍬田　恵里，赤星　孝子

　楠　比呂志

●

【目的】精祖細胞は，アメーバ運動により精細管の原基（生殖巣堤）に到達した始原生殖細胞が分化したものである．

今回我々は，この精祖細胞を他の造精細胞から鑑別することを試み，造精機能の程度でその数に差があるか否かを

調べた．また，鑑別した精祖細胞を体外で培養し，分化・増殖の可能性について検討した．

【方法】正常な1週令と8週令のマウス及び原発性無精子症のヒト精巣細胞を酵素法で分散させて，ノマルスキー微

分干渉顕微鏡下で観察するとともに，核内のリン酸化ヒストンH2AXの有無とDolichos　Bi且ovus　Agglutinin

（DBA）の膜親和性を免疫蛍光染色法により調べた．鑑別した精祖細胞を4℃で1日培養，また，　Vero細胞かSTO

細胞フィーダー上に播種して培養し，細胞の経過観察した．

【結果】《精祖細胞の特徴》偽足を認める．NC比が高い．第1精母細胞に認められるリン酸化ピストンH2AXは，精

祖細胞には認められない．DBAに対する膜親和性が認められる．《分散直後と翌日の偽足出現率》1週令マウスでそ

れぞれ473％と61B％，8週令マウスでそれぞれM％と2．2％であった．また原発性無精子症のヒトでは，それぞ

れ51％と68％であった．《共培養》細胞の偽足は，二週間経過しても認められる場合があったが，その他，形態の

変化は特に認められなかった．

【結論】形態学的な所見及び免疫染色の結果から，精祖細胞の鑑別は可能であると考えられた．偽足の出現率は，単

離後の時間経過に伴って増加するが，偽足を出す精祖細胞数は，造精機能の進行が進むにつれて減少した．Vero

細胞やSTO細胞との共培養では，精祖細胞の分化は困難であった．

P－－268　　　ヒト精子中に見いだされる長鎖，短鎖DNA断片の分別観察

●

●

東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター

医療法人石塚産婦人科

○兼子　　智，中川　博之，宮地　系典

　冨永英一郎，岸　　郁子，北岡　芳久

　谷垣　伸治，岡崎　雅子，高松　　潔

　石川　博通

　郡山　純子

●

【目的】我々はsingle　ceU　pulse丘eld　gel　electrophoresis（SCPFGE）により，2重鎖切断（DSB）によるヒト精子DNA

断片化像が極めて多様であることを報告した．Ecoli（DNA：24　giga　base：GB）を対照として，　GBおよびmega

base（MB）レベルと推定されるDNA断片の観察には，各々最適な電気泳動条件を設定する必要があることが明ら
かとなった．両者に対応した観察条件を確立した．
【方法】射精精液はPercoll沈降速度差遠心（P法），Nycodenz沈降平衡分離（N法）し，　swim　up法（S法）によ
り運動精子を分離した．インフォームドコンセントを得た精液を検討に供した．SCPFGEは，　switch　time　3秒間，
20V／cmで行った．精子は20％またはα5％アガロースに懸濁して薄膜を形成，細胞溶解し，各々10，30分間泳動
した．

【結果】精液またはP精子は20％アガロース，10分間泳動した時，原点から伸張するDNA丘berと多彩なMB
断片を認めた．P－NおよびP－N－S精子は20％アガロースで10分間泳動した時，ほとんどが原点から伸張する
DNA丘ber像のみを示した．両標品をα5％アガロース，30分間泳動すると，　P－N－S精子はより伸張したDNA丘一
berのみを示したが，　P－N精子では，一部に連続したDNA丘berの先方にGB断片が観察された．一方，　P精子で
観察されたMB断片は流れ去り，むしろ検出率が低下した．
【結論】SCPFGEにおいて20％アガロース，10分間の泳動は，　MB断片の観察に適しているが，　GB断片は伸張す
るDNA飾er中に混入して偽陰性となる．一方，05％アガロース，30分間の泳動ではMB断片の観察が困難とな
るが，GB断片検出に適していた．　ICSIは，穿刺に供する精子にDNA損傷がないことが前提となる．本研究によ
りMB，　GB断片の分別観察が可能となるとともに，精子分画によるDNA断片化精子排除が可能であることが示唆
された．

●

●
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P－269 精巣への仇η伽遺伝子導入による精子形成細胞特異的な

　　　　　　　　　外来遺伝子の発現の検討

山梨大学　医学部　産婦人科 ○鈴木真梨子，正田　朋子，平田　修司

　星　　和彦

【目的】重症男性不妊症のうち精子形成関連遺伝子の異常により精子の数的機能的異常』を有する症例が，ICSIに

よって男児を得た場合，精子の数的機能的異常の形質が遺伝する．このような症例に，正常遺伝子を導入し精子の

形態・機能を正常化してICSIを行うことで子孫への遺伝を抑止する治療法の開発を展望し，精巣へのfηu伽遺伝

子導入により精子形成細胞において特異的な外来遺伝子を発現させる系の確立を試みた．

【方法】遺伝子異常による男性不妊のモデル動物として第4染色体上のHook－1遺伝子に部分欠失があるazhマウ

スを用いた．そのホモ接合体（azhプー）のオスは形態異常精子を形成するため不妊である．まず，精子形成細胞に

特異的に発現するマウスHook－1遺伝子のプロモーター領域をクローニングし，その下流にYFP　cDNAを接続し

たpHK－YFPを構築した．対象としてCMVプロモーターとYFP　cDNAを接続したpC－YFPを用いた．8週令の

C57BL／6系のオスマウス精巣に麻酔下でpHK－YFP及びpC－YFPを注入し，電気穿孔法によりi脚πo遺伝子導入

を行い，その後蛍光顕微鏡で精細管内のYFP陽性細胞を解析した．［結果］pC－YFPを遺伝子導入した場合20－30％

の精細管内で広汎にYFPの発現を認めた．一方，　pHK－YFPを遺伝子導入した場合，精細管内の特定の細胞におい

てYFPの局在発現が確認された．

【結論】pC－YFPを用いた結果から，本研究で施行した精巣への電気穿孔法により外来遺伝子を効率良くiηoiηoで

精細管内の種々の細胞に導入し得ることが示された．また，pHK－YFPを用いた結果から，　Hook－1遺伝子プロモー

ターを用いることで精子形成細胞にのみ特異的に外来遺伝子を発現させることが可能であることが示唆された．

P－270 エレクトロポレーション法による蛍光蛋白発現精子の作製

名古屋市立大学大学院　医学研究科　腎・泌尿器科学分野

　　Department　of　Pharmacology，　University　of　Oxford．

Royal　Veterinary　College，　University　of　London．

Institute　of　Zoology，　Zoological　Society　of　London．

○窪田　裕樹，郡　健二郎

　Hibbitt　Olivia，　Coward　I（evin，

　Parrington　John

　Prathalingam　Nilendran

　Holt　William

【目的】われわれはこれまでにエレクトロポレーション法を用いてマウス精巣への遺伝子導入を行い，その有効性及

び安全性について報告してきた．エレクトロポレーション法は簡便かつ安全で効率が良く，精巣特異的な遺伝子の

機能解析に有用な手段と思われるが，マウス以外の哺乳動物での応用例は報告されていない．今回われわれは生殖

医学の分野で重要な実験動物であるハムスターを用いて，エレクトロポレーション法により精巣内遺伝子導入を試

みたので報告する．

【方法】4～6週齢の雄ゴールデンハムスターを用いた．蛍光蛋白であるEYFP（enhanced　yellow且uorescent　prぴ

tein）とミトコンドリア移行シグナルを組み込んだベクターを3μg／μ1に調整した溶液を精巣網から逆行性に注入

し，精巣全体にさまざまな条件で電気刺激を行った．一定期間の後に動物を屠殺，精巣および精巣上体精子での

EYFPの発現を観察した．エレクトロポレーション法が精巣に与える影響を検討するために組織学的な検討を行う

とともにTUNEL法によるアポトーシスの検出も行った．また精子運動能や生存率についても解析を試みた．

【成績】導入されたEYFPは60日以上にわたり精細管内のセルトリ細胞及び精細胞に発現しており，精巣上体精子

にもEYFPの発現を認めた．精細胞のタイプ別の構成比にはコントロール群との問で有意な差を認めなかった．精

子運動能や生存率においても同様の結果であった．

【結論】エレクトロポレーション法により，精巣に障害を生じることなく遺伝子を導入し，精巣上体精子にまで蛍光

蛋白を発現させることに成功した．ハムスターは受精という現象を研究する上で，きわめて重要な実験動物であり，

今回の研究成果を応用するこことでその解明に近づくことが可能になると期待される．
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P－271 Y精子の可視化の基礎的研究

セントマザー産婦人科医院

神戸大学　農学部附属　食資源教育研究センター

　　　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第2

○田中威づみ，田中　　温，永吉　　基

　粟田松一郎，姫野　憲雄，竹本　洋一

　鍬田　恵里

　楠　比呂志

　渡邉　誠二

●

【目的】我々は，安全で確実なX，Y精子の分離法として，　DNA中の三重鎖構造に対するオリゴDNAのafnnity
を利用したY精子の可視化を試みてきた．しかし，固定後でのY精子の検出は可能であったが，依然として検出率

は低かった．また，未固定精子の場合にはオリゴDNAの細胞膜の透過性が低く，明らかな陽性所見は認められな

かった．そこで，今回，オリゴDNAの膜透過率を高めることを目的にSオリゴDNA（30塩基と10塩基）および
細胞膜処理の工夫を用いた実験を行ったので報告する．

【方法】1）オリゴDNAの合成：ヒトY染色体長腕上のキナクリン染色陽性領域DYZ1ローカス上にあるTTCCA
の反復配列30塩基および10塩基からなるオリゴDNAを合成した．この際，　DNAの取り込みを促進するためにリ
ン酸の酸素原子の1つを硫黄原子に置換してSオリゴとし，同時にFITC標識した．2）Sオリゴの導入：未固定精
子の場合，HTF溶液＋α3％SPSで精液を洗浄後，　SオリゴDNA（05mol／1）0．1μ1を精子浮遊液に加えて37℃で1，

2，3時間培養した．再びHTF溶液＋0．3％HSAで2回洗浄した後，蛍光顕微鏡下で観察した．一方，精子を15分間
カルノア固定し，α1％トリトンXで細胞膜処理した後にSオリゴ存在下で培3時間養した場合も観察した．
【結果】未固定精子の場合，頭部赤道部にキナクリンマスタード染色と同様のシグナルを認めたが，陽性率は2％以

下と低率であった．固定・細胞膜処理した場合のシグナルは未固定の場合より大きくやや弱い蛍光を示した．しか

し，検出率の増加は認められなかった．塩基数の少ないオリゴDNAでは，陽性率はやや上昇したが，非特異的な

染色性が増加した．

【結論】DNA中の三重鎖構造（単鎖）に対するオリゴDNAのa茄nityを利用した本法は，　XY精子の選別に有用と

なる可能性が示唆された．

P－272　　　　ハムスター一精子の超活性化におけるプロゲステロンの影響

●

●

濁協医科大学　産科婦人科

濁協医科大学　生理学（生体制御）

○野口　崇夫，三ツ矢和弘，北澤　正文

　稲葉　憲之

　藤ノ木政勝

●

【目的】哺乳類の精子にとってプロゲステロンは先体反応のトリガーのひとつであり，精子頭部での細胞内Ca濃度

を上昇させることが知られている．さらにヒト精子では運動性も変化させると報告されているが詳細な報告は少な

い．またハムスター精子がヒト精子のように運動性の変化を生じるかは知られていない．そこでハムスター精子の

運動性に対するプロゲステロンの影響について検討したので報告する．

【方法】（運動観察）精子は成熟したオスのハムスター（12～20週令）の精巣上体から採取した．mTALP　medium

でswim　upさせた後さらに同液で3倍に希釈，位相差顕微鏡で運動を観察しDVDに記録した．プロゲステロンの

添加は20ng／mlを生理的濃度とした．（精子タンパク質のリン酸化の検出）上記のように運動させたハムスター精

子懸濁液を遠心し精子を集め，尿素溶液で可溶化した．可溶化した液をSDS－PAGEにかけ，抗リン酸化チロシン

抗体を用いたウエスタンブロッティング法でリン酸化を検出した．

【結果】ハムスター精子では，ヒト精子で報告された様なacuteな運動性の変化は認めなかった．しかし，プロゲス

テロン添加により超活性化が約1時間早まることがわかった．この現象はプロゲステロンの生理的な濃度である

20ng／mlまでは濃度依存的に早まったが，それを超えると効果が減少した．また，今回みられた作用は他の報告と

同様にnon－genomicであった．さらに超活性化に伴って精子タンパク質のチロシンリン酸化がおこることが知ら

れているが，今回の実験でも同様の結果が得られた．

【考察】今回の実験からハムスターの精子においてもプロゲステロンが先体反応だけでなく運動性にも影響を及ぼ

すことがわかった．またプロゲステロンによって生じたCaオシレーションが精子頭部から鞭毛に伝わり超活性化

が早まるのではないかと考えられた．今後，精子でのプロゲステロンのnon－genomicなシグナル伝達経路について

詳細に検討を加えていきたい．

●

●
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P－273マウス精巣内のセルトリ細胞におけるTCTP遺伝子の発現の基礎的検討

兵庫医科大学　産科婦人科　○霞　　弘之，小森　慎二，香山　浩二

●

●

●

【目的】アンドロゲンは精巣内に多量に存在し造精機能に深く関連しているが，その作用機序の詳細は未だ明らかで

はない．昨年の本学会にてマウスのセルトリ細胞株TM4におけるアンドロゲンにより影響を受ける分子のプロテ

インチップを用いた研究について報告した．そしてアンドロゲン添加によりtranslationally　controlled　tumor　pro－

tein（TCTP）がdown　regulationを受けることを明らかにした．そこで本研究ではマウスの精巣内でTCTPの発現

がアンドロゲンによる影響を検討するために，先ず基礎的かつ予備的な検討として，マウス精巣のセルトリ細胞で

のTCTPの発現についてLaser　dissection法を用いて細胞を回収して検討する方法を試みた．

【対象および方法】マウスの精巣を用いて凍結切片を作成した．1）先ず凍結切片の厚さを8μm，10μm，12μm，16

μmとして顕微鏡観察下にLaser　dissection法にてSertoli細胞を切除して回収することを試みた．2）回収した細胞

を10個，50個，100個と細胞数にて分けて，それぞれよりRNAを抽出し，これを用いてRT－PCR法によるTCTP

とGAPDH（control）の遺伝子の増幅を試みた

【成績】1）凍結切片の厚さが8μmの場合は細胞を回収することができなかったが，10μm以上であれば回収するこ

とが可能であった．2）回収した細胞よりRNAを抽出は可能であり，細胞数が10個以上であれば，　TCTPと

GAPDHの遺伝子を増幅することができた．

【結論】マウスの精巣内のセルトリ細胞を凍結切片よりLaser　dissection法を用いて回収することが可能であり，か

つ同細胞よりTCTP遺伝子の増幅も可能であることが判明した．今後この方法を用いてアンドロゲンの影響下で

のマウス精巣内での遺伝子発現を検討することが可能となった．

P－274 宇宙環境がライディッヒ細胞のテストステロン生合成に及ぼす影響

● 名古屋市立大学　医学部　泌尿器科　○金子　朋功，神谷　浩行，矢内　良昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西原　恵司，窪田　泰江，池内　隆人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木昌一，郡　健二郎

●

●

【緒言】宇宙空間（微少重力環境）における男性生殖能について研究するため，我々はこれまでに尾部懸垂マウスを

用いた実験で，造精機能障害，精子運動能の障害，テストステロンの低下をきたすことを報告した（JAndroL　885

－90：2003）．しかしながら，このモデルは微少重力環境における体液移動をシミュレーションしたものであるため，

テストステロンの低下は体液移動による精巣血流の低下が原因である可能性が考えられる．今回はマウスleydig

細胞のceU　UneであるTM3細胞を用い，テストステロン生合成への影響についてクリノスタット実験で検討した．

【方法】TM3細胞を5日間培養（DMEM，　HamF12培地）後，細胞数を2x106個／mlに調整した．インキュベー

ター（5％CO2，37℃）内でクリノスタット（重力に対し垂直方向に回転軸をもつchamberを連続的に回転させ，そ

の結果，1回転すると平均的に重力は相殺され，見かけ上ゼロになる装置）を用い，Leuteinizig　hormoneを負荷後，

48時間培養した．EIA法を用いてテストステロンを測定した．

【結果】クリノスタット下ではTM3細胞のテストステロン産生能は低下する傾向にあり，特に，高回転では有意な

低下を認めた．低回転では有意な差を認めなかった．また，LH負荷に対してはクリノスタット下でも反応が認めら

れた．

【考察】今回の検討では，微少重力環境下でのleydig細胞自体のテストステロン産生能の低下が示唆され，ステロ

イド生合成においてleydig細胞自体が微少重力環境の影響を受けている可能性が考えられた．
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P－275 精漿内DNA量を指標とする精巣機能評価

　　　　　　　　　明治薬科大学　薬学部　生体機能分析　○小林　健介，片山　昌勅，松田　兆史

東京歯科大学　市川総合病院　リプロダクションセンター　　兼子　　智，中川　博之，宮地　系典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨永英一郎，岸　　郁子，北岡　芳久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷垣　伸治，下川　理世，畠　　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　雅子，高松　　潔，石川　博通

●

【目的】造精過程における精子消去系の存在は，射出精子数が産生量と消去量との相対的な差であることを示してい

る．精液所見不良が精子の産生減少または消去充進であるかを鑑別することを目的とし，本研究は消去精子の精液

内遺残物である細胞外DNA量の定量を試みた．われわれはすでにヒト精漿中にはDNAが存在し，その鎖長は広範
囲に分布することを電気泳動法により確認している．ヒト細胞1個のDNA量は厳密に規定され，すでにヒトゲノ
ム計画により核塩基の概数が報告されている．ヒト精漿内にはリボースーアデニルプリン（ATP，　ADP，　AMP，ア

デノシン（r－Ado），アデニン（Ade）およびそれらの類縁体（NAD，　FAD，　CoA）とDNA中のデオキシーアデノ

シン（d－ado）が共存している．　r－adoとd－adoの酸加水分解抵抗性が異なることを利用して，　DNA由来d－ado

の選択的定量法を確立した．
【方法】酸性フォスファターゼによりヒト精漿リボースーアデニルプリンをr－adoに集約した．さらにpH1．6，70℃，

1時間の加水分解によりDNA鎖中のd－adoからAdeを脱離させた．除蛋白後にAde，　r－Adoを2一クロロアルデヒ
ドを用いて蛍光環化し，ビダラビンを内標準としてHPLC法により定量した．
【成績】上記処理条件において，DNA鎖から定量的にAdeを切り出すことができた．一方，　r－Ado，　NAD，　FAD，

CoAは構造を維持した．ヒト精漿中の遊離Ade量は痕跡程度であり，加水分解により新生したAdeはDNA量を
反映していると推定された．種々の精液所見を有する検体（n＝26）から精漿を調製して観察を行った結果，r－ado
は6、17±6．79n　mole／ml，　DNA由来adeは7．42±5．62n　mole／mlであった．

【結論】d－Adoとr－Adoの酸加水分解に対する抵抗性の差を利用して，細胞外DNAからAdeを切り出すことがで
きた．

●

■

P－276　　　　　　　特発性男性不妊症患者の精巣組織に発現する

　　　DMCヱ（∂is岬fθ4仇θioffc　cDNAヱ）遺伝子のスプライシングバリアントの解析

金沢大学　大学院　医学系研究科　泌尿器科学

木場公園クリニック

○鈴木ひろみ，松井　　太，山本　健朗

　Choi　Jin，前田　雄司，高　　栄哲

　並木　幹夫

　吉田　　淳

●

【目的】精細胞系の減数分裂はきわめて複雑な系の中にある．減数分裂は相同染色体の正確な分配及び組み換えであ
る．相同組み換えは，ホットスポットと呼ばれる部位での一過的なDNA二本鎖切断（double　strand　breaks：DSB）

によって開始される．減数分裂の初期に関わるDSBはRAD5ヱとDMC1が関与している．本研究では，男性不妊
患者の生検組織からcDNAを作成し，減数分裂初期のDSBに作用する遺伝子DMCヱ遺伝子のスプライシングバ
リアントについて検討した．

【方法と対象】承諾を得，しかも倫理委員会で承認された無精子症患者81例の精巣生検組織を用いた．精巣組織の

一部はプアン固定をおこない，HE染色により組織診断を行った．また，残余の生検精巣組織より，RNAを抽出し，
RT－PCRを施行した．閉塞性無精子症の診断で組織学的に正常造精機能を持つものを正常コントロールとした．
【結果】ヒトDIUCヱは，ヒト精巣では1）全長転写産物，および2）exon7，3）exon8，9，4）exon7，8，9のスキップし

た選択的スプライシングバリァント産物の4種のバンドが存在する．（A）1）2）3）4），（B）1）2）3），（C）1）3），

（D）3，（E）バンドなしの5種が存在する．正常組織（n＝31）では（A）が42％，（B）が58％，Maturation　arrest
（n＝10）では（A）が70％，（B）が30％，SertoH　ceU　only（SCO）（n＝46）では（A）が15％，（B）が43％，（C）が

13％，（d）が65％（E）が21．7％であった．

【考察】DIWC1は精細胞特異的に発現する遺伝子である．本研究の結果，精細胞が存在しないとされるSCO発現し
ていることから，精巣組織のheterogeneityのみならず，精巣の他のコンポネントから発現している可能性が考え

られた．一方，選択的スプライシングによって翻訳されるタンパク質は，その構造や作用を変化させる．DMC1
のexon7，8，9は減数分裂時に必要なDNA結合領域に当たり，この部分の欠失によって男性不妊症の一部が説明で
きる可能性がある．

●

●
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●

P－277 幼若，成熟ラットでの閉塞性無精子症モデルにおける

eNOS，　iNOSの精巣内発現に関する免疫組織学的検討

神戸大学　泌尿器科

神戸赤十字病院

　　新須磨病院

○近藤　　有，山口　耕平，合田　上政

　大場　健史，藤澤　正人

　辻　　　功

　稲葉　洋子

●

●

【目的】精管結紮によって，精細管内でapoptosisがおこり，造精機能障害をひきおこすとの報告がある．また，　nL

tric　oxide　synthase（NOS）によって産生されるnitric　oxide（NO）が多くの細胞のapoptosisに関わっているとの

報告がある．我々は幼若，成熟ラットで両側精管結紮モデルを作成し，免疫組織学的手法を用いて精巣内における

eNOS，　iNOSの発現とApoptosisとの関係につき検討した．

【方法】10日齢ラットと8週齢ラットを用いて以下の4群に分けた．1：10日齢両側精管結紮群，2：10日齢sham

operation群，3：8週齢両側精管結紮群，4：8週齢sham　operation群．1，2については2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，

16週齢，3，4については8，9，10，11，12，16週齢となった時点で両側精巣を摘出し，eNOS，　iNOSの発現について免

疫組織化学染色を行い，Apoptosisの検出にはTUNEL法を用いた．また，評価方法として精細管内の陽性germ

cell数を精細管内の全germ　cellで除し，　eNOS：E－index，　iNOS：1－index，　apoptosis：A－indexと表現し，比較した．

【結果】1は2，3，4と比較し，3，4，5週齢でE－index，1－index，　A－indexの上昇を認め，1，2では4週齢での連続切

片におけるeNOS，　iNOS，　TUNEL陽性細胞の一致を認めた．3，4においては，いずれのindexについても有意な

変化を認めなかった．

【結論】幼若期精管結紮のgerm　ceUのApoptosisにはeNOS，　iNOSが関わっており，幼若期の精管結紮により，造

精機能に影響を与える可能性があることが考えられた．

P－278 マウス雄性生殖器官特異CD52の同種免疫に関する検討

● 　　　　　兵庫医科大学　医学部　産科婦人科　○伊藤　宏一一，小森　慎二，香山　浩二

兵庫医科大学　先端医学研究所　発生生殖部門　　長谷川昭子，澤井　英明

●

●

【目的】CD52は，リンパ球と雄性生殖器官（male　reproductive　tracts：mrt）に存在するGPIアンカー結合型糖タ

ンパクである．アミノ酸配列は共通であるが，糖鎖構造は異なる事が知られている．一方，臨床的に不妊女性患者

に検出される精子不動化抗体は，mrtCD52の糖鎖をエピトープとしている事が明らかになっている．本研究ではマ

ウスを用いたモデル実験を行うため，マウスCD52のタンパクレベルでの局在及び糖鎖構造について検討した．ま

た精製マウスmrtCD52をマウスに免疫する事により，同種抗体の作成しその反応性を検討した．

【方法】マウスCD52の局在は，組織の脂質抽出成分を電気泳動後，　PVDF膜にWestern　blotし，合成ペプチドに

対する抗体を用いて検出した．マウスmrtCD52の精製は，輸精管内容物の脂質抽出成分を電気泳動で分画し，15

－20kDaの領域を抽出して行った．糖鎖の特異性は，精製mrtCD52をPVDF膜に転写した後，特異性の異なるレク

チン及びN，0－glycanaseを用いて調べた．免疫実験では，雌への鼻腔内投与法及び雌雄への皮下投与法にて行っ
た．

【成績】マウスCD52を認識する抗ペプチド抗体は，精巣上体体部・尾部・輸精管に強く反応したが，精巣・精巣上

体頭部には殆ど存在しなかった．脾臓を含む体細胞組織とも殆ど反応しなかった．また，精製マウスmrtCD52は，

N結合型糖鎖を認識するレクチンのみならず0結合型糖鎖を認識するレクチンにも反応し，N，0－glycanase処理

により抗血清との反応は低分子側に移行した．免疫実験においては，全ての投与系で血中にcore　peptide以外の成

分に対する抗体の産生が確認された．

【結論】マウスCD52はヒトと同様の局在を示した．　CD52の糖鎖構造はマウスmrtCD52ではN結合型糖鎖及びO

結合型糖鎖の存在が示唆され，これもヒトmrtCD52と一致した．免疫実験の結果からはmrtCD52は同種抗原エピ

トープを含んでいると考えられ，精子不動化抗体の原因抗原となり得るもの考えられた．
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P－279 若年男性の生殖機能に関する疫学調査一不妊症予備軍の検討一

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科学　○野澤資亜利，吉池　美紀，馬場　克幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，西田　智保，岩本　晃明

●

【目的】一般男性集団における不妊傾向のある男性の割合を把握し，それらの経時的な動向を調査することは，男性

生殖機能の現状を検証するうえで重要だと考える．そこで，日本人若年男性を対象とした疫学調査から，調査集団

に含まれる精子濃度が正常基準値を満たさない男性集団に着目し，それらの男性の生殖機能に関するパラメータに

ついて検討した。

【方法】対象は日本人若年男性の生殖機能に関する疫学調査に参加した18歳から24歳の男子大学生335名（調査期

間1999年5月一2000年5月）と，323名（期間：2002年4月一2003年5月）の合計658名である．これらの疫学調査

結果のデータベースから，生殖機能のパラメータとして精巣容量，精子濃度，精子運動率，血清中のFSH，　LH，イ

ンヒビンBのデータを使用した．対象者を乏精子症群（精子濃度20x10ソml未満），正常群1（精子濃度20　x　lO6／ml

以上40x106／ml未満），正常群II（精子濃度40　x　106／ml以上）に分類して各パラメータの平均値を比較した．

【結果と考察】精液検査の結果がWHOの正常基準を満たさなかった男性の割合を調査開始年順（1999／2002）に示

すと，精液量：256／3m％，精子濃度：137／16．4％，精子運動率：192／116％であった．乏精子症群／正常群1／正常

群IIの精子濃度の平均値は12／23／100　x　106／mlだった．各パラメータの平均値を3群間で比較すると，左精巣容量

（ml）：20／21／23，精子運動率（％）：50／59／60，　FSH（IU／1）：3．5／27／29，　LH（IU／1）：33／28／2＆インヒビンB（pg／

ml）：170／195／212となり，調べた全てのパラメータにおいて乏精子症群と正常群との間に有意差が認められた．こ

れらのパラメータは一般若年男性集団に含まれる不妊傾向を有する男性の状況を把握するのに有用であると考え

られる．今後は不妊症男性におけるデータを参照することにより更に詳細な検討を行ないたい．本研究は厚生労働

科学研究により行われた．

P－280 精液検査標準化ガイドラインに基づいたCD－ROMによる

　　　　　精液検査のQuality　control結果について

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科学　○吉池　美紀，野澤資亜利，岩本　晃明

●

●

●

【目的1男性生殖機能の評価および男性不妊症の各種治療成績を多施設問で比較可能にするため，精液検査法のより

高度な標準化が求められている．平成15年に「精液検査標準化ガイドライン」が刊行され2年を経た今回，ガイド

ラインの精液検査標準化への寄与について検証するため，全国規模でのCD－ROM画像を用いたquality　control

（QC）を行ったのでその結果を報告する．

【方法】本年1月に行った精液検査標準化ガイドライン刊行後のアンケート調査の中で，ガイドライン購入者を対象

に画像を用いた精液検査のQCへの参加を募った．参加希望施設には運動率評価用の映像および精子濃度測定用の

画像，各6検体分を収録したCD－ROMを送付し，ガイドラインの記載に基づいて測定後，結果を返送するよう求
めた．

【結果】QCに参加可能との回答が得られた102施設にCD－ROMを送り，57施設（56％）から延べ112名分の測定

結果が得られた．参加施設の内訳としては，大学病院・分院が25施設（44％），総合病院17施設（30％），個人病

院・医院15施設（26％）であった．測定者の内訳は，臨床検査技師49名（44％），エンブリオロジスト26名（23％），

医師10名（9％），大学技術系職員9名（8％），記載なしが18名（16％）で，測定者の精液検査の平均経験年数は

56±仕5年であった．各6検体の測定値の変動係数（CV）は運動率が平均167％（丘8－256％），精子濃度が1a2％

（9．1－194％）であり，特に画像上の精子密度が極端に高いサンプルや，精子以外の成分が多く判別が困難なサンプ

ルでCV値が高い傾向にあった．

【考察】精液検査の全国規模での精度管理として最初の試みとなる本QC結果から，目視による精子濃度，運動率の

判定のばらつきの程度や傾向などが明らかになった．これ以外にも精液検査の精度を変動させる大きな要因とし

て，サンプリング，希釈などの操作が考えられるため，更に実際の精液検体を使用したQCが重要であると考えら

れた．

●

●
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P－281 男性不妊症外来における超音波検査の有用性

天神つじクリニック　○成吉　昌一，辻　　祐治

【目的】男性不妊症外来における超音波検査（US）の有用性について検討した．

【対象と方法】2003年7月から2005年5月までに当クリニックを受診した男性不妊症患者のうちでUSを施行した

300症例，平均年齢35歳（24～48歳）．超音波観測装置はアロカSSD3500，陰嚢部の走査には10MHzリニァ探触子

を使用した．グレースケールおよびカラードプラ法による陰嚢内容（精巣，精巣上体，精索）の観察を行い，さら

に精巣の上下径，前後径，左右径を計測し，精巣容積を算出した．さらに，精路の閉塞が疑われた患者には5MHz

エンドファイヤー探触子による経直腸走査を追加した．

【結果】300症例中235例（78％）にUS上なんらかの異常が指摘された．主なものは，精索静脈瘤（189／277，68％），

精巣内微小結石（74／277，27％），精巣腫瘍（1／277，α3％），前立腺正中嚢胞（13／91，14％）であった．

【まとめ】超音波検査は，男性不妊症の原因精査のみならず，精巣容積の計測，合併疾患の診断に有用であった．特

に，精巣腫瘍の合併頻度が高いことが注目されている精巣内微小結石症が27％に存在し，これらの症例では慎重な

経過観察が必要と考えられた．

P－282　　塩酸clonidine，　L－arginiine負荷試験およびinhibin　B値による

　　　　　　　特発性造精機能障害の鑑別診断と塩酸clonidine，　L－arginiineによる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性不妊症の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　泌尿器科　○寺田　央巳，麦谷　荘一一・，大園誠一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新保　　斉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　産婦人科　　大塚　篤史，金山　尚祐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　　寺尾　俊彦

【目的】L－arginine（Arg）はnitric　oxide（NO）の前駆物質であり，　NOは精子cyclic－AMP濃度を調整し，受精能

の獲得と先体反応を行う上でのメッセンジャーとして働く．また，growth　hormone　releasing　hormone（GHRH）を

刺激し，growth　hormone（GH）の分泌を調整している．一方，　clonidineはα2刺激薬であり，　GH分泌刺激作用を

持つ．ともにGH分泌に対し間接的に働いている．また，　inhibin　BはSertoli細胞で産生され，　FSHに対しnega－

tive　feedback機構により抑制的に働く精細管機能のマーカーと考えられている．そこで，特発性造精機能障害の鑑

別診断とこれらを用いた治療を目的としてclonidine，　arginine負荷試験を行い，その有用性について検討した．

【対象】性染色体異常を除いた特発性造精機能障害症例153例（乏精子症：98例，無精子症：65例）を対象とした．

【方法】両負荷試験を行い特発性造精機能障害鑑別診断と治療に対する反応性を確認した．治療は十分なinformed

consentを行った上でclonidine　O15mgおよびarginine　juiceを1日1回投与した．なお，　inhibin　Bは精子数の予測

マーカーとして用いた．

【結果】負荷試験の反応は相関し，乏精子症86例は良好に反応したがSertoli　cell単独症候群（SCO）を除いた無精

子症では反応が低かった．clonidine，　arginineを投与後2ヶ月後から精子数の増加と運動性の改善が認めた．投与

前後の精子数は11－83million／mlと増加し，運動性の変化はそれぞれ1a2±＆9％から414±＆9％と上昇した．

【結語】負荷試験の反応良好例ではclonidine，　arginineのGH分泌刺激作用が確認され，治療結果からclonidine，

arginineによる精子数の増加と運動性の改善が認められた．
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P－283 炎症性腸疾患と男性不妊

帝京大学　医学部　泌尿器科　○丸山　　修，岡田　　弘，西尾浩二郎

　　　　　　　　　　　　　　斉藤　恵介，吉井　　隆，芦沢　好夫

　　　　　　　　　　　　　　　栗原　浩司，磯谷　修司，上山　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　井手　久満，武藤　　智，堀江　重郎

【背景】炎症性腸疾患であるCrohn病と潰瘍性大腸炎は近年増加傾向にあり，男性不妊症患者のなかでも，その既

往や治療中の者が増加している．

【目的】炎症性腸疾患と男性不妊の関連を明らかにする．

【方法】（1）男性不妊患者での炎症性腸疾患の頻度調査のために，男性不妊外来患者の問診表からの後ろ向き調査を

実施した．（2）男性不妊患者での炎症性腸疾患治療薬の精液所見・妊孕性に与える影響調査のために，治療薬投与前

後の精液所見の変化をみる前向き調査を実施した．（3）炎症性腸疾患の精液所見・妊孕性に与える影響調査のため

に，不妊治療経過中に炎症性腸疾患を発症した症例の経過をみる前向き調査を実施した．

【対象】2003年1月から2004年12月までに当院ならびに関係施設の男性不妊外来を受診した1225例．

【結果】（1）男性不妊外来患者のうち潰瘍性大腸炎は6例，クローン病は2例で，有病率は489E　163であった．受

診前から治療を受けていたものが6例，受診後に発症して治療を受けたものが2例であった（2）いずれの症例も治

療薬として5－amonosalicylic　acid（Mesalazine：ペンタサ）を服用していた．炎症性腸疾患治療薬中止前後での精

液所見の変化・妊孕性の変化を検討したところ，6例中3例で精液所見が改善した．（3）不妊症治療中に炎症性腸疾

患を発症した2例の精液所見は，発症とともに悪化したが，治療薬であるメサラジンを服用して精液所見が改善し

妊娠にいたった．

【結論】男性不妊症患者における炎症性腸疾患の頻度は，一般のそれよりも高い．炎症性腸疾患治療薬を中止すると，

精液所見が改善する症例が存在する．炎症性腸疾患の発症とともに，精液所見は悪くなる．炎症性腸疾患の治療に

より，精液所見は改善する．

P－284　　　　　　　　精巣腫瘍を発生した男性不妊症例の検討

　東北大学大学院　医学研究科　泌尿器科　○菅藤　　哲，高橋　勝治，荒井　陽一

東北大学大学院　医学研究科　周産期医学　　中村　聡一，立花　眞仁，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　節，岡村　州博

【背景】近年，スキャケベックによりTesticular　Dysgenesis　Syndromeという概念が提唱された．それによると停

留精巣，尿道下裂，不妊，精巣腫瘍はGeneticな原因或は内分泌かく乱物質への暴露により胎児性腺がTesticular

dysgenesisを起こすことを共通の原因とする．さらに精子濃度の低下は精巣腫瘍発生のリスクファクターとなって

いるとする報告が見られることより，当院における不妊症症例と精巣腫瘍症例を対象に検討した．

【対象と方法】1989年から2004年までに不妊を主訴とし，当院泌尿器科を受診した症例及び精巣腫瘍にて当院にお

いて治療した症例につき検討した．精巣腫瘍治療後に不妊を併発した症例は対象から除外した．

【結果】当該期間中不妊を主訴とした症例は1878名で，そのうち乏精子症169名，高度乏精子症117名，無精子症

174名であった．その中で4名に後に精巣腫瘍が発生した．4名中2名が初診時高度乏精子症，1名が無精子症で

あった．無精子症の1例は異時性に両側に腫瘍を発生した．高度乏精子症の1例において精巣腫瘍発生前にICSI

により挙児を得た．以上より高度乏精子症の117名中2名（1．7％），無精子症の174名中1例（α6％）に精巣腫瘍

が発生した．尚，不妊発生（結婚時或は結婚後避妊終了時〉より腫瘍発生までの期間は2年から11年（中央値65

年，平均値5．2年）であった．

【考察】高度乏精子症は精巣腫瘍発生のリスクファクターとなっている可能性が示唆された．したがって男性不妊症

の診療にあたっては腫瘍発生のリスクを認識して行う必要性があると考えられた．また不妊治療終了後も精巣のセ

ルフチェックを指導するなどの対策が必要と考えられた．個々の症例を呈示の上最近の文献とともに結果を考察す

る．
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P－285 不妊症治療中および不妊症を主訴に診断された精巣癌5例の検討

横浜市立大学付属市民総合医療センター病院　泌尿器・腎移植科

　　　大口東総合病院　泌尿器科

　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科

　社会保険相模野病院　泌尿器科

横浜みなと赤十字病院　泌尿器科

○服部　裕介，斎藤　和男，野口　和美

　窪田　吉信

　鈴木康太郎

　湯村　　寧

　佐藤　和彦

　岩崎　　皓

【緒言】精巣癌は生殖年齢の男性にもっとも高頻度に見られる癌の一つである．無痛性の陰嚢腫大が主症状であるた

め遠隔転移をきたしてから発見されることも多い．一方，精巣癌患者の約5％は無精子症，50％は乏精子症を呈す

るため不妊を主訴として受診した際に精巣癌が診断されることも多いと考えられるが，報告は非常に少ない．今回，

不妊症を主訴として外来受診した277名の患者の中で5例（2％）に精巣癌が発見されたため報告する．

【症例】患者は30歳から37歳．原発性不妊症4名，続発性不妊症1名．産婦人科で体外受精，人工授精を継続して

いる患者が各1名，投薬治療を受けていた患者が1名，未治療患者が2名であった．3名は陰嚢腫大を自覚してい

たが，2名は自覚症状がなかった．

【結果】5例とも精巣摘出術が行なわれ，全例胚細胞腫瘍（seminoma　3例，　non－seminoma　2例）であった．1例は

後腹膜リンパ節に転移が見られた．この1例を含めた3例は術後に抗がん剤の投与が必要であった．精巣癌診断前

後の精液所見は，1例は無精子症，4例は乏精子症を示した．この中で，体外授精を継続していた時に精巣癌が診断

された1例は診断直前の体外授精により妊娠し出産した．また化学療法終了後15年経過してから1名が妊娠し，

出産している．現在5例ともに健在である．

【まとめ】不妊症患者の中には精巣癌患者が含まれるため注意が必要である．

P－286　　　　男性不妊症を契機に診断された先天性副腎過形成の2例

京都大学　大学院医学研究科　器官外科学　泌尿器病態学

　　　　　　　　神戸市立中央市民病院　泌尿器科

　　　　国立病院機構京都医療センター　泌尿器科

国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター

○杉野　善雄，西山

　高橋　　毅，小川

　大久保和俊

　奥野　　博

　臼井　　健，島津

博之，長濱　寛二

修

章

【症例1】33歳男性．3年間の不妊の後，無精子症を指摘され，当科受診された．2次性徴の到来は早く，身長の伸

びは12歳頃に停止した．精巣のサイズは左5cc，右4ccであった．2回の精液検査で無精子症が確認された．血液

検査で，FSH＜α5mlU／mL（正常1．3－1α4mlU／mL），　LH〈α5mIU／mL（正常1．1－＆8mIU／mL），テストステロン

420ng／dL（正常71＆623ng／dL），ACTH　115ng／mL（正常10－70ng／mL），血清17αOHP　l37ng／mL（正常α1－37

ng／mL）であった．患者の同意を得て行った染色体検査は46XYで正常，遺伝子診断で1172Nの変異を認め，　non

classic　typeの先天性副腎過形成（CAH）と診断した．デキサメサゾン（α5mg／day）の内服を開始し，6ヶ月で精

液所見は，精子濃度6x106／ml，運動率65％まで回復した．

【症例2】30歳男性．1年間の不妊の後，無精子症を指摘され，当科受診．症例1と同様にnon　classic　typeの先天

性副腎過形成（CAH）と診断デキサメサゾン（05mg／day）の内服を開始，ゴナドトロピン値は正常範囲になっ

たが，精液所見の改善は認めなかった．TESEにて精巣内精子の回収が可能であり，　ICSIにて妊娠を認めた．

【考察】先天性副腎過形成患者のうち，男性不妊が主訴で見つかったケースはまれである．しかし，先天性副腎過形

成に伴う無精子症の場合，ステロイド治療やTESE－ICSIの施行によって挙児を得られることがあるので，無精子

症患者の診断に際して，本疾患を念頭に置くべきだと考えられた．



350（492） ●

P－287 精索静脈瘤患者の精液所見とROS検出率

　　　　　　茅ヶ崎市立病院　泌尿器科

横浜市立大学　医学部　泌尿器科病態学

社会保険相模野病院　泌尿器科

　　横浜赤十字病院　泌尿器科

　　　藤沢市民病院　泌尿器科

○湯村　　寧

　斎藤　和男，小1

　窪田　吉信

　佐藤　和彦

　岩崎　　晧

　広川　　信

1　毅彦，鈴木康太郎

●

【はじめに】精索静脈瘤は以前より男子不妊の原因として重要視されてきたが近年，これを疑問視する声も少なくな

い．しかし精索静脈瘤患者の精液にはROSが検出されるという報告もあり不妊に何らかの影響を及ぼしている可

能性も否定はできない．そこで今回同意の得られた精索静脈瘤患者より精液を採取し，ROSの検出率について調査

検討した．

【対象及び方法】上記5施設の泌尿器科男子不妊外来を受診し同意の得られた精索静脈瘤患者34名を対象とし，精

液量，精子濃度，運動率をCell　soft　3000またはC－MEN　Version1．02にて測定した．　ROS　Ievelは精液α5mlにlu－

minol　42μmol／m1を40μi添加しその化学発光をluminometerl251で測定した．

【結果】34名の平均年齢は336歳，不妊期間は平均32年であった．内訳はGradel　12名Grade212名Grade310

名であり，全体の精液量・精子濃度・運動率の平均はそれぞれ354m1，44．1　x106／ml，339％であった．　ROS陽性

の患者は全体で15名（441％）であった．これは何も原因がなく不妊症である患者でのROS検出率に比べ高い検

出率であった．ROSの検出率と精索静脈瘤のGradeには相関はなかった．　ROS　positiveの患者15名のうち妊娠に

いたったものは4名（267％）でnegativeで妊娠に至った症例は19例中7例（36．8％）であった．

唱

●

P－288 精索静脈瘤結紮術における手術成績の検討

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○馬場　克幸，山川　克典，西田　智保

　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，吉池　美紀，岩本　晃明

●

【目的】精索静脈瘤結紮術における手術成績を検討した．

【対象および方法】対象は当院および関連施設で男性不妊外来を受診し，精索静脈瘤と診断，手術施行後3ヶ月以上

経過観察し得た155症例で，左側のみが138例，両側例は17例であった．手術はhigh　ligationとlow　ligationが施

行された．術後の精液所見の改善を各grade別，両側例，術式別において検討した．術前の精液所見の評価は，2～

3回の平均値とし，術後は全経過の平均値（平均軌6ヶ月）として有意差検定を行った．

【結果】左側精索静脈瘤grade別の検討では，　grade　1（n＝32）／grade　2（n＝47）／grade　3（n＝59）の精子濃度

（×106／ml）は，術前には18．1±1＆5／192±3α0／245±449であったものが，術後には334±450／295±354／3＆1

±547といずれも有意に改善した．運動率（％）は，術前3甑0±1＆2／308±242／363±21．7が，術後には40．1±196／

41．1±2α8／463±2α7となり，grade　2，　grade　3において有意に改善を認めた．両側例は，精子濃度が術前246±377

であったものが429±444，運動率も術前316±21Bが53．1±196と著明に改善した．術式の検討では，　high　liga－

tion／low　ligationにおける術前後差（術後一術前）は精子濃度（x106／ml）9．9／155，運動率（％）77／112であり，

low　ligationの方が改善傾向が大きかった．

【考察】今回の検討では，精子濃度は全gradeにおいて術後有意に改善しており，軽症であるgrade　1であっても，

手術する意義はあると考えられた．乏精子症など男性不妊症に対する有効な薬物のない現在，精索静脈瘤の手術が

積極的に行われているが，その有効性を客観的に評価するためには，今後のRCTの結果を待ちたい．

●

●

●
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P－289 閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術の検討

」

千葉大学　医学部　泌尿器科

高橋ウィメンズクリニック

○今本　　敬，納谷　幸男，小島　聡子

　小宮　　顕，鈴木　啓悦，市川　智彦

　高橋　敬一，佐伯　和美，西内あかね

●

㎞

【目的】閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術について検討した．

【対象および方法】1981年から2005年までの24年間に，不妊を主訴として当科を受診した閉塞性無精子症患者の

うち，顕微鏡下精路再建術を施行した43例を対象とした．精管切断術後が29例，鼠径ヘルニア手術後が14例で

あった．初診時の平均年齢は36歳で，平均精路閉塞期間はそれぞれ8．1年および27年であった．すべてに顕微鏡

下一層縫合による精管精管吻合術，または精管精巣上体吻合術を施行し，治療後の精液所見の推移や挙児の有無を

検討した．

【結果】精管切断術後症例では28例に精子の出現を認め，術後1年以上経過を追えた16例中11例が妊娠に成功し

た．またこの中には，TESE－ICSIが成功せず，精管精管吻合術後に自然妊娠した1例も含まれていた．鼠径ヘルニ

ア手術後症例では両側とも吻合可能であったものは5例，一側のみ5例，他の4例は両側とも吻合できなかった．

一側のみ吻合した症例では初回手術後精子が出現せず，2例は再度精管精管吻合術を行い，1例は精管精巣上体吻合

術を行った．前者の1例では3回目の手術時左右の精管を交差して吻合することにより精子の出現をみた．後者も

術後精子の出現をみた．両側とも吻合可能であった症例では3例に精子が出現し，そのすべてが挙児を得た．この

3例の妊娠時における精液所見の平均値は，濃度が59±45x106／ml（平均±SE．），運動率が3±1％であり，運動

能がほとんどみられなくても妊孕性を保持していると考えられた．

【結論】精管切断術後における精管精管吻合術の成績は良好であった．鼠径ヘルニア手術後では両側とも吻合可能で

精子が出現した場合，自然妊娠による挙児を期待できたが，それ以外の症例では，再手術やARTの検討が必要と
考えられた．

P－290顕微鏡下一層縫合法精管精管再吻合術における再開通不成功例の検討から

● 　　　　　横浜市立みなと赤十字病院　泌尿器科　○岩崎　　晧

横浜市立大学　大学院医学研究科　泌尿器病態学　　湯村　　寧，菅野ひとみ，小川　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　和男，佐藤　和彦，窪田　吉信

●
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　精管結紮術後の精管精管再吻合術の場合においても二層縫合法は確実性において優れている．しかし，幾つかの

手術器具，材料の改良があり，一層縫合法によっても術後の成績は劣らないものと考えており，当院においては一

層縫合法による精管精管再吻合術が施行されている．今回，明らかに吻合に成功していないと考えられた症例にお

いて再手術をする機会が得られた．そこで，この症例についての検討を試み，併せて承諾の得られたその他の不成

功例につき回顧的に検討したので報告する．

【症例】46才の男性．32歳時に精管結紮術を施行し，再婚後に挙児および再開通術を希望して来院した．平成14

年8月に両側精管精管吻合術が一層縫合法により施行された．術後5日目に仕事の都合により退院した．術後1

ヵ月後の精液検査にて無精子症を呈し，6ヵ月経過後も無精子症であったために，原因を探るためと精管屈曲部の

閉塞を伴っていれば精巣上体精管吻合術を行う旨の了解を得て再手術が施行された．精管の吻合部に吻合糸が数本

あり，そこから数cm離れて精管の近位端が見出だされた．精管屈曲部は拡張を示したが，内腔には精子を認めな

かった．精子を認める体部の精巣上体管を露出し，近位側精管の管腔を有する部分と吻合し，その精管の遠位端と

健常な遠位側精管の再吻合を試みた．しかし，術後精液中に精子を得ることは無く，反対側の精巣精子を用いた顕

微授精を考えている．

【考察】精管精管再吻合術後の無精子症は，造精機能が低下している症例や精管屈曲部の閉塞を伴う症例に生ずると

されている．今回の症例は術後の物理的原因により生じたものと考えられたため，その他の不成功例に対し手術後

の処置および開通率について検討を試みた．その結果，術後の吻合部に対する安静度の基準が緩やかになっている

ことが考察された．

b
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P－291 不妊を契機に発見された両側停留精巣による無精子症の2例

筑波学園病院　泌尿器科　○塚本　　定，遠藤　文康，宮崎　　淳

　停留精巣が成人まで放置されていることはまれである．我々は不妊精査で発見された両側停留精巣の2例を経験

したので報告する．

【症例1】31歳男性．2年半の不妊主訴に受診．精液検査では無精子症．FSH＝26mlU／mlと高値。精巣は両側とも

鼠径部にあり，MRIで右は長径15mmで高度萎縮，左は長径45mmであり腫瘍の所見はなかった．精巣腫瘍の血

清マーカーは陰性．右精巣摘除術，左精巣生検，左精巣固定術を行った．組織像では左右ともmaturation　arrest

で一部に異型胚細胞を認めたがPLAP陰性のため腫瘍化には至っていないと判断された．

【症例2】30歳男性．3年の不妊主訴に受診．精液検査は無精子症でFSH＝136mIU／mlと高値．精巣は両側とも鼠

径部にあり，MRIでは左右とも長径35mm大で腫瘍の所見なく，血清腫瘍マーカーも陰性であった．夫婦の強い希

望でTESE＋精巣生検および両側精巣固定術を予定している．

　思春期以降に発見された停留精巣では片側であれば悪性腫瘍の発生母地となるため精巣摘除の適応となるが，両

側の場合は対応に苦慮することとなる．今回の2症例は，ともに両側摘除は希望せず，6ヶ月毎のMRI，腫瘍マー

カーでのfollow　upを条件に経過観察を行っている．

φ

●
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P－292 クロミフェン療法が著効した高度乏精子症の一例

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科　○山川　克典，馬場　克幸，西田　智保

　　　　　　　　　　　　　　　　松下　知彦，吉池　美紀，岩本　晃明

●

【緒言】我々は，高度乏精子症患者にクロミフェン療法を行い，精液所見が正常化後AIHにより妊娠に成功した一

例を経験した．その後クロミフェンを中止したところ精液パラメーターが低下したことから，本症例では明らかに

クロミフェンが効を奏したと思われたので，文献的考察を加え報告する．

【症例】27歳男性，不妊期間1年2ヶ月で不妊を主訴に当科受診．局所所見：精巣体積は右30ml，左28ml，左精索

静脈瘤第3度を認めた．精液所見は1回目は無精子，2回目は全視野4匹程度であった．内分泌学的検査：FSH　1．3

mlU／ml，　LH　30mIU／ml，　Testosterone　348ng／ml，　PRL　67ng／ml，　Estradiol　40pg／ml．染色体は46XYであった．

高度乏精子症であったことから非内分泌療法は無効と考え，クロミフェン療法を選択した．クロミフェン50mg／日

を25日間行い，5日間休薬のプロトコールで治療を開始した．2ヵ月後には精子濃度25x106／ml，運動率50％と正

常化，4ヵ月後には精子濃度68xlO6／ml，運動率66％と増加，6ヵ月後には精子濃度91　x　106／mlと著明に改善した．

7ヵ月後にはAIHによる妊娠が判明し，クロミフェンを中止した．中止した1ヶ月半後には，精子濃度09　x　106／ml，

運動率22％と再び低下した．

【考察】クロミフェン療法がどのような症例に有効なのかは不明である．文献上クロミフェン療法の効果については

精液所見の改善を認めないものの妊娠率の改善を見た報告，精液所見の改善を見たとの報告などがありその効果の

程は一定していない．しかしながら本症例は高度乏精子症からの著明な精液所見改善例でありクロミフェンが著効

したと結論して良いが，この症例の特徴が見いだせない．副作用はほとんどなく，自費ではあるが薬剤の費用が安

価であるので今後も患者の希望で行ってもよい療法と言える．

田

●

4
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P－293 男性不妊症に対する漢方薬OGherb製剤の効果

大阪医科大学　医学部　産婦人科　○森鴬　祥子，後山　尚久，細谷　俊光

　　　　　　　　　　　　　　　　森　久仁子，山下　能毅，植木　　實
b

，

【目的】2003年11月から2004年7月における当科の不妊症夫婦のうち，夫の直進精子濃度が20％未満の症例にお

いて，OGherb製剤（Oyster－Gynseng　peptide）の効果について検討した．

【方法】精子検査後，12週間「OGherb製剤」を20粒／日服用し，4週おきに全精子濃度，運動精子濃度，精子直進

率の変化を評価した．同時に血中Zn濃度，　E1，　E2，　LH濃度，　FSH濃度，テストステロン濃度の変化を評価した．

【結果】服用前，服用4週，12週の全精子濃度はそれぞれ309±266，596±577，7＆4±622（x106／ml）（P＜0．05）と

有意に増加した．運動精子濃度においても54±59，219±455，254±3α3（x106／ml）（P＜α05）と有意に増加した．

精子直進率においては11．5±＆8，239±249，215±1a8（x106／ml）（P＝0086）と上昇傾向がみられた．服用前，服

用4週，12週の血中Zn濃度，　El濃度，　E2濃度，　LH濃度，　FSH濃度，テストステロン濃度に変動は認められな

かった．治療は全例，濃縮人工授精を行い，5例が妊娠した．（妊娠率：41．4％）

【結論】1，精子無力症において，OGherb製剤は全例の全精子濃度，運動精子濃度を有意に増加させ，精子直進率も

上昇させた．2，0Gherb製剤の投与により血中ホルモン濃度は変化しなかった．3，以上より，男性因子を含め不妊

症の治療においてOGherb製剤の臨床的意義は大きいと思われた．

b

，

P－294 精巣腫瘍に対する化学療法後の無精子症患者における

　　testicular　sperm　extraction（TESE）の経験

昭和大学　藤が丘病院　泌尿器科　○坂本　英雄，太田　道哉，井上　克己

　　昭和大学　医学部　泌尿器科　　斉藤　克幸，七条　武士，小川　良雄

　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　英機

，

■

　化学療法後に無精子症の出現が予測される場合，精子凍結保存が行われるようになったが，様々な事情により精

子凍結保存ができない症例も少なくない．しかし，化学療法後の無精子症患者においてもTESEにより精子の得ら

れる可能性が報告されている．今回，化学療法後の無精子症患者にTESEを行い，精子採取が出来た2症例を経験

したので報告する．症例1，32歳男性．他院で平成9年4月左精巣腫瘍，両側肺および後腹膜リンパ節転移と診断．

導入化学療法（3コース）および超大量化学療法（1コース）後，後腹膜リンパ節郭清（9月），両側肺転移切除

（12月）施行．平成10年1月より補助的化学療法（3コース）施行された．また，平成15年9月の右陰嚢水腫手術

時の精巣生検でJohnsen’sscore　9であった．平成15年2月結婚，11月に婦人科受診，逆行性射精の疑いで当院受

診．触診で精巣は鶏卵大，精巣上体腫脹を有し，精液検査はaspermiaで，精液検査後尿検査で精子を認めず．血清

FSHは557から7α2mIU／ml，　LHは170から259mIU／mlであった．腫瘍の再発はなく，平成16年3月TESE

を施行．組織学的にJohnseピsscore　8で，精子が採取できた．現在，　ICSIを計画中である．症例2，33歳男性．当

院で平成12年7月右精巣腫瘍，後腹膜リンパ節転移と診断し，導入化学療法（4コース）施行．化学療法前の左精

巣生検でJohnsen’sscore　10であった．化学療法後より平成16年6月の間の精液検査は無精子症で，血清FSH

は253から29．7mIU／ml，　LHは＆0から1α5mIU／mlであった．腫瘍の再発はなく，平成16年7月にTESE施行

（左精巣容積25ml）．組織学的にJohnsen’sscore　2であったが，精子の採取が出来た．平成17年1月ICSI施行し，

4月に妊娠が確認され，現在，経過観察中である．
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P－295 クラインフェルター症候群に対する顕微鏡下精巣内精子採取術の

　　　　　　　　　　　　　　　臨床的検討

倉敷中央病院　泌尿器科

　　　京都桂病院　泌尿器科

京都大学附属病院　泌尿器科

○公平　直樹，国枝　太史，宇都宮紀明

　上田　修史，青山　輝義，井上　幸治

　寺井　章人

　市岡健太郎

　西山　博之
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【目的】近年クラインフェルター症候群の患者であっても精巣内に精子の存在が確認できればそれを採取し卵細胞

内精子注入法によって妊娠・出産が期待できることが広く知られている．そのため精子採取率を向上することを目

的とし顕微鏡下精巣内精子採取術（microdissection　TESE；MD－TESE）の技術が多くの施設で導入されるように

なった．われわれもこの技術を導入し無精子症を主訴に受診され，クラインフェルター症候群と診断された患者に

対して上記手術をすすめている．

【対象と方法】クラインフェルター症候群と診断されMD－TESEを施行した症例の15例を対象とした．手術は陰嚢

皮膚を小切開し精巣を脱転し白膜を広く切開．そのあとで手術様顕微鏡下に精細管を採取．同手術室内で精子の有

無を確認．もし片側で検出できない場合は対側も同様に精細管を採取して検査した．術後も精細管を細断し，精子

の有無を再度検査するようにしている．

【結果】精子が回収できたのは33％であった．これは他施設での報告と同等と思われる．精子が回収できた群とで

きなかった群では，LH，　FSH，年齢，精巣体積などに有意差はみとめられなかった．これらのなかに，はじめの不

妊治療では射出精子で精子が採取され，その後は射出精子では全く検出されず，2回目の不妊治療をMD－TESE

で施行した症例という症例もあった．MD－TESEの成績を示すとともに，この特異は症例についても報告する．

●

∠

P－296　クラインフェルター症候群患者の精子回収率ならびに妊娠・出産成績

医療法人社団レディースクリニック京野

京野リプロダクションリサーチセンター　○西中千佳子，京野　廣一・，中條友紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷　志麻，佐々木幸子

●

【目的】クラインフェルター症候群の精巣精子の回収率，顕微授精（ICSI）後の妊娠・出産，児について検討したの

で報告する．

【方法】1997年から2004年の間に無精子症のため精巣生検した192名の内，クラインフェルター症候群は17名で

あり，非モザイク型16名，モザイク型1名であった．

【成績】無精子症患者192名のうち114名，594％で精子を回収できた．非モザイク型クラインフェルター症候群

16名の内5名313％で精子が回収できた．非モザイク型5名の患者8周期に精巣精子を，モザイク型1名の患者

1周期に射出精子を用いて顕微授精（ICSI）を実施した．患者Aは新鮮精子で3542gの健康女児を，その後，凍結

融解精子で双胎妊娠し2664gの健康男児と2602gの健康女児を出産した．患者Bは新鮮精子で3290gの健康女児，

その後凍結融解精子で妊娠し，継続中である．患者Cは新鮮精子で2478gの健康女児を出産した．患者Dは新鮮精

子でICSIするも妊娠せず，次回凍結融解精子で治療を希望している．患者Eは新鮮精子でICSIするも妊娠せず，

非配偶者精子による人工授精を希望している．非モザイク型の患者Fは射出精子によるICSIにて妊娠3194gの健

康女児を出産した．

【結論】非モザイク型のクラインフェルター症候群患者でも精子が回収できれば妊娠・出産可能であり，症例数は少

ないが，すべて健康な児であった．精子回収法については顕微鏡下に太く白っぽい精細管を採取することにより精

子回収率を増すことも報告されており検討中である．

■

●

4
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P－297 精子受精能評価法としてのスイムアップ検査

b

荻窪病院　産婦人科　生殖医療センター　○北村　誠司，伊藤久美子，恵中　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡江里奈，鈴木　雅美，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　到，高橋　典子，杉山　　武

●

●

【目的】スイムアップ（SW）法を当院では精子受精能の評価方法として，主に洗浄人工授精（w－AIH）を受ける乏

精子無力症例に対する顕微受精の適応判断とIVFにおけるconventional　IVF（conv－IVF）かICSIの方針決定に用

いている．その有用性を検討する．

【方法，対象】（1）2002年から2003年の2年間にw－AIHを受けた総運動精子数≦10　x　106の138周期50症例が対

象．妊娠率とその後の生殖医療での治療結果，SW値を検討した．（2）2000年1月から2004年12月までの5年間に

IVF前にSW検査を受けた269症例のうちc皿ventional　IVFを受けた153症例が対象．　SW値≧40　x　101／mlとく

40x104／mlの2群に分けて受精卵獲得の有無を調べた．

【結果】（1）妊娠率14％（2／138）．その後のICSIで24例中23例が妊娠，　conv－IVFで3例中2例が妊娠，　SW値は

125－30x104／ml．　w－AIHで2例，自然妊娠が3例認められた．（2）SW値≧40　x　104／ml群137例では受精卵0の症

例は2例認められたが，いずれも自然周期採卵の高齢者症例であった．SW値く40x104／ml群26症例では，5症例

（SW値3，19，23，30，32　x　104／ml）で受精卵が得られなかった（受精卵数／採卵数：0／12，0／8，0／1，0／5，0／11）．

【考察】（1）総運動精子数≦10x106症例に対するw－AIHの低い妊娠率と以後のICSIでの高い症例あたり妊娠率か

ら，精子濃度≦10xlO6／mlの乏精子症例に対してSW検査は有用と考えられた．（2）SW値40×104／mlがconvIVF

かICSIの判断の有用な境界値と考えられた．

【結論】乏精子症例にはSW検査を積極的に実施することが望ましく，SW検査はICSIの決定に有用と考えられた．

P－298 凍結ハムスター卵子を用いたハムスターテストの検討

● 医療法人三秀会　中央クリニック　○影山　修平，高橋　和政，鈴木　香織

　　　　　　　　　　　　　　　　林　　明美，田口　　敦，小川　修一

　　　　　　　　　　　　　　　　本山　光博

D

●

【目的】ハムスターテスト（sperm　penetration　assay：SPA）は精子の受精能を評価する手段として有用とされてい

る．しかし新鮮なハムスター卵子を用いる手法は，ハムスター卵子の安定供給の問題点と手技の煩雑さという問題

点を持つ．そこでSPAをより簡便に行うことを目的に凍結未受精ハムスター卵子を使用し，得られた結果が精子受

精能の評価にどの程度寄与するのかを検討した．

【材料および方法】ハムスター卵子は市販の凍結未受精のものを使用した．媒精用培地は当施設で体外受精（IVF）

に使用しているMedicult社のUniversal　IVF　Mediumを使用し，精子はIVF時と同様にSwim　Up処理した精子を

用いた．なお，Caイオノフォアによる精子の処理は行わず，媒精条件は従来法に準じた．媒精後の卵子は固定，乾

燥後，Diff　Quick染色液で染色し，単精子侵入（mono　sperm　penetration：MSP）および多精子侵入（poly　sperm

penetration：PSP）を観察し，精子侵入率を算出した．

【結果】過去5年間に当施設で実施したSPA　235例の内，　IVFを実施した53例において，　SPA時の精子侵入

（MSP＋PSP）率とIVF時の受精率に有意な相関は認められなかった．しかしPSP率で検討したところ，　PSP率が

30％以上を示す14例においてはIVF時の受精率が平均744％（55β一100％，　SD＝137）と良好であった．一方，

PSP率が30％以下では実際のIVF時の受精率が平均3＆1％（0－100％，　SD＝345）との相関関係は認めらなかった

が，IVF時の受精率が50％以下の症例が13／39例（33、3％）存在した．

【考察】凍結未受精ハムスター卵子を用いたSPAにより示された精子侵入（MSP＋PSP）率とIVFの受精率に有意

な相関は得られなかった．しかしPSP率がIVFの際の受精率の予測する因子となりうる可能性があることが示唆
された．
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P－299 ウシ卵を用いたヒト不妊症例精子中心体機能測定

東北大学　医学部　産婦人科　○吉本　知子，寺田　幸弘，中村　聡一

　　　　　　　　　　　　　　藤井調，森藤ゆき，村上節
　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博 4

　精子中心体は，精子頚部に存在し，受精の際微小管形成中心として機能し，第一分裂にむけたICSI後の受精過程

（post　ICSI　events　in　fertilization：PIEIF）のダイナミックな動きを司る．ヒトARTで受精が成立しなかった卵子の

解析ではPIEIFの種・々の過程での停止が認められ，受精障害の原因としての精子中心体機能不全の存在が想定さ

れている．また，微小管形成中心として精子中心体が細胞内で機能するためには，g－tubulin，　centrin，　pericentrin，

sp斑olinなどの中心体タンパクの機能発現が必要であると考えられている．我々は哺乳動物卵子細胞質を用いたヒ

ト精子中心体機能評価システムを構築している．すなわち，ウサギ卵子，ウシ卵子内にヒト精子の顕微注入後一定

時間ののち固定，免疫蛍光染色にて精子中心体より形成される精子星状体を確認することにより，中心体機能を評

価するシステムである．これまでの報告では妊孕性の確認されている正常精子のウシ卵子内での星状体形成率は約

60％，奇形精子症であるGlobozoospermia，　DFS精子はともに低い星状体形成率が報告されている．

　当院にてARTの適応と診断された不妊症例の精子中心体機能をウシ卵子を用い測定し，精子中心体機能と臨床

ART結果とを比較検討した結果を報告する．さらに，機能的中心体タンパクの発現もあわせて報告する．なお，全

ての実験は本大学倫理委員会の承認と患者同意書取得ののちに試行した．

唱

●

P－300 単層密度勾配遠心法による精子調整法の検討

蒲郡市民病院　産婦人科　○佐藤　英子，保條　説彦

愛知医科大学　産婦人科　　浅井　光興，森　　稔高，若槻　明彦

■

【目的】AIHを施行するときには精子調整液による良好精子分離法が行われており，われわれの施設でも単層密度

勾配遠心法による精子調整を行っている．以前使用していたPercollに代わり，現在はsHaneでコートされたsilica

（PureCeptionやISolate）を使用している．今回は，精子調整液の種類の違いも含めて運動精子回収率に影響を及ぼ

す因子について検討した．

【方法】対象は1994年1月から2004年12月までの11年間にAIHを開始した症例で，単層密度勾配法による精子

調整を行った251例，1194周期とした．各周期の内訳はPercollを使用したP群801周期，　PureCeptionやIsolate

を使用した1群393周期であり，原精液所見と精子調整後の所見などを比較した．単層密度勾配法は，おのおの80％

に調整した精子調整液6mlの上に液化した精液を全量重層し，その界面を撹絆した後400xgで30分間遠心する

方法で行った．この沈査α2mlを回収し，α3～08mlの培養液に懸濁したのちAIHに供した．

【結果】対周期あたり妊娠率は7B％（93／1194），対症例あたりの妊娠率は371％（93／251）であり，妊娠症例93

症例の総AIH周期数は362周期であった．　P群と1群の対周期あたりの妊娠率は，それぞれ75％（60／801），＆4％

（33／393）であり有意差は認めなかった．運動精子回収率はP群154±144％，1群170±149％と1群で良好な傾向

（p＝0．085）であったが，精液採取から精子調整までの時間や精子運動率では差を認めなかった．また，精液量が少

ないほど有意に高い運動精子回収率であり，このことは妊娠症例でも同様であった．

【結論】単層密度勾配法による運動精子回収率は，原精液量が少ないほど良好であり，精液量が多い症例でより多く

の運動精子を回収するためには，少量ずつ分けて行うとよいことが示された．

信

●
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P－301 新しい精子調製法であるSperm　Sorterについて

名古屋大学

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科

　　　　　　名古屋大学　医学部附属病院　検査部

大学院医学系研究科　細胞情報医学細胞生物物理学

○柴田大二郎，黒土　升蔵，岸上

　後藤　真紀，下村　裕司，原田

　岩瀬　　明，安藤　寿夫，吉川
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【目的】体外受精，顕微授精において，よい受精卵を多く得るためには，より運動性の良好な精子を分離する必要が

ある．一般的なスイムアップ法や密度勾配遠心法といった精子調整法では複数回の遠心分離や，数種類の培養液や
試薬が必要となる．症例によってはこれらの方法では分離過程の操作がストレスとなり精子がダメージを受け，分
離が不十分となり，受精率も低下することもある．今回我々はマイクロフルイディクス原理を用いた新しい分離シ
ステムであるSperm　Sorter（Takayama　S　Anal．　Chem．2003）を用い，先の分離過程を省略して運動性の良好な精
子を分離した．

【方法】Sperm　Sorterはシリコン樹脂（polydimethylsiloxane：PDMS）にて製作された3x2cmの小さな装置であり，

入口が2ケ所，出口が2ケ所あり，その間に高さ50μm，幅500μm，長さ5mmのマイクロチャンネルがある．マイ
クロチャンネル内には2本の層流が発生し，一方の入口に精液，もう一方の入口に培養液を入れると，運動精子の
みが層流の境界を横切り培養液側の出口に移動集積する．
【成績】分離には約10分を要した．1回洗浄した運動率40．98±2α86％のヒト精子をSperm　Sorterに注入したとこ
ろ，分離された精子の運動率は8仕98±＆17％で，運動率が上昇した（n＝22）．しかしながら，PDMSでは人体への
安全性が確立されておらず，実際の体外受精には使用できないと考えた．そこで当施設倫理委員会にて承認を得た
人工石英ガラスでSperm　Sorterを製作し，同様に分離操作を行った．分離された精子の運動率は8753±5．01％で，

PDMSのものと同様の結果であった．
【結論】以上よりSperm　Sorterはストレスをかけることなく，短時間で運動良好な精子を得る方法の一つであるこ

とが確認できた．また，材質を安全性の確立されたガラスに変えても同様の効果が得られたことより，今後は体外
受精の際の精子調整法として使用可能なことが確認できた．

P－302 精子調製法の違いによるART成績の比較検討

西村ウィメンズクリニック ○松井　有紀r藤田

　西村　　満

智久，鳥居　正子

【目的】一般にARTにおける精子調製法にはSwim　up法やPercoll法が用いられている．我々はSwim　up法のみ，

あるいはIsolateによる撹絆密度勾配法とSwim　up法を組み合わせた方法で精子調製を行っている．そこで精子調

製法の違いによりART成績に差違が生じるか否かを検討した．

【方法】2004年1月から2005年5月までに胚盤胞培養を施行した321周期を対象とした，c－IVF145周期のうち73

周期にSwim　up法のみ（A群），72周期に撹絆密度勾配法一Swim　up法（B群）で精子調製を行った．　ICSIでは167

周期のうち92周期にSwim　up法のみ（C群），75周期に撹絆密度勾配法一Swim　up法（D群）を行い，それぞれの

受精率，胚盤胞到達率，妊娠率を算出し比較検討した．

【結果】受精率はA群B群それぞれ801％（362／452），81．5％（418／513），C群D群はそれぞれ80．9％（478／591），

81．9％（345／421）でともに有意差を認めなかった．胚盤胞到達率はA群279％（62／222），B群442％（176／398）

であり，B群で有意に高かった［p＝α007］．しかしICSIではC群308％（88／286），D群329％（101／307）と有

意差を認めなかった［p＝α689］．妊娠率はA群23．3％（17／73），B群33．3％（24／72）とB群で高い傾向は認めた

ものの有意な差ではなかった［p＝0315］．ICSIではC群3α4％（28／92），D群307％（23／75）と有意差を認めな

かった［p＝0981］．

【考察】撹拝密度勾配法一Swim　up法はc－IVFでの胚盤胞到達率においてSwim　up法のみより有意に高いことよ

り，より成熟度の高い運動良好精子が回収されていることが示唆された．
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P－303 逆行性射精による男性不妊に対する治療経験

東邦大学　医学部　泌尿器科　○片岡　和義，工藤　貴正，吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　永尾　光一，三浦　一陽

　男性不妊の原因の中には射精障害が数％含まれその中の一・つとして逆行性射精がある．逆行性射精とは膀胱頚部

にある内尿道括約筋の閉鎖不全により精液が外尿道口から射出されない無精液症，または乏精液症である．体外受

精の施行されていなかった当初はHochikiss法による精液の回収が試みられていたが回収精子の運動率が悪く

AIHによる妊娠は困難であった．

　そこで我々は精子培養や濃縮洗浄精子作成に使用されるα3％HSA・TMPA　mediumを膀胱内に注入し精子を

回収することで運動率のよい精子が回収できAIHによる妊娠出産に成功した．また最近では市販されている

HTF精子培養液を用いて精子を回収している．

　今回，我々は回収精子を用いAIHにて治療した症例について検討，考察を行った．なお，　AIHが困難であった症

例に対してはICSIを施行している．

P－304 射精障害による男性不妊症例の臨床的検討

健保連大阪中央病院　泌尿器科　○山中　幹基，山本

　　　　　　　　　　　　　　　福本由美子，竹山

　　健保連大阪中央病院　婦人科

健保連大阪中央病院　中央検査部

　　　　箕面市立病院　泌尿器科

　　大阪大学　医学部　泌尿器科

井
野
賀
村

坂

内
古
辻

　　　　　　圭介，野間　雅倫

　　　　　　政美

昌弘，前田　隆義

義彦，小林　由美

　実

　晃，奥山　明彦

【緒言】男性不妊症の原因として造精機能障害が多くを占めるが，性機能障害も重要な要因である．性機能障害は大

きく勃起障害と射精障害に分けられるが，前者がPDE5　inhibitorの登場により，その治療法が画期的に進歩したの
に対し，後者は依然として治療に難渋しているのが現状である．そこで当科において射精障害が原因となる男性不

妊症例の臨床的検討を行った．
【対象】1999年4月から2005年3月までに当科を受診した男性不妊症患者のうち，射精障害が原因となっていたの
は19名であった（26～40歳平均344±42歳）．それらを主因となる射精障害として，1）逆行性射精，2）emis－
sion　less（anejaculation），3）膣内射精困難により分類し，各項目において検討を行った．

【結果】上記により，1）9名，2）5名，3）5名に分けられた．1），2）の症例の多くは神経障害をきたす糖尿病，
脊髄損傷などを有していた．1）の内，5名で三環系抗うつ薬であるアモキサピンにより射出精液が増加し2名で自
然妊娠に至ったが，他の3名と上記薬剤無効の4名で膀胱内精子回収とARTを行った．2）の内，1名で中枢性の
低ゴナドトロピン血症がみられ，HCG－HMG療法にて改善し自然妊娠に至った．アモキサピンが有効であったのは
2名で，1名が自然妊娠，もう1名は膀胱内への射出精子が出現しAIHを行い，残りの内1名でTESE－ICSIを行い
妊娠に至った．3）の症例では器質的障害はなく，患者自身の心因的要素，夫婦間の杜会的問題などに起因すること
が多く，行動療法，カウンセリングが治療の主体となっている．その内，1名でAIHにより妊娠に至った．
【考察】挙児の希望に対してはARTの併用でかなえられる症例もあるが，正常な射精と自然妊娠が期待されるのは
論を待たない．射精障害の病因はいまだ充分に解明されておらず明確な治療法が確立されていないが，アモキサピ
ンの有効性が示された．

4
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P－305 電気射精法の臨床的検討

関西医科大学　泌尿器科　〇六車　光英，日浦　義仁，松田　公志

●

●

【はじめに1射精不能症の治療法には薬物療法，人工射精法がある．人工射精法にはネオスチグミンくも膜下注入法，

電気射精法，バイブレーター法があるが，当科では電気射精法を行っているので，その治療成績を紹介する．

【対象と方法】対象は当科で射精不能症により電気射精法を行った4例で，年齢は33～43才である．射精不能症の

原因は脊髄損傷2例，糖尿病1例，勃起不全1例で，勃起不全の1例はシルデナフィル発売以前の症例である．電

気射精法は脊髄損傷の2例は無麻酔で，他は腰椎麻酔下にSeager　Model　14　Electroejaculatorを用いて行った．

【結果】4例に計7回の電気射精法を行い，6回は順行性に，1回は逆行性に精液を採取できた．順行性に採取され

た精液の精子濃度は5500～9800万／mlで，運動率は1％未満～7％であった．採取された精子は他院で凍結保存さ

れた後，卵細胞質内精子注入法が行われ，4例中3例で妊娠が成立した．副作用は脊髄損傷の1例で1回に高血圧

を認めた．

【結論】電気射精法は射精不能症の治療として有用であり，射精不能症では精巣上体や精巣から精子を回収する前に

電気射精法を含む人工射精法を試みるべきであると考える．

●

P－306　　11EF（国際勃起機能スコア）を用いた男性不妊症患者の性機能評価

● 富山医科薬科大学　医学部　泌尿器科　○明石　拓也，渡部　明彦，水野　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹

，

●

【目的】今回我々は男性不妊を主訴とする外来患者における患者背景，性機能をIIEF（国際勃起機能スコア）を利

用することにより評価を試みた．

【方法】2002年5月から2004年12月までの間に当科不妊外来を受診した患者のうち，インフォーム・コンセント

得た後にIIEFを用いた性機能の評価並びに内分泌学的検査として血中LH，　FSH，総テストステロン，遊離テスト

ステロンおよびプロラクチン値の測定を施行しえた97例．勃起機能（Erectile　Function：EF），性交満足度（lnter－

course　Satisfaction：IS），全般的満足度（OveraU　Satisfaction：OS），オルガズム機能（Orgasmic　Function：OF），

性的欲求（Sexual　desire：SD）の各ドメイン合計点数，及び全ドメイン合計点数と患者年齢，配偶者年齢，各ホル

モン値，不妊期間，精索静脈瘤の有無，精巣容積，および当科受診前のART施行歴，精液検査施行歴の有無との

関連につき検討した．

【結果】各ドメインの合計および全ドメインの合計の平均に関しては白井ら（IMPOTENCE，14（1）1－28，1999）の

報告した日本人健常者のIIEF平均値と比べいずれの項目も有意差を認めなかった．患者背景に関するパラメー

ターに関しては患者年齢，不妊期間，受診前のART施行歴などが一部のドメインと有意な相関を見た．男性不妊

の患者では必ずしもHEFの低下は認めないが患者の背景因子の程度によってはあるドメイン合計点との間に相関

を認めることが示された．これら背景因子を持つ患者には一部の性機能低下の存在も考慮し，それに応じた対応も

求められると考えられた．
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P－307 勃起障害（ED）による男性不妊症症例の検討

昭和大学　横浜市北部病院　泌尿器科　○佐々木春明，島田　　誠

　　昭和大学　藤が丘病院　泌尿器科　　坂本　英雄

　　　　昭和大学　医学部　泌尿器科　　吉田　英機 ●

【目的】近年，男性不妊症に対する治療法が急速な進歩をとげているが，男性不妊症の原因として勃起障害（ED：

erectUe　dysfunction）も重要であると思われる．

【方法】2001年4月から当院と関連施設を受診した勃起障害（ED）患者363例のうちEDを合併した27例を対象と

した．遊離テストステロン値およびクエン酸シルデナフィルの有効性について検討した．

【成績】EDを合併した男性不妊症は27例（74％）であった．膣内への挿入が可能でも射精できない症例，いわゆ

る膣内射精障害は7例であり，結婚後全く膣内挿入ができない，いわゆる未完成婚が9例であった．それ以外にED

が原因の症例は11例であった．膣内射精障害症例の年齢は20～42歳（平均3＆0）であり，未完成婚症例は23～53

歳（平均366），その他ED症例は35～47歳（平均412）であった．

遊離テストステロンは，膣内射精障害症例で＆7－19Jpg／ml，未完成婚症例で59－162pg／ml，その他ED症例はa2～

193pg／mlであった．クエン酸シルデナフィルの有効性は，膣内射精障害症例の7例中5例が有効であったが，未

完成婚症例では9例中3例が有効であったが，継続使用している1例も勃起は有効であるが膣内挿入が困難であ

る．また，1例にホルモン補充療法が有効であった．その他ED症例では11例中6例が有効，1例が無効であった．

【結論】EDが原因と思われる男性不妊症は27例（74％）であった．膣内射精障害症例ではクエン酸シルデナフィ

ルが有効であったが，未完成婚症例ではクエン酸シルデナフィルにより勃起が発現しても膣内挿入が可能になるま

では心理療法を含めた治療が必要であると思われる．

●

●

P－308 男性不妊症患者における男性更年期障害症状の調査

京都桂病院　泌尿器科　○市岡健太郎

　　　　　　　倉敷中央病院　泌尿器科

京都大学大学院　医学研究科　泌尿器科

　　　　　　　札幌医科大学　泌尿器科

寺井　章人

西山　博之，大久保和俊，小川　　修

伊藤　直樹

●

【目的】分泌学的異常により男性不妊症や勃起不全（ED），男性更年期障害などが発症しうることより，男性不妊症

と男性更年期障害は内分泌系を介してお互いに関連がある可能性がある．米国においては男性不妊症患者における

男性更年期障害の症状発現率が高いという報告がされている．そこで，我々は「本邦における男性不妊症患者でも

男性更年期症状を呈する頻度が高い」という仮説を立て，検証した．

【対象と方法】京都大学附属病院・足立病院・倉敷中央病院の男子不妊外来を受診された患者235人を対象に，男性

更年期障害症状に関するアンケート調査を行った．正常コントロールとしては，以前に倉敷中央病院健康診断セン

ター（人間ドック）受診者2211人を対象に行った男性更年期障害調査の結果のうち，患者群の平均年齢に合わせた

30歳台301人のデータを利用した．アンケートにはHeinemann’sAMS　rating　scale日本語版を使用した．

【結果】不妊患者群のHeinemann’sAMS　rating　scaleの平均合計点数は2田点であり，正常コントロール群の2＆0

点に比べて有意に低値であった．不妊患者群のPsychological　subscale，　Somatic　subscale，　Sexual　subscaleはそれ

ぞれ，7．1点，110点，74点であり，正常コントロール群の79点，129点，7．1点と比較していずれも有意に低値

であった．不妊患者のうちEDを39人（1a6％）に認めたが，　ED患者をのぞいた不妊患者群196人で検討しても

同様の結果であった．

【結語】本邦の男性不妊症患者における男性更年期障害の症状発現率は同年代の一一般男性に比べて低かった．子供が

なく夫婦二人の生活で，挙児を得ようと努力する環境などが男性更年期症状に影響していると推察された．

●

●

●
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P－309 松果体におけるLH／CGリセプターの発現

聖マリアンナ医科大学　産婦人科　○保坂　　猛，伊藤　正則，三室　卓久

　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

●

●

●

【目的】成熟雌ラット松果体の器官培養系を用いて，メラトニン（Mel）合成と放出に対するLHの影響を調べてき

た．その結果として，比較的低濃度のLHはMel合成における律速酵素であるN一アセチルトランスフェラーゼ活性

（AA－NAT）とMelの放出量を上昇させることを明らかにした．以上の結果は，　LHが松果体のMel合成細胞（pin－

ealocyte）に直接作用する可能性を示唆する．これを検証するために，松果体におけるLH／CGリセプターの存在を

検討した．

【方法】Wistar－Imamichi系成熟（8週齢）雌ラットから，松果体を摘出し，　RT－PCR，　Western　blotting及び免疫

組織化学を行った．RT－PCRとWestern　blottingではpositive　controlとして卵巣を用いた．　Western　blottingと免

疫組織化学では，LH／CGリセプターのアミノ酸残基187－206（細胞外領域の一部）を抗原とする抗体を用いた．

【結果】RT－PCRの結果，卵巣と同様に，松果体でLH／CG　mRNAが発現していた．　Western　blottingの結果，松果

体で約80kDaのバンドが検出された．同様のバンドは卵巣でも検出され，この分子量は既に報告されているLH／

CGリセプターと一致した．免疫組織化学では，主にpinealocyteの細胞質で免疫陽性反応が検出された．さらに，

LH／CGリセプターレベルの性周期での変化を調べたところ，他のステー一ジと比較してmetestrusで有意に減少し

ていた．

【結論】pinealocyteにLH／CGリセプターが発現していることを明らかにした．このリセプターを介して，　LHは松

果体でのAA－NAT活性とMel放出に対して影響を及ぼすと主張される．また，　LH／CGリセプターの松果体での発

現量は性周期で変化している可能性が高い．

●

P－310 　　　　　卵巣機能障害とストレス反応機構異常：

新しい検査法としての唾液コルチゾール日内変動の重要性

ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄

，

●

【目的】ストレスは多疾患の原因となるが，不妊症でも卵巣機能障害を起こし，重要な病因となる．そこで卵巣機能

障害とストレス反応機構異常の関連を検討した．

【方法】基礎体温異常を認める卵巣機能障害105例を，説明と同意のうえに対象とした．卵巣機能障害の原因により

7群（PCOS：33例，習慣流産を伴うPCOS：4例，低体重：5例，高FSH：21例，高PRL：7例，子宮内膜症：7

例，原因不明：28例）に分け，正常対照群6例と合わせて比較した．月経周期第3～7日に，唾液コルチゾールの

日内変動（朝，昼，夕，夜）とdexamethasone抑制試験（DST）を調べ，　hypothalamo－pituitary－adrenocortical

（HPA）axisの状態を比較した．またsympathoadrenal　system（SAS）に関しては，血中カテコールアミンの3

分画を測定し各群で比較した．

【成績】唾液コルチゾール日内変動の異常率は，卵巣機能障害例：56％，正常対照群0％と，卵巣機能障害例で有意

に高かった．原因別では，習慣流産を伴うPCOS：100％，低体重：80％，高PRL　l　71％，　PCOS：58％，原因不明：

57％の順に高く，子宮内膜症：43％，高FSH：38％では低かった．　DSTの抑制率は，正常』対照群の8＆7＋／－15％

に比し，習慣流産を伴うPCOSで673＋／－101％，低体重で77．0＋／－46％と，有意に低かった．血中カテコールア

ミン異常高値例は，正常対照群の0％に比し，習慣流産を伴うPCOSで75％，　PCOSで39％，高PRLで29％と多
かった．

【結論】卵巣機能障害例ではHPA　axisの異常が約半数に認められ，その検出には唾液コルチゾール日内変動が鋭敏

であった．特に習慣流産を伴うPCOSと低体重例で顕著であった．　SASの克進は，　PCOS，特に習慣流産を伴う

PCOSで著しかった．本研究の検査法は，卵巣機能障害や習慣流産におけるストレス反応機構異常の診断と，それ

に対するストレス対策や抗精神薬療法の有効性判定に有用な新しい検査法になると期待される．
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P－311 排卵誘発に苦慮した頭蓋咽頭腫術後の汎下垂体機能低下症の1例

名古屋大学　大学院医学系研究科　産婦人科学　○後藤　真紀，岸上　靖幸，下村　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田大二郎，原田　統子，岩瀬　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　寿夫，吉川　史隆 ⊂

【緒言】汎下垂体機能低下症患者に対して排卵誘発剤などの使用により，妊娠・分娩に至った症例はこれまでにも報

告されている．しかし排卵誘発が困難な症例も多く，第2子の妊娠・分娩報告例は少ない．今回我々は頭蓋咽頭腫

術後に発症した汎下垂体機能低下症に対し，2種類のHMG製剤および副腎皮質ステロイドの増量を行い2回目の

妊娠・分娩に至った症例を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

【症例】39才，1経妊1経産．2002年に米国にて頭蓋咽頭腫で腫瘍切除術を施行後，副腎機能不全，甲状腺機能低

下症，尿崩症を呈し，ヒドロコルチゾン，レボチロシンナトリウム，酢酸デスモプレシン，低用量ピルによるホル

モン補充療法を受けていた．米国にてHMG製剤（パーゴナル）による排卵誘発を行い妊娠し，既に第1子を得て

いる．帰国後，2004年に挙児希望にて当院受診された．初診時内分泌学的検査所見はFSH：α51U／L，　LH：α51U／L，

エストラジオール：99pg／mlであった．ヒドロコルチゾンは体格を考慮して内科医によって減量され，米国で使用

したものと同等のHMG製剤（HMGテイゾー）による排卵誘発を施行したが卵胞発育は認めず，製剤の増量を行う

も反応は認められなかった．ヒドロコルチゾンを増量し，2種類のHMG製剤（HMG日研／HMGテイゾー）に変更

したところで卵胞発育を認めたため，AIHを施行し妊娠成立した．妊娠経過は順調であったが妊娠38週で自然破

水し，横位にて緊急帝王切開術施行し健児を得た．

【考察】2種類のHMG製剤の投与によってFSH／LH比が変化したことが排卵誘発に影響した可能性や，　HMGテイ

ゾーに対する抗体産生や卵巣等に対する自己抗体の産生などが，今回の症例において当初の排卵誘発に反応しな

かった原因である可能性も示唆された．

4

P－312 子宮腺筋症を合併したモザイク型ターナー症候群の1症例

　　国立成育医療センター　婦人科　○河内谷　敏，藤井絵里子

国立成育医療センター　不妊診療科　　堀川　　隆，伊藤めぐむ，黄木　詩麗

　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　浩次，齊藤　英和

【緒言】モザイク型ターナー症候群の妊娠例，出産例は現在までに約60例の報告がある．しかしモザイク型ターナー

症候群と子宮内膜症との合併例の報告は世界で6例程度しか報告がなく，いずれもホルモン補充療法中の症例であ

る．習慣性流産症例のスクリーニング検査にてモザイク型ターナー症候群と判明した子宮腺筋症合併症例を経験し

たので報告する．

【症例】40歳，2経妊0経産．初経12歳．月経周期は30日型で順．過多月経および月経困難症を以前より認め，約

15年前に子宮内膜症と診断されGnRHa等の治療を受けていた．結婚後受診した前医で2年前に子宮腺筋症と診断

されていた．2004年11月月経困難症および挙児希望を主訴に来院．初診時診察で著明な子宮の増大を認めた．経

膣超音波検査で子宮は145x99mmに腫大し，子宮壁の肥厚所見が著明であった．引き続き実施したMRI検査で子

宮腺筋症と診断された．初診時のCA125は2561U／ml，　Hb＆7g／dl．　GnRHaによる治療を提案したが以前の使用で

副作用を認めたこと，挙児を優先させたい希望あり不妊検査，治療を開始した．ホルモン基礎値はLH：3．12mIU／ml，

FSH：716mlU／ml，　E212540pg／mlと正常．基礎体温計測，経膣エコーによる卵胞計測により正常排卵周期を確認

できた．本人の希望により自然周期でのAIH実施．1回目で妊娠成立した．子宮内の7mmのGSの確認はできた

が，児心拍は認めないまま自然流産に至った．絨毛染色体検査は実施しなかった．今回の妊娠の1年前にも妊娠初

期での自然流産歴があり，習慣性流産のスクリーニングを行ったところ染色体検査にてモザイク型ターナー症候群

（45X／46XX：9／21）と診断された．今後の妊娠については充分な遺伝学的カウンセリングが必要と考えられる．

‘

‘
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●

P－313 原発性無月経症患者の骨代謝改善に対する

　　ビスフォスフォネート製剤の効果

豊橋市民病院　不妊センター・産婦人科　○萩倉　祥一，菅沼　信彦，中原　辰夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀智子，真野由紀雄，久野　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　充彰，若原　靖典，柿原　正樹

●

●

●

【目的】ターナー症候群（TS＞などの原発性無月経症患者においては，二次性徴の発現や成熟女性的体型の維持，

子宮発育のためエストロゲン／プロゲステロン（E／P）によるホルモン補充療法が広く行われている．さらに原発性

無月経症患者では骨形成および骨代謝異常が指摘され，骨粗繧症の早期発症が認められているが，その発生機序や

治療法などに関しては十分に解析されていない．そこで我々は，E／P補充療法ならびに骨吸収阻害剤であるビス

フォスフォネート製剤の骨代謝改善に対する効果を，骨密度（bone　mineral　density：BMD）および血清1型コラー

ゲン架橋N一テロペプチド（sNTx）の変化より検討した．

【方法】周期的E／P投与中の19～25才の原発性無月経症患者8例（TS症例4例，精巣性女性化症2例，下垂体性

ゴナドトロピン分泌不全症2例）を対象とした．腰椎骨（L2－L4）のBMDはduaFenergy　X－ray　absorptiometry

により計測し，sNTxはEIA法にて測定した．　E／Pを継続投与しながらリセドリン酸ナトリウム製剤（2．5mg／日）

を併用投与し，投与前と投与後3～14ヶ月のBMDならびにsNTx値を比較検討した．

【成績】腰痛骨BMDはα80±0．04（平均±標準偏差）g／cm2で，1例を除きすべて正常範囲（083～122g／cm2）以下

であった．sNTx濃度は21．4±90nmolBCE／Lで，7例中4例で正常範囲（75～165nmolBCE／L）以上を示した．リ

セドリン酸ナトリウム製剤投与により，BMDは083±α05g／cm2と明らかに増加し（p＝α0015），　sNTx値も比較検

討し得た5例では228±1α6nmolBCE／Lから1a1±62nmolBCE／Lへと有意に減少した（p＝0．0044）．

【結論】以上の結果より，原発性無月経症患者の骨代謝改善に，骨吸収阻害剤であるビスフォスフォネート製剤が有

効であることが示された．すなわち，E／P投与と同時に他の薬剤の併用治療も考慮すべきであると考えられた．

P－314　　　　　　　　早発卵巣不全における排卵症例の検討

慶礁義塾大学　医学部　産婦人科　○荒瀬　　透，丸山　哲夫，杉浦　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　小野　政徳，長島　　隆，升田　博隆

　　　　　　　　　　　　　　　　内田　　浩，浅田　弘法，岩田　壮吉

　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

●

●

【目的】早発卵巣不全（premature　ovarian　failure；POF）は40歳未満でhypergonadotropic　hypogonadismの状態

を呈する無月経であり，多くの場合卵巣機能の回復は困難とされている．生殖年齢にみられるため挙児希望症例も

多いが治療抵抗性を示すことも少なくなく，治療に際し患者のみならずわれわれ医療者も中長期的視野で臨む姿勢

が要求される．今回，われわれは当科で管理しているPOF症例46例のなかで，特に排卵症例について検討したの
で報告する．

【方法】対象は昭和62年4月より平成16年9月までに当院受診しPOFと診断した46症例について無月経発症時

期と血中FSH値，排卵の有無とその治療方法について後方視的に検討した．

【結果】46症例中排卵を確認できたのは19症例（413％）であり，挙児希望があり積極的に治療を行った31症例で

は18症例（5＆1％）で排卵が確認できた．治療方法については明らかに有意を示した方法はなく，3例は自然排卵

であった．排卵症例では治療開始後6年以内に排卵を認めており，30歳未満で発症した症例は治療開始から排卵に

いたるまで平均46±1．3年を要したのに対し，30歳以上で発症した症例では平均27±1．6年と両群間に有意差が認

められた（p＜α05）．特に35歳以上で発症した排卵症例については5例中4例（80％）が治療開始後3年以内に排

卵していた．また，排卵症例と非排卵症例とで診断時の血中FSH値に関して検討をおこなったが，両群間で明らか

な有意差は認めなかった．

【結論】POFで卵胞発育および排卵誘発を施行する場合，若年発症例では排卵までに長期の治療を要する可能性が

高く，高齢発症例では治療開始後早期に排卵する頻度が高いことが示唆された．また，診断時の血中FSH値は治療

予後を判定するマーカーとはなり得ないと考えられた．
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P－315 POF（早発卵巣不全）妊娠4症例の検討

医療法人成田育成会　成田病院

レディースクリニック　セントソフィア

○都築　知代，辰己　佳史，佐藤真知子

伊藤知華子，上條

大沢　政巳，成田

浅井　正子

浩子，山田　礼子

　収 ●

　POF（早発卵巣不全〉は，40歳までにすでに高ゴナドトロピン血症をきたし，無排卵症，続発性無月経を呈する

症例をいう．43歳未満の閉経を意味する早発閉経とは，全く同義ではない．薬物投与による排卵誘発は著しく困難

であるが，排卵妊娠例も報告されている．今回，私達は，4症例の妊娠を経験したので検討，報告をする．

　［症例1］26歳神戸震災後無月経．他院受診FSHllOmlU／mL．28歳結婚，当院受診FSH111mlU／mL．　POF

診断．カウフマン療法中に妊娠有．第一児分娩．［症例2］29歳無月経で他院受診，FSH57mlU／mL　POF診断．30

歳当院受診，FSH53mIU／mL．カウフマン療法中に妊娠あり．現在妊娠中である．［症例3］34歳無月経で他院受診，

POF診断．35歳当院受診，　FSH45mlU／mL．カウフマン療法中に妊娠あり．妊娠8週流産となった．［症例4］29

歳流産，30歳流産歴有．のち無月経．33歳他院受診，FSH69mIU／mL．　POF診断腹腔鏡下卵巣生検で原始卵胞

有．33歳当院受診，FSH99mIU／mL．カウフマン療法，　E・P合剤後，経口排卵誘発剤で排卵，妊娠分娩した．

　結合型エストロゲン1．25mgカウフマン療法中の妊娠2症例と結合型エストロゲン0625mgカウフマン療法中

の妊娠1症例と経口排卵誘発剤治療の妊娠1症例があった．カウフマン療法にて，高ゴナドトロピン血症を是正し，

卵巣のゴナドトロピン不応状態をとりのぞき，ゴナドトロピン受容体発現を促し，卵巣の感受性を復活させる．の

ちの排卵待機，排卵誘発が治療となる．具体的には，月経周期3日目のFSHを測定する．下降が認められた時，エ

ストラジオール値を測定する．上昇あれば経膣超音波断層法で卵胞発育を検査する．または排卵誘発剤の投与を行

いながら卵胞発育を検査する．ホルモン採血と経膣超音波断層法にて貴重な排卵を確認し，残された妊孕性を大切

に生かしたいと考える．

P－316 マウス未受精卵における遺伝子発現プロファイルの加齢的変化

慶懸義塾大学　医学部　産婦人科

　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　産婦人科

米国国立衛生研究所内　国立加齢研究所　遺伝学研究室

○浜谷　敏生，久慈　直昭，丸山　哲夫

　末岡　　浩，吉村　泰典

　太田　博明

　洪　　　実

●

●

●

【目的】ヒト女性の妊孕性は30歳代半ばで大きく下降するが，その重要な原因のひとつは，卵の加齢変化である．

近年，MII期あるいはGV期において，高齢患者の卵に若年健康女性から提供されたドナー卵の細胞質を注入する，

あるいは除核したドナー卵に高齢患者の卵核を注入する卵細胞質移植が検討されている．しかし，この治療法につ

いてはその有効性および安全性に対する科学的論拠の不足が指摘されている．このように，卵の加齢変化に関わる

分子生物学的機序の解明は生殖医学における最重要課題のひとつである。また老年代謝学的にも，生殖細胞が体細

胞と同様な機序で加齢するのか否かは非常に興味深いところである．【方法】これら卵の加齢変化を理解するための

第1歩として，今回我々は，5－6週齢と42－45週齢（生殖年齢末期）のCD57BL／6雌過排卵マウスから未受精卵を

採取し，それらの遺伝子発現プロファイルを，未受精卵～胚発生各段階のcDNAライブラリーから抽出された遺伝

子情報を基に作製されたNIA　22K　60－mer　oligo　microarrayを用いて，比較検討した．

【成績・結論】まず，50遺伝子を選んで逆転写PCRを行い各遺伝子の発現比を求め，　microarrayの結果と比較した

ところ，良好な相関を得た．microarrayの結果から，42－45週齢マウスから得た卵では加齢による酸化ストレスお

よびミトコンドリァの障害などが観察され，生殖細胞でも体細胞と同様の加齢メカニズムを有することが示唆され

た．しかし一方では，炎症あるいはInsulin／IGFシグナル経路に関わる遺伝子に変化が見られなかったことや
“ Stemness”に関わる遺伝子までも加齢により発現低下していたことなどは，卵細胞の加齢に特異的であった．さら

に，卵特異的に発現し，加齢により発現低下を来たすマウス新規遺伝子群（Nalpα一K）を発見したので，あわせて

報告する．

●

●

4
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P－317 均衡型相互転座保因者における染色体の分離様式の推定

●

セントマザー産婦人科医院　○粟田松一郎，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　鍬田　恵里

●

●

●

【目的】均衡型相互転座保因者における分離様式の推定は，カウンセリングの際に重要な事項となるが，具体的な発

生確率の数値は未だ不明である．そこで今回我々は国内外で報告されている均衡型相互転座より発生した胚（胎児）

の染色体の分離様式の頻度と転座セグメントの大きさなどの関係より，さらに詳細な分離様式の推定ができないか

と検討したのでその結果について報告する．

【方法】Gardner著Chromosome　abnormalities　and　genetic　counseling（第二版）および自験例の均衡型相互転座保

因者を対象とした．各保因者の減数分裂における四価染色体を描き，転座セグメントの大きさ，転座点よりテロメ

アまでの距離転座点よりセントロメア側のセグメントの大きさ，四価染色体の十字の不均衡が著しいかどうかの

各点より検討してみた．

【結果】L男性側が保因者の場合の交互型，隣接1型，隣接II型，3：1，4：0分離の発生頻度は48％，36％，12％，

5％，0％であった．2．女性が保因者の場合は，29％，31％，14％，26％，0％であった．3．転座セグメントが小さ

い症例ほど不均衡型（隣接1分離）の頻度が高くなった．4．転座セグメントが小さく，さらに転座点よりセントロ

メア側のセグメントが小さい場合は，特に不均衡の頻度が高くなり，交互型の割合は著しく減少した．5．転座セグ

メントが小さくても転座点よりセントロメアまでの距離がある程度ある場合には，交互型となる確率が高くなっ

た．6．テロメア・転座点間よりセントロメア，転座点間のセグメントの占める割合が重要な鍵となる傾向を認めた．

【結論】明らかな分離様式の推定が可能となる方程式は確認できなかったが，転座セグメントの大きさ，セントロメ

ァまでの距離および転座四価染色体の大きさのバランスなどの所見より，染色体の分離様式をより正確に推定する

ことが可能となった．

P－318　ヒト卵子・受精卵におけるH1タンパク発現と精子核膨化における役割

慶雁義塾大学　医学部　産婦人科

慶懸義塾大学　医学部　微生物学

　　　　大和市立病院　産婦人科

○水澤　友利，久慈　直昭，吉田　宏之

田中　　守，末岡

芝　　　徹

田中　雄大

浩，吉村　泰典

ー
ー
●

●

　我々は卵子における唯一の卵子特異的Hlと考えられるタンパクのヒトホモローグを同定（osH1），その発現パ

ターンを遺伝子レベルで検討・報告してきた．今回osH1のタンパクレベルでの発現様式と精子核膨化との関係，

および体細胞型ヒストンの遺伝子レベルでの発現をsubtype別に検討した．

【方法】当院にて体外受精・ICSI施行後に廃棄予定となったヒト非受精卵・異常』受精卵・発生停止卵を文書による

同意を得た上で検体とした．1．osHlおよび5種類の体細胞型H1に対するプライマーを設計し，未受精卵および異

常受精卵におけるmRNA発現をRT－PCR法にて検討した．2．抗osH1家兎ポリクロナール抗体を用い，免疫蛍光

染色によりICSI後前核形成不全卵における膨化中精子核へのosH1タンパクの置換，および各発生期卵における

タンパク発現を検討した．

【結果】1．RT－PCRの結果，　osHlmRNAは卵核胞期から桑実期胚まで発現していた．一方卵子中に見られる体細胞

型HlmRNAは，未受精卵から桑実期胚までは特異的にHlaが発現し，一方体細胞で主に見られるHlcは見られな

かった．20sH1タンパクはICSI後前核が確認されなかった非分割卵16個中，精子核膨化のみられた10個は全て抗

osm抗体に反応したが，膨化の見られなかった6個中2個も抗osH1抗体に反応した．また，異常受精卵では2
細胞期までは発現が見られたが4細胞期以降では認められなかった．

【結論】今回の結果から，osH1は精子核に膨化の非常に早い段階から置換され，　mRNAレベルでは桑実期まで発現

しているがタンパクレベルでは4細胞期以降卵子クロマチン内から消失し，極めて限られた時期にDNAと結合し

ていると考えられた．さらにヒト卵子にはmRNAレベルでは体細胞型H1が存在するが，　subtypeの量的構成は通

常の体細胞と異なる可能性がある．
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P－319 　　　ヒト卵細胞質に出現するlipofuscin　body；1）卵胞液中の

特定アミノ酸濃度低下との関与，2）良好胚選別法としての有用性

　　　　　　　お茶の水女子大学　人間文化研究科　○大月　純子，千葉　和義

　　　　　　　　　　　　　　　　永井クリニック　　永井　　泰

　我々は，卵細胞質異常形態の1つであるrefractile　body（RB）が自家蛍光を持ち，　lipofuscin様の脂質を含む複合

体であることを蛍光顕微鏡，透過型電顕にて見出し，この自家蛍光のスペクトル波長が，他の臓器にて見られるlipo－

fuscinとほぼ同様であること（570－610nm；B励起）を報告してきた．今回，　RB（＞5μm）が存在した卵（患者よ

りインフォームドコンセントの得られた不受精卵使用）におけるパラフィン包埋・薄切（3μm）に成功し，大きな

RB（8－10μm）がシュモール染色陽性であることを見出した．従って，　RBはlipofuscin　body（LFB）であることが

明確となった．Lipofuscinは，網膜上皮，神経，脳肝，副腎などに老化と共に蓄積する他，アミノ酸飢餓による

autophagyとの関連性が示唆されている．　LFBと患者年齢及び卵のagingとの関連は認められなかったことから，

LFB（＞5μm）が存在した卵の卵胞液と患者血清中のアミノ酸分析（n＝10）を行い，　LFB（〈3μm）であった患者

（n＝10）との比較検討を行った．結果，大きなLFB（＞5μm）が存在した卵の卵胞液と患者血清中の数種のアミノ

酸濃度（卵胞液；Thr＊，　Ser＊，　Asp＊，　Gln＊＊，　Arg＊＊，　Ala＊＊，　Cit＊＊＊，　Cystine＊，　Ethanolamine＊，　Orn＊，　His＊，

血清；Thr＊，　G㎞＊，　Gly＊，　Cit＊＊，　Cystine＊，　Orn＊＊）において有意な低下（＊p＜α05，＊＊p＜0．01，＊＊＊p＜α001）が見

られた．従って，LFB出現が卵胞液及び血清中の特定アミノ酸濃度低下に関与することが推測された．さらに，胚

移植後の余剰卵の胚盤胞率をLFBの大きさ（＜3μm，3－5μm，＞5μm）別に分類した結果は，それぞれ322％（86／

267），242％（8／33），56％（1／18）であり，大きなLFB（＞5μm）が存在した群において有意な胚盤胞率低下が認

められた（p＜0．05）．これらの結果から，LFB（＞5μm）の有無による良好胚選別の有用性が示唆された．

P－320 卵胞期の長さと黄体機能の関係について

東邦大学医療センター大橋病院　産婦人科　○岩城　知子，豊岡理恵子，小野寺高幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清木　孝之，川村　　良，小倉　久男

【目的】黄体期の長さは，10日より短いと黄体機能不全であると考えられているように，黄体機能に関係している

といわれている．一方卵胞期の長さは，黄体機能と関連付けて考えられることはあまりない．そこで，卵胞期の長

さが黄体機能と関連があるかどうかについて，黄体期中期の血清P値・E2値・黄体期の長さを黄体機能の指標と

して検討した．

【対象と方法】当科外来にて同意の得られた患者で，排卵期に血清LH値，黄体期中期に血清P・E2値を測定した

237周期を対象とした．そのうち，自然周期は131周期，クロミフェン周期（CL周期）は106周期であった．月経

初日から排卵期のhCGを投与した日，または内因性LHサージを認めた日までを卵胞期の長さ（FPL），同日から

次の月経開始前日までを黄体期の長さ（LPL）として，自然周期，　CL周期それぞれにおけるFPLと，黄体期中期

血清P・E2値（中期P・E2値），　LPLの関連性を検討した．

【成績】自然周期においては，FPLと中期P・E2値に相関はみられなかったが，　FPLが長くなるとLPLは有意に短

くなった（r＝02293，p＜005）．しかし，　CL周期では，　FPLと，中期P・E2値，　LPLいずれとの間にも相関は認め

られなかった．CL周期を自然周期の中期P値の平均11潟ng／mlでグループ分けしたところ，　CL周期でも中期P

値の平均が自然周期と同じになるグループでは，FPLが長くなるとLPLは有意に短くなった（r＝02994，　p＜0．05）．

【結論】自然周期ではFPLとLPLに相関がみられたが，　CL周期では相関がみられなかった．　CL周期でも中期P

値を自然周期の平均と同じ中期P値で分類すると，平均中期P値が自然周期より高いグループではFPLとLPL

に相関はみられなかったが，自然周期と同じレベルのグループでは相関がみられた．
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P－321 ヒト自然排卵周期における卵巣血行動態解析

金沢医科大学　産科婦人科　○広崎奈津子，早稲田智夫，藤井　亮太

　　　　　　　　　　　　　　牧野田　知

■

●

【目的】hCG投与による排卵誘発の際に卵巣動脈の血流が急激に増加することが明らかにされ，本現象を利用して

カラードプラ法使用による排卵予知が可能であることが報告されている．しかしhCGを使用しない自然周期の女

性では，LHサージの特定が難しく排卵時の卵巣血流の増加は困難とされてきた．今回我々は自然周期の女性に対し

カラードプラ計測を行い，自然排卵時の卵巣動脈血行動態解析を行った．

【方法】本研究を理解し同意を得た自然排卵周期をもつボランティア女性2名6周期を対象とした．月経周期，基礎

体温，尿中LH，子宮内膜厚10mm以上，主席卵胞径18mm以上などから推定される排卵前期において各周期3

時間以上60分毎に，主席卵胞側卵巣動脈のPI，　RI，最大流速（Vmax），平均流速（Vmean），最低流速（Vmin），

卵巣動脈断面積（Area），血流量（BF）を測定した．

【結果】6周期全てにおいて計測開始後24時間以降に排卵を確認した．PI，　RI，　Vminを除く血流指標で初期値と最

大変化値の比較で有意な変化を認めた．（Vmax　l　20潟±10cm／sec　vs．29β±40cm／sec；P＜0．05，　Vmean：9刀±α2

cm／sec　vs．133±1．5cm／sec；P＜0．05，　Area：1α8±α9mm2　vs．1＆8±L5mm2；P＜α001，BF：5＆1±45ml／min　vs．

1482±235m1／min；P〈005）

【結語】LHサージのタイミングを特定し直ちに卵巣血流を測定することができれば，自然排卵症例においても排卵

誘発症例と同様に有意な血流変化が確認できた．

●

P－322　ヒト卵巣における17β一hydroxysteroid　dehydrogenase　type4の役割

● 熊本大学大学院　医学薬学研究部　産科学分野

熊本大学大学院　医学薬学研究部　婦人科学分野

○永吉裕三子，大場　　隆，宮原　　陽

　岡村　　均

　田代　浩徳，片渕　秀隆

　

ー
●

●

【目的】17β一hydroxysteroid　dehydrogenases（17β一HSDs）はP450　aromataseと同様に，種々の末梢組織において

エストロゲンの合成に与る酵素であり，ヒト卵巣においても発現が知られている．また，卵巣表層上皮細胞（OSE）

は卵巣癌，子宮内膜症の発生母地といわれており，エストロゲンはこれらの疾患の発生に関わる因子と考えられて

いる．我々はヒトOSEにおける局所的なエストロゲン活性を調節する17β一hydroxysteroid　dehydrogenases（17

β一HSDs）の役割について検討を行った．

【方法】患者への十分なインフォームドコンセントの下に，医学的適応にて摘出した卵巣より採取した初代培養ヒト

OSEと不死化ヒトOSE細胞株OSE2aを用いた．
　初代培養OSE，　OSE2aにE1またはE2を基質として添加し，24時間後の培養上清中のE2またはE1をEIA
法にて測定した．OSE2aにおいて，　E2の産生は時間依存性に増加した．17β一HSDの遺伝子発現をRT－PCR法にて

検討した．次に17β一HSD　type4のポリクローナル抗体を作成し，　Western　blot法，免疫沈降，免疫染色による検討

を行った．

【成績】初代培養OSE，　OSE2aともに基質として添加されたE1およびE2をE2およびE1に転換した．また，17
β一HSD　type1，4および8の発現を認め，　type2の発現は認められなかった．17β一HSD　type4に対する抗体を用いた

Western　blot法では80kDaおよび48kDaのバンドが認められ，蛋白構造から予想される17β一HSD　type4分子の大

きさと一致し，免疫沈降によって得られた80kDaの蛋白には酵素活性が認められた．この抗体を用いた正常卵巣に

おける免疫染色では，OSEの細胞質に陽性像を示した．

【結論】OSEはE1とE2に関して双方向性の転換を行い，局所的なエストロゲン活性の調節を行いうることが明ら

かになった．またE2をE1へ不活化する転換においてOSEでは17β一HSD　type4が関与していることが示唆され
た．



368（510） ●

P－323 Letrozol使用における卵胞液中のtestosterone濃度

岩城産婦人科

斗南病院

○岩城　雅範，山川

　岩城留美子

　金沢　朋扇，逸見

圭介，東川　博子

博文，東口　篤司 ●

【目的】Letrozolはaromataseを阻害しFSHの分泌を促し排卵を誘発する．しかしある程度の卵胞の発育後も使用

するとestradiolの低下により子宮内膜に悪影響を及ぼす．今回，我々はLetrozol＋HMGを用い，排卵誘発し採卵

時に卵胞液中のtestosterone（以下T）を測定し検討したので報告する．

【対象と方法】Letrozol＋HMGを用いた群（以下L群）は21症例22周期で平均年齢は373才で採卵時に卵胞液の

採取と採血をしTとestradiol（以下E2）を測定した．対象として，　Letrozolを使用せずHMGのみを用いた群（以

下H群）でも同様にTとE2を測定した．　H群は21症例21周期で平均年齢は36．1才だった．測定はSPOTCHEM

VIDAS　SV5010で酵素免疫測定法（ELFA法）を用いた．

【結果】卵胞液中TはL群では平均4653±4336ng／ml，　H群では平均1232±641ng／mlであった．血清中TはL

群では平均α97±0．80ng／ml，　H群では平均α67±α28ng／mlだった．卵胞液中，血清中ともにTはL群のほうが高

い傾向にあった．E2はL群とH群で差は見られなかった

【考察】LetrozolはD7をこえて投与するとestrogenの産生が抑制され卵の成熟が損なわれ子宮内膜にも悪影響を

与えるといわれている．今回，D2もしくはD3よりLetrozolを投与した．　Letrozol投与群と非投与群ではE2の値

に差はなく，また投与群の胚移植時の内膜も10mm以上であった．このことよりD7をこえてLetrozolを投与しな

ければE2及び子宮内膜への悪影響はないと思われた．現在症例を増やし検討を重ねている．またaromatase阻害

剤の種類も他のもので検討中である．

●

■

P－324ヒト卵丘細胞卵子複合体（COC）の成熟に及ぼすFSHプライミングの意義

セント・ルカ産婦人科

広島大学　大学院　生物圏科学研究科

　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック

○熊迫　陽子，佐藤千賀子，大津　英子

　宇津宮隆史

　島田　昌之

　森　　崇英

●

【目的】ヒトIVMにおいて卵胞卵の発生支持能は卵丘細胞卵子複合体（COC）の成熟度に依存する．　COC成熟度の

判定基準は採取時のCOC形態像，　IVM終了時のプロゲステロン（P、）産生量であることをこれまでの検討で明ら

かにした．そこで本研究では，IVM後の高い発生能を有するCOCを回収することを目的とし，　COC採取に先行し

てFSHプライミングを試みた．

【方法】同意を得た卵胞期の患者に対し，腹腔鏡施行日4日前よりFertinorm－P　150単位／日を3日間投与した上

COCを採取した．対照として自然周期の卵胞期に採取したCOCを用いた．採取されたCOCは10％ヒト血清＋200

mIU／ml　FSH＋11U／ml　hCG添加のTCMI99で約43時間成熟培養を行った．培養終了時の卵丘細胞の膨潤状態を

観察し，膨潤の進み具合により膨潤度2～0と分類した．その後，卵丘細胞を除去しMII卵にはICSIを施行し，培
養を行った．

【結果】FSHプライミング周期では成熟培養後に膨潤度2に達したCOCは11％であったが，自然周期では0％で

あった．成熟培養期間に卵丘細胞が分泌したP、量はそれぞれ32±07ng，13±0．4ngであり，プライミング周期で高

い値を示した．さらに成熟培養後のMII率，受精率，胚盤胞到達率はそれぞれプライミング周期で74％，51％，

34％；自然周期で60％，10％，10％であり，一貫してプライミング周期で良好な結果が得られた．

【結論】FSHプライミング周期では，　IVM後の卵丘細胞の膨潤が促進され，　P、分泌量も高く，胚盤胞到達率も高かっ

た．すなわち，採卵前のFSH投与がCOCの成熟，特に卵丘細胞のP産生機能を向上させることが示唆された．卵

丘細胞の膨潤はP、遺伝子の調節下にあることをわれわれは証明しているので，ヒトIVMには，採卵前のFSH投与

が有効であると結論された．
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P－325 マウス胚初期発生におけるホスホリパーゼCゼーターの核移行

●

順天堂大学　医学部　産婦人科

東京女子医科大学　第二生理学

○曽根　淑恵，熊切

　木下　勝之

　伊藤　昌彦，白川

　宮崎　俊一

順，武内　裕之

英樹，鹿野　朝秀
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●

●

●

【目的】PLCZetaは受精時にIP3レセプターを介して，卵細胞内のカルシウム濃度の反復上昇（カルシウムオシレー

ション）を生じさせ卵を活性化するため，哺乳類のsperm　factorの有力候補とされている．　PLCZetaは卵と精子の

融合により細胞質に取り込まれ，卵を活性化し前核が形成されると前核に集積する．カルシウムオシレーションも

受精後5－6時間続き前核が形成されると終了することが証明されており，PLCZetaが核に移行したと考えられて

いる．PLCZetaの1細胞以降の核移行を調べるためPLCZetaに蛍光蛋白venusを融合させた蛋白質をマウス卵に

発現させPLCZetaの移行を胚盤胞まで観察した．

【方法】マウス成熟未受精卵，成熟受精卵にPLCZeta－Venus融合蛋白のRNAを注入しPLCZetaを発現させ，その

局在を胚盤胞まで追跡した．

【結果】成熟未受精卵にPLCZeta－Venus融合蛋白のRNAを注入すると，発現した蛋白質は注入5～6時間後から前

核に移行し，核膜崩壊直前の15時間後まで前核に局在するが，核膜が崩壊し第1卵割時の16時間後にはPLCZeta

は核から細胞質へ散在し，2細胞に分裂すると各々の核にPLCZetaが集積するのを認めた．同様に受精卵の2細胞，

4細胞，8細胞にPLCZeta－Venus融合蛋白のRNAを注入すると4細胞，8細胞，16細胞，桑実胚，胚盤胞の核に

PLCZetaが集積するのが認められた．

【結論】PLCZetaの核移行はマウス胚初期発生に認められるが，それは細胞周期によって生じるカルシウムオシ

レーションの調整に関与している可能性が考えられる．

P－326　　　　　　　マウス胚盤胞におけるGnRH－1アナログの

　　　　　　　　　　　　　　　　　アポトーシス抑制因子としての役割

秋田大学　医学部　産婦人科

秋田大学　医学部　保健学科

　　　　　　　雄勝中央病院

○佐々木満枝，河村　和弘，清水　　靖

　福田　　淳，田中　俊誠

　児玉　英也

　熊谷　　仁

【目的】GnRH－1とGnRH－1受容体（GnRHR－1）は，哺乳動物の着床前期胚での発現が報告されてきたが，その分子

生物学的機構は不明である．本研究ではマウス着床前期胚の発育におけるGnRH－1の作用について分子生物学的に
検討した．

【方法】real－time　RT－PCRによりマウス着床前期胚におけるGnRH－1とGnRHR－1の発現量を発育段階別に測定

し，胚盤胞におけるGnRH－1とGnRHR－1の局在をRT－PCRにて検討した．妊娠子宮のGnRH－1の発現量をreal
－time　RT－PCRにより測定し，胚へのparacrine作用の存在を検討した．　GnRH－1による胚発育への影響を調べるた

め，2細胞期胚をGnRH－1アナログまたはGnRHアンタゴニスト（GnRH　AN）添加培養して胚発育率を比較し，　cas－

pase－3　assayにてアポトーシス発生率を調べた．各種caspase抑制剤を用いて，　GnRH－1のアポトーシス抑制作用

の分子機構を検討した．また，GnRH－1のアポトーシス抑制成長因子の発現への効果を検討した．

【結果】GnRH－1とGnRHR－1は着床前期胚のすべての発育段階で発現しており，そのレベルは初期胚盤胞以降有意

に増加した．胚盤胞ではGnRH－1とGnRHR－1は共に内細胞塊と栄養外胚葉の双方に局在していた．胚盤胞に相当
する時期の妊娠子宮はGnRH－1を発現しており，paracrine作用の存在が示唆された．　GnRH－1アナログは，容量依

存性に胚盤胞への発育を促し，胚盤胞のアポトーシスを抑制した．逆に，GnRH　ANは，胚発育を抑制し，アポトー

シスを促進させた．GnRH　ANによる胚盤胞のアポトーシス誘導には，成長因子の枯渇によるミトコンドリアの機
能崩壊，チトクロームCの放出，caspase－3，9活性化という内因経路が関与していた．また，　GnRH　ANは胚盤胞に

おけるアポトーシス抑制成長因子であるEGFとIGF－IIの発現を減少させた．
【結論】GnRH－1は，アポトーシス抑制因子として作用し，胚盤胞の発育に重要な役割を果たす．

●
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P－327 穎粒膜細胞のアポトーシスの頻度についての検討

岩手医科大学医学部産婦人科○吉崎　陽小見英夫，昆　理子
　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　　徹

●

【目的】穎粒膜細胞のアポトーシスは卵の成熟，質と関連しているとされる．われわれは体外受精・胚移植（IVF

－ET）に際し採取された穎粒膜細胞のアポトーシスの頻度と背景因子の関連について検討した．

【方法】インフォームドコンセントを得た12例のIVF－ET症例の採卵時に穎粒膜細胞を採取した．採卵時に最初に

採卵した2から3個の卵胞から願粒膜細胞を採取し，遠心，PBSで2回洗浄した後固定し，検索まで4℃の冷蔵庫

で保存した．TdT　assay法にてアポトーシスを起こした細胞を蛍光染色し，レーザースキャニングサイトメトリを

用いて，頻度を解析した．

【成績】対象は卵管不妊の12例で，年齢は27から41歳（中央値32歳），hMG総投与量は750から36001U（中央

値12001U）であった．観察されたアポトーシスの頻度は，25から619％（平均1458％）であった．アポトーシス

の頻度はhMG総投与量と正の相関し（相関係数0781），また，患者の年齢と関連する傾向（相関係数0573）を認

めた．採卵時の血中エストラジオール濃度，血中プロゲステロン濃度，卵のグレードとの間に相関を認めなかった．

【結論】穎粒膜細胞のアポトーシス頻度はhMG総投与量と相関していた．長期間，比較的大量のhMG投与により

アポトーシスが増加する可能性がある．さらに症例数を増やし，IVF－ETの成績への影響を含めて検討する必要が

ある．

●

●

P－328 若年型穎粒膜細胞腫術後に初経発来した16歳女子の一例

母子愛育会　愛育病院　産婦人科　○佐藤　英貴，中林　正雄，安達　知子

　　　　　　　　　　　　　　　　中山　摂子，山口　俊一，桧垣　　博

●

　わが国の平均初経年齢は12．3±10歳といわれている．15歳までに90％以上の女子に初経がみられるとされ，そ

れを超えても月経がみられない場合は婦人科的精査を行うべきである．我々は初経未発来を主訴に来院され，右卵

巣腫瘍と診断し，右付属器切除術を施行したところ若年性頼粒膜細胞腫と診断した症例を経験したので報告する．

【症例】16歳，初経発来なし，身長157cm，体重50kg，乳房はTanner分類第2期，陰毛は第4期，超音波にて子

宮はきわめて小さく，少量腹水を認め，右卵巣は9x6cm，左卵巣は同定されず，　MRI画像上で未分化胚細胞腫が

疑われた．摘出標本は250gの充実性腫瘍で，腹水細胞診陰性，若年性願粒膜細胞腫，臨床病期Iaと診断した．術

前の血清FSHは03mIU／mlと低値，　Estradiol（E　2）30pg／ml，　Progesteron　1．1ng／mlであったが，術後22日には

複数の卵胞発育を認め，血清FSH値も18mIU／ml，　E253pg／mlと上昇した．術後25日目に初経発来し，術後77

日目にFSH　32mlU／ml，　E272pg／mlとなり，月経は不規則ながらも3回認めた．

　卵巣穎粒膜細胞腫は境界悪性腫瘍で，全卵巣腫瘍の14％を占める．本腫瘍は，E2産生による性早熟，不正性器

出血などの症状を呈することが古くから知られているが，近年，穎粒膜細胞にて分泌されるinhibinが腫瘍性に放出

され，FSH低下を引き起こし，続発無月経などの月経異常を呈する症例も多く報告されている．しかし原発性無月

経の報告は少ない．本症例では，inhibin過剰によるFSH低値，腫瘍摘出によってinhibin値が正常化したため，　FSH

上昇と共に卵胞発育，月経発来を認めたものと推測された．思春期後期になっても初経を認めない女子を診察する

上で，本疾患を考慮することは重要と思われる．

●
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P－329 卵巣過剰刺激施行前周期における経口避妊薬使用の有用性

松戸市立病院　産婦人科　○橋本　和美，田巻　勇次，金子　透子

　　　　　　　　　　　　　中村　裕美，高森　貴恵，扇　　りか

已

●

●

【目的】IVF施行に際して黄体嚢胞残存や存続卵胞のために治療周期がキャンセルせざるおえない場合やスケ

ジュール調整や卵巣機能不全のために月経周期のコントロールが必要な場合がある．それらの症例に対して治療前

周期に経口避妊薬を使用した刺激周期（以下OC－Long法）と通常』のLong法を比較し，　OC－Long法の有用性につ

いて検討した．

【対象・方法】1998年1月～2005年5月にIVFを施行したLong法92周期及びOC－Long法75周期について検討

た．OC－Long法は月経5日目よりドオルトン2～3週間服用，終了する3日前よりGnRH開始，以後Long法と同

様．Long法，　OC－Long法の妊娠率，採卵数，受精率，採卵時E、，着床率，について検討した．

【結果】周期あたりの妊娠率はLong法33／92（359％），OC－Long法21／75（28％）．　OC－Long法の適応は，子宮内

膜症25例，卵巣因子5例，卵管因子25例（内1黄体嚢胞9，卵巣因子5），子宮筋腫3例，機能性不妊17例（内：

黄体嚢胞6，月経周期コントロール8），子宮内膜症による黄体嚢胞発生やスケジュール調整によるものが多かった．

採卵数受精率，採卵時E2及び着床率は，　Long法8B±51，77％，8392±456，38／220（17．3％）OC－Long法＆7

±52，75％，816．4±492．1，28／185（15．1％）．前周期Long法で次周期OC－long法が適応になった周期は16／75（21％）．

次周期OC－Long適応になった周期はコントロール8周期，黄体嚢胞8周期であった．

【結論】黄体嚢胞の残存，子宮内膜症，月経周期不定などでスケジュール調整のため刺激周期のコントロールが困難

な症例に対し，“OC－Long法”の有用性を認めた．

P－330 遠赤外線を併用した80妊娠例の検討

● アモルクリニック　○児島　孝久

　遠赤外線は8～15ミクロンの波長を有し人体と同じ波長のため身体の深部まで到達できる特徴があり，その結果

血流の改善や細胞の活性化がおこり，卵巣（特に卵胞発育）の機能改善が期待される．ARTを含む不妊治療にて妊

娠しなかった難治性症例に対し，この遠赤外線治療を過去5年間で計517例実施し妊娠に至った80症例を検討し

た．対象の年齢は350±32才，不妊30±2．2年，初診から妊娠までの期間は22±1．5年，不妊原因は男性不妊が45

例，卵管因子2例，内膜症例2例，免疫性1例，原因不明30例であった．遠赤外線のみの妊娠は5例，クロミド

3例，HMG3例，　AIH3例，　IVF＝ET15例，　ICSI52例と，　ARTによる妊娠が大多数を占めた．遠赤外線の実施期

間は1週間以内が27例，1月以内が24例，1～6月26例，6月以上が3例あった．妊娠予後は自然流産が12例，

子宮外妊娠が4例，多胎9例，残りは正常妊娠であった．ARTにて妊娠に至った67例中，治療前後で採卵個数，

良好胚数（gr－1）を検討した結果，採卵数には変化がなかったが，良質胚数には有意差はないものの増える傾向

にあった．また，著名に胚の質の改善がみられた症例（11例）における遠赤外線治療期間は，改善のみられなかっ

た症例（36例）と比較すると，有意に長く遠赤外線を実施していた．このことから遠赤外線治療は，卵（胚）の質

を改善させる働きがあり，難治性の不妊治療に併用する価値があると思われた．

●
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P－331 遠赤外線療法（サンビーマー⑯）の効果と思われる

　　　　ART反復不成功例における妊娠例

浅田レディースクリニック ○浅田　義正，佐々木美緒，清水

　北坂　浩也，吉村　友邦，太田

　内藤　真弓，服部久美子，永井

　長嶋有希子，立木　　都，

　羽柴　良樹
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【目的】ART反復不成功例は不妊専門クリニックにとって大きな問題である．反復不成功例を少なくするため，刺

激法変えるなどいろいろな試みがなされてきた．代替医療もそのひとつである．今回われわれは代替医療のひとつ

として，遠赤外線治療器（サンビーマーR）を，子宮及び卵巣の血流改善を目的に導入し，その効果によると思われ

る重症の反復不成功例の妊娠例を経験したので報告する．

【症例1】33歳当院治療開始，妊娠時39歳．他院にて8回の体外受精治療後当院受診．当院において11回目（T（｝
tal18回目）の体外受精（Long　6，　Antagonist　2，　Short　3，　Thawed　ET　10＞で妊娠．その間，二段階胚移植，子宮内膜

との共培養等あらゆる治療を施行した．

【症例2】32歳当院治療開始，妊娠時37歳．他院にて2回の体外受精治療後当院受診．当院において9回（Total
11回目）の体外受精（Long　2，　Antagonist　6，　Short　1，　Thawed　ET　9）で妊娠．子宮内膜が薄く，通常4～6mmであっ

たが，妊娠周期の胚移植時8mmであった．
【症例3】35歳当院治療開始，妊娠時40歳．他院にて6回の体外受精治療後当院受診．当院にて5回の体外受精
（Long　4，　Antagonist　l）を施行したが，反応悪いため，以後クロミフェン採卵となった．受精卵を前核期凍結し，

融解胚移植にて妊娠Total18回のクロミフェン採卵を施行した．
【結語】遠赤外線療法（サンビーマーR）は直接骨盤内の血流を改善し，子宮及び卵巣に好影響を及ぼすと思われる．

当院における反復不成功例54症例中，30症例（56％）が妊娠反応陽性となり，19症例（35％）が臨床妊娠となっ

た．サンビーマーはART反復不成功例に対して，考慮されるべき代替医療と思われる、

P－332 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の臨床的検討

●

●

神戸大学大学院　医学系研究科　腎泌尿器科　○大場　健史，合田　上政，山口　耕平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　　有，藤澤　正人

●

【目的】低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（Hypogonadotropic　Hypogonadism）は二次性徴の欠如，性機能障害

や男性不妊症の原因として認められる比較的稀な疾患である．当院における低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の

治療成績について臨床的に検討したので報告する．

【対象および方法】1992年4月から2005年9月までに神戸大学医学部附属病院泌尿器科にて経験した低ゴナドト

ロピン性性腺機能低下症27例を対象とした．治療は全例においてhcG＋hMG療法を施行し，治療成績はPubic

hair　stage（PH），genital　stage（GS），精巣容積，性機能，精液所見，ホルモン検査値について検討した．また治

療前精巣容積をく4ml，4ml≦の2群に分け治療成績を比較検討した．

【結果】患者年齢は9～61歳（平均262歳），観察期間は6～144ヶ月（平均249ヶ月），先天性18例（692％），後

天性8例（3α8％）であった．主訴は主に二次性徴欠如10例（3＆5％），性機能障害7例（269％），不妊症5例（192％）

であった．治療はhCG＋hMG療法を施行した．全症例の治療前後でのパラメータの変化（平均±SD）はPH　2．6

±1．2→37±1．0，GS　29±1．0→3．9±α9，精巣容積70士50→軌7±5．6ml，テストステロン値α4±06→40±33ng／ml

であった．性機能に関しては治療前後で勃起可能63→93％，射精可能42→86％と改善良好であった．精液所見に

ついては治療前後全症例で25→65％に精子を認め，治療前精巣容積別にはく4ml群で0→40％，4ml≦群で36→

75％の改善を認めた．

【結論】hCG＋hMG療法による性機能の改善は良好であり，精液所見については治療前精巣容積の大きい群でより

改善傾向を認めた．
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座長 演題分類 演題番号 日付 会場

■

石原　　理　　ART2（卵凍結保存）

岩下　光利　　ART3（IVM）

■

倉智　博久　　卵管

■

香山　浩二

団

末岡　　浩

0－47～0－49　11月18日（金）　C会場

0－50～0－52　11月18日（金）　C会場

0－37～0－39　11月18日（金）　C会場

ART1（人為的卵活性化）0－43～0－46　11月18日（金）　C会場

胚2（PZD）

自

千石　一雄　　卵巣

■
堤 治　胚1（初期胚）

困

並木　幹美

回

精子2（精子形成）

野田　洋一　　卵子

■

深谷　孝夫　　子宮・子宮内膜症

藤原　　浩　　着床

國

三浦　一陽

水沼　英樹

函

吉田　英機

吉村　泰典

精子3（精子の保存）

中枢

精子1（精子の機能）

カウンセリング

0－40～0－42　11月18日（金）　C会場

0－04～0－07　11月17日（木）　B会場

0－12～0－14　11月17日（木）　B会場

0－18～0－20　11月17日　（木）　C会場

0－08～0－11　11月17日　（木）　B会場
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375（517）

開始　　終了

15：24～16：00

16：00～16：36

11：00～11：36

14：36～15：24

14：00～14：36

9：06～　9：54

10：42～11：18

9：06～　9：42

9：54～10：42

8：40～　9：28

9：28～10：16

9：42～10：30

8：30～　9：06

8：30～　9：06

10：30～11：18
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※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

固

愛甲恵利子

合阪幸三

青木　茂

青木麻紀子

青野展也

青野文仁

青葉幸子

青山輝義

青山直樹

赤石一幸

赤枝朋嘉

明石拓也

赤星孝子

秋山潤子

明楽重夫

阿久津正

明坂治子

浅井正子

浅井光興

浅川恭行

朝倉啓文

朝倉寛之

浅田弘法

浅田裕美

浅田義正

P－055，P－133

P－012

P－237

0－49，P－235

P－140

P－189，P－225，

P－227

P－－171，P－221

P－295

P－227，P－235

0－11，0－52，

P－188，P－205

P－040

P－306

0－23，0－41，

P－078，P－152，

P－161，P－185，

P－231，P－232，

P－265，P－267

P－139，P－194

P－042，P－187

P－176

0－07，0－33

P－315

P－300

P－021，P－030

P－041

P－136，P－173

0－09，0－12，

0－39，P－066，

P－086，P－257，

P－314

P－009，P－011

P－331

浅野克敏

浅野正子

浅野雅美

般　演　題

朝比奈俊彦

芦沢好夫

東川博子

東口篤司

麻生武志

安達知子

安達英夫

安達美和

阿部　崇

安部正和

安部裕司

飴谷由佳

荒井陽一

荒木康久

荒瀬　透

有馬　薫

粟田松一郎

安齋純子

安藤寿夫

P－205

P－243

P－196，P－211

P－073

P－162，P－283

P－323

P－013，P－037，

P－323

P－006

P－328

P－026

P－099，P－123，

P－204

P－042

P－147

P－112，P－160，

P－175，P－179，

P－206，P－209，

P－214，P－241，

P－266

P－144，P－249

P－284

0－40，P－150

0－09，P－066，

P－314

P－200，P－215

0－23，0－41，

0－46，P－032，

P－152，P－161，

P－165，P－185，

P－186，P－231，

P－232，P－265，

P－267，P－271，

P－317

0－27

0－35，P－004，

379（521）

安藤　索

■

P－031，P－117，

P－301，P－311

P－251

飯田修一　　P－082

飯塚百合子　P－147

家田祥子　　O－49，P－22ち

　　　　　　P－235

五十嵐健二　P－042

五十嵐茂雄　P－085，P－104

五十嵐秀樹　P－046

池内隆人　　P－274

池上美希　　P－218

池田綾子　　P－059

池田仁恵　　P－014，P－015，

　　　　　　P－045

池田万里郎　P－237

生月弓子　　P－Ol2

池野屋美智子　P－107

井坂恵一・　P－040，P－135，

　　　　　　P－210

伊澤美彦　　P－254

石井延久　　P－160

石井美都　　P－129，P－131，

　　　　　　P－146，P－226

石川智則　　P－006

石川博通　　0－22，P－137，

　　　　　　P－268，P－275

石川雅一　　P－054，P－094，

　　　　　　P－182

石川雅彦　　P－079，P－237

石川満寿英　0－05

石島純夫　　O－15

石田恵理　　P－071，P－119，

　　　　　　P－155，P－163，



380（522）

石田弘美

石塚文平

石原亜希

石原　理

石原広章

石丸忠之

和泉俊一郎

泉　徳子

泉　陽子

泉谷知明

磯崎太一・

磯谷周治

磯谷修司

板垣和子

市岡健太郎

市川智彦

井手久満

井手上隆史

伊藤明子

伊藤嘉奈子

伊藤久美子

伊藤宏一

伊藤知華子

伊藤直樹

伊東宏絵

伊東裕子

伊藤正則

伊藤昌彦

伊藤理廣

伊藤充彰

P－236，P－252

P－055，P－133

0－08，P－071，

P－119，P－155，

P－163，P－236，

P－252，P－309

0－20

0－30，P－069，

P－128，P－166

P－058

0－02，0－31，

P－062，P－067，

P－081，P－107

P－014，P－015，

P－045

P－049

P－157

P－057

P－042

P－162

P－283

P－242

P－295，P－308

P－289

P－162，P－283

P－008

0－44，P－063，

P－183

P－206

P－172，P－202，

P－255，P－297

P－278

P－315

P－308

P－040，P－135，

P－210

0－06，0－40

P－309

P－325

P－085，P－104

P－090，P－239，

伊東宗毅

伊藤めぐむ

伊藤元博

伊藤弥生

糸数　修

稲生英俊

稲葉憲之

稲葉洋子

乾　裕昭

井埜まり絵

井上かおり

井上克己

井上幸治

井上統夫

井上正樹

井上正人

井上善仁

猪鼻達仁

猪原匡史

今村健仁

今本　敬

苛原　稔

入江美代子

岩城知子

岩城妙子

岩城雅範

岩城留美子

岩佐　武

岩坂　剛

P－313

P－023，P－128，

P－178，P－262

P－312

P－038，P－056

0－25

P－040

P－091

P－272

P－277

0－11，0－52，

P－188，P－205

0－08，P－236

P－111

P－294

P－295

P－067，P－081，

P－107

0－03，P－064，

P－065，P－075

0－38，P－010，

P－019，P－026，

P－029，P－044，

P－098，P－145，

P－180，P－192

P－070

0－38，P－019，

P－145，P－180，

P－192

0－16

P－067，P－081

P－289

P－060，P－077，

P－080，P－164

0－20

P－320

P－210

P－323

P－323

P－077，P－080

P－200，P－215

岩崎　晧

岩崎　皓

岩崎信爾

岩下光利

岩瀬　明

岩田京子

岩田壮吉

岩田未菜

岩部富夫

岩政　仁

岩本晃明

固

植木　實

植田知博

上田修史

上野桂子

上野信之

上野ゆき穂

宇賀神奈月

後山尚久

臼井　彰

臼井　健

臼田三郎

宇田川康博

内田昭弘

内田聡子

P－287，P－290

0－24，P－285

0－10

P－007，P－174，

P－251

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

0－13，P－190，

P－191

0－12，0－27，

0－28，0－39，

0－42，P－086，

P－257，P－314

P－175

P－059

P－043，P－260

0－19，P－155，

P－279，P－280，

P－288，P－292

P－108，P－167，

P－243，P－293

0－21，P－159

P－295

0－26，P－126，

P－130

P－158

0－13，P－190，

P－191

P－057

P－108，P－167，

P－243，P－293

P－036，P－206

P－286

P－040，P－135，

P－210

P－022

P－138，P－199

P－109

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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●

●

◎

内田　浩

内野貴久子

内野義彦

内山一男

宇津内陽子

宇津宮隆史

宇都宮智子

宇都宮紀明

内海靖子

宇都博文

祖母井英

梅咲直彦

梅崎美奈

海野信也

囹

江頭昭義

江頭由佳子

江川美保

江口勝哉

江口素子

江口有加子

江崎　敬

江崎　敬

恵中千晶

恵良郁絵

遠藤康介

遠藤俊明

遠藤尚江

0－09，P－066，

P－257，P－314

P－043，P－260

P－156，P－304

P－189，P－225，

P－227

P－223

0－26，0－40，

0－51，P－126，

P－130，P－324

P－087，P－088

P－295

P－040，P－135，

P－210

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－112，P－175

P－087，P－088

P－109

P－054，P－094，

P－182

P－213，P－229，

P－250

P－200，P－215

0－07，0－33

0－05

P－157

P－135

P－040，P－135，

P－210

P－053

P－－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－126

P－195

P－076，P－089

P－053

遠藤文康　　P－291

遠藤雄史　　P－142，P－208，

　　　　　　P－234

自

黄木詩麗

扇　りか

大阿久幸子

大井なぎさ

大石　元

大石美穂

大垣　彩

大木　泉

大久保和俊

大迫亮子

大澤淑子

大沢政巳

大下里衣

大島裕子

大須賀智子

大須賀穣

大園誠一郎

太田亜希

太田邦明

太田博明

太田博孝

太田道哉

大高　究

大竹秀幸

大津英子

大津加奈子

大塚篤史

大月純子

大月順子

大野恵里

大場　隆

P－052，P－312

P－254，P－329

P－262

P－148，P－247

P－148，P－247

P－257

P－195

P－105，P－106

0－16，P－286，

P－308

P－091

0－27，0－42

P－315

P－168

P－135

P－239，P－313

0－29，P－002，

P－034，P－061

P－282

P－331

P－021，P－030

P－245，P－258，

P－316

P－074

P－294

P－036，P－038，

P－056，P－206

P－260

0－40，0－51，

P－324

P－213，P－229

P－282

P－319

P－113

P－200，P－215

P－043，P－260，

381（523）

大場健史

大橋いく子

大畠順恵

大浜陽子

大類恵美子

岡　親弘

岡　奈緒

岡井　崇

岡垣竜吾

岡崎雅子

岡崎友香

岡田けい子

岡田英孝

岡田　弘

岡田政彦

岡野栄之

岡部依子

岡村和江

岡村州博

岡村恵子

岡村　均

岡村佳則

岡本真知

岡本恭行

小川　修

ノJ、」11イ1多一

小川毅彦

P－322

0－01，P－277，

P－332

P－153

P－059

P－059

P－054

P－127

P－193

0－10

0－30，P－069，

P－166

0－22，P－268，

P－275

P－115，P－116

P－118

P－003，P－050

0－01，P－157，

P－162，P－283

0－03，P－064，

P－065

P－066

0－38，P－019，

P－145，P－180，

P－192

P－112

0－32，P－033，

P－284，P－299

0－38，P－019，

P－029，P－044，

P－098，P－145，

P－180，P－192

P－043，P－260，

P－322

P－043，P－260

P－079

P－157

0－16，P－286，

P－308

P－298

P－287，P－290



382（524）

小川良雄

沖　利通

荻田和秀

沖津　摂

奥　裕嗣

奥井　静

奥島美香

奥田　梓

奥津由記

奥野加奈子

奥野　隆

奥野　博

奥山明彦

小倉久男

奥脇伸二

尾崎智哉

小笹尚子

長田尚夫

小澤尚美

小澤由佳

押尾　茂

小田切幸平

小田原靖

越知正憲

落合正好

小野恭子

小野なお香

小野雅子

小野政徳

小野寺高幹

小畑清一郎

尾股定夫

小見英夫

小柳津研一一

P－294

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

0－34，P－253

0－43

P－111

P－124，P－240

P－124，P－240

0－13，P－190，

P－191

P－155，P－163，

P－252

P－055，P－133

P－097，P－228

P－286

0－21，P－159，

P－304

P－320

P－014，P－015

P－171，P－221

P－262

P－092，P－097，

P－228

P－022

0－32

0－20

P－244

P－162

P－218

P－147

P－039，P－041

0－20

P－218

0－09，P－066，

P－314

P－320

P－012

0－11，P－188

P－327

0－05

囲

カーンカレク　ネワズ

　　　　　　0－31，P－062，

　　　　　　P－067，P－081

貝嶋弘恒　　0－47，P－097，

　　　　　　P－228

香川則子　　O－47，P－227

柿坂はるか　O－32

柿原正樹　　P－090，P－239，

　　　　　　P－313

寛　 善そテ　　P－143

影山修平　　P－298

可西直之　　0－03，P－064，

　　　　　　P－065

笠井剛　P－264
笠井由佳　　P－060

笠原優子　　P－157

嘉治真彦　　P－007

梶原　健　　O－30，P－069，

　　　　　　P－166

加嶋克則　　P－256

霞　弘之　　0－04，P－170，

　　　　　　P－246，P－273

可世木成明　P－031

可世木久幸　P－039，P－041

加田日出美　0－50

片岡明生　　P－091

片岡和義　　P－160，P－303

片岡尚代　　P－237

片桐千恵子　P－059

片桐由起子　P－160，P－179，

　　　　　　P－214，P－241

片渕秀隆　　P－043，P－260，

　　　　　　P－322

片山恵利子　P－255

片山昌勅　　P－275

片寄治男　　0－44，P－063，

　　　　　　P－183

勝岡洋治　　P－158

香月孝史　　P－220

勝股克成

勝又木綿子

加藤　修

加藤一雄

加藤恵一・

加藤賢朗

門屋英子

金澤浩二

金澤朋扇

金森真希

金山尚裕

金子透子

兼子　智

金子朋功

假野隆司

鎌倉大和

鎌田泰彦

上澤悦子

上條浩子

守殿貞夫

上畑みな子

神谷浩行

神山　茂

上山　裕

Coward　Kevin

川内博人

川越　淳

河内谷敏

P－097，P－228

P－251

0－47，0－49，

P－075，P－092，

P－097，P－189，

P－225，P－227，

P－228，P－235

0－13，P－190，

P－191

P－075

P－027，P－093，

P－263

0－26，P－130

P－248

P－013，P－037，

P－323

P－195

P－073，P－129，

P－131，P－146，

P－226，P－282

P－254，P－329

0－22，P－137，

P－268，P－275

P－154，P－274

P－108

0－11，P－188

P－099，P－123，

P－204

P－114，P－120

P－315

0－01

P－218

P－274

P－248

P－162，P－283

　P－270
P－054，P－094，

P－114，P－120，

P－182

P－046

P－052，P－312

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

河野康志

河村和弘

河村俊彦

河村寿宏

川村　良

瓦林達比古

河原林裕子

神崎秀陽

神田義明

菅藤　哲

菅野ひとみ

目

木内　寛

貴家　剛

菊地　盤

菊池久美子

菊池理仁

菊地真理子

菊地由美

岸　郁子

岸　裕司

岸上靖幸

喜多伸幸

北岡芳久

北坂浩也

北澤正文

北島道夫

北島義盛

北出真理

0－06，P－005

0－14，P－326

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

0－10

P－320

P－070

P－196，P－211

P－003，P－050

P－079

P－284

P－290

0－21，P－159

P－Ol4，　P－015

P－024，P－035，

P－051，P－242

0－37，P－016，

P－244

P－189，P－225，

P－227

0－30，P－069

P－119

0－22，P－268，

P－275

P－085，P－104

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

P－068

0－22，P－268，

P－275

P－331

P－272

0－02，0－31，

P－062，P－067，

P－081，P－107

P－076，P－089

P－024，P－035，

北野孝満

北村修一一

北村誠司

北村　衛

北脇　城

吉川史隆

城戸裕子

木下勝之

木下俊彦

木下　専

儀保晶子

木村たか子

木村　正

木村秀崇

木村文則

許　優美

京野廣一

清水美代

霧島朝子

金城　洋

■

久具宏司

草野いつみ

久慈直昭

P－051，P－242

P－024，P－242

P－181，P－201

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－160，P－179，

P－214，P－241

P－058

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

P－109

P－024，P－035，

P－051，P－242，

P－325

P－038，P－056

0－16

P－Ol8，　P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－073

0－34，P－001，

P－253

P－197，P－198

P－068，P－261

P－196，P－211

P－177，P－296

P－058

P－139，P－194

P－040，P－135，

P－210

P－034

P－120

0－12，0－28，

0－39，0－42，

P－086，P－151，

P－257，P－316，

P－318

383（525）

楠田朋代

楠比呂志

楠原浩二

工藤貴正

工藤由香

工藤美樹

国枝太史

國方建児

久野恵子

久保敏子

久保春海

久保島美佳

久保田俊郎

窪田裕樹

窪田泰江

窪田吉信

熊谷恵理子

熊谷志麻

熊谷　仁

熊谷　恵

熊耳敦子

熊切　順

熊崎宏美

熊迫陽子

倉智博久

蔵本武志

栗城瑛子

P－220

0－23，0－46，

P－161，P－231，

P－232，P－267，

P－271

P－072

P－160，P－303

P－126

P－220

P－295

0－43

P－239，P－313

P－153

P－021，P－030，

P－112，P－160，

P－175，P－179，

P－206，P－214，

P－241

P－132

P－006

P－270

P－274

0－24，P－285，

P－287，P－290

P－265

P－177，P－296

0－14，P－326

P－115，P－116

0－44，P－063，

P－183

P－024，P－035，

P－051，P－242，

P－325

P－147

0－51，P－324

P－046

0－25，P－132，

P－213，P－229，

P－250

0－11，0－52，

P－188，P－205



384（526）

栗原浩司

黒田勇二

黒土升蔵

桑田　愛

鍬田恵里

桑原　章

桑山正成

■

小池弘子

小泉あずさ

小泉智恵

高　栄哲

洪　　実

甲賀かをり

神田聡子

合田上政

公平直樹

香山浩二

香山晋輔

郡健二郎

郡山　智

郡山純子

古賀　実

P－162，P－283

0－38，P－Ol9，

P－029，P－044，

P－098，P－145，

P－180，P－192

P－301

P－240

0－23，0－41，

0－46，P－078，

P－152，P－161，

P－185，P－186，

P－231，P－232，

P－265，P－267，

P－271，P－317

P－164

0－47，0－49，

P－189，P－225，

P－227，P－235

P－115，P－116

P－149，P－203

P－114，P－120

P－276

P－316

0－29，P－002，

P－061

P－245，P－258

0－01，P－277，

P－332

P－295

0－04，P－170，

P－246，P－273，

P－278

0－34，P－001

P－154，P－270，

P－274

P－137

P－137，P－268

P－156，P－159，

P－304

苔口昭次

小阪謙三

越田光伸

小島加代子

小島聡子

児島孝久

小島章弘

小嶋康夫

児島梨絵子

小谷泰史

児玉英也

古手川直子

後藤章暢

後藤かおり

後藤　栄

後藤哲也

後藤真紀

小西康博

小橋未和

小浜奈美

小林健介

小林紗貴子

小林　保

小林優子

小林由佳

小林由美

小林善宗

小牧麻美

小松雅博

小宮　顕

小宮ひろみ

P－100，P－157

0－07，0－33，

P－048

P－162

P－200，P－215

P－289

P－027，P－330

P－184，P－197，

P－198

P－144，P－249

P－027

P－020

0－14，P－326

P－151

0－01

P－175

P－100，P－157

P－127

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

P－028

0－43

P－196，P－211

P－275

0－50

P－097，P－228

P－024，P－035，

P－242

P－237

P－156，P－304

0－38，P－010，

P－019，P－026，

P－029，P－044，

P－098，P－145，

P－180，P－192

P－091

P－125，P－207

P－289

0－44，P－063，

P－183

小森江利子

小森和彦

小森慎二

呉屋憲一

小山伸夫

古山将康

昆　理子

近藤憲一・

近藤　有

近藤芳仁

圏

察　立義

斎藤和男

斉藤克幸

斉藤香代子

斉藤恵介

斎藤　滋

斉藤寿一郎

齋藤隆和

斉藤　豪

齋藤智博

齊藤英和

斉藤正博

斉藤　学

佐伯和美

坂井和貴

酒井　謙

坂井昌弘

酒井康行

榊原重久

榊原秀也

坂上明子

坂田亜希

坂田正博

P－157

0－21，P－159

0－04，P－170，

P－246，P－273，

P－278

P－014，P－015

P－103

0－34，P－001，

P－253

P－327

P－174

P－277，P－332

P－079

P－014，P－015

0－24，P－285，

P－287，P－290

P－294

P－175

P－283

P－049

0－08，P－163，

P－236，P－252

P－053

P－076，P－089

P－038，P－206

P－052，P－312

P－023，P－128，

P－178，P－262

P－013，P－037

P－289

P－216，P－219

P－007，P－251

P－156，P－304

0－52

P－118，P－239

P－079，P－237

P－115，P－116

P－011

P－253

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

酒見智子

坂本英雄

坂本恵美

坂本ルミ

佐久本哲郎

佐々木愛子

佐々木恵子

佐々木幸子

佐々木重胤

佐々木昌一・

佐々木直子

佐々木春明

佐々木真紀

佐々木美緒

佐々木満枝

佐々木由香

指山実千代

定本幸子

貞森理子

佐藤晶子

佐藤　章

佐藤英子

佐藤和彦

佐藤和文

佐藤嘉兵

佐藤健二

佐藤孝道

佐藤　剛

佐藤千賀子

佐藤哲也

佐藤　恒

佐藤英貴

P－125，P－207

P－294，P－307

P－189

P－138，P－199

P－008

P－099，P－123，

P－204

P－177

P－177，P－296

P－101

P－154，P－274

P－206

P－307

P－047

P－331

P－326

P－160，P－175，

P－179，P－214，

P－241

0－26，P－126，

P－130

P－113，P－233

P－070

0－40

0－44，P－063，

P－183

P－300

0－24，P－285，

P－287，P－290

P－171，P－221

0－50，P－071，

P－155，P－163，

P－187，P－237

0－27，0－39，

0－42

P－125，P－207

P－154

0－51，P－324

P－026

0－18

P－328

佐藤博子

佐藤真知子

佐藤雄一

佐藤由佳

佐藤陽子

佐藤芳昭

讃井絢子

佐橋愛子

鮫島哲郎

猿賀まち子

澤井英明

山海　直

■

P－ll7

P－315

P－035

P－127

0－19

P－176

P－070

P－129，P－131，

P－146，P－226

0－31

P－OlO，　P－026

P－246，P－278

0－50

Chekir　Chebib

　　　　　　P－099，P－204

塩川滋達

塩川素子

塩沢直美

塩田　充

塩田恭子

塩田恭子

塩谷雅英

鹿野朝秀

繁田　実

重政みのり

七条武士

品川寿弥

篠原一朝

篠原早苗

篠原宏枝

芝　　徹

柴田大二郎

柴田文子

柴原浩章

P－007

P－112，P－175，

P－179，P－214

P－147

P－020

P－240

P－125，P－207

P－100，P－157，

P－162

P－325

P－124，P－240

P－010

P－294

P－042

0－03，P－064，

P－065

P－127

P－118，P－239

P－318

0－35，P－004，

P－031，P－ll7，

P－301，P－311

P－115，P－116

0－37，P－016，

385（527）

渋井幸裕

渋谷伸一・

澁谷裕美

島　　崇

島田　薫

島田和彦

嶋田奈央子

島田裕充

島田　誠

島田昌之

島津　章

島津由加里

島貫洋人

嶋村勝典

島本博子

清水香苗

清水久美子

清水聖子

清水　望

清水麻記子

清水　靖

清水八尋

下川理世

下村裕司

下屋浩一郎

徐　東舜

庄司孝子

生水真紀夫

正田朋子

P－244

P－112，P－160，

P－175，P－179，

P－209，P－214，

P－241，P－266

P－171，P－221

P－251

P－264

0－38，P－019，

P－029，P－044，

P－145，P－180，

P－192

P－016

P－189

P－205

P－307

0－51，P－324

P－286

P－264

P－024，P－035，

P－051，P－242

0－36

P－262

P－136，P－173

P－254

P－245，P－258

P－331

P－031

0－14，P－326

P－092

0－22，P－275

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

0－34，P－001，

P－253

P－139，P－194

P－059

0－03，P－064，

P－065，P－075

P－269



386（528）

白井安砂子

白井直美

白石康子

白川利朗

白川英樹

白寄千明

城田京子

代田琢彦

新　博美

神野正雄

新保　斉

新谷光央

団

末岡　浩

末永昭彦

末吉智博

菅　睦雄

菅沼信彦

菅沼真樹

菅沼亮太

菅原　勇

菅原延夫

杉　俊隆

杉浦育子

杉浦真弓

杉岡美智代

杉野法広

杉野善雄

杉原研吾

P－135，P－210

P－118

0－37

0－01

P－325

P－205

P－070

P－236

P－181，P－201

P－174，P－310

P－282

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

0－12，0－27，

O－28，0－39，

0－42，P－086，

P－257，P－316，

P－318

0－30

P－097，P－228

P－112，P－175

P－073，P－090，

P－118，P－239，

P－313

P－128

0－44，P－063，

P－183

0－20

P－150

P－110

0－09，P－066，

P－314

P－154

P－213，P－229，

P－250

P－009，P－011

0－16，P－286

P－047，P－111，

杉本　到

杉本公平

杉本利幸

杉山喜代美

杉山　武

杉山　徹

杉山智子

杉山里英

杉山カー・

鈴木香織

鈴木一基

鈴木康太郎

鈴木康太郎

鈴木明香

鈴木隆弘

鈴木達也

鈴木範子

鈴木寛規

鈴木ひろみ

鈴木啓悦

鈴木雅洲

鈴木雅美

鈴木真理亜

鈴木真梨子

鈴木光明

鈴木美奈

鈴木美那子

鈴木　雅

鈴木康夫

鈴木有香

P－195

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－053

P－147

P－113

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－327

P－245，P－258

P－135，P－210

P－040，P－135，

P－210

P－298

P－120

0－24，P－285

P－287

P－177

P－014，P－015，

P－045

0－37，P－Ol6，

P－244

P－118，P－239

P－084，P－217

P－276

P－289

P－082

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－176

P－264，P－269

0－37，P－Ol6，

P－244

P－256

P－223

0－35，P－301

P－222

P－135

須藤文子　　P－164

諏訪友美　　P－135，P－210

固

清木孝之

清田圭子

瀬川智也

関　博之

関美穂子

千木野みわ

Serge　Ostrovidov

　　　　　　O－52

P－320

P－084，P－217

P－075，P－097，

P－228

P－128，P－178

P－093

0－50，P－237

先久　幸　　P－138，P－199

千石一雄　　0－18

目

宗　晶子

宗　恒雄

曽根淑恵

園田桃代

園原めぐみ

因

田岡利宜也

高井　泰

高尾徹也

高木耕一郎

高桑好一

高崎彰久

高階俊光

高島明子

高島邦僚

田頭由紀子

高田治奈

高田真智子

高田　全

高多久美子

高田智美

P－160，P－179，

P－214，P－241

P－193

P－325

P－lll

P－331

P－143

P－023，P－128，

P－178，P－262

0－21，P－159

P－245，P－258

P－105，P－106

0－36

P－013，P－037

P－038，P－056

P－237

P－059

P－151

P－084，P－217

P－053

P－181，P－201

0－38，P－019，

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

■

●

●

高田晋吾

高田玲子

高梨安弘

高野裕子

高野裕久

高橋暁子

高橋　晃

高橋和政

高橋千実

高橋勝治

高橋敬一一

高橋健太郎

高橋重智

高橋　純

高橋　毅

高橋　司

高橋典子

高林香代子

高松　潔

高見澤聡

高森貴恵

高山智子

滝口修司

田口　敦

武井英理子

竹内一浩

竹内欽哉

武内裕之

P－145，P－180，

P－192

0－21，P－159

P－240

P－112，P－175

0－38，P－019，

P－145，P－180，

P－192

0－20

P－084，P－217

P－151

P－298

P－045

P－284

P－289

P－068，P－261

P－082

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－286

P－151

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－147

0－22，P－137，

P－268，P－275

0－37，P－016，

P－244

P－254，P－329

0－44，P－063，

P－183

P－009，P－011

P－298

P－054，P－094

P－141

P－073

P－024，P－035，

P－051，P－242，

P－325

竹下純子

竹下千恵

竹下俊行

竹下直樹

武田　健

竹田　省

竹谷俊明

武谷雄二

竹中亜希

竹中泰子

武信尚文

竹林浩一

竹原祐志

竹本洋一一

竹山　智

竹山政美

田島博人

田島博人

田代浩徳

立花郁雄

立花眞仁

立川陽子

巽　啓司

辰巳賢一

辰己佳史

伊達里美

田中　温

P－124

0－13，P－190，

P－191

P－041，P－042，

P－187

P－160，P－214，

P－241

0－20

P－023，P－128，

P－178，P－262

P－009，P－011

0－29，P－002，

P－034，P－061，

P－148，P－247

P－216，P－219

P－059

P－170

P－068，P－261

0－49，P－092，

P－097，P－228

0－23，0－41，

0－46，P－078，

P－152，P－161，

P－185，P－186，

P－231，P－232，

P－265，P－267，

P－271，P－317

P－256

P－156，P－159，

P－304

0－12，0－39

0－27，0－42

P－260，P－322

P－082

P－033，P－284

P－265

0－33

P－162

P－315

P－017

0－23，0－41，

387（529）

田中威づみ

田中憲一・

田中耕平

田中忠夫

田中哲二

田中俊誠

田中尚子

田中　守

田中美穂

田中雄大

田中義弘

谷内麻子

谷垣伸治

谷口　憲

田畑知沙

田畑光恵

田原正浩

田巻勇次

田宮　親

0－46，P－032，

P－152，P－161，

P－165，P－185，

P－186，P－231，

P－232，P－265，

P－267，P－271，

P－317

0－23，0－41，

0－46，P－152，

P－161，P－165，

P－185，P－186，

P－231，P－232，

P－265，P－267，

P－271，P－317

P－105，P－106，

P－256

P－082

P－053

P－087，P－088

0－14，P－074，

P－326

P－077，P－080，

P－164

P－318

P－084，P－217

P－318

P－109

0－08，P－236

0－22，P－268，

P－275

0－36

P－001，P－253

0－38，P－019，

P－029，P－044，

P－098，P－145，

P－180，P－192

P－253

P－254，P－329

P－112，P－175，

P－209，P－214，

P－241，P－266



388（530）

田村智英子

田村博史

田村正毅

田村美貴

田村充利

田谷順子

俵　史子

■

千葉和義

中言亜樹

Choi　Jin

張　　波

■

立木　都

曽　斌祥

塚田和彦

塚本　定

辻　　勲

辻　　功

辻　敏徳

辻　祐治

辻原寛子

辻村　晃

津田千春

津田美佳

土山修治

筒井建紀

都築知代

堤　　治

角田みか

坪内美紀

坪田昭人

P－121，P－122

P－009，P－011

P－105，P－106

P－262

0－32，P－033

0－30，P－166

P－129，P－131，

P－146，P－226

P－319

P－072

P－276

0－03，P－064，

P－065

P－331

0－07，0－33

P－022

P－291

P－020

P－277

P－222

P－281

P－262

0－21，P－159，

P－304

0－08，P－155，

P－163，P－236

P－121，P－122

0－48
0－34，P－001，

P－253

P－315

0－29，P－002，

P－034，P－061，

P－148，P－－247

P－043，P－260

P－157

0－05

■

寺井章人

寺尾秀治

寺尾俊彦

寺川直樹

寺田香織

寺田央巳

寺田幸弘

寺元章吉

寺本麻里子

照井克生

照屋陽子

天満久美子

■

土井めぐみ

土居有紀子

堂地　勉

東梅久子

時任ゆり

徳江繭子

徳岡　晋

土信田雅一

利山由圭

登内恵美

土橋正樹

泊　博幸

冨永英一郎

P－295，P－308

0－01

P－282

P－059

P－161，P－265

P－282

0－32，P－033，

P－284，P－299

0－47，0－49，

P－075，P－097，

P－189，P－225，

P－227，P－228，

P－235

P－058

P－262

P－248

0－34，P－001，

P－253

P－119，P－155，

P－163，P－252

P－176

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－027，P－093，

P－263

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－157

P－084

P－046

P－141

P－135，P－210

0－01

P－230，P－259

0－22，P－268，

富山達大

富山僚子

豊岡理恵子

豊北美穂

豊田里美

豊福　彩

鳥居正子

困

内藤真弓

永井　泰

永井由美子

長井陽子

永井利佳

永石匡司

中江光博

永尾光一

中岡義晴

中潟直己

中川浩次

中川博之

長木美幸

中澤禎子

中澤　学

中澤留美

中島文子

中嶋達也

中島美佐子

長島　隆

長嶋有希子

中條友紀子

中田久美子

P－275

P－149，P－203

P－042，P－187

P－320

P－181，P－201

P－Ol7

P－220

P－169，P－238，

P－302

P－331

P－319

P－141

P－240

P－331

P－092

P－Ol8，　P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－160，P－175，

P－179，P－214，

P－241，P－303

P－047，P－111，

P－195

0－48

P－052，P－312

0－22，P－268，

P－275

0－40

P－101

P－034

P－216，P－219

P－060

P－003，P－050

P－121，P－122

0－09，P－066，

P－314

P－331

P－177，P－296

0－47



●

●

●

●

●

●

●

永田文江

詠田由美

中塚幹也

中西芳美

長沼康子

中野絵梨

中野　隆

中野英之

中野眞佐男

長濱寛二

中林　章

中林正雄

中原辰夫

永渕恵美子

中堀　隆

中村　静

中村聡一

中村忠治

中村仁美

中村寛子

中村博子

中村裕美

中村文武

中村水緒

中村理果

中元　剛

中山摂子

中山貴弘

中山美由紀

永吉　基

P－047，P－111，

P－195

P－055，P－133，

P－230，P－259

P－099，P－123，

P－204

P－118

P－070

P－161，P－185，

P－265

P－144，P－249

P－193

P－257

P－286

0－12，0－27，

0－39，0－42

P－328

P－239，P－313

P－213，P－229

P－151

P－132

P－033，P－284，

P－299

P－200，P－215

0－34

0－11，0－52，

P－188，P－205

P－109

P－254，P－329

P－210

P－114，P－120，

P－182

P－198

P－003，P－050

P－328

P－196，P－211

P－114，P－120

0－23，0－41，

0－46，P－032，

P－152，P－161，

P－165，P－185，

永吉裕三子

柳楽清文

奈須家栄

並木幹夫

納谷幸男

楢原久司

成相孝一・

成田　牧

成吉昌一

成瀬恵治

囮

西　美佐

西　弥生

西井　修

西内あかね

西尾永司

西尾京子

西尾浩二郎

西岡良泰

西垣明実

西口富三

錦織恭子

西田智保

西田正和

西中千佳子

西原恵司

西宗義武

西村　満

西山博之

西山和加子

二宮　睦

P－186，P－231，

P－232，P－265，

P－267，P－271，

P－317

P－322

P－049

0－06，P－005

P－276

P－289

0－06，P－005

0－05

P－315

P－281

P－301

P－181，P－201

P－042，P－187

P－034

P－289

P－022，P－212，

P－224

P－136，P－173

P－162，P－283

P－048

P－213，P－229

P－073

0－13，P－190，

P－191

P－279，P－288，

P－292

P－005

P－296

P－274

0－16

P－169，P－238，

P－302

0－16，P－286，

P－295，P－308

P－200，P－215

0－26，P－130

389（531）

庭田祐一郎　0－20

圃

根岸桃子　　0－10

回

野口和美

野口聡一・

野口崇夫

野崎雅裕

野澤資亜利

野田彩香

野田洋一・

野仲由香理

野原　理

野間雅倫

野見山真理

野村一人

圃

拝郷浩佑

Hao　Lin

萩倉祥一

橋爪淳子

橋場剛士

羽柴良樹

橋村富子

橋村富子

橋本和美

橋本　周

橋本洋美

橋本早百合

蓮田太二

蓮田　健

長谷川昭子

0・－24，P－285

P－099，P－123，

P－204

P－272

P－109

0－19，P－279，

P－280

0－50

P－068，P－261

P－091

P－008

P－156，P－304

P－200，P－215

0－03，P－064，

P－065

P－213，P－229

P－099，P－123，

P－204

P－239，P－313

P－181，P－201

0－12，0－27，

0－39，0－42，

P－086，P－257

P－331

P－115

P－116

P－254，P－329

P－111

P－157

P－265

P－103

P－103

0－04，P－278



390（532）

長谷川裕晃

畑　景子

畠　憲一

波多野久昭

畑山　博

服部久美子

服部裕介

服部幸雄

花岡嘉奈子

馬場一一憲

馬場克幸

馬場聖子

馬場　剛

羽原俊宏

羽太三保子

羽太美保子

浜井晴喜

濱崎　正

浜谷敏生

早川美奈

林　明美

林　篤史

林　和俊

林章太郎

林　卓宏

林　直樹

林　伸旨

林　　博

原　鐵晃

原　　啓

原井淳子

0－43

P－136，P－173

0－22，P－275

P－039，P－041

0－16，P－196，

P－211

P－331

0－24，P－285

P－154

P－112，P－175，

P－209，P－214，

P－241，P－266

P－178

0－19，P－155，

P－279，P－288，

P－292

P－149，P－203

P－076，P－089

P－113，P－223，

P－233

P－265

P－161

P－240

0－36

P－245，P－257，

P－258，P－316

P－212，P－224

P－298

P－243

P－057

0－44，P－063，

P－183

P－076

P－023，P－128，

P－178，P－262

P－113，P－223，

P－233

P－053

P－220

P－160

0－26，P－126，

原田統子

原田枝美

原田　省

原田竜也

原田美由紀

P－130

0－35，P－004，

P－031，P－117，

P－301，P－311

P－138，P－199

P－059

P－006

0－29，P－002，

P－061

Parrington　John

　　　　　　P－270

半田雅文　　P－124，P－240

画

日浦義仁　　P－305

桧垣　博　　P－328

東政弘　P－008
樋口壽宏　　P－048

檜尾健二　　P－164

日比博子　　P－212，P－224

］日［ibbitt　Olivia

姫野憲雄

平井　景

平井利明

平泉良枝

平木宏一

平田修司

平田哲也

平田　麗

平野喜美恵

平野由紀

P－270

0－23，0－41，

0－46，P－032，

P－152，P－161，

P－165，P－185，

P－186，P－231，

P－232，P－265，

P－267，P－271，

P－317

P－158

0－21，P－159

P－042

0－31，P－062，

P－067，P－081

P－269

0－29，P－002，

P－061

P－223

P－252

0－37，P－Ol6，

平林由佳

平原史樹

平松伸子

平松祐司

平山和宏

平山史朗

廣井久彦

広川　信

広崎奈津子

弘島大輔

広田　泰

廣田　穣

廣田陽子

団

笛田洋一一

深見武彦

深谷孝夫

福井淳史

福井敬介

福嶋貴美代

福田愛作

福田貴美子

福田　淳

福田淳一郎

福田雄介

福富紀子

福原理恵

福本由美子

藤田和利

藤井絵里子

藤井　調

P－244

P－129，P－131，

P－146，P－226

P－079，P－237

0－36

P－099，P－123，

P－204

0－11，0－52，

P－188，P－205

P－127

P－034，P－247

P－287

P－321

P－147

0－29，P－002，

P－061，P－247

P－022

P－257

0－11，P－188

P－041

P－057

P－197，P－198

P－168

P－265

P－047，P－111，

P－195

0－25，P－115，

P－116，P－132，

P－213，P－250

0－14，P－326

0－06

P－241

P－149，P－203

P－184，P－197，

P－198

P－156，P－304

0－21

P－052，P－312

0－32，P－299
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藤井俊策

藤井信吾

藤井輝夫

藤井麻友子

藤井美穂

藤井好孝

藤井亮太

藤江裕美

藤岡秀樹

藤澤正人

藤澤佳子

藤下　晃

藤瀬清隆

藤田和利

藤田一博

藤田和之

藤田智久

藤波隆一

藤野祐司

藤ノ木政勝

藤本晃久

藤原圭子

藤原敏博

藤原　浩

藤原睦子

毒島弘樹

布施はづき

布施秀樹

二井美津穂

舟本　寛

文野多江子

P－184，P－197，

P－198

0－07，0－33，

P－048

0－52

P－200，P－215

P－089

P－142，P－208，

P－234

P－321

P－041

P－159

0－01，P－157，

P－277，P－332

P－093

0－31，P－062，

P－067

0－05

P－159

P－054，P－094，

P－182

P－256

P－169，P－238，

P－302

P－181，P－201

P－134

P－272

P－034，P－148，

P－247

P－265

P－034，P－148，

P－247

0－07，0－33，

P－048

P－068，P－261

P－205

P－010，P－026

P－306

P－094

P－144，P－249

P－124，P－240

Prathalingam　Nilendran

　　　　　　P－270

布留川和美　O－07，0－33

古川雄一一

古殿正子

古屋　智

■

逸見博文

團

鉾石文彦

保坂　猛

星　和彦

星合　昊

保條説彦

細川真理子

細谷俊光

保母順造

堀　正行

堀井雅子

堀内　功

堀江重郎

堀川　隆

堀川道晴

0－06

P－108

P－027，P－093，

P－263

P－013，P－037，

P－076，P－089，

P－323

P－153

P－119，P－155，

P－163，P－252，

P－309

P－264，P－269

P－020

P－300

P－237

P－167，P－293

P－166

P－193

0－28，0－42

0－04，P－170，

P－246

P－162，P－283

P－052，P－312

0－18

Holt　Wnliam　P－270

本庄　考

本庄英雄

本田育子

本田恭子

本田徹郎

P－055，P－133，

P－230，P－259

P－058

0－38，P－010，

P－Ol9，　P－026，

P－029，P－044，

P－098

P－168

P－151

391（533）

本田律生　　P－043，P－260

本間寛之　　P－076，P－089

目

前川正彦

前田隆義

前田長正

前田真知子

前田雄司

前村俊満

槙井清美

牧野亜衣子

牧野田知

真崎暁子

間崎和夫

増崎英明

増田　裕

升田博隆

松井　太

松井有紀

松浦俊樹

松江陽一

松岡亜希

松岡江里奈

松岡菊美

松岡庸洋

松崎利也

松崎有未

松下知彦

松島　隆

松田公志

松田悠喜

松田兆史

P－060

P－156，P－304

P－057

P－150

P－276

P－021，P－030，

P－241

P－119

P－154

P－321

P－200，P－215

P－030，P－160

0－02，0－31，

P－062，P－067，

P－081

P－158

0－09，P－066，

P－314

P－276

P－169，P－238，

P－302

P－097，P－228

P－241

P－009

P－083，P－172，

P－202，P－255，

P－297

P－262

0－21，P－159

P－077，P－080

P－066

P－279，P－288，

P－292

P－041

P－305

P－196，P－211

P－275



392（534）

松永茂剛

松永茂剛

松永雅美

松葉純子

松林秀彦

松原直樹

松宮清美

松本香子

松本裕子

松山毅彦

真名瀬賢吾

真野由紀雄

馬原千春

丸山　綾

丸山　修

丸山哲夫

國

三浦一陽

三浦清徳

三浦生子

三浦成陽

見尾保幸

三木明徳

水澤友利

水沼英樹

水野一郎

水野仁二

P－023，P－128

P－178

P－100，P－157

P－149，P－203

P－014，P－Ol5，

P－045

P－039，P－041

0－21，P－159

P－262

0－28，0－42

P－216，P－219

P－076，P－089

P－090，P－239，

P－313

0－23，0－41，

P－152，P－161，

P－185，P－231，

P－232，P－265，

P－267

P－092

P－162，P－283

0－09，P－066，

P－314，P－316

P－160，P－175，

P－179，P－214，

P－241，P－303

0－02

0－02

0－3tP－067，

P－081

0－13，P－017，

P－190，P－191

0－30，P－069，

P－166

0－28，P－318

P－184，P－197，

P－198

P－306

0－ll，0－52，

　　　　　　P－188，P－205

彌園亜紀子　P－124

道倉康仁　　P－181，P－201

三井秋徳　　O－45

光成匡博　　P－059

三橋章代　　P－020

三ッ矢和弘　P－272

水口雅博　　P－077，P－080

南佐和子　　P－087

南　紀子　　0－03，P－064，

　　　　　　P－065

峯岸敬　P－085，P－104

三室卓久　　P－071，P－119，

　　　　　　P－155，P－163，

　　　　　　P－252，P－309

宮川　康　　0－21，P－159

宮城博子　　P－008

宮岸玲子　　P－206

三宅　馨　　0－43

三宅麻喜　　P－264

宮崎聡美　　P－049

宮崎　淳　　P－291

宮崎俊一　　P－325

宮地系典　　0－22，P－268，

　　　　　　P－275

宮田広敏　　P－149，P－203

宮原　陽　　P－322

宮本敏伸　　0－18

御代田貴美子　P－127

三輪一知郎　P－009，P－011

国

向田一・利

向橋貴美子

麦谷荘一

六車光英

武藤　智

村尾明美

村尾嘉和

村上弘一・

P－040

P－181，P－201

P－282

P－305

P－162，P－283

P－053

P－205

0－03，P－064，

P－065

村上　節

村川晴生

村越行高

村田朋子

村田泰隆

村田雄二

村西由紀

村野孝代

村山嘉延

固

0－32，P－033，

P－284，P－299

P－082

0－12，0－27，

0－39，0－42

P－047，P－111，

P－195

P－111

0－34，P－001，

P－253

P－181，P－201

P－014，P－015

0－11，P－188

銘苅桂子　　P－248

飯塚敏子　　P－Ol7

団

望月　修

本橋恵美子

本橋秀之

本山洋明

本山光博

百枝幹雄

森久仁子

森　　滋

森　崇英

森　稔高

森奈美江

森優織江

森岡　均

森川香子

森蔦祥子

P－147

P－182

0－50

P－142，P－208，

P－234

P－298

P－034，P－148，

P－247

P－167，P－243，

P－293

P－082

0－51，P－108，

P－324

P－300

P－129，P－131，

P－146，P－226

P－132

0－36

P－071，P－119，

P－155，P－163，

P－252

P－167，P－243，
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呼

守田道由

森田峰人

森藤ゆき

森松友佳子

森松依子

森本千恵子

森本義晴

守屋聡子

森山明宏

森山弘恵

森脇崇之

圃

八木佳奈子

八木重孝

安井　功

安江　朗

安田明子

安田勝彦

矢内良昌

矢内原敦

柳田　薫

柳町隆造

八並直子

矢野浩史

矢野　哲

矢野ともね

山縣芳明

山川克典

山川圭介

山口英二

山口耕平

山口茂美

P－293

P－230，P－259

P－021，P－030，

P－241

P－033，P－299

P－244

P－264

0－29，P－002，

P－061

P－047，P－111，

P－195

0－28，0－42

P－001

P－138，P－199

P－212，P－224

P－124，P－240

P－087

P－045

P－022

P－181，P－201

P－003，P－050

P－274

0－10

0－44，P－183

0－44

P－081

P－153

0－29，P－002，

P－034，P－061，

P－148，P－247

P－038，P－056

P－009，P－011

0－19，P－288，

P－292

P－323

P－197，P－198

0－01，P－277，

P－332

P－119

山口俊一

山口　隆

山口　恵

山口結加

山崎輝行

山崎英樹

山崎幹雄

山路めぐみ

山下直樹

山下真紀子

山下陽子

山下能毅

山城貴恵

山城千珠

山田京子

山田耕平

山田祐士

山田礼子

山出一・郎

山中幹基

山野辺千沙

山本圭介

山本健朗

山本哲史

山本志奈子

山本樹生

山本尚子

山本範子

画

湯浅　眞

遊木靖人

遊佐浩子

P－328

P－027，P－093，

P－263

P－129，P－131，

P－146，P－226

0－38，P－Ol9，

P－145，P－180，

P－192

P－039，P－041

P－018，P－025，

P－095，P－096，

P－102

P－164

P－168

P－097，P－134

0－30，P－069

P－223

P－158，P－167，

P－243，P－293

P－248

P－027，P－093，

P－263

P－256

P－200，P－215

P－178

P－315

P－196，P－211

P－156，P－304

P－139，P－194

P－156，P－304

P－276

P－060

P－119

P－092，P－101

P－170

P－092

0－05

P－141

P－114，P－120

393（535）

湯村寧　0－24，P－285，

　　　　　　P－287，P－290

■

葉　英輝

横尾朋和

横田のぞみ

横田麻里子

吉井久美子

吉井　隆

吉池美紀

吉岡信也

吉岡尚美

吉岡奈々子

吉川典子

吉越信一

吉崎　陽

吉澤　緑

吉田亜紀

吉田　淳

吉田逸子

吉田　薫

吉田壮一

吉田英機

吉田仁秋

吉田　浩

吉田宏之

吉田麻里子

吉野　修

吉村友邦

吉村泰典

O－14

P－105，P－106

P－206

P－149，P－203

P－212，P－224

P－162，P－283

0－19，P－155，

P－279，P－280，

P－288，P－292

0－07，0－33，

P－048

P－132，P－213，

P－229，P－250

P－113，P－233

P－115，P－116

P－144，P－249

P－327

0－45

P－072

P－084，P－121，

P－122，P－160，

P－276，P－303

P－206

0－19

P－059

P－294，P－307

P－140

P－079

0－28，P－318

P－022

0－29，P－002，

P－061

P－331

0－09，0－12，

0－27，0－28，

0－39，0－42，

P－066，P－086，
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吉村由香理

吉本知子

田

若木恵子

若槻明彦

若槻有香

若原靖典

早稲田智夫

P－151，P－257，

P－314，P－316，

P－318

P－157

P－033，P－299

P－Ol7

P－300

0－13，P－190，

P－191

P－090，P－239，

P－313

P－321

和田　修

和田久恵

和田麻美子

渡部明彦

渡邉彩子

渡邊衣里

渡辺久美

渡辺久美

渡部純江

渡辺慎一郎

渡邉誠二

P－247

P－073

P－264

P－306

P－059

P－179

0－28

P－055，P－133

P－100，P－157

P－021，P－030，

P－179，P－214，

P－241

0－17，P－186，

P－271

渡辺奈津美

渡邉英明

渡邊広是

渡邉昌紀

渡辺未央

渡邉芳明

0－ll，0－52，

P－188，P－205

0－38，P－OlO，

P－Ol9，　P－145，

P－180，P－192

0－12，0－27，

0－39，0－42

0－27，0－39，

0－42

P－014，P－015，

P－045

P－097，P－228

句
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