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　　　　　　　　第53回日本生殖医学会総会・学術講演会のお知らせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1回会告）

　第53回日本生殖医学会総会・学術講演会を下記の要領より開催しますので，奮ってご参加頂きますよ

う，お願い申し上げます．

会　期12008年10月22日（水）幹事会，理事会

　　　　　　　　　　23日（木）　学術講演会，代議員会，総会，懇親会

　　　　　　　　　　24日（金）．学術講演会

会場：神戸国際会議場

　　　　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－9－1

　　　　（TEL：078－302－5200，　FAX：078－302－6485）

プログラム概要（予定）：

　特別講演

　　審良静男（大阪大学微生物病研究所自然免疫研究分野）

　招請講演

　　Dr　Gupta（contraceptive　vaccine）

　　DL　Schlegel（male　infertility）

　　D仁Howles（ovarian　stimulation）

　教育講演

　　生命倫理・胎盤遺伝子発現・AR異常・多胎妊娠の予防と対策

　　time－lapse　cinematography・着床の基礎臨床

　シンポジウム

　　配偶子形成とその成熟機構・受精現象の分子生物学的解析・着床不全とその対策・粘膜免疫と生殖

　スポンサードシンポジウム

　　Metabolic　syndromeと生殖・ICSIの適応と限界・生殖能温存に対する取り組み・加齢と尿生殖機能

演題登録期間：2008年4月15日（火）～5月30日（金）

　　　　　　　UMINによるインターネットでのオンライン登録となります．

事前参加登録：参加費の払込は，専用の郵便振替払込書および郵便局所定の振替用紙による郵便振込み

　　　　　　　となります，事前参加登録の締切は，2008年8月末日を予定しています．

＊詳しくは，学会誌上および大会ホームページにて随時お知らせいたします．

大会に関するお問合せ先

　　　第53回日本生殖医学会総会・学術講演会　運営事務局

　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室内　担当：小森，田中

　　　〒663－8501西宮市武庫川町1－1

　　　TEL：0798－45－6481　FAX：0798－46－4163

　　　E－mail：53jsrm・kobe＠congre．cojp

　　　　　　　　　　　　平成19年9月

第53回日本生殖医学会総会・学術講演会

　　　　　　　　会長　香　山　浩　二



平成20年度日本生殖医学会生殖医療専門医（指導医）認定試験のお知らせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1回会告）

会員各位殿

　この度，下記の申請条件を満たす会員を対象に，下記の日程で平成20年度生殖医療指導医の認定試験

を実施することになりましたのでお知らせ致します．

　なお，本制度の概要，申請要領と申請書類，試験スケジュール等の詳細につきましては，第2回会告（次

号本誌掲載予定），及びホームページでお知らせする予定ですので，受験希望者はご留意下さい．

己言口

試験日程 期日：平成20年10月25日（土）

　　　（第53回日本生殖医学会総会ならびに学術講演会期間中）

場所　神戸国際会議場

　　　ポートピアホテル

　　　〒650－OO46

　　　神戸市中央区港島中町6丁目10番地1

　　　TEL（078）302－1111

　　　FAX（078）302－6877

申請条件 1）会員歴が通算5年以上の会員

2）産婦人科専門医（日本産科婦人科学会認定）あるいは泌尿器科専門医（日本泌尿器

　科学会認定）で専門医資格取得後3年以上の生殖医療の臨床経験があること

3）生殖医療に関する論文が10編以上（うち筆頭2編以上〉および学会発表が10題以

　上（うち筆頭2題以上）あること

4）生殖医療指導医としての適切な知識品位，高い倫理性があること

　（申請条件については，必ず次回の会告を参照してください）

　　　　　　　　　　　平成19年10月

　日本生殖医学会　理事長　岡村　　均

生殖医療従事者制度委員長　田中　俊誠

■



平成20年4月1日付け　生殖医療コーディネーター認定登録者

田村　恵　　生亀公子　　鈴木順子

前田あかね久保島美佳川畑仁美

坂中弘江

宮盛典子　　十川久美子

本田万里子馬場真有美

　　　　　日本哺乳動物卵子学会資格認定

　　第1回生殖補助医療管理胚培養士　合格者

久慈直昭　藤井好孝　千木野みわ平岡謙一郎大月純子

大津英子　　青野展也



　　　　　　　　　　　第52回

　　　　　　　　　　　プログラム

2007年

10月25日困．26日囹

秋田県民会館・秋田キャッスルホテル

h廿p5〃www．cna．ne．」P，」srm52，

会長

田中俊誠
秋田大学医学部生殖発達医学講座

産婦人科学分野教授

　■　　　創■
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第52回日本生殖医学会総会・学術講演会の開催にあたって

第52回日本生殖医学会総会

会長　田中俊誠

　日本生殖医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、第52回日

本生殖医学会総会・学術講1演会を平成19年10月25日（木）、26日（金）の日程で開催させていただく

こととなりました。本総会は、生殖医学の発展と生殖医療の技術革新を最重要課題として、生殖医

療に携わる医師・医療技術者の倫理感の高揚並びに不妊患者における精神的・肉体的・経済的負

担の軽減を図ることを目的に、カウンセラー、胚培養士、看護師、生物学者、獣医学者、泌尿器科医、

産婦人科医、が一堂に会して開かれます。幸いなことに、学会の目的に適う多くの一般演題（354題）

のご応募をいただきました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。一般演題の他に、特別講演、

招請講演（2題）、教育講演（2題）、会長講演、シンポジウム（4題）、ワークショップ、そして企業との共

催のシンポジウム（2題）及びセミナー（7題）を用意しました。意義のある学会となりますよう、活発なご

討議をお願い申し上げます。

　本学会を開催するに当たりまして、会長として、①秋田大学に見合った、背伸びしない学会、②秋

田でしか企画・実行できない学会、を心がけて参りました。体現できているか否かについては、ご出席

いただきました会員の皆様に評価いただきたいと存じます。

学会が県民会館と秋田キャッスルホテルの2会場で行われること、地方での開催であること、少ない

医局員による手作りの学会であること、などの理由でご参加いただく会員の皆様には何かとご不便・

ご不自由・ご迷惑をおかけするかと存じます。皆様のご寛容を伏してお願い申し上げます。

　秋田は、海の幸・山の幸に恵まれており、そして温泉の宝庫であり、有数の景勝地であります。時期

的には、学会のポスターにシンボル・マークとして使われていますブリコ（卵）持ちの飾（ハタハタ）や日

本海の荒波に揉まれた天然の河豚（フグ）、新米の秋田こまちによるきりたんぽや松茸を筆頭に種類

が豊富で舌触りのよいキノコ類、が美味しく、グルメの皆様にも堪能していただけるものと確信してお

ります。鮮やかに紅葉した樹木のなかで、自然の音に耳を傾けながら露天風呂に浸かると、心身とも

に癒されると思います。世界自然遺産の白神山地、真っ赤でどでかい沈む夕陽を拝める男鹿半島、

武家屋敷の角館・日本一深い田沢湖は、学会の前後に是非足をお運びいただきたいと存じます。会

員皆様のこ来秋を心よりお待ち申し上げます。

●シンボルマークについて●

ハタハタは漢字で魚へんに神または雷と書きます。

神鳴、雷鳴、どちらもカミナリと読みます。雷鳴が鳴り響き、

海がしけて波が高い時に産卵のために浅瀬に押し寄せてくるそうで

す。赤っぽいのがメスで、青っぽいのがオスで、間にあるのが受精卵を

意図しております。鯛もしくは鰭とブリコを、それぞれ秋田、受精・生殖

をイメージ下されば幸いです。
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　日程概要

日生殖医会誌52巻4号

渓，

●学術講演会

　会期：平成19年10月25日（木）・10月26日（金）

　会場：秋田県民会館〒010－0875秋田県秋田市千秋明徳町2－52

　　　秋田キャッスルホテル〒010－0001秋田県秋田市中通1－3－5

TEL：018－834－5055

TEL：018－834－1141

●総会（代議員会）

　日時：10月25日（木）　13：00～14：00

　会場：秋田県民会館

●幹事会

　日時：10月24日（水）　15：20～16：20

　会場：秋田キャッスルホテル4階放光の間

●理事会

　日時：10月24日（水）　16：30～18：00

　会場：秋田キャッスルホテル4階放光の間

●総懇親会

　日時：10月25日（木）　18：30～20：00

　会場：秋田キャッスルホテル4階放光の間
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交通のご案内
蒸翻

【第1会場】秋田県民会館

〒010－0875秋田県秋田市千秋明徳町2－52TEL：018－834－5055

■JRをご利用の方／JR秋田駅より徒歩10分

■飛行機をご利用の方／秋田空港よりリムジンバス～木ノ内前下車、徒歩5分。

■車・タクシーをご利用の方／秋田空港から40分、高速道路秋田中央インターより15分。

【第2・3・4会場】秋田キャッスルホテル

〒010－0001秋田県秋田市中通1－3－5TEL：018－834－1141

■JRをご利用の方／JR秋田駅より徒歩10分

■飛行機をご利用の方／秋田空港よりリムジンバス～木ノ内前下車、徒歩2分。

■車・タクシーをご利用の方／秋田空港から40分、高速道路秋田中央インターより15分。

ラス

　●アルス

　　西　JR
　　　秋田駅

一

〔
∋

●第1会場、秋田県民会館と第2・3・4会場

　秋田キャッスルホテル間は徒歩約4分です。
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秋田県民会館AKITA　pREFECTURE　CITIZEN・S　HALL
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学会参加者へのお知らせ

○受付・参加費

　　参加費は学会参加として10000円を総合受付（秋田キャッスルホテル1階・秋田県民会館1階）にてお納め

　　ください．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・氏名などをご記入のう

　　え，よく見える位置にお付けください．

受付時間：10月25日（木）秋田キャッスルホテル　7：30～17：00

　　　　　　　　　　　　秋田県民会館　　　　　8：30～17：00

　　　　　10月26日（金）秋田キャッスルホテル　7：30～16：30

　　　　　　　　　　　　秋田県民会館　　　　　8：30～16：30

秋田県民会館は8時半前には入場できませんので，ご注意ください．

秋田県民会館では開会までの時間が短いため受付が混雑する可能性がございます．

できるだけ秋田キャッスルホテルで受付をしていただきますようご協力をお願いいたします．

○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．

　　当日販売は2，000円です．（数に限りがあります．）

○総懇親会のご案内

　　下記のとおり，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19年10月25日（木）18130～20：00

　　　場　所：秋田キャッスルホテル　4階【放光の間】

　　　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，受付でお受け取りください．

○生殖医療指導医の皆様へ

　　以下の講演会・講習会に参加・受講された方には日本生殖医学会医療従事者ポイントを加算します．尚，指導

　　医はIDカードを忘れずにお持ちください．　IDは入場の際ご提示ください，参加費は1万円です．

・ 第52回日本生殖医学会学術講演会に参加………………10点

・10月27日（土）に，下記の講習会を受講i………………30点

講習会プログラム：8：30～9：00　辻村　晃　講師

　　　　　　　　　9：00～9：30　柴原浩章　講師

　　　　　　　　　9・30～10：00　鈴森　薫　講師

　　　　　　　　　10：00～10：30　吉村泰典　講師

「男性不妊症」

「生殖医療の発展と課題」

「ARTと遺伝」

「生殖医療と倫理」

○一般演題（ロ演発表）発表者へのお知らせ

　（1）受付

　　　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．

　　　セッション開始60分前までに放光の間・会場前「PC受付」にて試写をお願いします．2日目の最初のセッ

　　　ションの方は円滑な運営のため，前日のうちに試写をお済ませいただきますよう，ご協力をお願いします．
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（2）発表時間

　　発表時間は発表7分討論3分の計10分です．発表時間終了1分前に黄ランプ，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．

★発表ファイル記憶媒体を持参される方へ　※Windowsのみ

　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ください．なお，Macintoshの方は，記憶

　媒体での受付はできませんので，PC本体をお持ちください．

①OS
　Windows（Windows　98以上），　Macintosh（MacOS　8β以上）が使用できます．

②ソフトウェア

　使用できるソフトウェアは，Microsoft社PowerPoint（2003以上）のみです．

③記憶媒体

　持込可能な記憶媒体はCD－R，　USBフラッシュメモリーの2種類のみです．フロッピーディスクは受付できま

　せん．

④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．

⑤フオント

　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ずれ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ください．

　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　Symbo1，　Arial，　Helvetica等

★PC本体を持参される方へ

　発表用PCを当日持参される方は次の点にご留意ください．

（1）PC（ノートパソコン）

　　出来るだけ日ごろ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．　Power－

　　Pointのファイル内に動画も収納してください．　VHSビデオなど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ことは出来ません．

（3）PCの出力端子形状

　　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－Sub15ピンとの「変換アダプター」

　　をご用意ください．パワーブックなどの一部の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ください．

（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．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ください．

　　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にしておいてください．

（5）外部映像信号

　　PCの機種により内臓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での発表をお願いいたします．

（6）i接続とi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．
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○一般演題（ポスター発表）発表者へのお知らせ

　（1）ポスター作成に関しては「ポスター展示要領」をごらんください．

　（2）発表時間は，発表4分，討論2分です．

　（3）貼付，発表・討論および撤去の時間は，下記のとおりです．

　　　ポスター貼付・撤去および討論時間

日生殖医会誌　52巻4号

日にち 掲示 発表（午前） 発表（午後） 撤去

10月25日（木） 8：00－9：15 9：45－11：30 15：45－17：45 18：00－18：30

10月26日（金） 8：00－9：15 9：45－11：30 14：00－15：30 17：00－17：30

■

●

（4）撤去時間が過ぎても会場に残っている場合は，事務局にて処分させていただきます．ご了承ください．

★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．

　　画鋲演者用リボンはポスターボードに備え付けてありますので，ご利用ください．

　　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

演題番号

　演題名
所属演者名（発表演者に○） 25cm

185cm 210cm

●

●

90cm

●

○一般演題（ロ演発表）座長へのお知らせ

　（1）座長の方は，担当セッションの15分前までに，次座長席にご着席ください．

　（2）発表時間，質疑応答時間を厳守し，円滑な運営にご協力をお願いいたします．

○一般演題（ポスター発表）座長へのお知らせ

　（1）座長の方は，担当セッションの20分前までに，ポスター受付（4階　矢留の間・会場前）で，座長用リボ

　　　ンをお受け取りいただき，10分前にはご担当セッションのポスター付近にて，待機くださいますようお願

　　　いいたします．

　（2）発表時間，質疑応答時間を厳守し，円滑な運営にご協力をお願いいたします．

●



平成19年10月1日

事務局：秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野内（担当：福田淳）

　　　　〒010－8543　秋田市本道一丁目1－1

　　　　　　　　　　TEL：018－884－6163　FAX：018－884－6447

　　　　　　　　　　E－mail：jsrm52＠cn乱nejp
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12（122） 日生殖医会誌52巻4号

第1日目 10月25日（木）

秋田県民会館 秋田キャッスルホテル

第1会場
第2会場放光の間　4階 第3会場放光の間　4階

　　　　　　　　　　　　　　翠　　る　　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　タ
く　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時

　X　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ

簿　畿灘1－　　・　　　　　　　1驚パ　　　　　　　　　　　沖1

　蘂く≡ミ欝　ぐ　　鷺難　ぶ誌詫≡…　　ぼ三．x　冗＾　攻えや㍊　　∨　　　　　　　　x

850～900　開会の挨拶
当　　く　　　♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　x　　　へ シ　　∨　　　　　　　　　　　ら　　×　　　　z　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　　　当　　　x

　　　裟　　　　　　　　　　く9．00

900～1045 900～950 900～950
シンポジウム1 子宮内膜（01～05） 排卵　　PCOS（16～20）

卵子研究の最前線 座長　藤原　浩 座長　石塚文平

司会　佐藤英明
木村　正

10．00 演者　高橋俊文
　　　松原和衛
　　　阿部宏之
　　　野瀬俊明

　950～1040
子宮内膜症（06～10）
　座長　寺川直樹

950～｜040
精子（21～25）
座長　星　和彦

1045～1130
11：00 　　　　　　招請講演1

Molecular　Mechanlsms　UnderMng
1040～1130

トピックス（11～15）
1040～1130
TESE（26～30）

the　Phenotypes　of　PCOS
　　　司会　岡村　均

座長　井上正樹 座長　岩本晃明

演者　Jerome　F　Strauss　lll
ン　ギ　　　　　　　　、　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　く　　　シ く　　　　　　i

〉　　　　　ぐ　　　　　　x

　　　　　　　　　　　　沖　　　莱　　　　　　　x

　　wく　　　　　　　　A当　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　z　　く

シ ◇　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　冷

12’00
　　1145～1245
　ランチョンセミナー1
ARTにおける卵巣刺激法の
　基本と応用について
　　司会　千石一雄
　　演者　京野廣一
共催　興和創薬株式会社

　　　　　　｜145～1245
　　　　　ランチョンセミナー2
「性感染症」におけるパラダイムシフトを考える

　　　　　　　司会　野口昌良
　　　　　　　演者　三鴨廣繁
　　　　共催　ファイザー株式会社

↓　　　ぶ叢容　萢

ミーほ　゜1 繕驚譲∧ 二懇議難藩i灘13：00 〃

灘　　1　ザ
彩　　　　　i

z 　Y　驚“諜難。x穎x⊆x　　　癖　　　　　　べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臣　　苓

1300～1400
　　　総会

x　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U　＞　　　　　　　　　パ

　　　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ

ン・　ぐ　　鱗　羅　　灘　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当　　　y　　　謀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　x　　　　？　　＋　　　　　念

当　　、。，；鑑ウパジ　　　　　≡灘　　1譲：器ウ議1灘議…∨i鑛　一　　　　　　　　　・　x　　．　：

毛　　シ≡、〉㌶…　≡る≡
シ　ち

14：00

1400～1445
　　特別講演

　　　　　　　　　く　　　　　亭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

　　　　毛　　　　　　　　当’　　　怠　が　カ　　　や　　　　　　　　　　石

，　　　　い　ぶ、：織》畿盗紘li

灘舞；x　　　　．　　・ぺ。駕やi

人間の幸福と人類の未来一その接点としての生殖一

　　　　　　　司会田中俊誠
　　　　　　　演者明石　康

毛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x　へ　＾　K　　　迷　　　琿　聾　ぷ・　　　一雛1慧暮灘　　　　　　　　　　“‥一　　萢　ぞ撚藪　　　　　　　　　　　・　替諺　‥　登滋■深碗〉
蓑　　∨　〉　　　＾

　6　葦’　※　　　　　　　〃

仲

黙
　
．
、
灘
や
耳

1445～1515
杉彩　送xさ　　　宅ぺ　　芯絃難が溌轍
　　　灘博瀦。．繰卵

“　　　　ら　　　　ぷ　　　　　　　　く　　シ

繰　蘂ンw　惣　烹ア　　　　＾

15：00 会長講演　私の人生を変えたMTX療法
　司会　吉村泰典　演者　田中俊誠

　　爪　　　　予s　s　　∨能　’　や必　辮　÷尽　∨

、　　羅織総難鍵雛　　　　　　　　　シ

慾　ジ　x　　　＾　苓

竺驚パ　　　　　　　　　　　　　∨　　　　パ
：　　　：　　　　，∵

萎灘　聡ぷ1三欝認旨　　　　　　　　　　　ぐ 1器iix灘鱗
　i難ぐ　　昏　　　　　　　　当　　　当

く　吹　　　x　蘂　　　　　　卑　　　ざ　ぺ

］530～］715
16：00

1530～1800 免疫からみた不妊
シンポジウム2

　　　　　　不育
オルガノン　スポンサードシンポジウム 司会 杉浦真弓

ARTにおける排卵誘発法の再評価 小辻文和

司会　加藤　修 演者 尾崎康彦
田中　温 松林秀彦

演者　石原　理 山田秀人

1700 柴原浩章 小森慎二
奥　裕嗣

永吉　基 蘂　勿　　杉※　X　W　　　　w　x る

　“　必迷x慾x“聡紗鞭
竹原祐志

欝、…難i離…　㌃　、i　ぶ　　1 ＜　　　　　　“　《　“⊇繰でる鰹蒙㈱“
　　　＜　箔　　s　　嬬ば※琿忽聾鼓　“※浴“　詩
　　　　　　当　シ　各　　　　　　　　◇　※　　　　　シ　中x該　嗣　シ　λ〉

≡s：驚箋羅　iぺ㌶難ば議一　　　　　・

　パ　　バ〔　　　　　や　　　　　s　∨　　　　　◇

篶　灘葦羅鐵議》灘烈
　　　　　，・灘一ll羅藻

18．00 “　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨
　　。　　　　　　　　　　当　　　当　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　否　×

シ　　　．罵　韓　w∨シ獄　　　　輩
　　　　　ぼ　　　葦　・　　　・∨く　s　文毛　　　芯　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　A

　　　　　　　　　　　　　　　《ザ　諜蕪鑓※鴛宗
　z　　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

∨　　　　　　　　　　　　ぜ　　　　　◇

　当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罵

　　　　　　　　　　毛　　　　　　κ　　　＼議難簸澱轍・　1㈱“繍鞭無源ぷ一．．．

19’00 欝欝欝灘1‖㌶　や
逃難燃鰹将⊇“肘暮　ぶ
難難鍵難溺難贈織　　　“
蔭懲裟織鱒滋難鱒　ぷ一

灘灘灘灘鑑織　　　　z
1830～2000
　　総懇親会

懸器離鰹i離繕購驚灘鱗灘羅灘講．袴．

20：00 叢灘婁華華難華1藷黛蕪嚢蕪峯欝　灘活ii、・ ’

●

●

●

●

●

●

」
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平成19年10月1日

秋田キャッスルホテル

第4会場 ポスター会場
放光の間　4階 矢留の間　4階

ヴ“ 、≡器…⊇麟萢
　　　　　　蒙妻欲繰醇整渓

鞭熟懸欝懸⊇溺撫　　…
護謬塚梁溺踏蒙蒼　窪鈴やが甥　π…s

・　議1器羅　　当　　　　　　奪　　　　　　蛇　※捲　※※ 灘謙鑛盤灘雛ξ。’〃・㌘灘紗鑑蔭㈱“難　　蒜繋

羅羅灘難欝灘　・　・ 9：00

　900～950
卵子　胚1（31～35）
　座長　齊藤英和

10：00

950～1040
卵子・胚2（36～40）

座長　杉野法広

945～1127
ポスター討論

1040～1130
卵巣（41～45）

11：00

座長　矢野　哲

　　　　　雰　　　　亥務さ　く斑簿．　　　’　　万　・’さ

ぼ　　　“　　　・聡紗漂　i絃聡〔z　・ぷ“ 蒸嚢…垂蓋揮難難灘
1145～1245 隅　　zく…　　　　　XX　　　　i　x

　　ランチョンセミナー3
ARTにおける適正な移植胚数 麗轟臨難一1，肇 12“00

　一日本と世界の動向一
　　司会　瓦林達比古
　　演者　石原　理
共催　あすか製薬株式会社

※⊇〔　　烈“ぶ“ 灘　　＾　、　〃
》垂鰻垂灘欝i　・影＿。※卵溺⊇芯菱．，叉“．　　・鰻凍鱒ぷ灘溺・恒・　一

く　　　　　　　　x蹴　》謙難霧灘懸灘灘謙≡〃
鱒灘難嚢鑛

溺蘂逐ヒ繊繕織蒸ぎポ紗　　　　該

撚濠鱒難㌘態一　一　…
惑硲囎蘂謬臨雛ぷ“ジ　　s

13’00

1藩葦護妻l　x　　；　　　文　ぽ驚　∨泣　　　　“ぶば　・　　s　肋　　能一　・　…　　　　　　　　x▽　　　　　　。　　　“1雛毒譲麟1警鑛“態翰⊇獺酬纈懸谷鱒　冷　をく該済孫豪慈s蘂培滋※搭忍※鰹※　蕗〉　・×・　　　ぺ

鍵顯難⊇㈱浮“喬　　z　丼
雛難灘灘灘灘iz灘液　　・

霧離灘綴織1諜・器

14’00

15：00

ぷ 灌㈱鰻灘教鰍ぶ　編　　・　・
　宕　懸鱒鱗鱒繍ぎ・　－　　c　　・

雛雛購纒灘雛灘呼 ；溝難鞘
写沙・、　・　　葺窮　　s芯　紗聾※該

・　　　　　　・　　在が渓・　　　苓ぷ　　忍○ぷ裟紗熟
。　　w∨溶　∀　螂　÷s溺壕　※ぶ

1530～1715
　　シンポジウム2
免疫からみた不妊　不育

16．00

司会　杉浦真弓
小辻文和

演者　尾崎康彦

松林秀彦 1545～1745
山田秀人 ポスター討論

小森慎二 17：00

≡　　　　　1　撚羅ε灘灘
・ 　　　　　　　　“cペミ　謬⊇紗
　　　　　　　　　　　；sぼ纏雛灘灘

9卵※繋泓※芸汝ト雛i　　　　　　沖潜※蛍彩餐
鱒畷鱒鱒繰ぎ　　灘　・・一・

く　パ　　　≡　1難撚雛繊　・　　　　　　　　　　ご掘　双ぜ蘂鰍▽蕊燈芸彩 霧灘灘繊羅雛綴・ll≧羅懸紗囎鱒護燃忽憾経卵亡・・　w“

1800
．　　当　や器1灘1難灘　　　・　　　　　　　　　　・　漂　　シ鷺トぶぶ㌘念彩華爪　・　　←　　　　　　訂　　　・　　　　　　　　　“．　　“　　ぷ※　襟職　治3

襟鑑墜壕纏鞭麟ぷバが　　一　　　・　　・　　〃

蕪灘講難難1灘藩．

1830～2000

1聾葦1灘1蝿ll嚢ll
19“00

総懇親会

羅　
聾1輯鞘1鞘　　　　　㊦　　　　　　　芯w　ぷ　’　　　　　　　　　　　　華　　　　　　　　　　　　　※s〈渉滋謬孫澄㌢壕蘂

〉　．㌘灘鷲灘灘灘鍵蒙・
… 講灘》鑛灘雛シ撚　　一　プ。s　　／　　　．

嚢羅繊雛灘難w懇

W　　　z　　　　　　　　　　　坐

　　“　　ぺ儲・梁ぶ　　w礁麟彩萢襟淫蘂裟貝
　　　　・　鈴一冊⊇壕溺落餅ゑ難壕難鰻
　　　　　・　・ぷ撚漂惑溺埜撚該濠遜溺
　　　　　が⊇“⊇測懸濠繕溺灘襲醐

20：00

苦　　苓　　　　　　　　　　　　壕　　双 ・・…　　　＿黛㍊※※紗※筏灘逐簗
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14（124） 日生殖医会誌　52巻4号

第2日目 10月26日（金）

秋田県民会館 秋田キャッスルホテル

第1会場
第2会場放光の間　4階 第3会場放光の間　4階

き鰍諺購淋繍鱗議総訟豹．難欝灘、
龍馨華藻馨灘蟹li雲轟豊灘懸塁il嶽羅慧購雛蓼饗嚢婁薯馨蒙i…ii、　1

噺　　毒訪　・　滋　　　・ぷ房衣　　　　　　　　　　　　　　　　＾

隷鞘難議1難講
勲》難鞘1灘叢聾1盟○　～・＼ε繍　一　　・　　。吟　・

900～950
手術（46～50）
座長　堤　　治

900～950
不育（61～65）
座長　高桑好一

　　900～1045
　　シンポジウム3
胚発生における精子の関与
　　司会　峯岸　敬
　　　　　市川智彦
　　演者　片寄治男
　　　　　寺田幸弘
　　　　　辻村　晃
　　　　　平田修司

　　　950～1040
腹腔鏡下筋腫手術（51～55）
　　　座長　林　直樹

950～1040
統計（66～70）
座長　北澤正文

　　　　　　1045～1130
　　　　　　　教育講演1
核内性ホルモン受容体の遺伝子発現制御機能
　　　　　　司会　香山浩二
　　　　　　演者　加藤茂明

　1040～1130
子宮外妊娠（56～60）
　座長　柴原浩章

　　1040～］130
カウンセリンク（71～75）

　　座長　末岡　浩

難徽聯糠一＾灘・雛撚講爆　”　　欲　　＾　　＾　　　　　　　　　　　づ　＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　ふ

緩灘溺鱒・舗パ　　・　　　　　　　　　　　、
鱗燕捲竺㈱が漂　　久　ぐ　c　．　　　　　“ ，　さ…i嚢畿難蕪1：箋

　　　1145～1245
　　ランチョンセミナー4
黄体機能不全に関する最近の話題
　　　　司会　水沼英樹
　　　　演者　杉野法広
共催　日本オルガノン株式会社

　　　　1145～1245
　　　ランチョンセミナー5
子宮内膜症の新しい黄体ホルモン療法
　　　　　司会　武谷雄二
　　　　　演者　原田　省
　　　共催　持田製薬株式会社

　　　　　1145～1245
　　　　ランチョンセミナー6
子宮内膜症up　to　date　基礎から臨床まで

　　　　　司会　久保田俊郎
　　　　　　演者　大須賀穣
　　　共催　武田薬品工業株式会社

∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

繕議謙灘鞭欝1・簸灘
　　　　　　1300～1345
　　　　　　　　招請講演2
Paracrlne　Slgnal｜ng　Systems　ln　Ovanan　and　Other

Reproductlve　Tlssues　A　BIolnforrnatlc　ApProach

　司会武谷雄二　演者Aaron　J　W　Hsueh

　　　　　　　　　　☆　　　　　ヱ㏄琿ぷ文慈が“’　やへ若s
l灘聾灘lll灘　碁　＾　　ぶ　　　　　　　　　シ　＿　即　辻　　　㌘　　　　　　　　　　　　　“　　w㊤

　　　　　　　　　“　哀　〆　琵　　　ボ　κ　※　謀　慾駐苦　　※　ジ

，　懸灘雛聾垂il灘、

　　　1345～1430
　　　　教育講演2
不妊治療における腹腔鏡の意義
　司会　星合　昊
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秋田キャッスルホテル

第4会場 ポスター会場
放光の間　4階 矢留の間　4階
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特　 別　 講　 演

会　 長　 講　 演

招　 請　 講　 演

教　 育　 講　 演

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

スポンサードシンポジウム

ランチョンセミナー

第12回男性不妊
　　手術手技フォーラム

ー 　 般　 演　 題
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別講演

　　　　　　　　　　　　10月25日（木）14：00～14：45　第1会場（秋田県民会館）

人間の幸福と人類の未来一その接点としての生殖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：田中　俊誠（秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：明石　　康（元国連事務次長）

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長講演

　　　　　　　　　　　　10月25日（木）14：45～15：15　第1会場（秋田県民会館）

私の人生を変えたMTX療法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：吉村　泰典（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：田中　俊誠（秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演l

　　　　　　　　　　　　lO月25日（木）10：45～11：30　第1会場（秋田県民会館）

Molecular　Mechanisms　Underlying　the　Phenotypes　of　PCOS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：岡村　　均（熊本大学名誉教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Jerome　F．　Strauss　III（Virginia　Commonwealth　University

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine，　Richmond，　Vir－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ginia）

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演2

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）13：00～13：45　第1会場（秋田県民会館）

Paracrine　Signaling　Systems　in　Ovarian　and　Other　Reproductive　Tissues：ABioinformatic　Approach

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Aaron　J．　W．　Hsueh（Division　of　Reproductive　Biology，　Deparト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ment　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Stan－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ford　University　School　of　Medicine，　Stan－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ford，　California，　USA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演1

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）10：45～11：30　第1会場（秋田県民会館）

核内性ホルモン受容体の遺伝子発現制御機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：香山　浩二（兵庫医科大学産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：加藤　茂明（東京大学・分子細胞生物学研究所／科学技術振興機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構i・ERATO）

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演2

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）13：45～14：30　第1会場（秋田県民会館）

不妊治療における腹腔鏡の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：星合　　昊（近畿大学医学部産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：武内　裕之（順天堂大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北出　真理（順天堂大学医学部産婦人科）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　　　　　　　10月25日　（木）9：00～10：45　第1会場（秋田県民会館）

卵子研究の最前線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：佐藤　英明（東北大学大学院農学研究科動物機能科学講座動物生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殖科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　　正（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）

演者

　1）卵成熟におけるプロスタグランジンの意義とその作用機序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　俊文（山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野）

　2）ウシの超早期妊娠因子研究の現状と方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　和衛（岩手大学農学部動物医科学系）

　3）電気化学計測法による卵子呼吸能解析とクオリティー評価への応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　宏之（東北大学先進医工学研究機構生命機能科学分野）

　4）ES細胞からのin　vitro配偶子形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野瀬　俊明（三菱化学生命科学研究所，組織再生グループ・リーダー）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　10月25日（木）15：30～17：15　第2，3，4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

免疫からみた不妊・不育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：杉浦　真弓（名古屋市立大学大学院医学研究科生殖・遺伝医学講

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小辻　文和（福井大学医学部器官制御医学講座産科婦人科学）

演者

　1）抗リン脂質抗体症候群

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎　康彦（名古屋市立大学大学院医学研究科生殖・遺伝医学講座産科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婦人科学）

　2）不妊症・不育症における自己抗体・免疫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦（東海大学医学部専門診療学系産婦人科学）

　3）難治性習慣流産に対する妊娠初期免疫グロブリン療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　秀人（北海道大学大学院医学研究科病態制御学専攻生殖・発達医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学講座産科・生殖医学分野）

　4）抗精子抗体と不妊症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森　慎二（兵庫医科大学産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム3

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）9：00～10：45　第1会場（秋田県民会館）

胚発生における精子の関与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：峯岸　　敬（群馬大学大学院医学系研究科代謝機能制御系器官代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謝制御学生殖再生分化学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　智彦（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科腫瘍重粒子線治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　療学）

演者

　1）ICSI後胚発生における精子核クロマチンの関与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　片寄　治男（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）

　2）精子中心体の機能発現調節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田　幸弘（東北大学医学部産婦人科）
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3）Microdissection　TESEによる精子採取率とICSIによる成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻村　　晃（大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学泌尿器科）

4）胚細胞質のtotal　fragmentationについて一雄核発生胚を用いた検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　修司（山梨大学医学部産婦人科学教室／山梨大学医学部附属病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生殖医療センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム4

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）15：00～16：45　第1会場（秋田県民会館）

高齢婦人におけるARTの諸問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：吉村　泰典（慶懸義塾大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久（山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野）

演者

　1）Keynote　ARTにおける高齢の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　英和（国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科）

　2）高齢者におけるARTの成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本　晃久（東京大学医学部産婦人科）

　3）卵子の加齢とリプログラミング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿久津英憲（国立成育医療センター研究所生殖医療研究部）

　4）高齢婦人におけるカウンセリングとサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史（セント・ルカ産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ

　　　　　10月26日（金）13：45～14：45　第2，3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

ラボワークの基礎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：荒木　康久（高度生殖医療技術研究所）

演者

　1）ラボワークにおける改善と工夫（特に初心者エンブリオロジスト教育について）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中條友紀子（京野アートクリニック）

　2）培養液開発側から見たラボワークへの提言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八尾　竜馬（扶桑薬品工業株式会社研究開発センター）

　3）米国のエンブリオロジスト：臨床成績を支える日常業務とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝倉　寛之（医療法人愛生会　扇町レディースクリニック）

　　　　　　　　　　　　　オルガノン　スポンサードシンポジウム

　　　　　　　　　　　　10月25日（木）15：30～18：00　第1会場（秋田県民会館）

ARTにおける排卵誘発法の再評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：加藤　　修（加藤レディスクリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

演者

　1）Keynote排卵誘発・卵、巣刺激一〇verview　2007一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　理（埼玉医科大学産婦人科）

　2）ARTの卵巣刺激に対するrecombinant　FSHの再評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴原　浩章（自治医科大学医学部産科婦人科学講座）

　3）OC　Pretreatmentの有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥　　裕嗣（医療法人三慧会　IVFなんばクリニック）

　4）当院における排卵誘発法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永吉　　基（セントマザー産婦人科医院〉
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5）Low　Responderに対するUltra－minimal　Stimulation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志（加藤レディスクリニック）

日生殖医会誌52巻4号

　　　　　　　　　　　　　シオノギスポンサードシンポジウム

　　　　　10月26日（金）15：00～16：45　第2，3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の問）

PCOSの新しい動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：水沼　英樹（弘前大学医学部産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部女性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学分野）

演者

　1）Keynote新しい日産婦学会のPCOS診断基準（2007）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　稔（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部女性医学分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野）

　2）PCOSと代謝異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場　　隆（熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野）

　3）PCOSにおける卵巣形態と内分泌動態の関連性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋健太郎（滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座）

　4）PCOS例に対する排卵誘発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　久具　宏司（東京大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座）

　5）PCOSとART一問題点と今後の課題一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕（東邦大学医療センター大森病院産科婦人科学講座）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー1

　　　　　　10月25日（木）11：45～12：45　第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

ARTにおける卵巣刺激法の基本と応用について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：千石　一雄（旭川医科大学医学部産婦人科学講座）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　京野　廣一（レディースクリニック京野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：興和創薬株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー2

　　　　　　10月25日（木）11：45～12：45　第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

「性感染症」におけるパラダイム・シフトを考える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：野口　昌良（愛知医科大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　三鴨　廣繁（愛知医科大学病院　感染制御部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：ファイザー株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー3

　　　　　　10月25日（木）11：45～12：45　第4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

ARTにおける適正な移植胚数一日本と世界の動向一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：瓦林達比古（福岡大学医学部産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：あすか製薬株式会社
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー4

　　　　　　　　　　　　10月26日（金）11：45～12：45　第1会場（秋田県民会館）

黄体機能不全に関する最近の話題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：水沼　英樹（弘前大学大学院医学研究科産科・婦人科学講座）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉野　法広（山口大学大学院医学系研究科（情報解析医学系学域生殖・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発達医科学領域）産科婦人科学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：日本オルガノン株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー5

　　　　　　10月26日（金）11：45～12：45　第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

子宮内膜症の新しい黄体ホルモン療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省（鳥取大学医学部医学科器官制御外科学講座生殖機能医学分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：持田製薬株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー6

　　　　　　10月26日（金）11：45～12：45　第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

子宮内膜症up　to　date：基礎から臨床まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：久保田俊郎（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協関学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀　穣（東京大学医学部附属病院女性診療科・産科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：武田薬品工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー7

　　　　　　10月26日（金）ll：45～12：45　第4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

不妊治療に関わる血中ホルモン，最近の話題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：森本　義晴（医療法人三慧会　IVFなんばクリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平（聖マリアンナ医科大学産婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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第12回男性不妊症手術手技フオーラム

　下記の要領にて，第12回男性不妊症手術手技フォーラムを開催いたします．多数のご参加をお待ちしています．

1．日　時：平成19年10月26日（金）17：30～19：30

2．場所：第4会場（秋田キャッスルホテル放光の間）

3．プログラム

（1）ワークショップ1「精管一精上体管吻合術」私の工夫

（2）ワークショップ2「TESE」私の工夫

4．会費：2，000円

5．懇親会：フォーラム終了後に予定していますのでご出席賜りますようお願い申し上げます．

第12回男性不妊症手術手技フォーラム

　　　開催世話人

　　　濁協医科大学泌尿器科

　　　世話人

　　　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学

　　　川崎医科大学泌尿器科

　　　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

　　　後援：第52回日本生殖医学会

　　　協賛：株式会社キースマック

岡田　弘

藤澤　正人

永井　敦

市川　智彦
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ演発表）

　　　　　　　　　　　第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第1日目　10月25日（木）　午前

　　　子宮内膜

　　　　〔演題Ol～05〕　　　　9：00～9150　　座長　藤原　　浩（京都大学大学院医学研究科・医学部器官外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学講座婦人科産科学分野）

　　　子宮内膜症

　　　　〔演題06～10〕　　　　9：50～10：40　座長　寺川　直樹（鳥取大学医学部医学科器官制御外科学講座生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殖機能医学分野）

　　　トピックス

　　　　〔演題ll～15〕　　　　10：40～11：30　座長　井上　正樹（金沢大学大学院医学研究科分子移植学）

　　　　　　　　　　　第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第1日目　10月25日（木）　午前

　　　手非項日・PCOS

　　　　〔演題16～20〕　　　　9：00～9：50　　座長　石塚　文平（聖マリアンナ医科大学産婦人科学）

　　　精子

　　　　〔演題21～25〕　　　　9：50～10：40　座長　星　　和彦（山梨大学医学部産婦人科学教室）

　　　TESE
　　　　〔演題26～30〕　　　　10：40～11：30　座長　岩本　晃明（国際医療福祉大学病院リプロダクションセン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ター）

　　　　　　　　　　　第4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第1日目　10月25日（木）　午前

　　　卵子・胚1

　　　　〔演題31～35〕　　　　9：00～9：50　　座長　齊藤　英和（国立成育医療センター周産期診療部不妊診療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科）

　　　卵子・胚2

　　　　〔演題36～40〕　　　　9：50～10：40　座長　杉野　法広（山口大学大学院医学系研究科情報解析医学系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学域生殖・発達医科学領域産科婦人科学〉

　　　卵巣

　　　　〔演題41～45〕　　　　10：40～11：30　座長　矢野　　哲（東京大学医学部大学院医学系研究科生殖・発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達・加齢医学専攻産婦人科学講座）
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　　　　　　　　　　　第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第2日目　10月26日（金）　午前

　　　手術

　　　　〔演題46～50〕　　　　9：00～9：50　　座長　堤　　　治（東京大学医学部大学院医学系研究科生殖・発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達・加齢医学専攻産婦人科学講座）

　　　腹腔鏡下筋腫手術

　　　　〔演題51～55〕　　9：50～10：40座長林　直樹（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

　　　子宮外妊娠

　　　　〔演題56～60〕　　　　10：40～11：30　座長　柴原　浩章（自治医科大学医学部産科婦人科学講座）

　　　　　　　　　　　第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第2日目　10月26日（金）　午前

　　　不育

　　　　〔演題61～65〕　　　　9：00～9：50　　座長　高桑　好一（新潟大学医歯学総合病院）

　　　統計

　　　　〔演題66～70〕　　　　9：50～10：40　座長　北澤　正文（濁協医科大学産科婦人科学教室）

　　　カウンセリング

　　　　〔演題71～75〕　　　　10：40～ll：30　座長　末岡　　浩（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　第4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

第2日目　10月26日（金）午前

　　　ART（ラボワーク）

　　　　〔演題76～80〕　　　　9：00～9：50　　座長　吉田　　淳（木場公園クリニック）

　　　ART（eSET）

　　　　〔演題81～85〕　　　　9：50～10：40　座長　深谷　孝夫（高知大学医学部産科婦人科学教室）

　　　凍結

　　　　〔演題86～90〕　　　　10：40～11：30　座長　神崎　秀陽（関西医科大学産科学婦人科学教室）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ演発表）

　　　　　　　　　　　　第1日目　10月25日　（木）

　　　　　　第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜

　　　　　　　　　　　　〔演題01～05〕9：00～9：50　　座長　藤原　　浩

　　　　　　　　　　（京都大学大学院医学研究科・医学部器官外科学講座婦人科産科学分野）

核移行転写因子STAT5の上流シグナル分子としてSRCチロシンキナーゼはヒト子宮内膜脱落膜化を制

御する

　　　　　　　慶懸義塾大学医学部産婦人科　○長島　　隆，丸山　哲夫，内田　　浩，梶谷　　宇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　政徳荒瀬　　透，各務　真紀，浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

Hipのヒト子宮内膜およびラット子宮における発現変化に関する検討

　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○細川　有美，廣井　久彦，百枝　幹雄，堤　　　亮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄ニ

アンドロゲン添加は子宮内膜間質細胞の脱落膜化を促進する

　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科　○岡垣　竜吾，梶原　　健，内野　聡美，板倉　敦夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　　理

ヒトin　vitro着床系における子宮内膜腺上皮細胞再構築の分子機i序

　　　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科　○内田　　浩，丸山　哲夫，荒瀬　　透，小野　政徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田　英之，浅田　弘法，吉村　泰典

エストロゲン代謝異常が疑われる子宮内膜発育不全症例におけるプレドニン・エストロゲン補充療法の

試み

　　　　　　滋賀医科大学産科婦人科学講座　○清水　良彦，藤原　睦子，村田　明子，木村　文則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋健太郎，野田　洋一

　　　　　　　　　　公立甲賀病院産婦人科　　清水　良彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症

　　　　　　　　　　　　　〔演題06～10〕9：50～10：40　　座長　寺川　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大学医学部医学科器官制御外科学講座生殖機能医学分野）

06．子宮内膜症・腺筋症病変における5－HT2A受容体の発現と腹腔内環境に関する検討

　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　○清水　恵子，鎌田　泰彦，安達　美和，ハオ　リン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木愛子，野口　聡一，平松　祐司

　　　　　　　　　岡山大学大学院保健学研究科　　中塚　幹也
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07．DNAマイクロアレイを用いた子宮内膜症細胞における遺伝子解析一子宮内膜症細胞の増殖におけるシ

　　グナル分子TAK1の役割一

　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　○谷口　文紀，原田　　省，池田　綾子，田頭由紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　彩子，稲葉　陽子，竹中　泰子，片桐千恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩部　富夫，寺川　直樹

08．子宮内膜症，子宮腺筋症および子宮筋腫における組織中マクロファー一ジ浸潤と血管密度に対するGnRH

　　アゴニストの影響

　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　○カーンカレクネワズ，北島　道夫，平木　宏一，今村　健仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　　　　　　長崎市民病院産婦人科　　藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　佐世保中央病院　　石丸　忠之

09．子宮腺筋症に対する妊孕能保存手術の治療効果の検討

　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　○北出　真理武内　裕之，菊地　　盤，熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　優子，黒田　恵司，竹田　　省

10，子宮内膜症性嚢胞術後再発例における体外受精の検討

　　　　　　　　滋賀医科大学産科婦人科学講座　○藤原　睦子，伊津野美香，鹿苑　摩耶，段　　亜儒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　明子，木村　文則，高橋健太郎，野田　洋一

　　　　　　　トピックス

〔演題11～15〕10：40～11：30　　座長　井上　正樹

　　　　　　　　　　　　　　（金沢大学大学院医学研究科分子移植学）

11．

12．

13．

14．

15．

Kallmann　syndromeとFibroblast　Growth　Factor　Receptor　1（FGFR－1）の遺伝子構造に関する検討

　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　〇三浦　清徳，三浦　生子，増崎　英明

新鮮胚移植後の単胎正常妊娠において血清hCG値に影響する因子

　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　○藤井　俊策，木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹

各種細胞におけるFISH法のための工夫

　　　　　　　　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

　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

　　　　　　弘前大学医学部解剖学第二講座　　渡邉　誠二

HIV感染男性非感染女性夫婦に対する体外受精・胚移植の臨床成績について

　　　　　新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　産科婦人科学教室　○加嶋　克則，高桑　好一，竹山　　智，岡田　潤幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　和之，田中　憲一

　　　　　　　　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

当科で経験した卵子提供妊娠4症例の管理

　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　○神谷　恵理，高井　　泰，松永　茂剛，伊東　宗毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末永　昭彦，斉藤　正博，林　　直樹，関　　博之

●
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　　　　　　　　　　第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排卵・PCOS

　　　　　　　　　　　　　　　〔演題16～20〕9：00～9：50　　座長　石塚　文平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医科大学産婦人科学）

　16．レコンビナントFSHによる調節卵巣刺激周期における内因性LHの意義

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　○大原　　健，高井　　泰，松永　茂剛，伊東　宗毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末永　昭彦，斉藤　正博，林　　直樹，馬場　一憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　博之

　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科　　石原　　理

　17．卵胞期後期よりリコンビナントFSHとGnRHアンタゴニストを投与開始する調節自然周期法による

　　　ARTの試み：パイロット研究の報告（1）

　　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　○朝倉　寛之，田中　紀子，山野辺千沙，箱崎　将司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西尾　京子

　18．日産婦新診断基準によるPCOSと妊娠に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　○東梅　久子，関　美穂子，藤澤　佳子，山口　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古屋　　智，北川　浩明

　19．非PCOSの排卵障害を有する不妊女性にはインスリン抵抗性が存在する～糖負荷試験（7590GTT）に

　　　よる評価～

　　　　　　　　　　　　　　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，中島　　章，堀川　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　英和

　20．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）でない体外受精反復不成功例に対し，低量metformin投与は妊娠率を改

　　　善する

　　　　　　　　　　　　ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄，渡邉　愛子，高橋　俊介，浦上　千夏

　　　　　　　　　　　　　　　　北戸田クリニック　　近藤　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精子

　　　　　　　　　　　　　〔演題21～25〕9：50～10：40　　座長　星　　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山梨大学医学部産婦人科学教室）

21．精子運動解析装置SMASRにおける再現1生および標準化ガイドラインに基づいた精液検査との比較

　　　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　器官制御外科学（泌尿器科）　○小森　和彦，辻村　　晃，福原慎一郎，中山　治郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　利明，植田　知博，木内　　寛，松岡　庸洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高尾　徹也，宮川　　康，高田　晋吾，奥山　明彦

　　　　　東京工業大学大学院生命理工学研究科

　　　　　　　　　　　　　　生物プロセス専攻　　石島　純夫

22．体外受精と精子DNA損傷率についての検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

23．精液調整方法が精子DNA　Fragmentationならびに精子奇形率に及ぼす影響

　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○合田　　幸，立秋　優子，赤松　芳恵，辻　　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　　周，奥　　裕嗣，森本　義晴

　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　　福田　愛作
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24．

25．
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プロモーター領域のDNAメチル化によるヒト精子形成障害

　　　　　　　金沢大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　集学的治療学（泌尿器科学）　○杉本　和宏，鈴木ひろみ，前田　雄司，高　　栄哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並木　幹夫

　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

　　日本大学大学院総合科学研究科生命科学　　北村　栄子，永瀬　浩喜

セルトリ細胞においてPGE2，　PGF2αはEP2，　FPレセプターを介し，またそれぞれPKA，　PKC経路を

介してサイトカインを上昇させる

　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　○石川　智基，山口　耕平，近藤　　有，阪本　祐一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原口　貴裕，藤澤　正人

●

●

o

　　　　　　　　TESE

〔演題26～30〕10：40～11：30　　座長　岩本　晃明

　　　　　　　　（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）

26．精細管内を透視できるMD－TESE（microdissection　testicular　sperm　extraction）における光学系機器

　　の改良

　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

27．非閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精巣内精子採取（MD－TESE）の手術成績

　　　　　　　　　　　　京野アートクリニック　○菅藤　　哲，宇都　博文，戸屋真由美，土信田雅一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　師仁，菅原　準一，熊谷　志麻，中條友紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京野　廣一

　　東北大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野　　菅藤　　哲，荒井　陽一

28．TESE施行症例における精子存在有無の最終判定法：雄性生殖細胞の確認

　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青野　文仁，桑山　正成，内山　一男，竹原　祐志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤恵一，加藤修

　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　林　　輝明，寺元　章吉，加藤　　修

29．非モザイク型クラインフェルター症候群に対する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

　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

30．高倍率精子形態検査の有用性とIntracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection（IMSI）の

　　導入

　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島佐江子，後藤　亜紀，鈴木　幸成渡邊　倫子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　拓実，吉田　　淳

●

●

●

ψ

●
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　　　　　卵子・胚1

〔演題31～35〕9：00～9：50　　座長　齊藤　英和

　　　　　　　　（国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科）

31．着床前診断に用いる8細胞期胚における核の有無からみた割球選択の検討

　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○永野　　舞，中岡　義晴樽井　幸与，大垣　　彩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸池明希子，金谷　裕之，杉原　研吾，福田　愛作

　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴

32，3日目胚割球採取におけるCa2＋・Mg2＋free　mediumの必要性の検討

　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○大垣　　彩，中岡　義晴，永野　　舞，樽井　幸与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸池明希子，金谷　裕之，杉原　研吾，福田　愛作

　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴

33．単一割球に対する間期核FISH解析のための有効的な前処理方法の検討

　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青山　直樹，桑山　正成，黒田　知子，竹原　祐志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内谷　敏，瀬川　智也，貝嶋　弘恒，加藤　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

34．卵の質の低下に関与する因子の解明と新たな治療法の確立一酸化ストレスとメラトニンー

　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　○竹谷　俊明，田村　博史，浅田　裕美，松岡　亜希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山縣　芳明，杉野　法広

　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　　高崎　彰久，嶋村　勝典，森岡　　均

35．マウス胚におけるプロテオーム解析

　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○佐藤　久子，佐藤　晶子，大津　英子，宇津宮隆史

●

　　　　　　　　　　　　　　　卵子・胚2

　　　　　　　　　〔演題36～40〕9：50～10：40　　座長　杉野　法広

（山ロ大学大学院医学系研究科情報解析医学系学域生殖・発達医科学領域産科婦人科学）

●

36．

37．

38．

モルホリノアンチセンスオリゴを用いたマウス着床前胚のOct4遺伝子発現抑制

　　　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室　○辻　　　勲，渡部　　洋，星合　　昊

　　　　近畿大学生物理工学部遺伝子工学科　　三谷　　匡，細井　美彦

ヒト体外成熟卵子および体内成熟卵子間における核置換後の胚発生能の検討一第二報

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ，竹本　洋一，鍬田　恵里，

　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

Time－lapse　cinematographyを用いた前核期における核膜形成消失時期の解析

　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック　○奥田　　梓，上野ゆき穂，志村　陶子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　千恵，若槻　有香，岩田　京子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄，見尾　保幸

姫野　憲雄

赤星　孝子

湯本啓太郎

錦織　恭子
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39．「ヒト前核期胚の透明帯の厚さと弾性率（ヤング率）」

　　　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　○赤石　一幸，中村　寛子，水野　仁二，吉田　　涼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，中野　　真，安齋　　憲，乾　　裕昭

　　　日本大学工学部・次世代工学技術センター　　中村　寛子，水野　仁二，村山　嘉延，尾股　定夫

40．媒精6時間後の紡錘体の可視と受精障害について

　　　山梨大学医学部附属病院生殖医療センター　○笠井　　剛，三宅　麻喜，エンフマダバサンブー，原ロセリーナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島津由加里，和田麻美子，鈴木真梨子

　　　　　　　　　　　山梨大学医学部産婦人科　　笠井　　剛，三宅　麻喜，エンフマダバサンブー，原ロセリーナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島津由加里，和田麻美子，鈴木真梨子，平田　修司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　和彦

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　卵巣

　　　　　〔演題41～45〕10：40～11：30　　座長　矢野　　哲

（東京大学医学部大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座）

41．体外成熟培養により得られたマウス卵母細胞のミトコンドリア膜電位

　　　　　　　　　　吉田レディースクリニック　○青野　展也，吉田　仁秋

　　東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野　　青野　展也，杉村　智史，佐藤　英明

42．卵巣予備能の評価における卵胞期初期血中anti－mullerian　hormoneの有用性に関して

　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　○北島　道夫，カーンカけネワズ，大石　　瞳，今村　健仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平木　宏一，井上　統夫，増崎　英明

43．インスリン抵抗性ラットを用いた高インスリン環境と卵胞閉鎖に対するFOXO1の関連に関する検討

　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科　○梶原　　健，内野　聡美，田谷　順子，難波　　聡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木　明徳岡垣　竜吾，板倉　敦夫，石原　　理

44．卵巣機能評価の手段としての血中抗ミューラー管ホルモン（Anti－Mullerian　Hormone，　AMH）測定の

　　意義

　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　○朝倉　寛之，西尾　京子，熊谷　　恵，田中　紀子

45．卵巣周期におけるケモカインレセプターCXCR4の発現調節及び局在・機能解析

　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科学教室　○桑原　慶充，峯　　克也，富山　僚子，阿部　　崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲川　智子，明楽　重夫，竹下　俊行

●

■

●

ダ

o
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第2日目　10月26日（金）

第2会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

　　　　　　　　　　　　　手術

　　　　　　〔演題46～50〕9：00～9：50　　座長　堤　　　治

（東京大学医学部大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座）

46．卵管水腫を有する不妊患者に対する治療戦略一卵管開口術と卵管切除後ARTのどちらを第一選択とす

　　べきか一

　　　　　　　　　成田育成会成田病院産婦人科　○大沢　政巳，辰巳　佳史，浅野　美幸，伊藤知華子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都築

　　　　　　レディスクリニックセントソフィア　　浅井

47．新FTカテーテルシステムを用いた多施設臨床評価

　　　　　　　　　　　　けいゆう病院産婦人科　○渡邊

慶懸義塾大学医学部産婦人科

医療法人三慧会IVF大阪クリニック

　　　　　英ウイメンズクリニック

　　　　　　　　　越田クリニック

　　　　足立病院不妊治療センター

　　　さわだウイメンズクリニック

　　　　高橋ウイメンズクリニック

　　　　　　三秀会申央クリニック

　　信州大学医学部産婦人科学教室

岡
村
田
谷
田
山
田
橋
山

末
吉
福
塩
越
中
澤
高
本
岡

知代，上條　浩子，山田　礼子，成田　　収

正子

広是

　浩，中林　　章，櫻井　友義，佐藤

泰典

愛作

雅英

光伸

貴弘

富夫

敬一・

光博

賢二，小西　郁生

卓

48．不妊症における子宮鏡検査，子宮鏡下手術の有用性

　　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科　○逸見　博文，東口　篤司，金澤　朋扇

　　　　　KKR札幌医療センター斗南病院婦人科　　高階　俊光，斎藤　　学

49．「がん治療者のためのリプロダクション外来」を設立して一卵巣機能温存治療の実際一

　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○塩田　恭子，秋谷　　文，酒見　智子，小松　雅博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　絵理佐藤　孝道

50．無精子症例および精子濃度1×106／ml以下の高度乏精子症例における精索静脈瘤手術後の治療成績につ

　　いて

　　　　　　　　　　　　大船中央病院泌尿器科　○松下　知彦，中野　　勝

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学　　寺井　一隆，吉池　美紀，山川　克典，岩本　晃明

　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学病院

　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　　岩本　晃明

　　　　腹腔鏡下筋腫手術

〔演題51～55〕9：50～10：40　　座長　林　　直樹

　　　　　　　　　　　　（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）
●

51．当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術750例に対する後方視的検討

　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○内出　一郎，浅川　恭行，太田　邦明，林　　秀隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋　雄彦，前村　俊満，森田　峰人
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　52．不妊症に対する腹腔鏡下子宮筋腫摘出術の予後

　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室　○奥田喜代司，浅野　正子，山下　能毅藤野久仁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森鳥　祥子，大道　正英

　　　　　　　　　　　　　　市川婦人科クリニック　　市川　文雄

　53．腹腔鏡下子宮筋腫核出術は不妊治療として有用か

　　　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科学教室　〇三森　麻子，平岩芙美子，羽田野景子，長谷川真理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宏絵，岩城　妙子，井坂　恵一

　54．腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊孕性に影響を与える因子の検討

　　　　　　　　　　　　　　東北大学病院産婦人科　○早坂　真一，村上　　節，高橋　尚美，立花　眞仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮裕貴，結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博

　55．腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の経膣分娩の可能性についての検討

　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　○熊切　　順，黒田　恵司，小林　優i子，島貫　洋人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地　　盤，北出　真理，武内　裕之，竹田　　省

　　　　　　子宮外妊娠

〔演題56～60〕10：40～11130　　座長　柴原　浩章

　　　　　　　　　　　　　　（自治医科大学医学部産科婦人科学講座）

56．クラミジア性卵管性不妊モデルマウスの作製とその超微形態学的観察

　　　　　自治医科大学医学部産科婦人科学講座　○平野　由紀，柴原　浩章，島田　和彦，松原　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

　　　　自治医科大学附属病院生殖医学センター　　平野　由紀，柴原　浩章，島田　和彦，鈴木　光明

57．腹腔鏡下卵管切除術後の残存卵管に子宮外妊娠を発症した2症例

　　　　　　　　　　　　　ART女性クリニック　○小山　伸夫，柴田　典子，小牧　麻美，篠原真理子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銭　　暁喬

　　　　　　　　熊本大学大学院医学薬学研究部

　　　　　　　　　　　　　　　産科学婦人科学　　岡村　佳則，永吉裕三子，荒金　　太，本田　律生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場　　隆片渕　秀隆

58．卵管妊娠に対する腹腔鏡下保存手術後の反復外妊予測因子の検討

　　　　　東海大学医学部専門診療学系産婦人科　○鈴木　隆弘，藤田　嘉美，中村　絵里，呉屋　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貴家　　剛，松林　秀彦，和泉俊一郎，三上　幹男

59．卵管妊娠に対する腹腔鏡下卵管線状切開術と卵管切除術の術後妊娠と反復外妊のリスク因子の検討

　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　○黒田　恵司，小林　優子，熊切　　順，島貫　洋人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地　　盤，北出　真理，武内　裕之，竹田　　省

60．胎芽心拍陽性の卵管妊娠でも卵管線状切開による卵管温存は可能である

　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○儀保　晶子，沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　律子，中江　光博，山崎　英樹，堂地　　勉

第3会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

　　　　　　　不育

〔演題61～65〕9：00～9：50　座長　高桑　好一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟大学医歯学総合病院）

61．不妊症と抗リン脂質抗体と凝固第XII因子欠乏

　　　　　　　　　　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



●

●

●
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62．染色体異常に起因する習慣流産の着床前診断の臨床成績

　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

63．不育症における第XII因子活性と臨床背景の検討

　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科学教室　○稲川　智子，峯　　克也，富山　僚子，阿部　　崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　弥生，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行

64．不育症患者におけるkininogen依存性抗PE抗体のepitopeと第XII因子活性との関係

　　　　　東海大学医学部専門診療学系産婦人科　○杉　　俊隆藤田　嘉美

65．習慣流産および着床不全におけるNCRs発現とNK細胞産生サイトカインとの関連性

　　　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　○福井　淳史，湯澤　　映，木村　秀崇，藤井　俊策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹

　　　　　　　　統計

〔演題66～70〕9：50～10：40　　座長　北澤　正文

　　　　　　　　　　　　　　　　（掲協医科大学産科婦人科学教室）

●

●

66．

67．

68．

69．

70．

ART治療と胎盤異常の関連性

　　　　　　　徳島大学大学院女性医学分野　○住友　夏世，桑原　　章，須藤　文子，松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苛原　　稔

　　　　　　　　国立香川小児病院産婦人科　　檜尾　健二

　　　　　　　　　　徳島日赤病院産婦人科　　岩佐　　武

体外受精胚移植と顕微授精胚移植は，胎盤および膀帯異常への影響に差があるのか

　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○酒見　智子，石井　絵理，秋谷　　文，佐藤　孝道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田　恭子

過去3年間における3胎以上の超多胎妊娠発生の全国調査

　　　　　　　徳島大学大学院女性医学分野　○水口　雅博，松崎　利也岩佐　　武，苛原　　稔

体外受精一胚移植における血清エストラダイオール（E2）／プロゲステロン（P）比と妊娠に関する検討

　　　　　　　　　　東北大学病院産婦人科　○結城　広光，立花　眞仁，早坂　真一，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　節，岡村　州博

生殖補助医療により妊娠に至った症例のアンケートによる予後調査結果

　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○橋本　洋美，後藤　　栄，苔口　昭次，渡部　純江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永　雅美，塩谷　雅英

●

●

●

　　　　　カウンセリング

〔演題71～75〕10：40～11：30　　座長　末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶雁義塾大学医学部産婦人科）

71．至適看護ケアを提供するための外来看護システムの工夫一Triage（トリアージ）を利用した受持ち看護

　　制の導入とその後の改善一

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　清美，池田　美樹，大塚未砂子，吉岡　尚美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵本　武志

72．「妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲む会」を開催して

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史
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　73．複雑な染色体構造変化に対する生殖遺伝カウンセリング

　　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○竹下　直樹，渋井　幸裕，北村　　衛福田　雄介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，渡辺慎一郎，宗　　晶子，佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，森田　峰人

　　　　　　　　　　　　　　同病院臨床遺伝診療室　　竹下　直樹

　74．着床前診断を検討している不育症カップルへの第三者的立場からの遺伝カウンセリング

　　　　　　　　　　　　京都大学大学院医学研究科

　　　　　　社会健康医学系専攻遺伝カウンセラー・

　　　　　　　　　　　　　コーディネータユニット　○澤井　英明

　　　　　　　京都大学医学部附属病院遺伝子診療部　　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

　75．慶雁義塾大学病院における着床前診断適応基準とこれまでの倫理審査対象疾患．

　　　　　　　　　　　　　　　立川病院産婦人科　○大澤　淑子，高橋　香織，長島　　隆，原　　唯純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　博久

　　　　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科　　末岡　　浩，櫻井　友義，安齋　純子，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　　　けいゆう病院産婦人科　　渡邊　広是

第4会場（秋田キャッスルホテル　4階　放光の間）

　　　ART（ラボワーク）

〔演題76～80〕9：00～9：50　　座長　吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木場公園クリニック）

76．アシステッドハッチングの開口部位の違いは凍結・融解胚盤胞移植における着床率改善につながるか？

　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○田中　啓子，江頭　昭義杉岡美智代，永渕恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拝郷　浩佑，石井　　愛，福田貴美子，大塚未砂子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

77．ART用メディウムのマウスエンブリオアッセイ（MEA）の意義

　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科学教室　○富山　僚子，桑原　慶充，峯　　克也，稲川　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　　崇，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教室　　佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　杉山レディースクリニック　　西　　弥生

78，「Micro　device（IVF－Chip）によるヒト胚培養試験」

　　　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，吉田　　涼，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，中野　　真，安齋　　憲，乾　　裕昭

　　　　　　　　　　　東京大学生産技術研究所　　水野　仁二

79．卵胞サイズと胚発育

　　　　　　　　　　宮崎レディースクリニック　○西垣　明実，當仲　正丈，山口　賢一，杉山　修成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎　和典

　　　　　　　　　関西医科大学産科学婦人科学　　西垣　明実，岡田　英孝，神崎　秀陽

80．胚盤胞の栄養外胚葉に対する評価法の検討

　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック○大関千尋，内山一男，菊池理仁，森田大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山　直樹，青野　文仁，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　寺元　章吉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ART　（eSET）

　　　　　　　　　　　　　〔演題81～85〕9：50～10：40　　座長　深谷　孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知大学医学部産科婦人科学教室）

81．GES（Graduated　Embryo　Score）を用いて経時的に評価した胚の妊娠率と多胎率についての検討

　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学附属

　　　　　　　　　市民総合医療センター婦人科　○佐藤　　綾，千木野みわ，相澤　嘉乃，勝畑有紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島　邦僚，吉田　　浩，村瀬真理子，石川　雅彦

　　　　　　公立大学法人横浜市立大学附属病院　　榊原　秀也，平原　史樹

82．単一胚盤胞移植の成績からみたclomiphen－rFSH周期の有用性

　　　　　　　　　　　　　　厚仁病院産婦人科　○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

83．単一胚盤胞移植における胚盤胞の形態別妊娠率および流産率の検討

　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○塩谷　雅英，後藤　　栄，水田　真平，橋本　洋美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永　雅美，渡部　純江，苔口　昭次

84．選択的単一胚移植の適応条件として早期分割胚は有用か

　　　聖隷三方原病院リプロダクションセンター　○杉本　利幸，幸田百合子，加藤雄一郎，石川　洋乃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高林香代子，岡田　純子，望月　　修

85．当科における選択的1胚移植（eSET＞と2胚移植（DET）の成績及び医療コストの比較検討

　　　　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，大阿久幸子，小笹尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　香子，松永　茂剛，高井　　泰，末永　昭彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，関　　博之

　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科　　板倉　敦夫，石原　　理

●

●

●

●

86．

87．

88．

89．

90．

　　　　　　　　凍結

〔演題86～90〕10：40～11130　　座長　神崎　秀陽

　　　　　　　　　　　　　　　　（関西医科大学産科学婦人科学教室）

再凍結胚移植の有用性に関する検討

　　　　　　　　西村ウイメンズクリニック　○藤田　智久，鳥居　正子，河合　まや，

卵巣ガラス化保存に関する研究

加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所　○香川　則子，桑山　正成，中田久美子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　智絵美，竹原　祐志，加藤　恵一，

　　　　　　　　明治大学農学部生命科学科　　長嶋比呂志，池田　有希

　　　　　　　　　千葉大学医学部産婦人科　　生水真紀夫，木原　真紀

　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　寺元　章吉

ラット卵巣凍結保存と解凍再移植法の検討

　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　OHao　Lin　，佐々木愛子，安達　美和，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，清水　恵子，平松　祐司

　　　　　　　岡山大学大学院保健学研究科　　中塚　幹也

浸透圧変化と精子の運動性および生存率の関係

　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　○大久保　毅，末吉　智博，寺元　章吉

　　　　　　　　　加藤レディスクリニック桑山正成，森智絵美，加藤修
transient　azoospemiaにおける凍結保存射出精子あるいは精巣精子を用いたICSIの成績

　京都大学大学院医学研究科器官外科学講座

　　　　　　　　　　　　　泌尿器科学分野　○宗田　　武，市岡健太郎，西山　博之，

　　　　　　　　　　足立病院不妊センター中山貴弘，畑山博

西村　　満

高山　優子

加藤　　修

野口　聡一

小川　　修
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　　　　　　　　　　　　般　演　題

　　　　　　　　　　（ポスター発表）

ポスター会場（秋田キャッスルホテル　4階　矢留の間）

第1日目10月25日（木）
　　　多胎

　　　　〔演題POO1～008〕

　　　eSET
　　　　〔i寅題POO9～016〕

　　　PCOS　l

　　　　〔演題PO17～021〕

　　　PCOS　2

　　　　〔演題PO22～026〕

　　　排卵・ホルモン

　　　　〔演題PO27～032〕

　　　子宮内膜1

　　　　〔言寅題PO33～038〕

　　　子宮内膜2

　　　　〔演題PO39～044〕

　　　先天異常

　　　　〔演題PO45～049〕

　　　手術1

　　　　〔演題PO50～057〕

　　　手術2

　　　　〔演題PO58～065〕

第1日目　10月25日（木）

　　　ART（凍結）

　　　　〔演題PO66～070〕

　　　ICSI

　　　　〔演題PO71～076〕

　　　TESE
　　　　〔言寅題PO77～084〕

　　　卵子・発生1

　　　　〔演題PO85～090〕

　　　卵子・発生2

　　　　〔演題PO91～096〕

　　　卵巣

　　　　〔演題PO97～101〕

　　　精子

　　　　〔演題PlO2～107〕

午前

9：45～10：33

10：33～11：21

9：45～10：15

10：15～10：45

10：45～11：21

9：45～10：21

10：21～10：57

10：57～11：27

9：45～10：33

10：33～11：21

午後

15：45～16：15

16：15～16：51

16：51～17：39

長
長
長
長
長
長
長
長
長
長

座

座
座
座
座
座
座
座
座
座

京野　廣一（京野アートクリニック）

田原　隆三（昭和大学医学部産婦人科学教室）

岩下　光利（杏林大学医学部産婦人科）

遠藤　俊明（札幌医科大学医学部産科・周産期科学）

牧野田　知（金沢医科大学産科婦人科学）

楢原　久司（大分大学医学部産科婦人科）

百枝　幹雄（東京大学医学部産科婦人科学教室）

吉崎　　陽（岩手医科大学医学部産婦人科学講座）

望月　　修（聖隷三方原病院リプロダクションセンター）

工藤　正尊（北海道大学医学部産婦人科学分野）

元

本
村

寺
蔵
辻

長
長
長

座

座

座

15145～16：21　座長　藤井

16：21～16：57　座長　高橋

16：57～17：27　座長　久慈

15：45～16：21　座長　岡田

章吉（新橋夢クリニック）

武志（蔵本ウイメンズクリニック）

　晃（大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

　　　泌尿器科）

俊策（弘前大学医学部産科婦人科学）

俊文（山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学

　　　分野）

直昭（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）
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　　　精子・精巣

　　　　〔演題P108～113〕

　　　精巣静脈瘤

　　　　〔演題Pll4～119〕

　　　カウンセリング1

　　　　〔演題P120～126〕

　　　カウンセリング2

　　　　〔演題P127～132〕

　　　カウンセリング3

　　　　〔演題P133～139〕

第2日目　10月26日（金）

　　　排卵誘発1

　　　　〔演題P140～147〕

　　　排卵誘発2

　　　　〔演題Pl48～155〕

　　　ART（移植）

　　　　〔演題P156～160〕

　　　ART（ラボワーク）

　　　　〔演題Pl61～166〕

　　　ART（高齢婦人）

　　　　〔演題P167～173〕

　　　子宮内膜症1

　　　　〔演題P174～178〕

　　　子宮内膜症2

　　　　〔演題Pl79～183〕

　　　黄体・難治症例

　　　　〔演題P184～191〕

　　　子宮外妊娠1

　　　　〔演題P192～196〕

　　　子宮外妊娠2

　　　　〔演題Pl97～202〕

　　　腫瘍

　　　　〔演題P203～209〕

16：21～16：57

16：57～17：33

15：45～16：27

16：27～17：03

17：03～17：45

午前

9：45～10：33

10：33～11：21

9：45～10：15

10：15～10：51

10：51～11：33

9：45～10：15

10：15－－10：45

10：45～11：33

9：45～10：15

10：15～10：51

10：51～11：33

田
　
田
山
　
藤
野

柳
　
松
富
　
安
神

長
　
長
長
　
長
長

座

　
座
座
　
座
座

長
長
長
　
長
長
長
長
　
長
　
長
　
長
長

座

座

座

　

座

座

座

座

　

座

　

座

　

座

座
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　薫（国際医療福祉大学病院リプロダクションセン

　　　ター）

公志（関西医科大学泌尿器科）

達大（大阪New　ARTクリニックNew　ARTリ
　　　サーチセンター）

寿夫（豊橋市民病院総合生殖医療センター）

正雄（ウィメンズクリニック神野）

松崎　利也（徳島大学医学部産科婦人科）

大場　　隆（熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野）

乾　　裕昭（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）

吉田　仁秋（吉田レディースクリニック）

林伸旨（岡山二人クリニック）

大須賀　穣（東京大学医学部付属病院女性診療科・産科）

福田　　淳（秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学

　　　　　　分野）

見尾　保幸（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）

北川　浩明（国家公務員共済組合連合会虎ノ門病院産婦人

　　　　　　科）

太田　博孝（秋田赤十字病院産婦人科）

佐藤　孝道（聖路加国際病院女性総合診療部生殖医療セン

　　　　　　ター）
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第2日目　10月26日（金）

　　　ART（長期培養）

　　　　〔演題P210～216〕

　　　ART（他）

　　　　〔演題P217～222〕

　　　卵巣・卵管

　　　　〔演題P223～229〕

　　　卵胞

　　　　〔演題P230～237〕

　　　妊娠

　　　　〔演題P238～245〕

　　　不育

　　　　〔演題P246～252〕

　　　男性不妊1

　　　　〔演題P253～258〕

　　男性不妊2
　　　　〔演題P259～264〕

日生殖医会誌　52巻4号

午後

14：00～14：42　座長　森本　義晴（医療法人三慧会　IVFなんばクリニック）

14：42～15：18　座長　東口　篤司（KKR札幌医療センター斗南病院生殖分泌

　　　　　　　　　　　　　　　　科）

14：00～14：42　座長　今井　篤志（岐阜大学医学部附属病院成育科・女性科（産

　　　　　　　　　　　　　　　　科婦人科））

14：42～15：30　座長　浅田　弘法（慶鷹義i塾大学医学部産婦人科）

14：00～14：48　座長　安達　知子（母子愛育会総合母子保健センター愛育病院産

　　　　　　　　　　　　　　　　婦人科）

14：48～15：30　座長　和泉俊一郎（東海大学医学部産婦人科）

14：00～14：36　座長　寺田　幸弘（東北大学医学部産婦人科）

14：36～15：12　座長　増田　　裕（医療法人恒昭会藍野病院泌尿器科）

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

一　般　演　題

（ポスター発表）

●

第1日目　10月25日（木）

ポスター会場（秋田キャッスルホテル　4階　矢留の間）

●
　　　　　　　　　　多胎

〔演題POO1～POO8〕9：45～10：33　座長　京野　廣一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京野アートクリニック）

●

●

●

●

POOI．多胎妊娠予防の指標についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○内田　昭弘，坂本　ルミ，先久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永島百合子

POO2．多胎妊娠に及ぼすARTの影響に関する検討

　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　○井上　慶子，澁谷　裕美，安藤

POO3．当院における胚移植の現状～多胎妊娠防止を目指して～

　　　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック　○竹下　千恵上野ゆき穂，志村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田　　梓，若槻　有香，岩田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　一雄見尾　保幸

POO4．当科のARTにおける原因別多胎率の検討

　　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院産婦人科　○渋谷　伸一，塩島　　聡，尾崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和文

POO5．　Day3ETにおける過去7年間の多胎防止に対する取り組み

　　　　　　　　　　　　　高木病院不妊センター　○塚崎あずさ，野見山真理，山田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　恵里，眞崎　暁子，山本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧田　涼子，小島加代子

　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部産婦人科　　岩坂　　剛

POO6．移植胚の組み合わせと妊娠率～非良好胚を加えると妊娠率が低下するのか？～

　　　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科　○逸見　博文，東口　篤司，金澤

　　　　　　KKR札幌医療センター斗南病院婦人科　　高階　俊光，斉藤　　学

POO7．

　　　初回体外受精データ1998－2005の分析

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　○安藤　寿夫，若原　靖典，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　博子，篠原　宏枝

　　　　京都大学大学院医学研究科女性生涯看護学　　菅沼　信彦

　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　今泉　有貴，天方　朋子，宮下

POO8．多胎防止の総合戦略一不妊治療のステップアップ法の改良をめざして

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　○安藤　寿夫，若原　靖典，榊原

　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　今泉　有貴，天方　朋子，宮下

　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　　後藤　真紀原田　統子，岩瀬

　　　　　国立病院機構名古屋医療センター産婦人科　　柴田大二郎

幸，森山　弘恵

索，岩下　光利

陶子，湯本啓太郎

京子，錦織　恭子

智哉，青葉　幸子

耕平，

新吾，有馬

朋扇

西山和加子

薫

積極的に胚凍結を行いつつ日本産科婦人科学会の“「多胎妊娠」に関する見解”を遵守した当院における

範子，榊原　重久

由妃，柿原　正樹

重久，鈴木　範子

由妃，柿原　正樹

明，吉川　史隆

●
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■

　　　　　　　　　　　eSET

〔演題POO9～PO16〕10：33～11：21 座長　田原　隆三

（昭和大学医学部産婦人科学教室）

POO9．当院における多胎妊娠回避のための選択的単一胚移植（eSET）の成績について

　　　　聖隷三方原病院リプロダクションセンター　○幸田百合子，杉本　利幸，加藤雄一郎，石川　洋乃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高林香代子，岡田　純子，望月　　修

PO10．多胎妊娠防止の為の指標検討～単一胚移植（SET）に向けたフローチャート作製～

　　　　　　医療法人生長会府中のぞみクリニック　○守屋　聡子，浜井　晴喜，小野光樹子，高田　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑田　　愛，寺西　明子，脇本　栄子，文野多江子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁田　　実

POIl．年齢因子・経験移植回数に応じた複数個胚盤胞移植は必要か？

　　　　　　　　　　　　　　　厚仁病院産婦人科　○坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希，松山　毅彦

PO12．当院における単一胚移植（分割胚，胚盤胞）の現況と2胚移植との比較検討

　　　　　　　　　　　　　金沢たまごクリニック　○山崎　裕行，藤波　隆一・，前多亜紀子，高　美貴子

　　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　大久保　毅

PO　13．高木病院不妊センターにおける単一胚移植の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　高木病院不妊センター　○山本　新吾，野見山真理山田　耕平，西山和加子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　恵里，眞崎　暁子，塚崎あずさ，有馬　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧田　涼子，小島加代子

　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部産婦人科　　岩坂　　剛

PO14．初回周期における単一胚移植の検討

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○福富　紀子，松葉　純子，宮田　広敏小泉あずさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

POI5．新しく試みている胚評価法を用いた選択的単一胚移植の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　いわき婦人科　○前田真知子，駒場　理恵，菅原　延夫

　　　　　　　　　　　　高度生殖医療技術研究所　　荒木　康久

PO　16．単一胚移植による子宮外妊娠発症率の減少について

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○貝嶋　弘恒，勝股　克成，瀬川　智也，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内山一男，奥野　隆山下直樹河内谷敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　　保，竹原　祐志，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科　　長田　尚夫

●

●

●

●

　　　　　　　　　PCOS　1

〔演題PO17～PO21〕9：45～10：15　座長　岩下　光利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（杏林大学医学部産婦人科）

PO17．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）合併不妊症におけるメトホルミンの治療成績ついて

　　　　埼玉医科大学総合医療センター総合周産期

　　　　　　　　　母子医療センター母体胎児部門　○斉藤　正博，関　　博之

　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　小笹　尚子，宇津木希栄，松本　香子，松永　茂剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東宗毅末永昭彦，高井　泰林　直樹

●

●



●

●

●
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PO18．　IVF施行PCO不妊症例に対するmetforminの効果

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　○末永　昭彦，林　　直樹，大阿久幸子，小笹　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　香子，松永　茂剛，伊東　宗毅高井　　泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，関　　博之，宇津木希栄

PO19．メトフォルミンが奏功したPCOSの1症例

　　　　　　　　　　　　島根大学医学部産科婦人科　○折出　亜希，金崎　春彦，宮崎　康二

PO20．多嚢胞性卵巣症候群の排卵誘発におけるメトホルミンの効果に関する検討

　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科学教室　○松浦　広明，清水　聖子，後藤　智子，三箇島睦実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　博明

PO21．インスリン抵抗性改善薬により胚クオリティーが改善されたと考えられた症例

　　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○沖　　利通，横山　律子，河村　俊彦，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀保　晶子，中江　光博，山崎　英樹，堂地　　勉

　　　　　　　　　　PCOS　2

〔演題PO22～PO26〕10：15～10：45　座長　遠藤　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医科大学医学部産科・周産期科学）

●

●

PO22．若年時に診断された多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の検討

　　熊本大学大学院医学薬学研究部産科学婦人科学　○本田　律生，岡村　佳則，田代　浩徳大場　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片渕　秀隆

PO23．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に腹腔鏡下卵巣多孔術（Laparoscopic　ovarian　drilling：LOD）は必要か？

　　　－PCOSに対するLODの治療機序仮説の再考一

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○太田　邦明，内出　一郎，前村　俊満，森田　峰人

　　　　　　　　　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　　渡辺慎一郎，北村　　衛，松江　陽一，宗　　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，片桐由起子

PO24．ステップアップ抗アンドロゲン療法により4回の妊娠に成功したクロミフェン抵抗型多嚢胞性卵巣症候

　　　群例

　　　　　　　　　　　　　秋田赤十字病院婦人科　○太田　博孝

PO25．多嚢胞性卵、巣症候群における腹腔鏡下手術前後の変化

　　　　　　　　　　　　　古賀総合病院産婦人科　○肥後　貴史，高橋　典子，山内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶山　真美

PO26．当院における多嚢胞性卵巣症候群に対するlaparoscopic　ovarian　drillingの検討

　　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科学教室　○杉山　里英，平岩　芙美，芥川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井坂　恵一

綾長山　由佳

修伊東　宏絵

●

●

　　　　　　　　排卵・ホルモン

〔演題PO27～PO32〕10：45～11：21 座長　牧野田　知

　　（金沢医科大学産科婦人科学）

PO27．卵巣機能障害とストレス反応機構異常：唾液コルチゾール日内変動は体外受精成功率と関連する

　　　　　　　　　　　ウィメンズクリニック神野　○神野　正雄，渡邉　愛子，高橋　俊介，浦上　千夏

PO28．生殖補助医療における電気化学発光免疫測定を用いた血清ホルモン値の基準値設定に関する検討～RIA

　　　法との比較～

　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○杉岡美智代，大坪　　瞳，加々良尚子，江頭　昭義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永渕恵美子，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志
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PO29．測定法により偽高プロラクチン血症を示した1症例

　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　○菊地　　盤武内　裕之，北出　真理熊切　　順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　優子，黒田　恵司，竹田　　省

PO30．ストレスによるGnRH分泌の抑制におけるkispeptinの関与について

　　　　　　　　　　徳島大学大学院女性医学分野　○岩佐　　武，松崎　利也，水口　雅博，苛原　　稔

PO31．　ARTにおけるAMH（AntimUllerian　Hormone）値の検討

　　　　東邦大学医療センター大森病院産科婦人科　○宗　　晶子，片桐由起子，渋井　幸裕福田　雄介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　　衛，松江　陽一，渡辺慎一郎，佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　直樹，森田　峰人

　　　　　　　　　　　臼井医院不妊治療センター　　臼井　　彰，横田のぞみ，佐々木直子，吉田　逸子

PO32．排卵の局在と妊娠成立の検討

　　　　　　　　　　　根上レディースクリニック　○根上　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　富永産婦人科　　富永　敏朗

　　　　　　　　　子宮内膜1

〔演題PO33～PO38〕9：45～10：21 座長　楢原　久司

　　（大分大学医学部産科婦人科）

PO33．薄い内膜では血流が減少している一3D－PDAとVOCALによる解析一

　　　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科　○東口　篤司，逸見　博文，金澤　朋扇

　　　　　　　　　　　GE横河メデイカルシステム　　川口由紀恵

PO34．子宮内膜を薄くさせないための工夫一もう流産後のD＆Cはやめよう一

　　　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科　○東口　篤司，逸見　博文，金澤　朋扇

　　　　　　KKR札幌医療センター斗南病院婦人科　　斉藤　　学，高階　俊光

PO35．子宮内膜菲薄化に対する治療法の検討（ホルモン補充療法とビタミンE療法）

　　　　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○北村　誠司，松村　康子，矢澤　聡美，恵中　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦菜々子，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　純，杉本　　到，杉山　　武

PO36．菲薄化内膜患者の狭帯域光観察（NBI）による子宮鏡所見

　　　　　　　　　　　　　　　　スズキ記念病院　○田中　耕平，飯田　修一，佐々木　将，斉藤　　創

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　　滋，立花　郁雄，高橋　重智，鈴木　雅洲

PO37．体外受精胚移植反復不成功患者における子宮鏡検査の意義

　　　　　　東海大学医学部専門診療学系産婦人科　○松林　秀彦，鈴木　隆弘，中村　絵里，呉屋　憲一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一郎

PO38．子宮内膜ポリープの発生部位と妊娠率の検討

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　○矢内原　敦，依光　　毅，許山　浩司，河村　寿宏
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●

　　　　　　　　　子宮内膜2

〔演題PO39～PO44〕10：21～10157　　座長　百枝　幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部産科婦人科学教室）

●

●

●

●

PO39．ヒトの子宮内膜上皮細胞におけるLIFとTGF一β分泌とGlycodelin発現に対するイソフラボンの調節作

　　　用

　　　　　　　　　　武庫川女子大学薬学部薬学科　○許　　錦文

　　　　　武庫川女子大学薬学部健康生命薬科学科　　安井菜穂美，池田　克己

　　　ニチモウ株式会社バイオティクス研究開発室　　播　　偉軍

　　　ハーバード大学医学部Beth　Israel　Deaconess

　　　　　　　　　　　　　　　　　医療センター　　播　　偉軍

　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　　渡部　純江，塩谷　雅英

　　　　　　　　　　昭和大学医学部産婦人科講座　　矢内原　敦

PO40．　Transforming　growth　factor一βは子宮内膜間質細胞の増殖，運動性を抑制し，　contractilityを増強する

　　　　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科　○奈須　家栄，松本　治伸，弓削　彰利，西田　正和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢原　久司

PO41．ヒト末梢血CD16（一）NK細胞表面のCD44および子宮内膜血管内皮細胞のproteoglycan　lの発現

　　　　　　　京都府立医科大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　女性生涯医科学　○北宅弘太郎，本庄　英雄

PO42．子宮内膜におけるprotease－activated　receptorを介したchemokineの産生作用

　　　　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科　○河野　康志，古川　雄一，濱崎智恵子，福田淳一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈須　家栄，楢原　久司

PO43．子宮内膜発育不全症例における間葉系幹細胞の検討

　　　　　　　　　　　　　長浜市立病院産婦人科　○辻　俊一郎

　　　　　　　　　滋賀医科大学産科婦人科学講座　　高橋健太郎，村田　明子，清水　良彦，藤原　睦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　洋一

PO44．子宮内膜におけるthrombinによるmatrix　metalloproteasesの産生調節

　　　　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科　○古川　雄一，河野　康志，濱崎智恵子，松本　治伸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田淳一郎，楢原　久司

　　　　　　　　　　先天異常

〔演題PO45～PO49〕10：57～11：27　座長　吉崎　　陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩手医科大学医学部産婦人科学講座）

●

●

PO45，性分化異常症患者の骨代謝改善に対する骨吸収阻害剤の長期的効果

　　　　　　　　　　　京都大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　人間健康科学系専攻　○亀田　知美，宮家　槙子，清川加奈子，菅沼　信彦

PO46．　FSH受容体のexon　8に点突然変異を認めた原発性無月経症例

　　　　　　　山口県立総合医療センター産婦人科　○中村　康彦，上田　一之

　　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　　前川　　亮，山縣　芳明，杉野　法広

PO47．腹腔鏡下に精巣の摘出が可能であったアンドロゲン不応症候群の2例

　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　○岩瀬　　明，眞鍋　修一，滝川　幸子，鈴木　恭輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　真紀，原田　統子，吉川　史隆

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　　安藤　寿夫
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PO48．　Wunderlich症候群の経膣的手術後にエンドトキシンショックとなった1例

　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部産婦人科　○川野みどり，木原　真紀，中村　裕美，碓井　宏和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生水真紀夫

PO49．長崎における性同一性障害管理の現状について

　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　○大石　　瞳，井上　統夫，北島　道夫，平木　宏一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

●

●

　　　　　　　　　　手術1

〔演題PO50～PO57〕9：45～10：33　座長　望月　　修

　　　　　　　　　　　　　（聖隷三方原病院リプロダクションセンター） ●

PO50．子宮筋腫核出術における出血量の検討

　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　○鈴木　恭輔，原田　統子，鈴木　　雅，滝川　幸子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞鍋　修一，後藤　真紀，岩瀬　　明，吉川　史隆

PO51．腹腔鏡下筋腫核出術後4年後に妊娠26週で子宮破裂に至った1例

　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　（駿河台日本大学病院）○曽根　君恵，長田　尚夫，柿沼　敏行，山本　範子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永石　匡司，松浦　眞彦，山本　樹生

　　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学病院　　牧野　康男，松田　義雄

PO52．産後大量出血のため内腸骨動脈塞栓術を受けた後排卵誘発にて成立した妊娠で癒着胎盤をきたした1

　　　症例

　　　　神戸大学大学院医学系研究科女性医学分野　○牧原　夏子，北尾　敬祐，森川　淳子，芦谷　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡　正造，森田　宏紀山崎　峰夫，丸尾　　猛

PO53．単一卵管例に対する腹腔鏡下保存手術の検討

　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院産婦人科　○荒木　裕之，上罵佐知子，三浦　成陽佐藤　二葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤下　　晃

　　　　　　　　長崎大学医学部・歯学部附属病院　　平木　宏一，北島　道夫，増崎　英明

PO54．卵管留水症に対する腹腔鏡下卵管開口術の治療成績

　　　　　　　琉球大学医学部器官病態医科学講座

　　　　　　　　　　　　　　女性・生殖医学分野　○銘苅　桂子，神山　　茂青木　陽一

PO55．卵管水腫に対する処置の有無および処置方法別の移植後妊娠率の検討

　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○泉　　陽子，江口　素子，後藤　　栄，吉村由香理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　洋美，渡部　純江，松永　雅美，苔口　昭次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩谷　雅英

PO56．当院における腹腔鏡併用卵管鏡下卵管形成術後の妊娠成績

　　　　　　　　　　　　　東北大学病院産婦人科　○宇賀神智久，村上　　節，立花　眞仁，鈴木　吉也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博

PO57．腹腔鏡検査時における子宮鏡下transcervical　tubal　catheterization（TCTC）の治療成績と予後

　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○塚越　静香，田畑　光恵，仲田　正之，妹尾　匡人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒田　勇二，岡村　恵子，堀　　量博，井上　正人

　　　　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター　　井上　正人

　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院婦人科　　本田　育子，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀産婦人科　　堀　　量博

●

●

●

●
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●

　　　　　　　　　　手術2

〔演題PO58～PO65〕10：33～11：21　座長　工藤　正尊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大学医学部産婦人科学分野）

●

●

●

●

PO58，中隔子宮症例への単極電極蒸散法を用いた子宮鏡下中隔切除術の有用性

　　　　　　　　　　　　　東北大学病院産婦人科　○立花　眞仁，村上　　節，宇賀神智久，菊地真衣子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮裕貴，結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博

PO59．不全中隔子宮に対し2度の子宮鏡下中隔切除術にて子宮を形成したのち生児を得た一例

　　　愛媛大学大学院医学系研究科生殖病態外科学　○岡本　温美，兵頭　慎治，鍋田　基生，小泉　幸司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草薙　康城，伊藤　昌春

PO60．当科における子宮内膜癒着による不妊患者の管理

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀保　晶子，横山　律子，山崎　英樹，堂地　　勉

PO61．生殖医療における子宮鏡下手術の効果

　　　　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○北村　誠司，恵中　千晶，矢澤　聡美，松村　康子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦菜々子，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　純，杉本　　到，杉山　　武

PO62．不妊症検査としてのSimple－sonohysterography（s－SHG）の有用性

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学産婦人科　○西山　幸江，西尾　英司，塚田　和彦，廣田　　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田川康博

　　　　　　　　　　さわだウィメンズクリニック　　澤田　富夫

PO63．経膣的腹腔鏡（THL）後の待機妊娠群と非妊娠群における比較検討

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○園田　桃代，伊藤啓二朗，春木　　篤，村田　泰隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥裕嗣，森本義晴

PO64．子宮動脈塞栓術におけるマイクロカテーテルの有用性一挙児希望子宮筋腫症例の検討一

　　　　　　　　　　　山近記念総合病院産婦人科　○本田　育子，猿賀まち子，飯田　麻衣，岸野かなえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗

PO65．子宮動脈塞栓術の子宮内膜増殖に及ぼす影響：子宮頚管妊娠例を中心に

　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部附属病院

　　　　　　　　　　成育科・女性科（産科婦人科）　○日江井香代子，水野　智子，野中万祐子，古井　辰郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　篤志

　　　　　　　　　ART（凍結）

〔演題PO66～PO70〕15：45～16：15　座長　寺元　章吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新橋夢クリニック）

●

●

PO66．

PO67．

凍結胚を用いて単一胚盤胞移植を行っても，新鮮胚移植と比較して妊娠率は低下しない

　　　　　　　　　県立広島病院生殖医療科　○原　　鐵晃

　　　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学　　田中　教文，大亀　真一，工藤　美樹

Day6一胚盤胞凍結保存の有効性の検討

　　　医療法人生長会府中のぞみクリニック　○浜井　晴喜，守屋　聡子，小野光樹子，高田　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑田　　愛，奥井　　静，奥島　美香，寺西　明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脇本　栄子，文野多江子，繁田　　実
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PO68．凍結前および融解後の胚評価と着床率についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○森山　弘恵，先久　　幸，坂本　ルミ，永島百合子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　昭弘

PO69．再凍結前の胚盤胞形態と融解後の胚発育についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○滝上　知里，木多　寛恵，刀禰美那子，平田　　麗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青井　陽子，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨

PO70．再凍結胚盤胞における融解後初期の形態変化はその後の胚発育の指標となるか？

　　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○刀禰美那子，滝上　知里，木多　寛恵，平田　　麗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青井陽子，吉岡奈々子，羽原俊宏，林　伸旨

■

●

●

　　　　　　　　　　　lCSl

〔演題PO71～PO76〕16：15～16：51 座長　蔵本　武志

　　（蔵本ウイメンズクリニック）

PO71．　Sperm　Sorter分離精子を用いたICSIにて生児を得ることができた1症例

　　　　　　　　　　名古屋医療センター産婦人科　○柴田大二郎

　豊橋市民病院総合生殖医療センター

名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　加齢医学講座産婦人科学教室

　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　　システム循環生理学

PO72．精子調整i法とICSI後の胚発育に関する研究

　　　　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　体外受精センター

安藤　寿夫

岩瀬　　明，原田　統子，後藤　真紀，鈴木

吉川　史隆

成瀬　恵治

○藤井　好孝，遠藤　雄史，本山　洋明

雅

PO73．射出新鮮および凍結精子を用いた顕微授精後の受精率および妊娠率

　　　　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　体外受精センター　○遠藤　雄史，藤井　好孝，本山　洋明

PO74．　Split　ICSIの有用性の検討

　　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　○渡邉　英明，矢内原　敦，有地あかね，菅　かほり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　　香織，石川　聖華，門前　志歩，森松　依子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村真紀子，依光　　毅許山　浩司，河村　寿宏

PO75．　ICSI　Guard　Systemによる紡錘体位置と胚発育能の検討

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

PO76．穎粒膜細胞を一部残存させたICSI法における胚の発育について

　　　　　　　　　　　医療法人社団こうのとり会

　　　　　　　　　　ファティリティクリニック東京　○阿部亜佳音，武田　信好，新井　　綾，工藤　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋元　　諭，大沼　　舞，町屋　　礼，逢澤　純世

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保坂　　猛，吉井　紀子，小田原　靖

●

●

●



●

●

●

●

●

●
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　　　　　　　　　　TESE

〔演題PO77～PO84〕16：51～17：39　座長　辻村　　晃

　　　　　　　　　（大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学泌尿器科）

PO77．　ICSIにおける卵丘細胞との供培養の検討

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○松葉　純子，福富　紀子，宮田　広敏，小泉あずさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

PO78．非モザイク型クラインフェルター症候群に対する精巣内精子採取術の検討

　　　　　　　　　　　　　協立総合病院泌尿器科　○日比　初紀，大堀　　賢

　　　　　　　　　　成田育成会成田病院産婦人科　　山田　礼子

　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　　園原めぐみ，羽柴　良樹，浅田　義正

PO79，無精子症患者に対するconventional　TESEの臨床成績

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学　○寺井　一隆，吉池　美紀，山川　克典

　　　　　　　　　　　　　大船中央病院泌尿器科

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック

　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学病院

　　　　　　　　　　　リプロダクションセンター

PO80．無精子症に対するTESE－ICSIの検討

　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

松下　知彦

河村　寿宏，有地あかね

岩本　晃明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○日浦　義仁，六車　光英，松田　公志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻　　陽子，赤松　芳恵，森本　義晴

PO81．病診連携による非閉塞性無精子症に対するmicrodissection　TESEについて

　　　　　　　　　　　　　　　藍野病院泌尿器科　○増田　　裕

　　　　　　　　　　　　　市川婦人科クリニック　　市川　文雄，熊谷　晶子

　　　　　　　　　　天の川レディースクリニック　　中村　公彦

　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学泌尿器科　　勝岡　洋治

PO82．　microdissection　TESEで採精し得たDAZ4重化を呈する無精子症の一例

　　　　　　　　名古屋市立大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　腎・泌尿器科学分野　○梅本　幸裕，佐々木昌一，金子　朋功，神谷　浩行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪田　裕樹，池内　隆人，郡　健二郎

　　　　名古屋市立大学大学院生殖・発生医学分野　　佐藤　　剛，牧野亜衣子，杉浦　真弓

PO83．非閉塞性無精子症に対する精巣内精子採取術（TESE）の臨床的検討：conventional　TESEとmicrodi＆

　　　section　TESEの比較

　　　　　　　　　札幌医科大学医学部泌尿器科学　○前田　俊浩，伊藤　直樹，笹尾　拓己，田中　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本　泰司

　　　　　　札幌医科大学医学部産科・周産期科学　　遠藤　俊明

　　　　　　　　　　　神谷レディースクリニック　　神谷　博文，森若

　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌東豊病院　　幡　　　洋

PO84．　Sertoli　cell　only　syndromeに対する顕微鏡下精巣内精子採取術

　　　　　　　　　　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，辻村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植田　知博，中山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡　庸洋，高尾

　　　　　　　　　　健保連大阪中央病院泌尿器科　　山中　幹基

　　　　　　　　　　　　　大阪警察病院泌尿器科　　松宮　清美，藤岡

治

　晃，福原慎一郎，平井　利明

治郎，木内　　寛，小森　和彦

徹也，高田　晋吾，奥山　明彦

秀樹
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●

　　　　　　　　　卵子・発生1

〔演題PO85～PO90〕15：45～16：21 座長　藤井　俊策

　（弘前大学医学部産科婦人科学）

PO85．透明帯形質異常を認めた症例における体外受精治療成績の報告

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○菊池　理仁，伊藤　秀行，大関　千尋，森田　　大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内山一男，青野文仁，桑山正成，河内谷敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　智也，竹原　祐志，寺元　章吉，加藤　　修

PO86．小卵胞由来卵子の妊娠転帰からみた卵子回収の有用性について

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○内山　一男，菊池　理仁，家田　祥子，森田　　大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　文仁，竹原　祐志，貝嶋　弘恒，加藤　　修

PO87．レーザー照射によるEmbryo　Biopsyの優位性と機種間の比較検討

　　　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科　○佐藤　　卓，末岡　　浩，櫻井　友義，谷垣　礼子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，橋場　剛士，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　川崎市立川崎病院産婦人科

　　　　　　けいゆう病院産婦人科

　　　　埼玉社会保険病院産婦人科

　　　　東京歯科大学市川総合病院

　　済生会横浜市東部病院産婦人科

国家公務員共済組合連合会立川病院

村越　行高

渡邊　広是

田島　博人

佐藤　健二

中林　　章

大澤　淑子

PO88．マウス体外受精における透明帯穿孔卵子とFERTIUPR精子前培養培地の利用

　　　　　　　　　　熊本大学CARD資源開発分野　○金子　武人，福本紀代子，春口　幸恵，近藤　朋子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田　宏美，中川　佳子，古賀　美佳，土山　修治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中潟　直己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九動　　福本紀代子，春口　幸恵，近藤　朋子，町田　宏美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　佳子，古賀　美佳

PO89．β一mercaptoethanolがブタ発育途上卵母細胞の減数分裂再開能に及ぼす影響

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○橋本　　周，山中　昌哉，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　　宮田　悠子，福田　愛作

PO90．低酸素環境はブタ発育途上卵母細胞の成熟能を促進する

　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○宮田　悠子，福田　愛作

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　辻　　陽子，橋本　　周，森本　義晴

●

●

●

●

　　　　　　　　　卵子・発生2

〔演題PO91～PO96〕16：21～16：57　座長　高橋　俊文

　　　　　　　　　　　（山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野） ●

PO91．マウスにおけるガラス化保存卵巣の異所性自家移植および自己卵子由来胚の移植による産子生産の試み

宇都宮大学農学部生物生産科学科

　　キリンビール医薬カンパニー

　　　　医薬フロンティア研究所

　　　おちウィメンズクリニック

○江副　賢二，吉澤　　緑，松本　浩道

三井　秋徳

越知　正憲 ●
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PO92．成長途上卵母細胞の体外培養における組織の形態変化と成熟能について

　　　　　東京農業大学短期大学部生物生産技術学科　○谷口　遼馬，本橋　秀之，加田日出美

　　　　　　　　　　　　　　現所属：西山産婦人科　　谷口　遼馬

　　　　　医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター　　本橋　秀之，山海　　直

　　　　　　日本大学生物資源科学部応用生物科学科　　佐藤　嘉兵

PO93．　Vasa遺伝子の発現とES細胞の培養条件との関係についての検討

　　　　　　　　　　　　　山梨大学医学部産婦人科　○正田　朋子，平田　修司，星　　和彦

PO94．羊膜から樹立した細胞株（HAM）の神経細胞への分化誘導

　　　　　　　　　　　　　　　　石渡産婦人科病院　○玉川　朝治，石渡　　勇，時枝由布子，井口めぐみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石渡千恵子，岡根　夏美

PO95．マウス卵特異的新規Homeobox遺伝子の発現解析

　　　　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科　○山田　満稔，浜谷　敏生，浅田　弘法，久慈　直昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

　　　　　　　国立成育医療センター生殖医療研究部　　山田　満稔，阿久津英憲

PO96．ヒト卵減数分裂時のmidbodyと分裂溝形成の関連

　　　　　　　　　　　　　　　　　永井クリニック　○大月　純子，永井　　泰

　　　　　　　　　　　卵巣

〔演題PO97～P101〕16：57～17：27　座長　久慈　直昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

PO97．卵巣黄膜細胞のアンドロゲン産生におけるPI3キナーゼ経路の役割

　　　　　　　　　　　福井大学医学部産科婦人科　○福田　　真，折坂　　誠田嶋　公久，小辻　文和

PO98．マウス卵胞培養において高アンドロゲン環境が卵胞発育に及ぼす影響一内分泌学的，電子顕微鏡学的検

　　　討一

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　○奥津　由記，高江　正道，石山めぐみ，伊藤　正則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村みどり，石塚　文平

PO99．思春期ラットの卵胞発育に対する高アンドロゲン状態の影響

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　○高江　正道，奥津　由記，石山めぐみ，伊藤　正則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村みどり，石塚　文平

　　　　　　　　　　ファティリティクリニック東京　　保坂　　猛

　　　　　　　　　　　みむろウィメンズクリニック　　三室　卓久

P100．インスリン投与によるヒト黄体化願粒膜細胞でのPTENの発現変化

　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　○後藤　真紀，鈴木　　雅，滝川　幸子，鈴木　恭輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞鍋　修一，原田　統子，岩瀬　　明，吉川　史隆

P101．卵丘細胞におけるCD52の存在と意義

　　　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

　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科　　武信　尚史，小森　慎二，香山　浩二

　　　　　　　　　　　Kobaレディースクリニック　　小林眞一郎
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●

　　　　　　　　　　　精子

〔演題P102～P107〕15：45～16：21 座長　岡田　　弘

（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

●

P102．精子無力症患者における精子へのSPMIの結合性一透過型ならびに走査型電顕を用いた局在の検討一

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学　○吉池　美紀，野澤資亜利，寺井　一隆

　　　　　　　桐蔭横浜大学先端医用工学センター　　吉田　　薫

　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学病院

　　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　　岩本　晃明

P103．　ART実施前検査における精子クロマチン構造アッセイ（Sperm　Chromatin　Structure　Assay：SCSA）の

　　　有効性

　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○清田　圭子，松浦利絵子，黒滝　陽子，田中　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　暁子，鈴木　寛規鈴木　幸成，渡邊　倫子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　拓実，吉田　　淳

PlO4．精子DNA分断化率：新しい独立した精子機能検査としての基礎的検討

　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　○山野辺千沙，箱崎　将司，田中　紀子，西尾　京子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝倉　寛之

　　　　　　　　　　　　　　　　　大津市民病院　　七里　泰正

PlO5．健康成人男性の精液所見とウイルスDNA検出率

　　　　　　　　　　　防衛医科大学校産科婦人科　○今井加納子，笹　　秀典，河合　淳子，牧村　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古谷　健一一

　　　　　　東京医科歯科大学院保健衛生学研究科　　田中　稔生

P106．赤外分光法によるキナクリンマスタード，キナクリンクロライドおよび未染色後のX・Y精子の識別法

　　　の検討

　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○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

　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

　　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第二講座　　渡邉　誠二

PlO7．　Expression　of　recombinant　PLCζin　mouse　sperm

　　　　　　　　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　　Kevin　Coward，　Olivia　Hibbitt，　John　Parrington

　　　MRC　Anatomical　Neuropharmacology　Unit，

　　　　　　　　　　　　　　University　of　Oxford　　Jeff　Mcllhinney

●

●

●

●

　　　　　　　　　精子・精巣

〔演題P108～P113〕16：21～16：57　座長　柳田　　薫

　　　　　　　　　　　（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）

PlO8．ハムスター精子超活性化へのメラトニンの作用

　　　　　　　　　　　猫協医科大学医学部生理学　○藤ノ木政勝

P109．ヒト精子鞭毛運動におけるトロフィニンの役割

　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　○高田佳世子，杉原　一廣，竹内　欽哉，金山　尚裕

　　　　　　　　　　　陣内ウィメンズクリニック　　花田麻衣子

　　　　　　　　　　　　弘前大学医学部泌尿器科　　畠山　真吾，大山　　力

●

●



●

■

●

平成19年10月1日
53（163）

PllO．精子の運動性におけるNO（Nitricoxide）の役割

　　　　　　　　　　浜松医科大学泌尿器科学教室　○寺田　央巳，原田　雅樹麦谷　荘一，大園誠一郎

Pll1．ヒト精子におけるインプリント遺伝子のメチル化解析

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

P112．セルトリ細胞におけるCOX－2経路へのシスプラチンの影響について

　　　　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　○山口　耕平，石川　智基，近藤　　有，阪本　祐一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原口　貴裕，藤澤　正人

Pl13．セルトリ細胞においてモノ（2一エチルヘキシル）フタル酸エステル（MEHP）はp44／42　MAPKを介し

　　　Claudirllを減少させる．

　　　　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　○近藤　　有，石川　智基，山口　耕平，原口　貴裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪本　祐一，藤澤　正人

　　　　　　　　　精巣静脈瘤

〔演題P114～P119〕16：57～17：33　座長　松田　公志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関西医科大学泌尿器科）

●

●

●

P114．精巣固定術により射出精子が出現した両側停留精巣による無精子症の1例

　　　　　　　　　　　　済生会野江病院泌尿器科　〇六車　光英

　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　六車　光英，地崎　竜介，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松田　公志

P115．不妊症患者にみられる精索静脈瘤に伴う精，巣容積低下と精巣機i能の関係

　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科学教室　○坂本　英雄，小川　良雄，吉田

　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院泌尿器科　　七条　武志，佐々木春明

　　　　　　　　　　　　　　　　　都立広尾病院　　斉藤　克幸

PIl6．当院における精索静脈瘤症例の臨床的検討

　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学泌尿器科　○長谷川雄一，池本　　庸，頴川

　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉記念病院　　御厨　裕治

　　　　　　　　　東京都リハビリテーション病院　　高坂　　哲

P117．精索静脈瘤手術後の精液所見改善予測因子に関する検討

　　　富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学　○明石　拓也，渡部　明彦，森井

PIl8．精索静脈瘤結紮術前後における酸化ストレスの検討

　　　　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　○阪本　祐一，石川　智基，橋本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　　有，原口　貴裕，藤澤

P119．精漿中チオレドキシンの臨床的意義についての研究

　　　　京都大学大学院医学研究科器官外科学講座

　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器科学分野　○市岡健太郎，宗田　　武，西山

仁彦，日浦　義仁

英機

晋

章裕布施　秀樹

洋美，山口　耕平

正人

博之，小川　　修
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　　　　　　　カウンセリング1

〔演題P120～P126〕15：45～16：27　座長　富山　達大

　　　　　　　　（大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター）

Pl20．「伝えたいが診察では言いにくい」患者の思いを医療者につなぐ援助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

　　　　　　　　　　　　　　　　　九州産業大学

Pl21．治療初期患者カップルに対するインターフェイス・アプローチ

　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○荒木　晃子，永島百合子，先久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　ルミ，内田　昭弘

P122．不妊外来初診時高齢者に対するカウンセリングのあり方についての検討

　　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○小松　雅博，石井　絵理秋谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田　恭子，佐藤　孝道

P123．事実婚カップルの不妊治療に対する当科のガイドライン

　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院産婦人科　○和田　　篤，枝元　直子，川崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相野谷陽子，田中　智子，近藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　　一

幸，森山　弘恵

文，酒見　智子

彰子，北　　直喜

一成，原　由紀子

P124．「一般病院における不妊相談の実態」～国家公務員共済組合連合会浜の町病院における不妊相談の分析か

　　　ら～

　　　　　　国家公務員共済組合連合会浜の町病院　○金丸　道子，峯松　昌子，松尾　則子，渡邊　良嗣

P125．女性患者の意識調査～不妊原因による比較検討～

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○篠田多加子，指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

P126．不妊症検査や治療を受けている女性の意識調査

　　　関西医科大学附属枚方病院生殖医療センター　○馬場真有美，川畑　仁美，下井　華代，宮城　博恵

　　　　　　　　　　関西医科大学産科学婦人科学　　岡田　英孝，小野　淑子，松岡　　進，安田　勝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神崎　秀陽

　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科学　　日浦　義仁，松田　公志

　　　　　　　カウンセリング2

〔演題P127～P132〕16：27～17：03　座長　安藤　寿夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊橋市民病院総合生殖医療センター）

Pl27．　ART利用に対する抵抗感一医療技術全般への考え方との関連一

　　　　　　　　　大阪大学大学院人間科学研究科　○竹田　恵子

P128．不妊治療症例を中心とした患者様別意識調査と検討

　　　　　　　　　　　　鈴木レディスホスピタル　○辻　　敏徳鈴木　康夫

　　　　　　　　　　　　西ウイミンズクリニック西修
P129。不妊治療中のカップルにおける夫の抑うつが妻に与える影響について

　　　　　　　　　　　　　京野アートクリニック　○星山　千晶，佐々木恵子，菅原可奈子，太田　百恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　　純，齋藤　有理，京野　廣一・
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●

●

●

P130．第3者の提供卵子を用いた生殖補助医療に対する女性の意識調査（その1）～卵子提供者となりうる満35

　　　歳未満の成人女性を対象として～　厚生労働科学研究子ども家庭総合研究事業分担研究

　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学看護医療学部　○長岡由紀子

　　　　　　国際医療福祉大学小田原保健医療学部　　清水　清美

　　　　　　　　　田附興風会医学研究所北野病院

　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　　朝倉　寛之

P131．第3者の提供卵子を用いた生殖補助医療に対する女性の意識調査（その2）～卵子提供を容認する女性

　　　の特徴・認識～　厚生労働科学研究子ども家庭総合研究事業分担研究

　　　　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学

　　　　　　　　　　小田原保健医療学部看護学科　○清水　清美

　　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学看護医療学部　　長岡由紀子

　　　　　　　　　田附興風会医学研究所北野病院

　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　　朝倉　寛之

P132，不育症患者における精神的ストレスについての検討

　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　○井上　統夫，池野屋美智子，北島　道夫，平木　宏一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　カウンセリング3

〔演題P133～P139〕17103～17：45　座長　神野　正雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ウィメンズクリニック神野）

●

●

●

●

P133．「不妊治療の終結」に対する患者の意識と愛知県不妊専門相談事業としての支援のあり方について

　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　○原田　統子，佐藤　博子，鈴木　　雅，滝川　幸子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　恭輔，真鍋　眞一，後藤　真紀，岩瀬　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　史隆

　　　　　　　　　　　　中部大学生命健康科学部　　渡邊　実香

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　　安藤　寿夫

P134．　CMI健康調査による不妊症患者の健康状態について

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○酒井　　操，指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

P135．男性不妊症外来における遺伝カウンセリング

　　　　　　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学　○市川　智彦，今本　　敬，石川　香織，遠藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　直人，納谷　幸男，鈴木　啓悦

　　　　　　　　　帝京大学ちぱ総合医療センター　　小島　聡子

　　　　　　　　　　　高橋ウイメンズクリニック　　佐伯　和美，工藤　　晶，高橋　敬一

Pl36．親の染色体の構造異常に起因する不育症2症例に対する遺伝カウンセリング

　　　兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門　○霞　　弘之

　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科　　堀内　　功，武信　尚史，小森　慎二，香山

　　　　　　　　　　　京都大学大学院医学研究科

　　　　　　社会健康医学系専攻遺伝カウンセラー

　　　　　　　　　　　　コーディネータユニット　　澤井　英明

Pl37．血液腫瘍性疾患患者に対する生殖補助医療サポートシステムの構築

　　　　　　　　　　　京都大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　人間健康科学系専攻　○清川加奈子，宮家　槙子，亀田　知美，菅沼

P138．家族性腫瘍に関係する遺伝子変異と不妊治療

　　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子，秋谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博，石井　絵理

匠

浩二

信彦

文
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P139．　ART患者に対する受持ち看護制の評価と今後の課題～アンケート調査を行って～

　　　　　　医療法人生長会府中のぞみクリニック　○弥園亜紀子，奥島　美香，奥井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜井　晴喜，文野多江子，寺西

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁田　　実

　静，桑田　　愛

明子，脇本　栄子

●

●

第2日目　10月26日　（金）

　　　　　　　　　排卵誘発1

〔演題P140～P147〕9：45～10：33　座長　松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大学医学部産科婦人科） ●

P140．初回体外受精におけるクエン酸クロミフェン・HMG採卵の有用性の検討

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　○若原　靖典，安藤　寿夫，鈴木　範子，榊原　重久

　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　柿原　正樹

Pl41．クロミフェンIVFの有用性の検討並びにminimal　stimulation　IVFに対する当院の試み

　　　　　　　　　　　　　医療法人西山産婦人科　○西山　幸男，青木　淳子，加藤　未来，西井　香織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　遼馬

　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学産婦人科　　西山　幸江

P142．クロミフェン同一周期反復投与法における投与量とhMG療法の投与量の比較検討

　　　　　　　　　総合病院厚生中央病院産婦人科　○川村　　良，柳下　正人

　　　　　　　　　　　　　　なかごみクリニック　　中込　　才

P143．　Mildな卵巣刺激による体外受精におけるホルモン値の変動についての検討

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　○許山　浩司，矢内原　敦依光　　毅，河村　寿宏

P144．　Poor　responderを対象としたクロミフェン併用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　○松永　茂剛，高井　　泰，大阿久幸子，小笹　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　香子，伊東　宗毅，末永　昭彦，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　直樹関　　博之

Pl45．クロミフェンーuhMG法とクロミフェンーrFSH法の卵巣刺激の比較検討

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○松江　陽一，渋井　幸裕，福田　雄介，北村　　衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，宗　　晶子，佐々木由香，塩川　素子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐由起子，竹下　直樹，森田　峰人

　　　　　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　花岡嘉奈子，田宮　　親

P146．アロマターゼ阻害剤（1etrozole）による排卵誘発効果についての検討

　　　　　　　　近畿大学医学部奈良病院産婦人科　〇三橋　洋治

　　　　　　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室　　辻　　　勲，片岡多恵子，星合　　昊

Pl47．アロマターゼ阻害剤使用による体外受精およびIUIの検討

　　　　　　　　　　　神谷レディースクリニック　○森若　　治，八木亜希子，田中　恵美，神谷　博文

●

●

●

　　　　　　　　　排卵誘発2

〔演題P148～P155〕10：33～11：21　座長　大場　　隆

　　　　　　　　　　　　　　（熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野）
●

P148．　RecombinantFSH導入前後における排卵誘発法別各種因子についての検討

　　　　　　　　　　　　鈴木レディスホスピタル○鈴木康夫，辻　敏徳

　　　　　　　　　　　　西ウイミンズクリニック西修
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P149，

Pl50．

P151．

P152．

Pl53．

Pl54．

P155．

57（167）

ヒト閉経尿由来ゴナドトロピン製剤およびリコンビナントFSH製剤のプロテオーム解析

　　　　　　　日本医科大学産婦人科学教室　○峯　　克也，桑原　慶充，富山　僚子，稲川　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　　崇，西　　弥生，明楽　重夫，竹下　俊行

　　　日本医科大学生化学・分子生物学教室　　片山　　映

　　　　　　　　杉山レディースクリニック　　西　　弥生

体外受精を行わない症例におけるrecombinant　FSHを用いた排卵誘発療法の効果

　　　　　小平記念・東京日立病院産婦人科　○合阪　幸三，松岡　　良

　　　　　　　　　Kレディースクリニック　　国府田きよ子

　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　森　　宏之

体外受精における異なるFSH製剤を用いた卵巣刺激が臨床成績におよぼす影響

　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○糸井　史陽，福永　憲隆，長嶋有希子，永井　利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服部久美子，桑原　真弓，佐々木美緒，北坂　浩也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　友邦，田村　総子，園原めぐみ，立木　　都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　博美，羽柴　良樹，浅田　義正

　　　　　　　　　　　浅田生殖医療研究所　　糸井　史陽，福永　憲隆，長嶋有希子，永井　利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服部久美子，桑原　真弓，佐々木美緒，北坂　浩也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　友邦，田村　総子，園原めぐみ，立木　　都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　博美，羽柴　良樹，浅田　義正

反復ART症例に対するurinary　FSH（uFSH）とrecombinant　FSH（rFSH）製剤の使用比較

　　　自治医科大学医学部産科婦人科学講座　○淺田　京子，高見澤　聡，橘　　直之，岡島　　毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊池久美子，平野　由紀，鈴木　達也，柴原　浩章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

　　自治医科大学附属病院生殖医学センター　　淺田　京子，高見澤　聡，橘　　直之，岡島　　毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊池久美子，平野　由紀，鈴木　達也，柴原　浩章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

hMG　vs　rec－FSH－GnRHアンタゴニスト周期における臨床成績の比較検討

　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○北村　　衛，渋井　幸裕，片桐由起子，宗　　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，松江　陽一，塩川　素子，前村　俊満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　直樹，森田　峰人

　　　　　　　　　　キネマARTクリニック　　花岡嘉奈子，安部　裕司，田宮　　親

経時的胚評価法GES（Graduated　Embryo　Score）を用いた胚評価に関する検討～卵巣刺激における

GnRHアナログ（Long法）併用法とGnRHアンタゴニスト併用法の比較～

　　　　　　　　　　　　横浜市立大学附属

　　　　　　　市民総合医療センター婦人科　○相澤　嘉乃，千木野みわ，佐藤　　綾，高島　邦僚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　浩，村瀬真理子，石川　雅彦

　　　　　　横浜市立大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　生殖生育病態医学　　榊原　秀也

　　　　　　横浜市立大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　生殖生育病態医学　　勝畑有紀子，平原　史樹

体外受精・低刺激周期に於けるセトロタイドの使用について

　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○高橋　　純水澤　友利，呉屋　憲一，杉本　　到

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　誠司，杉山　　武
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　　　　　　　　ART（移植）

〔演題P156～P160〕9：45～10：15　座長　乾　　裕昭

　　　　　（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）

P156．

P157．

Pl58．

P159．

Pl60．

卵管回帰説に基づく子宮内胚移植位置と妊娠率に関する検討

　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○伊藤　秀行，森田　　大，内山　一男，瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，加藤　　修

子宮頸部偏椅例への2筒式経膣超音波断層ピンポイント胚移植法の応用

　　　　　　ART岡本ウーマンズクリニック　○岡本　純英，峰　　尚美，持下　麻子，三浦　育美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋吉　俊明，浜口　志穂山口ますみ，庄司　博子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　裕子，林田　琴美，鶴田　千鶴山下ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小無田明美

当院における腹腔鏡下凍結前核期胚卵管内移植法（frozen－thawed　ZIFT）の臨床的検討

　　　　山王病院リプロダクションセンター　○妹尾　匡人，塚越　静香，田畑　光恵，高田　智美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　結加，猪鼻　達仁，高野　裕子，中村　忠治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畑田　祥代，高橋　和子，森　　由佳，井上　正人

　　　　国際医療福祉大学臨床医学センター　　井上　正人

　　　　　　　　　山近記念総合病院婦人科　　小林　善宗

胚移植前の子宮内膜操作と着床率の関係に関する検討

　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○渡辺慎一郎，渋井　幸裕福田　雄介，北村　　衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，宗　　晶子，片桐由起子，前村　俊満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　直樹，森田　峰人

　　　　　　　　　キネマアートクリニック　　花岡嘉奈子，田宮　　親

反復不良胚獲得例に対し，腹腔鏡下接合子卵管内移植を施行し，妊娠し得た1例

済生会松阪総合病院ART生殖医療センター　○竹内　茂人，菅谷　　健，長谷　充子，鈴木　孝明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　　誠高倉　哲司

　　　　　　　ART（ラボワーク）

〔演題P161～P166〕10：15～10：51　　座長　吉田　仁秋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田レディースクリニック）

P161．

P162．

P163．

異なる培養液による同一症例での胚発育の比較検討

　　　　　　田園都市レディースクリニック　○宮　　香織，渡邉　英明，矢内原　敦，有地あかね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅　かほり，石川　聖華，門前　志歩，森松　依子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村真紀子，許山　浩司，依光　　毅，河村　寿宏

「ヒトARTのために新しく開発した完全無血清シークエンシャルメディウムによるIVF－MEAの成績」

　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，吉田　　涼，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，中野　　真，安齋　　憲，乾　　裕昭

HTFとHFF99培養液の前培養使用における胚発育の比較検討

　　　　　　　　宮崎レディースクリニック　○西垣　明実，當仲　正丈，山口　賢一，杉山　修成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎　和典

　　　　　　　関西医科大学産科学婦人科学　　西垣　明実，岡田　英孝，神崎　秀陽
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P164．同一症例で比較したSequential　MediumとSingle　Mediumの有効性に関する検討

　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○山本美和子，堀内　理菜，下井　貴司，杉原　研吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中岡　義晴，福田　愛作

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴

Pl65．「ヒトARTのためのガス（CO2，　N2）ボンベフリー培養システムの研究・開発」

　　　　　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　○吉田　　涼，水野　仁二，中村　寛子，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺奈津美，栗城　瑛子，野口　香里，中野　　真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安齋　憲乾　裕昭

　　　　　　　　　　　　　　コアフロント株式会社　　吉田　　真，西岡　秀展，畑江　和夫

P166．　conventiona1－IVFに対する受精培地へのオイル被覆による受精率・発生率改善の試み

　　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○吉村　友邦，福永　憲隆長嶋有希子，永井　利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服部久美子，桑原　真弓，佐々木美緒，北坂　浩也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸井史陽田村総子，園原めぐみ，立木都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　博美，羽柴　良樹，浅田　義正

　　　　　　　　　　　　　　　浅田生殖医療研究所　　吉村　友邦，福永　憲隆，長嶋有希子，永井　利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　服部久美子，桑原　真弓，佐々木美緒，北坂　浩也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸井　史陽，田村　総子，園原めぐみ，立木　　都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　博美，羽柴　良樹，浅田　義正

P167．

Pl68．

Pl69．

Pl70．

Pl71．

P172．

　　　　　　　ART（高齢婦人）

〔演題P167～P173〕10：51～11133　座長　林　　伸旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山二人クリニック）

高齢不妊症患者に対するGnRH　antagonistの有用性

　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室　○林　　篤史，藤野久仁子，浅野　正子，森罵　祥子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　能毅，大道　正英

年齢の高い女性および精液所見不良の男性においては，ステップアップとして人工受精より早期のART

移行が望ましい

　　　　　　　　　　亀田総合病院産婦人科　○己斐　秀樹，鈴木　裕美，田中久美子，渡邉　　務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川真喜子

ARTにおける卵胞期初期FSH値，胞状卵胞数測定の意義について

　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○羽原　俊宏，滝上　知里，木多　寛恵，刀禰美那子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　麗，青井陽子，吉岡奈々子，林　伸旨

高年齢患者における3D　power　Doppler超音波を用いた卵巣血流評価の有用性

　　　　　　　　山近記念総合病院産婦人科　○猿賀まち子，本田　育子，飯田　麻衣，岸野かなえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗

　　　　　　　GE横河メディカルシステム　　重政みのり

43歳以上不妊症患者における治療の限界

　　　　　　　　杉山レディースクリニック　○西　　弥生，江崎　　敬杉山　里英，金城　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三嶋　典子，大島　裕子，鈴木　有香，江口有加子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諏訪　友美，登内　恵美，白井安砂子，杉山　カー

高齢婦人（40才以上）における卵巣刺激方法別のART成績について

　聖隷三方原病院リプロダクションセンター　○望月　　修，杉本　利幸，加藤雄一郎，幸田百合子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　洋乃，高林香代子，岡田　純子
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P173．40歳代ART症例における臨床成績の検討

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科 ○片桐由起子，

　松江　陽一，

　竹下　直樹，

日生殖医会誌52巻4号

渋井　幸裕，福田　雄介，北村　　衛

渡辺慎一郎，宗　　晶子，佐々木由香

森田　峰人

●

●

　　　　　　　　子宮内膜症1

〔演題P174～P178〕9：45～10：15 座長大須賀穣
　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部付属病院女性診療科・産科）

P174．

P175．

P176．

P177．

P178．

子宮内膜症の疾患感受性におけるkiller　cell　immunoglobulin－like　receptor（KIR）遺伝子型の関連

　　　　京都府立医科大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　女性生涯医科学　○石原　広章，北脇　　城，徐　　　泳，清水　美代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本庄　英雄

子宮内膜症間質細胞のサイトカイン産生に対するIL－10の影響と細胞内シグナル伝達

　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　○田頭由紀子，谷口　文紀，池田　綾子，渡邉　彩子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　陽子，竹中　泰子，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

TNFのsiRNAによる子宮内膜症細胞の増殖制御

　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　○池田　綾子，田頭由紀子，渡邉　彩子，稲葉　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中　泰子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

子宮内膜症患者の腹腔内貯留液中における可溶型CD44についての検討

　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○長谷川亜希子，大須賀　穣，平田　哲也，濱崎かほり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣田　　泰，森本千恵子，原田美由紀，竹村　由里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　敏樹，矢野　　哲，武谷　雄二

子宮内膜症間質細胞のアロマターゼ活性に対するIL－1βの影響について

　　　金沢大学大学院医学研究科分子移植学　○野村　一人，可西　直之，加藤　恵一，井上　正樹

　　　　　　　　　　　　恵愛病院産婦人科　　村上　弘一

●

■

●

　　　　　　　　　子宮内膜症2

〔演題P179～P183〕10：15～10：45　座長　福田　　淳

　　　　　　　　　　　（秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野）

P179．子宮内膜症患者血中サイトカイン濃度とGnRHアゴニスト療法

　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　○出浦伊万里，稲葉　陽子，竹中　泰子，堀江さや子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片桐千恵子，光成　匡博，谷口　文紀，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省，寺川　直樹

P180．卵巣チョコレート嚢胞手術後の内分泌環境の変化

　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室○浅野正子，山下能毅，藤野久仁子，林　篤史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森蔦　祥子，大道　正英

Pl81．子宮内膜症を合併する不妊症に対する腹腔鏡下手術の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院産婦人科　○川崎　彰子，北　　直喜，近藤　一成，田中　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相野谷陽子，和田　　篤，佐藤奈加子，原　由紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高瀬　和江，近藤　貴稔，枝元　直子，岡本　　一・

●

●



●

●
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Pl82．チョコレート嚢胞合併不妊症例において腹腔鏡下嚢胞核出術は排卵頻度を減少させるが排卵の質は変わ

　　　らない

　　　　　　　国立成育医療センター周産期診療部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　不妊診療科　○堀川　　隆，中川　浩次，中島　　章，児島梨絵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黄木　詩麗，伊藤めぐむ，齊藤　英和

P183．月経困難症としての原因としての嚢胞性腺筋症の特異性

　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○山崎　英樹，沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀保　晶子，横山　律子，中江　光博，堂地　　勉

●

●

●

●

P184．

P185．

Pl86．

P187．

P188．

　　　　　　　　黄体・難治症例

〔演題P184～P191〕10：45～11：33　座長　見尾　保幸

　　　　（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）

早発閉経6例の原因に関する検討

　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　○畠中　祥子，高崎　彰久，李

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

　　　　　　済生会下関総合病院中央検査科　　濱崎　　正，平松　伸子

FSH値が15mlU／ml以上の症例における卵巣生検の有用性について

　　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　○齋藤　智博，大高　　究，安田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島　秀明，横山安哉美，深谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，赤木美香子

　　　　　　　　臼井医院不妊治療センター　　臼井　　彰，久保　春海

当院におけるDHEAの使用経験

　　　　　　　　吉田レディースクリニック　○吉田　英宗，青野　展也，村川

ART難治例における胎盤抽出物投与の効果に関する検討

　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○大塚未砂子，吉岡　尚美，江頭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，蔵本　武志

　　　　　　　　　　株式会社日本生物製剤　　郭　　太乙

黄体期初期の子宮収縮に対する仙骨部表面電気刺激の効果

　　　いわき市立総合磐城共立病院産婦人科　○藤井　　調

　　　　　　　　　東北大学医学部産婦人科　　村上　　節，柿坂はるか，寺田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　州博

　　　　　　　　吉田レディースクリニック　　村川　晴生

　　　　　　　医療法人社団スズキ記念病院　　鈴木　雅洲

理華，嶋村　勝典

豊，高島　明子

暁矢野ともね

晴生，吉田　仁秋

昭義，杉岡美智代

幸弘，八重樫伸生

P189．妊娠判定時に血清P4が低値でも黄体ホルモン補充により妊娠予後は有意に改善する

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○篠原　一朝，加藤　恵一，宮内　　修，河内谷　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　智也，奥野　　隆，竹原　祐志，貝嶋　弘恒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学産婦人科　　加藤　恵一

P190．黄体機能における黄体血流の関与

　　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　○高崎　彰久，李　　理華，畠中　祥子，嶋村　勝典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

　　　　　　　　　済生会下関総合病院中央検査科　　濱崎　　正，平松　伸子

　　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　　谷口　　憲，竹谷　俊明，浅田　裕美，松岡　亜希

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山縣　芳明，田村　博史，杉野　法広
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Pl91．　ARTにおけるGS確認症例のET時5－7日目のhCG，　E2，　P値測定の意義

　　　　　　　　　　　　　キネマアートクリニック　○石田　佳江，濱田沙蓉子，吉田　純子，吉益　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花岡嘉奈子，田宮　　親

　　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　　渋井　幸裕，片桐由起子，塩川　素子，宗　　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，松江　陽一，北村　　衛，三浦　一陽

●

●

　　　　　　　　子宮外妊娠1

〔演題P192～P196〕9：45～10：15　座長　北川　浩明

　　　　　　　　　　　（国家公務員共済組合連合会虎ノ門病院産婦人科）

●

Pl92．子宮外妊娠における超音波診断についての検討

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　○田村みどり，奥津

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷内　麻子，石塚

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学横浜西部病院　　斉藤寿一郎

P193．胚移植後の血中β一hCG測定は子宮外妊娠の早期発見に有用である

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○瀬川　智也，篠原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内谷　敏，奥野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　駿河台日本大学病院　　長田　尚夫

P194．子宮外妊娠症例におけるクラミジア抗体の有無と骨盤内所見の関係

　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○沖　　利通，河村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中江　光博，山崎

P195．子宮外妊娠において排卵側卵管に着床する割合とは？

　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○河村　俊彦，沖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　律子，中江

P196．子宮外妊娠に対する腹腔鏡下手術の検討

　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦人科　○吉越　信一，舟本

由記，井埜まり絵，石山めぐみ

文平

一朝，宮内　　修，加藤　恵一

　隆，竹原　祐志，貝嶋　弘恒

俊彦，新谷　光央，儀保　晶子

英樹横山律子，堂地勉

利通，新谷　光央，儀保　晶子

光博，山崎　英樹，堂地　　勉

寛，谷村　　悟，中野　　隆

●

●

　　　　　　　　　子宮外妊娠2

〔演題P197～P202〕10115～10：51 座長　太田　博孝

　　　（秋田赤十字病院産婦人科）

P197．子宮外妊娠症例に対するメトトレキセート局注療法併用腹腔鏡下卵管線状切開術の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　手稲渓仁会病院　○和田真一郎，松本　悠里，竹中　　裕，中島亜矢子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　　洋，福士　義将，藤野　敬史，佐藤　　力

P198．術前血中hCG値から見た卵管妊娠に対する腹腔鏡下卵管温存手術の治療成績

　　　　　　　　高知大学医学部産科婦人科学教室○川島将彰，宇賀神奈月，泉谷知明，林　和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　長正，深谷　孝夫

Pl99．　hMG－hCG療法後，　OHSS治療中に内外同時妊娠が判明した1症例

　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室　○藤岡　聡枝，森鳥　祥子，浅野　正子，林　　篤史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤野久仁子，山下　能毅，大道　正英

P200．巨大筋腫核出後の癒着大網部に妊娠した子宮外妊娠の1例

　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学産婦人科　○堀川　道晴，杉村　和代，宮本　敏伸，千石　一雄

P201．過去10年間に当科で治療を行った子宮内外同時妊娠の3例

　　熊本大学大学院医学薬学研究部産科学婦人科学　○岡村　佳則，永吉裕三子，角田　みか，荒金　　太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　律生，田代　浩徳大場　　隆片渕　秀隆

●

¶



■

●
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P202．アルコール固定により保存的加療が可能であった頸管妊娠の1例

　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　（駿河台日本大学病院）　○柿沼　敏行，長田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永石　匡司，松浦

　　　　　　　　　　　　　加藤レデイスクリニック　　奥野　　隆，貝嶋
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尚夫，市川　　剛，山本　範子

眞彦，山本　樹生

弘恒，寺元章吉，加藤修

　　　　　　　　　　　腫瘍

〔演題P203～P209〕10：51～11：33　座長　佐藤　孝道

　　　　　　　　　　　（聖路加国際病院女性総合診療部生殖医療センター）

，

●

●

P203．光線力学的療法（PDT）後，融解胚移植にて妊娠に至った一例

　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　○竹内　欽哉，高田佳世子，木村たか子，和田　久恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原　一廣，金山　尚裕

　　　　　　　　　　　　　　　京都大学保健学科　　菅沼　信彦

P204．初回手術に子宮鏡下手術を行ない妊孕性温存療法後に妊娠が成立した子宮内膜癌（Ia期，　Gl）の1例

　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○大石　　元，藤原　敏博，丸山　正統，藤本　晃久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　哲也，大井なぎさ，矢野　　哲，堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

　　　　　　　　　　　丸山記念総合病院産婦人科　　丸山　正統

P205．妊娠初期に発症した悪性リンパ腫（NK細胞腫瘍）の1例～挙児希望と妊娠中の化学療法施行について

　　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科学教室　○岡　　賢二，鈴木　昭久，小西　郁生

P206．膵臓浸潤性粘液性嚢胞腺癌の治療に際して体外受精・凍結胚融解移植を施行し，妊娠・分娩に至った1

　　　例

　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科学教室　○後藤　智子，清水　聖子，松浦　広明，三箇島睦実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　博明

P207．子宮内膜癌・子宮内膜異型増殖症に対する黄体ホルモンによる治療後妊娠に至った3症例

　　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○秋谷　　文，佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博

P208．子宮体癌治療後症例に対する不妊治療について

　　　　　　　　　　　　豊見城中央病院産婦人科　○野原　　理，宮国　　環，堀本　直幹，新川　唯彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東政弘佐久本哲郎

P209．穎粒膜細胞腫は内分泌検査所見から診断可能か？

　　　　　　　　　　　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，黒田　恵司，竹田　　省

●

●

P210．35歳未満，

　　　　　　　ART（長期培養）

〔演題P210～P216〕14：00～14：42　座長　森本　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　（医療法人三慧会　IVFなんばクリニック）

2回目治療周期における胚盤胞移植胚数の検討

　　　大阪New　ARTクリニック

　　New　ARTリサーチセンター　○松葉　純子，福富　紀子，宮田

　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，梶原　慶子，橋口

広敏，小泉あずさ

綾乃，富山　達大
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P211．胚盤胞移植法の適応に関する研究

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○山下　直樹，菊池　理仁，竹原　祐志，奥野　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内谷　敏，瀬川　智也，宮内　　修，篠原　一朝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝嶋　弘恒，小林　　保，渡邊　芳明，勝股　克成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　欣子，矢田部典之，加藤　　修

P212．培養5日目桑実胚の着床の可能性

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○小泉あずさ，福富　紀子，松葉　純子，宮田　広敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

P213．6日目胚盤胞の可能性

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○村田　泰隆大住　哉子，橋本　　周，伊藤啓二朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春木　　篤，園田　桃代，奥　　裕嗣，森本　義晴

P214．当院における胚盤胞評価の一考察・2

　　　　　　　　　　　永遠幸レディスクリニック　○向橋貴美子，豊北　美穂，橋爪　淳子，西　　美佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　修一，道倉　康仁

P215．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　○河井　清佳，沼尾　彰子，大類恵美子，石川　雅一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川内　博人，海野　信也

P216．追加培養によるDay5時桑実期胚のその後の発生能についての検討

　　　　　　　　　　　吉田レディースクリニック

　　　　　　　　リプロダクティブリサーチセンター　○菊地　裕幸，青野　展也，村川　晴生，吉田　英宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　仁秋

●

●

ぜ’

●

　　　　　　　　　ART（他）

〔演題P217～P222〕14：42～15：18　座長　束ロ　篤司

　　　　　　　　　　　　　　（KKR札幌医療センター斗南病院生殖分泌科） ●

P217．不妊治療におけるプロポフォール全身麻酔での副作用症例と対策

　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○姫野　憲雄，田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ

P218．出産歴の有無による体外受精成績の比較

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○横田麻里子，福富

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉あずさ，梶原

P219．体外受精・胚移植後妊娠における出生体重の推移に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　○関　美穂子，東梅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古屋　　智，北川

P220．胚盤胞移植における出生児の性比の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩城産婦人科　○菊地　麻衣，蛯名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩城留美子，岩城

P22L　自己注射指導導入後3年の現状と展望

　　　　　　　　　　　　医療法人社団こうのとり会

　　　　　　　　　　ファティリティクリニック東京　○松田真由美，田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保坂　　猛

温永吉　　基，粟田松一郎

紀子，松葉　純子，宮田　広敏

慶子，橋口　綾乃，富山　達大

久子，藤澤　佳子，山口　　隆

浩明

沙織林
雅範

幸子，佐藤　博子

祐子，小田原　靖，吉井　紀子

●

●
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P222．精漿アレルギー患者に対しIVF－ETを行い挙児を得た症例

　　　　　　　　高知大学医学部産科婦人科学教室　○宇賀神奈月，川島　将彰，泉谷　知明，林　　和俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　長正，深谷　孝夫

●

　　　　　　　　　卵巣・卵管

〔演題P223～P229〕14：00～14：42　座長　今井　篤志

　　　　　　　　（岐阜大学医学部附属病院成育科・女性科（産科婦人科））

■

●

●

P223．

P224．

P225．

P226．

P227．

表面プラスモン共鳴法によるStAR　proteinとMLN64へのコレステロール硫酸の親和性の検討

　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○堤　　　亮，百枝　幹雄，廣井　久彦，細川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，堤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

過排卵処理過程のマウス卵巣におけるプロテオーム解析

　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○佐藤　　学，福田　愛作

　　　　　　　　近畿大学生物理工学研究科　　佐藤　　学，松本　和也，佐伯　和弘，細井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入谷　　明

　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴

ヒト穎粒膜細胞におけるhCGによるPTEN増加はIGF－1刺激による増殖を調節する

　　　名古屋大学大学院医学系研究科発育・

　　　　　　　加齢医学講座産婦人科学教室　○眞鍋　修一，岩瀬　　明，後藤　真紀，滝川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　恭輔，原田　統子，吉川　史隆

ヒト卵巣穎粒膜細胞におけるHeme　Oxygenaseの発現とその役割についての検討

　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　○原田　竜也，石川　智則，田島麻記子，清水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田俊郎

マウスに経口投与したコエンザイムQ10（CoQ10）の全身及び卵巣への作用について

　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○中林　　稔，藤原　敏博，後藤　美紀，小山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久具　宏司，矢野　　哲，堤

　　　　　　　　神戸学院大学薬学部社会薬学部門　　岡本　正志

P228．ヒト卵管細胞における低酸素下でのVEGFとsFlt－1産生

　　　　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科　○伊東　裕子

　　　　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科　　奈須　家栄，楢原　久司

P229．ラット卵管におけるBetaglycanの発現と性周期変化

　　　　　　　　　　群馬大学生殖再生分化学教室　○久保田和子，伊藤　理廣，峯岸

治，

敬

美
治

有

美彦

幸子

康史

　　　　哲

武谷　雄二

●
　　　　　　　　　　　卵胞

〔演題P230～P237〕14：42～15：30　座長　浅田　弘法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶鷹義塾大学医学部産婦人科）

●

P230．黄体化未破裂卵胞に対する排卵誘発補助薬としてのG－CSFの有用性に関する研究

　　　　　　　　　金沢医科大学産科婦人科学教室　○広崎奈津子，藤井　亮太，早稲田智夫，牧野田　知

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　　宇津宮隆史

P231．　Growth　Differentiation　Factor9（GDF－9）はアンドロゲン産生を介して前胞状卵胞の発育を促進する

　　　　　　　　　　　福井大学医学部産科婦人科　○折坂　　誠福田　　真，田嶋　公久，小辻　文和

●
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P232．卵胞液中の酸化ストレス度と抗酸化力が妊娠成立への指標となるかP

　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○河内山まどか，佐藤　　学，越智久美子，杉原　研吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中岡　義晴，福田　愛作

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　橋本　　周，森本　義晴

P233．ヒト卵胞液中のhCGシグナル伝達に関与するepidermal　growth　factor　receptor（EGFR）リガンドに

　　　関する検討

　　　　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科　○井上　善仁，城田　京子，深見　達弥，四元　房典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓦林達比古

　　　　　　　　　　　福岡大学医学部生化学教室　　宮本　新吾

P234．　IVF時の卵胞液中Prokineticin－1（EG－VEGF）は卵胞環境の指標になるか？

　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部産婦人科　○碓井　宏和，木原　真紀，川野みどり，中村　裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生水真紀夫

P235．卵胞液中Amphiregulinと卵成熟および受精，妊娠との関係

　　　　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科　○城田　京子，井上　善仁，深見　達弥，瓦林達比古

P236．血漿および卵胞液中の可溶性RAGE（Receptor　for　Advanced　Glycation　End　Products），　VEGF濃度と

　　　加齢との関連について

　　　　国立成育医療センター周産期診療部婦人科　○藤井絵里子

　　　　　　　　　　ASKAレディースクリニック　　中山　雅博

P237．体外受精・胚移植における卵胞発育へのredox制御蛋白thioredoxinの関与

　　　　　　　　　東京都済生会中央病院産婦人科　○岸　　郁子，亀井　　清

　　　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科　　丸山　哲夫，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　神奈川県済生会横浜市東部病院産婦人科　　大石　美穂，秋葉　靖雄，小西　康博

　　　　　　　　　　　　　けいゆう病院産婦人科　　中野眞佐男

q

　　　　　　　　　　　妊娠

〔演題P238～P245〕14：00～14148　座長　安達　知子

　　　　　　　　　　（母子愛育会総合母子保健センター愛育病院産婦人科）

P238．周産期医療に対する体外受精による多胎妊娠の影響

　　　　　　　　　濁協医科大学産科婦人科学教室　○野口　崇夫，渡辺　　博，久野　達也，林田　綾子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　恵子，北澤　正文，稲葉　憲之

P239．分娩時の体向の臨床的意義について

　　　　　　　　　　　根上レディースクリニック　○根上　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　富永産婦人科　　富永　敏朗

P240．当院におけるART治療後の妊娠予後

　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座　○林　　　博，斎藤　隆和，楠原　淳子，高橋　絵里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤　幸代，田中　忠夫

　　　　　　　　　　　富士市立中央病院産婦人科　　高田　　全，杉本　公平

P241．自然流産症例における染色体分析と超音波検査所見の検討一非ART妊娠とART妊娠の比較検討一

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，北川　浩明

P242．　IVF－ET後にOHSSを発症し左内頸静脈血栓症を合併した品胎妊娠の1例

　　　　　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　○高島　明子，大高　　究，川島　秀明，齋藤　智博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷　　暁，矢野ともね，木下　俊彦

P243．　ICSI胚盤胞移植後の二絨毛膜性三胎かつ結合体妊娠の一例

　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産婦人科　○平田　哲也，藤本　晃久，大石　　元，大井なぎさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，大須賀　穣，矢野　　哲，武谷　雄二
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P244．体外受精一胚移植後に羊膜索症候群を呈した1例

　　　　　　　札幌医科大学医学部産科・周産期科学　○馬場　　剛，遠藤　俊明，長澤　邦彦，本間　寛之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北島義盛林　卓宏，齋藤　豪

P245．　ARTにおけるVanishing　twinの検討

　　　　　　　　　　　　神谷レディースクリニック　〇八木亜希子，田中　恵美，平山　奈美，大谷　亜衣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　基子，金谷　美希，森若　　治，神谷　博文

●

■

●

●

　　　　　　　　　　　不育

〔演題P246～P252〕14：48～15：30　座長　和泉俊一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大学医学部産婦人科）

P246．自然妊娠・分娩暦のある反復流産症例についての検討

　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産科婦人科　○北村　梨沙，筒井　建紀，田畑　知沙，熊澤　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　宜信，根来　英典，朝野久美子，張　　　慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李　　　楠，荻田　和秀，木村　　正

P247．夫リンパ球免疫療法後，抗リン脂質抗体陽転化症例の解析

　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座　○内野麻美子，川口　里恵，和田　誠司，大浦　訓章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村尾　明美，秋山　芳晃，田中　忠夫

P248．自己免疫異常不育症に対する柴苓湯（蒼力t）療法の臨床的有効性と有効機序の西洋医学ならびに漢方医

　　　学的考察

　　　　　　　　　　　　医療法人假野クリニック　○假野　隆司，古殿　正子，岡部美由紀，後山　尚久

　　　　　　　　　　　　　　　藍野学院短期大学

P249．抗カルジオリピンーベータ2グリコプロテイン抗体（抗CLB2GPI）陽性不育症症例に対する有効な治療

　　　に関する検討

　　　　　　　　新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学教室　○明石　真美，能仲　太郎，大木　　泉，高桑　好一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一

P250．不全中隔子宮および抗リン脂質抗体症候群の治療を行い7回の自然流産後に妊娠継続し得た一例

　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科　○平木　宏一，井上　統夫，北島　道夫，増崎　英明

P251．不育症における抗HSP抗体価と血圧脈波検査による血管障害の評価

　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　○安達　美和，佐々木愛子，野口　聡一，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hao　Lin　，清水　恵子，平松　祐司

　　　　　　　　　　岡山大学大学院保健学研究科　　中塚　幹也

P252，染色体検査により，夫にisodicentric（15）（idic（15））が認められた不育症の2症例

　　　　　　　　新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学教室　○能仲　太郎，明石　真美，大木　　泉，高桑　好一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一
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日生殖医会誌52巻4号

喝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性不妊1

　　　　　　　　　　　〔演題P253～P258〕14：00～14：36　座長　寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大学医学部産婦人科）

P253．フーナーテストの判断基準についての一考察

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院

　　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○吉田　丈児，岡崎　雅子，中川　博之，菅原　かな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　健二，谷垣　伸治，宮地　系典，兼子　　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高松　　潔，石川　博通，丸茂　　健

P254．不妊症治療施設における精液採取容器に関する実態調査

　　　　　　　　　　　　　東京HARTクリニック　○橋本千賀子，御代田貴美子，平山　史朗，後藤　哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　　親弘

P255．当院における配偶者間人工授精（AIH）に関する検討

　　　　　　　　　　　中野レディースクリニック　○岡　　奈緒，中野　英之

P256．当院におけるAIH（配偶者間人工授精）の検討

　　　　　　　　　　　臼井医院不妊治療センター○横田のぞみ，佐々木直子，吉田逸子，臼井彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　　宗　　晶子，森田　峰人

P257．妊娠成立時の精子側条件よりみた卵管内人工授精（modified－IUI）選択適応の検討一精子運動自動分析

　　　装置（CASA）を用いた分析一

　　　　　　　　　　　山近記念総合病院産婦人科　○飯田　麻衣，猿賀まち子。岸野かなえ，本田　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗

P258．精子洗浄時間短縮の試み第二報：胚盤胞期胚への発育率の比較

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○角田　朝美，奥　　裕嗣，橋本　　周，赤松　芳恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佃　　笑美，立秋　優子，春木　　篤，園田　桃代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　泰隆，森本　義晴

●

●

●

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性不妊2

　　　　　　　　　　　〔演題P259～P264〕14：36～15：12　座長　増田　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療法人恒昭会藍野病院泌尿器科）

P259，非閉塞性無精子症の超音波診断1：USによる精細管の観察は可能か？

　　　　　　　　　　　　　　天神つじクリニック　○成吉　昌一，辻　　祐治

P260．補中益気湯の精子受精能に対する効果

　　　　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○恵中　千晶，北村　誠司，三浦菜々子，松村　康子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢澤　聡美，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　純杉本　　到，杉山　　武

P261．男性性周期について一9ヶ月間の長期観察例からの検討一

　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○村松　裕崇，清水　雅司，萩野あゆみ，石井　美都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平林　由佳，俵　　史子

　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　　金山　尚裕

P262．当科における精子凍結保存に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　○原　周一郎，川越　　淳，五十嵐秀樹，高橋　俊文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久

■

●
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’

●

P263．健保連大阪中央病院における無精子症の臨床的検討

　　　　　　　　　　健保連大阪中央病院泌尿器科　○山中　幹基，上阪　裕香，伊藤伸一郎，山本　圭介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　俊夫，竹山　政美

　　　　　　　　　　　　　箕面市立病院泌尿器科　　古賀　　実

　　　　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　器官制御外科学（泌尿器科）　　辻村　　晃，奥山　明彦

P264．荻窪病院泌尿器科における過去3年9ヶ月間の男性不妊臨床統計

　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院泌尿器科　○大橋　正和，花輪　靖雅

　　　　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　　北村　誠司，杉山　　武

冶



’

の
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■ 特別講演

人間の幸福と人類の未来一その接点としての生殖

’
元国連事務次長

明　石　　　康

●

　21世紀において，人類はますます国家や国民としての生存を考えるだけでなく，自由な市民としての価値観と

行動を要請されるようになってきた．

　平和，環境，開発その他多くの分野での国際的な交流と接触が拡大している．

　世界人口と生殖の問題もそのもつ多岐な意味を，マクロとミクロの二つの観点にたって，個人，国民経済世界

的広がりの側面などから真剣に考え行動すべきであろう．

“

●

●

●
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会長講演

日生殖医会誌52巻4号

1

私の人生を変えたMTX療法

秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野

田　中　俊　誠

ら

　生殖補助医療（ART）が日常的に何処でも行われるようになった現在でも，子宮外妊娠（外妊〉，特に卵管妊娠

に対するMTX療法は世界中で行われております．絨毛性疾患にMTXは盛んに使われていたのですが，外妊に対

する治療としてMTXを最初に使ったのは，本学会の会長を務めさせていただいております不肖，私である，と国

際的には認められております．アメリカの教科書，ウイリアムズの産科学（22版，262ページ）とノバックの婦人

科学（14版，622ページ）に，それなりのスペースを割いてそのことを紹介してくれております．私の論文（Fertil

Steril　37：851，1989）は症例報告に過ぎませんでした．しかし，“この一遍の論文がその後の私の人生を変えた”と

言えます．

　症例との出会い，MTX療法の選択に至った経緯，治療後の経過，論文に掲載されるまでの紆余曲折，国内外に

おける論文に対する反応，等について話す予定にしておりますが，ぜひ若い方々に聞いていただきたいと存じます．

●

●

●

●
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● 招請講演1

Molecular　Mechanisms　Underlying　the　Phenotypes　of　PCOS

●

Virginia　Commonwealth　University　School　of

Medicine，　Richmond，　Virginia

Jerome　F．　Strauss，　III

亀

●

　　Polycystic　ovary　syndrome（PCOS）is　one　of　the　most　common　reproductive　and　metabolic　disorders．　Al・

though　the　various　phenotypes　associated　with　this　syndrome　have　been　defined　in　the　literature　over　some　40

years，　the　pathogenesis　of　the　disease　has　remained　elusive．　Studies　conducted　during　the　past　decade　have

consistently　shown　familial　aggregation　of　the　PCOS，　suggesting　an　underlying　genetic　contribution．　However，

with　exception　of　rare　mutations　such　as　those　affecting　SHBG　production，　PCOS　genes　remained　largely　un－

known．　Strong　evidence　has　emerged　for　a　PCOS　locus　on　chromosome　19pl3．2　in　an　intron　in　the　FBN3　gene．

However，　the　mechanisms　by　which　this　region　increases　risk　of　PCOS　have　not　been　identified．　A　recent

genome－wide　scan　of　single　nucleotide　polymorphisms　in　affected　sib－pairs，　provided　a　suggestion　of　another

PCOS　locus　on　chromosome　15q．　This　region　includes　PDE8A　gene，　which　encodes　a　camp　phosphodiesterase

that　was　recently　implicated　in　the　control　of　steroid　hormone　synthesis．　PDE8A　was　considered　to　be　a　likely

PCOS　candidate　gene　because　PCOS　theca　cells　in　culture　show　increased　production　of　androgens　and　pro－

gestins　and　increased　expression　of　steroidogenic　enzymes　involved　in　androgen　synthesis，　all　of　which　are　up－

regulated　by　cAMP。　Analysis　of　the　coding　sequences　of　PDE8A　mRNA　of　normal　and　PCOS　theca　cells　re－

vealed　non－conservative　amino　acid　substitutions　in　two　of　five　PCOS　theca　cell　preparations　and　none　of　four

normal　theca　cell　preparations．　One　of　these　variants　Rl36Q　lies　in　a　putative　regulatory　region　of　the　PDE8A

protein．　Moreover，　the　theca　cells　with　this　variant　secreted　excessive　amounts　of　androgens　and　had　a　dis－

tinctly　different　transcript　profile　compared　to　other　PCOS　theca　cells　and　normal　theca　cells．　The　concentra・

tion　of　forskolin　that　stimulated　steroidogenes　in　the　theca　cells　with　the　Rl36Q　variant　was　one　half　that　of

other　PCOS　theca　cells，　indicating　a“hypersensitivity”to　forskolin　action．　Collectively，　these　observations　impli－

cate　genetic　variation　in　the　pathway　of　cAMP　action　in　some　cases　of　PCOS　in　addition　to　the　contribution　of

the　locus　on　chromosome　l9P．

■

噺

●
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招請講演2 ¶

Paracrine　Signaling　Systems　in　Ovarian　and　Other　Reproductive　Tissues：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABioinformatic　Approach

Division　of　Reproductive　Biology，　Department　of

Obstetrics　and　Gynecology，　Stanford　University　School

of　Medicine，　Stanford，　California，　USA

Aaron　J．　W．　Hsueh，　Kazuhiro　Kawamura，

Jing　Li，　Rami　Rauch，

Jim　Kumagai，　Izhar　Ben－Shlomo，

Orna　Avsian－Kretchmer，　Cynthia　Klein

δ

　　Sequencing　of　genomes　from　human　and　diverse　organisms　facilitates　studies　on　the　repertoire　of　genes　in・

volved　in　intercellular　signaling．　We　have　set　up　the　Human　Plasma　Membrane　Receptome（HPMR）database

（http：／／receptome．stanford．edu）in　which＞1，000　known　human　receptor　genes　are　categorized　based　on　their

evolutionary　relationship．　Recently，　we　have　matched　cognate　ligands　with　individual　receptors　by　surveying

the　published　literature．　In　the　updated　online　database　we　called‘liganded　receptome’，users　can　search　fOr

individual　ligand　or　receptor　to　reveal　their　pairing　partners　and　browse　through　receptor　or　ligand　families　to

identify　relationships　between　ligands　and　receptors　in　their　respective　families．

　　In　the　ovary，　pituitary　gonadotropins　activate　a　large　number　of　paracrine　hormones　to　regulate　follicle　rup－

ture，　oocyte　maturation，1uteinization，　and　other　processes．　Based　on　DNA　microarray　analyses　using　the　Re－

ceptome　database，　we　identified　brain－derived　neurotrophic　factor（BDNF）as　an　ovarian　paracrine　factor

stimulated　by　the　preovulatory　LH　surge．　Ovarian　BDNF，　secreted　by　granulosa　and　cumulus　cells，　acts　on

TrkB　receptors　expressed　in　oocytes　to　enhance　first　polar　body　extrusion　and　to　promote　the　in斑fγo　devel・

opment　of　zygotes　into　preimplantation　embryos（Kawamura　et　al　PNAS　2005）．　Furthermore，　LH　stimulates

INSL3　transcripts　in　ovarian　theca　and　testicular　Leydig　ce11s．　INSL3，　in　turn，　binds　LGR8　expressed　in　germ

cells　to　initiate　the　meiotic　progression　of　arrested　oocytes　in　preovulatory　fbllicles　and　to　suppress　male　germ

cell　apoptosis（Kawamura　et　al　PNAS　2004）．We　have　also　identified　early　embryonic　hormones　and　receptors

important　for　autocrine　regulation　by　using　the　Receptome　database　to　analyze　early　embryonic　DNA　microar・

ray　datasets．　Among　the　candidate　ligand－receptor　pairs，　artemin　and　its　receptor　GFRA3　were　found　to　be　ex－

pressed　in　early　embryos　and　treatment　with　artemin　facilitated　the　development　of　cultured　early　mouse　em－

bryos，　Understanding　the　ovarian　paracrine　and　embryonic　autocrine　signaling　systems　could　allow　formula－

tion　of　optimal　hormone－supplemented　cultures　for　m斑fτo　maturation　and　fertilization　of　oocytes　to　facilitate

development　into　blastocysts．

　　Because　local　signaling　systems　are　prevalent　in　diverse　normal　and　diseased　tissues，　the　investigators　can

use　the　liganded　receptome　knowledgebase　to　interrogate　DNA　microarray　datasets　for　genome－wide　analyses

of　potential　paracrine／autocrine　signaling　systems（Ben－Shlomo　et　aL，　Mol　Endocrinol　2007），Users　can　survey

pre－computed　data　in　the　HPMR　database．　The　database　presently　lists　the　expression　of　ligand－receptor　pairs

in　testis　during　neonatal　and　pubertal　development，　in　early　embryos　at　12　different　stages　of　progression　from

oocytes　to　blastocysts，　and　in　different　human　pituitary　tumors．　In　addition　to　viewing　these　DNA　microarray

data　to　identify　ligand－receptor　coexpression，　users　can　also　submit　their　own　microarray　data　to　perform　on－

line　genome－wide　searches　for　putative　paracrine／autocrine　signaling　systems　in　tissues　of　interest，　Thus，　the

present　bioinformatic　approach　allows　the　integration　of　genome　and　transcriptome　infbrmation　to　accelerate

studies　on　the　physiological　roles　of　diverse　genes　expressed　in　ovarian　and　other　reproductive　tissues．

■

●

●
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● 教育講演1

核内性ホルモン受容体の遺伝子発現制御機能

●

東京大学・分子細胞生物学研究所／科学技術振興機構・

ERATO
加　藤　茂　明

●

●

●

性ステロイドホルモンをはじめとした甲状腺ホルモン及ビタミンA，D，エイコサノイド等の低分子量脂溶性生

理活性物質は，リガンドとして各々固有の核内受容体（NR）を介して生理作用を発揮する．これら核内ステロイ

ドホルモン受容体群は，1つの遺伝子スーパーファミリーを形成するが，これらリガンド既知の受容体に加え，リ

ガンド未知のオーファン受容体も数多く存在することが知られている．これら核内受容体は，リガンド誘導性転写

制御因子として機能することで，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．これら受容体の生理学的重要性は，ビタミンDや男性ホルモンの受容体欠損マウスの解析から証明してきた．

またこれらリガンド依存的転写制御は，染色体構造調節やヒストンタンパク修飾（いわいるヒストンコードの改変）

を伴うが，その本体は，核内受容体と会合する転写共役因子複合体群である．我々は，これら複合体群が，他の各

種シグナルのクロストークの場であることを我々は明らかにした．しかしながらこれら複合体の構成因子群の性状

や，染色体構造制御複合体との関連など，現在尚その大部分が未解明である．本講演では，これら複合体機能を概

観するとともに，最近見いだした脂溶性リガンドによる新たなnorgenomic経路を講演する（Ohtake　et　a1．，　N缶

ture，446，562，2007）．この経路では，ダイオキシン受容体への脂性リガンドが，直接E3リガーゼ複合体の活性を

調節することで，核内性ホルモン受容体タンパクの分解を充進する．一方我々は，性ホルモン受容体の生体内高次

機能を探る目的で，受容体遺伝子破壊マウスを作成し，その変異を観察してきた．しかしながら，2次的な要因に

よる変異の可能性が排除できないため，Cre－loxP系を用いた時期・組織特異的受容体欠損動物の作成を行ってい

る．最近，我々は，女性ホルモン受容体（ERa）遺伝子を破骨細胞特異的に破壊したところ，雌でのも海綿骨の明

らかな骨減少を認めた．この骨変異は，閉経期後直後の女性に極めて類似していた．またこのこのような女性ホル

モンの骨防御作用の分子基盤は，女性ホルモンによる成熟破骨細胞のアポトーシスの誘導による骨吸収の抑制であ

る事を明らかにした（Nakamura　et　al．，　Cell，　in　press）．このように標的細胞での性ホルモン作用解明のひとつの

アプローチとして，時期組織特異的受容体遺伝子の破壊法を紹介したい．
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教育講演2 ●

不妊治療における腹腔鏡の意義

順天堂大学医学部産婦人科

武内裕之，北出真理

●

　1978年の体外受精の成功以来，生殖補助医療の進歩はめざましく，これまでほとんど妊娠が不可能と思われた

症例にも生児が得られるようになってきた．しかし，生殖補助医療は，不妊の原因を治療するものではなく，不妊

に対するいわば対症療法の一つである．また，生殖補助医療は，子宮筋腫や子宮腺筋症などの着床障害に対しては

無力である．生殖補助医療は，体外で配偶子および胚の操作や培養を行うものであり，その安全性が証明されるに

は今後数世代にわたる厳重な観察が必要である．日本産科婦人科学会の会告でも，“生殖補助医療は，当該技術以

外では妊娠の可能性が極めて低いと判断されるものに施行されるべきである”と謳われている．

　一方，1990年代における光学系の技術の進歩と新しい周辺機器の開発により，生殖医療における腹腔鏡は，低

侵襲という点で2つの方向に進化した．1つは，2～3mm径の細型スコープの開発により，極めて小さな手術侵襲

で腹腔鏡が施行できるようになった．2つ目は，鏡視下手術のテクニックの向上により，これまで開腹手術が施行

されてきたほとんどの婦人科疾患に対する腹腔鏡手術が可能となった．腹腔鏡手術は，これらの疾患の原因を除去

することにより，妊孕能を回復するのみでなく，疾患に付随する症状をも根本から改善させる．

　当科では，1993年から腹腔鏡手術を導入し，2006年まで6121件の手術を施行した．このうち1021件には静脈

麻酔による細型腹腔鏡が行われ（day　surgery），5100件には全身麻酔下の腹腔鏡手術が施行された．

　細型腹腔鏡では，HSG異常や機能性不妊に対する腹腔鏡検査，多嚢胞性卵巣に対する卵巣多孔術や早発閉経に

対する卵巣生検が施行された．妊孕能の温存を目的とした腹腔鏡手術では，卵管形成術：109例（卵管開口術：50

例，卵管鏡下卵管開口術：59例），子宮内膜症手術：1125例（卵巣チョコレート嚢胞摘出術：955例，ダグラス窩

深部内膜症除去術：170例），子宮筋腫核出術：1780例，子宮腺筋症摘出術：48例が行われた．それぞれの術式に

おける生殖補助医療に依らない自然妊娠の割合は，卵巣多孔術531％，腹腔鏡下卵管形成術25％，子宮内膜症手

術389％，子宮筋腫核出術4α2％，子宮腺筋症摘出術400％であった．

　生殖補助医療と腹腔鏡手術は，不妊症に対するそれぞれ独立した治療法ではなく，互いに補完しあう治療法とし

て考えるべきである，近年，女性のライフスタイルの変化により，晩婚化・少子化が急速に進んでおり，不妊症の

治療は国策としても喫緊の課題である．不妊治療における最大の問題は女性の年齢であり，後期生殖年齢に達した

女性の治療の順序は，われわれ産婦人科医がもっとも苦慮するところである．当科では，子宮筋腫や子宮腺筋症が

不妊の原因となっている後期生殖年齢の女性に対し，あらかじめ胚を凍結し，腹腔鏡手術を施行後，一定の養生期

間をおいた後に胚移植を行っている．この方法により，若い時に採取した胚を着床環境の整った子宮に移植するこ

とができる．生殖補助医療と腹腔鏡手術の融合により，もっとも治療に抵抗する加齢というハードルを越えること

ができる．

　現在，産婦人科医療は未曾有の危機にあり，特に周産期担当医師への負担が増加している．生殖補助医療による

多胎妊娠や高齢妊娠に伴う様々な合併症，子宮に対する手術に伴う妊娠・分娩時の子宮破裂などは，周産期担当医

師のストレスを著しく増大させる．不妊治療が，周産期医療への負の遺産となる可能性があることを銘記すべきで

ある．

●

●

●

●
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「卵子研究の最前線」

●
1）卵成熟におけるプロスタグランジンの意義とその作用機序

山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野

高　橋　俊　文

■

●

●

●

　プロスタグランジン（PGs）は，刺激に応じて局所で合成され，局所のホメオスタシスの維持や種々の病態形成

に関与する生理活性脂質であり，古くから様々な生殖現象に関与することが知られている．PGsはアラキドン酸か

ら，シクロオキシゲナーゼ（COX）と各々のPGsに特異的な合成酵素によって合成される．　PGs産生の律速酵素

であるCOXは，　COX－1とCOX－2の2種類のアイソザイムに分類され，　COX－1は恒常的に存在するのに対し，

COX－2はホルモンやサイトカインにより誘導される．　COX－1でなくCOX－2の遺伝子欠損マウスは，排卵，受精，

着床，脱落膜形成の障害を起こし，不妊であることから，COX－2が生殖現象に深く関与することが明らかとなっ

た．一方，PGsの卵成熟における役割については，一定の見解が得られていないのが現状である．そこで今回，卵

成熟におけるPGsの役割を明らかにするため，　COX－2欠損マウス（COX－2（一／一））を用いて解析を行った．

　野生型マウス（WT）とCOX－2（一／一）を用い，ゴナドトロピンによるin　vivo（hCG刺激）とin　ivtro（FSH

刺激）での卵成熟について検討を行った．卵成熟には，核および細胞質の成熟があるが，卵核胞崩壊（GVBD）率

およびMH期卵への到達率を核成熟の，体外受精および胚発育を細胞質成熟の指標として評価した．また，卵丘

膨化についても検討を行った．COX－2（一／一）はWTと比較し，　in　ivoおよびin　vitroの卵成熟において，　GVBD

率，MII期卵への到達率，体外受精率，胚発育および卵丘膨化の程度いずれもが障害された．　In　vitroの卵成熟

系において，培養液中の各種PGs濃度を測定すると，　WTでは培養開始6時間目よりPGE2のみが培養液中に検

出されたが，COX－2（一／一）ではいずれのPGsも検出されなかった．よって，卵成熟にはPGE2が重要であるこ

とがわかった．そこで，COX－2（一／一）における卵成熟障害が，　PGE2投与により回復するか否かを検討した結

果，in　vivoおよびin　vitroにおいて，　PGE2投与によりCOX－2（一／一）の卵成熟障害は回復した．次に，卵成熟

におけるPGE2の作用機i序を詳細に検討した．　PGE2はEPI～EP4の4種類の受容体を介して作用することが知ら

れているが，卵ではなく卵丘細胞に，EP2，　EP3，　EP4の発現を認めた．　EP受容体の選択的アゴニストまたはア

ンタゴニストを用いて，いずれの受容体が卵成熟に重要であるかを検討したところ，EP2およびEP4両者の受容

体を介したシグナルが卵成熟および卵丘膨化には必要であることがわかった．次に，WTおよびCOX－2（一／一）

で卵成熟における卵丘細胞内のシグナルについて検討を行った．その結果，リン酸化ERKの発現は，　in　vivoおよ

びin　vitroの卵成熟系において差を認めなかったが，リン酸化Aktの発現は，　COX－2（一／一）において減少を認

めた．また，in　vitroの卵成熟系において，　PGE2投与30分で，卵丘細胞内のリン酸化Aktが検出された．さら

に，Aktの上流であるPI3キナーゼ（PI3K）の阻害剤であるLY294002の前投与により，　in　vitroにおける卵成熟

（核成熟）と卵丘膨化は障害された．以上より，PGE2は卵丘細胞において，　EP2およびEP4受容体とその下流の

シグナルのPI3K－Akt経路を介して卵成熟に関与することが示唆された．

●
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●

2）ウシの超早期妊娠因子研究の現状と方向性
●

岩手大学農学部動物医科学系

松　原　和　衛

●

　早期妊娠因子（Early　Pregnancy　Factor：EPF）は，1974年にMortonらによってマウスの妊娠血清中に発見

された（1），その後，ヒトを含めた各種哺乳類の妊娠初期母体血中に検出され，妊娠極初期の受精シグナルとして

知られている．しかし，検出方法（ロゼット抑制試験：RITestによるバイオアッセイ）の困難さ，研究材料の特

殊性（妊娠極初期）および血清中含量が極めて少ないなどの問題があり，EPFの産生機序や構造は未だにベール

に包まれている．我々は，1980年からウシのEPFの研究に着手し，現在も研究を続けている．

　1994年，CavanaghとMortonはEPF＝シャベロニン10（cpnlO）との報告（2）を行い，20年にわたる研究に

一つの決着を付けたかに見えた，しかし，精製材料がヒト正常血小板の熱抽出物であることなどの矛盾があり，我々

は妊娠血清で検出される活性と，その他の材料で検出される活性を分けて考えることを提案（3）し，妊娠初期血

清由来をSuper－EPFとすることを提唱している．さらに，我々はEPFはcpn10ではないことを報告した（4）．

前述したような理由により，EPFの研究者は少なく，日本国内では我々が唯一の研究グループである．さらに，

ウシの妊娠初期血清（受精後1週間以内）からこの因子を精製し，モノクローナル抗体を得て簡易測定系を確立し

ようとしている研究グループは世界的に我々だけである．

　受精から着床までの母体と胚の状態は，動物生殖分野や生殖医療分野の現在の技術でも確認することはできな

い．しかし，受精後24時間以降から母体血中に出現するSuper－EPFは，まさしく胚と母体間の最初の情報連絡

物質と考えられ，この因子を検出することにより超早期妊娠診断が可能である．動物生殖分野・産婦人科学分野に

おいて日常的に受精卵・胚の移植が行われているが，胚の早期死滅と流産が多いこと，移植後の受精卵のモニタリ

ング方法がないこと，移植受精卵の確実な品質評価方法がないことなど多くの問題が生じている．そこで，Super－

EPFが受精後24～48時間以内の母体血中に認められ，胚の除去により消失することから，　Super－EPFがヒトを

含め多くの哺乳類の胚発生，発育，着床にとって重要な物質と考えられる．我々は，血清中のSuper－EPFの構造

を特定すること，バイオアッセイ法に代わる簡易測定法を開発すること，この因子の生理学的機序を解明すること，

医学分野および他の動物への応用などを考えながら研究をほそぼそと継続している．高純度のSuper－EPFが精製

され，モノクローナル抗体が作出されれば，胚と母体間の情報伝達物質の一つとして新たな研究の展開が期待でき

る．

　本講演では，今まで我々が行ってきたSuper－EPFの基礎研究から，その応用研究によって得られた結果を紹介

し，超早期妊娠因子の研究の現状と方向性を報告する．
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●

3）電気化学計測法による卵子呼吸能解析とクオリティー評価への応用

東北大学先進医工学研究機構生命機能科学分野

阿　部　宏　之

●

●

●

●

　卵子のクオリティー（品質）は，受精や胚発生に大きく影響する．体外受精・胚移植（IVF－ET）において，品

質良好卵子の選択は妊娠が期待できる高品質胚作製のために極めて重要である．本シンポジウムでは，電気化学計

測技術を基盤とする細胞呼吸測定法を解説し，この技術の卵子品質評価への応用例を紹介する．

　演者らはウシ胚を用いた研究において，ミトコンドリアが正常に発達している胚は発生能が高い品質良好胚であ

ることを発見している．ミトコンドリアは呼吸により細胞活動に必須のエネルギー（ATP）を産生する重要な細

胞小器官であることから，細胞の呼吸（酸素消費量）は胚品質評価の有効な指標となると考えている．これを具体

化するために，非侵襲的に高感度で細胞の酸素消費量を検出することができる電気化学的計測技術に着目し研究を

進めてきた．電気化学的計測法は，局所領域における生体反応を高感度・リアルタイムに追跡できる有効な技術で

あり，細胞活動のような複雑な生命現象を解明する有効な手段となる．例えば酸素の還元電流を検出するマイク

ロ電極をプローブとした走査型電気化学顕微鏡（SECM）を用いると，単一細胞レベルでの非侵襲的呼吸測定が可

能となる．これまでに，SECMを改良した「受精卵呼吸測定装置」を開発し，種々の動物胚の呼吸量を測定し興

味深い知見を得ている，多くの動物胚では，桑実胚期から胚盤胞期にかけて呼吸量の増加とミトコンドリアの発達

が一致して起こり，呼吸能の高い胚は発生能や耐凍能が良好である．さらに，呼吸量測定後のウシ胚を移植し呼吸

能と妊娠率の関係を調べた結果，基準値以上の呼吸量を示す胚は妊娠する確率が高い．これらの研究から，呼吸測

定は胚の品質評価に有効であると考えている．

　最近，「受精卵呼吸測定装置」を用いてウシ，ブタ，マウスにおいて単一卵子の呼吸量測定に成功している．卵

子成熟過程における呼吸代謝能を詳しく解析した結果，成熟前後において卵子及び卵丘細胞の呼吸能，卵子におけ

るATP含量及びミトコンドリアの分布様式が顕著に変化することが明らかになっている．ウシとブタにおいて，

成熟卵子は未成熟卵子と比べて呼吸能が高く，この呼吸活性の違いは培養条件（培地の種類）によって影響を受け

る．また，卵丘細胞の付着状態によって卵子の呼吸能が異なり，高い呼吸活性能を有する卵丘細胞一卵子複合体

（COC）の卵子は成熟培養後の成熟率が高い．これらの研究から，呼吸測定は卵子の品質評価に有効であると考え

ている．最近，呼吸代謝能に関連する複数の生物現象を同一の卵子において解析する多項目解析研究を行っている．

これは，単一卵子の呼吸量を測定した後，活性型ミトコンドリアの局在観察，細胞内ATPの定量を同一の卵子で

行う．これにより，細胞呼吸代謝に関連する生物現象を1細胞レベルで総合的に解析することが可能となる．これ

までにブタ卵子において，呼吸能　ミトコンドリア分布様式，ATP含量がそれぞれ密接に関連していることが明

らかになっている．

　電気化学的呼吸測定は細胞に対して非侵襲であることからヒト胚及び卵子の品質評価への応用の可能性は高いと

考えている．既に，「受精卵呼吸測定装置」を用いたヒト胚品質評価法の確立を目的に，異なる発生ステージのヒ

ト余剰胚の呼吸能解析を行っている．最近，単一のヒトCOC及び卵子の呼吸量測定に初めて成功している．今後，

ヒト胚及び卵子の呼吸測定症例を増やし，呼吸測定による卵・胚品質評価の有効性と臨床応用の可能性を検討する

予定である．

●
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4）ES細胞からのin　vitro配偶子形成
●

三菱化学生命科学研究所，組織再生グループ・リーダー

野　瀬　俊　明

●

　哺乳動物の着床前初期胚の内部細胞塊（ICM）から培養株として樹立されるES（胚性幹）細胞は，初期胚の特

性を維持したまま増殖するだけでなく，適切な培養条件下において内・中・外胚葉起源のあらゆる細胞種に分化す

る能力（全能性）を持つ．近年の我々の研究は，この培養下のES細胞分化において，次世代を担う生殖細胞が分

化すること，さらに培養下において精子や卵子という配偶子形成に至る可能性を示唆する結果が得られてきた．本

講では，このようなES細胞から配偶子を作出する技術の現状から，次世代医療技術への展望を紹介したい．

　受精卵から精子・卵子形成に至る生殖細胞系譜は，世代を超えての遺伝情報を継承するだけでなく，受精を介し

て全能的発生能を継代することから，発生過程を通して全能性を再構築する能力（再プログラム能）を維持すると

考えられる．実際に，その能力は生殖細胞系譜上にある始原生殖細胞や精子幹細胞の培養からES細胞様の全能性

細胞株が樹立されること，及び未受精卵への体細胞核移植が受精卵と同等の発生能を獲得するという初期化現象に

も見ることができる．このような生殖細胞の系譜決定から配偶子形成に至る発生過程は，個体を構成する組織の体

細胞系譜とは大きく異なるメカニズムによって制御され，その特異性の解明は全能性細胞や幹細胞操作を介する組

織再生を図る上で独創的な技術開発を生むものとして期待されている．

　2003年，我々は生殖細胞特異的遺伝子Vasaの発現を可視化したES細胞を作成することによって，その分化過

程にVasa陽性生殖細胞が出現すること，さらにそのES由来生殖細胞は移植片内で精子形成を完遂する能力を持

つことを示したll1．その後，このin　vitro生殖細胞分化は，　ES細胞からの卵子形成を示す報告｛2】など幾つかの競

合グループによっても再現・発展が進み1341，現在，ES細胞由来の配偶子形成系は医療応用的価値の観点を含む

幅広い分野から注目されている．例えば，培養下におけるES細胞由来の卵子・精子形成は，これまで有効な遺伝

子改変・機能解析技術がなかった大型動物，特に今後の医療モデル動物としての需要が高まる霊長類の生殖工学技

術への展開が予見される．また，体細胞核移植クローン胚から自己ES細胞を作成する際に課題とされる宿主卵子

の大量供給を可能にすることから，ヒトにおける自己特異的ES細胞の作出と医療応用を真に現実的なものにする

うえで重要な役割を果たすことが期待されている．

●

●
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　SLEなどの自己免疫疾患合併妊娠では流産や死産の頻度が高く，これらの病態において検出される自己抗体として抗

リン脂質抗体（antiphospholipid　antibody；APL）が注目され，　APLと関連する流死産や血栓症等が抗リン脂質抗体症

候群（antiphospholipid　syndrome；APS）という概念として広く認知されている．

　抗カルジオリピン（CL）抗体の真の対応抗原はCL単独ではなくβ2　glycoprotein　I（β2GPI）との複合体であること

が判明すると，その後血漿中のリン脂質結合蛋白であるProthrombin，　Protein　C，　Protein　S，　kininogen（KN）やAnnexin

Vなどが対応抗原として報告され，現在これらを抗リン脂質抗体と総称している．

　ループスアンチコアグラント（LA）にはEHSA法と凝固時間測定による検出法がありaPTT，　Russell’sviper　venom

time（RVVT），　kaolin　clotting　timeを用いて測定するが，対応抗原が多様なため世界的な標準化に至っていない．血栓

症の診断においては健常人のMean＋5SDの基準値が用いられる．　LA（RVVT）もβ2GPI依存性抗CL抗体と同様に血

栓症を対象として開発されているため，基準値（1．3）を用いると不育症患者の陽性率は極めて低い．健常人のMean＋3

SDである12を用いて検証するとLA（RVVT）は140％（23／164）が陽性であり，陽性無治療の成功率は81β％（9／11）

に対し抗凝固療法施行例は100％（12／12）であった．

　β2GPI依存性抗CL抗体の基準値は35U／mlであり，　RVVTによるLAの基準値は13であるが，これらの基準値を用

いると不育症患者の1－2％程度が陽性である．健常人の99percentileである19を基準としたとき，妊娠初期にβ2GPI

依存性抗CL抗体陽性の症例ではその後に子宮内胎児死亡，子宮内胎児発育遅延，妊娠高血圧症を高率に起こす，　KN依

存性PEIgG，　IgMの陽性率は20％，12％であるが，現時点でKN依存性PE抗体，抗プロトロンビン抗体が不育症の危

険因子であるとする証拠能力の高い報告はない．

　当科では活性化部分トロンボプラスチン時間（aPTT）を5倍に希釈することで感度を高めたLA測定を行っている．

陽性率は175％であり無治療では53B％の流産率が抗凝固療法により196％になることを証明した．

　流死産予防としては低用量アスピリン・ヘパリン併用療法が一般的であり治療成功率は約70－80％と報告されてい

る．かつてはプレドニゾロン（PSL）40mgとアスピリン80mgの併用療法が主流であったが，アスピリン単独療法とア

スピリン・プレドニゾロン併用療法では成功率に差はないものの併用療法において前期破水，早産の危険性が高くなる

ことが報告された．さらにアスピリン単独療法に対し，アスピリン・ヘパリン併用療法の成功率が高いことが報告され，

現在アスピリン・ヘパリン併用療法が標準的治療となった．

　当科では妊娠4週からアスピリン80mg／日内服とヘパリンカルシウム（カプロシン）（10，0001U／日，5000単位を12

時間毎に皮下注射）療法を開始する．ヘパリンは半減期が短いので分娩近くまで投与している．未分画ヘパリンも低分

子ヘパリンも胎盤通過性がないため児の出血は問題ないが，アスピリンは胎盤を通過しその血小板凝集能抑制は不可逆

的であり，休薬後もその効果は約1週間持続するため妊娠36週0日に中止している．

　当科においてLA（aPTT）強陽性と弱陽性との治療成績を検討したところ，弱陽性患者では低用量アスピリン単独療

法により約80％の成功率が得られ，ヘパリンを併用しても成功率は改善されなかった．アスピリン・ヘパリン併用療法

が標準的治療であるが，アスピリン単独療法でも成功する症例は多く存在する．強陽性にはヘパリン併用を考慮する．

ヘパリンは出血傾向，骨粗霧症，血小板減少症の危険性もあり，妊娠中の管理の煩雑さも伴うため慎重な治療適応が必

要である．ただしアスピリン単独療法はその手軽さから原因不明反復流産患者に投与されているのを散見するが，Raiら

は367例の患者にアスピリンを投与し438例の無治療群と比較してアスピリンの有効性を否定している．

　今後APLの有意な対応抗原の検出方法の確立と適切な治療対象の選択が重要であると考えられ，現在検討を続けてい

る．
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　不妊症の検査と不育症の検査には共通点が多く認められる．不妊症の一般検査に含まれていない不育症の検査に

は，夫婦染色体検査や自己抗体・血液凝固系の検査がある．これらの検査を不妊症の患者さん（特に体外受精胚移

植（IVF－ET）反復不成功患者）に行ってみると，不育症同様の陽性率が得られる．不妊症と不育症の類似性を「自

己抗体」「免疫」というキーワードで考えてみたい．

　まず，IVF－ET反復不成功患者では自己抗体として抗核抗体や抗リン脂質抗体，抗アネキシンA5抗体が不育症

患者と同様に認められる．私達と諸家の報告から，抗phosphatidylethanolamine（PE）抗体IgG，抗phosphatidyl－

serine（PS）抗体lgG，抗cardiolipin（CL）抗体IgGがIVF－ET反復不成功患者に，抗PE抗体IgGが妊娠10

週未満の反復流産患者に，抗PE抗体IgM，抗CL抗体IgG，　lupus　antocoagulant（LA）が妊娠10週から妊娠24

週未満の生殖ロス患者に有意に高頻度に認められる．また，抗アネキシンA5抗体ではIgGアイソタイプが，　IVF－

ET反復不成功患者，妊娠10週未満の反復流産患者，妊娠10週から妊娠24週未満の生殖ロス患者で高頻度に認

められる．従来は抗リン脂質抗体の病原性は血液凝固異常のみであると考えられていたが，近年抗リン脂質抗体の

病因の1つとして，トロホブラストや卵に対する直接傷害作用も見いだされている．IVF－ET反復不成功患者では，

IgGアイソタイプ抗体が有意に認められることから，卵胞液中の抗リン脂質抗体について検討したところ，　IgMは

検出されず，IgGアイソタイプの抗リン脂質抗体が卵胞液中に有意に存在していた．さらに，卵胞液中のIgGアイ

ソタイプの抗リン脂質抗体の存在は受精率低下に関連していた．

　一方，末梢血NK細胞活性についても同様に，原因不明不妊症や不育症患者で高い活性を示す．前方視的検討に

おいても，末梢血NK細胞活性高値の場合，習慣流産患者は流産し，不妊症患者は妊娠しない率が有意に高い．

　実際の臨床では，不育症患者はしばしばその後妊娠しにくくなり（不妊症），逆にIVFET反復不成功患者はし

ばしば超早期流産（化学的妊娠〉に至る．不妊症と不育症を分けて考えてしまうと，その両者に対処できない．「あ

なたは不育症だから（妊娠できるから），不妊治療は必要ない」「不妊治療では流産率が高いから，流産しても不育

症の検査は必要ない」という説明をしていないだろうか．例えば2～3年に1回妊娠し流産に至る患者さんは，不

妊症と不育症の境界をさまよっているように思う．IVF－ET反復不成功は「受精卵の不具合⊥「着床障害⊥「着床

後早期のロス」の3つに分けられる．しかし，現在の医療ではこの3者を区別する事ができない．「着床後早期の

ロス」は単に妊娠反応が検出できないだけで，本質的には不育症である「超早期流産（化学的妊娠）」に極めて近

いと考えられる．

　妊娠維持の免疫現象は未解明の部分が多く残されているが，不妊症と不育症の両側から責めていくと，あるいは

新たな展開が見いだせるかもしれない．

●

●

●
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　習慣流産に対する免疫グロブリン療法（IVIg）は，1988年に抗リン脂質抗体陽性の不育症患者に初めて実施さ

れた．原因不明の習慣流産に対しては，無作為二重盲検法によって主に90年代にその有効性が検討されたが，Cou・

lamらがIVIgの有効性を認めた以外，他の検討ではプラセボに比べ有意な生児獲得率の上昇を確認できなかった．

しかしながら，これら研究のstudy　designには以下の問題点が指摘できる．①流産に至った場合，染色体核型分

析がほとんど実施されていない．②対象として，軽症（2～3回流産）例が多い．③理由もなく治療期間が長く，

週あたりの免疫グロブリン（Ig）投与量が少ない．せいぜい20～30g／週である．

　IVIgは，約20年前に特発性血小板減少性紫斑病でその有効性が確認されて以来，大規模なケースコントロール

スタディによってGuillain－Barr6症候群，慢性炎症性多発神経根障害，重症筋無力症，皮膚筋炎，川崎病，移植

片対宿主病，多発性硬化症，自己免疫性ブドウ膜炎，抗好中球細胞質自己抗体陽性血管炎などの自己免疫疾患や炎

症性疾患において，その有効性が確定している．重要なことは，0．4g／kg，5日間に代表されるような大量療法で

なければ，これら疾患対してその効果は認められない点である．

　われわれは，難治性，すなわち4回以上の流産歴がある原因不明習慣流産47妊娠を対象に妊娠初期免疫グロブ

リン大量療法（HIVIg）をこれまでに実施した．妊娠4～5週から短期間（5日間）に大量投与（100g）する本治

療法は，これまでの諸外国報告と異なる．以下の要件を満たす症例をHIVIgの対象とした．①不育症に関する諸

検査を施行し原因不明である．②4回以上の自然流産歴があり，主に妊娠初期流産である．③文書にて同意が得ら

れる，対象の母体年齢は24～44歳既往流産回数は4～8回であった，HIVIgにより35妊娠（健児獲得率75％）

が生産に至り，12妊娠が自然流産に至った．自然流産のうち，9例に染色体異常（トリソミー8例，倍数性異常1

例）を認めた．これら致死的接合体を除いた38妊娠での健児獲得率は92％にのぼる．早産6％，IUGR　l2％，母

体副作用（発熱，発疹）11％であったが，児奇形は認められていない、HIVIgの前後に末梢血NK細胞活性およ

び比率を測定した．HIVIg直前（妊娠4～5週）のNK細胞活性（41％）はMIVIg終了後15％に抑制され，この

抑制は10週まで維持された．同様に，CD56陽性CD16陰性（3．5％），　CD56陽性CD16陽性（16潟％）細胞比率

もそれぞれ3C％，11．1％に抑制された．

　HIVIg薬理作用機構の解明を目的として，　poly（1：C）誘導の流産マウスモデル（CBA／J　x　DBA／2J）を作成し

た．流産マウスモデルへのインタクト型Ig投与（oBg／kgを3日間ip）によって，流産率は55％からlo％に抑

制された，しかし，Fab型Igの投与では，この流産抑制効果は認められなかった．流産抑制効果は，　IgのFc部

分を介するものと考えられた．この0βg／kg，3日間の投与法では，ヒトHIVIgに用いられる投与量に近似する．

また，流産マウスモデルにIg負荷非妊娠マウスから得られた脾細胞を養子移入することによって，この流産抑制

効果が再現できたことから，Igにより刺激を受けた脾細胞分画が流産抑制効果に介在することが判明した．次に，

胎盤のRT－PCR解析により，　poly（1：C）刺激により上昇したIFN一γならびにTNF一αmRNAが正常レベルまで

に抑制されることが明らかとなった．したがって，流産マウスモデルにおけるIgの流産抑制効果は，局所での炎

症性サイトカイン産生の抑制によると考えられる．
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　免疫性不妊症の頻度は決して高くはないが，男女ともに不妊症患者においては常に考えなくてはいけない原因で

ある．この免疫性不妊症の中で，不妊症との関連がよく検討されてきたのは，抗精子抗体である．本講演では抗精

子抗体の中で精子不動化抗体を中心に発表する．

1）抗精子抗体による不妊症

　抗精子抗体による不妊症の機序としては，精子の性管通過障害，卵への結合阻害，受精阻害，胚の発育阻害など

がある．しかし，抗精子抗体がすべて上記の作用をもっているわけではなく，また抗体自体にも多様性がありそれ

ぞれの抗精子抗体により作用が異なると考えられている．これらの抗精子抗体の検出法としては表2に示したが，

女性では精子凝集試験や精子不動化試験による血中抗精子抗体検出法が一般に行われている．精子凝集試験は不妊

症との関連がそれほど高くないが，精子不動化抗体は，不妊症患者に特異的に検出される．男性でも精子不動化抗

体を検出することは可能であるが，より簡便なImmunobead　testやmixed　antiglobulin　reactionがよく行われて

いる．

2＞精子不動化抗体について

　精子不動化抗体は患者血清を利用した生物活性を見る方法であり感度は大変高い．もし抗体が陽性である場合

は，その抗体の強さ（抗体価）を測定することは治療法の決定に重要である．我々は抗体陽性血清を希釈して対照

血清との精子運動率の比較よりその精子不動化抗体の抗体価を定量的に測定（SI、。）する方法を用いている．さら

に抗精子抗体の抗体価は必ずしも一定では，精子不動化抗体においても抗体価を経時的に追跡検討すると変動す
る，

3）精子不動化抗体の治療法

　抗体保有女性患者の治療については，現在では体外受精や顕微授精がひろく行われている．我々は，女性におい

てSI、。値を基に治療法を決定している．一方，男性が抗精子抗体を保有する場合，射精された精子にはすでに抗体

が付着しおり，抗体付着精子の含有率が80％以上の場合に，体外受精での受精率が低下することが報告されてい

るので，顕微授精の適応となってくる．

4）精子不動化抗体の対応抗原

　精子不動化抗体の対応抗原について検討したところ，この抗原は精巣内精子には存在せず，精巣上体精子と射精

した精子に存在することが明らかになった．さらに，ヒト精漿中にも多量に存在することも明らかになった．また，

精漿を脱糖処理したとこと精子不動化抗体との反応が低下することも判明し，その対応抗原には糖鎖も関与してい

ることが判明した．以前にこの対応抗原を詳細に検討する目的で我々はヒト型の精子不動化モノクローナル抗体H

6－3C4を樹立・作製した．このH63C4抗体は非常に高い不動化活性と凝集活性を保有しており，この抗体を用い

てその対応抗原を検討したところ，ヒトリンパ球にも存在するCD52のコアペプチドであることが明らかとなっ

た．さらに糖鎖との関連を検討したところ，ヒトの精子に結合する対応抗原はリンパ球とは異なった糖鎖構造をもっ

たmale　reproductive　tract　CD52（mrtCD52）であることが明らかとなった．このmrtCD52は精巣上体より多量

に分泌され，精子表面にGPIアンカーにより付着する，さらに，このmrtCD52の精子上での機能を調べた結果，

補体抑制活性が存在することが判明し，精子が女性性管の中を通過する際の防御機構に関与していることが示唆さ

れた．

●

●

●

●

　抗精子抗体を保有する免疫性不妊症患者の場合には，その抗体の種類を同定し，その抗体価等を測定した上で，

適切な治療法を選択すべきである
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1）ICSI後胚発生における精子核クロマチンの関与
●

国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター1，

福島県立医科大学医学部産科婦人科学教室2
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　精子核蛋白は，spermatidまで存在する体細胞型histoneからprotamineへと置換され構成される．　Histoneよ

り低分子量であるprotamineの置換により精子核クロマチンは特有のside　by　side配列構造に変化し，　DNAは密

にpackingされ遺伝情報が安全に保存される．さらに精巣から遊離した精巣内精子が精巣上体を転送される問に

protamine分子内ではS－S結合の形成が促進される．ヒト射出精子核は成熟性に関し不均一であることが証明され

ているが，原因不明不妊症には精子核クロマチン異常例が有意に多く，受精障害の一要因としてクローズアップさ

れてきた．ICSIはこのような受精障害例に対して有効であるが，卵に注入される精子の多くは運動性，形態のみ

を基準に選択されるため，精子核構造に関しては常に無作為であると考えられる．ICSIがc－IVFより受精率を低

下させるevidenceはないが，胚発生についてはICSI後がc－IVFより低下したとする報告がより多く見受けられ

る．その原因として精子がcapacitationやacrosome　reaction過程を経ず，先体酵素および精子原形質膜を保持し

たまま卵に注入されるという特徴や，精子不動化の程度が精子型PLCζ放出を左右することなどが要因として想定

されている．一方，精子核についてはヒトの場合構造上不均一な，すなわちS－S結合の豊富な成熟あるいは過熟

精子やS－S結合の乏しい未熟精子が無作為に注入され胚発生過程に影響すると考えられる．

　マウス配偶子を用いた動物実験では，精子核膨化および雄性前核形成過程に精子核成熟性が影響し，続く胚盤胞

形成過程においてもICM細胞比に差が生じることが観察され，結果としてS－S結合の乏しい精巣内精子などが

ICSIされた卵で発生がより速いことが示された．また，精子核膨化過程での精子核成熟性による時間差が雌性前

核との間にDNA合成能のdyssynchronyを生じ，これが以後の発生において胚の質的異常に関連する可能性も指

摘された．

　ICSI施行患者の体外胚発生の検討では，夫年齢，夫人年齢，不妊期間，採卵数一般精液所見と胚盤胞形成率

との間に有意な相関は観察されなかった．一方，acridine　orangeによるflow　cytometryを用いた精子核クロマチ

ン解析パラメータ（COMP値）ではc－IVFと異なりICSI症例で正の相関が観察され，　S－S結合の少ない症例の胚

発生が良好であった．しかし，COMP値と精子DNA断片化の一指標であるsperm　chromatin　dispersion（SCD）test

（％　no　halo）との間に相関は観察されず，これは精子核蛋白構造がDNA断片化に直接関連しないこと，　ICSI後

体外胚発生を予測する指標としてはそれぞれ解釈が異なることを示唆していると考えられた．

　胚発生の観点からヒトICSIにおいては精子核蛋白内S－S結合の少ない，　DNA損傷のない精子を選択して注入

すべきであり，そのための新しい精子選別法の開発臨床応用が必要になるD2｝．また，以上の条件を満たす精巣

内精子によるICSIは，射出精子を用いたことによる反復胚発生障害を改善する方法として有効であると考えられ
た3）．

【文献】

1）Berkovitz　A，　Eltes　F，　Lederman　H，　Peer　S，　et　al．　How　to　improve　IVF－ICSI　outcome　by　sperm　selection．

RBM　online，12：634－638，2006

2）Huszar　G，　Ozkavukcu　S，　Jakab　A，　Ozenci　CC，　et　al．　Hyaluronic　acid　binding　ability　of　human　sperm　reflects

cellular　maturity　and　fertilizing　potential：selection　of　sperm　for　intracytoplasmic　sperm　injection　Curr　Opin

Ob　Gy，18：260－267，2006．

3）Greco　E，　Scarselli　F，　Iacobelli　M，　Rienzi　L，　et　al．　Efficient　treatment　of　infertility　due　to　sperm　DNA　damage

by　ICSI　with　testicular　spermatozoa　Hum　Reprod，20；226－230，2004
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2）精子中心体の機能発現調節
●

東北大学医学部産婦人科

寺　田　幸　弘
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　我々は受精における精子中心体の機能解析に関して現在までに以下の報告をした．①受精障害の原因として精子

中心体機能不全が存在する（1－3）．②精子中心体機能低下例では卵分割以降の胚発生が不良である（4－8）．③形態

異常精子では精子中心体機能が低下している（9，10）．④配偶子に化学的処理を施すことで低下した中心体機能を

補填できる可能性がある（11）．これらの検討により生殖のエラーの一因として精子が持つ細胞骨格形成機能＝中

心体，の機能異常が存在し今後のART向上のためにはその対応が必要であることを明らかにしてきた．しかし，

自然界には単為発生などの精子中心体が存在しない卵分割が存在する．そこで，我々はウシ卵子単為発生（12），

あるいは精子中心体を除去した精子核を用いたウサギICSI（13）における微小管形成を検討した．それらの検討

より卵子細胞質内にも微小管形成中心としての機能的中心体が存在し，それらは前核の移動のみならず，第一分裂

紡錘体も形成できることが明らかになった．しかし，正常精子受精時に卵子内に精子星状体が形成された状態では，

卵子内中心体の機能発現は認められない．これは精子，（機能的）卵子中心体が共存する時には卵子側が抑制され

ることを示している．現在の我々の研究の方向はヒト卵子内の機能的中心体の存在と機能，精子中心体と卵子中心

体の機能発現関連，の解明に向かっている．

①ヒト単為発生時の微小管形成

　ICSI施行時に採取されたヒト未成熟卵子で，体外培養iで成熟した卵子にionomycinと6－DMAPを用いて単為

発生誘起を加えた．本活性化誘起法では第2極体放出を伴わない前核の形成が観察された．活性化卵子を微小管脱

重合抑制剤であるTaxo1にて処理し，微小管形成の観察を容易にしたのち卵子を固定した．ヒト単為発生過程に

おいても，卵子細胞質内にfocalに微小管形成中心（機能的中心体）が存在した．

①ヒト精子中心体が複数存在したときの中心体機能発現

　ヒト精子を2個ピックアップしてウシ成熟卵子にPiezo　micromanipulatorを用いて顕微注入した．6時間後に

卵子を固定後免疫蛍光染色にて微小管の形成を観察してそれぞれの中心体機能発現が検討された．ヒト精子中心体

同士が一定の距離より離れている場合は2個の精子星状体の形成をみとめたものが多かった．興味深いことに精子

中心体が近接しているときには1個の星状体しか形成されないものは殆どであり，どちらかの機能抑制が起こって

いる可能性が示唆された．これは受精時多精子受精する生物のいくつかに認められる現象である．

1．Terada　Y　et　al．　Rep　Med　Biol　20054：179－1872．　Terada　Y　et　al．　Am　J　Repro　Immunol　200451：290－3．3，

Terada　Y　et　a1．　Arch　Androl　200349：169－177．4，　Terada　Y　et　al．　Biol　Reprod　200062：557－63．5、　Nakamura　S

et　al．　Biol　Reprod．200165：1359－636Terada　Y　et　al．　Fertil　Steril．200277：1283－4．7Terada　Y　et　al．　Mol　Re－

prod　Dev　200467：360－5．8．　Kakoi－Yoshimoto　et　al．　Arch　Androl　in　press．軌Nakamura　S　et　al，　Human　Reprod

200217：2930－34．1αRawe　V　et　al．　Human　Reprod　200217：2344－4911．　Nakamura　S　et　al．　Human　Reprod

200520：1933－1937．12．Morito　Y　et　al．　Biol　Reprod　200573：935－41．13　Morita　J　et　al．　Rep　Med　Biol　20054：

169－177．

●

●

●
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3）Microdissection　TESEによる精子採取率とICSIによる成績

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学泌尿器科

辻　村　　　晃

●

●

●

●

　1993年，閉塞性無精子症（obstructive　azoospermia；OA）患者において精巣内精子によるICSIが初めて報告

された．この報告まで，精子は精細管から精巣網を経て2週間かけて通過する精巣上体内で受精に対する成熟度を

増すものと考えられてきた．従って，精巣内精子は受精には未熟であるとされてきたわけである．しかし，精巣内

精子を用いることで挙児可能であることが認知されて以降，1996年には非閉塞性無精子症（non　obstructive　azoo－

spermia；NOA）患者においても精巣内精子採取術（testicular　sperm　extraction；TESE）が行われるようになっ

た．現状では，NOA患者に対してはTESE－ICSI以外に挙児を得る可能性はないと考えられている．さらに1999

年に，手術用顕微鏡を用いて，精子の存在する可能性が高い精細管を術中に同定し，精巣組織を採取するmicrodis－

section　TESE（MD－TESE）が考案された．このMD－TESEは，精巣内に存在するわずかな精子を見逃すことな

く確保し得る利点を有しており，これにより精巣内精子採取率が向上した．これらの生殖医療技術の進歩は，数年

前なら挙児を断念せざるを得なかった不妊カップルにその可能性をもたらすことになり，生殖医療の概念を変えた

と言っても過言ではない．ただし，これまでの焦点は，精子採取が可能となったことであり，NOA患者から得ら

れた精子を用いたICSIの成績については，あまり詳細な報告はない．特にMD－TESEにおいてはその歴史が数年

であることから，ICSIが未だ多数例ではなされていない．またNOA患者の精子は運動性が低く，これまで精子

の質については疑問視されてきた，しかし，NOA患者の精子は精巣内に存在していたとしても通常わずかである．

そのため，形態運動性がともに良好でなくても，MD－TESEで得られた精子については，最後の可能性を求め

てICSIを行っているのが現状である．この現状の中，　NOA患者に認められた精子による胚発生では，染色体異

常や遺伝子異常のリスクが高いのかを検討することは極めて意義深いものと考えられる．

　我々は2000年5月以降，大阪大学およびその関連施設で約250例のNOA患者に対してMD－TESEを行ってお

り，その約半数で精子採取が可能であった．今回，OAに対して行った従来法（simple　TESE）で得られた精子と，

NOAに対して行ったMD－TESEで得られた精子を用いたICSIでの成績を比較した．卵あたりの受精率，対周期

あたりの妊娠率，対患者あたりの妊娠率はsimple　TESEで63．2％，42．9％，613％であったのに対し，　MD－TESE

では332％，113％，17．1％といずれも低率であった．ただし，得られた精子に運動性が認められた場合の受精率

はsimple　TESEで655％であるのに対し，　MD－TESEでも57．2％と比較的良好な結果であった．問題は非運動精

子である．この場合，simple　TESEでは41．5％の受精率であったのに対し，　MD－TESEでは135％と極端に低率

となった．MD－TESEで得られる精子は非運動性のことが多く，今後，得られた精子の質についての検討が不可

欠と思われる．

　本シンポジウムでは，TESEで得られた精子を用いたICSIの臨床的成績胚発生における染色体異常や遺伝子

異常など，我々の症例を含め，これまでの報告をまとめてみたい．
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4）胚細胞質のtotal　fragmentationについて一雄核発生胚を用いた検討
●

山梨大学医学部産婦人科学教室／山梨大学医学部附属病

院生殖医療センター
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　胚のqualityの判定の指標に，割球細胞質のfragmentationの程度が用いられている．しかしながら，この細胞

質のfragmentationの発生機構ならびにその生理的病的意義については未解明な点が少なくない．この細胞質の

fragmentationには，細胞質の一部に生じるpartial　fragmentationと，細胞質すべてが細分化するtotal　fragment注

tionがあるが，その発生機構は本質的に同一と推定されている．これまで，除核未受精卵の細胞質total　fragment西

tionは，卵細胞質内に蓄積されているmRNAの一部が活性化に伴って翻訳され，生合成されたある種のタンパク

によって惹起されるものと考えられている．本研究では，この胚細胞質のtotal　fragmentationの発生調節につい

て，マウスの胚をモデルとして，雄核発生胚等を用いて検討した．

　未受精卵を人為的に活性化すると雌性単為発生（parthenogenesis，　gynogenesis＞が開始し，卵割を開始する．

一方，紡錘体を除去した未受精卵（以下，「除核未受精卵」）を人為的に活性化した場合，すべての卵においてtotal

fragmentationが生じる，この除核未受精卵の細胞質total　fragmentationは，非活性化状態では生じず，また，翻

訳抑制剤により抑制される．

　この除核未受精卵に精子頭部を注入（ICSI：intracytoplasmic　sperm　injection）したり，除核未受精卵に精子を

IVF（加ηifγo　fertilization）して受精させた場合には，　sperm　factorにより受精卵は活性化し，雄核胚は雄性単為

発生（androgenesis）を開始し細胞質total　fragmentationは生じない．　DetergentならびにDTT（dithiothreitol）

で前処理した精子頭部を除核未受精卵にICSIした場合には，人為的活性化処理を行なった後に細胞質total　fra殴

mentationを生じる受精卵数が有意に増加する，以上の実験事実から，精子頭部のみならず体細胞核には，活性化

によって除核未受精卵にtotal　fragmentationが生じる機構を抑制する因子（以下，　“FIF”：“fragmentation－in－

hibiting　factor”）が存在しているものと考えられた．

　なお，除核未受精卵に体細胞（本研究では願粒膜細胞を用いた）の核を核移植（SCNT：somatic　cell　nuclear　trans－

fer）した場合にも，核移植後の人為的に活性化により再構成胚（クローン胚）は初期発生を開始し，細胞質total

fragmentationは生じない．このことは，　FIFは精子頭部（核周囲）のみならず，体細胞核にも存在していること

を示すものと考えられた．本発表では，このFIFの特性を中心として胚細胞質のtotal　fragmentationの制御につ

いて考察する．

■

●

●
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1）Keynote　ARTにおける高齢の影響

国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科

齊　藤　英　和

●

●

●

　ヒトなどの高等動物の一生は，卵の発育に始まり，排卵，受精母体内での発育，出生，成長，成熟衰退，死

亡にいたる時間経過に沿った個体変化を遂げるが，狭義の意味での老化は成熟期以降における，個体としての機能

の衰えてゆく現象をいう．老化に伴って起きる変化の中には，生理的な変化だけではなく癌，糖尿病高血圧など

のような病的な変化を含める場合もあるが，一般には，老化変化のなかで，疾患を特定できない機能的な劣化変化

が進行する過程を指す．妊孕能の低下も老化過程の一つの表現形であり，30代後半より始まる最も早い老化現象

の表現形の一つである．

　近年のライフスタイルの変貌により，加齢が不妊診療において重要な問題となっている．高学歴思考やいろいろ

な職業に就くことにより，結婚年齢が遅くなり，子どもを持たない一生を選択したり，子どもを生むことを先に延

ばしたり，家族に占める子どもの数が減少している．

　本邦でも，年々総出産児数が減っているとともに，出産時の母体の年齢が上昇している．母体年齢で検討すると，

第1児出産の割合は，30－34歳の群では，1980年，1990年，2000年はそれぞれll．4％，155％，24．1％となり，

35－39歳の群では1．9％，34％，57％，40歳以上の群は0．2％，05％，α7％と30歳以上のどの群においても第1

児出産の割合が上昇しており，最近になるほど高齢になってから初めて児を持つ女性が増えていることがわかる．

　生殖医療においても高齢の不妊女性が増加しており，加齢を原因とする不妊に対する治療がクローズアップされ

ている．日本産婦人科学会，生殖内分泌委員会報告より，1997年，2000年，2003年にARTの治療を受けた患者

の年齢別の割合を比較すると，29歳まで年齢の患者の割合は1997年，2000年139％，139％であるのに対して，

2003年では8．5％と減少していた．また同様に，30歳から34歳の患者群においても，1997，2000年が約35％で

あるのに対して，2003年では27％と減少している．35歳から39歳の患者群は全ての年代で約35％と変化しない

が，患者年齢が40歳以上群の割合は，1997，2000年が約15％であるのに対して2003年で2a8％と明らかに高値

を示した．

これらの影響は，ARTの成績にも影響しており，今回これらのARTにおける高齢の影響を国内外のARTの成績

の報告より考察する．
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●

2）高齢者におけるARTの成績
●

東京大学医学部産婦人科

藤　本　晃　久

●

　従来，高齢不妊患者，特に40歳以上の症例ではARTをはじめとする不妊治療の成功率は一般に低いとされて

きた．しかし近年，結婚年齢の上昇に伴い，高齢不妊患者が増加し，不妊治療を行ってもなかなか妊娠に至らない

まま治療に苦慮する症例が増加する傾向にある．

　こうした症例に対して，今後不妊治療により妊娠　出産に至る可能性がどれくらいあるのか，また，初診時にす

でに高齢である不妊患者に，ARTを含めてどういった治療を進めていくか，またARTを行う場合，どういった

方法が最適であるか，といった問題に対する明確なエビデンスは乏しく，治療方針の再検討が求められている．

　こうした問題に対して，まず，高齢者におけるARTの成績を評価するためのもっとも適切な指標を決めるため，

2001年から2006年に当科において施行された全1309周期についての検討を行った．高齢不妊患者の特徴として，

妊娠率が低いことに加えて流産率が高くなることは以前より知られているが，当科においても臨床妊娠あたりの流

産率は34歳以下166％，35－39歳213％，40歳以上41．7％と，年齢とともに高くなる傾向を示した．一方，採

卵回数別の年齢分布を調べたところ，初回採卵患者のうち，40歳以上の占める割合はn7％であったが，回数が

多くなるにつれて上昇し，7回以上の採卵患者では50％以上が40歳以上であった．これは回数を重ねるうちに妊

娠率の低い高齢者が蓄積し，同じ患者が何度も治療を受けている現状を示している．従って，成績の評価として胚

移植あたりの臨床妊娠率よりは，症例あたりの分娩率で評価した方がより的確であると思われた．

　この検討に基づいて，同期間に当科において40歳以上でARTを開始した症例のうち，最終的に分娩に至った

症例とそうでない症例につき，患者背景，不妊因子等を後方視的に比較した．2001年一2006年の間に，当科にお

いて40歳以上で初めてARTを施行した症例は計118例，このうち生産に至ったか，もしくは妊娠継続中の症例

（以後，成功例と定義）は19例（16．1％）であった．成功例と非成功例について，ART開始時年齢，初診時年齢，

結婚年齢，不妊期間，夫の年齢，経妊経産回数月経周期，卵巣嚢腫および手術既往の有無，子宮筋腫および手術

既往の有無，過去の不妊治療歴，またスクリーニング検査におけるFSH値，卵管因子，男性因子の有無等に関し

て比較した．まずART開始年齢において，40歳一42歳までは，症例あたりの成功率に有意差はなかった（計19／

90，21．1％）が，43歳以上では著明に低下した（0／28，0％〉，そこで，以後の検討は40歳一42歳でARTをはじ

めた90症例に限定した．成功例では，正常月経周期（26－30日）を示す割合が有意に高く，FSH値は有意に低値

であった．また成功例は全例，初回または2回目の採卵周期，または同周期の凍結胚移植によるものであった．

　以上のことから，高齢不妊患者における成功の可否をもっとも左右するのは治療開始時点でのovarian　reserve

に他ならないことが示唆された．

●

●

●

●
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シンポジウム4

「高齢婦人におけるARTの諸問題」

3）卵子の加齢とリプログラミング

国立成育医療センター研究所生殖医療研究部

阿久津　英　憲

　20世紀後半から先進国では，出産時年齢の上昇と出生率の低下が顕著になってきた．わが国においては，合計

特殊出生率が1．3を下回り「超少子化国家」と位置づけられている．一方では，生殖補助医療享受による出生児数

は総出生児数の1％を超え着実に増加している．しかし，生殖補助医療は万能ではない．ESHRE（European　Soci・

ety　of　Human　Reproduction　and　Embryology）は，05年に生殖と加齢に関する報告として，現在の生殖補助医療

は女性が35歳以上の不妊症患者に対して限界があり，卵細胞の加齢への影響を解析する新しい研究方法の開発が

必要だと提言している．今回私は卵子のリプログラミング能力に着目し加齢個体（卵巣）由来の卵子（便宜上“加

齢卵子”とする）を評価し，解析するシステム構築にむけた戦略的プロジェクトについて報告する．

　卵子は受精により全能性をもつ受精卵となるために少なくとも3つの機能（MZT；maternal　to　zygotic　transi－

tion）が必要である．卵性転写産物の変性そして胚発生に必要な転写産物に変換させ，胚性遺伝子発現パターンを

形成させていく．卵子はMZTをスムーズに行うために，受精直後より精子核にジェネティック，エピジェネティッ

クに大きな変化をもたらす．全能性を獲得するためのこの一連のメカニズムを卵子のリプログラミングとすると，

いずれかが機能低下に陥った場合でも正常な個体発生が損なわれる．我々は，加齢卵子由来の胚盤胞より胚性幹

（ES）細胞を樹立する．　ES細胞は，受精卵に次ぐ高い多分化能性をもちつつ体外培養系で無限に増殖できる細胞

であり，種々の分子生物学的あるいは組織化学的解析など細胞内のミクロからマクロレベルまで詳細に解析可能で

ある．この加齢卵子の背景をもつES細胞を樹立することで，あらたな加齢メカニズム解析のシステムの可能性を

探る．
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■

4）高齢婦人におけるカウンセリングとサポート
●

セント・ルカ産婦人科

宇津宮　隆　史

■

　近年の生殖医療の進歩とともに，いわゆる妊娠困難例に代表される35歳以上，または40歳以上の生殖医療上高

齢に属する不妊患者さんへの対処が問題となってきた．提供卵子によるARTが認められていないわが国において

は，根本的には女性の高齢化，卵子の質の低下がその原因であり，その結果，数多くのART治療を要し，また妊

娠してもその後の流産，胎児の異常，高齢出産などの問題点が後に続く．当院のデータによると，1992年の初診

時平均年齢は30歳であったが，最近では32歳を示す．30年前は28歳であった．年々高齢化している．また，ART

の妊娠率は35歳前後に急激に低下し，40歳以上では妊娠は「奇跡的」とも言え，また妊娠しても流産が多い．毎

月のARTを整理すると，その半数が4回以上のART挑戦者であり，7割がICSIである，比較的若いART初心

者が1回または2回目のARTで妊娠卒業していく中で，高齢者を中心とした妊娠困難者はあせりやストレスを

感じており，さらにARTは保険適用されていないため，経済的にも困窮の度合いが増し，日常の生活に支障をき

たす．これらの現実からARTには3つの側面があることがわかる．1．医学・技術的側面，2．社会・経済的側面

3．心理・感情的側面である．1の医学・技術的側面はともかく，2の社会・経済的側面は結局のところ，社会が不

妊治療の関心を持ち，理解する環境をわれわれが作る努力をしなければならない．そして3の心理・感情的側面に

ついて，今回発表したい．われわれは30以上のサポート・プログラムを持ち，主にナースが中心となってそれぞ

れの発展的プログラムを企画・実行する．しかし，感情心理の問題であるがゆえ，その方面には素人であるナー

スにはそれなりに限界がある．そこで，当院では，日本生殖医療心理カウンセリング学会による研修，資格試験に

合格した臨床心理士がその際に指導を行う．不妊カウンセリングにおいては，その夫婦の歴史，生活環境経済的，

家庭的環境，特に性生活やそれに伴う心理的トラウマも関与する場合があり，非常に注意深く扱う必要がある．よっ

て，ただ単に心理学の本を読んでカウンセリングの技術をかじっただけのナースや胚培養士がそのような心理の奥

底に触れるようなことはしてはならず，専門の心理学を学んだ心理士に生殖医療の知識を加え，それらのチーム・

ワークで行うべきであろう．

　われわれは患者背景を考慮して数種類のプログラムを実行している．特にARTに3－4回チャレンジしても妊娠

しない場合，焦りが見られはじめ，不安になっていく．そこでピア・カウンセリングとも言うべき，当院のART

で赤ちゃんが授かった元患者さんに来ていただき，現在ARTに取り組んでいる患者さん数名に自分の経験，対処

法などを話す会を設けている．これは患者さんにとってよく似た経験をしてきた元患者さんの話であるから非常に

受け入れやすいという面がある．次に，いわゆる高齢患者さんに対してはクローズドの会を試みている．10人前

後のグループで毎月会合を持ち，それぞれが思いのたけを話し合う．この時，ナースや心理士は最小限の人数が部

屋の端に控えており，時には会話が順調に進むよう，ファシリテーターの役割を果たすこともある．これは回を重

ねていくうち，深く意味のある内容に変化していくことがわかる．そしてこのようなグループを次々に計画し，現

在第5グループ目が発足している．そして今では第1のグループはそれぞれの生き方を選択し，将来に向かってソ

フトランディングしている．われわれ生殖医療従事者は，ただ単に「妊娠」を目標にするのではなく，中には子供

のいない生活を選択せざるを得ない場合もあることを考慮し，患者さんそれぞれが最後にはこの治療経験が夫婦に

とって意味のあるものであったと確認できるようなサポートをしなければならない．

●

●

●
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●

ワークショップ

「ラボワークの基礎」

●
1）ラボワークにおける改善と工夫（特に初心者エンブリオロジスト教育について）

京野アートクリニック

中　條　友紀子

●

●

●

●

●

●

目的：

　培養室の環境管理やART手技の解説書は比較的容易に入手可能であり，実技研修を受ける場も多くなってきて

いるように感じられる．しかし，実際に胚や精子を操作するエンブリオロジストの教育という観点からすると情報

量が少ないように思われる．当院のエンブリオロジストの人数は数年前と比較すると倍以上になっており，指導者

の立場にいるスタッフよりも被教育段階にいるスタッフの方が多い状態である．そこで如何に初心者エンブリオロ

ジストの質的向上を図ってきたか，我々の教育のあり方について経験してきたことを述べてみたい．

教育体制：

　当院の教育体制としてエンブリオロジストを2つのグループに分けて行動している．

各グループにリーダーと副リーダーを決め，各リーダーの上に培養部主任という体系図を作成し指揮命令に役立て

ている．培養部主任が施設長（院長）との意思伝達を行っている．

　作成した各工程の到達度の評価は両グループのリーダーが判定し定めた合格点に達しておれば次のステップに進

むシステムである．主任やリーダーが統一した基準をもつため，トレーニング項目ごとにトレーニング内容と合格

ライン，不合格時の対応を設定した．

　エンブリオロジストは勤務内での自由時間を捻出してリスト項目をクリアするため，各自で手技の上達に努めて

いる．トレーニング全てに関して記録をとり，各エンブリオロジストの進行具合は各リーダーと副リーダーがチェッ

クしながら指導している．このことが，主任だけでなくリーダーや副リーダーも指導する立場であるという自覚が

生まれ，良い緊張感が生まれた．また，被教育者も誰に指導を受けるべきか明確になり，まず質問する事項を明確

に上司に連絡できる体制にも繋がった．

教育カリキュラム期間：

　ART未経験者が入職した場合，入職から1年半から2年ほどかけて全てのART工程の生物学的基礎知識や手

技を習得するカリキュラムに従って教育している．最初の数ヶ月は出来るだけ早くクリニックの職務内容を理解さ

せるため，月1度の外部講師によるART全体に関する講義を受講，また毎月，1回以上当クリニックの勉強会に

参加する．内容は配偶子，受精，ホルモン，妊娠などの高度生殖医療に関する基礎知識の習得度を高める他，技術

手技の到達度を把握するための内容を加味して決めている．半年から1年で実践を想定した各種様々な手技の習得

を図り，より実践的な手技度を高めていく．各工程において院内試験を課し，さらに教育の幅を広げて最終的には

1年半から2年後に臨床に独り立ちできることを目標にしている．

カリキュラム内容：

　基礎知識を得るため，不妊学級を始め生殖基礎知識の習得は上述のごとくであるが，半年はラボマニュアルに沿っ

た機器材の管理運営が毎日良好に作動しているか否かのチェックを義務づけ，採卵，胚観察，移植時にリーダーの

下で見学しながら記録等の補助作業を行う．ピペット作製の練習，採卵後の破棄材料を用いて顕微鏡操作などを習

熟していく．精子処理など除々に臨床面の仕事を導入し，採卵現場に立ち合わせていく．半年から2年目にかけて

各自の進行具合により実際の検卵，胚評価，凍結，ICSIの実際などに内容を高めていく．

今後の課題：

　エンブリオロジストの人数が増えたことで仕事の幅が広がることは良いことであるが，恒常的に業務内容のレベ

ルを保持するためには，絶えずエンブリオロジスト教育に関心を寄せていなければならない．今回は初心者のトレー

ニングのあり方について我々の取り組みを紹介したが経験者へ更なるモチベーションを如何に高めるかが課題とし

て残る．
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●

2）培養液開発側から見たラボワークへの提言
●

扶桑薬品工業株式会社研究開発センター

八　尾　竜　馬

●

　体外に取り出された配偶子は非生理的な環境下に置かれることで様々なリスクを負う．特に卵子や胚は感受性が

高く，培養環境の変化は生命にかかわる大きなストレスになり得る．そのため，良好胚を得るには気相やpH，温

度，インキュベーター，光線培養液量，ミネラルオイルの質などの環境管理が重要となる．例えば，哺乳動物の

生殖器内酸素濃度は1．5～8％であり空気中の濃度と比較して著しく低く，生体内の胚はかなりの低酸素条件下に

あると考えて良い．インビトロで胚を培養する際も，5％程度の低酸素条件下で培養することが望ましい．また，

培地のpHや温度は細胞機能の調整因子である細胞内水素イオン濃度や紡錘体の安定性を変化させ，胚発育に影響

を与える．そのため，最適なpHや温度を維持できるようインキュベーター等のモニタリングが必要である．光へ

の暴露は活性酸素を増加させ，胚発育に悪影響を与えるので，紫外線吸収膜等が使用される．さらに，微小滴培養

法に用いられるミネラルオイルは，その品質が培養成績に影響を与えるため，高純度のものを選択し使用する必要

がある．このように胚に与えるストレスを最小限に抑えるため，各施設において工夫がなされている．

　一方，培養液もARTにおいて重要な因子である．培養液は体外での配偶子や胚の維持や発育に欠かせないもの

であり，移植後の着床率や妊娠率，胎児の発育に影響するため慎重に選択する必要がある．培養液の性能は，培養

液中の成分や浸透圧により左右される．また，配偶子や胚に悪影響を及ぼすエンドトキシンや血清・血清アルブミ

ン等に含まれる不純物の存在も考慮しなければならない．

　培養液に含まれる成分は電解質やエネルギー基質，アミノ酸EDTA，血清もしくは血清アルブミン，抗菌剤な

どが挙げられるが，これらの成分はいずれも胚発育に重要な役割を持っている．例えば，電解質は浸透圧や細胞内

の酸塩基平衡の調整，細胞内情報伝達，遺伝子の転写調節，酵素反応，代謝，エネルギー運搬，タンパク質の機能

発現などに影響を与え，生命維持に重要な働きをしている．エネルギー基質であるピルビン酸や乳酸は，主に初期

胚のエネルギー源として利用される．グルコースは初期胚ではあまり利用されず，胚性ゲノムが活性化される後期

胚において主要なエネルギー源として利用される．アミノ酸は胚に対して抗酸化作凧浸透圧調整細胞内pH調

整，生合成の前駆体，エネルギー源などの様々な作用を有し，胚に有利に働く．EDTAは活性酸素の発生源とな

る2価の金属イオンとキレートを形成し，活性酸素の生成を抑えるとともに解糖系酵素を阻害することにより初期

胚の発育に有利に働く．血清・血清アルブミンは抗酸化作用や解毒作用，吸着防止作用により胚を保護する．以上

のように培養液成分各々が特有な働きを持つことで，胚発育に協調的な効果を発揮する．

　各培養液成分がどのような目的で添加されているのかを知ることは，培養液を選択する上で重要である．そこで

本講演では各成分がいかに配偶子や胚に作用するかを概説する．また，培養成績に影響を及ぼす培養液成分以外の

因子についても言及したい．

●

●

●
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ワークショップ

「ラボワークの基礎」

●
3）米国のエンブリオロジスト：臨床成績を支える日常業務とは

医療法人愛生会　扇町レディースクリニック

朝　倉　寛　之

●

●

●

　ARTの実施開始より約四半世紀を経過した米国では，1996年より2004年にかけてARTの年間実施周期が

64681周期から127977周期に約倍増し，2004年に49458人のART児が誕生した．その間，新鮮胚および凍結胚

移植周期の妊娠率はそれぞれ21％，47％向上し，この治療効率の上昇はいずれの年齢層においても実現されてい

る．同期間に，胚移植において4個移植の割合が全体の62％から21％に減少したが，3個移植が23％より32％

に増加したこと，および単一胚移植が8％にすぎず多胎出産率が33％と依然高値であることは米国生殖医療界の

大きな課題である．しかしながら，ART妊娠効率が漸増傾向にあることと，施設の周期数の大小に関わらず同等

であることは，米国のARTにおいて医療のQuality　ControlとQuality　Assuranceが良好に機能していることが

考えられる．

　米国においては本邦と同様にエンブリオロジスト職は国家資格ではないが，約450箇所のARTプログラムは連

邦法に従って治療結果をSART（Society　for　Assisted　Reproductive　Technology）に報告し，無作為に事業現場

の査定を受ける．米国では約1400名のエンブリオロジストが業務に従事すると推定されるが，ASRM（Americann

Society　for　Reproductime　Medicine）ガイドラインではART培養室はHCLD（High　Complexity　Laboratory　Di－

rector）またはABB－ELD（American　Board　of　Bioanalysis　Embryology　Laboratory　Director）の認定を受けた

責任者によって運営される必要がある．また，精液検査とホルモン検査はCHA88（Clinical　Laboratory　Improve－

ment　Act　of　1988）という臨床検査に関する連邦法に従って品質管理活動を常時実施することを求められる．2年

に一度，ART施設はCHA88への遵守状態について現地査察を受け，不十分である場合，検査免許の制限や罰則

を受ける場合がある．1992年に制定された「不妊クリニックのART成功率とその認定に関する連邦法」によって，

すべてのART施設は，周期個別の内容と治療結果をASRMの外郭団体であるSART（Society　for　Assisted　Repro・

ductive　Technology）にオンライン登録を義務付けられ，その結果は毎年，施設別に一般に公開される．2006年

よりART培養室はヒト由来の「移植」細胞および組織を産生する施設と見なされ，　FDAの規格を遵守すること

も求められるようになり，ラボ業務が更に複雑，煩雑化することとなった．当シンポジウムにて，米国のART施

設に課せられた品質管理業務と規制の紹介を中核にARTの質向上に関する提言を行う．

●
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「ARTにおける排卵誘発法の再評価」

●

1）Keynote排卵誘発・卵巣刺激一〇verview　2007一
●

埼玉医科大学産婦人科

石　原　　　理

●

　ARTにおける排卵誘発・卵巣刺激（OI／COS）において，選択する薬剤とその使用方法がきわめて重要である

ことはいうまでもない．それは主に「採卵数」や「獲得良好胚数」などがART成績を評価するためのサロゲート

マーカーとして用いられてきたことによる．また，治療対象女性の高齢化をとりあえず考慮しないにしても，これ

らの指標はエンドポイントである「臨床妊娠率」や「挙児率」と，必ずしもいつも並行するわけではない．しかし，

いずれにしても，これらは常に「胚移植あたり」，あるいは「卵巣刺激周期あたり」などの成績として提示され，

評価比較されてきた．

　ところが最近，ART成績評価のエンドポイントとして，たとえば「治療1年以内に満期産で生児を得た確率」，

また，「一人の生児を得るためにカップルが要した費用」，「満期産単胎妊娠で生児を得た確率」などを設定する検

討が行われている．これらは，ARTが不妊治療として定着し，その成績が安定したことから，より実際的で治療

を受けるカップルの要望に見合った成績評価と比較が必要になってきたことによると考えられる．また治療の際に

は，「安全・確実」で「女性の負担の少ない」治療であることを最優先しなければならない．

　このような条件を満たすために，当然のことながらARTに伴うOHSSや多胎妊娠は，その発生を極力防がねば

ならない．単胚移植が，このトレンドの中心にあることもいうまでもない．つまり，その結果，ARTにおけるOI

／COSの「目標」と「方法」が著しく変化してきた．

　すなわち，15年前の1992年におけるOI／COSの目標は，短距離走のようにそれほど遠くない「良好卵子をいか

に多数採卵できるか」にゴールラインが設定されていた．しかし，2007年には，5000メートル競争のようになり，

最終的にカップルが生児を得るまでのペース配分まで考慮する必要がある．この文脈で将来を考案すると，ART

により生まれた子どもたちが，みずからの子どもたちを持つところ，つまり世代交替の次サイクルまで，成績評価

のエンドポイントを延期し，ほとんどマラソン化する可能性すら考慮しておく必要がある．

　本講演ではKeynoteとして，排卵誘発法を再評価するための遠近さまざまな視点，さらには収敵的また鳥鰍的

視点の可能性を提示し，各エキスパートの発表をより豊かに理解するための助けとしたい．

●

●

●
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オルガノン　スポンサードシンポジウム

「ARTにおける排卵誘発法の再評価」

●
2）ARTの卵巣刺激に対するrecombinant　FSHの再評価

自治医科大学医学部産科婦人科学講座1，

自治医科大学附属病院生殖医学センター2

柴　原　浩　章12

●

●

●

　ヒト由来ゴナドトロピン製剤の臨床応用の歴史は，1958年にGemzellらがヒト下垂体から抽出・精製したhPG

（human　pituitary　gonadotropin）を，また1960年にLunenfeldらが閉経期婦人尿中に多量に含まれるhMG（human

menopausal　gonadotropin）を用い，優れた排卵誘発効果を発表した頃に始まる．その後今日に至るまでゴナド

トロピンは排卵誘発法，あるいはARTの卵巣刺激法に不可欠な存在である．

　しかしながら，これら生物由来原料から抽出されるゴナドトロピン製剤には，安定供給の点，あるいはクロイツ

フェルト・ヤコブ病の発生など，種々の限界が指摘されるに至った．そこで遺伝子工学の進歩により開発されたre－

combinant　FSH（recFSH）の臨床応用に期待がかけられた．すなわち1975年にFSHのα一subunitとβ一subunit

の構造が明らかとなり，1988にはrecFSHの生産に成功し，海外では1995年にその販売が承認されたのである．

　従来の製剤と比し，recFSHの特色は安定性（ロット差，供給面）と安全性（不純物がない）にある，1992年に

recFSHをARTの卵巣刺激に用いて初めての妊娠例が報告されて以来，世界市場においてrecFSHの使用量は著

しく増加した．本邦では2005年に承認され，そのシェアは拡大しつつある．

　recFSHと尿由来のFSH（urinary　FSH；uFSH）の臨床効果を比較した現在までのメタアナリシスによると，

両者の間に妊娠率・生産率・自然流産率・多胎妊娠率・OHSS発生率に有意差を認めていない．しかしながら

recFSHの使用により，卵子の数およびqualityに関しては良好との報告があり，今後recFSHはARTの質的向

上に貢献する可能性を秘める．われわれの使用経験からも，ARTにおける卵巣刺激において，　recFSHとuFSH

の間に採卵数・受精率・分割率・良好胚獲得率・妊娠率に有意差を認めていない．

　なおrecFSHは皮下注射も可能で，海外では自己注射も容認されている．その自己注射の普及以後も，安全性を

損なわずコンプライアンスの改善に有用と再認識され，本邦においてもクライアントの利便性を考慮するならば，

是非導入が必要な時期に来ていると言える．
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●

3）OC　Pretreatmentの有用性について
●

医療法人三慧会　IVFなんばクリニック

奥　　　裕　嗣

●

　患者の卵巣予備能を考慮したtailor　madeな卵巣刺激を実施し，良好胚を得ることは，　IVFの成績向上に非常に

重要な役割を果たすと考えられる．

　経口避妊薬（OC）をIVF前周期に負荷することにより月経開始時のFSH，　LH，　E、値の低下や卵胞径の同調を

起こす．また黄体期からのFSH値上昇や早期卵胞発育を抑制し，卵巣環境を最適化することが可能であると考え

られる．

　海外ではIVF前周期経口避妊薬（OC）負荷が卵胞発育やIVF成績にどのような影響を及ぼすかについて多数

報告されている．Biljanらは，　IVF治療施行下83名を対象としたOC投与群とOC非投与群の無作為化比較試験

を行った結果，OC投与群でDay3におけるbaseline　cystが有意に少なく（OC投与群；0個，非OC投与群；27

個，P＜OOOI），　GnRHアゴニストの使用期間も有意に短かった．また，卵巣刺激期間が短縮され，　hMG総投与量

も少なかったと報告している（Fertil　Steril，70（6），1063，1998．）．同様に1997年ASRMでは，　OC投与群は非

投与群に比べて卵巣刺激期間が短縮，hMG総投与量が減少し，採卵数と受精率が有意に高く，ピーク時の血中E、

値はOC投与群で有意に高値であり，　GnRHアゴニスト投与10日目のbaseline　cystは，　OC投与群で0％，非投

与群では24％であった．またOC投与群では月経E、抑制（50pg／ml以下）とも100％で認められ（非OC投与

群ではそれぞれ86％，62％），アンドロゲン値が有意に低く，テストステロンも低値の傾向を認めたと報告されて

いる．（Gelety，　ASRM　abstract　O10，1997．）．またクロミフェン＋hMG療法にOCを併用投与した群（181周期）

と非OC投与群（113周期）を比較した試験では，　OC投与群でキャンセル率，　LHサージ発生率，　hMG総投与量，

流産率が低い傾向を認め，逆に，採卵数は有意に高く，妊娠率も高い傾向が認められた．（Gonen，　Fertile　Steril，53

（2），282，1990．）．さらに卵巣低反応患者60例にOCを使用した報告では，　OC投与群で卵巣刺激期間が短縮hMG

総投与量が減少する傾向が認められた．またピーク時のE、値，採卵数の増加傾向があり，キャンセル率が低い傾

向を認めた（Lindheim，　J　AssistReprod　Gene仁13（9），745，1996．）．以上から，治療前周期のOC負荷は非OC投

与群と比較して卵巣刺激期間の短縮，hMG総投与量の減少，ピーク時のE、値の上昇，卵胞数採卵数の増加，受

精卵数，妊娠率の上昇が示唆された．

　我々はIVF前周期に第1世代の中用量ホルモン剤（ノアルテンD）と近年使用可能となった第3世代の低用量

ホルモン剤（マーベロン）を使用し，使用例と非使用例の臨床成績を比較している．そこで今回のシンポジウムで

は前周期経口避妊薬（OC）負荷がIVF成績に及ぼす影響について各刺激方法別の結果，　OCの種類による結果の

相違について海外の結果と比較しながら報告する．

●

●
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4）当院における排卵誘発法の検討
●

セントマザー産婦人科医院

永　吉　　　基

●

●

●

●

●

　生殖医療技術の妊娠率には，卵子の質が関与し，卵子の質を左右するのは，排卵誘発法である．GnRHアンタゴ

ニストやrecombinantFSHの登場により，多種多様の排卵誘発法が行われるようになったが，必ずしも妊娠率向

上に反映していない．卵子の質は排卵誘発法のスタート時に決まっているのではないかと考えられ，いかにその症

例にあった排卵誘発法を行うかが決め手となる．今回我々は，月経周期3日目のE2，　FSH，胞状卵胞前処置の

有無等について検討した．

　月経周期3日目のE2，　FSHについて調べてみると，　E2は70pg／m1未満，　FSHは15mIU／ml未満の群は以上の

群に比べ卵胞数採卵数受精数分割胚数が多い結果になった．採卵数においてFSH15mIU／ml未満114個以

上58個と約2倍違い，FSHはE2よりも卵の質に関与するものと考えられた．

　月経周期3日目に両側卵巣の胞状卵胞（Antral　follicle：AF）を観察する．　AFが少ない程高齢で，数とともに

卵胞数採卵数受精数分割胚数が多くなった．次に大きさの揃った，10mm以下をGood（G），不揃で10mm

以上を含んだ大小のあるものやAFが不明瞭なものをpoor（P）とすると，　G群の方が卵胞数採卵数受精数が

多い結果となった．AFが均一になることは，ホルモン環境が安定し，移植後の子宮内膜や黄体期のホルモン状態

を改善し妊娠率の向上につながる．

　AFを均一にする方法として，排卵誘発前周期に①カウフマン（プレマリン＋ヒスロン）②ピル（マーベロン・

ドオルトン）③黄体中期プレマリン④，①②の途中よりGnRHアゴニストの併用（long法）がある．年齢別では

a，34歳以下：カウフマンのヒスロン3日目からスプレキュアのlong法（ヒスロン3），ドオルトン10日目よりの

スプレキュアのlong法（ドオルトン10），　b，35～39歳：マーベロン，ヒスロン3，　c，40歳以上：カウフマンが

良い結果となった．②卵胞数を5個未満，10個以上の群に分け検討すると，ドオルトンは全年齢通じて良く，34

歳未満10個以上ではヒスロン3，ドオルトン10が良い結果となった．一方，40歳以上10個以上の群ではどれを

行っても差がでなかった．

　前処置の有効な場合は①月経周期3日目のE2，　FSHが上昇している時②AFが10個以上と多い例：特にPCOS

（多嚢胞性卵巣症候群）③排卵開始時にcystがある時④月経不順の時であり，無効あるいは有害なのは，若年者で

月経が順調であったり，AF数が5個未満と少ない時であった．

　加齢に伴い卵子の数や質は低下し，妊娠率は低下し，流産率は上昇する（40歳以上の妊娠率は対周期あたり

24．7％，流産率60％．前処置後妊娠率333％流産率37．1％）．高齢者の場合，胞状卵胞数が多い時には前処置を行

い，良好胚が得られるなら全胚凍結し，自然周期に胚移植する．AFが多い例では，カウフンマンあるいはドオル

トン＋short法が有効であった．　AFの少なく，月経が順調な症例には前処置を行うと，卵胞数が減少し逆効果で

あった．

　PCOSでは，　AFを減らすため①前周期に1～2クールカウフマンなどの前処置を行う②GnRHアンタゴニスト

を使用する．OHSSが予想される場合には全胚凍結を行い，自然周期やホルモン補充周期に移植する．

　個々の症例に対してどの排卵誘発法を選択するかは，その妊娠率を大きく左右する．当院ではAFを観察し，前

処置，排卵誘発剤，GnRHアゴニスト，アンタゴニストをどのように使うか，いまだ一定の法則をみつけるには至っ

ていない．今後さらなる分析を行い，個々の症例にあった排卵誘発法を見い出していきたい．

●
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「ARTにおける排卵誘発法の再評価」

●

5）Low　Responderに対するUltra－minimal　Stimulation
●

加藤レディスクリニック

竹　原　祐　志

●

目的：現在一般的に行われている体外受精は，費用，時間，筋肉注射による痔痛等たくさんの負担を患者に強いて

きている．　我々はクロミフェンと少量のhMGを用いた最小限の排卵誘発方法と，完全自然周期における体外受

精を行ってこれらの問題に取り組んできた結果良好な成績を得てきた．しかし，遠方者や仕事や育児を持つ患者に

とってはなおも制約が大きいという意見があり改良を求める声がしばしば見受けられている．そこで我々は筋肉注

射薬のhMGを敢えて点鼻投与する方法により，最小限のhMG製剤の投与量，患者の筋肉注射もしくは皮下注射

の苦痛からの開放，通院が不要な自己点鼻による時間負担の著しい緩和を行うことができたのでここに報告する．

また，クロミフェンとhMG筋肉注射で4回体外受精に失敗し，　nasal　hMG　sprayで新鮮胚移殖での妊娠に一度不

成功後，凍結胚盤胞で妊娠に至った例を紹介する．

対象：

研究1：hMG　nasal　spray使用の有効性の検討：

　2007年3月1日から2007年4月28日までに当院で体外受精を行った患者を対象とした．排卵日当日もしくは

直前で全ての投薬無しに受診した患者は完全自然周期体外受精をおこなったため対象外とした．対象者はA群：

クロミフェン単独投与群；857周期とB群：hMGスプレーとクロミッドの併用群893周期に分けた．　B群はさら

に以下の4群に分かれた．B－PG6群：パーゴグリーン150単位3本を生食6mlで希釈して点鼻薬として使用；114

周期，B－PG8群：パーゴグリーン150単位3本を生食8mlで希釈点鼻薬として使用；159周期，　B一日研6群：日

研hMG100単位3本を生食6mlで希釈して点鼻薬として使用；94周期，　B一日研8群：日研hMGIOO単位3本を生

食8mlで希釈して点鼻薬として使用526周期．全ての群において月経3日目からクロミフェン1錠／日を開始し，

採卵2日前のGnRHスプレー投与まで継続した．　Nasal　hMGスプレー群は月経4日目から一日3回朝，昼，晩に

左右の鼻にスプレーを使用し，GnRHスプレー当日朝まで行った．

研究2：年齢別hMG　nasal　spray有効性の検討：

●

●

分割胚獲得率

22－37才 無し 有り total ％

cloのみ 151 262 413 634

SF－SET 170 124 294 422

sp「ay 110 198 308 643

38－43才 無し 有り total ％

cloのみ 209 248 457 543

SF－SET 131 87 218 399

spray 336 504 840 60．0

44才以上 無し 有り total ％

cioのみ 168 136 304 447

SF－SET 86 25 111 225

sp「ay 118 196 314 624

p〈00001（cloのみvs　SF－SET）

p〈OOOO1（spray　vs　SF－SET）

p〈O．0001（cloのみvs　SF－SET）

pく00001（spray　vs　SF－SET）

　　　　　　　　　　　　　　　pく00001（cloのみvs　SF－SET）

　　　　　　　　　　　　　　　p〈00001（spr日y　vs　SF－SET）

　　　　　　　　　　　　　　　p〈O．0001（spray　vs　cbのみ）
SF－SET＝Slngle　Follicle　Slngle　Embryo　Tra田fer＝完全自然周期体外受精

●

●

　さらに症例が増えたので2007年3月1日から2007年5月31日までの期間でhMG　nasalスプレーの年齢別効果

を検討した．

　2007年3月1日から2007年5月31日までの期間で22歳から37歳群，38歳から43歳群，44歳以上の3群に

分けて，クロミフェン単独投与群（Cloのみと記載），完全自然周期（SF－SETと記載）群，　nasal　hMG　spray群
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●

●

（sprayと記載）の採卵率，分割胚獲得率，移植あたりの妊娠率を検討した．

結果：

研究1：hMG　nasal　spray使用の有効性の検討：

　A群：クロミフェン単独投与群，B－PG6群，　B－PG8群，　B一日研6群，　B一日研8群の各群において，採卵率：

698％，825％（p＝0004），7仕7％（p＝0005），79B％，76β％，移植あたりの妊娠率：2α3％，23．1％，226％，184％，

155％であった．有意差検定はt検定を用い，クロミフェン単独群に対するhMGスプレー群との比較でおこなっ

た

研究2：年齢別hMG　nasal　spray　有効性の検討：

●
まとめ：移植あたりの妊娠率には有意差が生じなかったが，採卵数，採卵率，成熟卵数，分割卵数E2値におい

てhMGスプレー群に有意に良好な差が生じる群があり，　hMGスプレー群の年齢がクロミフェン単独群より高い

ことも含めて，鼻へ噴霧した極微量と思われるhMGが体内に吸収されて作用していると思われた．また，内膜に

対する影響は見られなかった．

　年齢別の検討において採卵率はnasal　hMG　spray群が他の2群よりも優れている傾向が有り，特に44歳以上の

患者には有意に高い有効率が示された．分割胚獲得率では全ての年齢でnasal　hMG　spray群の成績が上回ってい

た．しかし，移植あたりの妊娠率では44歳以上の年齢の新鮮胚移植の妊娠例は認められなかった．

　体内ではFSHの律動的な分泌が卵胞発育を促していると考えられている．従来不可能と考えられてきたhMG

の鼻腔投与の有効性が示唆されたことにより，注射を行わなくても1日3回のhMG刺激により体外受精を行える

と考えられた．また，症例数はまだ少ないが，low　responderと考えられる症例にnasal　hMG　sprayによる妊娠例

が出てきており，今後最適な条件を模索してより完全な卵胞誘発のシステムに移行していきたいと考えている．

●

■
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「PCOSの新しい動向」

■

1）Keynote新しい日産婦学会のPCOS診断基準（2007）
●

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部女性医学

分野

苛　原　　　稔

●

　本年4月に本邦におけるPCOSの診断基準が改訂された．これまでは，日本人のPCOSでは多毛，肥満，男性

ホルモン高値などのアンドロゲン過剰は少ないので，LH分泌異常を重視した診断基準が使用されている，しかし，

LHの測定には用いる測定系では数値が異なること，また，変異LH症例などが存在し，　LH高値を正確に判定で

きない場合がある．また，超音波による卵巣所見にも一定の基準はなかった．さらに，アンドロゲン過剰を重視す

る外国の診断基準との整合性も問題であった．2004年に発表されたASRM／ESHRE共同のPCOS診断基準では，

排卵障害，高アンドロゲン，超音波による卵巣所見（2～9mmの小卵胞が12個以上，または卵巣体積10mm3以

上でPCOと判定）の3項目が用いられている．

　これらの状況を踏まえて，日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会（平成17－18年度委員長：水沼英樹教授）で

は，全国調査を行って日本女性のPCOSの現状を調査し，日本女性のPCOSの特徴と外国の診断基準との整合性

を検討し，新しい診断基準を設定した．この新基準は，2007年4月に公表され使用が開始された．その基準の特

徴は，1）月経異常，2）超音波診断で多嚢胞3）アンドロゲン過剰かLH高値のすべての項目を満たすもので

あり，アンドロゲン過剰の意義を考慮した基準となった．また，診断にあたって注意すべき留意点，例えばホルモ

ン測定の時期やキットの違い，PCOの判定基準，除外基準などを「注」として掲載した．この新基準は，前回の

基準に比較して欧米の基準に近似し，より使用しやすくなっており，日本におけるPCOSの患者管理や原因究明

に寄与するものと考えられる．

●
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● シオノギ　スポンサードシンポジウム

「PCOSの新しい動向」

2）PCOSと代謝異常
●

熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野

大　場　　　隆

●

●

●

　性成熟期女性における月経異常や不妊の主要な原因のひとつとして捉えられてきたPCOSは，インスリン抵抗

性を中心とした代謝異常疾患でもある．インスリン抵抗性は，血中に十分なインスリンが分泌されているにもかか

わらず十分な血糖調節作用が発揮できない状態で，PCOS患者の半数以上はインスリン抵抗性を示すとされるが，

その頻度はインスリン抵抗性を評価する基準によって異なる．最近，一部のPCOS患者でインスリン受容体βサ

ブユニットのセリン残基がリン酸化されていることが報告された．このようなインスリン受容体（PCOS－Ser　IR）

ではインスリンによる情報伝達が部分的に阻害されており，インスリンによるグルコース取り込みが阻害される

いっぽうで黄膜細胞におけるアンドロゲン産生やLH上昇は維持され，　PCOSの病態が惹起される．インスリンは

願粒膜細胞のアクチビンやエストロゲン産生を促し，英膜細胞においてはアンドロゲン合成に関与する因子や酵素

の発現を惹起するとともにインヒビンB合成を促進し，これが下垂体のFSH分泌を抑制して，相対的にLH優位

のゴナドトロピン産生を惹起する．またインスリンは肝におけるステロイドホルモン結合グロブリンやIGF結合

蛋白の合成を抑制し，遊離テストステロンや遊離IGF－1の相対的増加を招いてこれらの因子の作用を増強する方

向に働く．このようにインスリン抵抗性を起点としてPCOSの発症を一元的に説明することが可能であるが，イ

ンスリン抵抗性は，肥満とは独立したPCOS発症因子のひとつと捉えるべきであろう．こうしたインスリン抵抗

性を本体とする疾患にHAIR－AN症候群がある．　HAIR－AN症候群（高アンドロゲン血症HyperAndorgenism，

インスリン抵抗性Insulin　Resistance，黒色表皮腫Acanthosis　Nigricans）は1980年代以降に内科領域で注目され

はじめた．これまでに提唱されたHAIR－AN症候群の診断基準はPCOSを除外項目に含んでいるものが多いが，

2003年にESHRE／ASRMが提案したPCOSの診断基準に従えば，殆どのHAIR－AN症例はPCOSと診断される

ことになる．PCOSとHAIR－ANは互いに独立した疾患単位であるのか，一部がオーバーラップしているのか，

あるいは多様な疾患の集合体であるPCOSの中にHAIR－ANが包含されるのか，今後の検討が必要であろう．

●
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日生殖医会誌52巻4号

●

3）PCOSにおける卵巣形態と内分泌動態の関連性
●

滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座

高　橋　健太郎

●

　PCOSは卵巣の多嚢胞性変化に内分泌学的異常およびその結果としての様々な臨床症状を伴った複雑な病態であ

り，診断基準も卵巣の形態学的変化に基づくものと，内分泌異常からのアプローチが考えられる．本邦に於ける

PCOSの診断基準は1993年の日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会の提案（月経異常，　LHの基礎分泌値が高

値でFSH値は正常範囲，超音波断層法で多数の卵胞の嚢胞状変化の3つの必須項目をすべて満たす症例がPCOS

である）が昨年まで使用されていたが，2003Rotterdam　Consensus　Meeting（2003年に欧州ヒト生殖学会（ESHRE）

と米国生殖医学会（ASRM）とでPCOSの診断基準に関する合同カンファレンスをRotterdamで開催し，作成し

たPCOSの新しい診断基準）との整合性を考慮し，今年，新診断基準（月経異常，多嚢胞卵巣，血中男性ホルモ

ン高値またはLH基礎値高値かつFSH基礎値正常の3つの全ての項目を満たす症例がPCOSである）が決定され

た．ESHRE／ASRM　2003は卵巣所見を新たに採用し，男性ホルモン過剰がなくともPCOSと診断できる広い基準

を採用した点が目に付くが，本邦では1993年の診断基準でも既に卵巣所見を採用していた．しかし，超音波画像

上の卵巣形態は多数の卵胞の嚢胞状変化という漠然としたものであった．今回，日本産科婦人科学会生殖・内分泌

委員会が施行した全国アンケート調査の成績（94施設からPCOS症例1ρ09例を含む2，304症例の回答）をみても，

卵巣の超音波所見は小卵胞の数と小卵胞のサイズの客観的基準が必要であるという意見が1／3に認められている．

　本シンポジウムでは，不妊内分泌外来を受診した21歳から34歳までの婦人104名を対象とし，一般臨床の場で

頻用されており，手技が簡単で非侵襲的で卵巣の詳細な観察が可能である経膣超音波断層法を用い，この方法によ

る卵巣の形態変化が病理組織学的変化を反映しているかどうかを検討し，次に，経膣超音波断層法による卵巣の形

態学的変化と内分泌学的異常および臨床症状との関連性を調べ，経膣超音波断層法によるPCOSの画像診断の診

断的意義を検討した．さらに，この画像診断法がPCOSの治療効果判定の一指標となりうるかどうかも検討した．

また，この画像診断法の妥当性を検討する目的でprospectiveに各種治療方法での比較検討を行った．その結果，

PCOSの経膣超音波断層法による小嚢胞は病理形態学的にも卵巣組織の閉鎖卵胞をほぼ正確に反映していた．経膣

超音波断層法を用いた卵巣形態の評価はPCOS患者における病態の進行度の推察が可能であり，経膣超音波断層

法を用いた閉鎖卵胞数によるPCOSの診断は治療効果をよく反映し，経膣超音波断層画像上で一側卵巣に径2－9

mmの小嚢胞が10個以上存在する事が診断的にも治療的にも一つの分岐点であることがわかった．

　最後に，ESHRE／ASRM　2003のPCOSの診断基準となった卵巣所見と本邦のPCOS婦人における卵巣所見につ

いても言及する．

●

●
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4）PCOS例に対する排卵誘発
●

東京大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座

久　具　宏　司

●

●

　PCOSは，月経異常，多嚢胞卵巣，血中男性ホルモン高値または血中LH値の高値を診断上必須とする症候群で

ある．排卵障害による不妊症を伴うことが多く，本症候群自体の発生機序が明確でないため不妊に対する治療も決

め手がなく，種々の方法が試みられている．中枢を刺激するためにまずクロミフェン療法が行われ，無効例に対し

てはゴナドトロピン療法が試みられる．LH／FSH比が高値であることからFSH含有量の多いゴナドトロピン製剤

が選択され，成績の向上をみる場合がある．また，高値であるアンドロゲンのプロフィールにより，これらの排卵

誘発療法にドパミン受容体作動薬やプレドニゾロンを併用することもある．ゴナドトロピン製剤による卵胞の多数

同時発育を防ぐためにGnRH律動的投与を併用したり，内因性ゴナドトロピン不均衡を完全に是正するために

GnRHアゴニスト製剤を予め使用してからゴナドトロピンを投与することもある．外科的治療として，歴史的には

卵胞数を減少せしめる目的で卵巣模状切除が行われたが，腹腔鏡の普及により，現在ではovarian　drillingが導入

され，より安全で有効な成績を収めている．近年の研究により，PCOSがインスリン抵抗性を合併していることが

その病態の解明に重要な意義を有することが示された．その観点からインスリン抵抗性改善薬（メトホルミン）が

使用され，排卵誘発に対しても有効性が示されている．

●
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●

5）PCOSとART一問題点と今後の課題一
●

東邦大学医療センター大森病院産科婦人科学講座

渋　井　幸　裕

●

　多嚢胞性卵巣症候群（Polycystic　ovary　syndrome：PCOS）は，従来より指摘されている生殖・内分泌系のホ

ルモン異常に加え，近年インスリン抵抗性との関係が注目され，社会現象化しているメタボリックシンドロームの

一環としても考えられるようになってきている．PCOSの臨床症状は月経異常，男性化兆候，肥満，多嚢胞性卵巣

等であるが，不妊の訴えにて外来受診し，はじめてPCOSが指摘されることも多い．　PCOSにおける不妊の最大

の要因は排卵障害にあり，クロミフェン療法を第1選択とし，その無効例に対しゴナドトロピン療法が選択される

ことが多い．また近年ではインスリン抵抗性改善薬の有効性が報告されており，これら排卵誘発法によって排卵周

期が確立された場合の自然妊娠率は一定の効果を認めている．一方でPCOSにおける排卵誘発では，単一卵胞発

育を目的としていても結果として多数の発育卵胞を認める場合も多く，多胎妊娠防止の観点から対応に苦慮する症

例も少なくない．発育卵胞数に応じて通常のタイミングやAIHとIVF－ETを周期ごとに使い分ける方法も提案さ

れているが，我々は，ART施行の前段階として多数の卵胞発育があった場合，数個の卵胞を残し穿刺吸引して通

常のタイミングもしくはAIHを施行するfollicle　reductionを行っている．　ART治療が一・般的となった今日にお

いても，患者にとって過剰診療とならない配慮が必要と考えている．

　しかしながらPCOSにおいては，種々の治療に抵抗性の難治症例も多くARTの適応となる場合も少なくない．

ART治療においてはPCOS患者においても非PCOS患者と同等の移植あたり妊娠率が期待できることが知られて

いる．ART施行の際の卵巣刺激は，単一卵胞発育という縛りがなくなるため，ロング法を中心とした調節卵巣刺

激（controlled　ovarian　stimulation：COS）が通常選択されることが多い．　hCGをmaturation　triggerとする本法

は卵巣過剰刺激症候群（Ovarian　hyperstimulation　syndrome：OHSS）が問題となるが，特にPCOS例では比較

的高頻度にその発生を認め注意が必要である．これらOHSS対策として当科ではGnRH　agonistによるフレアー

アップをtriggerとし，状況に応じてGnRH　antagonistによるCoastingをすることによってほとんどのOHSSを

回避することが可能となった．

　一般にPCOSにおいてはART施行時のMII率や受精率の低下等，卵子の質の低下が認められることが知られ

ている，インヒビン・アクチビン系や各種ステロイドホルモン等の関与が従来より報告されているが，近年これら

についてもインスリン抵抗性との関連性が指摘されるようになってきた．当科でも卵胞発育とインスリン抵抗性と

の関係について着目し，ART反復不成功例に対してインスリン抵抗性改善薬である塩酸ピオグリタゾンを投与し

たところ，投与群においてMH率，受精率，妊娠率の上昇を認め，その傾向は高HOMA指数群で顕著であった．

PCOSはインスリン抵抗性を示す全身疾患のサブグループとして捉えられるようになってきているが，卵巣内での

局所作用についても最新の知見を交えて報告する．

●

●

●
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核移行転写因子STAT5の上流シグナル分子としてSRCチロシンキナーゼはヒト
子宮内膜脱落膜化を制御する

○長島　　隆，丸山　哲夫，内田

　慶雁義塾大学医学部産婦人科

浩，梶谷　　宇，小野　政徳，荒瀬　　透，各務　真紀，浅田　弘法，吉村　泰典

【目的】内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化において，チロシンリン酸化によるSTAT5の活性化が重要であるが，その上流分
子は未だ同定されていない．一方，脱落膜化過程においてSRC活性の上昇が報告されている．本研究では，脱落膜化にSRC
が必須であるのか，さらに，そのシグナル経路にSTAT5が関与しているかについて検討した．【方法】不活性型dominant
negative　Src（DN－Src），中等度不活性型mild　DN－Src（mDN－Src），あるいはenhanced　green　Huorescent　protein（EGFP）

を発現するアデノウイルスを，同意の得られた臨床検体から単離培養したESCにそれぞれ感染させ遺伝子導入を行った．

これらのESCをエストロゲンおよびプロゲステロンの存在下で培養し，脱落膜様の形態変化，　Western　blotにてSTAT5
のリン酸化レベル，並びに脱落膜化マーカーであるinsulin－like　growth　factor　binding　protein　1（IGFBP－1）とprolactin

（PRL）のmRNA発現および蛋白産生をそれぞれRT－PCRおよびELISAにて調べた．【成績】EGFP導入ESCは，脱落膜
化に伴いSTAT5のリン酸化レベルが上昇し，　IGFBP－1とPRLの発現が誘導された．しかし，　mDN－SrcあるいはDN－Src
を導入されたESCでは，　IGFBP－1とPRLの発現を含めた脱落膜化の抑制とともに，　STAT5のリン酸化レベルも減弱し，

それらの程度はDN－Srcで最も強かった．【結論】変異体Srcを用いたSrc活性の遮断により，　STAT5を不活化し脱落膜化

を阻止できたことから，STAT5の上流分子としてSRCは脱落膜化を制御することが示された．脱落膜化を担う新しいシグ

ナル経路として，SRC－STAT5経路の重要性を明らかにした．

02 Hipのヒト子宮内膜およびラット子宮における発現変化に関する検討

○細川　有美，廣井　久彦，

　東京大学医学部産婦人科

百枝　幹雄，堤 亮，中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，堤 治，武谷　雄二

●

●

【目的】ヒト子宮内膜では熱ストレスタンパク（Heat　Shock　Protein：Hsp）であるHsp70，90などが発現しており，　Hsp

は他の共同因子と共にタンパクの折りたたみや修復ステロイド受容体などの活動性を調節する機能を果たしていると考え
られている．Hsp70　interacting　protein（Hip）はHspと共にステロイドホルモン受容体の形成過程に関わることが示唆さ

れている．今回我々は子宮におけるHipの発現調節をヒト子宮内膜とラット子宮において検討した．【方法】患者の同意の

下に採取したヒト子宮内膜組織を用い，月経周期に伴うHip　mRNA発現量変化，および子宮内膜から分離培養した間質細
胞（ESC）にエストロゲン（10－7M），プロゲステロン（10－7M）を各々添加，時間経過でRNA回収し定量的RT－PCR法
にてHip　mRNAの発現変化を解析した．また，3～5週齢未成熟雌ラットにPMSG（101U），　hCG（101U）を腹腔内投与し
たラットから子宮を摘出した．また8齢成熟雌ラットの卵巣摘出し，2週間後にエストロゲン（20μg／body），プロゲステロ

ン（2mg／body）を各々皮下投与し，子宮を摘出した．これらのラット子宮を用いて定量的RT－PCR法にてHip　mRNAの
発現変化を解析した．【成績】ヒト子宮内膜では増殖期後期から分泌期にかけてHip　mRNAの発現が有意に増加した．ヒト

ESCではHip　mRNAの発現量がエストロゲン添加12時間後で増加したが，プロゲステロンを添加したヒトESCでは変化
を認めなかった．ラットに過排卵刺激させた子宮では，PMsG投与後からHipの発現量が低下し，　hcG投与後48時間で発
現が有意に増加した．また，プロゲステロンを投与したラットの子宮では，投与12時間後に有意に発現の増加を認めたが，

エストロゲン投与群では変化を認めなかった．【結論】ヒト，ラットの子宮においてHipはステロイドホルモンによって制

御されていることが示唆された．

03 アンドロゲン添加は子宮内膜間質細胞の脱落膜化を促進する

○岡垣　竜吾，梶原　　健，

　埼玉医科大学産婦人科

内野　聡美，板倉　敦夫，石原　　理

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は各種排卵誘発法により排卵を得られるが，その妊娠率は低率で，妊娠が成立しても

流産に終わることが多い．この原因の一つとしてPCOSにおける高アンドロゲン環境による子宮内膜の脱落膜化過程障害が
想定される．そこで今回我々は従来から用いてきた子宮内膜間質細胞（HESCs）培養系にアンドロゲンを添加し，　in　vitro

における子宮内膜の脱落膜化への影響を検討した．【方法】同意を得て採取した子宮内膜からHESCsを分離培養し，　cAMP

とprogesterone（P）により脱落膜化刺激を加えた．アンドロゲンとして10．，～10．8MのDHTを同時に添加して培養を行
い，脱落膜化マーカーとして培養上清中のプロラクチン（PRL）濃度を測定した．また脱落膜化刺激により誘導されるフォー

クヘッド転写因子の一つであるFOXO1，活性酸素消去酵素であるMn－SODの発現についてウェスタンブロット法を用いて
検討した．【成績】培養上清中のPRL濃度はcAMPとPの刺激により上昇し，　DHT添加により濃度依存性，時間依存性に
さらに上昇した．また脱落膜化刺激により誘導されるFOXOIとMn－SODの発現も同様にDHTの添加によりさらに促進さ
れた．アンドロゲン受容体のアンタゴニストであるFlutamideを同時に添加するとDHTによるPRL，　FOXO1，　MrSOD
の発現促進作用は減弱した．【結論】アンドロゲン添加は，脱落膜化したHESCsに対しPRL，　FOXO1，　Mn－SODの発現を
さらに増強しする効果を持ち，その作用はアンドロゲン受容体を介する．高アンドロゲン環境は子宮内膜細胞機能に分子レ

ベルで影響し，PCOSにみられる子宮内膜機能不全に関与する可能性がある．

●
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ヒトin　vitro着床系における子宮内膜腺上皮細胞再構築の分子機i序

○内田　　浩，丸山　哲夫．荒瀬　　透，小野　政徳，小田　英之，浅田　弘法，吉村　泰典
　慶鷹義塾大学医学部産婦人科

【目的】ヒト着床において胚が子宮内膜間質細胞層へ陥入する際に，非自己に対するバリアである腺上皮細胞層は，着床部

で細胞死を起こし胚の通過を許す．しかしながら，破壊されたバリアを修復する詳細な機序は明らかでない．血栓形成後，

腺上皮細胞の増殖のほかに細胞運動の充進による，より迅速な再構築が行われていると考え，細胞運動関連因子N－cadherin

を中心に分子機序解析を行った．【方法】in　vitro着床モデルとして，絨毛癌細胞株JARのspheroid（胚モデル）および子
宮内膜腺癌細胞株Ishikawa（内膜モデル）の共培養系を採用した．子宮内膜腺上皮におけるN－cadherinの発現動態を胚モ
デル添加による時間系列，各種薬剤処理（卵巣ホルモンestradiol＋progesterone［EP］，　in　vitro着床誘導剤としてのピスト

ン脱アセチル化酵素阻害剤（HDACI），　N－cadherin阻害抗体IFA－51）の下，免疫沈降法，免疫蛍光細胞化学染色法で解析

した．同時にspheroidの接着数および伸展面積を定量解析した．【成績】胚モデル添加によりN－cadherinの発現量は一過
性に増強した，N－cadherinの発現分布は胚モデルからの距離依存的であり，腺上皮再構築が最も盛んと想定される胚モデ

ル近傍で最も強い発現を認めた．これら発現量増加および組織内発現の再分布傾向は，EP，　HDACIの添加で克進，　FA－5
の添加で減弱した．この薬剤添加による影響は胚モデルの伸展面積にも元進，減弱として現れたが，接着数はN－cadherin

をFA－5で機能阻害しても変化を認めなかった．【結論】ヒトin　vitro着床系におけるN－cadherinの胚近傍子宮内膜腺上皮

細胞での発現誘導は，胚の接着に始まるシグナルによって作動し，着床によって破壊された腺上皮細胞の再構築機序の一端
を担うと考えられた．また同時に胚の陥入にも影響する可能性が示唆された．

、

●

05 エストロゲン代謝異常が疑われる子宮内膜発育不全症例におけるプレドニン・エス
トロゲン補充療法の試み

○清水　良彦12，藤原　睦子1，村田　明子】，木村　文則1，高橋健太郎1，野田　洋一

　滋賀医科大学産科婦人科学講座1，公立甲賀病院産婦人科2

　症例は38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（46mIU／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
246pg／mlと異常低値であった．形態正常な頼粒膜をもつ卵子が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，sildenafi1膣錠併用）

においても子宮内膜は極端に薄く，凍結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，子宮
内膜は前回よりやや改善はあるものの薄く（移植時5．2mm）妊娠には至らなかった．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E2に対しElが常に異常に高い状態（胚移植後黄体期E2530pg／ml，　El　2190pg／ml，移
植後月経中E282pg／ml，　E1447pg／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／ml）状態であった．17β一hydroxysteroid　dehydrogenaseの低活性を疑い本院の倫理委員会及び本人の文書によ

る同意を得て遺伝子の解析をおこなったがExon　4に（C523T）hetero　allelicの点変異が認められたもののアミノ酸変異は

みとめなかった．5回目の採卵をプレドニン5mg／day内服でエストロゲン補充下に行ったところ子宮内膜の厚さに変化はな

かったが（移植時55mm）新鮮胚での2段階胚移植をおこない妊娠に至った．妊娠中も8週までステロイド，エストロゲン
補充をおこない胎児心拍も確認できたが妊娠9週にIUFDとなった．児は15トリソミーであった．

●

●

06 子宮内膜症・腺筋症病変における5－HT2A受容体の発現と腹腔内環境に関する検
討

○清水　恵子1，鎌田　泰彦1，安達　美和】，ハオ　リン1，佐々木愛子1，野口　聡一，中塚　幹也2，平松　祐司1

　岡山大学医学部産科婦人科1，岡山大学大学院保健学研究科2

【目的】5－HT（セロトニン）は，少なくとも14種類存在する受容体を介して，さまざまな生体内機能に関与していることが知られ

ている．とくに循環器領域において，5－HTが炎症促進的作用を有することが近年注目されているが，それには5－HT2A受容体の

関与が報告されている．しかし女性生殖器においては，5－HTが子宮筋収縮作用を示す以外の生理的作用については，これまで知ら

れていない．本研究では，ヒト正常子宮内膜および子宮腺筋症の正所性・異所性内膜における5－HT2A受容体の存在を証明し，そ

の発現様式につき検討した．さらに血清および腹水中の5－HT濃度についても検討した．【方法】患者の同意のもとに，手術的に摘

出された生殖年齢のCIS患者および子宮腺筋症患者の子宮における5－HT2A受容体の存在様式を，免疫組織化学染色RT－PCR，

Western　blottingを用いて検討した．また不妊症患者の腹腔鏡下手術の際に，同意のもとに採取された血清および腹水中の5－HT

濃度をELISAにて測定した．【成績】免疫組織化学染色にて，5－HT2A受容体は主に正常子宮内膜腺上皮の細胞質と，子宮筋層内

の血管平滑筋に発現していた．またその発現は，血管においては恒常的であったが，子宮内膜では増殖期に強く，分泌期に減弱す

る周期性を認めた．RT－PCRでは，内膜腺上皮に5－HT2A受容体mRNAの存在を認めた．さらに子宮腺筋症の正所性子宮内膜で
は正常子宮内膜と同様の周期的な5－HT2A受容体の発現を認めたが，異所性子宮内膜の腺上皮細胞では，月経周期と無関係な恒常

的な発現を示した．また5－HT濃度は，血清では差を認めなかったが，腹水では子宮内膜症症例で有意に高値であった．【結論】5－

HT2A受容体が正常』子宮内膜に存在し，その発現に周期性があった．また子宮腺筋症の異所性子宮内膜にも存在することから，5－HT

は子宮内膜に対して何らかの生理的作用を有するのみでなく，子宮腺筋症および子宮内膜症の病態に関与する可能性も示唆された．

●

●

●



●

平成19年10月1日

07

115（225）

DNAマイクロアレイを用いた子宮内膜症細胞における遺伝子解析一子宮内膜症細
胞の増殖におけるシグナル分子TAK1の役割一

○谷口　文紀，原田　　省，池田　綾子，田頭由紀子，渡邊　彩子，稲葉　陽子，竹中　泰子，片桐千恵子，岩部　富夫，

　寺川　直樹
　鳥取大学医学部産科婦人科

［目的］子宮内膜症患者腹水中に高濃度存在するTNFαが，子宮内膜症細胞においてIL－6やIL－8の産生を誘導し，子宮内膜症の

病態に関与する可能性を報告してきた．しかしながら，サイトカイン産生に関与する遺伝子発現情報は未だ充分でない．本研究で

は，パスウェイ特異的DNAマイクロアレイを用いて，子宮内膜症細胞のサイトカイン産生における主要なシグナル伝達経路の解
析を試みた．［対象と方法］患者の同意を得て手術時に採取した卵巣チョコレート嚢胞壁から子宮内膜症間質細胞を分離培養した．

Pathway　Finderアレイ（Superarray）を用いて，　TNFα（0．1ng／ml）刺激後の18種類のシグナル伝達経路のマーカー遺伝子をス

クリーニングした．続いて，活性化を認めたNFκB経路関連遺伝子の発現量を解析した．　Lipofectin法でTAKI－siRNAを導入し，

シグナル伝達分子のリン酸化蛋白発現をWestern　blottingで，　IL－6とIL－8の遺伝子あるいは蛋白発現量をReal　time　RT－PCRと

ELISAで検討した．細胞増殖能への影響はBrdU－ELISAで評価した．［成績］TNFα添加によりNFKB経路のマーカー遺伝子で
抗アポトーシス因子であるIAP－1とIAP－2の発現量増加がみられた．　NFKB経路の関連遺伝子においては，　ICAM3，　IL－6，　IL－8，

TAK1，　JNK2，　RelA，　TLR4の発現が増強された．　TNFαの添加により，　NFKBとMAPI（経路における共通のシグナル分子であ

るTAK1のリン酸化が促進された．　TAKlsiRNAの導入により，　IKKα，　IkBα，　JNK1／2およびP38MAPKのリン酸化蛋白発現が

抑制され，IL－6とIL－8の遺伝子および蛋白発現の抑制，さらにはBrdU取り込みの減少を認めた．［結論］TNFαにより活性化さ

れるTAI（1が，　NFKBとMAPK経路を介して子宮内膜症細胞の増殖に重要な役割を有することが示唆された．

08 子宮内膜症，子宮腺筋症および子宮筋腫における組織中マクロファージ浸潤と血管

密度に対するGnRHアゴニストの影響

○カーンカレクネワズ1，北島　道夫1，平木　宏一，今村　健仁1，藤下　　晃2，石丸　忠之〕，増崎　英明1

　長崎大学医学部産科婦人科1，長崎市民病院産婦人科2，佐世保中央病院］

【目的】GnRHアゴニスト（GnRHa）は，子宮内膜症，子宮腺筋症あるいは子宮筋腫の薬物療法に汎用され，そのエストロゲン低下

作用により効果を発揮する．しかし，これら疾患の組織中の炎症反応や血管増生に対するGnRHaの作用は必ずしも明らかでない．

今回，内膜症，腺筋症あるいは筋腫での組織中の炎症反応や微小血管密度を術前のGnRHa療法の有無により比較した．【方法】腹

腔鏡あるいは開腹手術を行った内膜症12例，腺筋症15例，筋腫34例，およびこれら疾患のないコントロール10例から，インフォー

ムドコンセントを得て，病変正常筋層および正所性内膜組織を採取した．症例により術前に3－6ヶ月間のGnRHa療法を施行して

いた．免疫組織染色でマクロファージ（Mφ）のマーカーであるCD68あるいは血管内皮のマーカーであるvorWillebrand　factor

（VWF）の発現を検討した．組織中monocyte　chemotactic　protein　l（MCP－1）濃度をELISA法で測定した．これらを術前のGnRHa

療法の有無で比較した．【成績】腺筋症患者の正所性内膜でのMφ浸潤はGnRHa群で有意に低下し，内膜症および筋腫の正所性内

膜においても低下する傾向が認められた．チョコレート嚢胞，腺筋症病変，筋腫および周囲筋層におけるMφ浸潤は，GnRHaの有

無で有意差を認めなかった．また，組織中Mφ浸潤とMCP－1濃度に関連は認められなかった．腺筋症では，正所性内膜および筋層

での血管密度がGnRHa群で有意に低下した，一方，筋腫結節での血管密度はGnRHaで低下したが，筋腫患者の内膜あるいは正常

筋層では有意差を認めなかった．また，チョコレート嚢胞あるいは内膜症患者の正所性内膜でGnRHaにより血管密度の変化は認め

られなかった．【結論】GnRHaは，エストロゲン低下作用に加えて，内膜症，腺筋症あるいは筋腫での組織中炎症反応あるいは血

管新生を抑制する．これらの作用がエストロゲン依存性疾患におけるGnRHa療法の病変縮小効果に寄与していると考えられた．

，

グ

●

09 子宮腺筋症に対する妊孕能保存手術の治療効果の検討

○北出　真理，武内　裕之，菊地　　盤，熊切　　順，小林　優子，黒田　恵司，竹田　　省

　順天堂大学医学部産婦人科

【目的】当教室では腫瘤限局型の腺筋症の挙児希望例に対する保存手術として，腺筋症切除術を行っている．当科で施行し

た腹腔鏡下腺筋症切除術の適応，手術術式，術後の治療効果と妊娠率について検討した．【方法】2000～2006年までに当科
で施行した腹腔鏡下腺筋症切除術は47例で，患者年齢は3a3±39（歳），　GnRHaの術前投与例は38例（809％）であった．

手術の適応はMRIにより判断し，　GnRHa投与前の腺筋症の大きさが7cm以内，子宮の前壁または後壁に限局するものとし
た．MRI上，腺筋症がjunctional　zoneと連続するものを内向型，病巣が漿膜側に存在してjunctional　zoneと離れているも

のを外向型と定義し，前者28例にはDouble　Flap法（DF）を，後者19例にはWedge　Resectlon（WR）を施行した．　DF
法では，子宮に横切開を加え，腺筋症を内膜ぎりぎりまで切除し，漿膜側に残した正常筋層を上下のフラップにして子宮を

形成した．WR法では，漿膜を含む腺筋症組織を模状に切除して子宮を形成した．【成績】術前に経膣超音波で計測した腺
筋症結節の直径は，WR群，　DF群でそれぞれ44±09，51±1．2（cm）とDF群で有意に大きかったが（p＜0．05），摘出重
量はそれぞれ154±135，295±21．1（g）と有意差はなかった．手術成績の比較では，手術時間はそれぞれll7．9±4仕6，14鮪±

42．7（min），出血量は1466±157β，269．5±19＆4（ml）と出血量のみ有意差を認めた（p＜0．05）．術後のVlsual　Analog　Scale

は両群とも術前より有意に低下し，妊娠率はそれぞれ400％（2／5），417％（5／12）と両群間で有意差はなかった．妊娠

分娩中の子宮破裂はなかった．【結論】一定の条件を満たす症例において腹腔鏡下腺筋症摘出術は有用かつ安全であり，術

後の妊孕性も良好であると思われる．
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10 子宮内膜症性嚢胞術後再発例における体外受精の検討

日生殖医会誌　52巻4号

○藤原　睦子，伊津野美香，鹿苑　摩耶，段　　亜儒，村田　明子，木村　文則，高橋健太郎，野田　洋一

　滋賀医科大学産科婦人科学講座

【目的】子宮内膜症性嚢胞術後，待機療法にて妊娠に至らず体外受精に進む症例の多くは再発を認め，子宮内膜症性嚢胞を

有する卵巣から得られた卵は形態異常や，受精障害が散見される．今回，子宮内膜症性嚢胞の有無が体外受精に及ぼす影響

を検討し子宮内膜症性嚢胞再発不妊に対する治療方針の一助となることを目的とした．【方法】対象は2003年から2006年

の間に当科において施行した，子宮内膜症性嚢胞術後の体外受精40症例74周期（術後再発なし：16症例23周期，術後再
発あり：24症例51周期）である．コントロールとして，同時期の年齢をマッチさせた卵管因子，原因不明の64症例72周
期を用いた．術後再発なく体外受精を施行している群，術後再発があり体外受精施行時に子宮内膜症性嚢胞を有している群，

コントロール群において，受精確認時の形態異常卵の発生率，受精障害の発生率，良好胚形成率，妊娠率を比較検討した．
【結果】形態異常発生率は再発なし群，再発群，コントロール群においてそれぞれ症例あたり500％，62．5％，234％であり

子宮内膜症性嚢胞合併例において有意に高かった．受精障害発生率はそれぞれ症例あたり6．3％，20．8％，78％であり，良
好胚形成率はそれぞれ278％，23D％，39、8％であった．妊娠率はそれぞれ周期あたりで47．8％，25．5％，458％であり再発

群で有意に低かったが症例あたりでは68、8％，458％，50．0％となった．【結論】子宮内膜症嚢胞を有すると再発がなくても

形態異常卵の発生率が高く良好胚形成率は低くなる．術後再発例では周期あたりの妊娠率が有意に低いが次の治療周期の工
夫などにより症例あたりの妊娠率では有意差がなくなることから，再発子宮内膜症性嚢胞を有していても再手術を行わず体
外受精に進むことも治療法の一つであると考えられる．

11 Kallmann　syndromeとFibroblast　Growth　Factor　Receptor　l（FGFR－1）の遺伝
子構造に関する検討

〇三浦　清徳，三浦　生予，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

【目的】常染色体優性遺伝を示すKallmann　syndrome（KS）の原因遺伝子として，　FGFR－1遺伝子が唯一同定されているが，

検出される変異の割合は全体の10－20％と低い．その原因の一つに，一個の遺伝子が様々な遺伝子構造をなして，複数の蛋白

を作り出す選択的スプライシングの存在が注目されている．また，最近，イントロン内の塩基置換と疾患との関連も報告され

ている．そこで，FGFR一ヱ遺伝子内に同定された塩基置換部位を手がかりに，本遺伝子の新たなエクソンを同定しKSとの関
連について考察する．【方法】本研究は倫理委員会の承認を得て，同意のもとに行われた．FGFR寸遺伝子において，既知のエ

クソンーイントロン境界を含むエクソン領域をスクリーニングされたKS　33例を対象とした．このうち，エクソン内には遺伝

子変異を認めないが，イントロン内に塩基置換を認めたものを抽出した．塩基置換を認める部位を含む周辺領域をexpressed
sequence　tag（EST）サーチし，ヒト以外の種における発現の有無を検索した．　ESTサーチで検出された遺伝子断片をもとに，

ヒトcDNAライブラリーをスクリーニングして遺伝子構造を決定した．【成績】33例のうち1例において，エクソン8aとエ
クソン8bの間のイントロン内に塩基置換（C／T）を認めた．　ESTサーチの結果，塩基置換を含む領域はマウスにおいてエク

ソンであることが判明した．ヒトcDNAライブラリーをスクリーニングしたところ，この領域を含むエクソンが同定され，こ
のエクソン内に5種類のスプライスバリアントが認められた．いずれにおいても，塩基置換（C／T）はアミノ酸置換（V3541）

を引き起こしていた．【結論】FGFR一ヱ遺伝子のイントロン内に新たなエクソン領域を同定し，その部位の遺伝子変異はKSと

関連していた．常染色体優性遺伝のKSにおいて，本遺伝子は，これまでの報告以上に関与している可能性が考えられる．

●

12 新鮮胚移植後の単胎正常妊娠において血清hCG値に影響する因子

○藤井　俊策，木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】妊娠成立に至る時間経過が厳密に規定されているART周期を利用して，妊娠初期における血清hCG値の標準曲線
を設定する過程で，新鮮胚移植後の単胎妊娠における血清hCG値に影響する因子を検討した．【方法】新鮮胚移植を行い単

胎妊娠が成立し生児を獲得できた周期のうち，day　14（4週0日）とday　21（5週0日）に血清hCG値を測定した339周期
を対象とし，患者と治療周期の背景を後方視的に分析した．【成績】複数個の胚を移植した周期では単一胚移植周期と比較

して，day　14の血清hCG値が有意に高かった（8α6±54　v＆973±54mlU／ml，　p＜0．05）が，　day　21の血清hCG値には差

がなかった．Day　6単一胚盤胞移植周期のday　14の血清hCG値は，　day　2－3単一分割胚移植周期やday　4単一桑実胚移植
周期と比較して有意に低かった（68．9±89vs．80．3±70　vs．796±5．4mlU／ml，　p＜0．05）．移植胚の性別は血清hCG値に影響

しなかった．【結謝単胎妊娠でも複数胚移植周期で血清hCG値が高かったことから，いわゆる化学妊娠がわれわれの認識

以上に高頻度に起こっている可能性が示唆された．また，培養期間の延長に伴い血清hCG値が低下したことは，培養環境
の不完全性を示唆していると考えられた．以上より，妊娠初期の血清hCG値の標準曲線を設定するには，対象をday　4以
内の単一胚移植周期に限定する必要があると考えられた．

」

●
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●

13 各種細胞におけるFISH法のための工夫

○竹本　洋一，田中　　温1，永吉　　基1，粟田松一郎’，姫野　憲雄1，田中威づみ1，鍬田　恵里1，赤星　孝子’，

　馬原　千春1，楠　比呂志2，渡邉　誠二3
　セントマザー産婦人科医院1，神戸大学農学部動物多様性教室2，弘前大学医学部解剖学第二講座3

●

●

　FISH法を用いることで様々な細胞における染色体，およびDNAについて調べることができるようになった．しかしな
がら，細胞の種類によっては，最適な固定法FISH法，また，観察法を工夫する必要がある．今回我々は，当院における
種々の細胞におけるFISH法のための工夫について報告する．【固定法】初期胚の割球：PBS（一）で洗い，75mM　KCLで
低張処理第1固定液（メタノール：酢酸：精製水＝3：1：4）にて固定後，カルノア液で固定乾燥する．精細管内細胞：
細胞浮遊液をPBS（一）で洗い，スライドグラスに第1固定液を少量滴下，洗浄した細胞を注入し薄く広げカルノア液で
固定乾燥する．各種精細胞：精細管内細胞浮遊液より選別した各細胞をPBS（一）で洗浄し，第1固定液を少量滴下したス
ライドグラスに注入，カルノア液で固定乾燥する．胎盤絨毛：シンシチウム細胞を数10μmに細切，0．25％プロナーゼで処

理後PBS（一）で洗い，第1固定液にて固定後，カルノア液で固定乾燥する．精子：精子浮遊液をPBS（一）で洗い，カル
ノア液でスライドグラス上に固定乾燥，Triton　X－100で細胞膜を除去，100mM　DTTで核の脱凝縮処理を行う．【FISH法】

HyBrite（VYSIS）を用いて，標本とDNA　Probeを72～75℃2～5分間同時変性する．　Hybridizationは37℃にて2時間～
1晩行う．【観察】シングルバンドパスフィルターにてシグナルの観察を行うが，肉眼による観察には限界がある．また，写

真撮影は，従来はスライド用フィルムで行っていたが，露光時間が長く，シグナルの退色を招き，現像後のシグナルの判定

が困難となる場合が多かった．現在は高感度のCCDカメラによるコンピュータ撮影により，微弱なシグナルでも鮮明な画

像を得ることができるようになり，シグナルの判定も正確に行えるようになった．

14 HIV感染男性非感染女性夫婦に対する体外受精・胚移植の臨床成績について

○加嶋　克則1，高桑　好一，竹山　　智1，岡田　潤幸1，藤田　和之1，兼子　　智2，田中　憲一

　新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学教室1，東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター2

●

●

【目的】治療薬の改善により，HIV感染患者は長期生存が可能となり，結婚し挙児を希望するようになってきている．当科

ではHIV感染男性非感染女性夫婦において，二次感染の危険がない安全な治療法の確立のため，　Swim－up変法を用いた体
外受精を2001年より施行している．治療開始より6年が経過しているため，現在までの臨床成績を報告する．【方法】十分

な説明と同意のもと，当科での治療を希望された25症例を対象とした．Long法またはShort法にて排卵誘発を行い，媒精
あるいはICSIを施行した．精子調整はPercoll密度勾配液による濃縮洗浄後，　Swim－upを行うことでウイルスを除去する

Swim－up変法を用いた．また，1コピーのウイルス検出が可能なNested－PCR法を用いて，感染の有無確認を媒精あるいは
ICSI施行前と胚移植前の2回に施行した．【成績】のべ35周期に排卵誘発を施行し，31周期で胚移植を施行した．1周期は
分割停止のため，1周期は受精成立しないため，残りの2周期は卵胞発育しないため中止となった．胚移植を施行した31周
期中19周期で妊娠が成立した（61．3％）．13症例が分娩に至り，3症例が初期流産となり，現在，3症例が妊娠継続中であ

る．妊娠成立した16症例中12症例が単胎，3症例が双胎，1症例が品胎であり，全ての症例において，母児ともに二次感
染を認めていない．【結論】Swim－up変法とNested－PCR法による体外受精により，　HIV感染男性非感染女性夫婦において

二次感染なく挙児が得られている．今後　さらに症例を積み重ね検討していく予定である．

15 当科で経験した卵子提供妊娠4症例の管理

○神谷　恵理，高井　　泰，松永　茂剛，伊東　宗毅，末永　昭彦，斉藤　正博，林　　直樹，関　　博之

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

●

●

【緒言】卵子提供による体外受精（DE－IVF）はpregnancy　induced　hypertension（PIH）やsmall－for－gestational－age（SGA）

infantsのhigh　risk　factorであると報告されてきた．今回我々は，海外で卵子提供を受け出産に至った4症例の妊娠管理を
経験した．2例でPIHを発症したため，　DE－IVF妊娠管理における問題点について，文献的考察を加えて報告する．【症例1】

38歳0経妊0経産20歳時に右卵巣嚢腫茎捻転にて卵巣摘出．35歳でPOFと診断米国でDE－IVFを施行し，二絨毛膜
二羊膜性双胎となった．妊娠初期よりpre－hypertensionを認めた．妊娠26週より下腿浮腫，体重増加を認め，28週より血
圧が140／90mmHgまで上昇した．29週0日，　NSTにて両児にnon　reassuring　fetal　statusを認め，緊急帝王切開術を施行

した．術中所見から胎盤の辺縁静脈洞破裂が疑われた．第1子1374g，第2子1174g第1子は生後4日に原因不明の心停
止による新生児死亡となった．【症例2】49歳0経妊0経産．47歳時に左付器切除術（皮様嚢腫），筋腫核出術施行．韓国に

てDE－IVF施行し，四胎を減胎し，双胎となった．妊娠28週より下腿浮腫を認め，34週より血圧が146／96mmHgと上昇
した．塩酸ニカルジピンの投与を開始したが血圧コントロール不良のため，34週5日帝王切開術を施行した．第1子2113g，

第2子1941g．【考察】初産婦の卵子提供妊娠では，20～50％でPIHを発症すると報告されている（Wiggins　et　aL　AJOG，

2005）．その発症機序は提供卵子と母体との免疫的拒絶反応により，胎盤形成が不十分なためとされている．今後同様の症

例の増加が見込まれ，ハイリスク妊娠として管理されなくてはならない．
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16 レコンビナントFSHによる調節卵巣刺激周期における内因性LHの意義 ●

○大原　　健1，高井　　泰1，松永　茂剛1，伊東　宗毅’，末永　昭彦1，斉藤　正博1，林　　直樹’，馬場　一憲1，

　関　　博之1，石原　　理2

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科1，埼玉医科大学産婦人科2

　調節卵巣刺激（COS）周期における卵胞発育は，投与されるFSH量に依存するが，内因性のLHレベルも関与する．し
かしLHが発育卵胞の数や質にどのように関係するか意見は一致してしない．そこでLHを含まないレコンビナント（rec）
FSHを使用するCOS周期における内分泌動態と治療成績の関係が注目される．【対象と方法】2006年4月から10月に施行
したIVF／ICSIのための採卵198周期のうち，　GnRHa　long　protocolを用い，　recFSHによるCOSを施行した非PCOS症例
54周期を対象とした，年齢，手術歴FSH基礎値などにより初期投与量150－2251U／日で卵巣刺激を開始し，反応不良例で
は5－7日後にLH成分を含有するhMGに変更した．良好胚を複数獲得した周期では，胚盤胞単一胚移植を原則とした．自
然周期day2－4，　recFSH投与開始時，　hCG切替え時などにLH，　FSH，エストラジオールなど血中ホルモンを測定した．【結

果】54例中34例はrecFSHのみ（平均総投与量15501U，平均投与日数8．4日）でhCG投与に至った．　recFSHのみの臨床
妊娠率44．1％（15／34）であった．妊娠例と非妊娠例において，年齢や基礎FSH値rFSH総投与量，獲得卵数など背景因
子に有意差はなかったが，獲得受精卵数に有意差が認められた（9．1　vs　5．1）．各時期のFSHとLH値を比較して，唯一有意

差が認められたのは，recFSH投与開始時のLH値のみであった（16　vs　31）．【まとめ】recFSHを用いたlong　protocolに

よるCOS周期で，良好な採卵成績と妊娠率を達成した．非妊娠周期では，採卵数は劣らないものの，受精卵数が有意に少
なかった．非妊娠周期ではagonistによるLH抑制が不十分であった可能性があり，　rFSH周期による内因性ゴナドトロピン
抑制の重要性が示唆された．

●

●

17 卵胞期後期よりリコンビナントFSHとGnRHアンタゴニストを投与開始する調節
自然周期法によるARTの試み：パイロット研究の報告（1）

○朝倉　寛之，田中　紀子，山野辺千沙，箱崎　将司，西尾　京子
　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

【目的】ARTによる多胎妊娠率は単一胚移植にて抑制されるが，卵巣過剰刺激症候群（OHSS）予防の課題が残る．我々は，自然な

卵胞期の後期よりゴナドトロピンとGnRHアンタゴニストを投与する調節自然周期ARTを実施し，結果を報告する．【対象・方法】

40歳以下で月経間隔が26～34日，卵胞初期FSHが10mIU／ml以下，通常媒精か顕微授精で受精可能で，反復不成功ART周期の
ない不妊女性を対象に本院倫理委員会が承諾する治療を実施した．自然卵巣周期にて，主席卵胞径が14mmに達した段階よりリコ

ンビナントFSH　75～150単位とCetrorelix　O25mgを連日投与し，卵胞径が17～19mmにてhCGを投与，採卵を実施し，受精後3
または5日目に受精卵を移植した．黄体期にはホルモン補充を実施した、治験対象は20名で各3周期の採卵を前提とした．【結果】

本稿提出時，患者5名が10週間中に合計10回の採卵・移植周期を完了した．平均年齢は334歳（32－35歳），平均16回採卵（1～
3回）を受けた．2症例は複数回の治療周期を連続実施した．平均279単位（150～375単位）のFSH投与を受け，8回中6回（750％）

の採卵により平均13個（0～4個）の卵子が回収された．通常媒精で5採卵周期（83．3％）にて受精が確認された（卵10個中5個

受精）．平均1個の移植（早期胚移植4回と胚盤胞移植1回の5移植周期）により，1例の継続単胎妊娠と1例の化学的妊娠が成立

した（期間中，症例あたり妊娠率は20％）．多胎妊娠やOHSSの発生はなかった．【結論1主席卵胞が確定する卵胞期後期からの卵

巣刺激法にて，旧来の自然周期法より高い採卵，受精および胚移植率が得られた．短期間に反復治療が実施可能であり，期間あた

り従来のARTと同等の治療効果がある可能性が示された．薬剤投与量，多胎妊娠およびOHSS発生頻度が低減され，より高い安
全性も確認された．卵巣機能の良好な，若年患者へは第一選択法となる可能性が示唆され，より多症例による検証が期待される．

●

●

18 日産婦新診断基準によるPCOSと妊娠に関する検討

○東梅　久子，関　美穂子，藤澤　佳子，山口　　隆，古屋　　智，北川　浩明
　虎の門病院産婦人科

【目的】本年，日本産科婦人科学会（日産婦）より多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の新診断基準が提唱された．この日産婦新

診断基準により診断されたPCOSと妊娠について検討する．【方法】挙児希望にて当科不妊外来を受診し，新診断基準にて

PCOSと診断された48例を対象として，内分泌所見と妊娠の関連を検討した．【成績】1）経膣超音波断層法にて卵巣に多
嚢胞性所見を有すると診断されたll5例のうち日産婦新診断基準でPCOSと診断されたのは68例（59％）であり，このう
ち不妊外来を受診したのは48例（42％）であった．2）日産婦新診断基準においてPCOSと診断された48症例のうちLH
のみ高値であったのは26例（54％），Tのみ高値であったのは8例（17％），　LHおよびTが高値であったのは14例（29％）

であった．旧診断基準でPOOSと診断されなかったものの，新診断基準でPCOSと診断されたものは8例（17％）であっ
た．3）PCOSにおいてBMIをみるとやせ9例（19％），普通34例（71％），肥満5例（10％）であり，　BMIと妊娠率およ
び流産率に有意差はなかった．4）PCOSにおいてT高値群，　LH高値群，　Tのみ高値群，　LHのみ高値群，　LHおよびT高
値群の妊娠率および流産率に有意差はなかった．5）経膣超音波断層法にて卵巣に多嚢胞性所見を有すると診断された症例

において，T高値群とLH高値群の妊娠率に有意差はなかった．これらを月経異常の有無別にみると，月経異常を有するLH

またはT高値群は月経異常を有さないLHまたはT高値群より有意に妊娠率が低かった．一方PCOSにおいては月経異常
別にみると無月経群および月経不順群において妊娠率および流産率に有意差はなかった．【結論】日産婦の新診断基準によ

るPCOSにおいてその内分泌所見と妊娠率および流産率には有意差はみられなかった．

●

●

●
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● 19 非PCOSの排卵障害を有する不妊女性にはインスリン抵抗性が存在する～糖負荷
試験（7590GTT）による評価～

○黄木　詩麗中川　浩次，中島　　章，堀川　　隆齊藤　英和
　国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科

●

●

【目的】PCOS症例にインスリン抵抗性が存在し，その排卵障害の機序にインスリン抵抗性が関与していることは明らかに
されている．しかし，排卵障害を有する非PCOS症例にインスリン抵抗性が存在しているとする報告はない．そこで本研究
では，非PCOSでかつ排卵障害を有する不妊婦人にインスリン抵抗性が存在するか否かを明らかにすることを目的とした．
【方法】2002年10月から年2007年1月までに当科にて糖負荷試験（759　0GTT）を行い，排卵障害を有しかつスクリーニ

ング検査でPCOSを除外できた127名を対象とし（排卵障害群），正常月経周期を有する177名をコントロールとした（コ
ントロール群）．7590GTTは卵胞期初期に施行し，血糖値と同時にインスリン値も測定した（糖負荷前，糖負荷後30分，

60分，120分）．インスリン抵抗性の指標には，HOMA－IR，　AUCインスリン，糖負荷後120分のインスリン値（IRI　120）
を用いた．【成績】759　0GTTにおける糖負荷後の血糖値とインスリン値は，それぞれの反応に差はなく，両群とも糖尿病

パターンを示した症例はなかった．HOMA－IRは両群間に有意な差を認めなかった（排卵障害群：1．35±009，コントロー
ル群：1．19±0．Ol）が，　IRI　120は，排卵障害群が4α9±43μU／ml（mean±SE．）であり，コントロール群の3＆5±23μU／ml

に比して有意に高値を示した（p＝OO13）．　AUCインスリンに関しても，排卵障害群は532仕7±3746mUmin．／L（mean±
SE．）でありコントロール群（4516．6±3746mUmin．／L）に比較し明らかに高値であった（p＜α05）．【結論】排卵障害を有

する非PCOS症例にはインスリン抵抗性が存在することが明らかとなった．

20 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）でない体外受精反復不成功例に対し，低量metformin
投与は妊娠率を改善する

○神野　正雄，近藤　憲一コ，渡邉　愛子1，高橋　俊介1，浦上　千夏1

　ウィメンズクリニック神野1，北戸田クリニック2

●

■

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）でないIVF反復不成功例にmetformin療法を施行し，有効性と適応を検討した．【方法】PCOS

でないIVF反復不成功82例を，説明と同意のうえ対象とした．　Metformin　500mg／日を8週間投与後に体外受精を行った（metformin

IVF）．研究1：33例で，同一患者の既往IVF104周期（既往IVF）と，年齢，既往IVF回数BMIを合わせたmatched　control　33例
（matched群）を2つの対照群とし，　metformin　IVFの有効性を検討した．またmetformin開始前に諸検査を施行し，判別分析で適応

を検討した．研究2：別の49例で，研究1で得た適応決定法の有効性をprospectiveに検証した．【成績】研究1：卵胞発育と良好胚

数はmetformin　IVFで有意に増加した．継続妊娠率は，　metformin　IVFで30％，既往IVFで1．9％，　matched群で6．1％と，　metformin

IVFで両対照群より有意に増加した．　Metformin投与前の9因子（年齢，　BMI，既往IVF回数血糖，　insulin，　HOMA－R，収縮期血

圧，ALP，　rGTP）による判別スコアと，　metformin　IVFでの継続妊娠成否との間に有意の相関を認め，　ROC解析で最適閾値は0β647

であった．研究2：metformin　IVFの継続妊娠率は，判別スコアの良好群（12例）で50％，不良群（37例）で16％と，良好群で有意

に高かった（感度050，特異度084）．metformin　IVF全82例で継続妊娠率は29％と良好だった．臨床妊娠あたり流産率は，判別ス

コア良好群（15例）で0％，不良群（13例）で31％と，良好群で有意に低かった．継続妊娠率は，反復不成功の原因がpoor　response

＆／or　40歳以上（40例）では18％と，不明（42例）での40％より有意に低かったが，判別スコア良好群に限る（6例）と33％と良

好だった．【結論】metforminは非PCOSのIVF反復不成功例で卵胞発育，胚発育を改善し，妊娠率を著しく増加した．子宮着床能の

改善も示唆された．その有効例はinsulin抵抗性関連9因子で予測可能で，　insulin感受性改善が作用機序と推察された．

21 精子運動解析装置SMAS⑧における再現性および標準化ガイドラインに基づいた精
液検査との比較

●

●

○小森　和彦1，辻村　　晃1，福原慎一郎1，中山　治郎1，平井　利明1，植田　知博1，木内　　寛1，松岡　庸洋1，

　高尾　徹也1，宮川　　康1，高田　晋吾1，奥山　明彦1，石島　純夫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）1，東京工業大学大学院生命理工学研究科生物プロセス専攻2

【目的】以前我々は精子運動解析装置SMASR（Sperm　Motility　Analysis　System，　Kaga　Hightech，　Japan）を用いて精液検査を行い，標準化ガイドラインに基づい

た精液検査結果と比較検討して報告した（R印ro4μcfi酩Medic加e　oη4　Biology　2006；5：195－200）．今回は，症例を追加して比較検討し，さらにSMAがの再現性につ

いても報告する．

【対象と方法】対象は男性不妊患者99例と健常男性ボランティア27例の計126例で，SMASRにて精子濃度（Csmas）および精子運動率（Msmas）を測定し，標準

化ガイドラインに基づいて測定した精子濃度（C）および精子運動率（M）と比較した．また，標準化ガイドラインおよびSMAS宜ともに精子の運動性をA～Dに分

類できることから，精子運動率（A＋B）のみならず，A，　Bそれぞれにおいて両計測法の結果を比較検討した．次にSMASRの再現性を評価するため，22例におい

て同一視野および同一検体内での計測値の変動係数（Coefficient　of　Variation：CV）を検討した，さらに，各計測値のCVと運動精子数との相関を検討した．

【結果】精子濃度ではC（×10ソml）＝128　x　Csmas（r2＝0971，　p＜0001），精子運動率ではM（％）＝1．157　x　Msmas（r2＝0892，　p＜0．001）との結果が得られ，精子

濃度および精子運動率のいずれにおいても両者の計測値は強く相関していた，しかし運動性については，A，　Bそれぞれの計測値を比較したが，強い相関は認めなれ

なかった．SMAS旦の再現性について検討したところ，同一視野および同一検体内において計測値とCVの間に負の相関を認めた項目があり，運動精子数の減少に従っ

て各計測値のCVが増加する傾向があった、

【考察】SMA9の精液検査における有用性が示唆されたが，運動精子数の少ない症例では，計測値の再現性が低下する傾向があった，よって運動精子数が少ない場

合にはSMA乎の測定結果を慎重に評価すべきであると考える，

●
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22 体外受精と精子DNA損傷率についての検討 ●

○長木　美幸，佐藤　晶子，佐藤　久子，大津　英子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】近年，精子の評価法は，染色体や，DNAレベルの詳細な報告がされるようになってきた．我々は，体外受精を施行

した精液原液をTUNEL染色し，精子DNA損傷率を調査し，　IVF（体外受精）の結果との関係について検討した．【対象・

方法】2005年10月から2006年7月までに当院でIVFを行なった189周期の患者精液を対象とした．精子DNA損傷率を
調べる為，精液塗抹標本を作製し，乾燥，固定後，TUNEL染色を行なった．【結果】精子DNA損傷率と一般精液性状（量・
濃度・運動率・奇形率・白血球数），S・C（Krugerらによるstricいcriteria）の間に相関が認められるかを検討した．運動

率，奇形率，S・Cと精子DNA損傷率には弱い相関が認められた．精子DNA損傷率とIVFを施行した189周期の成績を
比較検討したところ，精子DNA損傷率が32％未満の群の妊娠率は406％，精子DNA損傷率が32％以上の群の妊娠率は
192％と，精子DNA損傷率が32％以上の群の妊娠率が有意に低い結果であった．精液性状を，精子DNA損傷率が32％
未満と32％以上の群で比較したところ，男性年齢（365歳400歳），運動率（495％，310％），奇形率（56．1％，67．2％），

S・C（＆1％，59％）で有意差が認められた．IVFを施行した女性患者背景（女性年齢，　IVF施行回数卵子数）を精子DNA
損傷率が32％未満と32％以上の群で比較したところ有意差は無かった．同様に，正常受精率も，738％，732％と有意差
は無かった．【考察】精子DNA損傷率32％以上の精子を用いるIVFは，精子DNA損傷率32％未満の精子を用いるIVF
と比較すると，正常受精率に差は無いものの，妊娠成績に関係があることが示唆された．

●

●

23 精液調整方法が精子DNA　Fragmentationならびに精子奇形率に及ぼす影響

○合田　　幸1，立秋　優子1，赤松　芳恵1，辻　　陽子1，橋本　　周】，奥　　裕嗣，福田　愛作2，森本　義晴1

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック1，医療法人三慧会IVF大阪クリニック2

【目的】我々はPercoll遠心処理後，　swim－up処理を行うことでDNA断片化（DNA　Fragmentation）の進行した精子を除
去できることを明らかにしている（第25回　日本受精着床学会）．しかし，DNA断片化の少ない精子または正常形態精子
がどのように各処理で選別されているか定かではない．そこで本実験ではPercollおよびswim－upの各処理がDNA断片化
の進行した精子の割合（DFI率），精子核の凝縮が不十分な精子の割合（HDS率）ならびに精子の奇形率に及ぼす影響を調
べた．

【方法】精液は液化後，DFIならびにHDS測定のために一部凍結した．残りの精液は均等に4区に分け洗浄処理（（1）培養
液で洗浄（370g×10分），（2）培養液で洗浄（370g×10分）後swim－up（30分），（3）Percollで遠心処理（620g×30分），

（4）PercoUで遠心処理（620g　x　30分）後swim－up（30分））後，奇形率を観察し凍結した．　DFI率およびHDS率はEvenson

（2000）らのSperm　chromatin　structure　assay（SCSA）法を用いて調べた．

【成績】swim－up処理を行った（2）のDFI率（0．2－0．1％）および（4）のDFI率（0．1％）は原精液（a3－4β％）およびswim－

up処理を行っていない（1）（a9－a6％），（3）（20－14％）に比べ有意に低下した．また，　HDS率も同様に（2）（03－02％）

および（4）（α2％）は原精液（24－22％）および（1）（26－2．4％），（3）（13－0⑨％）に比べ有意に低下した．一方，Percoll

処理後swim－up処理を併用した（4）は併用していない（2）よりも奇形率が低下した．

【結論】本実験結果より，奇形精子を除去できるPercoll処理とDNA断片化の少ない運動良好精子を選別するswim－up処
理を併用することは有効な精液調整方法であることが示唆された．

●

●

24 プロモーター領域のDNAメチル化によるヒト精子形成障害

○杉本　和宏1。鈴木ひろみ1，前田　雄司1，高　　栄哲1，並木　幹夫1，吉田　　淳2，北村　栄子3，永瀬　浩喜3

　金沢大学大学院医学系研究科集学的治療学（泌尿器科学）1，木場公園クリニック2，日本大学大学院総合科学研究科生命
　科学3

【目的】プロモーター領域のCpG　islandのDNAメチル化は遺伝子発現に関与しているが，精子形成障害との関わりについ
て検討した報告は非常に少ない．我々は，精子形成障害が確認された患者の精巣組織を用いて，生殖細胞特異的な遺伝子の
プロモーター領域に存在するCpG　islandのDNAメチル化を定量的に解析した．【対象・方法】不妊を主訴に来院し，無・

乏精子症と診断された患者150人を対象とした．倫理委員会の承認のもと，インフォームドコンセントを得て，精巣生検を

施行した．精子形成の分化度をJohnsen’sscore　countを用いて評価した．本研究では生殖細胞特異的遺伝子VASA（NM＿
024415）について検討した，DNAメチル化の評価は，ゲノムDNAのbisulfite処理を行った後，　RNase　Aによるウラシル
特異的切断とMAIDI－TOF　MSを組み合わせたMassARRAY　EpiTYPERにて定量化した．遺伝子の発現はReal－time　PCR
にて定量化した．【結果】VASA遺伝子プロモーター領域に存在するCpG　islandは精巣特異的に低メチル化であり，　T－DMR

（Tissue－dependent　and　differentially　methylated　lesion）である．コントロール群と比較しmaturation　arrest群はこの領

域が有意に高メチル化であり，遺伝子の発現は強く抑制されていた．【考察】VASA遺伝子はATP依存性DEAD　box型RNA
ヘリカーゼをコードしているが，この障害によって精子形成障害が惹起される．この遺伝子のプロモーター領域に存在する

CpG　islandは，通常，精巣特異的に低メチル化であり遺伝子の発現制御に深く関与している．しかし，この領域が高メチル
化となり遺伝子の発現を低下させることが，精子形成障害の原因の1つとなっている可能性が示唆された．

●

●

●
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● 25 セルトリ細胞においてPGE2，　PGF2αはEP2，　FPレセプターを介し，

れPKA，　PKC経路を介してサイトカインを上昇させる
またそれぞ

○石川　智基，山口　耕平，近藤　　有，阪本　祐一，原口　貴裕，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

●

●

　精巣内細胞間の機能調節には視床下部一下垂体一精巣軸からのFSH，　LHによる調節とは別に，精巣局所でのparacrine／autocrine

機構が考えられる．精巣捻転や精巣炎などの病態では，精巣内にIL－1βなどのproin且ammatory　cytokineの増加を認め，我々はセ

ルトリ細胞においてこのIL－1βがJNK，　COX－2経路を活性化し，　PG瓦PGF2．産生を促すことを示した（Endocrinology　l46：51⑪0－

5111，2005）．今回PGがどのような機序でセルトリ細胞内のシグナリングをおこなっているか，また精巣内細胞間の情報伝達をし
ているかを検討した．18日齢SD雄ラットより精巣を摘出し，セルトリ細胞を精製分離し，　IL－1β（10ng／ml），　PGE2，　PGF2。（10μM）

もしくはcAMP　inducer（forskolin，10μM），　PGレセプターアゴニスト刺激を加えた．蛋白を抽出し，各種抗リン酸化蛋白質抗体

を用い，Western　Blottingを行った．　RNAもまた抽出し，　PG刺激による生成物は今回IL－1α，　IL－1β，　IL－6のサイトカインとし，

定量はReal　time　RT－PCR法にて行った．またPG刺激により活性化が見られたリン酸化蛋白質の阻害剤を添加し，蛋白量，　mRNA

量の変化についても検討した．セルトリ細胞においてPGE2はphosphorylated（p－）CREB，　p－PKCを活性化し，　PGF2．はp－PKC

を活性化した．PG刺激によりセルトリ細胞内のIL－1α，　IL－1β，　IL－6　mRNA量は濃度依存性に有意に増加した．さらにIL－1β刺

激によるサイトカインの増加はCOX－2選択的阻害剤であるNS－398により阻害されたが，　EP2，　FPを含むアゴニスト（Butaprost，

11－deoxy　PGE1，　Cloprostenol）添加にて増加を認めた．セルトリ細胞においてIL－1βはPGE2，　PGF2。産生を促し，それぞれのPG

はEP，，FPレセプターを介し，またPKA，　PKC経路を介してIL－1α，　IL－1β，　IL－6濃度を上昇させた．セルトリ細胞におけるサイ

トカイン制御機構の解明は将来的に精子形成障害の治療に貴重な情報を与えることが期待される．

26 精細管内を透視できるMD－TESE（microdissection　testicular　sperm　extraction）

における光学系機器の改良

○粟田松一郎1，田中　　温1，永吉　　基1，姫野　憲雄1，田中威づみ1，竹本　洋一，鍬田　恵里1，赤星　孝子1，

　馬原　千春1，楠　比呂志2

　セントマザー産婦人科医院1，神戸大学農学部動物多様性教室2

●

●

【目的】従来，MD－TESEにおいては，汎用の手術用顕微鏡が使われてきた．『白く，太い，蛇行した』精細管を標的として，精

巣精子の採取を試みてきたが，より適確に精子や精子細胞の有無を判別する為には，精細管の内部を透視できなければならない．

今回我々は，上記目的の為に，光学系機器の改良を試み，臨床上有用と思われる結果を得たので報告する．【方法】手術顕微鏡

に眼科用接触型レンズフレキシブルアームを用いて接続させることにより，拡大率の改善が得られた．さらに外部照明（ファイ

バー式）を使用して，任意の照明角度と高度を得ることにより，精細管の内部構造を明瞭に観察できるようになった．作業距離

を固定するため，『直接接触法』を用い，両眼視による立体感も保たれた．眼科用レンズをアダプターとして接続することで拡

大率の増加と接触の安定性を増した，照明方法として外部ファイバー光源を使用し任意での照明角度と光度を得ることができ
た．【結果】精細管内の構造を立体的に透視することができ，精細管の壁厚により精細胞などの付着の程度および細胞数の密度，

細胞のサイズ，色調が客観的に判定可能となった．しかし，細胞の種類の確定は不可能であった．緊満感のないやせた精細管内

に，黄色の大きな硬い感じのまばらな細胞が散在し，管腔内で流動的に容易に移動する場合は，セルトリ細胞単独症が殆どであっ

た．一方，精細管内での造精機能が正常に保たれている場合は，精細管は“プリプリ”と緊満し，淡い均質な願粒状の細胞が詰

まった状態が多かった．【結論】精細管内の細胞の密度，性質はある程度推定できるようになったが，中に存在する細胞が精細

胞か非精細胞かの鑑別は未だ十分ではない，今後もさらに症例数を増やしながら，検討していきたいと考えている．

27 非閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精巣内精子採取（MD－TESE）の手術成績

○菅藤　　哲12，宇都　博文1，戸屋真由美1，土信田雅一，安田　師仁1，菅原　準一，熊谷　志麻1，中條友紀子1，

　荒井　陽一2，京野　廣一

　京野アートクリニッグ，東北大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野2

●

●

（背景）非閉塞性無精子症（NOA）に対し，本邦の複数の施設でMD－TESEが積極的に行われている．しかし初期の報告にあるよう

に同一精巣内での精細管の違いを手術用顕微鏡で識別するのは必ずしも容易ではない．そこでこれまでの手術所見と精子回収率，顕

微授精の結果につき集計した．（方法）2004年10月から2007年5月までに東北大学病院にて7例，京野アートクリニックにおいて43

例のMD－TESEを行った．執刀は全て筆頭演者により行われた．全例より文書にてインフォームドコンセントを取得した．（結果）50

例中29例（58％）で精子を回収した．50例中NOAは34例で，13例（3＆2％）で精子を回収した．　NOAの他は閉塞性（OA），脊
髄損傷などで全例で精子を回収した．顕微授精（ICSI）の結果，　NOA以外の16例中15例（93β％），　NOAl3例中ll例（92％）で

受精が確認された、NOAで術中精細管の太さの差異が顕微鏡で認識できた症例は34例中9例（265％）で，うち7例（77£％）で精

子を回収した．一・方，術中全ての精細管がほぼ正常に見えた症例は6例（176％）で，うち4例（667％）で精子を回収した．これら

の6症例中5例の精巣容積と術前FSHは正常で，病理学的には半数体で分化停止するMaturation　Arrestであった．また術中細い精

細管しか見いだせなかった症例は16例（47％）で，うち3例（1＆8％）で精子を回収した．その他クラインフェルター症候群3例に

おいて精細管の存在が認められなかった．尚，NOAの手術件数21例目で前後に区切った場合，前期の精子回収率6／21（29％）に対

し，後期は7／13（5＆8％）と改善していた．（考察）MD－TESEで精細管の差異が識別できた症例での精子回収率は識別できなかっ

た症例に比べて高かった．しかし精細管の差異が識別不能の症例も多く，精子回収不能例では後期精子細胞を用いた治療を検討して

行く必要があると思われた．また治療成績の向上には術者，精子を検索する培養士の経験数双方が重要であると考えられた．

●
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28 TESE施行症例における精子存在有無の最終判定法　雄性生殖細胞の確認 ●

○青野　文仁1，桑山　正成］，内山　一男1，林　　輝明2，寺元　章吉2，竹原　祐志1，加藤　恵一1，加藤　　修12

　加藤レディスクリニック1，新橋夢クリニッグ

【目的】TESE施行後の細胞懸濁液に精子が確認されない場合，精子が存在しないことを証明する方法はない．そこで本研

究は，これらの症例において生殖細胞の分化状態を確認することが，精子存在の有無の判定指標となるかを検討した．【方
法】2006年10月から2007年4月まで当院でTESEを施行し，インフォームドコンセントの得られた患者を対象とした．
採取された精巣組織から得られた細胞懸濁液は，一部を除き，精子ならびに生殖細胞を確認するために倒立顕微鏡下で観察

した．生殖細胞は，Johnson（2001）の報告に準じ，明視野下で形態的特長により円形精子細胞，第二精母細胞，第一精母

細胞，ならびに精祖細胞に分類した．また，懸濁液の一部は，10μg／mlのヘキスト33342ならびにヨウ化プロピディウムを

添加してDNA染色を行ない，紫外線照射下で核の直径ならびに状態を観察，分類の補助手段とした．奇形精子様の細胞は
FISHにて核相を判定した．【成績】34症例中，正常精子が確認された全ての症例（18症例，53％）において，全ての分化
段階の生殖細胞が確認された．正常精子が確認されなかった16症例のうち10症例（29％）で奇形精子様の細胞が観察され
た．このうち，生殖細胞を観察できたのは4例（円形精子細胞まで2例，第一精母細胞まで1例，ならびに精祖細胞のみ1
例）のみであった．また，この10例の奇形精子様の細胞をFISHした結果，半数体の核相は円形精子細胞まで確認できた1
例のみであったことから，この1例以外は精子無しと判断した．また奇形精子様の細胞は，生殖細胞ではなく，その形態か
ら精細管の細胞の一部と推測された．残り6例（18％）では，奇形精子様細胞も生殖細胞も観察できなかった．【結論】TESE

後の細胞懸濁液において生殖細胞の分化状態を確認することは，精子存在の有無を最終判定する指標となりうることが示さ
れた．

●

○

29 非モザイク型クラインフェルター症候群に対する後期精子細胞を用いた顕微授精の
臨床成績

○田中　　温1，永吉　　基1，粟田松一郎1，姫野　憲雄1，田中威づみ1，竹本　洋一，鍬田　恵里1，赤星　孝子1，

　馬原　千春1，楠　比呂志2

　セントマザー産婦人科医院1，神戸大学農学部動物多様性教室2

●

【目的】今回我々は，非モザイク型クラインフェルター症候群の後期精子細胞を用いて顕微授精を行い，臨床上有用な結果

を得たので報告する，【方法】非モザイク型クラインフェルター症候群と診断された5名を対象とした．全員で精巣内精子

を認めたが，すべて不動精子で頭部の変形を認めた．精細管を酵素処理後，各種の造精細胞のFISH染色を行い，そのXお
よびY染色体の数を検討した．【結果】1．精祖細胞におけるXYおよびXXYの割合は，（1）91．7％（44／48），＆3％（4／48），
（2）　100％　　（0／34），　0％　　（0／100），　（3）　4E［7％　　（21／46），　543％　　（25／46），　（4）　57．9％　　（33／57），　42、0％　　（24／57），　（5）　601）％

（27／45），40．0％（18／45）であった．2．第一精母細胞におけるXYまたはXXYの割合は，（1）100％（47／47），（2）100％
（31／31），（3）100％（36／36），（4）100％（49／49），（5）100％（34／34）であった．3．精子細胞におけるX，Y，　XX，　XY，

XXYのそれぞれの割合は，（1）493％（33／67），507％（34／67），（2）41．7％（15／36），5＆3％（21／36），（3）4＆0％（24／50），

520％（26／50），（4）491％（27／50），509％（28／50），（5）5α8％（31／61），49．2％（30／61）であった．XX，　XYおよびXXY

は，すべて0％であった．45名中4名が出産し，児の染色体は正常であった．【結論】非モザイク型のクラインフェルター
症候群は，性腺ではXYとXXYのモザイクであり，　XXYの系統は，減数分裂に入れず，　XYの系統のみが正常な減数分裂
に移行するものと考えられた．十分なインフォームドコンセントを得られるならば，本症例の後期精子細胞を用いた顕微授
精は臨床上有用と考えられる．

●

30 高倍率精子形態検査の有用性とIntracytoplasmic　morphologically　selected　sperm

injection（IMSI）の導入

○鈴木　寛規，田中　美穂，高橋　暁子，清田　圭子，大島佐江子，後藤　亜紀，鈴木　幸成，渡邊　倫子，中村　拓実，

　吉田　　淳
　木場公園クリニック

【目的】近年，精子の形態を高倍率（6000倍以上）の顕微鏡下で観察し，より形態の良好な精子を選別採取し，顕微授精を実施するIntracyt〔戸

plasmic　morphologically　selected　sperm　injection（IMSI）により胚盤胞到達率や妊娠率が改善したと多く報告されている．当院ではIMSI

の導入にあたり，まず高倍率精子形態検査の有用性を検討したので報告する．【対象・方法】対象は高倍率精子形態検査を行った3症例とし

た，検査方法は精液を3層密度勾配（90％：70％：50％）＋swim　up処理を行い，高倍率顕微鏡下にて約50匹の精子の形態や頭部の空胞の

有無を観察した．高倍率顕微鏡にはDMI6000B（Leica社）を使用した．精子はA：正常形態かつ空胞がない，　B：良好形態かつ小さな空胞

がある，C：良好形態かつ大きな空胞がある，　D：良好形態かつ大小の空胞がある，　E：A～D以外に分類した．また，　ICSIにて使用する

顕微鏡ド（400～600倍）で形態良好と判断した精子53匹を高倍率顕微鏡下にて再度観察した．【結果】高倍率顕微鏡下にて観察した精子の

うち，AとBで特に空胞が1～2個ある精子（Bl，　B2）を合わせた精子の割合は，症例1：300（15／50），症例2：0％（0／50），症例3：0％

（0／52）であった．また，400～600倍で観察して形態良好と判断した精子を高倍率顕微鏡下にて再度観察した精子53個のうち，A＋Bl＋B2

の精子の割合は396％（21／53）であった．【考察】良好な胚盤胞到達率が得られると報告のあるA，Bl，　B2の精子の割合は処理後の精子懸

濁液においても少ない症例があった．また，ICSIにて使用する倍率（400～600倍）で正常』と判断した精子でも高倍率顕微鏡下で観察すると

空胞がある精子を含んでいることがわかった．高倍率精子形態検査を行うことにより，形態良好な精子の割合を検査することができ，形態

良好な精子の割合が少ない症例に関しては高倍率にて精子を選別するIMSIを実施することもARTの選択肢の一つであると考えられた．

●

●

●
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● 31 着床前診断に用いる8細胞期胚における核の有無からみた割球選択の検討

○永野　　舞1，中岡　義晴1，樽井　幸与1，大垣　　彩1，幸池明希子】，金谷　裕之1，杉原　研吾1，福田　愛作1，

　森本　義晴2

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

●

●

【目的】FISH法を用いた着床前診断では，通常受精3日後の8細胞期胚から割球を採取して固定標本を作製するが，まれにその

固定標本上に核が認められないことがある．その原因には，固定標本作製時の核の紛失だけでなく，無核の割球を固定したこと

が考えられる．着床前診断を行うにあたり，核の有無の見分けが重要である．そこで我々は，受精後3日目の8細胞期胚から割
球を取り出して核を染色し，割球の大きさと核の有無との関連を検討した．

【対象】患者の同意が得られた廃棄希望凍結受精胚のうち，形態良好な8細胞期胚94個94割球を対象とした．

【方法】形態良好8細胞期胚から，アスピレーション法により割球を採取し，直径を計測した．Hoechst33342溶液中に割球を移

し，インキュベーター内で10分間蛍光染色した後に蛍光顕微鏡にて核の有無を観察した．

【結果】直径40μm未満の割球（2個）には，すべて核を認めなかった．核を有する割球の割合は，直径40μm以上45μm未満で

は750％（3／4），45μm以上50μm未満では800％（12／15），50μm以上55μm未満では8＆0％（22／25），55μm以上60μm未満

では93．1％（27／29），60μm以上65μm未満では929％（13／14）が有核であり，65μm以上では100％（5／5）であった．割球の

直径が55μm未満の有核率（8α0％）は，55μm以上の有核率（95、8％）と比較し有意に低率であった．

【考察】一定以上の大きさを有する割球においても，無核の割球が存在することが判明した．直径55μm未満の小割球における

有核率が低いことから，8細胞期胚の割球の固定を行う際は55μm以上の割球を着床前診断の対象にすることが望ましいと考え
られた．今後，症例を増やして8細胞期胚での検討を進めるとともに，8細胞期胚以外の分割期胚でも同様の検討を行いたい．

32 3日目胚割球採取におけるCa2＋・Mg2＋free　mediumの必要性の検討

○大垣　　彩’，中岡　義晴1，永野　　舞’，樽井　幸与1，幸池明希子1，金谷　裕之1，杉原　研吾1，福田　愛作1，

　森本　義晴2

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

●

●

【目的】近年，臨床応用されるようになった着床前診断（PGD：preimplantation　genetic　diagnosis）では，割球採取が重要な最

初のステップとなる．割球採取法は3日目胚から目的割球を吸引して採取する吸引法が多く用いられている．割球間の結合を解

離するため，Ca2＋・Mg2＋freeのmedium（以下free　medium）を使用することが一般的である．しかしcompaction前の胚の割

球間結合は必ずしも強くはない．そこで我々は3日目胚のcompactionの有無とfree　mediumの必要性について検討を行ったの
で報告する．【対象】患者の同意が得られた廃棄希望凍結胚のうち形態良好な3日目胚を対象とした．【方法】1）A：肉眼的にcom－

pactionが見られない47個，　B：一部compactionがみられる6個，　C：compactionをしている5個の3群にわけてfree　medium
を使用せずにSSS－HTFの下で割球採取をおこない，割球が確実に採取できた成功率と成功した胚の胚盤胞到達率を検討した．2）

上記3群においてfree　mediumにて10分・20分・30分・40分・50分・60分培養後に割球採取をおこない成功率の検討をおこ
なった．【結果】1）free　mediumを使用しなかった場合の成功率と胚盤胞到達率はA群1000％（47／47）・8α9％（38／47），　B

群50．0％（3／6）・100．0％（3／3），C群0％（0／5）であった．2）free　mediumを使用した場合，　A群での成功率は10分～60分

で100％（5／5）であった．B群では10分において成功率は80％（4／5）であったが，その他では100％（5／5）であった．　C群で

は10分において40％（2／5），20分においても60％（3／5）であったが，30分以上では100％（5／5）であった．【考察】compaction

前の3日目胚については，free　mediumでの培養は必ずしも必要でないことがわかった．しかし，　compactionを始めている胚に

ついては20分程度，完全にcompactionをしているものは，30分を目安に培養をおこなう必要があると考えられた．

33 単一割球に対する間期核FISH解析のための有効的な前処理方法の検討

○青山　直樹，桑山　正成，黒田　知子，竹原　祐志，河内谷　敏，瀬川　智也，貝嶋　弘恒，加藤　恵一，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】近年の染色体検査の技法を用いた着床前診断では，診断結果の信頼性に問題があり再検討が行われている．信頼性

を下げる原因の一つとして，検査自体の正確性の低さが指摘されており，その要因の一つとしてFISHシグナルの不鮮明化
があげられる．シグナルの認識が難しく判定不能となる率は，40％にもなるとの報告もあり，本研究ではその主因と考えら
れる細胞質の残存を最小限とする前処理法の検討を行なった．【方法】当院の体外受精治療において異常受精のため廃棄と

なり同意の得られた患者由来4～8細胞期胚（10個）からの割球（45個）を用いた．1％クエン酸にて低張処理後，前回報
告したカルノアを用いた固定液ディスペンサ法により固定を行い，得られた標本に対し以下の方法にて前処理条件を検討し

た．実験区1：2XSSCにて73℃，5分間処理後氷冷2XSSCにて急速冷却，実験区2：定法として100μg／ml／001N　HCIペプ
シンにて37℃，3分間処理後PBSにて洗浄，また対照区として未処理の標本を用いた．前処理後，　MultiVysionPB｛5－color

probes　for13（Red），16（Aqua），18（Blue），21（Green），22（Yellow）］（Vysis社）を用いてFISHを行い，5色全ての

FISHシグナルに対しての判定可能率を比較した．【結果】（1）実験区1，2および対照区において5色全てのprobeが認識
できた判定可能率はそれぞれ87％，67％および60％となり，実験区1が最も高い値を示した．（2）対照区に対し，標本を
洗浄後，実験区1の操作を行ない，再度FISH解析を行なったところ，判定可能率は80％と高い値を示した．【結論】カル
ノア固定を行なった標本においては，実験区1の加熱洗浄処理がbackgroundの主因と考えられる細胞質を除去し，　FISH
probeの浸透性を向上させたことにより判定可能率が上昇したと考えられた．判定不能率は40％から13％となり1／3に減
少されたことから，本法の有用性が示唆された．
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34 卵の質の低下に関与する因子の解明と新たな治療法の確立一酸化ストレスとメラト

ニンー

●

○竹谷　俊明1，田村　博史1，浅田　裕美1，松岡　亜希1，山縣　芳明1，高崎　彰久2，嶋村　勝典2，森岡　　均2，

　杉野　法広1

　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学1，済生会下関総合病院産婦人科2
●

【目的】松果体ホルモンのメラトニン（M）が抗酸化剤作用を介して卵の質の改善に寄与するかを検討した．【方法】（1）IVF－

ETを施行した56症例において，卵胞液中のM濃度と，酸化ストレスマーカーのHexanoyl－lysine（HEL），8－hydroxy－2’－de・

oxyguanosine（8－OHdG）濃度を測定した．（2）IVF－ET患者に前周期の5日目より採卵前日までM錠（3rng／日）を投与し，

卵胞液中HEL，8－OHdG濃度を測定した．（3）前回のIVF－ET不成功で受精率が50％未満であった115症例で，今回のIVF－
ET時に上記と同様にMを投与した56症例とM投与しなかった59症例において変性卵率，受精率，妊娠率を検討した．（4）
3週齢雌ICRマウスを用い過排卵刺激48時間後に卵を採取し，酸化ストレスとしてH202（100－500μM）またはH202（300μM）＋

M（OHOpg／ml）を添加し，12時間培養後の第一極体放出の割合を観察した．本研究は当施設の倫理委員会の承認，患者の
同意を得た．【成績】（1）変性卵率30％以上の症例では，30％未満の症例より卵胞液中8－OhdG濃度は有意に高値を示した．

（2）M投与により卵胞液中8－OHdG濃度とHEL濃度は有意に低下した．卵胞液中の8－OHdG濃度とM濃度には負の相関を
認めた．（3）M投与により変性卵率は低下し，受精率は有意に上昇した（20→50％）．妊娠率は196％（11／56周期）であった．

M投与しなかった症例では受精率（21→23％）に改善を認めず，妊娠率は102％（6／59周期）であった．（4）H，02は第一極体

の放出を有意に抑制した．このH202の障害作用はM添加により改善した．【結論】Mは酸化ストレスによる卵の成熟障害を防

御した．M投与は卵胞液中の酸化ストレスを抑制し，受精率や妊娠率を向上させる有効な治療法と考える．

●

35 マウス胚におけるプロテオーム解析

○佐藤　久子，佐藤　晶子，大津　英子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】プロテオーム解析とは，細胞が持っているタンパク質の全体像を調べることであり，翻訳後にリン酸化や，酸化や

糖化などの修飾を受けて，構造や機能が変化している場合には，それらの状況もわかる実験方法である．そのため，未だ解

析されていない胚の機能を解析するのに大変よい方法であると考えられる．しかし，胚のタンパクは微量であるため，その
解析には困難も伴う．そこで我々は，マウス胚を用いたプロテオーム解析の最適化を目的とし，実験を行なった．【方法】8

週のマウス（BDF1）胚をサンプルとした．異なるタンパクが解析できているか確認するために，発現タンパクが異なると
考えられる，未分割胚と胚盤胞期胚を使用した．胚は，PBSと超純水でそれぞれ3度洗浄後，一次元電気泳動及び二次元電
気泳動を行なった．二次元電気泳動では，タンパク質分解能を上げるために，還元剤試薬としてTBP（リン酸トリブチル）
を用いて実験を行なった．【結果】一次元電気泳動では，胚10個から得られたサンプルから，充分な濃さのバンドが観察さ

れた．胚1個からのサンプルにおいても，発現量が少ないものの胚10個と同じ分子量にバンドを観察することが出来た．
また，未分割胚と胚盤胞期胚では異なるバンドが複数観察された．二次元電気泳動では，胚10個から得られたサンプルか
ら，発現量の異なるスポットや発現パターンの異なるスポットを，胚盤胞と未分割で確認することが出来た．更にタンパク

質分解能を上げるため，還元剤試薬としてTBP（リン酸トリブチル）を用いて実験を行なったところ，スポット数が増加し
た．【考察】一次元電気泳動では胚一個からでも解析可能であることが分かった．二次元電気泳動では，TBPを用いること

により，タンパク質の分解能を上げることが出来たと考えられる．これらの手法を用いて分離されたタンパクを同定するこ
とにより，様々なステージでの胚の機能解析が可能であると考えられる．

●

●

36 モルホリノアンチセンスオリゴを用いたマウス着床前胚のOct4遺伝子発現抑制

○辻　　　勲旦，三谷　　匡2，渡部　　洋1，細井　美彦2，星合　　昊1

　近畿大学医学部産科婦人科学教室1，近畿大学生物理工学部遺伝子工学科2

【目的】モルホリノアンチセンスオリゴ（MO）は，標的mRNAに結合し，翻訳を阻害することにより遺伝子発現を抑制す
る．この方法は様々な脊椎動物の胚発生研究で報告されているが，マウスでの報告例は少ない．今回の研究では，導入試薬

ethoxylated　polyethylenimine（EPEI）を用いたMO導入が，内因性遺伝子Oct4を標的遺伝子として，マウス着床前胚に
おける遺伝子発現抑制に応用できるかどうかを目的とした．【方法】MO導入の至適条件を設定するために，　MO濃度・EPEI

濃度・MO処理時間・MO処理回数について検討した．　MO処理は2細胞期，桑実胚期，胚盤胞期，艀化した胚盤胞期に施
行した．MOの核内への導入はFITCを標識したMOを用い，共焦点レーザー顕微鏡にて検討した．　MO濃度20μM，　EPEI
濃度α56μM，処理時間3時間の至適条件で，Oct4を標的遺伝子としてMO処理を施行した．【成績】2細胞期と胚盤胞期の

2段階MO処理は，　Oct4発現を抑制した．このMO処理により，胚盤胞期でのOct4蛋白は著しく低下した．胚盤胞を4日
間追加培養すると，胚はトロホブラスト細胞に分化するか，または胚盤胞期で発生が停止した．この表現型はOct4欠損胚
と同じであるように思われた．【結論】EPEIを用いたMO導入は，マウス着床前胚における遺伝子機能解析に応用すること
ができ，簡易で，かつ効果的な技術であることが示された．

●

●

●
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● 37 ヒト体外成熟卵子および体内成熟卵子間における核置換後の胚発生能の検討一第二
報

○田中　　温1，永吉　　基1，粟田松一郎1，姫野　憲雄1，田中威づみ1，竹本　洋一，鍬田　恵里’，赤星　孝子’，

　楠　比呂志2

　セントマザー産婦人科医院匹，神戸大学農学部動物多様性教室2
●

●

【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や老化卵子の救済法として，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】Recipient卵子としては，　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．　Donar卵子としては，多数の卵子が採取された患者より提供を受けた．本実験は全て患者
の同意の下に行われた．サイトカラシンB5μg／μ1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

装置の装着した倒立顕微鏡下で，recipient卵子の染色体の位置を確認した．　Piezzoのマニピュレーターに装着した内径10～

12μmのピペットで，この染色体をkaryoplastとして一旦除去し，その後除核したdonar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8V　6sec＋直流1．36kv／cm40μsec）．電気融合後，

HTF内で2時間培養し，　ICSIを行った．【結果】1．カリオプラスト除去の成功率は89．7％（26／29），電気融合率は7仕9％
（21／26）であった．2．第一極体の有無の影響：第一極体（＋），（一）における電気融合率は，700％（7／10），875％（4／16）

であった．3．核置換後の受精率，分割率および胚盤胞への発生率は，762％（16／21），6住7％（14／21），38．1％（8／21）で

あった．4．透明帯切開法を工夫することにより核置換の時間が短縮された．【結論】本法は，ミトコンドリア病の治療な
らびに老化卵子の救済法となる可能性が示唆された．

38 Time－lapse　cinematographyを用いた前核期における核膜形成消失時期の解析

○奥田　　梓，上野ゆき穂，志村　陶子，湯本啓太郎，竹下　千恵，若槻　有香，岩田　京子，錦織　恭子，加藤　一雄，

　見尾　保幸

　ミオ・ファティリティ・クリニック

●

●

【目的】生殖補助医療（ART）における移植胚の決定のためには，分割期のみならず前核期での評価が重要となる．前核期

での受精確認の際に，1PN胚が散見され，その原因として単為発生，核膜形成・消失時期のずれ，あるいは，前核融合など

が考えられているが詳細は不明である．そこで，ICSI卵子のTime－lapse　cinematographyを用いて2PN胚と1PN胚の時
間経過と前核消失について解析を行った．【対象と方法】平成15年4月から平成19年3月の期間に，ICSIを実施した症例

のうち，十分な説明を行った上でTime－lapse　cinematographyに同意の得られた80症例を対象とした．採取された成熟卵
子のうちの1個を無作為に選択し，ICSI後40時間の連続観察（露光時間：50ms，撮影間隔：2min）を行った．【結果】連
続観察したICSI卵子（n＝88）のうち，2PN胚は901％（nニ80），1PN胚は2．3％（n＝2），≧3PN胚は2．3％（n＝2），非
受精が4．5％（n＝4）に認められた．2PN胚における前核出現時間は，雄性前核がICSI後平均5、6時間，雌性前核が5．7時

間であり，雌雄前核出現時間の差は平均15．3分（range：0～70分）であった．また，前核消失時間はICSI後平均223時間
であり，前核消失までに両前核核膜の融合は認められず，両前核は同期的に消失した．一方，1PN胚では，前核出現時間が
ICSI後42時間，消失時間が2α9時間であり，前核出現から消失まで前核数は不変であった．【結論】今回の前核期胚にお

ける検討では，消失前に前核が融合し2PN胚から1PN胚へと形態が変化する胚は認められなかった．また，核膜消失時期
のずれも認められず，前核数は前核期を通して不変であった．今後更に，Time－lapse　cinematographyによる解析を行い，
前核形成機序を明らかにしていきたい．

39 「ヒト前核期胚の透明帯の厚さと弾性率（ヤング率）」

○赤石　一幸1，中村　寛子12，水野　仁二’2，吉田　　涼1，村山　嘉延2，渡辺奈津美’，尾股　定夫2，中野　　真’，

　安齋　　憲1，乾　　裕昭1

　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’，日本大学工学部・次世代工学技術センター2

●

●

【目的】ヒト卵子透明帯は，症例や個々の卵子で厚さに差を認める．また酵素を用いた透明帯消化試験において，個々の卵子

で溶解時間に差があると言われている．そこで今回我々は，超高感度触覚センサ（MTS）を用いて弾性率（ヤング率）を算
出し，前核期胚における透明帯の厚さとヤング率の相関を検討した．【方法】2005年11月より2007年4月まで，体外受精及

び顕微授精19症例20周期44個の前核期胚についてMTSを用いた測定をおこないヤング率を算出した．　MTSは，円筒形ピ

エゾ素子とガラスニードルにて作製した．測定方法はコンピューター制御下でMTSと反対側から一定速度でホールディング

ピペットを移動させ，透明帯表面から約10μmの深さまでMTSを進入させ，0－5μmまでのヤング率を算出した．また透明帯

の厚さは，倒立顕微鏡の接眼レンズにマイクロメーターを用いて計測し算出した．前核期胚は透明帯の厚さにより3群に分
類し，それぞれのヤング率を算出し比較検討した．なお本試験は，院内倫理委員会及び日本産科婦人科学会の承認を取得，
十分なインフォームドコンセントの得られた後に行った．【成績】体外受精及び顕微授精で得られた前核期胚における透明帯

の厚さ別ヤング率は，（A群）15μm未満749±453kPa（n＝12），（B群）15μm以上1τ5μm未満9．36±391kPa（n＝20），そ

して（C群）175μm以上1586±772kPa（n＝12）と透明帯が厚くなるに伴いヤング率が高くなる傾向が認められた．【結論】

工学的手法であるMTS測定によるヒト前核期胚における透明帯の厚さの違いによるヤング率を算出した．透明帯が厚い前核

期胚のヤング率は，透明帯が薄いものに比べ，ヤング率が高い傾向が認められた．透明帯が厚い症例は，硬度が高く，ハッ
チング障害の存在を示唆し，今後アシステッドハッチングの適用か否かを判断する上で有効な指標になりうると思われた．
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40 媒精6時間後の紡錘体の可視と受精障害について ●

○笠井　　剛12，三宅　麻喜12，エンフマダバサンブー’2，原ロセリーナ’2，島津由加里12，和田麻美子12，鈴木真梨子12，

　平田　修司2，星　　和彦2

　山梨大学医学部附属病院生殖医療センター’，山梨大学医学部産婦人秤

【目的】ARTにおいて受精の確認は，一般に媒精後18時間後に行われるが，受精障害例にrescue　ICSIを行う場合，媒精6
時間後に施行した方が臨床成績が良いと云われている．媒精6時間後の観察では，透明帯に精子の付着が無いこと，第2極
体の放出が無いことが，未受精と考えられるが，媒精6時間に偏光顕微鏡を用いて，紡錘体の有無を観察し，受精の有無と

の関連を検討した．【方法】対象としたのは，同意が得られた2006年7月から2007年2月までに当科でIVFを施行した37
周期及びICSIを施行した57周期である．　IVFの場合，採卵後3時間後に媒精を行いその6時間後に偏光顕微鏡にて紡錘体

と第2極体を確認した．ICSIの場合，採卵後3時間後に紡錘体を確認しつつICSIを施行し，その6時間後に紡錘体と第2
極体を確認した．【成績】平均年齢はIVF群で359±4．1歳（Mean±SD），　ICSI群で362±4．5歳であった．対象とした卵の

数は，IVF群で163個，　ICSI群で278個であった．　IVF群で6時間後に第2極体があった卵は105個で受精率は962％で
あった．第2極体が存在せず，卵細胞質内に紡錘体が観察されなかった卵は27個で受精率は704％であった．紡錘体が観
察された卵は31個で受精率は290％であった．ICSI群では，6時間後に第2極体があった卵は187個で受精率は89β％で
あった．第2極体が存在せず，卵細胞質内に紡錘体が観察されなかった卵は58個で受精率は36．2％であった．紡錘体が観
察された卵は33個で受精率は61％であった．【結論】媒精6時間後に卵細胞質内に紡錘体を認めた場合，受精障害が予想
されるが，そのうち3割の卵で，後に受精が判明しており，それだけではrescue　ICSIの適応とはならないことがあきらか
になった．

●

●

41 体外成熟培養により得られたマウス卵母細胞のミトコンドリア膜電位

○青野　展也12，杉村　智史2，吉田　仁秋，佐藤　英明2

　吉田レディースクリニック1，東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野2

【目的】未成熟卵母細胞の体外成熟培養は高い核成熟率を示す培養条件の体外成熟卵子でも体内成熟卵子（排卵卵子）に比

べ発生能が低い．その原因の一つとして，発生能に関係する細胞質因子の成熟が培養条件などにより大きく影響されること

が示唆されている．本研究ではマウス卵子を用い，エネルギー産生や代謝に関わり胚発生に大きく関与することが知られて

いるミトコンドリアについて着目し，電子伝達系の機能を探るべく，体内成熟および体外成熟卵子の卵細胞質内ミトコンド
リアの膜電位について，その解析を行った．【材料と方法】マウスGV期卵子を，異なる2種の培地を用いて成熟培養を行っ

た．体外成熟により得られたMII期卵子および体内成熟卵子を2μM／l　JC－1にて37℃，20分間培養i後，3回洗浄の後マウン

トし，共焦点レーザー顕微鏡にてミトコンドリアの分布を観察した．得られた各群のJC－1染色像より，膜電位の高いJ－aggre－

gate状態である赤色蛍光と，膜電位の低いmonomerの緑色蛍光の平均値の比率（△Ψm）を算出し，ミトコンドリア膜電位
の比較を行った．【結果】JC－1染色によるミトコンドリア分布は，全ての群において卵子の表層部付近で膜電位が高く，中

心部で膜電位が低く検出された．また，脱共役剤であるCCCP処理を行った結果，膜電位の低下が認められた．△Ψm測定
を用いたミトコンドリア膜電位の比較の結果GV期卵子に比べ，体内成熟卵子ではミトコンドリア膜電位が有意（P＜α05）

に高くなることが明らかとなった．また，体内成熟卵子と体外成熟卵子間において有意な差が認められ，さらに培地間にお
いても有意な差が認められた（P＜OO5）．【考察】体外成熟培養が卵母細胞のミトコンドリア機能に影響を及ぼす可能性が示
唆された．

●

●

42 卵巣予備能の評価における卵胞期初期血中anti－mullerian　hormoneの有用性に関
して

○北島　道夫，カーンカレクネワズ，大石　　瞳，今村　健仁，平木　宏一，井上　統夫，増崎　英明
　長崎大学医学部産科婦人科

【目的】卵巣予備能を評価することは，不妊治療での方針を決定する際に有用であり，一般に卵胞期初期のFSHの上昇が卵

巣予備能の指標として用いられる．一方，Anti－mullerian　hormone（AMH）は卵巣穎粒膜細胞から産生され，末梢血にお

けるAMHレベルは卵巣予備能を直接的に反映している可能性がある，今回，当科で取り扱った婦人科手術既往例で卵胞期
初期の血中AMHを測定し，卵巣機能評価における有用性を検討した．【方法】子宮内膜症や卵巣腫瘍などの婦人科良性疾

患に対する腹腔鏡あるいは開腹手術の既往がある45才以下の有経女性50例を対象とした．このうち21例は片側の卵巣腫
瘤核出術を受けていた．インフォームドコンセントを得て，月経第2日目から4日目に採血し，ELISA法で血中FSH（DPC
Immulyze，　UK）およびAMH（Immunotech，　Beckman　Coulter，　France）を測定した．年齢および卵，巣処置の有無とAMH

あるいはFSHとの関連を検討した．【成績】対象の平均年齢は343±60才で22才から45才の範囲であった．　AMHと年齢
には有意な負の相関を認め（R＝0．52，P＝00001），　FSHと年齢には有意な正の相関が認められ（R＝0．39，　P＝0005），　AMH

とFSH間にも有意な相関を認めた（R＝031，　P＝0．03）．卵巣手術既往例では，　AMHが低く（1．6±1．2　vs　2．4±2．1ng／mL），

FSHが高い（105±6．6　vs＆4±26miu／mL）傾向が認められた．35才以上で卵巣手術の有無によりAMH値を比較したとこ
ろ，30代後半では卵巣手術既往例でAMHが有意に低かったが（10±0．5　vs　24±14ng／mL，　P＝002），40代では両群間に

有意差は認められなかった．【結論】卵胞期初期の末梢血AMH濃度は，加齢による卵巣機能の低下を反映していると考え

られた．また，AMHは，卵巣に対する機能温存手術後の卵巣予備能の評価に対して有用である可能性がある．

●

●
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ぶ

43 インスリン抵抗性ラットを用いた高インスリン環境と卵胞閉鎖に対するFOXO1の
関連に関する検討

●

●

○梶原　　健，内野　聡美，田谷　順子，難波　　聡三木　明徳岡垣　竜吾，板倉　敦夫，石原　　理

　埼玉医科大学産婦人科

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）では高アンドロゲン環境がその病態のひとつであると考えられるが，近年インスリン

抵抗性との関連が注目されている．今回我々はインスリン抵抗性モデルラットであるZucker系肥満ラットを用い，高イン
スリン環境と卵胞発育との関連，特に卵胞閉鎖とフォークヘッド転写因子の一つであるFOXOIと関連について検討した．
【方法】5週齢のZucker　fa／faラットならびに＋／＋を用い，その性周期に関しては膣スメアを用いて検討を行った．また，

卵巣形態の評価にHE染色およびTUNEL法を用い，　FOXO1の局在に関しては免疫組織化学的検討を行った．【成績】膣ス
メアでは＋／＋ラットでは4－5日周期の規則的な性周期を示していたのに対してfa／faラットでは性周期が不規則であった．

両者のゴナドトロピンレベルに差はなく，血中インスリンは後者で有意に高値であった．fa／faラットでは＋／＋ラットに比

較して総卵胞数が有意に多く，さらに閉鎖卵胞数とTUNEL陽性細胞数も有意に増加していた．＋／＋ラット，　fa／faラット

共にその閉鎖卵胞における穎粒膜細胞の核にのみFOXOIの局在が認められ，他の卵胞にはその局在は認められなかった．

【結論】インスリン抵抗性ラットの性周期は不規則で，卵巣における閉鎖卵胞数が増加しており，高インスリン血症がその

メカニズムに関与する可能性がある．また，卵胞閉鎖におけるアポトーシス誘導メカニズムにFOXO1が関連していること
が示唆された．

44 卵巣機能評価の手段としての血中抗ミューラー管ホルモン（Anti－Mullerian　Ho壬

mone，　AMH）測定の意義

○朝倉　寛之，西尾　京子，熊谷　　恵，田中　紀子

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

●

●

【背景・目的】TGF一βスーパーファミリーに属し生殖器官の成長と分化調節を担う糖タンパク質ダイマーであるAMHは，

卵巣において前または小卵胞の穎粒膜細胞より分泌され，その血中濃度は加齢と共に減少する．不妊女性でのAMH値と従
来の卵巣機能検査結果を比較し，卵巣予備能評価法としてのAMH検出の意義を検討した．【対象・方法】不妊女性患者19

名より同意を得て卵胞期またはクロミッドチャレンジテスト（CCCT）での月経周期3日目での血漿AMHを，2段階ELISA
法（検出限界07pM，　inter＆intra－assay　CV各12．3％，142％）にて検出した，統計的解析はstudent－T　testを用いた．【結

果】被験者（平均35．6歳範囲26～45歳）のAMH値は平均154pM，範囲は09pMから367pM（95％C工9．9－2α9pM）に
分布した．AMH値は女性年齢と有意な負の相関（r＝－052，　p＝0．021）を有し，年齢とCCCTでのDay3およびDay10　FSH
値，両者のFSH総和値いずれよりも強い相関関係を示した（それぞれr＝α48，　p＝0．13；r＝054，　p＝0．11；r＝α53，　p＝0．11）．

AMH値とこれら3種のFSH値間には弱い負の相関のみが存在した．対象患者を，年齢40歳以上かFSH総和値が151U／L
以上である卵巣機能低下と診断されるD群（n＝7），臨床的に多嚢胞卵巣症候群と診断されるP群（n＝4），それ以外のN
群（n＝8）でのAMH値は，　D，　N，　P群の順に，平均値（SD）が58（29），16．7（105），29，6（52）pMと，各群間に有

意差を認めた．【結論】不妊女性のAMH値は高齢化による卵胞プールの減少を反映した．　AMH検出にて卵巣機能不全をFSH

値よりも簡便かつ鋭敏に評価できた．多嚢胞卵巣症候群女性ではAMH値は高値で，　ARTによる卵巣過剰刺激症候群を発
症する高リスク患者がより明らかに認識できる可能性が示された．

45 卵巣周期におけるケモカインレセプターCXCR4の発現調節及び局在・機能解析

○桑原　慶充，峯　　克也，富山　僚子，阿部　　崇，稲川　智子，明楽　重夫，竹下　俊行

　日本医科大学産婦人科学教室

●

●

【目的】卵巣周期に伴う一連の現象は，様々なパラクライン因子により調節されている事が報告されている．我々は，ゴナ
ドトロピンサージで卵巣に発現誘導されるCXCケモカインレセプターを同定し，局在機能に関する詳細な解析を行った．

【方法】幼若マウスおよびラットPMSG－hCG誘導モデルを用いたマイクロアレー解析，定量的RT－PCRにより，卵巣で経
時的に発現変化する遣伝子群のスクリーニング，同定を行った．hCG投与後，著明に発現誘導されたケモカインレセプター

CXCR4およびそのリガンドCXCL12を対象に，　In　situハイブリダイゼーション，組織免疫染色各卵胞構成細胞の定量的

RT－PCRを行った．さらに，　CXCR4の特異的アンタゴニストAMD3100をラット卵胞培養系に添加し，断片化DNAの定
量によるアポトーシスの評価プロゲステロン産生の定量を行った．また，ラットPMSG－hCG誘導モデルにAMD3100を
投与し，排卵～黄体期の血清プロゲステロン値を定量した．【成績】CXCR4は排卵期～黄体初期の頼粒膜細胞に発現誘導さ

れ，一方CXCLI2は爽膜・問質細胞に恒常的に発現していた．ラット卵胞培養系にCXCR4のAMD3100を添加すると，穎
粒膜細胞のアポトーシスが促進され，プロゲステロンの産生が減少した．さらにin　vivoではAMD3100投与により黄体期
の血清プロゲステロン値が有意に低下した．【結論】CXCR4／CXCLI2シグナリングはゴナドトロピンサージによりアップレ
ギュレーションされ，初期黄体化頼粒膜細胞のアポトーシスを抑制し，黄体機能の維持に重要な役割を果たしている可能性

が示唆された．

●
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46 卵管水腫を有する不妊患者に対する治療戦略一卵管開口術と卵管切除後ARTのど
ちらを第一選択とすべきか一

後

○大沢　政巳1，辰巳　佳史1，浅野　美幸1，伊藤知華子1，都築　知代1，上條　浩子1，山田　礼子1，浅井　正子2，

　成田　　牧1

　成田育成会成田病院産婦人科1，レディスクリニックセントソフィア2
●

【目的】卵管水腫を有する不妊患者に対する治療法には卵管開口術とARTが考えられる．卵管水腫存在下でのART成績は比較
的不良と言われているが，卵管切除によりその妊娠率は改善するという報告が多い．今回我々は卵管水腫を有する不妊患者に対

して，卵管開口術と卵管切除後ARTのどちらを優先すべきかを明らかにする目的で，当院での卵管水腫患者について後方視的検
討を行った．【方法】卵管水腫合併不妊患者のうち，平成14年7月より平成19年1月までの間に腹腔鏡下卵管開口術を施行した

18例と，腹腔鏡下卵管切除術を施行した13例について術後妊娠率を中心に検討した．【成績】腹腔鏡下卵管開口術を施行した18

例の術後非ART（タイミング，　COH，　AIH等の一般不妊治療）妊娠率は33．3％（6／18）であった．一般不妊治療で妊娠しなかっ

た12例のうち5例がARTへ移行し全例が妊娠に至った．一・方腹腔鏡下卵管切除術を施行した13例の術後ART妊娠率は，移植
あたり4＆5％（16／33），患者あたり846％（11／13）であった．13例のうち術前後に胚移植を行った7例についての移植あたり妊

娠率は，前が214％（3／14），後が429％（9／21），患者あたり妊娠率は，前が2＆6％（2／7），後が85．7％（6／7）であり，切除後

の患者あたり妊娠率が切除前に比べて有意な改善を示した（p＜005）．【結論】卵管開口術により術後非ART妊娠が333％に認

められたことから，卵管水腫の患者にはまず卵管開口術を選択するのがよいと考えられる．また卵管開口術後のART妊娠率も高

いため，一定期間の一般不妊治療で妊娠に至らない場合には引き続きARTを試みるのがよいが，　ARTでも妊娠しない場合には

卵管水腫の有無を再評価し，卵管水腫の再発が確認された場合には卵管切除がその後のART妊娠率を改善する．

●

47 新FTカテーテルシステムを用いた多施設臨床評価

○渡邊　広是1，末岡　　浩2，福田　愛作3，塩谷　雅英1，越田　光伸5，中山　貴弘6，澤田　富夫7，高橋　敬一8，

　本山　光博1，岡　　賢二1°，小西　郁生］°，中林　　章2，櫻井　友義2，佐藤　　卓2，吉村　泰典2

　けいゆう病院産婦人科1，慶懸義塾大学医学部産婦人科2，医療法人三慧会IVF大阪クリニック3，英ウイメンズクリニッ
　グ，越田クリニック5，足立病院不妊治療センター6，さわだウイメンズクリニック7，高橋ウイメンズクリニック8，三秀会
　中央クリニック9，信州大学医学部産婦人科学教室1⑪

【目的】FTカテーテルシステム（卵管鏡下卵管形成システム）での卵管通過回復成績は，術中で97％，術後1～3ヶ月のHSG（子宮卵管造影）で

90％の通過回復成績を示し（慶慮義塾大学病院），再閉塞率は10％程度という良好な治療成績を残している，妊娠率は，269％～30％以上（慶磨

義塾大学病院他）であり，安全性も高い治療法である．しかし，現在に至るまで各施設それぞれの治療成績の発表はあったが，多施設での評価は

行われていない．適用となる症例や卵管内腔所見，妊娠率等の詳細な情報を取得するために多施設での評価は必須である．FTカテーテルシステ

ムの改良・改善を目的として，多施設問での評価検討を行った．【方法】国内の約10施設を対象として，多施設プロスペクティブ単独登録にて実

施した．エントリーの適応は術前診断で子宮口から10cm以内の通過障害を認めた卵管閉例，及び卵管狭窄を有する患者（可能な限りHSGによっ

て診断）で，予め患者本人より文書にて同意を得られた症例とし，主要評価項目は，1）1年以内の妊娠率，2）卵管の開通率，3）バルーン到達距

離，と定めた．登録した患者については，最長1年10ヶ月における臨床評価を実施する事とした．【結果】最終エントリーが2007年3月であり，

現在フォローアップ中の症例が多いが，現在までに報告された症例の評価では，1）1年以内の妊娠率は154％，2）卵管の開通率について，術中

開通率は患者別・卵管別で共に100％，術後開通率は患者別・卵管別でともに6＆8％，3）バルーン到達距離は平均92cm，であった．【考察】妊

娠率については治療後1年以内の結果を集計したため，従来の累積結果より低い値となったが，今後暫時データを累積して再評価する．卵管の開

通率については，これまでに発表された成績より若干低い評価であった．術後の選択的通水検査等での継続的フォローアップが重要と考えられた．

●

●

48 不妊症における子宮鏡検査，子宮鏡下手術の有用性

○逸見　博文i，東口　篤司1，金澤　朋扇1，高階　俊光2，斎藤　　学2

　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科1，　KKR札幌医療センター斗南病院婦人科2

【目的】子宮卵管造影，超音波検査所見において子宮内腔正常と判断された症例が原因不明不妊と診断されることがある．

しかし，子宮鏡検査ではじめて子宮内病変が明らかになることがあり，我々は不妊症の一般検査として子宮鏡検査を行なっ

ている．原因不明不妊症を診断する上での子宮鏡検査の有用性について検討したので報告する．【方法】2004年1月から12
月までの1年間に不妊症を適応として子宮鏡検査が施行された116例を対象とし，検査は月経終了直後に行った．【結果】2004

年1月～12月に子宮鏡検査を行なった不妊症例116例中51例（44．0％）に子宮内隆起病変が認められた．ポリープは25例
（490％），ポリポイドは10例（19．6％），子宮筋腫は10例（196％），子宮腔の癒着が6例（11．8％）でポリープが最多であっ

た．ポリープの直径は5mm以上のものが18例（72．0％），5mm未満のものが7例（2＆0％）であり，5mm以上のサイズの
ポリープが多かった．子宮内隆起病変（一）群と（＋）群を無治療で経過観察したときの妊娠率は5仕9％（n＝65），33．3％

（n＝27）であり，無治療で子宮内隆起病変を経過観察した場合に有意に妊娠率が低下した（P＜005）．【結論】子宮卵管造影

や超音波検査では診断不可能な子宮内隆起病変が存在して，原因不明不妊症となる事があるため，不妊症全症例に子宮鏡を
施行したほうが良いと思われる．

●

●
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？
49 「がん治療者のためのリプロダクション外来」を設立して一卵巣機能温存治療の実

際一

●

●

○塩田　恭子，秋谷　　文，酒見　智子，小松　雅博，石井　絵理，佐藤　孝道

　聖路加国際病院女性総合診療部

［目的］がん治療によって卵巣機能の低下，廃絶が予想される場合に，将来の妊孕性を保つために卵巣機能保存を希望する

患者が増加していきている．当院でも2006年6月から「がん治療者のためのリプロダクション外来」を設立し，がん治療
者の性腺保存についての診療を開始した、今回，卵巣機能温存治療の実際からその問題点について検討した．［方法］2006

年6月から「がん治療者のためのリプロダクション外来」を受診した患者の中，これからがん治療を開始，または現在がん

治療中で，卵巣機能保存の希望を主訴として来院した9例について，原病の種類治療中か前か，治療の種類性腺保存治
療の選択の有無について検討した，［結果］年齢は19～41才，7例が乳癌の患者，2例がポジキンリンパ腫であった．1例が

治療中であった以外は全例治療前の受診であった．治療は手術と化学療法が6例，1例は手術とホルモン治療化学療法の
みが2例であった．受診時に治療の詳細について聴取し，年齢や化学療法の種類，量などから，今後の妊孕性の予後を推定

し，患者に提示した．その結果，3例が卵子保存を希望したが，1例は採卵できず，2例が卵子保存を施行．1例は今後受精
卵保存の予定．1例はGnRH　agonistによる卵巣保護を施行．4例はそのまま治療を施行または継続した．外来受診から実際

にがん治療がはじまるまでの期間は，ポジキンリンパ腫の2例は1週間以内に化学療法を開始，一方乳癌では治療前の症例
では全例2週間以降にがん治療を開始した．［考察］がん治療で卵巣機能の低下，廃絶が予想される場合に性腺保存を希望

して受診した症例数はまだ多くはないが，9例中5例が卵巣機能保存治療を選択した．しかしポジキンリンパ腫では治療ま

での期間が短く，卵巣機能温存治療を施行したくても実際にはできない状況にあることが明らかになった．

50 無精子症例および精子濃度1×106／ml以下の高度乏精子症例における精索静脈瘤手
術後の治療成績について

○松下　知彦1，寺井　一隆2，吉池　美紀2，山川　克典2，中野　　勝】，岩本　晃明23

　大船中央病院泌尿器科1，聖マリアンナ医科大学泌尿器科学2，国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター3

●

●

【目的】精索静脈瘤は男性不妊症の原因の一つとして広く認識され，手術が施行されているが，その有効性には未だ議論の
余地がある．今回は特に，無精子症および高度乏精子症患者に対する精索静脈瘤結紮術の手術成績を検討した．【対象およ

び方法】本院及び関連病院にて精索静脈瘤と診断され手術を受けた，無精子症患者24例，および高度乏精子症患者（精子
濃度lx106／ml以下）22例を対象に，患者背景ならびに内分泌検査所見と術前後の精液所見について検討した．術前の精液
検査結果は2～3回の平均値で評価し，術後は全経過の平均値にて評価した．【結果】無精子症，乏精子症の患者平均年齢は

それぞれ31．3歳，334歳であった．無精子症24例中3例（125％）で術後に精子の出現を認めた．高度乏精子症例では術前
精子濃度，運動率が（平均値±標準偏差）04±03x106／ml，21±20％であったのが，術後それぞれ8．8±1田×106／ml（p＝

0022），37±24％（p＝α036）と精子濃度，運動率ともに有意に改善した．また，22例中4例（18％）で精子濃度が20x106

／ml以上となる著明改善を認めた．無精子症例では，術後に精子が出現した3例のFSHが平均＆4mIU／mlと非出現21例の
259mIU／mlに比して低く，10mlU／ml以下であった7例のうち2例で精子が出現した．高度乏精子症でもFSHが10mlU／
ml以下の症例における術後の精子濃度は11．9±200　x　10『／mlと比較的良好であった．【結論】精索静脈瘤の術後，無精子症

の125％で射出精子が認められたことから，特にFSHが10mIU／ml以下の症例では結紮術を試みる価値があると考えられ
た．高度乏精子症であっても手術によって精子濃度は改善し，自然妊娠が期待できる正常精子濃度に達する症例もあること
から，パートナーの年齢・女性因子を考慮し今後も積極的に手術を行っていく方針である．

51 当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術750例に対する後方視的検討

○内出一郎，浅川恭行，太田邦明，林　秀隆土屋雄彦，前村俊満，森田峰人
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

●

●

　1996年1月から2006年12月までにLMを施行した750例（筋層内筋腫395例，漿膜下筋腫355例）について筋腫部位お
よび筋腫核径が手術時間，出血量に及ぼす影響を検討し，適応と限界について考察した．術前GnRHa投与を3－6ヶ月間行
い，気腹法，体腔内縫合にてLMを施行した．筋層内筋腫；最大核出筋腫核径61±1．8（1－12）cm，筋腫核数19±16（1－16）

個，手術時間1016±307（30－205）分，出血量10α1±823（10－620）ml，摘出物重量130．3±989（4－630）g，漿膜下筋腫；

最大核出筋腫核径70±2．1（1－15）cm，筋腫核数21±17（H6）個，手術時間98．5±293（25－210）分，出血量942±877
（10－450）ml，摘出物重量199．2±1667（5－140）gであった．出血量について大きさ別に分類すると，筋層内筋腫最大核出

筋腫核径10cm未満（963±7＆5（10－650）ml，（n＝379））に対し，10cm以上（2247±15軌8（45－620）ml，（n＝16））で有

意に増加した（p＜0．0001）．筋層内筋腫に対するLMでは最大核出筋腫核径が10cmを超えると出血量の増加が顕著であり，

適応の限界になることが示唆された．筋腫核径が大きい場合には術者の技量に合わせて術式を選択し，LM施行中に出血が
多い場合には速やかに開腹手術に移行するべきであると考えられた．術後子宮周囲癒着の問題を考えれば開腹手術は出来う

る限り回避されるべきであるが，出血量や手術時間が増大することも考慮し，術式を慎重に選択し，術中の術式変更も速や
かに行われるべきであると考えられた．
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52 不妊症に対する腹腔鏡下子宮筋腫摘出術の予後
●

○奥田喜代司1，浅野　正子’，山下　能毅，藤野久仁子1，森罵　祥子1，市川　文雄2，大道　正英1

　大阪医科大学産婦人科学教室1，市川婦人科クリニック2

【はじめに】不妊症における子宮筋腫の取り扱いについては議論の余地があり，本邦における不妊症に対する腹腔鏡下子宮

筋腫摘出術の術後成績は未だ散見されるのみである．今回，教室および関連施設における子宮筋腫合併不妊症に対する腹腔

鏡下子宮筋腫摘出術（LM）の術後成績をretrospectiveに検討した．【対象および方法】2004年1月より2006年6月（2年
6ヶ月）までに子宮筋腫合併不妊症に対してLMを行った47例を対象とし，摘出筋腫の個数大きさ，部位別の妊娠率，そ
の治療法，妊娠までの期間，分娩方法をretrospectiveに検討した．【結果】年齢は平均35D±31歳で，術後妊娠例は29例
（61．7％）で，その内訳はIVF－ET：11例，　AIHを含む自然妊娠：18例であった．そのうち初期流産が4例あり，17例が分

娩し，残り8例が妊娠継続中である．分娩形式は経膣分娩が3例，帝王切開が14例で，子宮筋層創部の縫合不全が1例に
みられた．妊娠までの期間は9．6±6Bヶ月（1－31ヶ月）で，　IVF以外の妊娠例に限れば，74±3．7ヶ月（1－13ヶ月）であっ

た．多発性筋腫の8例中7例が妊娠し，そのうち6例が自然妊娠例であった．【結論】子宮筋腫合併不妊症に対するLMは
有用で，とくに多発性筋腫に対しては積極的に行うことが妊娠率の向上のために必要であると考えられた．一方，子宮筋層
縫合不全が1例にみられたことよりその予知の方法が検討されるべきである．

●

●

53 腹腔鏡下子宮筋腫核出術は不妊治療として有用か

〇三森　麻子，平岩芙美子，羽田野景子，長谷川真理，伊東　宏絵，岩城　妙子，井坂　恵一
　東京医科大学産科婦人科学教室

【目的】子宮筋腫は不妊外来でもよく遭遇する疾患であるが，粘膜下筋腫や巨大筋腫などは妊娠率，着床率の低下のみでは

なく切迫流早産の原因となりうる．今回我々は不妊を主訴とし，その他の明らかな原因の認められない多発性筋腫に対し，

腹腔鏡下筋腫核出術施行し，妊娠に至った症例を経験したため報告する．【方法】術前に十分にインフォームドコンセント

を行い子宮筋腫の核出術を施行した3例である．いずれの症例においても腹腔鏡下手術で行った．術中所見は骨盤内の癒着

はなく左右卵巣は正常でありインジゴカルミン通水試験も良好であった．術後は3000mlの温生食にて腹腔内の洗浄を行っ
た．【成績】症例1は37歳不妊歴1年，多発性筋腫にて19個の筋腫（粘膜下筋腫を含む）を核出．手術後5回月経発来後
自然妊娠確認．現在外来にて経過観察中である．症例2は39歳不妊歴2年．筋腫19個核出．術後1ヶ月後自然妊娠．現在
外来にて経過観察中である．症例3は37歳不妊歴7年筋腫は3cm大であったが1個のみ核出．術後3ヶ月後自然妊娠とな
る．現在外来にて経過観察中である．【結論】予宮筋腫が不妊症の原因とは限らないという報告も散見されるが，今回の3

症例のように筋腫を核出後数ヶ月で妊娠に至った症例が続いたことは偶然とはいいがたく他の明らかな不妊原因が認められ

ない症例においては当教室では積極的に筋腫を核出することを今後も続ける予定である．

●

●

54 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊孕性に影響を与える因子の検討

○早坂　真一，村上　　節，高橋　尚美，立花　眞仁，宇都宮裕貴，結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博

　東北大学病院産婦人科

【目的】子宮筋腫は，子宮内膜圧排により着床不全などを引き起こし，不妊症の原因となることが知られている．今回我々

は，腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）後の妊孕性に影響を与えるファクターについて検討した．【方法】2001年1月から2006

年12月までに東北大学病院産婦人科，及び仙台社会保険病院においてLMを施行された79症例中，挙児希望があり，　LM
後に6ヶ月以上の経過観察をされている36症例について後方視的に検討した．LM後の妊娠例は14症例（15妊娠），不妊
継続例は22症例であり，妊娠例は全例，術後1年以内に妊娠が成立していた．この2つのグループの間で，年齢，核出さ
れた筋腫の数，術前の筋腫の最大径，手術時間，手術時出血量，手術時子宮内膜穿孔率について比較検討した．【結果】妊
娠群／不妊継続群の順で，平均年齢（歳）は31B5／3559で有意差（P＜0．05）を認めた．その他，核出された筋腫の平均数（個）

は1．57／1．36，術前の筋腫の平均最大径（cm）は6．07／541，平均手術時間（分）は23707／24233，手術時平均出血量（ml）

は134．42／ll548，手術時子宮内膜穿孔率（％）は14／27で，それぞれ有意差は認めなかった．また，手術時子宮内膜損傷を

認めた群の妊娠率は25％，認めなかった群は43％であり有意差は認めなかった．また，妊娠例の産科的合併症は認めなかっ
た．【結論】LM後の妊孕性に影響を与えるファクターとして，有意なものは年齢であった．子宮内膜圧排などの所見からLM

の適応と考えられる症例は，年齢がなるべく若いうちに手術を施行し，術後1年以内の妊娠成立を目指して積極的に妊娠成
立に努めるべきと考えられた．

●

●
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55 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の経膣分娩の可能性についての検討

○熊切　　順，黒田　恵司，小林　優子，島貫　洋人，菊地　　盤，北出　真理，武内　裕之，竹田　　省

　順天堂大学医学部産婦人科

【目的】腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）は高い術後妊娠が期待でき，適応の拡大から子宮筋腫に対する標準術式になりつつ

あるが，LM後の経膣分娩には子宮破裂が懸念される．そこでLM後の経膣分娩（vaginal　birth　after　laparoscopic　myomec－

tomy；VBALM）の可能性を当院のLM後分娩例から検討した．【方法】199＆1～200住12にLM施行後当院で分娩した111
症例を対象とした．VBALMは術後挙児希望のあるLM患者に対してのインフォームドコンセントを行い，承諾の得られた
患者に対して施行した．VBALMの適応は妊娠42週までに陣痛発来があることと，分娩誘発を禁忌とするが自然陣痛発来
後の分娩促進は可能とした．【成績】111例の手術所見は最大筋腫核経66．1±18βmm，核出筋腫核数35±36個，核出創部
数29±25ヶ所（1－10），最大筋腫核創部の縫合層数29±m層，子宮内膜開放例は13例（11．7％）であった．lll例中，　VBALM

のインフォームドコンセントが得られた症例は82例であったが，妊娠経過中の合併症で8例に帝王切開術が施行された．

VBALMを施行したのは74例で，成功例（VBALM　success；VS）は59例（797％）で不成功例（VBALM　failure；VF）
は15例であった．VS，　VF群の手術所見の比較で内膜開放例の割合がVF群で有意に多かった（VF：4／15例12a7％］，Fisher’

sexact　test，　p＝OD1）．　VS，　VF間で出生児所見に有意差は認められなかった．すべての症例で子宮破裂は認めらなかっ

た．【結論】LM後の妊娠症例に対して，子宮破裂のリスクについての十分なインフォームドコンセントが得られれば，術後

の分娩方針としてVBALMを選択することが可能であると考えられた．

56 クラミジア性卵管性不妊モデルマウスの作製とその超微形態学的観察

○平野　由紀12，柴原　浩章】2，島田　和彦12，松原　茂樹1，鈴木　光明12

　自治医科大学医学部産科婦人科学講座1，自治医科大学附属病院生殖医学センター2

【目的】クラミジア・トラコマティス（Chlamydia　trachomatis；Ct）は最近著しく増加し卵管性不妊の一因となるが，その炎症の病態は不明な点が多い．

今回Ct感染不妊モデルマウスを樹立し，光学顕微鏡ならびに走査型電子顕微鏡（scanning　electron　microscope；SEM）を用い卵管上皮細胞表面形態を観

察したので報告する．

【方法】1．　Ct接種：5週齢のBALB／cマウスにprogesteroneを投与し，1週後にC．　m功吻川mを経腫的に接種した．対照群にはbufferのみを接種した．

2．不妊モデルマウスの確認：初回接種21日目に同系雄とmating　40日目に産仔を確認した．

3．光学顕微鏡観察：初回接種35日目に内性器を摘出しHE染色により病理組織学的に検討した，

4，SEM観察：感染前，感染後14日毎に15％グルタルアルデヒドで灌流固定し，左右卵管を摘出し25％グルタルアルデヒドで固定した．　OIMカコジル

酸buffer中に保存，1％OsO4で二次固定後アセトン脱水，臨界点乾燥，白金コーティングしSEMで観察した．

【結果】Ct群，対照群の産仔獲得率は10／18匹（56％）と17／19匹（89％）と，　Ct群で不妊マウスが有意に多く発生した（P＜α05）．光学顕微鏡ではCt群

卵管にのみ分泌物増加や上皮剥離などの炎症所見が存在したが，線毛構造の破壊は認めなかった．SEMでは感染前の卵管上皮では線毛上皮細胞と分泌細

胞の2種類が明瞭に判別できた．14日目では2種類の細胞は判別できなくなり，線毛構造の癒合を認めた，28日目では線毛状構造は多少判別できたが不

明瞭であった，42日目には部分的に正常に似た線毛構造を修復像として認めたが，線毛の癒合あるいは膨化が残存した部分も認め，種々の形態学的変化を

観察した，

【結論】Ct感染モデルマウスの卵管において，光学顕微鏡では確認できなかった微細変化をSEMで確認した．すなわち線毛上皮細胞の表面構造の経時的

破壊・修復変化を認めた，これらの所見は卵管性不妊の発症と密接に関連する可能性がある，

●

●

57 腹腔鏡下卵管切除術後の残存卵管に子宮外妊娠を発症した2症例

○小山　伸夫1，柴田　典子1，小牧　麻美1，篠原真理子1，銭　　暁喬1，岡村　佳則2，永吉裕三子2，荒金　　太2，

　本田　律生2，大場　　隆2，片渕　秀隆2
　ART女性クリニック’，熊本大学大学院医学薬学研究部産科学婦人科学2

　卵管留水腫あるいは卵管妊娠のために卵管摘出術を行なった際に，その後の残存卵管子宮外妊娠を防止するため，腹腔鏡

下で卵管をほぼ全長にわたり切除したにもかかわらず残存卵管に子宮外妊娠を生じた稀な2症例を経験したので報告する．

症例1は31歳4年5ヶ月の原発不妊にて受診した．左側卵管留水腫の診断で腹腔鏡下にバイポーラにて左側卵管を切除し，

卵管因子の適応で体外受精を行なった．全胚凍結後2回目の融解胚移植周期に3個の胚移植を行い子宮内に二絨毛膜性二羊
膜性双胎の妊娠を確認した．その後，切迫流産で入院中の妊娠7週2日，突然下腹部痛が出現し，緊急腹腔鏡下手術施行と
なった．腹腔内には多量の出血を認め，左卵管角部より出血が持続するとともに，遊離した凝血塊を伴う組織片が認められ

た．同部を切除後2層に縫合止血，組織片からは絨毛組織が確認された．症例2は34歳，4年の原発不妊にて受診，難治性
不妊の適応にて体外受精を行ない，全胚凍結後1回目の融解胚移植周期に3個の胚移植を行ない，左卵管妊娠となり腹腔鏡
下左側卵管切除術を施行した．その後2回目の融解胚移植周期に3個胚移植を行ない，妊娠成立するも妊娠7週0日に左側
下腹部痛が出現し，子宮外妊娠の診断にて緊急開腹手術を施行した．腹腔内には多量の出血とともに，左卵管角部が径約1cm

大に腫大していた．同部を切除後，縫合止血した．残存卵管に子宮外妊娠をきたす要因には，卵管の切除方法，切除部位，

胚移植手技（移植部位の子宮底からの位置），治療再開までの経過などを考慮する必要があるが，今回これらの点について

考察を加え報告する．



132（242） 日生殖医会誌　52巻4号

58 卵管妊娠に対する腹腔鏡下保存手術後の反復外妊予測因子の検討
、

●
’

○鈴木　隆弘，藤田　嘉美，中村　絵里，呉屋　憲一，貴家　　剛，松林　秀彦，和泉俊一郎，三上　幹男
　東海大学医学部専門診療学系産婦人科

【目的】当科では卵管妊娠に対して，とくに挙児希望患者においては説明と同意のもと，できるだけ保存治療を選択して卵

管を温存する方針としている．保存治療のなかでも近年は腹腔鏡下保存手術（卵管切開）が1st　choiceとなっており，これ

まで117例に施行した．手術後の再妊娠率（IVF－ET導入例は除外）は60％を超え良好であるものの，その中には反復卵
管妊娠例が存在するため，その予測因子を見いだすことを目的とした．【方法】1992年12月から2006年10月までに卵管妊
娠に対して上記手術を施行し，術後にIVF－ETによらない妊娠が成立した症例を，反復外妊であった18例（EP群），子宮

内に妊娠した33例（IUP群）に分け，それぞれa．年齢b．1年以上の不妊期間を有する割合c．流産既往率d．卵管形成
術既往率e．外妊既往率£クラミジア抗体陽性率g．対側卵管に異常所見（癒着，留水症）を有した割合EPEP（persistent
ectopic　pregnancy）率について比較検討した．【成績】EP群では10例が患側，8例が対側の反復外妊であった．　EP群，　IUP
群それぞれa29．1±36，30．7±37（years：mean±SD）b50C％（9／18），455％（15／33）c．333％（6／18），424％（14／33）乱222％
（4／18），　212％　　（7／33）　e222％　　（4／14），　424％　　（14／33）　fl61．1％　　（11／18），　3｛14％　　（13／33）　gL722％　　（13／18），　394　（13／33）

hll．1％（2／18），12．1％（4／33）であった．　g．のみ有意差（p＝OO25）を認めた．【結論】卵管妊娠に対する腹腔鏡下保存

手術（卵管切開）施行後の反復外妊を予測するためには，手術時に対側卵管の異常所見を見極めることが重要である．

59 卵管妊娠に対する腹腔鏡下卵管線状切開術と卵管切除術の術後妊娠と反復外妊のリ
スク因子の検討

●

●

○黒田　恵司，小林　優子，熊切　　順，島貫　洋人，菊地　　盤北出　真理，武内　裕之，竹田　　省
　順天堂大学医学部産婦人科

【目的】近年，子宮外妊娠の標準手術は腹腔鏡下手術になり，以前より施行されてきた卵管切除術（salpingectomy：ST）と

ともに，挙児希望症例には卵管温存手術である卵管線状切開術（Unear　salpingotomy：LS）も施行されるようになってきた．

LSとSTで卵管の温存の有無により術後妊娠反復外妊とそのリスク因子として挙げられる卵管周囲癒着を比較検討した．
【方法】1991年から2005年まで当教室において子宮外妊娠199例中，163例に卵管妊娠に対しLSもしくはSTを施行した．

そのうちPEPを除外し，術後片側は卵管が残存し，また妊娠方法として体外受精を除き，かつ術後6ヶ月以上経過をみたLS
群47例とST群42例とした．呼吸循環状態が安定している症例には腹腔鏡でアプローチし，将来挙児希望があり，外妊腫
瘤が未破裂でかつ5cm未満の症例にLSを施行し，いずれかにあてはまらない症例をSTとした．【成績】ST群42例中，25
例（595％）26妊娠を認め，そのうち子宮内妊娠19妊娠（731％），反復外妊7妊娠（2a9％）であり，またLS群47例中，
30例（638％）33妊娠を認め，子宮内妊娠28妊娠（848％），反復外妊5妊娠（152％）であった．両群間で妊娠率に明ら
かな有意差は認めなかった．LS後反復外妊5例のうち4例（800％）が患側卵管の妊娠であった．卵管周囲癒着はre－AFS
分類の癒着スコア（mean）で検討すると，　LS群（1．5pts）とST群（25pts）に有意差を認めなかったが，反復外妊症例（4．7

pts）は術後子宮内妊娠症例（0．3pts）と比較し有意に高値であった．【結論】LSとSTでは，術後妊娠率，反復外妊率に有

意差を認めなかったが反復外妊はむしろSTで多かった．また術後妊娠の予後の判定に卵管周囲の癒着スコアが重要であっ
た．

●

●

60 胎芽心拍陽性の卵管妊娠でも卵管線状切開による卵管温存は可能である

○儀保　晶子，沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央，横山　律子，中江　光博，山崎　英樹，堂地　　勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

【目的】胎芽心拍陽性の卵管妊娠例は腹腔鏡下卵管線状切開術（線状切開）の適応としない報告が多い．今回，我々は患者

の同意の下に胎芽心拍陽性の卵管妊娠例に線状切開を試み若干の知見を得たので報告する．【方法】対象は過去5年間に線

状切開を施行した卵管妊娠81例である．以下の検討を患者の同意の下に行った．腹腔鏡下手術は，卵管間膜ヘバゾプレッ
シン局注後，卵管を切開．卵管内容物を除去後，漿膜を縫合した．胎芽心拍陰性65例と陽性16例の臨床成績を比較．心拍
陽性例のうち卵管温存できた10例（温存群）と卵管切除に至った6例（切除群）についても臨床成績を比較した．統計学
的解析はMann－Whitney－U検定やカイ2乗検定で行った．【成績】心拍陰性群・陽性群それぞれで，卵管温存成功率；908％
（59／65），625％（10／16）（p＝αOlO8）と有意差を認めたが，治療時週数（日；平均±SD）；593±25．2，590±165，術前

血中hCG値（IU／L）；22845±30297，13017±9087，血中hCG正常化迄の日数45．1±254，68．0±239，　persistent　ectopic

pregnancy発生率；102％（6／59），10．0％（1／10），術後患側卵管疎通率；915％（54／59），900％（9／10）と有意差を認め

なかった．温存群・切除群で，治療時週数（日）；49±21，57±144，血中hCG値（IU／L）；11125±8014，16046±10832，

卵管長径（cm）；3．1±1．68，43±126と差はなかった．【結論】胎芽心拍陽性所見は線状切開成功率を低める因子ではある

が，他の臨床成績は心拍陰性例と同等であり線状切開の除外基準にはならないことが示された．

●

●
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61 不妊症と抗リン脂質抗体と凝固第XII因子欠乏

133（243）

亀

○伊藤　理廣，五十嵐茂雄，岸　　裕司，峯岸　　敬

　群馬大学医学部産科婦人科

【目的】最近不育症の原因として凝固第XH因子欠乏症と抗リン脂質抗体が約20％程度に関与していると言われている．我々
は不育症患者において抗血栓療法としての低用量アスピリン療法とヘパリン療法の併用療法の有効性につき報告してきた．

すなわち凝固第XII因子欠乏症あるいは抗フォスファチジールエタノールアミン抗体（aPE抗体）陽性患者に対して十分
なインフォームドコンセントの上，妊娠判定直後より低用量アスピリン療法（バファリン　81mg／day）とヘパリン療法（カ

プロシン　5000単位皮下注12時間毎）をおこなった．低用量アスピリン療法とヘパリン療法の併用療法の効果が7割程度
と，比較的高いと考えられた．最近ARTの患者に対してスクリーニング的に抗リン脂質抗体を測定する施設が散見される
が，その頻度と意義について検証した．【方法】2005年6月から2年間にインフォームドコンセントの上，不妊症患者と不
育症患者に凝固第XII因子，　aPE抗体，抗カルジオリピンβ2GPI抗体とループスアンチコアグラントの測定を施行した．【結

果】XII因子欠乏症は不妊症群で21．6％（13／60）不育症患者429％（12／28）であったaPE抗体の陽性率は不妊症群で108％
（7／65）不育症患者鳳1％（9／47）であった．抗カルジオリピンβ2GPI抗体は不妊症群で0％（0／61）不育症患者2β％（1／

39），ループスアンチコアグラントは不妊症群で16％（1／61）不育症患者51％（2／39）であった【結論】不妊症の中にも

XII因子欠乏症とaPE抗体陽性例が若干存在した．これらの患者はOHSSの兆候がある際は可能な限りの回避策をとり，
OHSS症状の消失するまでは，抗凝固療法を続けるべきであろう．それ以外の場合は現時点で抗凝固療法を可とするエビデ
ンスは乏しい．

62 染色体異常に起因する習慣流産の着床前診断の臨床成績

○田中　　温1，永吉　　基1，粟田松一郎1，姫野　憲雄1，田中威づみ’，竹本　洋一，鍬田

　セントマザー産婦人科医院1，神戸大学農学部動物多様性教室2

恵里1，楠　比呂志2

●

●

【目的】日本産婦人科学会で承認された染色体異常に起因する習慣流産5例の着床前診断の臨床応用の結果について報告す
る．（症例1）妻33歳（結婚23歳），夫26歳8回妊娠しすべて流産．保因者の染色体は46，XX，　t（1；4）（q25；pl5．3），

流産物の染色体は46，XX，　der（4）t（1；4）（q23；pl51）．（症例2）妻27歳（結婚24歳），夫28歳，2回妊娠し2回流
産．保因者の染色体は46，XY，　t（6；18）（q15；q22）．流産物の染色体は46，　XY，　der（18）t（？；18）t（（？；q21）．

（症例3）妻32歳夫30歳，現在までに3回妊娠しすべて流産．保因者染色体は46，XX，　t（7：8）（q31．3；q13）．（症例

4）妻30歳（結婚26歳），夫29歳3回妊娠しすべて流産保因者染色体は46，XY，　t（1；5）（p3仕1；q31），流産物染色
体は46，XY，　add（1）（p3仕1）．（症例5）妻25歳（結婚23歳），夫36歳，4回妊娠しすべて流産．保因者染色体は46，　XY，

t（7；8）（q322；q32），流産物染色体は46，　XY，　add（7）（q32）．【方法】体外受精を行い8細胞期で割球を1～2個採取

し，FISH染色を行い正常型か不均衡型かを鑑別し正常型の胚を1～2個移植した．残った胚は凍結した．【結果】（症例1）11

個採卵，8細胞4個，全て不均衡型，移植中止．（症例2）6個採卵，8細胞4個，正常』型2個移植，妊娠せず．（症例3）採

卵10個，8細胞4個，正常型1個，妊娠5w（初期流産）．（症例4）採卵9個，8細胞4個，正常型1個，妊娠12w胎児心
拍確認　（症例5）採卵24個，8細胞6個，正常型1個移植，妊娠15w（CVS施行，正常型）．【結論】5例中，3例で妊娠を

確認し，1例でCVSを施行し，正常型を確認した．

63 不育症における第XII因子活性と臨床背景の検討

○稲川　智子，峯　　克也，富山　僚子，阿部　　崇，西　　弥生，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行

　日本医科大学産婦人科学教室

●

●

［目的］凝固因子である第XII因子活性の低下は出血傾向でなく，むしろ血栓傾向を招き，不育症との関連することが知ら

れている．わが国の第XH因子欠乏症の多くは抗第XII因子抗体により引き起こされる後天的なものであり，抗リン脂質抗
体症候群との関連が示唆されている．今回我々は第XII因子の活性低下と臨床背景，他の流産因子（抗リン脂質抗体など）

を比較検討し，その病態を明らかにする事を目的とした．［方法］2000年4月より2007年3月までに当科不育症外来に登録
された476名のうち第XH因子活性の測定された227名を対象とし，血液凝固異常，免疫異常（自己免疫，同種免疫），補
体価異常の有無について有意差検討を行った，［結果］活性値60％未満を第XH因子活性低下としたところ，60例（264％）

に活性低下を認めた．対象症例の年齢は第XII因子低下群が3263±476歳正常群は3445±生35歳であり有意差を認めた
（P一α009）．第XII因子低下群58例中52例が原発性習慣流産患者であり，活性正常群では161例中118例で，やはり有意

差を認めた（P＝α0017）．抗カルジオリピン抗体IgM陽性例は低下群では35例中8例が陽性，正常群では101例中7例が
陽性であり有意差を認めた（P＝0．022）．他のパラメータでは有意差は認めなかった．［結論］不育症患者のなかで第XH因

子活性低下は原発群に多く，比較的若年層に認められた．抗リン脂質抗体では抗カルジオリピンIgM抗体との関連が示唆
された．

●
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64

日生殖医会誌52巻4号

不育症患者におけるkininogen依存性抗PE抗体のepitopeと第XII因子活性との
関係

○杉　　俊隆，藤田　嘉美

　東海大学医学部専門診療学系産婦人科

　近年，不育症のrisk　factorとして凝固線溶系の異常が注目されている．特に，　kininogen依存性抗phosphatidylethano』
mine（PE）抗体や，第XII因子活性低下と妊娠初期流産との関係が報告されており，我々は，　kallikrein－kininogen－kinin一

線溶系の破綻が初期流産を引き起こすという新しい不育症の病態を提唱している．kininogenと第XII因子はkallikrein－ki－

nin系の主要蛋白であり，どちらも血小板上のGP　Ib－IX－Vという同じレセプターと競合し，血小板凝集能を抑制するなど

似た役割をもっている．第XII因子活性低下と抗PE抗体を併せ持つ不育症患者も多く，どちらも同様の機序で流産を引き
起こしている可能性がある．我々は，すでに抗PE抗体の多くがkininogen　domain　3のLeu331－Met357を認識する事を，

合成ペプチドLDC27を用いて報告したが，今回我々は。　LDC27を用いた抑制試験にて抗PE抗体のepitopeを同定し，第
XII因子活性との関係を検討した．14人の抗PE抗体IgG陽性患者血清をインフォームドコンセントの上で採取し，抗PE
抗体ELISAにてLDC27を加えた系と加えない系を比較し，抑制の有無を検討したところ，抑制の見られた7人中6人の第
XII活性は低下（〈65％）していたが，抑制の見られなかった7人中6人の第XII因子活性は正常であった．以上の事より，

LDC27を認識する抗PE抗体は，第XII因子活性低下と関係する事が示唆された．抗PE抗体と第XII因子欠乏を併せ持つ
不育症患者は，アスピリン単独療法では不十分で，ヘパリンを併用した方が成績が良い事を我々は既に報告しているが，患
者の治療方針を決める上で，抗PE抗体のepitope　mappingは重要な鍵を握る可能性があると思われる．

．
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65 習慣流産および着床不全におけるNCRs発現とNK細胞産生サイトカインとの関
連性

○福井　淳史，湯澤　　映，木村　秀崇，藤井　俊策，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】Natural　Cytotoxicity　Receptors（NCRs）はNK細胞に発現する表面抗原であり，　NK細胞の細胞傷害性に関与する

ことが知られている．さらにNCRsはNK細胞によるサイトカイン産生との関連性も示唆されているがその詳細は明らかで
はない．私たちはNCRsの発現やNK細胞産生サイトカインが習慣流産患者や着床不全患者で変化することを報告してき
た．今回これら両者の関係を明らかにすることを目的に以下の検討を行った．【方法】IRBの承認および被験者の同意のも
と，習慣流産患者（n＝22，348±46才），着床不全患者（n＝23，33．3±36才），正常妊孕能を持つ対照（n＝15，36．1±48

才）の非妊時末梢血を用い，flow　cytometryにてNK細胞におけるNCRs（NKp46，　NKp44，　NKp30）発現およびサイトカ
イン（IFNT　TNF一α，　IL－4，　IL－10）産生細胞の分布を測定し，両者の相関を検討した．【成績】タイプ2サイトカインに

おける検討では，対照群でCD56＋／NKp46＋細胞とCD56bnght／IL－4＋／IL－10＋細胞との間（r2＝α575），　CD56＋／NKp46＋細胞とCD

56bnght／IL－4＋細胞との間（r2＝0544），　CD56＋／NKp30＋細胞とCD56b「1肩ht／IL－4＋／IL－10＋細胞との問（r2＝0．406）に正の相関を

認めた．しかし習慣流産群，着床不全群ではいずれの相関も認めなかった，タイプ1サイトカインにおける検討では，対照
群でCD56b「‘9hソNKp30＋細胞とCD56b「191ツIFN一γ＋／TNF一α＋細胞との間（r2＝0484）に正の相関を認め，着床不全群でCD56bnghし

／NKp46＋細胞とCD56bnghゾIFN一γ＋／TNF一α＋細胞との間（r2＝0．578）に正の相関を認めたが，習慣流産群ではいずれの相関も

認めなかった．【結論】習慣流産および着床不全においてNCRsとNK細胞産生サイトカイン，特にタイプ2サイトカイン
との相関の欠如が認められた．

●

●

66 ART治療と胎盤異常の関連性

○住友　夏世1，桑原　　章1，須藤　文子1，檜尾　健二2，岩佐　　武3，松崎　利也1，苛原　　稔

　徳島大学大学院女性医学分野，国立香川小児病院産婦人科2，徳島日赤病院産婦人科3

【目的】ARTによる妊娠では，多胎妊娠とは独立した周産期リスク（前置胎盤，常位胎盤早期剥離など）が増加することが

懸念されている．そこで，不妊患者への情報提供の根拠となるデータを明らかにする目的で以下の後方視野的検討を行った．

【方法】1999年1月から2007年4月までに当院で分娩した症例のうち，明らかな不妊背景のない群2495例（N群，平均年

齢3α3歳），当院でARTを行い，かつ，当院で妊娠・分娩を管理した群160例（ART群，平均年齢32．9歳）を対象とし，
前置胎盤常位胎盤早期剥離の有無について後方視野的に検討した．なお搬送症例は除外した．【成績】前置胎盤はN群18
例（072％）に対しART群2例（1．25％）と有意差を認めなかった．　ART群で前置胎盤を認めた例はART適応が卵管不
妊であった．常位胎盤早期剥離はN群17例（0β8％），ART群0例（000％）であった．単体妊娠のみ（N群2374例，　ART
群ll4例）を対象とすると，前置胎盤はN群10例（0．42％），　ART群1例（OB8％）と有意差は認めなかった．【結論】今
回の対象ではART治療後の妊娠で胎盤異常が高頻度に発生する事実は認めなかった．　ART妊娠における胎盤異常が卵管不
妊を適応とするART群に多く認められたことから，　ARTの適応となる病態の2次的結果として胎盤異常が発生している可
能性も含め，詳細かつ大規模な検討が必要であると考えられた．

●

●
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● 67 体外受精胚移植と顕微授精胚移植は，胎盤および膀帯異常への影響に差があるのか

○酒見　智子，石井　絵理，秋谷

　聖路加国際病院女性総合診療部

文，佐藤　孝道，塩田　恭子

●

●

【目的】近年，高度生殖補助医療による妊娠（以下ART）が胎盤や膀帯の異常に関係することが指摘されている．本研究で
はARTの中で体外受精（以下IVF）と顕微受精（以下ICSI）に着目し，それぞれの胎盤および膀帯異常の頻度を検討した．

【方法】2003年8月から2006年7月まで当院で分娩したARTによる単胎妊娠194人を対象とし，　ZIFT妊娠1例を除外し
た．IVF妊娠（以下IVF群）135人，　ICSI妊娠（以下ICSI群）58人の2群に分けて，胎盤付着部の異常』，常位胎盤早期剥
離，膀帯付着部の異常について後方視的に検討した．統計解析はt検定とX二乗検定を用いた．【成績】1）平均年齢は，IVF

群379±3．3才，ICSI群370±39才で，両群に差を認めなかった．2）前置胎盤はIVF群9人（66％）に対し，　ICSI群2人
（34％）と両群に差を認めなかった．3）膀帯の卵膜付着はIVF群8人（59％）ICSI群3人（52％）と，両群で差を認めな
かった．4）常位胎盤早期剥離は，IVF群6人（04％），　ICSI群0人（0％）と両群に差を認めなかった．【結論】ARTによ

る妊娠は，単胎妊娠でも胎盤付着部位，膀帯付着部位，常位胎盤早期剥離について異常が増加することが指摘されている．

今回の検討ではIVFとICSIには上記の点について差が認められなかった．胎盤および膀帯異常の原因として，　ARTという
操作が直接関係している可能性が考えられる．

68 過去3年間における3胎以上の超多胎妊娠発生の全国調査

○水口　雅博，松崎　利也，岩佐

　徳島大学大学院女性医学分野

武，苛原　　稔

●

●

【目的】不妊治療により発生した3胎以上の多胎妊娠について全国的なアンケート調査を実施し，多胎妊娠発生の現状と問

題点を検討した．【方法】日本産科婦人科学会の「体外受精一胚移植，およびGIFTの臨床実施に関する登録」に登録され
ている全国の主な不妊治療施設645施設に対してアンケート調査を行い，2003年1月1日～2005年12月31日の3年間に
妊娠が成立した3胎以上の多胎症例の発生件数，妊娠の転帰，減数手術施行の有無，児の転帰などを調査し，これまで行わ
れてきた同様の調査と比較した．【結果】アンケート回収率は333％（215／645）で，3胎以上の多胎妊娠の発生数は2003年

が191例，2004年が162例，2005年が211例であった．3胎以上の多胎妊娠の発生原因は，体外受精，顕微授精が66％で
あり，排卵誘発によるものが3m％であった．4胎以上に限ると体外受精，顕微授精が21B％であり，排卵誘発が782％と
多数を占めていた．この傾向は，今回の調査でより顕著になっていた．また，体外受精，顕微授精における3胎以上の多胎
妊娠の756％は，3個の胚移植により成立していた．3胎以上の多胎妊娠に対する減数手術施行率は217％（1994～1996年），

334％（1997～1999年），4α0％（2000～2002年），427％（2003～2005年）と，今回と前回はほぼ同率であった．減数手術

の有無に関わらず，分娩時の胎数が単胎，双胎の症例は3胎および4胎の症例に比べ在胎週数が有意に長く，母体合併症お
よび新生児合併症の発生率が有意に低かった．【考察】生殖補助医療では近年移植胚数の制限が試みられており，今後は3

胎の減少も期待できる．排卵誘発ではARTに比べ多胎防止策が遅れているため，発育卵胞数の少ないFSH低用量漸増療法
などの普及を促進する必要があると考えられる．

69 体外受精一胚移植における血清エストラダイオール（E2）／プロゲステロン（P）比

と妊娠に関する検討

○結城　広光，立花　眞仁，

　東北大学病院産婦人科

早坂　真一，寺田　幸弘，村上　　節，岡村　州博

●

●

　体外受精一胚移植以外の妊娠周期における初期～中期高温相のE2，　Pに関するこれまでの検討では，妊娠の成立維持には

Pの必要性は確認されている．しかし，過排卵誘発を施行した体外受精一胚移植周期の黄体期PやE2／Pratioと妊娠に関す

る一定の見解はなく，黄体ホルモン補充やP濃度に関しても普遍的な方策はない．今回我々は，GnRH　agonistのlongプロ
トコールにおいて，初期形態良好胚を採卵後2日目に移植し得た症例を，妊娠群（10例）と非妊娠群（ll例）に分け，採
卵時（DO）及び採卵後6日目（D6）のE2，　Pを測定し後方視的に比較検討したので…報告する．全例に黄体ホルモン補充と

して採卵後翌日と5日毎カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン（プロゲデポー）250mgを投与した．　ManrWhitney　U検
定でp＜0．05を有意とした．DOのE2，　P，　E2／P　ratioおよびD6のE2，　Pには2群間で有意差を認めず，　D6におけるE2／Pr吝

tioとDOとD6の差のE2／Pratbが共に妊娠群で有意に低かった．（それぞれp＝0029，　p＝00112）以上から，　DOとD6の

E2及びPと妊娠には関連性がなく，着床直前のD6及び採卵からD6までの期間のE2に対するP濃度が妊娠成立と関連あ
ることが示唆された．

●
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70 生殖補助医療により妊娠に至った症例のアンケートによる予後調査結果 ●

○橋本　洋美，後藤　　栄，苔口　昭次，渡部　純江，松永　雅美，塩谷　雅英
　英ウィメンズクリニック

【目的】生殖補助医療による妊娠症例の予後調査を実施したので報告する．【方法】2005年1月～12月に当院で生殖補助医

療にて妊娠し他院へ紹介後，紹介先や患者から出産報告があった192症例とアンケート調査にて回答を得た155症例の計347
症例を対象とした．【成績】アンケート回収率は731％（155／212）であった．妊娠時の妻の平均年齢は333歳であった．新

鮮胚移植症例は171例であり，うち体外受精症例90例，顕微授精症例81例であった．凍結融解胚移植症例176例であった．

妊娠347例のうち単胎妊娠は290例，多胎妊娠57例であった．妊娠例全体の帝王切開率（帝切率）は406％であった．帝
切率は単胎妊娠で31．7％，多胎妊娠で86．0％であった．出生児の平均体重は3011gであった．新鮮胚移植症例は2949gであ
り凍結融解胚移植では3073gであった．体外受精症例では2939g，顕微授精症例では3000gであった．先天異常発生率は，
全出生児中14％（5／347），新鮮胚移植症例は23％（4／171），凍結融解胚移植症例では06％（1／176）で，体外受精症例で

は22％（2／90），顕微授精症例では2．5％（2／81）であった．先天異常の内訳は，心血管系奇形1児，消化器系奇形1児，

外表系奇形2児，染色体異常1児であった．【結論】生殖補助医療における出生児の出生時体重，先天異常発症率に関して
は自然妊娠と比較して差をみとめず，特に懸念を要するものではないと考えられた．

●

●

71 至適看護ケアを提供するための外来看護システムの工夫一Triage（トリアージ）を
利用した受持ち看護制の導入とその後の改善一

○福田貴美子，中村　　静，久保島美佳，安藤優織江，金子　清美，池田　美樹大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志
　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】生殖医療を受ける患者は，十分な情報提供や相談等の支援を得て，自らの備える問題解決能力が発揮されれば心身の

健康を保ち治療を受けることが可能である．その場合，看護ケアもチームナーシングで十分対応可能であるが，一方で治療

の反復不成功に伴い精神状態が不安定となるなど配慮したケアを必要とする症例もある．それを適切に見極めケアに反映で

きるよう外来看護システムにケアに配慮を必要とするTriageを利用した受持ち看護制を導入し，至適看護ケアに向けた検討
を行なっているので報告する．【方法】Triageとは災害時，医療の受け入れ能力を超えた数や質の患者が存在する場合に優先

順位を決め有効な治療を行う際に用いられる．2006年4月から従来のチームナーシングに併用して，Triageの概念を利用し
ケアが難しい症例を『赤』や『黄』を用いて識別し，その症例に受持ち看護制を導入し看護ケアを実施している．看護師勉
強会においてTriage『赤』や『黄』の概念検討を行なうとともにその有効性を検討した．【結果・考察】Triage『赤』はART

反復不成功，治療終結，心理カウンセラーの介入が必要等，経過がシビアで継続的に同一看護師が関わりを持つこととした．

『黄』はセカンドオピニオン目的，初回ARTで治療不安が強い症例等，1治療周期は同一看護師が一貫した関わりを持つこ
ととした．上記以外の症例を『緑』としてチームナーシングで対応した．従来のチームナーシングに比べ，多くの外来患者
の中から看護ケアレベルの難易度が一目でわかるようになり，さらに受持ち看護のプロセスを経て，患者理解が促進され，

信頼関係も構築され有効な看護ケアが展開できている．しかし，チームナーシングと併用であり，勤務状態などから必ずし
も受持ちが関われないこともあり，現在さらなるTriageの概念変更と関わりの時期などを検討しているところである．

●

●

72 「妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲む会」を開催して

○上野　桂子，原井　淳子，門屋　英子，松元恵利子，二宮　　睦，指山実千代，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【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，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，そこでわれわれは患者サポートの一環として2004年より年に一度，「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ている．今回はその会に参加した患者
の感想やその後の転帰から会の有用性について検討したので報告する．【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参加を希望した患者は2004年16名（内男性2名）
2005年15名（内男性3名）2006年12名（内男性2名）であった．コーディネーターの話を聞いた後，質問や自由討議の
時間を設けた．また終了後，当院作成の質問紙への記入を求めた．【結果・考察】2004年の女性参加者の平均年齢は41．1歳，

平均治療期間は4年2ヵ月であった．参加15名中6名が会参加後平均8ヵ月で治療終結を決断し，その他4名が積極的な
治療を中断していた（出産2名，転勤2名）．2005年の女性参加者の平均年齢は402歳，平均治療期間は3年，参加12名
中その後4名が平均5ヵ月で治療を終結し，2名が中断している（出産3名，転勤1名，その他2名）．2006年の平均年齢
は395歳平均治療期間は3年5ヵ月であった．質問紙への回答者全員からコーディネーターの話を聞いてよかったとの回
答が得られた．その内訳としては「話の内容に共感した」との回答より「参考になった」との回答が多く見られた．参加者
の感想からこの会への参加が治療終結についてより深く考える機会になったと思われるが，3年連続で参加した患者も見ら
れ，治療終結の決断における困難さがうかがわれた．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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● 73 複雑な染色体構造変化に対する生殖遺伝カウンセリング

○竹下　直樹12，渋井　幸裕1，北村　　衛1，福田　雄介1，松江　陽一，渡辺慎一郎1，宗　　晶子1，佐々木由香1，

　片桐由起子’，森田　峰人1

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科1，同病院臨床遺伝診療室2

●

●

　1978年，世界初の体外受精児誕生は非常に大きな出来事であった．以来30年，生殖補助技術は目覚しい進歩を遂げてい
る．同時に，受精現象，配偶子形成のメカニズム，また核内，Mitochondria遺伝子の役割も解明されつつある．生殖医療を

取り巻く遺伝学的問題が複雑となっている現在，生殖医療分野においても遺伝学の知識は重要で，生殖医療指導医には，こ

の知識の修得が必須とされている．一方，臨床遺伝専門医も，生殖遺伝に関わるカウンセリングは増加し，常に新しい知識
が要求される．十分な説明と同意を得られた不妊カップルの染色体核型検査で，相互転座，Robertoson型転座，挿入，欠失

といった構造変化に遭遇する機会は少なくない．今回，染色体1，6，9，14，の4本に渡り，5つの切断点を有する，複雑
な構造変化（complex　chromosomal　rearrangement：CCR）について生殖遺伝カウンセリングを施行したので，カウンセリ

ング時の要点および留意点について発表する．CCRでは，男性不妊として表現型の変化を呈することがある．子どもを授か
る確立を考えた場合，妊娠経過の自然流産率，染色体変化の一般的な頻度，施設ごとの生殖補助医療による，受精，妊娠率

を考慮する必要がある．また，欧米では，既に数千例を超える着床前スクリーニング：PGSについての可能性などについて

も触れる必要もある．当院では2006年11月から，臨床遺伝診療室が設置され，臨床遺伝専門医がカウンセリングに対応し
ている．また，リプロダクションセンターを有しているため，生殖遺伝に関するカウンセリングが多い事が特徴である．複
雑な染色体構造変化に対しては，十分な時間をかけ，正確な知識を伝える事が非常に重要であり，非医師遺伝カウンセラー，

不妊コーディネーター，不妊看護師といった，チーム医療体制の整備が必要である．

74 着床前診断を検討している不育症カップルへの第三者的立場からの遺伝カウンセリ
ング

○澤井　英明12，霞　　弘之3，堀内　　功3，小森　慎二3，香山　浩二3

　京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻遺伝カウンセラー・コーディネータユニット1，京都大学医学部附属病院遺

　伝子診療部2，兵庫医科大学産科婦人科3

●

●

　着床前遺伝子診断PGDについては，日本産科婦人科学会が平成18年2月に染色体転座に起因する習慣流産（反復流産を含む）も

審査対象としたことから，従来は遣伝性疾患に限られていた申請が急速に増加しつつある．医療者は不妊原因や病態に応じてPGD

の適応を慎重に決定し，不妊カップルはそれに対する正確な知識を得た上で，主体的な判断により実施の有無を決定することが重要

である．特に日本産科婦人科学会がPGDを実施する施設以外での第三者的な立場の医療機関での遺伝カウンセリングを許可の条件

としている事例が多いためと思われるが，我々は他施設でPGDを予定しており，その施設から第三者的立場からの遺伝カウンセリ

ングを依頼された4カップルの事例を経験した．これらの事例を提示し，遺伝カウンセリングの立場から見た現在の問題点を解析す

る．対象は不育症または習慣流産を含む不妊症であり遺伝性疾患は含まれていない．染色体の構造異常が原因と推定される3例と夫

婦の染色体は正常で原因不明の習慣流産が1例である．遺伝カウンセリングとして，基本的な遣伝子，染色体の説明を行った上で，

生殖補助医療としてのPGDの有用性と限界及びリスクを正確に把握できるように，病態に応じた説明を行った．しかし，遺伝カウ

ンセリングの立場からどのような説明や情報提供を行うべきかについて明確な指標がないこと，PGDを実施する施設から十分な情報

が提供されていない場合があること，これまでに臨床実績がほとんどないため，PGDの成功率やリスクなどの説明が本当に確かなも

のなのかどうかがわからないことなど，多くの問題点が明らかになった．これらの事例を提示して問題点を明らかにするとともに，

今後の改善に向けて，遺伝カウンセラーを目指す大学院生と協力して情報提供ツールなどの作成に取り組んでいるので紹介する．

75 慶慮義塾大学病院における着床前診断適応基準とこれまでの倫理審査対象疾患．

○大澤　淑子1，末岡　　浩2，高橋　香織1，長島　　隆1，原　　唯純1，佐藤　博久1，櫻井　友義2，渡邊　広是3，

　安齋　純子2，吉村　泰典2

　立川病院産婦人科1，慶鷹義塾大学医学部産婦人科2，けいゆう病院産婦人科3

●

●

【目的】わが国での着床前診断（PGD）は平成10年日本産科婦人科学会（日産婦）にてガイドラインが出され，臨床研究と

して始まった．最初の適応としてDMDが承認され，その後適応疾患も増え，これまで発生した問題を整理し，対応につい
て検討することを目的とした．【方法】われわれは平成14年11月からPGD希望クライアントに対し，遺伝相談外来という
各科横断的な特殊外来において症例ごとに遺伝カウンセリングをして問題点を明らかにしている．疾患遺伝子が特定され倫

理的に妥当と判断した症例に関して，インフォームドコンセントを得て，学内倫理審査の後，日産婦の倫理審査に申請して

いる．これまでの事例について検討した．【成績】PGDを希望して遺伝相談外来を受診したクライアントは51例であった．

疾患別にみるとDMD26例，筋強直性筋ジストロフィー8例，均衡型転座保因者7例，その他10例であった．　PGD施行5
例のうち3例が妊娠し，2例の健児出産に至った．日産婦倫理審査には平均313日かかり，高齢のクライアントにとって高
いハードルになっている．実際PGD可能で遺伝カウンセリング以降PGDに至る前に9例が自然妊娠し，全例出生前検査を
受けた．【結論】遺伝性疾患は夫婦関係，家族関係に影響する微妙な問題であり，遺伝情報は高度な個人情報である．登録
医のみ閲覧可能な厳重な情報管理の上，遺伝記録は永久に保管する必要がある．疾患の重症度だけでなく，クライアントが

患者とどう向きあっているかも倫理上重要である．発端者の遺伝子型を知るために患者の血液をクライアントにとりに行か

せた時，患者に拒否されることがある．倫理上の適応を考える上で，遺伝カウンセリングを通して家族関係の改善をはかり

支持的サポートが重要だと考えられた．また迅速な倫理審査が期待される．

●
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76 アシステッドハッチングの開口部位の違いは凍結・融解胚盤胞移植における着床率
改善につながるか？

●

○田中　啓子，江頭　昭義，杉岡美智代，永渕恵美子，拝郷　浩佑，石井　　愛，福田貴美子，大塚未砂子，吉岡　尚美，

　蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック
●

【目的】凍結・融解胚盤胞移植において，Assisted　Hatching（AH）を施行することにより着床率が改善することが報告さ

れているが，切開する透明帯の場所については検討が少ない．そこで，融解胚盤胞にAHを行う際に切開する透明帯部位と
内部細胞塊（ICM）との位置関係がその後の妊娠，着床に影響を及ぼすか否かを検討した．【対象および方法】2006年1月

から2007年3月までに当院にて凍結・融解胚盤胞移植を施行した39歳以下の132周期を対象とした．当院ではPZD針を
用い，透明帯の全周70％を切開してAHを行っているが，　ICM周辺を切開しAHしたICM群75周期（平均移植個数：1．3
個）と，無作為にAHしたNon－ICM群57周期（平均移植個数：1．1個）に分け，妊娠率，着床率を比較した．さらに，凍
結・融解単一胚盤胞移植を行った39歳以下の104　周期（ICM群：54周期，　Non－ICM群：50周期）についても同様に比
較した．【結果】ICM群，　NorICM群での妊娠率はそれぞれ707％，544％，着床率は621％，500％とICM群において良
好な結果であった．凍結・融解単一胚盤胞移植での妊娠率，着床率はICM群722％に対し，　Non－ICM群500％とICM群
において有意に高い結果であった（P＜α05）．また，単一良好胚盤胞を移植した29周期では，両群ともに70％以上の高率
な妊娠率，着床率を得たが，良好胚盤胞以外を移植した場合の妊娠率，着床率はICM群71．1％（27／38周期）に対し，　Non－

ICM群43．2％（16／37周期）とICM群において有意に高い結果であった（P＜0．05）．【考察】凍結・融解胚盤胞移植におい

てAHを行う際には，　ICM周辺を切開することにより，着床率改善につながる可能性が示唆された．

●

77 ART用メディウムのマウスエンブリオアッセイ　（MEA）の意義

○富山　僚子1，佐藤　嘉兵2，桑原　慶充1，峯　　克也1，稲川　智子1，阿部　　崇1，西　　弥生’β，明楽　重夫1，

　竹下　俊行1

　日本医科大学産婦人科学教室1，日本大学生物資源科学部動物細胞学教室2，杉山レディースクリニック3

【目的】近年，ARTで用いられる資材の安全性が喚起されている．メディウムに関しても，多くのメーカーが米国やEUを始め

とした各国における医療機器としての認可を受けることで安全性を保証している．マウス胚を用いた培養試験（マウスエンブリ

オアッセイ；MEA）は特別管理項目の一・つであり，生体適合性試験を目的に実施されている．本研究では，胚盤胞発生率を規

格に実施するMEAによって，メディウムの発生能を評価可能か否かについて検討した．【方法】マウスの前核期胚（dayO）を

回収し，ARTで繁用されている各社のシーケンシャルメディウムを用いて胚盤胞までの培養成績を比較した．卵割期から胚盤

胞用の培養液への交換は，day2またはday3で行った．【結果】day3でメディウム交換を実施した群の胚盤胞発生率は，1社が

12％と有意に低値を示したものの，他は90－100％が胚盤胞へ発生した．しかし，day2でメディウム交換を行った群では，いず

れの培養液を用いた場合でも胚盤胞への発生率は88－100％と良好であった．【結論】我々は以前，後期2細胞期胚はグルコース

（一）メディウムでも良好な胚盤胞発生率を得られるが，前核期胚の培養では最初の24時間をグルコース（＋）メディウムで培

養しない限り，桑実胚期で変性退行することを報告している．このことからday3でのメディウム交換で低発生率を示したシー

ケンシャルメディウムの，卵割期におけるグルコース不足が推測され，day2でのメディウム交換を実施したところ，他と差の

ない高発生率を示した．マウス胚は体外培養が容易であり，品質管理の後販売されているメディウムの発生能をMEAにより評

価することは困難であると考えられた．しかし，各施設で実施するMEAは，新規に購入するメディウムやロットチェックとし
て，胚発生速度などの特徴を把握し至適プロトコールによって胚培養を施行するための，基礎実験としての有用性が示唆された．

●

●

78 「Micro　device（IVF－Chip）によるヒト胚培養試験」

○水野　仁二’2，中村　寛子1，吉田　　涼1，赤石　一幸1，渡辺奈津美1，中野　　真［，安齋

　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1，東京大学生産技術研究所2
憲，乾　　裕昭1

【目的】我々は新培養iシステムMicro　device（IVF－Chip）の開発を試み，　IVF－MEA（マウスエンブリオアッセイ）により

その有効性と安全性を検証した（第47回及び第48回日本哺乳動物卵子学会）．今回はヒトボランティア胚を用いその有効
性が確認されたので報告する．【方法】本研究は院内，東大医学部および日本産科婦人科学会の3つの倫理委員会の承認を
取得し行った．IVF－Chipシステム：既報（Mizuno　J．　et　al．，12th　International　Academy　of　Human　Reproduction，　Venice，

Italy，502－505，2005）に従い作製した．ボランティア患者卵子並びに子宮内膜細胞十分なインフォームドコンセントの後，

凍結2－4細胞期胚と凍結保存した子宮内膜細胞を試験に用いた．培養：MEMαを子宮内膜細胞用培養液に，　Global（Life

Global社）をヒト胚培養液に用いた．胚はMicro　device（IVF－Chip，共培養下）あるいは50μ1ドロップ内で胚盤胞まで72

時間，37℃，5％CO2，5％02，90％N2，湿度飽和条件下（マルチガス培養器，　MCO－5M，　SANYO）で培養した．品質評
価：発育胚盤胞の品質は，ガードナースコアーにより分類し比較検討した．【成績】胚盤胞到達率：IVF　Chip区では737％
（14／19）の胚が胚盤胞に到達し，コントロール区の450％（9／20）に比し有意に高い成績が得られた．胚盤胞品質評価：ガー

ドナー分類が3AB以上の胚盤胞は，　IvF　chip区で429％（6／14）と，コントロールの222％（2／9）に比し有意に良好胚
が得られた．【結論】これらの結果は，この新しいIVF　Chip共培養システムがヒト胚発育には生理学的に体内に近い微小環

境の重要性を証明し，本システムがヒトARTのTake　home　baby　rateの向上に有効な手段になる可能性を示唆した．

●

●

●
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● 79 卵胞サイズと胚発育

○西垣　明実12，岡田　英孝2，當仲　正丈1，山口　賢一，杉山　修成1，宮崎　和典1，神崎　秀陽2

　宮崎レディースクリニック］，関西医科大学産科学婦人科学2

●

●

（目的）当院ではどの卵胞から採取された卵子がどのように発育するか確認するため，1個ずつ採卵し，単独培養している．

今回は，採卵時の卵胞サイズがどのように胚発育に影響し，胚発育に対する予測値となるかを検討した．（方法）2003年10

月から2006年9月の間に当院にてconventional　IVFを施行し，胚盤胞まで培養した39歳以下，　ART施行回数3回以下の
症例，92症例117周期を対象とした．採卵時の卵胞サイズ（平均径12mm以下：A群，13～14mm：B群，15～16mm：C
群，17～18mm：D群，19～20mm：E群，21mm以上：F群）を計測した後採卵し，個別に媒精，培養を行った．卵胞の
サイズと卵子の回収率，受精率，Day3の平均割球数グレード，　Day5の胚盤胞および良好胚盤胞発生率の関係を検討した．

なおDay3のグレード分類にはVeeckの分類を，胚盤胞のグレードにはGardnerの分類を用いBL－3BB以上（Cを含まな
い）を良好胚とした．（結果）卵子の回収率はA群：48．3％，B群：63B％，　C群：813％，　D群：807％，　E群：85P％，　F

群：77．1％とA，B群と比べC～F群で有意に高かった（p＜001）．受精率はA群：53．6％，　B群：614％，　C群：638％，　D

群：704％，E群：661％，　F群：74．3％でA群と比べC～F群で有意に高かった（p＜005）．　Day3の平均割球数に差は認
めなかったが，グレードはA群で有意に低かった（p＜OO5）．　Day5の胚盤胞発生率はA群：208％，　B群：3＆4％，　C群：
49．7％，D群：55．0％，　E群：51C％，　F群：44．7％とA群と比べC，　D，　E，　F群で有意に高く（p＜005），良好胚盤胞の割

合はそれぞれ125％，16．4％，322％，331％，31．6％，17、0％とA，B群およびF群と比べC，　D，　E群で有意に高かった
（p＜α05）．（まとめ）今回の検討結果より，採卵時の卵胞サイズは15～20mmが望ましく，採卵時の卵胞サイズは卵子の回

収率，受精および胚発育に影響し，胚発育の予測値となることが示唆された．

80 胚盤胞の栄養外胚葉に対する評価法の検討

○大関　千尋1，内山　一男】，菊池　理仁’，森田　　大1，青山　直樹1，青野　文仁1，寺元　章吉2，加藤　　修1

　加藤レディスクリニック1，新橋夢クリニック2

●

●

【目的】Gardnerの分類に代表される胚盤胞の形態学的評価法は，細胞数が重要な評価ポイントである．しかし，細胞数の

多寡に対する明確な基準はなく，主観的な要素により判定に個人差を生じやすい．今回，栄養外胚葉（TE）に対する評価
を明確にするために，拡張期胚盤胞の外周縁上のTEを数え着床との関連性を調べた．【対象と方法】：2002年11月から2003

年9月の期間に患者同意のもと，凍結胚盤胞1胚移植を施行した，40才以下の280症例（349±34歳）について検討した．
胚盤胞は，内部細胞塊（ICM）の要因を除外するために，　Gardnerの分類でICM：Aの胚を対象とし，全てAssisted　Hatch・

ingにて透明帯を完全に除去した．移植前に保存した胚の写真画像から外周縁上のTE数をカウントした．後方視的に胚の
大きさ（サイズ）と外周縁上のTE数および胚盤胞外周縁の円周の長さを求め，外周縁1μm当りのTE数を算出し着床と
の関連性を検討した．【結果】着床群178症例（10．2±2．1個）は非着床群102症例（＆3±22個）に比べ有意にTE数が多かっ

た（P＜005）．また，拡張期胚盤胞のサイズ毎の比較においても着床群のTE数は全てのサイズで多かった．胚盤胞の外周
縁1μm当りのTE数を算出した結果，着床群（1677±323　x　10’5個／1μm）は非着床群（1369±332×10－5個／1μm）に比べ有

意にTE数が多かった（P＜α05）【結論】胚盤胞の外周縁上のTE数を数え，数値化することで評価の基準は明確化される．

しかし，単にTE数の比較では拡張に伴う細胞数の増加に対応できない．外周縁1μm当りのTE数を算出することで，胚盤
胞のサイズに影響され難い，客観的な評価の可能性が示唆された．

81 GES（Graduated　Embryo　Score）を用いて経時的に評価した胚の妊娠率と多胎率
についての検討

●

●

○佐藤　　綾1，千木野みわ1，相澤　嘉乃1，勝畑有紀子1，高島　邦僚1，吉田　　浩▲，村瀬真理子1，石川　雅彦1，

　榊原　秀也2，平原　史樹2

　横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科1，公立大学法人横浜市立大学附属病院2

【目的】体外受精・胚移植において最も良好な胚を選択的に移植することは，妊娠に至る重要な鍵となる．多胎妊娠防止の観点から単一胚移植

が求められているが，妊娠率の低下が予想されるため躊躇されてきた．近年，単一胚盤胞移植が行われるようになり，良好な成績が得られて

いる．しかし胚盤胞培養は，一卵性双胎の頻度が上昇することが指摘されており，適切な胚の評価法を確立しDay2／Day3での単一胚移植がで

きるよう検討が求められる，そこで我々は，前核期からDay2／Day3までの各ステージで胚の評価を行い，それらをスコアリングすることによ

り良好胚を選別できるか検討を行なうと共に胚移植後の妊娠・多胎率について検討を行なった，【方法】2006年5月から2007年3月にIVF／

ICSI目的で採卵術を施行した83周期（平均年齢3a6歳）を対象とした．媒精後に2前核を形成した446個の胚全てでスコアリングを行なっ

た．スコアリングはFischらにより報告された経時的胚評価法（GEs）による良好胚の選別法を一部改変して用いた．媒精後16－18，25－27，

40－43または64－67時間でそれぞれスコアリングを行い100点満点で評価し妊娠・多胎率について検討した．【結果】GESを用いたスコアリン

グにより70点以上の胚は70点未満の胚より高い胚盤砲形成率を示した（698％37／53v＆205％49／239），　Veeck分類を用いた従来法での形

態良好胚の胚盤胞形成率500％（34／68）に対して，GES70点以上の胚では698％（37／53）と有意に高い値を示した．また，　Day2／Day3胚移

植を行なった時の妊娠率は，移植胚に含まれるGES70点以上の胚の数が0，1，2個以上の群でそれぞれ250％（4／16），3＆9％（7／18），357％

（5／14），多胎率は250％（1／4），0％（0／7），40％（2／5）であった．【考察】GESを用いたスコアリング法は良好胚の選別に有効であると考え

られた．また，GES70点以上の胚の移植数を1個以内にすることで妊娠率が低下せずに多胎率を減らすことができる可能性が示唆された．
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82 単一胚盤胞移植の成績からみたclomiphen－rFSH周期の有用性 ■

○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

　厚仁病院産婦人科

　我々は，同一症例においてはclomiphen－rFSH周期が良好胚盤胞の獲得に有利である事を発表してきた．今回は，　clomiphen－

rFSH周期により獲得された胚盤胞の単一移植成績についてHMG併用周期のそれと比較検討した．【対象と方法】2005年1

月～2006年12月に単一胚盤胞移植を行った483周期を対象とした．内訳はHMG周期271周期，　rFSH周期212周期である．
患者同意のもと，全移植周期及び，凍結融解胚盤胞移植，新鮮胚盤胞移植の両周期について年齢，妊娠率，流産率を比較検

討した．【結果】全移植周期では，平均年齢はHMG周期で334±3．7歳rFSH周期で346±42歳であり，妊娠率はHMG周
期で46．5％，rFSH周期で47β％であった．流産率はHMG周期で18、3％，　rFSH周期で257％であり，　rFSH周期のほうが，

平均年齢が高い傾向にあるが，妊娠率はほぼ同等であり，流産率は高い傾向にあった．移植周期別にみると，凍結融解胚盤

胞移植周期では，平均年齢はHMG周期で336±38歳rFSH周期で345±4．2歳であり，妊娠率はHMG周期で450％，　rFSH
周期で5α3％であった．流産率はHMG周期で1＆4％，　rFSH周期で255％であった．したがって，　rFSH周期のほうが，よ
り妊娠率が高くなっているが，流産率は高めであった．一方，新鮮胚盤胞移植周期では年齢はHMG周期で3al±30歳，　rFSH

周期で353±44歳であり，妊娠率はHMG周期で548％，　rFSH周期で2＆0％であった．流産率はHMG周期で174％，　rFSH
周期で2＆6％であった．流産率は同様の傾向を示したが，妊娠率はrFSH周期の方が明らかに低かった．【結語】clomipher

rFSH周期により獲得された胚盤胞を単一移植した場合は，　HMG併用周期と比較して，平均年齢がやや高めであるにも関わ
らず，妊娠率が高く，その傾向は凍結融解胚盤胞移植周期でより著明であり，rFSHを併用する有用性が認められた．しかし，

同時に流産率も高めであり，また新鮮胚盤胞移植周期での妊娠率が低い事も，今後の検討課題である．

●

●

83 単一胚盤胞移植における胚盤胞の形態別妊娠率および流産率の検討

○塩谷　雅英，後藤　　栄，水田　真平，橋本　洋美，松永　雅美，渡部　純江，苔口　昭次

　英ウィメンズクリニック

【目的】単一胚盤胞移植（SBT）における移植胚盤胞の形態分類別の妊娠率および流産率の検討．【方法】2005年1月～2006

年12月にSBTを行った331周期を対象とした．受精後5日目の胚盤胞をGardnerの分類に基づき，発生段階を6段階（G
1～G6），内細胞塊（ICM）所見および栄養外胚葉細胞（TE）所見をそれぞれA，　B，　Cの3段階に評価し，臨床的妊娠率と
流産率を比較した．【成績】G1～G6の発生段階別に検討した妊娠率は，それぞれ2a9％（7／26），37、1％（13／35），47．7％（51

／107），5＆6％（7／26），676％（25／37），100％（4／4）であり，G4ではG1，　G2と，　G5ではG1～G3と，　G6ではGl～G5と

比較して有意に高率となった．ICMの評価別の妊娠率はAで6α2％（97／161），　Bで523％（46／88），　Cで333％（5／15）で

あり，AではCと比較して有意に高率であった．　TEの評価別の妊娠率はAで650％（67／103），　Bで532％（67／126），　C

で400％（14／35）であり，AではCと比較して有意に高率であった．流産率をGl～G6の発育段階別に検討すると，それ
ぞれ286％（2／7），231％（3／13），13．7％（7／51），132％（9／68），120％（3／25），250％（1／4）となり有意差を認めなかっ

た．流産率をICMの評価別に検討すると，　Aで113％（ll／97），　Bで130％（6／46），　Cで6α0％（3／5）であり，　CはA，

Bと比較して有意に高率であった．流産率をTEの評価別に検討すると，　Aで149％（10／67），　Bで119％（8／67），　Cで14．3％

（2／14）となり，有意差を認めなかった．【結語】単一胚盤胞移植における妊娠率は，胚の発生速度，ICM所見，　TE所見と

密接な関係があることが示唆された．またICMの所見は妊娠予後を評価する上で重要な指標となることが示唆された．

●

●

84 選択的単一・胚移植の適応条件として早期分割胚は有用か

○杉本　利幸，幸田百合子，加藤雄一郎，石川　洋乃，高林香代子，岡田　純子，望月　　修

　聖隷三方原病院リプロダクションセンター

【目的】多胎妊娠の防止策に選択的単一胚移植（Elective　Single　Embryo　Transfer以下eSET）がある．当センターにおい

ても2005年より39歳以下でIVFが1～2回目を対象とし，早期分割胚（Early　Cleavage以下EC胚）を優先した分割期胚
eSETを開始した．今回われわれはEC胚による胚移植を通してEC胚の分割状況と成績eSETへの有用性を検討した．【対
象】2005年1月～2007年2月までのEC胚確認をおこなった762個とした．またEC胚の定義は受精操作26時間後に分割
を認めた2PN由来胚とした．胚移植はDay2またはDay3とし，余剰胚はDay5まで培養し胚盤胞に到達したものを凍結保
存した．【検討方法】EC胚と非EC胚間で（1）良好分割胚到達率（2）胚盤胞到達率（3）年齢別EC比率（4）eSET群に
おける妊娠率を検討した．【結果】EC胚を有する周期数ll3周期（113／209，541％），　EC胚個数240個（240／762，31．5％）

であった．（1）EC胚708％（150／212），非EC胚34．3％（179／522）とEC胚で有意に良好分割胚到達率が高かった（p＜OC1）．

（2）EC胚63．0％（51／81），非EC胚37．7％（92／244）とEC胚で有意に胚盤胞到達率が高かった（p＜αOl）．また良好胚盤

胞到達率は19．7％（16／81）と10．6％（26／244）でEC胚が有意に高かった（p＜0．05）．（3）5歳毎の年齢間比較による各年

代のEC比率は30％前後と差は見られなかった，（4）eSET群33周期の妊娠率が364％（12／33）と2個胚移植41．9％（26
／62）と遜色ない結果が得られた．【まとめ】EC胚はその後の胚発生も良好で良好胚選別の有用なパラメーターであること
が示唆された．

●

●

●
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● 85 当科における選択的1胚移植（eSET）と2胚移植（DET）の成績及び医療コスト
の比較検討

○伊東　宗毅1，林　　直樹1，大阿久幸子1，小笹　尚子1，松本　香子1，松永　茂剛1，高井　　泰1，末永　昭彦1，

　斉藤　正博1，関　　博之1，板倉　敦夫2，石原　　理2

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科1，埼玉医科大学産婦人科2
●

●

【目的】当科ではARTでの多胎妊娠抑制のため2005年よりeSETを導入した．　eSETとDETの成績及び医療コストに関し
比較検討したので報告する．【方法】2005年1月から2006年6月までに，35歳未満初回ARTで排卵誘発を開始した症例を，
eSET群とDET群に分けて2006年12月までの成績を比較検討した．なお，　eSET群の3回目以降の移植では2胚移植も可
とした．【結果】eSET群は72例で採卵85回，移植134回，継続妊娠38例（2＆4％），多胎5例（132％），合計治療期間306
ヶ月，1継続妊娠あたり＆1ヶ月，合計コスト3961β万円，1継続妊娠あたり1043万円．DET群は37例で採卵40回，移
植50回，継続妊娠24例（4＆0％），多胎10例（41．7％），合計治療期間101ヶ月，1継続妊娠あたり42ヶ月，合計コスト19028

万円，1継続妊娠あたり793万円であった．【考察】eSET群は多胎妊娠率が132％と抑制される反面，妊娠率2＆4％と低
く，1妊娠のための期間，医療コストもDET群に対し多くなっている．しかし，多胎は管理入院や早産が多く，単胎に比
べ妊娠経過及び育児にかかるコストや肉体的，精神的ストレスは多い．妊娠後の経過をふまえるとeSETでの期間，医療コ
ストが多いことはやむを得ないが，その抑制も考えていく必要があると思われる．

86 再凍結胚移植の有用性に関する検討

○藤田　智久，鳥居　正子，河合　まや，西村　　満

　西村ウイメンズクリニック

●

●

【目的】凍結保存技術の進歩により，凍結胚移植後の余剰胚盤胞を，次周期のために再凍結保存することが可能となった．

当院では，2003年から初回凍結胚移植時の未移植胚盤胞のうち，形態的に良好な余剰胚盤胞が得られた場合，次周期のため
に再凍結保存を実施し，その後，再凍結胚移植を行っている．そこで，再凍結胚移植の有用性について検討した．【対象・

方法】2003年1月から2007年4月に，再凍結胚移植を実施した21周期［うち1周期は，再々凍結胚移植］（A群）と，初
回凍結胚移植を実施した634周期（B群）を対象とした．初回凍結に供した胚盤胞は，5日目および6日目発生の形態良好
な胚盤胞とした．また，再凍結に供した胚盤胞は，初回凍結胚移植時に余剰胚となった損傷のない形態良好な胚盤胞であっ

た．凍結方法は，初回凍結，再凍結ともに，CRYO－TOP（KITAZATO）によるVitrificationで行った．なお，胚移植は，
基本的にホルモン補充周期で実施した．【結果】初回凍結胚移植後に再凍結保存を実施できた周期は，634周期中100周期で
あった．融解胚盤胞の生存率は，A群：933％（28／30），　B群：93．7％（1238／1321）INS1．胚移植周期あたりの妊娠率は，

A群：524％（11／21），B群：443％（281／634）IP＝0．1301．継続妊娠率は，　A群：333％（7／21），　B群：3aO％（228／634）

［P＝0329］であり，全てに有意差はみられなかった．【考察】初回凍結胚移植後の余剰胚盤胞を，CRYO－TOPを使用して積
極的に再凍結し，再凍結胚移植周期で形態的損傷の無い胚盤胞を移植できれば，初回凍結胚移植周期と同等の成績が期待で

きることが示唆された．

87 卵巣ガラス化保存に関する研究

○香川　則子1，桑山　正成1，中田久美子1，高山　優子1，森　智絵美1，竹原　祐志1，加藤　恵一1，長嶋比呂志2，

　池田　有希2，生水真紀夫3，木原　真紀3，寺元　章吉4，加藤　　修1

　加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所1，明治大学農学部生命科学科2，千葉大学医学部産婦人科3，新橋夢クリニッ

　ク4

●

●

【目的】ガン治療により医原性不妊に陥る女性の妊孕性保存のため，治療前の卵子保存が臨床応用化された．卵巣の凍結保存法が確立されれば，ホルモン

刺激が不要で，いつでも採取可能，かつ，より多くの卵母細胞が保存できるだけでなく，女児やターナー患者へも妊孕性保存の道を開ける可能性がある，

演者らは，ガラス化保存した成体マウス卵巣組織から初の産子を得たことを報告したが，本研究ではさらにマウス全卵巣の凍結移植やウシ，ヒト卵巣組織

のガラス化保存の検討を行った．

【方法】10週齢C57BL／6Jマウス卵巣を摘出後，　Cryotissue（北里バイオファルマ）を用い，超急速ガラス化保存した．融解後，無発情の確認されたレシ

ピエントへ自家・他家移植し，発情の回帰および交配後に妊娠成立の有無を検討した．また，ヒトのモデルとしてサイズの似たウシ卵巣組織のガラス化保

存を行った．成牛4頭の卵巣から1cm2大の組織片を採取しガラス化保存した，融解後，組織を自家移植し，3ヶ月後，卵巣を採取，組織標本を作製し，生

着の有無および卵胞発育を観察した．インフォームドコンセントの得られた患者由来の廃棄卵巣組織を同様にガラス化保存し，融解後の生存性を判定した．

【成績】ガラス化したマウス卵巣全てが形態的に正常で，移植した5頭全頭に発情が回帰，妊娠が成立した．ウシでは，卵巣ガラス化保存後，組織内卵子

生存率は91－98％で，卵巣組織を融解，移植後全てが生着し，組織学的観察により，移植片内の正常な血管成長，卵胞の発育が確認された．同様にガラ

ス化保存されたヒト卵巣組織においても融解後の高い細胞生存性が得られた，

【結論】これらの結果から，卵巣組織は超急速ガラス化法により凍結保存が可能で，保存後の組織は高率な生着能を有することから，臨床応用への技術的

可能性が示唆された．
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88 ラット卵巣凍結保存と解凍再移植法の検討 ●

OHao　Lin1，中塚　幹也2，佐々木愛子1，安達　美和1，野口　聡一，鎌田　泰彦1，清水　恵子1，平松　祐司1

　岡山大学医学部産科婦人科’，岡山大学大学院保健学研究科2

　悪性腫瘍等に対する化学療法や放射線療法は卵巣に作用し不妊症の原因となる．最近の悪性腫瘍の治療性成績の向上に伴

い，完治後の妊娠を希望する症例も増加しており，悪性腫瘍の症例自身や治療スタッフからも，原疾患治療時における妊孕
性温存対策への要望が高まっている．今回，私達はラットを用いて卵巣組織の凍結保存と解凍再移植に関して検討したので

報告する．6週齢の雌Wistar系ラット（n＝20）を，　A群（n＝6）：卵巣採取後，プログラムフリーザーにて緩慢凍結．液
体窒素中で凍結保存し1週間後に解凍し，背部筋膜内に再移植．B群（n＝6）：卵巣採取後，すぐに背部筋膜内に再移植．

C群（n＝4）1卵巣採取し，1週間後，背部筋膜切開縫合のみで卵巣移植せず．D群（n＝4）：開腹のみで卵巣は採取せず，

1週間後，背部筋膜切開縫合のみ，の4群に分類した．再移植後1週間（8週齢）の時点で，PMSG注射にて排卵誘発を行
い，血液，子宮，卵巣を採取した．血液は遠心分離後，血清を凍結保存し，後日，解凍しEstradiol値を測定した．研究は
学内の倫理委員会の承認もと施行した．血清Estradiol値は，　A群で47．1±54pg／ml，　B群で54．5±26．1pg／m1，　C群で1仕2±

47pg／ml，　D群で491±2τ5pg／m1であり，　PMSG刺激により，　C群に比較して，　A，　B，　D群のEstradiol値は有意に上昇

していた．PMSG刺激後の子宮を観察すると，　C群では腫大は見られなかったが，　A，　B，　D群では全例で水腫様の腫大が

見られた．PMSG刺激後の卵巣はA，　B，　D群とも全例で卵胞形成が見られた．今回，ラットにおいて，プログラムフリー
ザーによる緩慢凍結法で安定して卵巣組織の凍結保存が可能であることが明らかになった．現在，種々の凍結一解凍法を比
較中である．

●

●

89 浸透圧変化と精子の運動性および生存率の関係

○大久保　毅1，末吉　智博1，寺元　章吉1，桑山　正成2，森　智絵美2，加藤　　修2

　新橋夢クリニック1，加藤レディスクリニック2

【目的1精子凍結保存の際に凍結保護剤（CPA）を添加することで生じる急激な浸透圧上昇によるストレスは精子に対して

障害を与えることが知られている．本研究では，浸透圧変化が精子に及ぼす影響を明らかにするため，様々な浸透圧変化の
条件下で精子の運動性および生存率を判定し，浸透圧障害を最小限に抑える手法を検討した．

【方法】P1にショ糖を0から05Mまでα05M間隔で添加した各濃度溶液の浸透圧（mOsm）を測定した．室温（25－28℃）
において，精子の運動性をマクラーチャンバーにて，また生存率はHoechst＋PIによる二重蛍光染色法にて判定を行った．

精子の運動性および生存率は各浸透圧間，高濃度ショ糖溶液への段階的暴露（1，2，5step暴露）および低濃度ショ糖溶液
への段階的希釈（1，2，5step希釈）においてそれぞれ比較した．なお対象とした精子はインフォームドコンセントに基づ

き，当院におけるIVF対象患者の精製後運動率が90％以上の精子を用いた．
【成績】ショ糖濃度02M（512mOsm）付近より精子の運動性は著しく低下し（50％以下），α45M（868mOsm）では運動精
子が認められなかった．また段階的に高浸透圧下に暴露することで精子の運動性および生存率は上昇した．一方，低浸透圧
下に曝す際には，段階的希釈よりも一気に低浸透圧下に希釈した方が精子の運動性は著しく上昇した．
【結論】精子の浸透圧許容能を測定することで細胞へ与えるダメージを最小限に抑えるCPA濃度範囲が測定出来た．また高

濃度へのCPA溶液への移動を段階的に行い，低濃度のCPA溶液への移動は急速に行うことで精子の運動率および生存率を
改善出来た．今後，本試験により得られた至適浸透圧条件で細胞膜透過性CPAを用い，常法に勝る精子の凍結保存法を確
立したい．

●

●

90 transient　azoospemiaにおける凍結保存射出精子あるいは精巣精子を用いたICSI
の成績

○宗田　　武1，市岡健太郎1，西山　博之1，小川　　修1，中山　貴弘2，畑山　　博2

　京都大学大学院医学研究科器官外科学講座泌尿器科学分野’，足立病院不妊センター2

【目的】ごくわずかの射出精子を認めたり，時によっては無精子症であったりする男性不妊患者を経験することがある．こ

のような“transient　azoospermia”の症例では常に射出精子が得られるとは限らないため，　ICSIに際して，前もって十分量

の精子を凍結保存しておく必要がある．しかしながら何回の凍結保存が必要か予想が難しく，さらに，TESEを行っても必
ずしも精巣精子の回収に成功するとは限らない，我々は，複数回の射出精子あるいは精巣精子の凍結保存を行った上でICSI
を行ったtransient　azoospermiaの症例を複数経験したので，その臨床経過を検討した．また精巣精子の回収法について，

MD－TESEで精子回収率はi著名に改善し有効な方法として確立されてはいるが，一般不妊クリニックにおいては設備の問題

から未だ十分に普及しているとは言い難く，我々の施設でも拡大鏡を用いたTESEを行ってきたので併せてその成績を検討
した．【方法】足立病院男性不妊外来を受診してtransient　azoospermiaと判断された男性不妊症患者12名について，臨床

経過を調査した．またTESEについては，6年間に行った137回の手術について検討した．【成績】12症例のうち，8人（66％）

が妊娠に至っていた．8人のうち7人は，複数回分の射出精子を凍結保存したものを使用していた．1例のみ射出精子が得
られず，精巣精子を用いて妊娠が成立した．妊娠に至った8人中4人が初回サイクルでの妊娠に成功していた．また拡大鏡

を用いたTESEについては137回のうち，87回で精子回収に成功した．【結論】transient　azoospermiaであっても複数回の
射出精子凍結保存を行うことでICSI可能であり，妊娠にも至っていた．射出精子がなかなか得られない場合でも拡大鏡を
用いたTESEを併用することにより妊娠が可能であった．

●

●

●
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● POO1 多胎妊娠予防の指標についての検討

●

●

○内田　昭弘，坂本　ルミ，先久　　幸，森山　弘恵，永島百合子

　内田クリニック

【目的】多胎妊娠が患者の妊娠予後に与える影響は大きく，多胎妊娠予防のために単一胚移植が推奨されるようになってき
た．今回，2個移植により多胎となった症例の患者背景から多胎妊娠予防の指標についての検討を目的とした．【方法】2002

年9月～2005年9月までにDay5およびDay6で新鮮胚盤胞を2個移植し双胎妊娠となった13症例を対象とした．患者背
景として方法，ET施行日，年齢，胚移植回数，適応，移植胚発育段階　グレードについて比較検討を行なった．【結果】方
法は，IVF　lO症例（769％），　ICSI　1症例（77％），　TESE－ICSI　2症例（154％）で，　IVF症例で有意な高値が認められた．

Day5ETは12症例（923％），　Day6ETは1症例（7．7％）で，　Day5ETで有意な高値が認められた．年齢は，30歳未満154％，

30～34歳308％，35～39歳3＆5％，40歳以上154％，胚移植回数は，1回30．4％，2回15．4％，3回154％，4回23．1％，5
回154％，適応（重複あり）は，卵管因子294％，男性因子41．2％，原因不明294％で各項目ともそれぞれ有意な差は認め
られなかった．移植胚の発育段階での評価では，2個とも拡張胚盤胞以上の症例は11症例（846％），1個が拡張胚盤胞以上
の症例は2症例（154％），移植胚に拡張胚盤胞以上を含まなかった症例では認められなかった．グレードでの評価では，2

個とも良好胚の症例は6症例（46．2％），1個が良好胚，もう1個はグレードにCを含む不良胚の症例は6症例（462％），2
個とも不良胚は1症例（7．6％）であった．グレード不良胚は合わせて8個あり，うち6個（750％）が拡張胚盤胞であった．

【結論】症例の背景にかかわらず，拡張胚盤胞以上の胚が2個以上得られた場合は，移植胚を1個とすることが必要と考え
られた．胚盤胞移植時の胚選択基準としてグレードより胚発育段階をより重視する必要があることが示唆された．

POO2 多胎妊娠に及ぼすARTの影響に関する検討

●

●

○井上　慶子，澁谷　裕美，安藤　　索，岩下　光利

　杏林大学医学部産婦人科

　近年，ART後多胎妊娠の割合は増加傾向にある．多胎妊娠では早産率も高く，ハイリスク妊娠としての管理が必要とな
る．今回，多胎妊娠のうち，ART後双胎妊娠と自然双胎妊娠を比較検討し，周産期管理に及ぼす影響について検討した．

当院総合周産期センターでは2003年1月から2006年12月までの4年間に総分娩数3102件中169例（53％）の多胎妊娠分
娩を経験している．169例のうち13例が流産となった．ART後の双胎妊娠は，169例中53例（全分娩中17％，多胎妊娠
中3U％），7例（全分娩中α23％，多胎妊娠中4．1％）が三胎妊娠であった．自然双胎妊娠96例中50例が一絨毛膜二羊膜
性双胎（52．1％），46例が二絨毛膜二羊膜性双胎（479％）であった．またART後双胎はすべて二絨毛膜二羊膜性双胎であっ

た．自然双胎妊娠96例中77例（802％）が切迫早産にて入院となり，平均ag週間の入院を要した．平均分娩週数は35週
3日であった．また，53例のART後多胎妊娠のうち44例（830％）が切迫早産にて入院管理となり，平均61週間の入院
を要し，平均分娩週数は36週1日となり，ART後妊娠群において入院期間は長い傾向があった．　ART後双胎妊娠の子宮
頸管長（cervical　length：CL）の平均は28週から29週では25．0±139mmとなり，この時期に入院となっている症例が多
かった．自然双胎妊娠ではCLの平均は28週から29週では24．2±1α6mmで，　ART後妊娠群と同様にこの時期に切迫早産
にて入院管理となっている症例が多く，ART群，自然妊娠群で有意な差は認めなかった．今回ART後双胎妊娠，自然双胎
妊娠を比較検討した結果，入院期間に差が認められた．ART後の多胎妊娠の増加は，母体の周産期管理に影響を及ぼす可

能性が示唆された．

POO3 当院における胚移植の現状～多胎妊娠防止を目指して～

○竹下　千恵，上野ゆき穂，志村　陶子，湯本啓太郎，奥田　　梓，若槻　有香，岩田　京子，錦織　恭子，加藤　一雄，

　見尾　保幸

　ミオ・ファティリティ・クリニック

●

●

【目的】近年の生殖補助医療（ART）による多胎児の増加は周産期医療あるいは新生児医療の分野においては既に深刻化した
問題となっている．我々は多胎妊娠防止を目的として，これまで症例背景に応じた選択的単一胚移植（elective　single　embryo

transfer；eSET）の実施に積極的に取り組んできた．今回は当院における胚移植の現状とeSETの臨床成績を報告する．

【方法】平成18年1月より同年12月までに当院にて胚移植を施行した326症例633周期（新鮮胚移植98周期，融解胚移植535
周期）を対象とした．移植胚数は当院の基準に基づき以下のように決定した．すなわち，1）38歳未満，2）過去の胚移植が3

回以下，3）形態良好胚が得られている，4）子宮内膜10mm以上，の4つの条件のうち，一項目以上該当する症例に対しては
1個の胚移植，一項目も該当しない症例では2個の胚移植を実施した．尚，胚移植にはDay　2またはDay　3の初期胚を用いた，

【結果】新鮮胚移植98周期のうち52周期（531％）と融解胚移植535周期のうち230周期（43刀％）でeSETを実施した．　eSET

による妊娠率は新鮮胚移植で308％（16／52），融解胚移植で326％（75／230）であり，妊娠は全て単胎妊娠であった．一方，2

個胚移植を実施した新鮮胚移植46周期と融解胚移植305周期における妊娠率はそれぞれ348％（16／46）と27．5％（84／305）で

あり，妊娠の内訳は単胎妊娠87，双胎妊娠13であった．全体として胚移植あたりの妊娠率は30．2％，多胎妊娠発生率は6．8％

であった．

【結論】症例背景に応じたeSETの実施は，新鮮胚と融解胚のいずれにおいても高い妊娠率を得ると同時に多胎妊娠の防止に極

めて有効であった．今後もさらなる多胎妊娠防止に向けて，eSETの実施を広めていきたいと考えている．
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POO4 当科のARTにおける原因別多胎率の検討 ●

○渋谷　伸一，塩島　　聡，尾崎　智哉，青葉　幸子，佐藤　和文
　聖隷浜松病院産婦人科

【目的】不妊治療による多胎が問題となっているが，体外受精・胚移植では，移植胚数を制限することにより多胎妊娠は予

防可能である．しかし，移植胚数の制限により妊娠率の低下が懸念されるため，移植胚数の決定には苦慮する．今回我々は
原因別に卵管因子（T），子宮内膜症（E），免疫因子（1），男性因子（M），原因不明（u）の5グループに分け，1個移植（si日

gle　ET：SET）と2個移植（double　ET：DET）での妊娠率・多胎率を調べた．さらに，選択的SET（E－SET）と胚凍結
が可能であったDET（E－DET）においての妊娠率・多胎率を検討した．【方法】2002年1月より2006年12月までの5年
間に当科で5日目または6日目移植を行った607周期を対象とした．SETは280周期に施行されそのうちE－SETは159例
に施行された．DETは327周期に施行され，　E－DETは184例に施行された．それぞれについて原因別に妊娠率，多胎率を
計算した．【成績】SET　vs　DETの妊娠率はT：3＆1％vs　458％，　E：463％vs　333％，1：100％vs　25刀％，　M：39．5％vs

435％，U：277％vs　41．3であった．多胎率はSETではUで77％であったが，　DETではT：33．3％，　E：125％，　I　l　OO％，

M：106％，U：256％であった．さらにE－SET　vs　E－DETの妊娠率はT：444％vs　51．4％，　E：520％vs　462％，1：0vs
5α0％，M：532％vs　517％，　U：405％vs　526％であり，多胎率はT：0％vs　421％，　E：0％vs＆3％，1：0vs　O％，　M：

0％vs　65％，　U：59％vs　267％であり卵管因子による多胎は有意に増加していた．【結論】当院の検討において，卵管因

子が原因の場合には2個以上の胚盤胞が得られるようなら，E－SETを行なうことで多胎が予防でき，施設内の多胎率を減
少させ得ることが示唆された．

●

●

POO5 Day3ETにおける過去7年間の多胎防止に対する取り組み

○塚崎あずさ1，野見山真理1，山田　耕平1，西山和加子1，宮本　恵里1，眞崎　暁子1，山本　新吾1，有馬　　薫1，

　牧田　涼子1，小島加代子1，岩坂　　剛2

　高木病院不妊センター1，佐賀大学医学部産婦人科2

【目的】ARTにおいて多胎妊娠は深刻な問題の一つである．当院においても多胎妊娠防止を目的として2001年に移植胚数

を3個から2個に制限したが，多胎妊娠は減少しなかった．そこで2002年にDay3ETのうち35歳未満で移植回数2回以内，
移植可能胚数3個以上を有する症例では1個移植と2個移植の妊娠率に差がなく多胎率を低下させることができたため，積

極的に選択的単一胚移植を導入した．その後の検討により最近では年齢を40歳までと拡大しDay3ETの選択的単一胚移植
を行っている．今回，過去7年間におけるDay3ETの臨床成績を報告する．【対象】2000年から2006年の期間にDay3ET
（凍結胚移植を含む）を行なった2246周期を対象とした．【成績】2000年，2001年，2002年，2003年，2004年，2005年，

2006年の単一胚移植の割合はそれぞれ136％，252％，542％，6a6％，745％，773％，66、7％であった．選択的単一胚移
植の割合はM％，a1％，249％，3翻％，51．8％，547％，53．7％，であった．過去7年間の継続妊娠率は2仕3％（97／369），
274％（90／329），3α6％（91／297），25．1％（71／283），276％（91／330），26．9％（95／353），24β％（70／285）であった．ま

た多胎率は24．0％（31／129），22．4％（26／ll6），13B％（15／109），2．1％（2／97），61％（7／114），40％（5／125），6．4％（6／

94）であった．【結論】過去7年間において選択的単一胚移植症例の割合は増加してきたが，継続妊娠率は低下せず多胎妊

娠は著明に減少した．今後もDay3ETの選択的単一胚移植を行うことで多胎妊娠の防止に取り組みたい．

●

●

POO6 移植胚の組み合わせと妊娠率～非良好胚を加えると妊娠率が低下するのか？～

○逸見　博文1，東口　篤司1，金澤　朋扇1，高階　俊光2，斉藤　　学2

　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科’，　KKR札幌医療センター斗南病院婦人科2

【目的】良好胚のみをETした時に比べて，非良好胚を加えてETした時に，非良好胚が良好胚に悪影響を与えて，妊娠率
を下げるという報告がある．その可能性を評価するために当院における成績を後方視的に調査してみた．【方法】平成11年～

18年に当院で採卵2日目，3日目に胚移植を行なった1348胚移植周期を対象として採卵2日目では3分割以上，採卵3日
目では6分割以上の発育速度で，かつ割球が均等でfragmentationが10％以上であるものを良好胚1，良好胚1の基準を満
たし，かつfragmentationが10％未満であるものを良好胚2，良好胚1あるいは2の基準を満たさないものを非良好胚と分
類した．【結果】採卵2日目に胚移植を行った626周期で，良好胚1のみET群，良好胚1＋非良好胚ET群の臨床的妊娠率
は109％，＆3％，妊娠継続率は31％，＆6％であり両群間に有意差はなかった．良好胚2のみET群，良好胚2＋非良好胚
ET群の臨床的妊娠率は230％，23、6％，妊娠継続率は203％，157％であり両群間に有意差はなかった．採卵3日目に胚移

植を行った722周期で，良好胚1のみET群，良好胚1＋非良好胚ET群の臨床的妊娠率は154％，184％，妊娠継続率は
96％，132％であり，両群間に有意差はなかった．良好胚2のみET群，良好胚2＋非良好胚ET群の臨床的妊娠率は30，6％，
193％であり，良好胚2のみET群の妊娠率が有意に高かった（P＜αOl）が，妊娠継続率は21．6％，14．1％であり，両群間
には有意差はなかった．【結論】採卵2日目，3日目の良好胚を含む胚移植では，非良好胚の組み合わせによる妊娠継続率へ
の影響はないと考えられた．

●

●
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● POO7 積極的に胚凍結を行いつつ日本産科婦人科学会の“「多胎妊娠」に関する見解”を
遵守した当院における初回体外受精データ1998－2005の分析

●

●

○安藤　寿夫1，若原　靖典1，鈴木　範子1，榊原　重久1，佐藤　博子1，篠原　宏枝1，

　天方　朋子3，宮下　由妃3，柿原　正樹3

　豊橋市民病院総合生殖医療センター1，京都大学大学院医学研究科女性生涯看護学2，

菅沼　信彦2，今泉　有貴3，

豊橋市民病院産婦人科3

【目的】日産婦会告を遵守しつつ，GnRHアゴニストおよび尿由来HMG／FSHによる調節卵巣刺激，選択的分割期2胚移植と分割期胚凍結を原

則としてきた，当院の初回体外受精（顕微授精も含む）の成績を解析し，今後の課題を整理した，【方法】当院のARTデータベース1998－2005

より，初回調節卵巣刺激による35歳未満283採卵周期，35歳以上153採卵周期を抽出した．このうち，胚移植に至らなかった症例や移植可能

な凍結胚が残っていながら挙児を得ていない症例を除いた，35歳未満252名，35歳以上135名を研究対象とした．【成績】新鮮移植胚数は，35

歳未満では3個が35周期，2個が139周期，1個が20周期，35歳以上では3個が22周期，2個が79周期，1個が19周期だった．全胚凍結と
なったのは，35歳未満で58周期，35歳以上で15周期だった．新鮮胚移植での生産率・多胎率は，35歳未満では28、9％（56／194）・7、1％（4／56），

35歳以上では25．8％（31／120）・97％（3／31）だった，新鮮胚移植を行い胚凍結も行えたのは，35歳未満では106名（546％），35歳以上では

43名（35β％）で，このうち新鮮胚移植でそれぞれ39名（3a8％），17名（395％）が生児を得た．一方，融解胚移植で生児を得たのは35歳未

満で125名中48名（3＆4％）うち多胎16名（333％），35歳以上で12名（395％）うち多胎2名（16．7％）だった，平均凍結胚数・うち生児を

得た時点で余剰となった凍結胚数の平均は，35歳未満で37・1、1，35歳以上で1．1・α6だった．全体として35歳未満252名中104名（412％）

が生児を得てうち16名（154％）が多胎，35歳以上135名中43名（319％）が生児を得てうち5名（116％）が多胎だった．多胎はすべて2胎

かつ37歳未満だった．【結論】1回の採卵により一定の生産率・多胎率を達成できたが，35歳未満での融解胚移植では多胎がより生じやすいこ

とがわかった．今後，早期に生児を得つつ多胎率を自然妊娠レベルに下げるには，良好胚の選択方法において新たな創意工夫が必要と思われた．

POO8 多胎防止の総合戦略一不妊治療のステップアップ法の改良をめざして

●

●

○安藤　寿夫1，若原　靖典1，榊原　重久1，鈴木　範子1，今泉　有貴2，天方　朋子2，宮下　由妃2，柿原　正樹2，

　後藤　真紀3，原田　統子3，岩瀬　　明3，吉川　史隆3，柴田大二郎4

　豊橋市民病院総合生殖医療センター1，豊橋市民病院産婦人科2，名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦

　人科学教室3，国立病院機構名古屋医療センター産婦人科4

【目的】妊娠成立のために排卵誘発は有効な治療手段だが，一般不妊治療における排卵誘発剤使用が不適切であったり，体外受精や顕微授

精の適応が安易であれば（移植胚数等に配慮しない限り），多胎の絶対数の増加につながる可能性がある．不妊治療のステップアップ法は，

効率的に早期妊娠成立をめざし同じ治療を繰り返す無駄を回避するための方法だが，不適切であれば多胎に代表される弊害も生じる．今回，

演者がこれまで適用してきた方法に若干の改変を試みた．【方法】クエン酸クロミフェン内服を1日量原則50mgとする，平均径15mm以

上の卵胞が4個以上出現しそうになったらHCGを注射しないだけでなく，早期より避妊させるなどの一部改変を施したステップアップ法

を採用した，2006年3月～2007年2月の妊娠成績を後方視的に分析した．【成績】12か月以内に終了するプログラムで行われた一般不妊治

療による妊娠は78例〔うち排卵誘発剤使用は17例，人工授精（IUI）による妊娠は25例（排卵誘発剤とIUIの重複は6例）〕，胚移植（新

鮮胚移植または融解胚移植）による妊娠は80例だった．多胎妊娠は，一般不妊治療では0例，胚移植では4例（うち2例は中絶または流

産となった）だった，多胎妊娠率は不妊治療全体で25％，同じく多胎継続妊娠率は16％だった．胚移植で妊娠した割合を年齢別に分析し

たところ，25～29歳が444％（12／27），30～34歳が49、3％（33／67），35～39歳が542％（32／59），40～44歳が600％（3／5）だった．最高

年齢は44歳で成立したタイミング法による妊娠で流産に至ることなく継続している．【結論】一般不妊治療における排卵誘発剤の使用は，

慎重に行えば多胎の温床とはならないし，IUIと併用しても多胎妊娠は生じなかった．年齢に関係なく一般不妊治療を適切に行い，体外受

精以上の生殖補助医療に早くから頼りすぎず短期間での妊娠成立をめざせば，不妊治療全体の多胎を減らす効果もあると推察された．

POO9 当院における多胎妊娠回避のための選択的単一胚移植（eSET）の成績について

○幸田百合子，杉本　利幸，加藤雄一郎，石川　洋乃，高林香代子，岡田　純子，望月　　修

　聖隷三方原病院リプロダクションセンター

●

●

［目的］北欧ではすでに選択的単一胚移植（eSET）を積極的に導入し，多胎妊娠を減らす努力が行われている．しかし，わ

が国を含む欧米の多施設では依然ARTの多胎率が高く問題である．本学会が今春「多胎妊娠防止のための移植胚数ガイド
ライン」を策定し，11年ぶりの厳しい制限内容を発表した．これに先駆け当センターは2005年から双胎妊娠を減らす目的
でeSETを導入した．今回2年間の治療成績をeSET導入前の2004年と比較したので報告する．［方法］2005年から2年間
に一定の適応条件を有する症例に対しeSETを導入した．その条件は40歳未満，実施回数が2回まで，　day　2ないし3で良
好胚が複数個存在するものとし，検討内容は臨床妊娠率，着床率および多胎率とした．なおeSETは全て初期胚移植である．

［成績］総周期は2004年からの3年間に各々216周期，200周期，201周期あり，eSET症例は2005年に10例，72％（対
移植当り）であったが2006年で23例，16．4％へ増加した．各年度の妊娠率（対移植当り）は350％，374％，329％とい
ずれも有意差はなかった．また着床率もそれぞれ21β％，249％220％と3年間で変化は見られなかった．一方，多胎率はeSET

導入前が214％であったのに対し，導入年度の2005年が135％，2006年は87％と低下した．［結論］2004年度の妊娠率350％

と比較しeSETを導入した2005年度2006年度の妊娠率が各々374％，329％と明らかな低下を示さず，　eSETは治療成
績に悪影響を及ぼしていないことが判明した．一方，多胎率は年次ごとに低下し，2004年の21．4％から2006年度には＆7％
へと明らかな減少が見られ，一一定の条件を満たした症例には多胎防止の観点から積極的にeSETを導入すべきと思われた，
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PO10 多胎妊娠防止の為の指標検討～単一胚移植（SET）に向けたフローチャート作製～ ●

○守屋　聡子，浜井　晴喜，小野光樹子，高田　玲子，桑田　　愛，寺西　明子，脇本　栄子，文野多江子，繁田　　実
　医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】我々は多胎妊娠率の低下に向けて，2001年11月から独自に作成したスコアリングによる単一胚移植（SET）を実施

する患者の選別を進めてきた．2006年10月より「胚盤胞の発育速度」という指標を新たに加え，引き続きSET適応患者の
選別を行なってきたが，SET適応外患者の多胎率は依然高い状態であった（308％）．今回このスコアリングを見直し，　SET

適応の指標についてフローチャートを作製したので報告する．【方法および対象】2004年1月から2006年12月までの3年
間で，5日目に新鮮胚盤胞を2個胚移植した373周期，289症例を対象とした．SET適応の指標として，年齢・OPU回数・
妊娠歴・適応・胚盤胞の発育速度について検討した．なお，胎嚢の確認によって臨床的妊娠とした．【結果】年齢別の多胎
率は，38歳以下350％（50／143），39歳以上α0％（0／9）で両群間に有意差を認めた（p＜005）．妊娠既往別多胎率は，経産

あり（A群）533％（16／30），経妊あり（B群）17．2％（5／29），経妊なし（C群）29B％（25／84）となり，　A群とB群，　A

群とC群の間に有意差を認めた（p＜0の1，005）．OPU回数別では，　A群において初回と4回目以降の間に有意差を認めた
（p＜0．05）．また，胚盤胞の発育速度では，サイズ3未満の胚盤胞を2個移植した場合に有意に多胎率が低い結果となった（p＜

0．05）．ART適応と多胎率に有意な相関は認められなかった．【結論】年齢が38歳以下であること，経産婦であること，移

植胚にサイズ3以上の胚盤胞を含んでいることがSET選択の重要な指標となることが示された．これらの指標をもとにフ
ローチャートを作成し，同期間にこのフローチャートを適応した場合の推定多胎率を求めると，己5％となった．尚，妊娠
率の有意な低下は認められなかった．以上より，新たなフローチャート方式を用いれば妊娠率を維持し，多胎率を低下させ
ることが可能になると期待された．

●

●

PO11 年齢因子・経験移植回数に応じた複数個胚盤胞移植は必要か？

○坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希，松山　毅彦

　厚仁病院産婦人科

【目的】近年複数個の胚または胚盤胞移植による多胎妊娠の増加が問題となっており，本学会でも多胎妊娠防止のための移

植胚数に関するガイドライン案が示された．当院では患者の同意が得られれば胚盤胞を移植する場合は全て1個のみの移植

としている．しかし妊娠率が低下しやすいといわれる高年齢患者症例や反復不成功症例において同意が得られず胚盤胞2個
移植の例も経験し，単胎妊娠が成立した例があったのも事実である．今回は単一胚盤胞移植で高年齢患者症例や反復不成功

症例でもそうでない症例と妊娠率に違いがあるかどうかの比較検討を行った．【対象】2005年1月から2006年12月で患者

同意のもと単一胚盤胞移植を行った314人495周期を対象とした．【結果】全495周期中妊娠が確認できた例は232周期で
あり妊娠率は469％であった．年齢群別妊娠率は，30歳未満644％（38／59）30～34歳495％（107／216）35～39歳42B％
（74／173）40歳以上27．7％（13／47）であった．40歳以上の群で30歳未満の群および30～34歳の群と比較して妊娠率が有
意に低かった．経験移植回数別妊娠率は，1回目51．4％（131／255）2回目436％（51／ll7）3回目43．6％（24／55）4回目37．9％

（11／29）5回目以降38．5％（15／39）であった．移植回数別それぞれ妊娠率の間に有意な差はなかった．【考察】体外培養に

より胚盤胞を獲得する事ができれば，反復不成功症例であっても，1個の胚盤胞を移植することである程度の妊娠率を得る

ことができた．40歳以上の移植周期では妊娠率が一部の年齢群と比較して有意に低かったが，当院の経験（同時期に行った
2個の胚盤胞移植では妊娠率56、3％（9／16）着床率406％（13／32）多胎率444％（4／9）であった．）を考慮すると安易な2

個の胚盤胞移植は多胎率の増加につながると思われた．特に30歳未満の移植周期の場合は1個移植で十分妊娠率を維持し
ながら多胎率を低下できると思われた．

●

●

PO12 当院における単一胚移植（分割胚，胚盤胞）の現況と2胚移植との比較検討

○山崎　裕行1，藤波　隆一，大久保　毅2，前多亜紀子1，高　美貴子1

　金沢たまごクリニッグ，新橋夢クリニック2

【目的】ARTにおいて，年齢にかかわらず単一胚移植による単胎妊娠が早期でできることが目標となっている．当院でも出

来るだけ単一胚移植を勧めてはいるが，症例によっては二胚以上の移植を強く希望されることがある．今回当院での1，2
胚移植について比較し1胚移植の可否について検討した．【方法】2005年1月から2006年12月までに当院で1～2胚移植を
行った922周期を対象とした．患者同意のもとclomid＋HMG（又はrFSH）あるいはGnRHa＋HMGで排卵誘発し採卵，
受精（通常法または（ICSI）し，同周期に移植または培養後ガラス化凍結法で凍結保存し別周期で胚移植を行った．1胚移

植は分割胚165周期，胚盤胞189周期，2胚移植は分割胚537周期，分割胚＋胚盤胞（二段階移植）31周期で，各妊娠，多
胎率および流産率について年齢，グレード別に検討した．【成績】妊娠率は分割1胚で20％（33／165），胚盤胞232％（44／189），

分割胚2個304％（163／537），二段階29、0％（9／31）で，多胎率は各0％，0％，55％，11．1％，流産率は各272％，3L8％，

25B％，11．1％だった．1胚移植時のグレード別妊娠は良好胚で分割302％，胚盤胞30B％，不良胚で分割15．1％，胚盤胞
136％，年齢別では分割胚で～29歳231％，30～34歳24．1％，35～39歳254％，40歳～29％，同胚盤胞で26．7％，31．0％，

17β％，59％でグレード不良，40歳以上では有意に妊娠率の低下がみられた．【結論】30代ではグレード判断により分割胚，

胚盤胞双方で単一胚移植が十分可能だが，良好胚が得難い場合や40代ではいまだ2胚移植等も考慮する必要があり，今後
更にprotocolや培養技術等の改善も含め検討が必要と思われる、

●

●
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● PO13 高木病院不妊センターにおける単一胚移植の臨床成績

○山本　新吾1，野見山真理且，山田　耕平1，西山和加子1，宮本　恵里1，眞崎　暁子1，塚崎あずさ1，有馬　　薫1，

　牧田　涼子1，小島加代子1，岩坂　　剛2

　高木病院不妊センター1，佐賀大学医学部産婦人科2

●

●

【目的】当院では多胎妊娠防止の観点から，新鮮Day3選択的単一胚移植（eSET）を行ない，移植後の余剰胚はVitrification

法にて胚盤胞凍結して，非妊娠症例の次回治療に融解胚盤胞SETを行っている．昨年の本学会で，　Day3移植時に当院の胚

評価基準スコア1の最良好胚を2個以上有する症例においてのDay3　eSETと，移植余剰胚の融解胚盤胞SETを組み合わせ
ることで良好な妊娠成績を得たと報告した．今回さらに症例の追加とスコアIIの良好胚を加えた臨床成績を報告する．【対

象】2003年1月から2006年12月までに新鮮Day3　eSETを施行した700周期のうち，スコア1，　IIの胚を2個以上有した
のは333周期であった．うち余剰胚胚盤胞凍結を希望した247周期を対象とした．【方法】新鮮Day3　eSETの対移植周期の
継続妊娠率，多胎率，余剰胚の胚盤胞凍結率，および非妊娠例における融解胚盤胞SETの継続妊娠率，多胎率を検討した．

さらに採卵周期あたりの累積継続妊娠率を検討した．【結果】新鮮Day3　eSETの対移植周期の継続妊娠率は429％（106／
247），多胎率は28％（3／106），余剰胚の胚盤胞凍結率は619％（153／247）であった．非妊娠例のうち次回融解胚盤胞のSET

を行った対移植周期の継続妊娠率は52β％（40／76），多胎率は0％（0／40）であった．採卵周期あたりの累積継続妊娠率は

5息1％（146／247），多胎率は20％（3／147）であった．【結論】新鮮Day3　eSETは，スコアII以上の良好胚を2個以上有す

る症例において良好な成績であった，さらに余剰胚から得られた融解胚盤胞のSETを組み合わせることで累積妊娠率を上
昇させることができた．当センターにおけるプロトコールは患者の負担を軽減し，多胎妊娠予防の観点からも有用な方法で
あると思われる．

PO14 初回周期における単一胚移植の検討

○福富　紀子，松葉　純子，宮田　広敏小泉あずさ，横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

●

●

【目的】2007年3月に日本生殖医学会から胚移植に関するガイドラインが新たに発表され，多胎妊娠防止への積極的な取り

組みが行われている．当院においてもガイドラインに基づいた胚移植数が適応するか，初回周期における単一胚移植の成績

を後方視的に検討したので報告する．【方法】2002年1月から2007年2月までにインフォームドコンセントを得・て実施した
初回単一胚移植165周期について年齢別および移植胚別妊娠率，着床率および多胎率について検討した．【結果】初回単一

胚移植165周期の平均年齢は37．7歳，妊娠率は242％，着床率は194％，多胎率は3．1％だった．年齢別妊娠率，着床率お
よび多胎率は35歳未満：356％，2＆9％および0％，35歳以上12α0％，158％および5、3％であり，35歳未満において妊
娠率および着床率が有意に高かった．分割胚移植は平均年齢3軌3歳，妊娠率llO％，着床率85％，多胎率0％，胚盤胞移植
は平均年齢358歳，妊娠率456％，着床率368％，多胎率40％であり，分割胚移植と比較して胚盤胞移植のほうが妊娠率
および着床率は有意に高かった．また，良好胚盤胞を1個移植した成績は平均年齢348歳妊娠率574％，着床率4＆9％，
多胎率生3％であった．【結論】35歳未満の初回周期では移植胚を1個にすることで，多胎妊娠は避けられると考えられた．

また，初回周期に胚盤胞を移植する場合は年齢に関係なく移植胚を1個にすることで，多胎妊娠が最小限に抑えられると考

えられ，ガイドラインが適応することの確認ができた．今後も変化に富む医療社会に敏感に反応し，医療従事者としての役

割を果たすべきである．

PO15 新しく試みている胚評価法を用いた選択的単一胚移植の臨床成績

○前田真知子1，駒場　理恵1，菅原　延夫1，荒木　康久2

　いわき婦人秤，高度生殖医療技術研究所2

●

●

目的：妊娠率を維持しつつ多胎妊娠を防止するには良好胚を1個移植することが推奨されている．そこで選択的に良好単一

胚を選別する胚評価法を検討し，それを用いた単一胚移植の臨床成績を検討した．対象と方法：平成17年1月から平成18

年8月までに，当院でARTを実施し，新鮮胚移植を行った全188周期（188症例）とした。単一良好胚選択法は最初に媒
精後25－27時間の早期分割胚を選択した．その胚の発育段階に応じて，割球数核小体，細胞質ハロー，ICSI卵では第一極
体の形態状況によりスコアを加算して独自の形態評価を行った．それにより3群に分けて，各群における妊娠率，着床率，

多胎妊娠率の臨床成績を後方視的に比較検討した．1群：良好胚を1個以上有し，その中から最も良好と評価された単一胚
を選択し移植が出来た群（選択的単一胚移植，elective　single　transfer；eSET）．2群：良好胚に準ずるか，若しくは良好胚

ではないが移植可能胚を有している中から単一胚を選択し移植が出来た群（非選択的単一胚移植compulsory　single　trans－
fer；cSET）．3群：良好胚か不良胚に関わらず，2個胚の移植を実施した群（二胚移植，　double　embryos　transfer；DET）．

結果：妊娠率は単一胚移植群444％，二胚移植群556％，着床率は単一胚移植群444％，二胚移植群で3仕1％であり多胎妊
娠率は単一胚移植群0％，二胚移植群3α0％であった．結論として，二胚移植から単一胚に移植胚数を減らしても妊娠率，

着床率を減らすことなく，多胎妊娠率を0％に抑えることが可能であった．結論：早期分割胚観察を基にした形態評価スコ

アの加算法は単一良好胚選択に有用と思われた．

●
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PO16 単一胚移植による子宮外妊娠発症率の減少について ●

○貝嶋　弘恒1，勝股　克成’，瀬川　智也1，菊池　理仁】，内山　一男1，奥野　　隆1，山下　直樹1，河内谷　敏1，

　小林　　保1，竹原　祐志’，寺元　章吉2，長田　尚夫3，加藤　　修1

　加藤レディスクリニック1，新橋夢クリニック2，日本大学医学部産婦人科3

【目的】単一胚移植が子宮外妊娠（以下外妊）発症率の減少に寄与するのか，複数胚移植における同頻度と比べ，検討した．【対

象】当院2002年から2006年における分割胚移植（42歳以下）を対象とし，単一胚移植を導入した2003年9月前後で，単一及び

複数胚移植を施行した症例を比較した．胚盤胞移植による外妊発症はまれなため，今回は分割胚のみで検討した．尚，外妊は，

超音波にて子宮内腔外に胎嚢が確認され，無水エタノールを局注した症例，もしくは腹腔鏡により卵管手術を施行，絨毛組織を

病理学的に証明できた症例とした．また，当院外妊症例のクラミジア陽性率は，15％と低く，因子としては考慮しなかった．【成
績】同期間における成績は，移植周期数（GS確認）外妊件数（外妊発症率）の順に，単一胚では，9487（2490）34（14％）複数

胚では3701（1230）44（36％）であり有意差をもって単一胚移植の外妊率が減少していることが判明した．【考察】ARTにおけ
る外妊発症率は，2～5％と言われている．当院は，単一胚移植，胚盤胞移植により，その頻度の減少に努めた．加藤，寺元の卵

管回帰説からすると，分割胚は，移植後卵管内へ移動し，胚盤胞迄成長，再び子宮内へ戻るとされる．外妊は，子宮内に戻らな

い胚が発育し，発症することになる．では，何故単一胚だと子宮外妊娠の頻度が減少するのか，単なる数の問題なのか不明であ

る．当院妊娠判定日（4週0日）の血中βhCG値が，正常妊娠の症例に対し，外妊は低値であることから，着床の遅れがあると仮
定すると，黄体ホルモン，内膜の蠕動を考慮しても，卵管から子宮内への移動は困難な状況になることは予想できる．それらの

仮定と，複数個の胚がどのような影響を個々に及ぼすのかは，これからの研究に待ちたい．【結論】単一胚移植を導入した2003

年9月以降から，外妊率は減少した．外妊のリスクを考慮すると，単一胚移植は，さらに有用性が増すことが証明された．

●

●

PO17 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）合併不妊症におけるメトホルミンの治療成績ついて

○斉藤　正博1，小笹　尚子2，宇津木希栄2，松本　香子2，松永　茂剛2，伊東　宗毅2，末永　昭彦2，高井　　泰2，

　林直樹2，関博之1
　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母体胎児部門1，埼玉医科大学総合医療センター産婦人科2

【目的】近年，多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の中にインスリン抵抗性を有する症例の存在が知られ，抗糖尿病薬であるメト

ホルミンの有効性が報告されている．今回，われわれは当科におけるインスリン抵抗性を有するPCOS不妊症例のメトホル
ミンの治療成績について報告する．【方法】対象は2004年1月から2007年4月までに当科でインシュリン抵抗性を有する

PCOS合併不妊患者のうちメトホルミン投与の同意を得た26例とした．対象症例の平均年齢は325±39歳平均BMIは
295±＆4，平均HOMA値は44±aOであった．なお，インスリン抵抗性の診断はHOMA値1．73以上として，メトホルミ
ンを500－750mg／日で投与した．対象症例の妊娠率，妊娠継続率，流産率，妊娠時の治療法などについて検討した．【成績】26

例中17例，20周期で妊娠した．妊娠率は741％であった．そのうち，流産率は250％，子宮外妊娠は50％，妊娠継続率は
70、0％であった．一例の胎児奇形のため治療的流産を除いた流産率は21．1％，妊娠継続率は737％であった、妊娠に至った
不妊治療法は，クロミフェン周期30％，hMG周期40％，　ART周期30％であった．多胎妊娠は双胎2例／10％であった．【結
論】PCOS合併不妊症に対してメトホルミン投与により良好な治療成績が得られたが，今後症例数を追加し検討していきた
い．

●

●

PO18 IVF施行PCO不妊症例に対するmetforminの効果

○末永　昭彦，林　　直樹大阿久幸子，小笹　尚子，松本　香子，松永　茂剛，伊東　宗毅，高井　　泰，斉藤　正博，

　関　　博之，宇津木希栄

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

【目的】PCOでは，卵側の因子あるいは脱落膜化障害等の子宮内膜側の因子が不妊の原因として考えられる．　PCO不妊症例

に対し，インスリン抵抗性改善薬（metformin）の効果が報告されている，今回，胚のprofileが明確なIVF－ET治療周期
でPCO不妊症例におけるmetforminの効果を胚のquality，妊娠率について検討した．【方法】症例は，2006年から2007
年に不妊外来に通院するPCOかつIVF－ET症例（融解胚周期を含む）で，　metformin非投与群12例，採卵14周期，　ET10
周期，metformin投与群6例，採卵6周期，　ET9周期を対象とした．　metformin投与はインフォームドコンセントを得たう

えで750mg／日で連日投与した．両群において採卵数受精率，分割率，良好胚率，採卵決定時のLH，　E2，　P4そして妊娠
率を比較した．【成績】metformin（非投与群，投与群）での採卵数は（14β±1α9個，18．2±1α7個（p＝α51）），受精率（3軌1±

299％，69．4±202％（p＝003）），良好胚獲得率（171±152％，160±15．0％（p＝083）），採卵決定時のLH（38±50，2．3±
15（p＝050）），E2（19550±10451，3020．3±20536（p＝0．13）），　P4（0，95±1．1，092±05（p＝0．95））そして妊娠率（400％，

444％（p＝0．85））であった．検討項目において有意差は認められなかった．【結論】IVF－ET症例に限定したPCOに対す

るmetforminの効果は，受精率において高い傾向があるが胚のqualityあるいは妊娠率に関し有意な結果は得られなかっ
た．効果に関して更に症例数の追加や検討項目の再確認が必要と考えられた．

●

●

●
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● PO19 メトフォルミンが奏功したPCOSの1症例

○折出　亜希，金崎　春彦，宮崎　康二

　島根大学医学部産科婦人科

●

●

【緒言】PCOS患者ではインスリン抵抗性を示すことは良く知られており，メトフォルミン（Met）の有効性を示す報告も多

い．今回我々はMet　1500mg／日内服によって妊娠継続に至った症例を経験したので報告する．【症例】27歳，0経妊婦．【現

病歴】2002年5月結婚2003年より近医で不妊治療を開始された．クエン酸クロミフェン（CC）150mg／日内服にて排卵を
認めず，hMG　3001U連日投与にて排卵は認められたが妊娠に至らないため2006年1月当科紹介受診となった．【初診時検
査所見】身長156cm，体重93kg，　BMI　382，経膣超音波上両側卵巣は多嚢胞．月経は不規則，基礎体温は1相性であった．
ホルモン基礎値はLH　l20mIU／ml，　FSH仕6mIU／ml，　E298pg／m1であった．　GA　l21％，　FPG　l　l4mg／dl，　IRI　197組U／ml

であり，HSG検査，精液検査では異常を認めなかった．【治療経過】食事療法及び，　Met　750mg／日の内服を開始した．2ヶ

月間内服後，FPG114mg／dl，　IRI　8＆91U／mlとなった．　CC150mg／日内服後hMG　1501Uを7日間投与したところ卵胞形成を

認め，Day44にて子宮内にGSを確認したが，その後胎芽を確認できず稽留流産となった．流産3ヶ月後よりMet　750mg／
日の内服を再開したが，FPGl39mg／dl，　IRI　201．11U／mlとIRI高値が続き，卵胞の形成が認められないため，本人の同意を

得た上で，Metを1500mg／日へ増量した．増量後1ヶ月でFPG　104mg／dl，　IRI　3＆21U／mlと低下した．　CC150mg／日内服

後hMG　1501Uを6日間投与し卵胞形成が認められ，　Day48にGSが確認できた．妊娠8週よりMetを750mg／日へ減量，
妊娠10週より中止した．現在妊娠経過は良好である．

PO20 多嚢胞性卵巣症候群の排卵誘発におけるメトホルミンの効果に関する検討

○松浦　広明，清水　聖子，後藤　智子，三箇島睦実，太田　博明

　東京女子医科大学産婦人科学教室

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）では，インスリン抵抗性を有する症例が存在し，インスリン抵抗性改善薬の有用性が

報告されている．PCOSのクエン酸クロミフェン（CC）による排卵誘発におけるインスリン抵抗性改善薬の効果について，
症例の背景因子から検討した．【方法】対象は当科不妊外来に通院する，日本産婦人科学会のPCOSの診断基準案を満たし，

クエン酸クロミフェン（CC）100－150mg　5日間内服による排卵誘発で2周期以上卵胞成熟を認めない症例19例．インフォー
ムドコンセントを得て，インスリン抵抗性の評価を行なったのち，塩酸メトホルミン750－1500mg／日を連日投与した．排卵

誘発はCC　100－150mg　5日間内服投与を基本とし，追加投与を行なった周期は評価の対象外とした．【成績】対象19例から

糖尿病と服薬中止を除く16例のうち，8例（50％）に排卵を認めた．年齢，不妊期間，Body　mass　index（BMI），　HOMA－
R指数HbAlc，空腹時insulin，空腹時血糖血清LH，　FSH，　LH／FSH比，　estrogen，　free－testosterone，　PRL，　cholesterol，

中性脂肪を独立変数，排卵の有無およびHOMA－R指数空腹時insulinを従属変数として信頼区間95％で回帰分析を行っ
たところ，排卵の有無についてはLH／FSH比（p＜0．01），インスリン抵抗性改善効果については空腹時insulin（p＜α01）が

各々有意な独立変数として抽出された．排卵の有無とインスリン抵抗性改善効果の間にはWilcoxonの順位和検定で優位な
関連を認めなかった．【結論】PCOSのクエン酸クロミフェンによる排卵誘発におけるメトホルミンの効果は，　LH／FSH比
が高値の症例において高いと推測された．

PO21 インスリン抵抗性改善薬により胚クオリティーが改善されたと考えられた症例

○沖　　利通，横山　律子，河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子，中江　光博，山崎　英樹，堂地　　勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

●

【症例】症例は38歳　卵管性不妊の患者である．【方法】初経以来月経不順であった．1998年卵管性不妊と排卵障害のため，

当科へ紹介．HSG上卵管閉塞を認め，クロミフェン抵抗性の排卵障害も合併していたため1998年から99年まで6回のIVF－
ETを行った．しかし，受精障害や採れる卵も質が悪く妊娠にいたらなかった．2003年，再度挙児希望で来院．インスリン
抵抗性と潜在性高プロラクチン血症が判明し，メトフォルミン400mgを開始したところクロミフェン100mgで反応する状
態になった．Long　protocolで体外受精を開始，2回目で2個の受精卵を胚移植し双胎妊娠にい至り，生児を得た．【考察】本

症例は，1回目の妊娠の年齢が32歳，2回目の妊娠が38歳と高齢にもかかわらず，受精障害・胚発育の双方が改善されて
いた．培養液・排卵誘発方法は前回と変わりなかったため，メトフォルミン併用療法によるインスリン抵抗性の改善が重要
な働きをしているものと考えられた．【結論】インスリン抵抗性改善薬は体外受精胚移植において，その卵の質を改善する
可能性が示唆された．今後，症例を蓄積しその有用性を検討したい．

●

●
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PO22 若年時に診断された多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の検討 ●

○本田　律生，岡村　佳則，田代　浩徳，大場　　隆，片渕　秀隆

　熊本大学大学院医学薬学研究部産科学婦人科学

（緒言）多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は，さまざまな病態スペクトラムを有する症候群である．挙児希望例に対しては排卵

誘発を中心とした不妊治療に重点がおかれるが，肥満やインスリン抵抗性（IR），耐糖能異常を伴う例では，メタボリック

症候群の合併や続発に対する長期の対応が必要である．一方，若年例は本症候群の病因を考える上で重要な情報を提供する

と考えられることから，今回，10歳代から20歳代前半の時点でPCOSと診断された4症例の臨床的背景と対応について検
討を加えた．（症例）症例1は16歳の肥満例で，父親は糖尿病（DM）の加療中である．　BMIは3α4，多毛，黒色表皮腫（AN），

IRを伴う境界型DM，高アンドロゲン血症（HA），甲状腺機能低下症を伴いHAIR－AN症候群にも包含される病態であっ
た．症例2は22歳，幼年期からの肥満例でBMIは36．6，　IRを伴う2型DM，高血圧症，高TG血症HA，　ANを伴いHAIR－
AN症候群，メタボリック症候群の基準にも合致した．症例3は14歳BMIは1＆4，慢性疲労症候群の精査中に紹介となっ
た．12歳時より倦怠感や頭痛とともに10Kgの体重減少があり，無月経となった．多毛とざ瘡が認められたが，アンドロゲ

ンは正常範囲内であり，耐糖能は正常でIRも認められなかった．症例4は19歳BMIは1＆7で精神的ストレスによる5Kg
の体重減少が短期間で生じ無月経となった．多毛はないが，経度のざ瘡が認められた．IRは認められなかった．（結論）若

年時にPCOSと診断される例において，肥満の有無で異なる病態が推察された．肥満例ではすでに耐糖能異常や代謝内分泌
異常が生じており，BMI正常例では，体重減少の既往があり，代謝内分泌異常を伴わなかった．これらの点は排卵誘発を行

う必要のない若年，未婚PCOSへの対応において留意すべき点であると考えられた．

●

●

PO23 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に腹腔鏡下卵巣多孔術（Laparoscopic　ovarian　drill－

ing：LOD）は必要か？－PCOSに対するLODの治療機序仮説の再考一

○太田　邦明1，渡辺慎一郎2，北村　　衛2，松江　陽一2，宗　　晶子2，内出　一郎1，渋井　幸裕2，片桐由起子2，

　前村　俊満’，森田　峰人1

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科1，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2

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は主に若年女性において多嚢胞性卵巣，無排卵周期症，高LH血症，高アンドロゲン
血症などの臨床所見を呈する症候群である．その治療法の一つとして腹腔鏡下卵巣多孔術（LOD）が行われてきた．一方で

PCOSの病態はまだ十分解明されていない．　LODの治療機序仮説は葵膜細胞や穎粒膜細胞を破壊することによるLH分泌正
常化とFSH分泌増加と考えられている．また，　LODの適応についてもいまだ議論の余地がある．今回，我々はLODの当
院での治療成績からその適応と治療機序に関して再考した．【方法】2000年1月から2006年12月までの間にLODを施行
した，PCOS合併不妊症のうち追跡可能であった13症例を対象とした．PCOSの診断は，日本産科婦人科学会の診断基準（1993
年）を採用した．妊娠群と非妊娠群の術前LH値，　FSH値，　LH／FSH比．また，　LOD後妊娠症例の転帰について追跡した．

【成績】妊娠群（n；6）LHIlO3±46mlU／m，　FSH55±1．5mlU／ml，　LH／FSH比133±10非妊娠群（n；7）LHII30±36mIU

／m，FSH40±16mlU／ml，　LH／FSH比39±21であった．　LOD後は妊娠率46％（排卵誘発ART含む），妊娠までの期間
a5±35ヶ月であった．【結論】妊娠群と非妊娠群のLH，　FSHの基礎分泌量に変化は無かったが，　LH／FSH比では大きな差

を認めた（p＜0．03）．従って，PCOSにおいて高LH血症の解消目的でLODが施行されてきたが，　LHとFSHに相対的な差
が過度な場合にはLODが無効である可能性が示唆された．このことからLODの適応を判断する際にはLH／FSH比を考慮
する必要があるとともにLODによる治療機序には再考が必要である．

●

PO24 ステップアップ抗アンドロゲン療法により4回の妊娠に成功したクロミフェン抵抗
型多嚢胞性卵巣症候群例

○太田　博孝

　秋田赤十字病院婦人科

【目的】多嚢胞性卵巣症候群例では，高率に高アンドロゲン血症を合併し，クロミフェンなどの排卵誘発に抵抗する．本症

では，いかに高レベルのアンドロゲンを抑制するかが，排卵誘発成功の重要な鍵となる．抗アンドロゲン療法としては，デ

キサメタゾン（DEX）や糖尿病治療薬であるmetforminが頻用されているが，本症ではmetformin無効例が少なからず存
在する．演者らは，こうした症例に同じ糖尿病治療薬であるpioglitazoneが奏功し，妊娠成功例について報告した．今回，

段階的に抗アンドロゲン治療薬をステップアップしたゴナドトロピン療法により4回の妊娠に成功した症例を経験したので
考察を加え報告する．【方法】症例は32歳女性，未妊例．身長152cm，体重80kg，　BMI346と高度肥満症例．超音波検査
上，典型的なPCO型を呈す．内分泌学的に，　LH：46mlU／ml，　FSH：45mIU／ml，　testosterone（T）：73ng／dl，　DHEAS：

1640ng／ml，　androstenedione：23ng／mlと，高T血症を呈した．臨床診断は，原発不妊，続発無月経多嚢胞性卵巣症候
群，高アンドロゲン血症，高度肥満．【成績】クロミフェンーDEX療法を3回試みるも，排卵誘発に成功せず．　DEX－GnRH

アナログ（GnRHa）－FSH－hCGにより1回目妊娠するも，妊娠5週で稽留流産．2回目も同様の方法で妊娠し，妊娠5週で
稽留流産．3回目，pioglitazone－GnRHa－FSH－hCGにより妊娠するも，妊娠9週で稽留流産．4回目，metformin＋pioglitazone－

FSH－hCGを施行，再度妊娠に成功した．現在妊娠16週で経過順調である．【結論】多嚢胞性卵巣症候群では，適切な抗ア
ンドロゲン療法の選択が妊娠成功の重要な鍵となることを明らかにした．

●

●
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● PO25 多嚢胞性卵巣症候群における腹腔鏡下手術前後の変化

○肥後　貴史，高橋　典子，山内　　綾，長山　由佳，陶山　真美

　古賀総合病院産婦人科

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群は不妊の原因となる排卵障害の代表的なものである．排卵誘発に苦慮するだけでなく，排卵誘
発によって生じる卵巣過剰刺激症候群や多胎妊娠などのリスクを伴う．今回我々は，排卵誘発によってリスクを生じる症例
において腹腔鏡下手術の有用性を検討する目的で手術前後の評価を行ったので報告する．

【対象と方法】古賀総合病院産婦人科を受診し不妊内分泌部門に登録されている922例を対象とした．その中で挙児希望が

ありLH／FSH＞1の症例157例を分析した．排卵誘発法と妊娠数その中の多胎数腹腔鏡下手術の適応と手術前後の排卵
誘発法の変化，リスクの発生，LH／FSHの変化を評価した．
【成績】排卵誘発法別の症例数は，（1）自然排卵49例，（2）カウフマン療法10例，（3）クロミフェン療法52例，（4）HMG

療法18例（5）腹腔鏡療法24例，（6）その他4例であった．妊娠数（多胎数）はそれぞれ（1）自然排卵22例，（2）カウ
フマン療法6例，（3）クロミフェン療法28例（2例），（4）HMG療法10例（1例），（5）腹腔鏡療法12例，（6）その他1
例であった．腹腔鏡療法例で21例中12例は自然排卵，クロミフェン療法等の排卵誘発が容易になった．手術前に卵巣過剰
刺激症候群を生じた21例中の18例に手術後生じなかった．手術前後のホルモン値の変化はLH（mlU／ml）107±軌0→53±
29，FSH（mlU／ml）54±16→5．7±12，　LH／FSH　198±156→0．93±054であった．

【考察】多嚢胞性卵巣症候群は，排卵誘発に苦慮するだけでなく排卵誘発による卵巣過剰刺激症候群や多胎妊娠などのリス

クを伴うが，今回の評価では腹腔鏡下手術症例で多胎妊娠がみられず排卵誘発が容易になった．また，卵巣過剰刺激症候群

の発生が減少したことから多嚢胞性卵巣症候群において腹腔鏡下手術は有効であると考えられた．

PO26 当院における多嚢胞性卵巣症候群に対するlaparoscopic　ovarian　drillingの検討

○杉山　里英，平岩　芙美，芥川　　修伊東　宏絵井坂　恵一
　東京医科大学産科婦人科学教室

●

●

　多嚢胞性卵巣症候群の排卵誘発は治療域が狭くコントロールが難しい症例が多く診療に苦慮することが多い．排卵誘発に

反応不良な症例や反対に排卵誘発によって卵巣過剰刺激症候群のリスクがある場合は当院では積極的にlaparoscopic　ovar－

ian　drillingを行っているのでここに報告する．対象は1998年から2006年6月までにdrillngを施行した30例とした．　drill・

ingは腹腔鏡下にKTPレーザー（10W，2sec）を用い，一側の卵巣に対して約30箇所に行った．成績は術後は852％に自
然排卵が認められた．クロミフェン周期も含めると92．3％に排卵の回復が認められた．また内分泌学的所見ではLH値LH
／FSH比，テストステロン値は術後に優位に低下が見られた．また475％の症例で自然またはクロミフェン周期での妊娠が
成立している．妊娠例はすべて単胎妊娠で流産例は認められなかった．また，術後3年経過しても自然排卵が継続し二人目

も自然妊娠した症例も経験した．排卵誘発剤でコントロールが困難なPCOS症例に対してlaparoscopic　ovarian　drillingは

多胎妊娠および卵巣過剰刺激症候群の予防や通院日数の負担の軽減，排卵率・妊娠率の向上，流産率の低下より極めて有効

な治療であると考えられた．

PO27 卵巣機能障害とストレス反応機構異常：唾液コルチゾール日内変動は体外受精成功
率と関連する

○神野　正雄，渡邊　愛子，高橋　俊介，浦上　千夏

　ウィメンズクリニック神野

●

●

【目的】ストレスは卵巣機能障害，不妊の原因となる．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】説明

と同意のうえ，基礎体温が異常な卵巣機能障害157例を対象とし，原因により8群（PCOS：49例，習慣流産を伴うPCOS：7例，低

体重：10例，高FSH：24例，高PRL　l　6例，子宮内膜症：10例，高齢：4例，原因不明：47例）に分け，正常対照群7例を含めて

比較した．周期第3～7日に，唾液コルチゾール日内変動とデキサメサゾン抑制試験（DST）を調べ，視床下部一下垂体一副腎皮質

系（HPA）を比較した．日内変動は正常（N）型とLM，　P，　V，　Fの4異常型に分類した．また交感神経系（SAS）は，血漿カテコ

ラミンを比較した．その後long法による卵巣刺激で体外受精を施行し，妊娠成功との関連を検討した．【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48％，正常群0％と，卵巣機能障害で有意に高かった．原因別では，習慣流産を伴うPCOS（86％），

低体重（60％），PCOS（53％）で高く，高PRL（50％），原因不明（47％），高FSH（42％）で中程度子宮内膜症（30％），高齢（0％）

では低かった．日内変動がN，LM，　P，　V，　F型のとき，　DST抑制率は順次より不良となった．　SAS異常率は，習慣流産を伴うPCOS

で86％と，他の卵巣機能障害（0～27％）や正常対照群（0％）より突出して高かった．体外受精妊娠率は，唾液コルチゾール日内変

動の正常群で異常群に比しより高かった，【結論】HPAの異常は，卵巣機能障害，特にPCOSと低体重の過半数に認め，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．SAS充進は習慣流産を伴うPCOSで顕著であった．本検査法は，卵巣機能障害や習慣

流産でのストレス機構異常の診断と，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と考える．また唾液コルチゾー

ル日内変動は体外受精での妊娠成功と関連し，ストレス反応機構の正常性は卵巣刺激の効果にも影響することが示された．
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PO28 生殖補助医療における電気化学発光免疫測定を用いた血清ホルモン値の基準値設定
に関する検討～RIA法との比較～

●

○杉岡美智代，大坪　　瞳，加々良尚子，江頭　昭義，永渕恵美子，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】ARTを行う際，血清ホルモン値の把握は診断上必要不可欠な指標であるが，現在その測定はRIA法からnon－RIA
法へ移行しつつある．当院でも診察時点における迅速な血清ホルモン値測定を目的に電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）

を原理とするエクルーシス2010を導入し，RIA法の測定値と比較検討し，新しい基準値設定を試みた．【対象・方法】2005

年10月から2006年1月に採血した1504名の患者血清を用いてRIA法とECLIA法で卵巣刺激開始時におけるLH，　FSH，
E、，Pと採卵決定時のE、，　Pを測定し，相関性を検討し仮基準値を設定した．この仮基準値を指標に2006年4月から9月

に当院でARTを施行した39歳以下，採卵回数2回以下の225周期において，ホルモン高値により胚移植をキャンセルした
割合と移植周期の妊娠率を求め，2005年10月から3月までRIA法で診断した同条件のART施行症例214周期と比較し適
切な基準値であるかを検証した．【結果】測定した4項目でRIA法とECLIA法での相関性を検討した結果，相関係数r＝α97
以上と良好な相関性を示した．ROC分析によるcut－off値を元に採卵決定時の仮基準値をE2≦4500pg／m1，　P≦1．Ong／mlと

実用的な数字に設定したところ，胚移植キャンセル率はRIA法25％，　ECLIA法21％，移植あたりの妊娠率は各々51％，46％

と同等の臨床成績が得られた．また検討期間内に重篤なOHSSを呈した症例はなかった．以上より今回の基準値は臨床的に
も妥当性が高いと判断できた．【結論】今回導入したエクルーシス2010は測定が約18分で終了する．ホルモン測定を正確
かつ迅速に行うことで患者のホルモン動態を把握した上での診察が可能となり，より適切な採卵日の決定やOHSS予防を含
めて妊娠率の向上に有用であると考えられる．

●

●

PO29 測定法により偽高プロラクチン血症を示した1症例

○菊地　　盤，武内　裕之，北出　真理，熊切　　順，小林　優子，黒田　恵司，竹田　　省

　順天堂大学医学部産婦人科

【目的】プロラクチンには自己抗体が結合したマクロプロラクチンが存在し，生物学的にはほとんど活性をもたないため，

治療の必要は無いとされている．しかし，ホルモン測定のキットによってはマクロプロラクチンとの交差反応があり，偽高
値を示すことがある．今回，その交差反応により偽性高値を示した症例を経験したので報告する．【症例】40歳，未婚，0

経妊，0経産．子宮筋腫の診断で，他院より紹介受診．GnRHa6クール施行後，腹腔鏡下子宮筋腫核出術を行った．術後3
カ月で月経不順あり，高プロラクチン血症のスクリーニングとして，エクルーシスII（日本ロシュ）を使用しプロラクチン

測定を施行した．結果167．Ong／mlと異常高値を示した．その後月経が発来し，基礎体温でも2相性を示したため，脳MRI
を施行，定期的なホルモン採血を行いながら外来経過観察とした．経過観察中，月経は28～30日で順調であり，脳MRIで
も下垂体腺腫も認めなかったが，血中プロラクチン値は100～200ng／ml台で継続して以上高値であった．そのため，マクロ

プロラクチンとの交差反応を考え，後発のエクルーシスnIでの検査と，　PEG添加試験を施行した．【結果】同一検体でエ

クルーシスIIでの測定では2141ng／ml，エクルーシスIIIでは41B9ng／m1と結果に乖離がみられ，　PEG添加試験では回収
率6％と低値であり，マクロプロラクチンの存在が示唆された．引き続き施行したゲル濾過試験でも溶出時間がIgGの直前
にエクルーシスnの測定ピークを認め，IgGとプロラクチンが結合したマクロプロラクチンの存在が確認された．【結論】今

回，マクロプロラクチンとの交差反応による偽高プロラクチン血症の1例を経験した．日常診療で一般的に施行するホルモ
ン検査も検査の特性を理解した上で判断するべきだと思われた．

●

●

PO30 ストレスによるGnRH分泌の抑制におけるkispeptinの関与について

○岩佐　　武，松崎　利也，水口　雅博，苛原　　稔

　徳島大学大学院女性医学分野

【目的】各種のストレスにより，GnRH分泌が抑制され，無月経が誘発されることが知られている．近年発見されたKisspeptin

とその受容体のGPR54は視床下部に存在しGnRH分泌を促進する．また，絶食状態では，　KisspeptinをcodeするKiss－1
のmRNAの発現が低下し性機能が低下することが報告されている．今回，感染ストレスによる性機能低下にKisspeptinが
関与しているか検討した．【方法】Wistar系の雌ラット（200－220g）を使用した．両側卵巣を摘出し，その10－14日後に右

心房カテーテルを留置した．カテーテル留置後に生食（コントロール群，n＝5）または感染物質であるLPS（lmg／kg）（LPS
群，n＝5）を静脈内投与し，0，60，120，180分の時点で採血し，　RIA法にて血清LH値を測定した．採血終了後に大脳を
採取，視床下部を切り出しReal　time　PCRによりKiss－1　mRNAの発現を定量した．内因性コントロールとしてβ一actinを

用いた．また，生食とKisspeptin（30r　lO　nmo1），　LPSとKisspeptinを同時投与し，0，30，60，120分の時点で採血し．

血清LH値を測定した．結果LPS群はコントロール群を投与した群に比べて，60－180分後の血清LH値ならびに，視床下部
のKiss－1mRNAの発現が有意に低かった．生食＋Kisspeptin群，　LPS＋Kisspeptin群のLH値の推移は同等であり，30－120

分後の血清LH値はともに投与前に比べて上昇していた．結論LPS投与により視床下部Kiss－1　mRNAおよび血清LH値が
低下した．また，Kisspeptinの同時投与では，　LPSによるLH分泌の抑制は見られなかった．以上より感染ストレスによる

GnRH分泌の抑制にKlsspeptinの発現低下が関与していると考えられた．

●

●

●
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● PO31 ARTにおけるAMH（Antimmlerian　Hormone）値の検討

○宗　　晶子1，臼井　　彰2，片桐由起子1，渋井　幸裕1，福田　雄介1，北村　　衛1，松江　陽」，渡辺慎一郎1，

　佐々木由香1，横田のぞみ2，佐々木直子2，吉田　逸子2，竹下　直樹1，森田　峰人1

　東邦大学医療センター大森病院産科婦人科1，臼井医院不妊治療センター2

●

●

【目的】抗ミューラー管ホルモン（AntimUllerian　Hormone；以下AMH）は発育卵胞の穎粒膜から分泌されるといわれてお

り，AMH測定は卵巣予備能評価の指標として有用である可能性がある．　AMHの計測と採卵数受精率，妊娠率との相関
について，また年齢別AMHの平均値につき検討した．【方法】インフォームドコンセントの得られたIVF・ICSI症例89症
例128周期を対象とした．採卵周期の月経3日目にLH，　FSH，　E2，　AMH，　InhibinBを測定し，その採卵数受精率，妊
娠率，年齢別AMH値を比較検討した．【成績】平均年齢は3＆1±∠t1歳（n＝115）．平均採卵数は5．1±4．7個（n＝115），平

均受精卵数は28±3．6個（n＝114）であった．採卵率は922％（106／115），受精率は545％（319／585），胚移植キャンセル
率は39．1％（45／115）であった．Day3のホルモン値はLH　33±22mIU／ml（n＝114），　FSH　77±4．1mIU／ml（n＝114），　E2

320±1＆3pg／ml（n＝ll3），　P406±α6ng／ml（n＝112），　AMH　3軌1±345pg／ml（n＝ll5）で，　InhibinBは28．0±442pg／

ml（n＝113）であった．　AMHの年齢別平均値は以下3群に分け比較すると，35歳以下（n＝29）49．1±335pg／ml，36－40
歳（n＝62）398±366pg／ml，41歳以上（n＝24）25．1±25．9pg／mlであった．35歳以下の群と41歳以上，36－40歳と41歳

以上の間にそれぞれ有意差を認めた．年齢とAMH値との関係は，　y＝2961x＋15177（R＝α348）で負の相関傾向が，採卵
数とAMH値では，　y＝3－1722x＋22957（R＝04297）であった．【結論】年齢とAMH値の間には，年齢が高くなるにつれ
AMH値が低下する傾向がみられ，　AMH値が高いほど採卵数も上昇するという正の相関が認められた．　AMHは卵巣刺激開
始時の卵巣機能に対する有用な指標となる可能性が示唆された．

PO32 排卵の局在と妊娠成立の検討

○根上　　晃1，富永　敏朗2

　根上レディースクリニック1，富永産婦人科2

●

●

目的：妊娠中の胎児の存在様式や子宮内での局在を検討するために，排卵する卵巣からの排卵側とその後の受精卵の着床部

位の解析と胎盤形成の部位の詳細な研究を行った．方法：平成8年から平成18年までに来院し，研究の了解をえた不妊症
患者や正常妊娠の経過を観察できた1，326症例を対象にした．このうち不妊症治療後に妊娠した441症例と，妊娠のごく初
期に来院し，排卵側（黄体形成）と着床部位が確認できた245症例を用い経時的に経膣超音波診断法で検討し，その後の初

期の胎盤形成も経膣，経腹超音波診断法で検討した．また同時に排卵前後の卵巣ホルモンの測定も行った．結果：患者全体

の排卵周期の卵巣で排卵側の検討を行うと703％が右側卵巣から排卵が観測された．一方，妊娠継続した症例では731％
が右側卵巣から排卵した症例であった．排卵した受精卵の観察から，その着床部位は76．3％が子宮の右側であった．妊娠は

したものの，妊娠継続に至らなかった35症例中75％が左側卵巣から排卵した症例であった．年齢と排卵する卵巣の局在を
検討すると，年齢とともに左側の卵巣から排卵する傾向が観察された．結論：排卵する卵巣側は右側卵巣からが多く，結果

的に妊娠成立時の受精卵着床部位は排卵側の右側に多かった．妊娠継続症例の検討から受精卵着床後に引き続いて進行する

胎盤形成も右側で多く胎盤形成は排卵した卵巣の局在に影響を受けるものと考えられた．この排卵する卵胞が右側に局在す
る傾向は年齢とともに減少した．これらのことから妊娠の成立やその継続には左右差が存在し，この左右差はその後の妊娠
経過や分娩時の体位，体向にもの影響する可能性が示唆された．

PO33 薄い内膜では血流が減少している一3D－PDAとVOCALによる解析一

1

●

●

○東口　篤司1，逸見　博文1，金澤　朋扇1，川口由紀恵2

　KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科1，　GE横河メデイカルシステム2

［目的］3D－Power　Doppler　Angiography（3D－PDA）とVirtual　Organ　Computer－aided　Analysis（VOCAL）を用いると，

ある領域を3次元超音波で立体的に取り出し，その領域のvascularity　index（VI＝血管の量）且ow　index（FI＝血流の速さ）

vascularity　flow　index（VFI＝血流量）を測定することができる．3D－PDAとVOCALで薄い内膜における血流を解析した．

［方法］81症例122周期を対象とし，排卵期から着床期にかけて数周期の平均内膜厚が8mm以上を正常内膜群，6mm未満
を薄い内膜群とした．［結果］正常内膜群において排卵前のVI－FI－VFIは自然周期（n＝19）で096－333一α34，　HMG周期
（n＝6）で1．29－3a8－043，　HRT周期（nニ11）で0．86－32．1－0．28と各項目とも周期間に有意差はなかった．一方，薄い内膜

群における排卵前のVI－FI－VFIは自然周期（n＝12）でα26－269－008であり，正常内膜群に比較し薄い内膜群では有意に
血流の減少を認めた（VI：p＝0．009，　FI：p＝0．001，　VFI：p＝0007）．正常内膜群において自然周期，　HMG周期，　HRT周

期をふくめて観察した場合（n＝74），VI，　VFIは排卵前期で高く着床期に低い傾向を認めRaine－Fenning（2004）の報告と

一致した．FIには月経周期の時期による変化は認められなかった．［結論］3D－PDAとVOCALで観察すると，内膜が薄い
場合には有意に血流が減少していた．また血管量，血流量は排卵前期に増加し，着床期に減少している可能性が示唆された．
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PO34 子宮内膜を薄くさせないための工夫一もう流産後のD＆Cはやめよう一 ●

○東口　篤司1，逸見　博文’，金澤　朋扇1，斉藤　　学2，高階　俊光2

　KI（R札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科1，1（1（R札幌医療センター斗南病院婦人科2

［目的］我々の経験では排卵期から着床期にかけて数周期の平均内膜厚が6mm未満の症例は全例D＆C（Dilatation　and　Curet－

tage）の既往があり，内膜の厚さとD＆Cの既往率は明らかに反比例するため，我々はD＆Cが子宮内膜を薄くする主要な
原因と考えている．しかし流産後にどうしても外科的処置が必要なことがある．その場合，内膜の希薄化をどのように予防

したらよいかを検討した．［方法］治療により妊娠したが流産に終わり外科的な処置が必要な場合，平成18年8月まではD
＆Cを採用していた．平成18年9月以後は，柔らかいnexibleのカテーテルによるVacuum　Aspirationで対応している．
胎盤鉗子は必要に応じて用いるが，キュレーは使用していない．D＆CとVacuum　Aspirationにおける術前，術後の排卵期
から着床期にかけての子宮内膜厚の変化を比較した．［結果］流産後にD＆Cをおこなった34例におけるD＆C前の内膜厚
の平均は10．8mm，1回目のD＆C後は10．1mm（n＝34），2回目のD＆C後は94mm（n＝6），3回目のD＆C後は＆lmm（n＝
1）とD＆Cを重ねるたびに希薄化する傾向がみられた．一方，流産後にVacuum　Aspirationをおこなった10例における術
前内膜厚の平均は1αOmm，術後は1α8mmで薄くなることはなかった．［結論］北海道の産婦人科施設において流産後にVac－
uum　Aspirationで対処しているのは10％に満たない．国内の他の地域でも同様と予想される．子宮内膜がひとたび薄くな

ると治療は容易ではない．我々は内膜を薄くさせないために流産で外科的処置が必要な場合にはD＆Cを放i棄しVacuum　A＆
pirationで対処することを提唱したい．

●

●

PO35 子宮内膜菲薄化に対する治療法の検討（ホルモン補充療法とビタミンE療法）

○北村　誠司，松村　康子，矢澤　聡美，恵中　千晶，三浦菜々子，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純，

　杉本　　到，杉山　　武

　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

【目的】生殖医療を行ううえで子宮内膜の菲薄化は，着床障害の原因として問題となっている．子宮内膜掻爬術がその殆ど

の要因と考えられ，対応策の第1選択としてホルモン補充療法が用いられ，無効例に対して我々はビタミンE補充療法を用
いている．今回の検討では，ホルモン補充療法とビタミンE補充療法の効果を比較することを目的とした．【方法】平成17

年1月から平成19年4月までに当院で融解胚移植を行う際に，移植時に8mm未満と子宮内膜が薄い為に治療周期がキャン
セルとなり，後日ホルモン補充療法あるいはビタミンE療法を用いた各18症例18周期を対象とした．ビタミンE療法は，
ホルモン補充法を行っても子宮内膜が8mm未満にしか厚くならない症例に対して，ユベラ600mg　3　xを生理1日目から排
卵まで投与した．胚移植時の子宮内膜厚と胚移植後5日目のE島P値を比較，検討した．【結果】ホルモン補充療法では，子

宮内膜厚が治療前65±2．Ommに対して＆9±1．2mmとなり，　E2は4225±27α3pg／ml，　Pは192±67ng／ml．ビタミンE療
法では，子宮内膜厚が治療前63±13mmに対して8．5±1．3mmとなり，　E、は5043±1915pg／ml，　Pは15．5±73ng／m1．ビ

タミンE療法群ではホルモン補充療法群と比較して子宮内膜厚は厚くならなかったが，ホルモン補充療法で厚く出来なかっ
た子宮内膜を8mm以上に厚くする傾向が認められた．　E2，　P値では，両群間に有意差を認めなかった．【考察】ホルモン補

充療法で子宮内膜に効果の無かった症例で，ビタミンE療法は子宮内膜を厚くする傾向を示した．ビタミンE療法は，子
宮内膜を厚くする効果を持ち，ホルモン補充療法の無効例に対して有効である可能性を十分に推測させた．【結論】ビタミ

ンE療法は，ホルモン補充療法無効例に対して有用であると考えられた．

●

●

PO36 菲薄化内膜患者の狭帯域光観察（NBI）による子宮鏡所見

○田中　耕平，飯田　修一，佐々木　将，斉藤　　創，森

　スズキ記念病院

滋，立花　郁雄，高橋　重智，鈴木　雅洲

【目的】子宮内膜の菲薄化は着床障害をきたす事が危惧される．その原因として血流低下が推定され，内膜組織診や超音波

検査で診断されてきた．子宮鏡検査で子宮内膜の血管分布は直接観察できるが，狭帯域光により血管コントラストを強調す

ることで粘膜表層の血管走行状態を描出するNarrow　Band　Imaging（NBI：狭帯域光観察）で，さらに明確に子宮内膜の血
管分布を観察できるか否かを菲薄化した内膜症例で観察した．【方法】検査の危険性，有用性を説明し同意を得た後，VISRA－

PRO（オリンパス）によるNBI　systemにて子宮鏡検査を行った．症例1は34歳自然排卵後，子宮外妊娠し，その後，
挙児希望で初診した．高温期5日目の内膜厚さが71mmで内膜菲薄化が疑われた．クロミフェンによるAIHを5回行った
が，内膜は55mmから＆3mmと厚くならず，　FSHによるAIHを1回施行したが内膜は6．2mmと肥厚しないため，　NBIに
よる子宮鏡検査を月経9日目に行った．症例2は43歳の内膜菲薄は認めない粘膜下筋腫症例で，月経11日目にNBIによる
子宮鏡検査を行い，症例1とNBI所見を比較した．【成績】症例2は規則的に配列した腺口周囲が通常光で赤く見え，　NBI
でも表層血管をびまん性に認めた．症例1の内膜は薄く，小さい腺口が規則的に配列していた．その周囲は通常光で白色調

であった．NBIでは症例2と比較して明らかに腺口周囲の血管減少を認めた．組織診でも症例1は子宮内膜腺，間質，血管
ともに萎縮性であった．【結論】NBIは内膜血管分布を内視鏡下で通常光よりも鮮明に観察でき，内膜非薄化の診断に有用

であり不妊症診断に有用であることが示唆された．

●

●
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一
● PO37 体外受精胚移植反復不成功患者における子宮鏡検査の意義

●

●～

○松林　秀彦，鈴木　隆弘，中村　絵里，呉屋　憲一，和泉俊一郎
　東海大学医学部専門診療学系産婦人科

【目的】体外受精胚移植反復不成功患者に対して，培養液の改良．アシステッド・ハッチング，胚盤胞移植，凍結融解胚移
植，2段階胚移植などの工夫がなされている．確かに妊娠率は徐々に改善しているが，着床環境については未だ不明な部分
が多く機能的な異常を見いだすことは困難であるため，器質的異常があるか否かについて子宮鏡を用いて検討した．【方法】

1998年9月から2007年3月までに体外受精胚移植を行い妊娠に至らなかった214名と初回体外受精を行う直前の19名，合
計233名を対象にインフォームドコンセントのもとに子宮鏡検査を行った．いずれも，経膣超音波検査および子宮卵管造影

検査で子宮内腔に異常を認めないと判断された患者であり，子宮鏡検査は初回である，子宮鏡はFujinon社あるいはOlympus
社の直径3mmの細径ファイバースコープを用いた．検査は増殖期に行い，炭酸ガスを子宮内腔拡張に用いた．【成績】見い

だされた異常所見はいずれも小さな病変で，子宮内癒着，粘膜下筋腫，子宮内膜ポリープ，内腔不整凹凸，あるいは子宮全

体の病変としては，易出血性子宮内圧上昇など他の検査では見いだす事が難しいものである．これらの異常のいずれかが
認められた患者は，体外受精胚移植不成功回数に応じ，0回（11％），1回（16％），2回（9％），3回（10％），4回（29％），

5回（36％）であった．【結論】見いだされた異常所見の全てが着床障害の原因であるかは不明だが，体外受精胚移植反復不

成功患者に子宮鏡検査を行う意義はあると考える．

PO38 子宮内膜ポリープの発生部位と妊娠率の検討

○矢内原　敦，依光　　毅，許山　浩司，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

●

●

　以前より子宮内膜ポリープが不妊の原因となることが指摘されている．最近の報告ではポリープの大きさによる妊娠率な

どの検討がなされているが，発生位置と，ポリープ切除後の発生位置間による妊娠率の検討を報告したものはない．そこで

今回，子宮鏡にて子宮内膜ポリープの確認された230人の患者を対象とし，子宮内におけるポリープの発生位置及びポリー
プ切除後の妊娠率に関して検討を行った．子宮鏡所見にて子宮内腔を5箇所（子宮側壁，前壁，後壁，卵管部，多発性）に
分類し，手術の同意を得た患者に全身麻酔を施し子宮内膜掻爬もしくはポリープ切除にてポリープを摘出した．（この際2

箇所以一ヒのポリープは多発性と分類した．）摘出した検体は病理検査を行い，約半年間の経過観察および術前と同様の治療

にて術後の妊娠率を比較した．子宮内腔5箇所間で年齢，不妊原因，治療方法による差は認められなかった．子宮内膜ポリー

プの発生位置はそれぞれ子宮側壁92％，前壁15．4％，後壁32％，卵管部8％，多発性354％と単発では子宮後壁に多く認
められた．妊娠率はそれぞれ子宮側壁18．8％％，前壁148％％，後壁28．5％％，卵管部574％％，多発性40．3％と多発性を

除き単発では子宮卵管部で有意差をもって高い結果となった．病理検査では69％に子宮内膜増殖症が認められたが子宮内
膜癌は認められなかった．子宮内膜ポリープの発生位置は子宮後壁に多く認められるが，切除した術後の妊娠率は子宮卵管

部のポリープを切除した症例が有意に高かった．子宮内膜ポリープはその大きさにより検討される事が多いが，ポリープの
大きさのみならず発生位置の検討も重要であることが示唆された．

PO39 ヒトの子宮内膜上皮細胞におけるLIFとTGF一β分泌とGlycodelin発現に対する
イソフラボンの調節作用

●

●

○許　　錦文1，安井菜穂美2，池田　克己2，播　　偉軍34，渡部　純江5，塩谷　雅英5，矢内原　敦6

　武庫川女子大学薬学部薬学科1，武庫川女子大学薬学部健康生命薬科学秤，ニチモウ株式会社バイオティクス研究開発
　室3，ハーバード大学医学部Beth　Israel　Deaconess医療センター」，英ウィメンズクリニック5，昭和大学医学部産婦人科講

　座6

【目的】大豆由来イソフラボンの生体調節機能が注目されているが，生殖医学生物領域における機能については明確にされていない部分が存在する，【方

法】本研究では，ゲニステイン，ダイゼイン，エコール，及びイソフラボンアグリコンAglyMax－70を用いて，　in　vitroにおけるヒトの子宮内膜上皮

細胞における効果について検討した．【成績】Ishikawa細胞において，ヒト血中濃度レベルのゲニステイン，エコールによりLeukemia　inhibitory　factor

（LIF）とTGF一βの有意な分泌充進が認められた．またAglyMax－70では濃度依存的なLIF，　TGF一βの有意な分泌充進が認められた．ウェスタンブロッ

トにより，ゲニステイン及びAglyMax－70のERK1／2とp38　MAPキナーゼのリン酸化誘導が認められた．またゲニステインによるLIFとTGF一βの

分泌を，エストロゲン受容体のアンタゴニストICI182780，　ERKI／2上流シグナルのインヒビターPD98059，　p38MAPキナーゼのインヒビターSB203580

が阻止した，一方，ウェスタンブロットと免疫化学染色法を用いて，9～12日間培養Ishikawa細胞ではゲニステイン，　AglyMax－70によるglycodelin

たんぱく質の発現有意に増加を認められたが，ICII82780，　PD98059，そしてPKAのインヒビターH89がこのglycodelin発現を抑制した，また，ゲニ

ステイン，AglyMax－70によるcyclic　AMPの産生促進も認められた．更に，志願者から提供された初代の卵胞期または黄体期における内膜上皮細胞

を用いて，AglyMax－70によるLIFとTGF一βの分泌有意に充進が認められた，一方，初代の黄体期内膜上皮細胞ではglycodelin発現の誘導も認めら

れた．【結論】これらの結果により，内膜上皮細胞において，イソフラボンはエストロゲン反応遺伝子発現を介したLIF，　TGF一β及びglycodelinの発

現充進作用をもつ可能性が示唆された，イソフラボンが受精卵の着床に役立つことが推測され，今後，不妊への応用可能性の視点から検討を加えたい．

●
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PO40 Transforming　growth　factor一βは子宮内膜間質細胞の増殖運動性を抑制し，　cor卜
tractilityを増強する

○奈須　家栄，松本　治伸，弓削　彰利，西田　正和，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜は月経に伴い，増殖，remodelling，　breakdownを繰り返している．これらの月経に伴う周期的変化は，　ovarian

steroid　hormoneおよび種々のcytokine，　neuropeptide，　growth　factorsにより調節されている．月経に伴うtissue　remodelling

は他の臓器における組織障害と再生の過程に類似しているが，肉芽の形成blood　clotsの形成，廠痕化などの点で特異性を有
する．Transforming　growth　factor（TGF）一βは25－kDaのhomodimeric　polypeptide　growth　factorで，　tissue　remodelling

に重要な役割を果たしている．ヒト子宮内膜ではTGF一β1，一β2および一β3が発現している．我々は月経時の子宮内膜のtissue

remodeUingに対するTGF一βの役割について解明するため，培養子宮内膜間質細胞の増殖，運動性およびcontractilityに対す
る作用を検討した．【方法】子宮筋腫の手術時に患者の同意を得て，増殖期後期の子宮内膜（8例）を採取し，子宮内膜間質細

胞を分離培養した．Methylthiazoletetrazolium（MTT）assay，　in　vitro　wound　repair　assay，　transwell　invasion　assayお

よびcollagen　gel　contraction　assayにより，子宮内膜間質細胞に対するTGF一β1，一β2および一β3の作用を評価した．【成績】

MTT　assayでは，すべてのTGF一βisoformsは子宮内膜間質細胞の増殖を濃度依存性に抑制した．　In　vitro　wound　repair　assay

およびtranswell　invasion　assayでは，　TGF一βisoformsは子宮内膜間質細胞の運動性を抑制した．一方，　collagen　gel　contrac－

tion　assayでは，　TGF一βisoformsは子宮内膜間質細胞のcontractilityを増強した．【結論】以上の結果から，　TGF一βは子宮内

膜間質細胞の増殖，運動性の抑制およびcontractilityの促進を介して月経期子宮内膜のtissue　repairを調節していると推測さ

れる，子宮内膜間質細胞の機能を調節することにより，TGF弔は子宮内膜の繊維化や癩痕化を調節していると考えられる．
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PO41 ヒト末梢血CDI6（一）NK細胞表面のCD44および子宮内膜血管内皮細胞のprote（卜
glycan　1の発現

○北宅弘太郎，本庄　英雄

　京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学

【目的】ヒト子宮内膜にはCD16（一）ナチュラルキラー（NK）細胞が浸潤し，その数は増殖期に比較して分泌期に増加す
る．その機序として，末梢血に存在するCD16（一）NK細胞が子宮内膜において血管外へ遊走することが考えられる．　CD
44はリンパ球表面に発現する接着因子で，リンパ球の血管外遊走，特にその初期段階である血管内皮細胞上でのrollingに

関与すると考えられている．末梢血CDI6（一）NK細胞表面のCD44の発現，および子宮内膜血管内皮におけるCD44リガ
ンドのひとつであるproteoglycan　1の発現と，それらの月経周期にともなう変動について調べた．【方法】フローサイトメ

トリーによりヒト末梢血CD16（一）ナチュラルキラー（NK）細胞表面のCD44の発現を調べた．ウエスタン・プロッティ
ング法，免疫組織化学法によりヒト子宮内膜におけるproteoglycan　lの局在を調べた．なお検体は患者の同意のもと採取し

た．【成績】末梢血CD16（一）NK細胞表面のCD44の発現は，他の末梢血リンパ球サブセットに比較して強かった．月経
周期による変動は認めなかった．proteoglycan　1は25－27　kDaの蛋白として子宮内膜に検出され，子宮内膜血管内皮に局在

していた．その染色性は増殖期よりも分泌期に強かった．【結論】末梢血CD16（一）NK細胞表面のCD44および子宮内膜
血管内皮のproteoglycan　1の発現様式から，　CD44とproteoglycan　1の相互作用が，末梢血CDI6（一）NK細胞の子宮内
膜血管内皮細胞上でのrollingに関与する可能性が示された．

●

●

PO42 子宮内膜におけるprotease－activated　receptorを介したchemokineの産生作用

○河野　康志，古川　雄一，濱崎智恵子，福田淳一郎，奈須　家栄，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜はホルモンの調節を受け，形態的・機能的に変化を遂げる．子宮内膜にはprotease－activated　receptor（PAR）

が存在することが報告されているがその役割については不明な部分が多い．今回，子宮内膜間質細胞の培養系において，PAR

の役割を明らかにするためPARを介するchemokine産生調節について検討した．【方法】手術時に患者の同意を得て子宮
内膜を採取し，子宮内膜間質細胞を分離・培養した．細胞を種々の濃度のthrombinおよびPAR－1　receptor　antagonistで
あるd－phenylalany1－1－prolyH　arginine　chloromethyl　ketone（PPACK）で刺激し，　ELISA法によりGRO一αとIL－8の産

生調節を検討した．さらにwestern　immunoblot法を用いて細胞内のmitogen－activated　protein（MAP）kinaseのリン酸
化について検討した．【成績】子宮内膜間質細胞においてthrombinの添加でGRO一αとIL－8産生が促進された【GRO一α；con－

trol：653ng／ml，　thrombin（lU／ml）　：6339ng／ml（p＜001），　IL－8；control：30＆9ng／m1，　thrombin（lU／mD　：11243．7

ng／ml（p＜001）］．また，　thrombinとUOI26およびPPACKを同時に添加することによりthrombinのGRO一αとIL－8産
生促進作用が有意に抑制されることを確認した．さらに，thrombinの添加でextracellular　signa1－regulated　kinase（ERIO

1／2のリン酸化を認め，thrombinとUO126，　PPACKの同時添加でERKI／2のリン酸化が抑制された．【結論】今回の結果
からPAR－1はthrolnbin刺激によりその下流にあるERK1／2を活性化し，　MAP　kinaseの経路を経てGRO一αとIL－8の産
生を促進している可能性が示された．以上の結果から，PAR－1は子宮内膜における白血球系細胞の遊走能の調節に重要な
役割を担っていることが示唆された．

●

●
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心
PO43 子宮内膜発育不全症例における間葉系幹細胞の検討

＼

○辻　俊一郎且，高橋健太郎2，村田　明子2，清水　良彦2，藤原　睦子2，野田　洋一2

　長浜市立病院産婦人科1，滋賀医科大学産科婦人科学講座2

【目的】子宮内膜の組織幹細胞の存在は以前より示唆されてきたが，その詳細は不明である．近年，多分化能を有する間葉

系幹細胞の存在が種々の組織において同定されてきた．そこで，我々はヒト子宮内膜細胞について詳細に検討した結果，ヒ
ト子宮内膜に多分化能を持ったstem／progenitor（SP）細胞が存在する可能性があることを報告した．今回，不妊症患者に
おける子宮内膜増殖とSP細胞との関係について検討したので報告する．【方法】患者の同意のもと，コントロールとして，

黄体期の子宮内膜厚が経膣超音波検査で8mm以上で，妊孕性の確認が出来ている14名の患者と子宮内膜厚が7mm未満の
不妊症患者2名を対象として，子宮鏡下内膜掻爬により得られた子宮内膜をDNA染色剤で染色し，　FACSにてSP細胞率
を検討した．【結果】子宮内膜機能層におけるSP細胞率はコントロール群の029±009％に比較し，不妊症患者では0．015±

0002％と有意（p＜005）に低値であった．【結論】ヒト子宮内膜発育不全の認められる不妊症患者の子宮内膜の機能層には

SP細胞は極端に少ない可能性が示唆された．

●

●

PO44 子宮内膜におけるthrombinによるmatrix　metalloproteasesの産生調節

○古川　雄一，河野　康志，濱崎智恵子，松本　治伸，福田淳一一郎，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜はホルモンの調節を受け，形態的・機械的変化を遂げるが子宮内膜の着床期における生殖現象にはまだ未

解明の部分が多い．子宮内膜においてmatrix　metalloproteaseが産生されることが報告されているがその産生調節について

は不明な部分が多い．今回，子宮内膜間質細胞において，thrombinによる子宮内膜間質細胞におけるmatrix　metalloproteases

（MMPs）の産生調節について検討した．【対象と方法】手術時に患者の同意を得て子宮内膜を採取し，子宮内膜間質細胞を

分離・培養した．細胞がconnuentになったのち，　thrombinおよびthrombinの受容体であるprotease－activated　receptor
（PAR）－1のreceptor　antagonistであるd－phenylalanyl－1－proplyl－l　arginine　chlomethyl　ketone（PPACK）で刺激し，

ELISA法によりMMP－1および活性型MMP－2の産生調節を検討した．さらにwestern　immunoblot法を用いて細胞内の
mitogen　activated　protein（MAP）kinaseのリン酸化を検討した．【結果】子宮内膜間質細胞においてthrombinの添加で

MMP－1産生および活性型MMP－2産生が促進された［MMP－1：control：7．3ng／ml　v＆thrombin　10U／ml：1392ng／ml
MMP－2：control：165ng／ml　v＆thrombin　10U／ml：275ng／ml】．また，　thrombinとPPACKを同時に添加することにより

thrombinにより促進されたMMP－1および活性型MMP－2の産生が抑制されることを確認した．さらに，　thrombinの添加
でextracellular　signal－regulated　kinase（ERK）1／2のリン酸化を認めた．【考察】今回の結果から子宮内膜間質細胞にお

けるMMP寸および活性型MMP－2産生の産生はPAR－1を介したthrombinの作用により促進され，さらにERKを活性化
することによりMAP　kinaseの経路を介する可能性が示唆された．

PO45 性分化異常症患者の骨代謝改善に対する骨吸収阻害剤の長期的効果

○亀田　知美，宮家　槙子，清川加奈子，菅沼　信彦

　京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

●

●

［目的］ターナー症候群（TS）などの成長障害および原発性無月経患者においては骨形成および骨代謝異常が指摘され，骨

粗霧症の早期発症が認められているが，その長期予後に関しては十分に解明されてはいない．そこで我々は，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のみでは骨密度（BMD）改善不良を示した患者において，骨吸収阻害剤

であるビスフォスフォネート製剤であるリセドロン酸ナトリウムの効果を，BMDおよび血清骨型アルカリフォスファター
ゼ（sBAP）と血清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］成人例の原発性無月経症患
者7例（TS症例3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dual－energy　X－ray　absorp－tiometryにより計測し，　sBAPならびにsNTxはEIA法にて測定した．　E／Pを継続投

与しながらリセドロン酸ナトリウム製剤を併用投与し，薬剤投与前および投与後22～43ヶ月の長期フォロー中のBMDな
らびにsBAP値とsNTx値の変動を検討した．［成績］7例中6例で腰椎BMDは正常範囲以下であったが，リセドロン酸ナ
トリウム投与後，7例中6例で増加を続けた．sBAP値は7例中5例で高値であったが，リセドロン酸ナトリウム投与によ
り全例で低下し正常化した．同様に，4例で高値であったsNTx値も減少を示し，1例以外は正常値となった．これはBMD
が減少を示したTS例においても同様であった．［結論］以上の結果より，　TSを含む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長期にわたり有効であることが示された．

1●
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PO46 FSH受容体のexon　8に点突然変異を認めた原発性無月経症例 6

○中村　康彦1，前川　　亮2，山縣　芳明2，上田　一之’，杉野　法広2

　山口県立総合医療センター産婦人科’，山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学2

【目的】近年，原発性無月経を呈する症例のなかに，FSH受容体の点突然変異を有する症例の存在が報告されている．今回
我々は，挙児希望を主訴に来院しexon　8に点突然変異を有する原発性無月経症例を経験したので，報告する．【方法】症例

は，25歳の既婚女性．19歳まで無月経で，消腿性出血を誘発された既往がある、身長152cm，体重43Kg．乳房発育，恥毛
発生は，各々Tanner　stage　3と4であった．超音波検査にて6－8mm径の小卵胞を左右卵巣に認め，血中LH，　FSH，　E2値
は，14．2mlU／ml，11．OmlU／ml，544pg／mlであった．染色体は46，　XXであった．クロミフェン100mg／日x5日間，　hMG

l501U／日x7日間およびhMG　3001U／日x6日間と3種類の卵巣刺激周期を試み，この間の卵胞発育，血中ホルモン値の変化
を観察した．また，ゲノムDNAよりFSH受容体の遺伝子解析をおこなった．なお，本研究は，施設内倫理委員会で承認を
受け，患者に対するインフォームド・コンセントを得た後に行った．【成績】クロミフェン負荷にて12mm径の発育卵胞を
認め，血中E2値は133pg／mlであった．　hMG　l501U／日x7日間では卵胞発育は得られなかったが，　hMG　3001U／日x6日間

では，複数の排卵前卵胞が得られ，血中E2値も1366pg／mlまで上昇した．遺伝子解析では，　exon　8の662番目塩基にT→

Gの変異を認め，221番目アミノ酸の変異Var→Glyを認めた．その他，　exon　10に2箇所のSNPを認めた．【結論】これま
でに報告の無いFSH受容体のexon　8にヘテロ変異を有する原発性無月経症例を経験した、　FSH受容体のこの細胞外ドメイ
ンのアミノ酸変異は，FSHによる穎粒膜細胞への刺激伝達を不完全に障害することが明らかとなった．
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PO47 腹腔鏡下に精巣の摘出が可能であったアンドロゲン不応症候群の2例

○岩瀬　　明1，眞鍋　修一，滝川　幸子1，鈴木　恭輔，後藤　真紀1，原田　統子1，吉川　史隆1，安藤　寿夫2

　名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦人科学教室1，豊橋市民病院総合生殖医療センター2

【目的】アンドロゲン不応症候群（androgen　insensitivity　syndrome；AIS）は染色体が46，　XYであり，精巣が存在するに

もかかわらず表現型が女性を示す男性仮性半陰陽の一型であり，精巣からの悪性腫瘍発生の頻度が高く予防的性腺摘出の適

応となる．完全型の場合，子宮の欠如，腋毛・恥毛が乏しいといった身体的特徴に加え，染色体検査，血液中テストステロ

ン高値により診断は容易であるが，存在部位による精巣の摘出方法や告知の問題など症例ごとに対応しなければならない側

面もある．今回我々は腹腔鏡下にて精巣の摘出が可能であった2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．
尚，当報告はインフォームドコンセントのもとプライバシーの保護に十分な留意のもとおこなっている．【症例】症例1，21

歳2歳のときに左鼠形ヘルニアの手術既往あり．原発性無月経を主訴に前医を受診し，完全型AISの診断にて性腺摘出術
目的で当院に紹介となった．血液中テストステロン726ng／inl．画像診断にて左精巣はヘルニア手術既往のある鼠形管の方

に引っ張られた形で腹腔内外にまたがって存在していることが疑われたが，腹腔鏡下に摘出が可能であった．本人には病状

について告知した．症例2，17歳既往歴特記すべきことなし．原発性無月経にて当院紹介受診．MRIで子宮無形成，停留
精、巣の疑い，染色体検査46，XY，血液中テストステロン536ng／mlでありAISと診断腹腔鏡下に予防的性腺摘出術を施
行した．家族の強い希望もあり本人にはAISであることを現在まで告知していない．【考察】精巣が腹腔内外にまたがって

存在する場合でも腹腔鏡下に摘出可能であった．本人への疾患の告知については家族とともに十分な相談のうえ，症例に応
じてケースバイケースで対応する必要があると考えられた．

●

■

PO48 Wunderlich症候群の経膣的手術後にエンドトキシンショックとなった1例

○川野みどり，木原　真紀，中村　裕美，碓井　宏和，生水真紀夫

　千葉大学医学部産婦人科

【はじめに】W皿derlich症候群はMuller管の発生異常で，重複子宮，片側の膣閉鎖と同側傍頚部嚢腫，閉鎖側腎の欠損を3

主徴とする．月経痛・下腹部痛・過長月経・膿性帯下などの症状を呈す．今回，Wunderlich症候群に対し経膣的開窓術を
施行し，その直後にショック症状を呈した症例を経験したので報告する．【症例】18歳未経妊．反復する月経時の微熱お
よび悪臭を伴う帯下があり，下腹痛を主訴に受診した．重複子宮と右腎欠損を認めた．右子宮体部の下方に血液の貯留した

右傍頚部嚢腫があり，右膣壁が膣内に膨隆していた．経膣的開窓術を施行したところ悪臭を伴った内容液が排出された．嚢

腫内には円柱上皮が観察され，Wunderlich症候群と確診できた．術後4時間後より，発熱・血圧低下・乏尿といったショッ
ク症状が出現し，手術操作がきっかけとなったエンドトキシンショックと考えられた．血液透析，抗生剤投与等により状態
は改善し，術後7日目に退院した，【考察】経膣的開窓術という低侵襲な手術であったにも関わらず，術後にショックを起

こした．これは直接的には嚢腫内が感染巣であったことに起因するが，月経5日目という低免疫状態の時期に手術を行った
ことも一因であると考えられる．

●

●

●
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● PO49 長崎における性同一性障害管理の現状について

○大石　　瞳，井上　統夫，北島　道夫，平木　宏一，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

レ

●

【目的】長崎における性同一性障害（GID）の治療における現状を明らかにする．【方法】2003年から現在までに当科を受診
したGID患者（Female　to　male　transsexual（FTM）10例，　Male　to　female　transsexual（MTF）9例）19例について背景，

受診歴，治療継続状況などについてインフォームドコンセントに基づき調査した．【成績】当院では各科横断的なGID専門

外来はなく，19例全例が当院精神科より紹介されている．海外で性別適合手術（SRS）を受けたものは3例あった．初診時

年齢は16歳から52歳と幅があるが，20歳代前半が8例と最も多かった．居住地をみると，当院所在市近郊在住者は8例
（421％）であり，県外在住者もしくは県内遠方在住は11例と半数以上であった．脱落3例（FTM2例，　MTF1例），転居1
例，通院継続困難のため近医での治療を希望したものが2例（いずれもFTM例）あり，現在定期的に通院しているものは
13例であった．当科で治療継続しているもので治療による合併症を認めたものはなかった．【結論】今回の検討から以下の

ような問題点が明らかとなった．遠方からの通院を余儀なくされているものが半数以上存在し，FTMでは頻回の受診が必
要なため，転医を希望する例が存在した．海外でSRSを受け，術後のfollow　upが受けられず合併症の治療がなされていな

い例があった．若年者が多く今後の治療期間の長期化が予想される．

PO50 子宮筋腫核出術における出血量の検討

○鈴木　恭輔，原田　統子，鈴木　　雅，滝川　幸子，眞鍋　修一，後藤　真紀，岩瀬　　明，吉川　史隆

　名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦人科学教室

●

●

【目的】子宮筋腫核出術は妊孕性温存希望の患者に行われる手術であり，近年女性のライフスタイルの変化と共に適応が拡

大されている．術前のGnRHアゴニスト投与は子宮筋腫の縮小化が目的であり，また手術時に出血量の軽減のため使用され
ることが一般化されている．また，出血に対する手段として術前に自己血貯血を施行することも普及している．

　今回我々は当院で2005年1月～2006年12月までに子宮筋腫核出術（開腹，腹腔鏡補助下を含む）を施行した43例を対
象として，筋腫の性状，発生部位，個数等による出血量を検討し，多量出血が予測され自己血貯血しておく必要がある患者

の選択基準について検討した．

【成績】我々の症例では術前のGnRHアゴニスト投与例が77％であった．　GnRHアゴニスト投与の有無にかかわらず，摘出
筋腫数が10個以上ではそれ以下と比べて出血量は多くなる傾向を認めた．出血量が多くなると予測された症例は，1：多発

筋腫（筋腫核が10個以上），2：頚部筋腫，3：広間膜内筋腫，4：子宮動脈塞栓術後，5：帝王切開術後，筋腫核出術後，等
であった．

【結論】子宮筋腫核出術で最も危惧されるものの一つは多量出血であり，今回の我々の検討を踏まえて，術前の画像診断等
により多量出血が予測される症例に対し自己血貯血の必要性の有無や貯血量を決定するのが望ましいと考えられた．

PO51 腹腔鏡下筋腫核出術後4年後に妊娠26週で子宮破裂に至った1例

○曽根　君恵1，長田　尚夫’，柿沼　敏行1，山本　範子1，永石　匡司1，松浦　眞彦1，山本　樹生1，牧野　康男2，

　松田　義雄2

　日本大学医学部産婦人科（駿河台日本大学病院）1，東京女子医科大学病院2

●

●

　子宮破裂の発生頻度は全妊娠中の0．02～0．1％程度といわれ，比較的稀な疾患である．子宮筋腫に対する手術既往の有無が子宮破

裂のリスクに起因していると思われる．近年の腹腔鏡下手術の進歩はめざましく，腹腔鏡下筋腫核出術（LM）が頻繁に行われて

いるが，同時に筋腫核出後の子宮破裂の報告も散見されている．LM後の子宮破裂の原因については種々の報告があるが特定する

には至っていない．今回当院で施行したLM後妊娠で，妊娠26週で子宮破裂に至った症例を経験したので報告する．

　症例は34歳，0回経妊．5年前より月経過多を認め，健診にて子宮筋腫を指摘され当院紹介受診，子宮前壁内に約5cm大の筋層

内筋腫を認めたため，LM目的で入院となる．筋腫核出術は腹腔鏡下に前壁正中線上に勇刃にて約5cmの縦切開を加えFishing法
にて筋腫核を摘出した．なおこの際電気メスによる筋層切開は行っていない，また，子宮腔内には至っていない．筋腫被膜面から

の出血は電気凝固にて局所止血した．子宮創部は埋没縫合（バイクリル2－0）を加えた後全層を単結紮縫合した．術後，止血・癒

着防止目的にてシート状フィブリン接着剤を貼付した．術後経過良好にて5病日に退院し，その後も経過良好であった．

　術後4年後に自然妊娠し，近医にて妊婦検診していた．妊娠25週1日に下腹部痛を訴え，切迫早産の診断で入院子宮収縮抑

制剤を投与が開始するも，妊娠26週1日，下腹部痛の増強とともにショック状態および胎児除脈が出現，常位胎盤早期剥離を疑
い周産期センターへ母体搬送され，同日緊急帝王切開となった．開腹時に胎盤組織が一部腹腔内に露出しており子宮破裂と診断し

た．児を破裂創より娩出した（1015g女児，　AS　1分後1点，5分後3点，膀帯動脈pH6758）．破裂創は子宮前面で，縦方向に約
15cmに及んでいた．母体の術後経過は良好で術後9日目に退院となった．児は小児科にて経過観察中である．（ビデオ供覧予定）
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PO52 産後大量出血のため内腸骨動脈塞栓術を受けた後，排卵誘発にて成立した妊娠で癒
着胎盤をきたした1症例

●

○牧原　夏子，北尾　敬祐，森川　淳子，芦谷　尚子，松岡　正造，森田　宏紀，山崎　峰夫，丸尾　　猛

　神戸大学大学院医学系研究科女性医学分野

【目的】内腸骨動脈塞栓術後の妊娠報告例は少なく，その妊娠合併症についてもいまだ十分周知されていない．今回我々は

前回分娩後に大量出血となり，両側内腸骨動脈塞栓術により止血され子宮を温存し得たものの，次の妊娠で癒着胎盤を合併

し子宮摘出に至った症例を経験した．癒着胎盤の発生は脱落膜形成不全に起因するとされるが，内腸骨動脈塞栓術が癒着胎

盤発生に与える影響について文献的考察を加え報告する．【症例】患者は30歳，2経妊1経産、27歳時に妊娠37週で胎児
機能不全のため吸引分娩となった．分娩直後に大量の凝血塊とともに胎盤が娩出され，続く大量出血のため，常位胎盤早期

剥離の診断にてショック状態で当院へ搬送された．一時的に心肺停止となるも蘇生でき，両側内腸骨動脈塞栓術による止血

と集中治療が行われ，退院の転帰となった．数ヶ月後に月経は再開したが，以前に比べ周期は不規則で，自然妊娠成立を見

なかった，前回分娩後から約3年後に挙児希望で来院し，排卵誘発剤を用いたタイミング療法で妊娠が成立したが，排卵期

の子宮内膜は6mmと菲薄化していた．妊娠初期より末期まで，胎盤内に不整なエコー像が観察されていた．前回の経過よ
り，管理分娩のため妊娠39週5日に陣痛誘発し，AFD児正常経膣分娩となった．しかし児娩出後，胎盤の自然娩出がみら
れず，用手剥離を試みたが完全娩出は困難で出血多量となったため，緊急両側内腸骨動脈塞栓術により止血した．その後自

然な胎盤娩出を試みたが，感染徴候が悪化し産褥8日目に子宮膣上部切断術の施行に至った．術後病理組織診断は嵌入胎盤
であった．【結論】排卵期の不十分な子宮内膜肥厚化が，癒着胎盤の成立を引き起こしたと推察された．その原因として以

前に施行された両側内腸骨動脈塞栓術に伴う子宮内環境悪化の関与が示唆された．

呵

●

PO53 単一卵管例に対する腹腔鏡下保存手術の検討

○荒木　裕之1，上鴬佐知子1，三浦　成陽1，佐藤　二葉1，藤下　　晃1，平木　宏一2，北島　道夫2，増崎　英明2

　長崎市民病院産婦人科1，長崎大学医学部・歯学部附属病院2

【目的】【目的】一単一卵管例に対する腹腔鏡下保存手術の術後成績を評価した．【対象および方法】19935～20075までに長崎

大学および長崎市立市民病院において腹腔鏡下保存手術を試みた248例中，過去に卵管摘出術（卵管妊娠17例，卵巣腫瘍2
例）を受けており，一側しか卵管が存在しない単一卵管19例における手術成績を検討した．【成績】単一卵管19例中，保

存手術が施行できたのが11例（58％）であり，1例は卵管の腫大が軽度で，hCG値も低値であり，外科的操作は加えずに
待機療法とした．残りの7例は卵管粘膜の完全断裂や出血が持続し，根治術に変更した．保存手術が施行できた12例の部

位は膨大部9例，采部2例および間質部1例であり，間質部例にはMTXの局所および全身投与を行い，残りの10例では
線状切開を行った．根治術となった例は保存手術例と比べ，妊娠週数，外妊部位および腫瘤径に差はなかったものの，術前

血中hCG値が有意に高値であった（88，694±14412　vs　3085±2，912miu／ml）．また，保存手術が施行できた11例中2例に外

妊存続症がみられ，MTXの追加投与を行い1例は順調にhCG値が下降したが，残りの1例は追加投与中に破裂し卵管を摘
出した．術後の卵管疎通率は100％（9／9例）に達し，未婚例を除く8例中5例（625％）が妊娠許可後6ヵ月以内に自然妊
娠が成立した．ただし，待機療法を選択した1例は，初回手術の3ヵ月後に同側卵管に反復した．【結論】単一卵管例でも
保存手術が完遂できれば，術後の疎通率や妊娠率も高く，卵管機能の温存が期待できることが示唆された．

●

●

PO54 卵管留水症に対する腹腔鏡下卵管開口術の治療成績

○銘苅　桂子，神山　　茂，青木　陽一

　琉球大学医学部器官病態医科学講座女性・生殖医学分野

【目的】卵管留水症に対しては，卵管切除施行後にIVFを施行することが推奨されてきている．一方，卵管開口術はその後

の自然妊娠が期待でき，また，IVFを施行する上でも卵管切除術と同等の効果をもつとの報告もある．当科では卵管留水症
に対して腹腔鏡下卵管開口術を施行してきており，その治療成績について検討した．【方法】1995．10－2005．12の期間に，卵

管留水症に対して腹腔鏡下卵管開口術を施行した19例を対象とした．卵管留水症の診断は，子宮卵管造影検査あるいは腹
腔鏡下色素通水試験にて行った．術式は，全身麻酔下で気腹法にて行い，インジゴカルミン希釈液による色素通水試験にて
卵管留水症を十分に腫大させ，閉塞部位を切開して開口し，その部位を約2cm翻転させ，吸収糸にて縫合固定した．【成績】

平均年齢は303±3β歳平均不妊期間は38±26年であった．卵管因子以外の不妊因子として，排卵因子を63．2％（12／19）

に，男性因子を158％（3／19）に認めた．19例中17例は術後経過観察とし，2例は術直後にIVFが施行された．経過観察
とした17例中5例（29．4％）に5，5，8，9，18ヵ月目で妊娠が成立し，その後，合計9回の妊娠が成立した．術直後にIVF

が施行された2例はどちらも1回目で妊娠が成立した．経過観察で妊娠しなかった12例中2例はその後IVFにより，1例
は1回目，1例は2回目で妊娠が成立した．IVFは都合4例，5周期に施行され，うち4周期（80％）で妊娠が成立した．　IVF
を含め，19例中9例（474％）において妊娠が成立した．妊娠予後は，10回の満期産，2回の自然流産，1回の卵管妊娠が
あり，卵管妊娠はIVF妊娠例であった．【結論】卵管留水症に対する腹腔鏡下卵管開口術は，　IVFを施行する前の選択肢と
なりうると考えられた．

●

●

●
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● PO55 卵管水腫に対する処置の有無および処置方法別の移植後妊娠率の検討

　
●ー
b
r

●

○泉　　陽子，江口　素子，

　英ウィメンズクリニック

後藤　　栄、吉村由香理橋本　洋美，渡部　純江，松永　雅美，苔口　昭次，塩谷　雅英

【目的】卵管水腫は卵管内貯留液の子宮腔内流入による着床障害や胚発育障害等により胚移植後の着床率の低下をもたらす

一因とされている．そこで卵管水腫に対する処置の有無および処置方法により妊娠率に差をもたらすかどうかを検討した．

【方法】当院にて2005年1月から2006年11月に胚移植を施行した卵管水腫合併不妊症患者42症例85周期を対象とした．
卵管水腫に対する処置を行わずに移植した周期を無治療群，水腫内容液を超音波ガイド下に穿刺吸引後に移植した周期を吸

引群，卵管切除後に移植を行った周期を切除群とした．【成績】対象患者の平均年齢333±22歳，既往ART回数は，35±24
回であった．無治療群68周期のうち妊娠に至った周期は16周期（235％）であった，初回移植時の妊娠率は30．6％（11周
期／36周期），2回目136％（3／22），3回目250％（2／8），4回0％（0／1），5回目0％（0／1）であり，累積妊娠率は移植3

回目で100％となった．吸引群11周期中妊娠に至った周期は3周期（273％）であった，初回水腫吸引後の妊娠率は2＆6％
（2／7），2回目0％（0／3），3回目100％（1／1）であった．切除群6周期のうち3周期は卵管水腫に対して先に処置をするこ

となく移植を行ったが妊娠に至らず卵管切除をした．他の3周期は採卵時に子宮腔内に液体貯留を認める等したために移植

を中止し卵管切除を先行した．卵管切除後初回移植時の妊娠率は80．0％（4／5），2回目100％（1／1）であり，移植2回目ま

でに全例が妊娠した．【結論】卵管水腫合併不妊症患者に対して，水腫に対する処置をしなくても妊娠が成立する例もある
が，3回以上反復して着床障害が認められた場合には卵管切除を施行するのが望ましいことが示唆された．水腫内容液の穿

刺吸引の有用性は認めなかった．

PO56 当院における腹腔鏡併用卵管鏡下卵管形成術後の妊娠成績

○宇賀神智久，村上　　節，

　東北大学病院産婦人科

立花　眞仁，鈴木　吉也，結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博

●

●

【目的】当院における卵管性不妊症例に対する腹腔鏡併用卵管鏡下卵管形成術後の妊娠成績について検討を行った．【方法】

対象は1995年12月から2006年7月まで子宮卵管造影法により，卵管間質部閉塞および峡部閉塞と診断された56症例，閉
塞卵管数98卵管である．98卵管の内訳は片側閉塞14例，両側閉塞42例である．症例背景は，原発性不妊症36例，続発性
不妊症20例，手術時平均年齢315歳平均不妊期間は28年であった．56症例のうち，原因疾患としてクラミジア感染陽
性例は28例と最多であった．これらの症例につき，術後卵管疎通率，妊娠率につき検討を行った．更にクラミジア陽性（A

群），クラミジア陰性（B群）とに分けて比較検討を行った．【結果】術後の患側卵管通過性は全体として98卵管中，69卵
管で7α4％，症例あたりでは，少なくとも片側通過性を認めた症例が89．3％（50／56）であった．この内訳として片側例で90．3％

（13／14），両側例で少なくとも片側通過性を認めた症例が8＆1％（37／42）であった．クラミジア陽性28症例46卵管では33

卵管70．2％であり，症例あたりでは，少なくとも片側通過性を認めた症例が90．3％（26／28）であった．術後の自然妊娠あ

るいはIVF－ET以外での妊娠例は，全体として23例で，妊娠率は4α2％であった．この内，術後1年以内の妊娠を15例
（739％）に認めた．IVF－ETに移行した症例で7例に妊娠を認めた．この成績をクラミジア感染の有無により2群に分けて
検討したところ，A群での妊娠例は9例で妊娠率は321％，　B群では14例で妊娠率は50％であり，術後妊娠率はA群で低
い傾向にあった．【結論】当科における腹腔鏡併用卵管鏡下卵管形成術後の妊娠成績は全体として約40％であった．クラミ

ジア陽性例での術後妊娠率は，陰性例に比して低い傾向にあり，症例によってはARTへの早めのstep　upが必要であると
考えられた．

PO57 腹腔鏡検査時における子宮鏡下transcervical　tubal　catheterization（TCTC）の治

療成績と予後

●

●

○塚越　静香1，田畑　光恵1，仲田　正之1，妹尾　匡人1，黒田　勇二1，岡村　恵子1，堀　　量博14，本田　育子3，

　小林　善宗3，井上　正人12

　山王病院リプロダクションセンター1，国際医療福祉大学臨床医学センター2，山近記念総合病院婦人科3，堀産婦人秤

【目的】近年ART技術の向上ならびにマイクロサージェリーの可能な施設が少ないことより卵管因子による不妊に対し，　ARTを行う施設が

多くなっている．しかし，患者によっては自然妊娠を期待し加療を希望される．そのような症例に対し，当院では子宮鏡下transcervical　tubal

catherizationを行っている．今回その成績と予後について報告する．【方法】2004年7月から2006年12月までに当院で施行された腹腔鏡検

査738名（平均347±45歳）のうち，色素通水検査で閉塞もしくは狭窄と診断された105名（351±40歳）を対象とした．Cook社のJansen－

Anderson　catheter（JAS2500）を用い子宮鏡（Olympus社5mm径）下に患側卵管口から間質部に向けて挿入，何度か出し入れしたのち色素

を再度注入し疎通性を確認した．【成績】TCTCを行った卵管は166例（閉塞77例・狭窄89例）．原因となりうる所見として，腹腔鏡所見：

卵管周囲強度癒着・子宮鏡所見：卵管口が小～膜様，角部にポリープがある・卵管鏡所見：卵管粘膜が鈍であったり，粘膜ヒダが一部欠損し

ている事が多く認められた．catherizationを施行し閉塞66例（844％）・狭窄82例（921％）が成功した．105名のうち加療にて自然妊娠が

期待できる（＊どちらか一方でも疎通性が改善された）症例をA（片側カテ成功；対側は正常）B（両側施行し成功）C（両側施行し片方のみ

成功）の3群に分け予後をみると，A群11／26（423％）・B群11／43（256％）・C群1／3（333％）がnatural佃ming／AIH／ZIFTで妊娠成

立した．妊娠時期としては術後4ヶ月以内が多くを占めた，しかし，A群に2名・B群に1名患側卵管への子宮外妊娠を認めており，術後の

再閉塞（再狭窄）や卵管機能自体が低下している為と考えられた、【結果】TCTCは腹腔鏡手術時に簡便に行え，成功率も高く，また加療後の

予後も悪くなかった．ただし，加療後再閉塞（再狭窄）の問題等あるのでARTへのステップアップの時期を見極める必要があると思われた．



164（274） 日生殖医会誌52巻4号

PO58 中隔子宮症例への単極電極蒸散法を用いた子宮鏡下中隔切除術の有用性 ●

○立花　眞仁，村上　　節，宇賀神智久，菊地真衣子，宇都宮裕貴，結城　広光，寺田　幸弘，岡村　州博
　東北大学病院産婦人科

　MUllerian　Anomalyは全女性の5％程度に認められ，不育症の原因としては約15％を占めると考えられる．以前は妊娠
8週頃の癒合不全が原因と考えられていた．しかし，癒合不全は双角子宮の原因となり，中隔子宮は中隔のアポトーシス不

全であることを示唆する報告がなされている．また，諸家の報告において流産率が70－90％と，その周産期予後が不良で
あり手術療法以外の有効な手段はない．近年，より低侵襲な子宮鏡下手術の有用性が多数報告されているが，当科では単極

電極蒸散法を用いた中隔切除を行っており，2002年1月から2006年12月までに7症例に対して同術式を行っている．今回
この方法と有用性について検討したので若干の文献的知見を加えて報告する．症例は習慣性流産が4例，原発性不妊症が2
例，その他1例（28週早産，24週死産）で平均年齢314歳（25－35歳）であった．全症例腹腔鏡併用下に手術を施行し，
平均手術時間は90分であった．全例周術期合併症は認めなかったが，術後に1例が子宮内腔癒着症を生じた．2007年5月
現在4例に妊娠が成立し（4／7：57％），1例が37週骨盤位にてC／S（習慣性流産），1例が現在24週のongoing　pregnancy
（原発性不妊症，PCOS）．残り2例（習慣性流産）は自然流産と子宮外妊娠であり，妊娠継続率は50％（2／4）で初期流産

率は25％（1／4）であった．中隔子宮に対する単極電極蒸散法は，出血や切除組織片での視野汚染が少なく有用な手術方法

であると考えられた．しかしながら，1例に子宮内腔癒着症を発症しており，内膜の熱損傷に対する注意や癒着防止法に関
する工夫を要すると考えられた．

（●

●

PO59 不全中隔子宮に対し2度の子宮鏡下中隔切除術にて子宮を形成したのち生児を得た

一例

○岡本　温美，兵頭　慎治，鍋田　基生，小泉　幸司，草薙　康城，伊藤　昌春
　愛媛大学大学院医学系研究科生殖病態外科学

【緒言】一般に子宮奇形に対して開腹手術のみならず子宮鏡下にも子宮形成術がおこなわれており，子宮鏡下手術では超音波断

層法併用下におこなう方法と腹腔鏡併用下におこなう方法とが報告されている．今回我々は子宮奇形を原因とする習慣流産の患

者に2度の子宮鏡下中隔切除術をおこなったのち生児を得た症例を経験した．その症例を振り返り子宮奇形に対する子宮鏡下手

術方法について考察をおこなった．【症例】初診時30歳，4回経妊0回経産（4回とも初期流産）．他医にて不育症に関する血液
検査をおこなうも異常は認めなかった．前医で子宮卵管造影検査により不全中隔子宮と診断され精査加療目的に紹介受診となっ

た．平成17年2月超音波断層法を併用し子宮鏡下中隔切除術をおこなった．術後3回のカウフマン療法ののち子宮卵管造影検
査をおこなったところ中隔部分が十分に切除されていなかった．そのため平成17年10月今度は腹腔鏡併用下に子宮鏡下中隔切

除術をおこなった．術後3回のカウフマン療法後子宮卵管造影検査をおこなったところ中隔部分は十分に切除されていた．その

後避妊解除したところ自然妊娠成立した．妊娠経過著変なく平成19年5月妊娠39週0日3320gの児を経膣分娩した．【結語】不

全中隔子宮に対し2度の子宮鏡下手術により子宮を形成したが，超音波断層法併用下では中隔切除時の気泡発生が原因で中隔を
十分に切除できなかった．一方，腹腔鏡併用下では子宮内のレゼクトスコープの光を確認しつつおこなったため十分な切除がで

きた．また腹腔鏡併用下では腹腔内を観察しつつ手術をおこなうことができるため超音波断層法併用下に比べ卵巣や卵管の状態

も観察でき妊孕性に関するその他の情報も得ることができた．以上より中隔子宮に対して子宮鏡下手術をおこなう時は腹腔鏡併

用下の方が超音波断層法併用下に比べ中隔部分が十分に切除できるとともに妊孕性の情報が得られる可能性がある．

●

●

PO60 当科における子宮内膜癒着による不妊患者の管理

○中江　光博，沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子，横山　律子，山崎　英樹，堂地　　勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

【目的】子宮内膜癒着（以後，内膜癒着）は剥離術後に再癒着をしばしば起こし，治療に苦慮する．今回，当センターでの

内膜癒着管理の変遷を報告する．【方法】85～06年までに当科で管理した内膜癒着症患者19例を対象とし，癒着程度による

妊娠予後の差を比較した．以下の検討を患者の同意の下に行った．内膜癒着の診断は，91年から子宮卵管造影から子宮鏡へ

変更した．95年まではラミナリアやヘガールによる鈍的剥離96～00年はレゼクトスコープによる直視下剥離，01年から
膀胱鏡による直視下切開，05年からはバルーン圧迫剥離を導入した．原則として，術前に頸管拡張を行い，術後はIUDを
挿入しカウフマン療法を行った．【成績】部位別では，妊娠率；頸部875％（7／8），体部375％（3／8），角部100％（3／3），

流産率；頸部0％（0／7），体部66．5％（2／3），角部0％（0／3）であった．体部癒着8例はすべて50％以上の広範な癒着で，

2年以内に625％（5／8）が再癒着した．術後の排卵期子宮内膜厚が6mm以下の症例は妊娠しても流産した．体部癒着再発
例にバルーン法とIUD抜去直後の軟性鏡鉗子による切開で治療しえた症例も経験した．【結論】子宮体部癒着において妊娠
率が低く，流産率・再発率が高かった．様々な癒着剥離法を応用し再発率を低められるが，内膜が薄い症例を如何に管理す
るかが今後の検討課題として残った．

●

●

●
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PO61 生殖医療における子宮鏡下手術の効果
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○北村　誠司，恵中　千晶，矢澤　聡美，松村　康子，三浦菜々子，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純，

　杉本　　到，杉山　　武

　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

【目的】子宮鏡下手術（TCR）の不妊症に対する治療効果を検討すること．【方法】（1）平成9年から平成18年10月までの
不妊100症例に対する子宮鏡下手術成績を疾患別に術後6ヶ月の妊娠の有無を調べた．疾患の内訳は，子宮内膜ポリープ（50

例），子宮筋腫（14例），子宮奇形（14例），子宮腔内癒着（5例），子宮頸管狭窄（17例）である．子宮内膜ポリープの手

術適応は，15mm以上の大きさあるいは多発症例とした．【方法，症例】（2）不妊原因となる粘膜下筋腫，子宮内腔癒着や

子宮奇形が認められ，TCRが有効であった治療効果判定の容易な体外受精症例を提示した．（症例1）年齢：41歳　不妊期
間：5年　不妊原因：粘膜下筋腫（径22×18mm），本人の強い希望により体外受精と融解胚移植を優先して実施良好胚を
移植するも不成功．その後，TCR実施，粘膜下筋腫を切除．体外受精を実施良好胚を移植し，双胎妊娠となる．（症例2）
年齢：33歳　不妊期間：6年，不妊原因：機能性（来院前），子宮内腔癒着（通院後）．筋腫核出術の既往あり．前医で6回，

当院で2回体外受精を施行するも不成功．子宮鏡検査により子宮腔内癒着を認めたため，TCRを実施その後，体外受精
にて妊娠成立．（症例3）年齢：33歳不妊期間12年，経過：前医にて子宮卵管造影検査で双角子宮と指摘され，当院で子
宮鏡実施し，中隔子宮と診断後，TCR施行．体外受精後，妊娠成立．【結果】それぞれの疾患の妊娠率は，子宮内膜ポリー
プ60％（30／50），子宮筋腫714％（10／14），子宮奇形7＆6％（11／14），子宮腔内癒着60％（3／5），子宮頸管狭窄647％（11

／17）であった．【考察，結論】不妊症例に対するTCRの高い治療効果が認められた．

PO62 不妊症検査としてのSimple－sonohysterography（s－SHG）の有用性

○西山　幸江1，西尾　英司1，塚田　和彦1，澤田　富夫2，廣田　　穣1，宇田川康博1

　藤田保健衛生大学産婦人科1，さわだウィメンズクリニック2

●

●

［目的］不妊治療において超音波検査実施時に子宮内膜ポリープが発見されることはしばしば経験する．しかしそのポリー
プが切除するべきか放置して良いかの判断は迷うことも多い．今回このような症例に対して，簡便に外来検査で確認する方
法slmple－sonohysterography（s－SHG：簡便ソノヒステロ）の有用性を検討した．［対象及び方法］当院不妊外来受診をし

た患者のうち一般不妊ルチーン検査中に発見した内膜ポリープと考えられる症例63例に対してs－SHGを行い確認診断をし
た．方法は月経終了後2－3日の間にアトム多用途チューブ4Frを用い子宮内にチューブを挿入後，生食水にて子宮腔内を充

満させsonohysterographyを実施した．生食水注入量は5－10mlで腔内が確認でき次第注入は中止した．内膜ポリープが確
認できた症例は31例有り，いずれも後日内膜掻爬術を実施した．［成績］確認した内膜ポリープは直径9－19mmであり，内

膜掻爬術を実施した31例中27例（87．1％）に妊娠が成立した．うち5例が流産し，子宮外妊娠1例が発生した．術後妊娠
までの待機期間は平均49ヶ月（H5ヶ月）であった．手術前後の高温期中期内膜の厚さには差がみられなかった．［結論］

一般的には子宮内腔のポリープ等の確認にはバルーンやヒスキャスを用いたソノヒステロが診断方法として用いられること
が多いが，当院では細径のアトムチューブを用いて行っている．本法では安価である点，細径なので検査による痔痛が全く
ない点が極めて有用であり子宮内腔の拡張も十分期待できる．内腔に不整の疑われる不妊症例では積極的行ってみる価値の

ある方法と考えられる．またその後の内膜掻爬によるポリープ切除術は2cm以下のポリープには簡便で，術後妊娠成績も

十分満足される有用な方法と考えられた．

PO63 経膣的腹腔鏡（THL）後の待機妊娠群と非妊娠群における比較検討

○園田　桃代，伊藤啓二朗，春木　　篤，村田　泰隆奥　　裕嗣，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

●

●

【目的】不妊症の原因検索とそれに基づいた治療は，不妊症診療における重要なポイントのひとつといえる．当院では昨年4

月より経膣的腹腔鏡（以下THL）を始め，不妊診療における有用性について検討を行っている．今回，　THL後のタイミン
グまたは人工授精による待機妊娠群と非妊娠群において腹腔内所見などについて比較検討を行った．【対象】2006年4月か

ら12月の期間に当院外来受診患者のうち，原因不明不妊または軽度卵管因子を認め，タイミングまたはIUI治療予定で，　THL

についてインフォームドコンセントを行い同意が得られた患者31症例について検討した．【結果】待機妊娠群10症例，非
妊娠群21症例において，各々，平均年齢は30、3才，326才，平均不妊期間は2年7ヶ月，2年8ヶ月で有意差は認めなかっ
た．THLにおける腹腔内所見については，待機妊娠群，非妊娠群において各々，卵管・卵管采周囲癒着を認めるものは，2
／20卵管（10％），10／40卵管（25％），卵管采に何らかの異常を認めるものは，8／20卵管（40％），21／40卵管（525％）で

あった．卵管采異常所見について詳細を検討したところ，縦走ヒダ走行に異常をきたす卵管采の癒合を伴う変形は，非妊娠
群において多く見られる所見であった．子宮内膜症に関しては，待機妊娠群で5／10（50％），非妊娠群で12／21（571％）の

症例で認めた．【結論】THLは子宮卵管造影検査を含めた通常のルーチン検査では診断不可能な微細な卵管病変を診断する
ことができ，今後の治療方針，特に待機妊娠が可能か否かを判断する上で有用な情報を得ることのできる検査であると思わ
れた．

●
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PO64

日生殖医会誌52巻4号

子宮動脈塞栓術におけるマイクロカテーテルの有用性一挙児希望子宮筋腫症例の検
討一

○本田　育子，猿賀まち子，飯田　麻衣，岸野かなえ，小林　善宗
　山近記念総合病院産婦人科

4

【目的】子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術（UAE）は，低侵襲性や術後に腹腔内癒着が極めて少ないこと，筋腫再発率が低い

ことなど筋腫核出術と比較して大きな利点を有するが，UAE後の子宮内膜損傷は挙児希望例に施行するときの大きな障害と

なっている．この欠点を回避する目的でマイクロカテーテルを用いた子宮動脈塞栓術の予後を検討した．【方法】不妊症子宮

筋腫4例に妊孕能への影響を説明し文書による同意を得た後，UAEを行った．　UAE施行時の平均年齢は333（32－35）歳，

平均不妊期間は495（18－96）ヶ月，2名は開腹による筋腫核出術の既往を有した．全例が筋層内筋腫で3名は多発であった．

UAEは0025インチマイクロカテーテルを，子宮動脈下行枝を避け上行枝まで進め選択的にPVA粒子（250～425micron）を
血流にのせて塞栓した．月経量の異常やAsherman症候群の発症について4Frカテーテルを用いて塞栓した筋層内筋腫7名
と比較した．【成績】マイクロカテーテル使用4名のUAE6ヶ月後の筋腫（子宮体部）縮小率は54％（29－71）で，無月経や

過少月経例はなかったが，4Fr群では2名に月経異常を認めた．マイクロカテーテルUAE後3名にAIHを，内1名は腹腔
鏡検査，子宮鏡検査，ARTを行い，子宮筋層や子宮内腔所見に異常はなかったが，4Fr群では子宮鏡検査3名中1名にAsher－

man症候群を認めた．マイクロカテーテル4名中1名がUAE10ヶ月後にAIHで妊娠したが20週で流産に至り，4ヶ月後に
自然妊娠し継続中である．【結論】マイクロカテーテルを用いたUAEは従来のUAEと比較して月経量の異常や子宮内膜損
傷の程度は少なく塞栓効果も満足できるものであった．子宮動脈上行枝への選択的カテーテル挿入により子宮頚部から峡部
の塞栓を回避し内膜へのダメージを低下しえる期待から，とくに挙児希望症例では積極的に用いる方法であると考えられる．

「

●

PO65 子宮動脈塞栓術の子宮内膜増殖に及ぼす影響：子宮頚管妊娠例を中心に

○日江井香代子，水野　智子，野中万祐子，古井　辰郎，今井　篤志
　岐阜大学医学部附属病院成育科・女性科（産科婦人科）

　子宮動脈塞栓術後の生殖機能については未解決な面が多く残されている．今回，生殖補助技術（ART）により頚管妊娠と

なった2症例に対して子宮動脈塞栓術で子宮温存を行い，その後の生殖機能について検討した．【症例1】34歳GIPO　不
妊歴10年，前医でARTにより妊娠成立したものの妊娠6週で頚管妊娠と診断され．掻爬を試みたものの止血困難な多量の
出血を認めたため当院に救急搬送となった．本人および家族の同意の下，緊急UAEを施行し止血した．その後約2ヶ月で
子宮頚部腫瘤の退縮とhCGβの陰性化が確認された．治療後6ヶ月には基礎およびホルモン基礎値では正常の卵巣機能が確
認されたが，過少月経であった．エストロゲン投与によっても子宮内膜は増殖不良であった．【症例2】42歳未産婦，前医
で融解胚盤胞移植後に頚管妊娠成立し，妊娠7週で当科紹介受診となった，来院時，多量の性器出血を認めたため，本人お

よび家族と相談の上UAE治療を行った．その後MTX治療を行ったがhCG下降状況が悪く，再出血も起こったため，十分
なインフォームドコンセントとIRBでの協議の結果妊娠12週でアクチノマイシンDを子宮動脈内に投与した後塞栓術を
行った．その後，頚部腫瘤の縮小とhCGの順調な減少を認めた．2度目のUAEの4週間後に妊娠組織は自然排出した．本
症例でも最終治療から3ヶ月経過した時点で子宮内膜増殖不良を認めている．【考察】出血を伴う子宮頚管妊娠は，非常に
危険な状態であり緊急子宮全摘が選択される事が多い．UAEは子宮出血に対しては非常に有効な方法であり子宮温存療法
も図る事が出来る．今回の2症例では，卵巣機能はUAE後に大きな低下を認めていないものの，高度な子宮内膜の増殖不
良によりその後の不妊治療に難渋している．また，文献的にも，UAE後のアッシャーマン症候群の発症の可能性も報告さ
れている．これらの合併症を十分に念頭に置いて治療の選択と治療後のフォローが必要であろう．

●

●

PO66 凍結胚を用いて単一胚盤胞移植を行っても，新鮮胚移植と比較して妊娠率は低下し
ない

○原　　鐵晃1，田中　教文2，大亀　真一一2，工藤　美樹2

　県立広島病院生殖医療科1，広島大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学2

【目的】生殖補助医療による多胎妊娠を減少させるには単一胚移植が適応となる．これまで，選択的胚盤胞移植により妊娠率を低

下させることなく多胎率を減少させうることを報告してきた．単一胚移植を行うと余剰胚凍結の機会が増加するが，凍結胚移植は，

2回目以上の胚移植となるため，どうしても移植胚数が増加する傾向がある．そこで，凍結胚と新鮮胚における単一胚盤胞移植の

治療成績を後方視的に比較検討することにより，凍結胚移植周期で移植胚数を増やす必要があるかどうか検討した．【方法】平成15

年7月から平成19年4月までに胚盤胞胚移植を行った209例のうち，単一胚盤胞移植を行ったll1周期を対象とした．体外受精
の適応は卵管因子41例，内膜症10例，排卵障害5例，男性因子16例，原因不明39例であった．単一胚移植率は53．1％であり，

凍結胚移植は40例，新鮮胚移植は71例であった．新鮮胚移植は，受精確認後5日目で桑実胚以一ヒの症例に行った．余剰胚は胚凍

結を行い，卵巣過剰刺激症候群発症の危険性が高い時，子宮内膜厚5mm以下の時は全胚凍結を行った，3BB以上の良好胚がない

時は，3BB未満であっても胚盤胞であれば凍結を行った．胚凍結と融解は超急速ガラス化法にて行い，融解時には補助艀化を行っ

た．凍結胚移植と新鮮胚移植で，年齢臨床妊娠率，自然流産率，子宮外妊娠率，多胎率を比較検討し．統計学的検討はx二乗検
定を用いた．　　　　　　【成績】新鮮胚移植と凍結胚移植を行った患者年齢は3＆8±4』歳（26～42歳），338±42歳（28～46歳）と差を認め

なかった．臨床的妊娠率（34％vs．40％），自然流産率（17％v＆19％），子宮外妊娠率（0％v＆0％），多胎率（0％v＆0％）であ

り，いずれも治療成績に差を認めなかった．【考察】凍結胚で単一胚盤胞移植を行っても，新鮮胚と比較して妊娠率が低下するこ

とはなく，多胎率を減少させるため，凍結胚移植周期においても移植胚数を増やす必要はないことが示唆された．

●

●

●
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PO67 Day6一胚盤胞凍結保存の有効性の検討
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○浜井　晴喜，守屋　聡子，小野光樹子，高田　玲子，桑田　　愛，奥井　　静，奥島　美香，寺西　明子，脇本　栄子，

　文野多江子，繁田　　実

　医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】Day6にて得られた胚盤胞を採卵後6日目に新鮮胚移植しても妊娠率は低いが，そのday6胚盤胞を凍結保存し，自然周期の排卵

融解胚移植を5日目で実施すると，良好な妊娠率が得られる．今回我々は反復ART不成功例にこの方法を応用して，その有効性を分析

した．【対象および方法】2005年より2006年までに凍結融解胚移植を行った327周期（288症例）を対象とし，day5およびday6の妊

娠率，Grade（Gardner分類），胚融解実施者，採卵回数等に絞込み検討を行った．尚，新鮮胚盤胞，　day5およびday6凍結胚盤胞の移

植日はすべて排卵後5日目とした．【結果】凍結胚移植の妊娠率はday5－2個ET，　day5－1個ET，　day6－2個ET，　day6－1個ETはそれ

ぞれ4＆3％（28／58），408％（31／76），426％（26／61），172％（16／93）とday6－1個ETは低値を示した．流産率はday5－ll9％（7／59），

day6－9．5％（4／42）であった．　day6胚盤胞移植での妊娠成立，妊娠不成立間に胚のGradeに差が見られ，　BB以上の含まれる頻度は463％

（19／41），206％（27／131）と有意差を認めた（P＜001）．又，day6胚の融解後の胚の生存率はday5胚に比べ低値となった（day5－90％

vsday6－82％），胚融解実施者別day6胚の生存率はA：869％（53／61），　B：802％（21／26），　C：871％（27／31），　D：828％（77／93），

E：760％（38／56），F：739％（17／23）と実施者間でのバラツキが見られた．採卵回数4回目以上の妊娠率はday5新鮮胚盤胞移植2＆3％

（15／53），day5凍結融解胚盤胞移植393％（11／28），　day6凍結融解胚盤胞移植261％（12／46）であった．【結論】1．5日目にて胚盤胞

に達していない余剰胚を6日目まで培養し，胚盤胞が得られた際に凍結保存し，day5融解胚移植を行って比較的高い妊娠率が得られた

事から，有効な治療法であることが考えられた．2．day6胚は融解操作の実施者の技術向上と良好な胚を形成することが重要と思われた．

3．採卵回数4回目以上の反復ART治療例で，　day6胚盤胞凍結保存での融解胚移植は有効な治療法の1つであると示唆された．

PO68 凍結前および融解後の胚評価と着床率についての検討

○森山　弘恵，先久　　幸，坂本　ルミ，永島百合子，内田　昭弘

　内田クリニック

●

●

【目的】凍結融解胚盤胞移植において凍結前と融解後の胚評価では形態の変化や細胞の変性によって胚の評価が変わることがある．

そのため胚選択に苦慮することがある．胚選択時凍結前と融解後の胚評価のどちらを指標とするのか着床率をもとに検討した．

【方法】2004年1月～2007年3月までに当院において，ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植を行なった46周期77個の胚

を対象とした．凍結はDay5およびDay6に胚盤胞に到達した胚にVitrification法にて行なった．胚評価はGardnerの分類により

行ない，ICMとTEの細胞数をそれぞれABCの3段階とし，その組み合わせで，凍結前と融解後の胚評価を行った．

　凍結前の胚評価をBB以上とBB未満に分類し，さらに融解後も同様に分類し，4群（1群；凍結前BB以上＆融解後BB以上，

2群；前BB以上＆後BB未満，3群；前BB未満＆後BB以上，4群；前BB未満＆後BB未満）に分けて年齢，着床率，流産率
の比較検討を行なった．

【結果】年齢は1群35．1歳2群32．8歳3群345歳4群3生4歳であり，1群は2群に比較して有意な高値が認められた．着床率
はそれぞれ，621％（18／29），50．0％（6／12），500％（1／2），11β％（4／34）であり，1群と2群には有意な差は認められなかった．

4群は，1群，2群と比較して有意な低値が認められた．流産率はそれぞれ，2a2％（4／18），333％（2／6），α0％（0／1），500％（2

／4）であり，各群間に有意な差は認められなかった．

【結論】凍結前の胚評価がBB以上の良好胚においては，融解後の胚評価が低下したとしても，妊娠の可能性が高いことが示唆され

た．凍結融解胚盤胞移植では，融解後の胚評価だけではなく，凍結前の胚評価も加味し，胚移植数を決定する必要があると考えら
れた．

PO69 再凍結前の胚盤胞形態と融解後の胚発育についての検討

○滝上知里木多寛恵，刀禰美那子，平田　麗青井陽子，吉岡奈々子，羽原俊宏，林　伸旨
　岡山二人クリニック

●

【目的】近年，胚盤胞まで体外培養し凍結融解胚移植へと供することが増加しているが，融解数時間後には体内へと戻す
ためその後の発育変化を知ることができない．今回，我々は廃棄希望胚を用いてvitrification法を用いた再凍結胚盤胞の凍

結前の発育速度および形態と融解後の胚発育の関連を検討した．

【方法】体外受精および顕微授精を施行後，採卵後3日目の余剰分割胚を緩慢法により凍結し，その後に破棄希望となった

受精卵332個を用いた．融解後，割球が凍結前と比べ半数以上生存していた282個を培養し，胚盤胞へと発育した131個の
胚をcryotopを用いたvitrification法により再凍結した．その胚を融解し，融解2時間後・24時間後・48時間後に観察を行

い胚サイズにより回復程度を分類した．胚盤胞はGardner分類を用い，3BB以上を良好胚とした．これはすべて，インフォー
ムドコンセントを得た上で実験に供した．

【成績】再融解後の生存率は97．7％（128／131）であった．融解2時間後に凍結時の状態と比べほぼ～同程度まで回復した割

合は，融解2日目（DAY5）に再凍結した良好胚では8a4％，不良胚では656％，　DAY6では良好胚875％，不良胚702％
であった．48時間後までに完全脱出した胚はDAY5良好胚3仕4％，　DAY5不良胚172％，　DAY6良好胚125％，　DAY6不
良胚27％であった．また，融解2時間後の回復が一部にしか認められない胚は変性に陥る割合が多かった．
【結論】融解後2時間の回復培養における変化率は凍結前の凍結前胚盤胞の発育速度，グレードとともに融解後の胚発生能
の指標となりうることが示唆された．
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PO70

日生殖医会誌52巻4号

再凍結胚盤胞における融解後初期の形態変化はその後の胚発育の指標となるか？

○刀禰美那子，滝上　知里，木多　寛恵，平田　　麗，青井　陽子，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨
　岡山二人クリニック

【目的】Vitrification法により再凍結された胚盤胞の融解後の胚発育については実際の臨床では胚移植に供するため不明な部

分が多い．そこで，今回我々は廃棄希望胚を用いてvitrification法を用いた再凍結を行い，再融解後2時間培養し，再凍結
前と比較した回復率がその後の胚発育の指標となるか検討した．

【方法】体外受精および顕微授精を施行後，採卵後3日目の余剰分割胚を緩慢法により凍結し，その後に破棄希望となった

受精卵332個を用いた．融解後，割球が凍結前と比べ半数以上生存していた282個を培養し，胚盤胞へと発育した131個の
胚をcryotopを用いたvitri五cation法により再凍結した．再融解直後に細胞が全て変性していた胚3個は対象から除外した．

再融解直後の回復率を100％以上，80～100％，60～80％，40～60％の4群に分け，48時間後の形態変化について比較した．
回復率は，再凍結直前の胚の長径と短径の平均値に対する再融解直後の胚の長径と短径の平均値とした，再融解2時間後の

胚の形態変化を，拡大，再凍結時と同程度に回復，ほぼ回復，一部回復，回復なしの5群に分け，48時間後の形態変化につ
いて比較した．これらについてはすべて，インフォームドコンセントを得た上で実験に供した．
【成績】再融解直後の回復率別の完全脱出胚の割合は，それぞれ100％以上群：21！4％，80～100％群：150％，60～80％群：

130％，40～60％群：0％となり，回復率が上昇するに従い増加した．再融解2時間後の胚の形態変化において一部のみに
しか回復がなかった群では変性率が高く，完全脱出した胚は認められなかった．

【結論】再融解直後の回復率および再融解2時間後の胚の形態変化は，その後の胚発育能の指標になると思われる．

●

1

PO71 Sperm　Sorter分離精子を用いたICSIにて生児を得ることができた1症例

○柴田大二郎1，安藤　寿夫2，岩瀬　　明3，原田　統子3，後藤　真紀3，鈴木　　雅3，吉川　史隆3，成瀬　恵治4

　名古屋医療センター産婦人科1，豊橋市民病院総合生殖医療センター2，名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講

　座産婦人科学教室3，岡山大学大学院医歯薬総合研究科システム循環生理学1

　Sperm　Sorterはマイクロフルイディクス原理を用い，2本の層流から運動精子を回収する方法である．そのため試薬を使
用せず，遠心回数を減らすことで，精子へのストレスを最大限に低減することが可能となった，新しい運動精子分離法であ

る．以前我々はSperm　Sorterでの精子の分離及びその精子を用いたICSIにつき報告した．今回我々はSperm　Sorter分
離精子を用いてICSIを行い，生児を得た症例を経験したので報告する．症例は夫35歳，妻31歳の夫婦である．未経妊未
経産．既往歴はなし．不妊因子は受精障害，潜在性高プロラクチン血症等が考えられた．3年間の不妊期間を経て前医を受
診し，人工受精を8回行ったが妊娠せず，IVF目的で当院に紹介された．　IVF　1回目では妊娠に至らなかった．　IVF　2回目

をShort法で行い8個採卵した．前回IVFでは受精しなかったため，全8個にICSIを行った、説明と同意の後，そのうち
4個をSperm　Sorter分離精子を用いたICSIを行い3個授精，残りの4個を従来の密度勾配法での分離精子を用いたICSIを
行い1個授精した．精子分離方法が解らないようにして2個前核期胚を選び移植を行ったところ，2個ともSperm　Sorter
分離精子をもちいたICSIのものであった．移植2週後に妊娠反応が陽性となった．その1週後に胎嚢を2個子宮内に確認
した．その後胎児，心拍とも2個確認され順調な妊娠経過を辿った．妊娠37週4日の時点で双胎のため帝王切開術を施行
した．2326gと1946g，共に元気な女児を得た．術後10日目で母児ともに無事に退院し，1ヶ月健診でも異常を認めなかっ
た．今症例はSperm　Sorter分離精子を用いたICSIにて妊娠出産した世界で初めての症例である．今後，症例が蓄積され
ることで，ARTにおける新たな精子分離法の1つと成り得るよう研究に努力をしていきたいと思われた．

●

●

PO72 精子調整法とICSI後の胚発育に関する研究

○藤井　好孝，遠藤　雄史，本山　洋明

　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニック体外受精センター

【目的】一般的に，精子は培養液やPercollを用いた洗浄処理を経てICSIに用いられる．これによって精漿や雑菌が除去さ

れる．またPercollを用いた場合は比重が重く，形態的に優れた精子が高率で回収されることも報告されている．しかし，

一方では遠心分離処理は精子にストレスを与える．ICSIの場合，精子は粘性のあるPVP液中を通過した後個々に形態観察
して選ばれるため，遠心分離処理は不要かもしれない．本研究では射出精液を培養液で希釈処理した精子あるいはPercoll

処理した精子でICSIを行った場合，その後の胚発育に差が生じるのか後方視的に検討した．【方法】2000年1月から2006
年12月の期間中にICSIを行った症例を対象とした．ただし，女性年齢34歳以下，採卵数7個以上，精子濃度5000万／ml
以上かつ2億／ml以下の症例とした．射出精液を希釈処理しただけの群をA群（71周期），　Percoll処理した群をB群（52
周期）とした．【成績】両群間で女性年齢，採卵数，移植胚数，精子濃度，精子運動率に有意差は認められなかった．ICSI

後の受精率，Day3での良好胚率，割球数，相対的フラグメント量，妊娠率，着床率はA群とB群でそれぞれ728％と75β％，

409％と4a6％，60個と6．2個，1．3と1．4，535％と53B％，324％と330％で，すべて有意差は認められなかった．【結
論】射出精液を希釈処理した精子を注入したICSI胚でもPercoll処理した精子を注入したICSI胚と同様の発育能力を有す

ることが示された．ただし，希釈処理の精子では良好胚率が低い傾向にあり，また経験的にはPVP液中で精子を選別する
時点で奇形精子が頻繁に観察され，今後検討が必要と思われた．

●

司
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● PO73 射出新鮮および凍結精子を用いた顕微授精後の受精率および妊娠率

○遠藤　雄史，藤井　好孝，本山　洋明
　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニック体外受精センター

●

●

【目的】精子の凍結は，治療時の夫の不在，悪性腫瘍等の治療前保存，AID，精子バンクなど，現在の生殖医療には欠かせ

ない技術である．凍結により精子DNAや細胞膜に損傷を引き起こすという報告がある一方，顕微授精（ICSI）後の受精率
および妊娠率は新鮮精子と変わらないという報告もある．そこで我々は，当院で凍結精子を用いてICSIを行った症例につ
いて後方視的に検討を行った．【方法】対象は1995年8月から2006年12月までに，新鮮および凍結精子の両方でICSI施
行経験のある24症例ll6周期とした．順行性射精患者の新鮮精子（新鮮群：69周期，321個）および凍結精子（凍結群：47
周期，199個）を用いてICSIを行い，得られた卵の受精率（≧1前核），非受精率，妊娠率，着床率についてそれぞれX2検
定を行った．また，両群間における射出後（凍結群は凍結処理前）の精子濃度，精子運動率，総運動精子数と受精率につい

てそれぞれ単回帰分析を用いて検定を行った、【結果】受精率は新鮮群（75B％）に比べ凍結群（623％）で有意（P＜001）
に低下した．非受精率は新鮮群（12、3％）に比べ凍結群（26．1％）で有意（P＜0．01）に増加した．妊娠率，着床率は新鮮群

（21．4％，112％）と凍結群（26．5％，1＆5％）で差を認めなかった．単回帰分析の結果，新鮮群における総運動精子数と受精

率について有意性を認めた（P＜OD5）．回帰直線は，　y＝α1513x×10－6＋73．25で表された．【考察】新鮮精子に比べ凍結精子

を用いてICSIを行う場合，受精率が低下し，非受精率が増加することが示唆された．また，新鮮精子を用いてICSIを行う

場合，総運動精子数より受精率が予測されることが示唆された．

PO74 Split　ICSIの有用性の検討

○渡邉　英明，矢内原　敦有地あかね，菅　かほり，宮　　香織，石川　聖華，門前　志歩，森松　依子，河村真紀子，

　依光　　毅，許山　浩司，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

●

●

【目的】日本産科婦人科学会の会告によると難治性の受精障害で，これ以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて
少ないと判断される夫婦のみが顕微授精（Intracytoplasmic　sperm　injection；ICSI）の適応とされている．しかし，精液所

見の具体的な値は示されておらず，臨床上精液所見からc－IVFかICSIのどちらを施行するか判断に苦慮するケースは少な
くない．我・々は諸家の報告に基づき，精液所見が不良な症例（精子濃度2000万／ml未満もしくは，運動率20％未満の症例）

には，受精障害よる胚移植キャンセルを回避する目的で患者の同意を得てsplit　ICSIを施行している．そこで今回，　split　ICSI

が臨床上有用であったか否かを検討した．【方法】2006年1月～12月の期間に当院にて上記適応にてsplit　ICSIの適応となっ

た51例（採卵6個以上）を対象とし後方視的に検討を行った．【結果】対象51例中，c－IVFにおける受精障害例（受精率30％

以下）が275％（14／51）に認められた．これは，同期間のc－IVF症例における56％（30／532）に比して有意に高い値となっ

た．また，完全受精障害（受精率0％）症例は10例に認められたが，いずれの症例においてもICSIにより受精卵が得られ
ており，その後の培養の結果8例が移植可能であった．【結論】c－IVFかICSIのどちらを施行するか判断に苦慮するような
精液所見不良例にsplit　ICSIを施行することは，受精障害による胚移植キャンセルという患者にとって肉体的・精神的ダメー

ジが大きい最悪の事態を回避することができ臨床上有用と考えられる．しかし，精液所見不良例の中にはc－IVFにおいて高
い受精率を示す症例もあり，今後当院のsplit　ICSIあるいはICSIの適応基準についてさらに詳しく検討を行っていきたい．

PO75 ICSI　Guard　Systemによる紡錘体位置と胚発育能の検討

○久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　矢野産婦人科IVFセンター

●

●

【目的】第二減数分裂中期（MII）の紡錘体は第一極体付近にあるとされており，　ICSIの際には第一極体を0時の位置にな
るように固定し，3時方向より精子注入を行っている．しかしながら最近，紡錘体は必ずしも第一極体の直下に存在せず，ICSI

の際に紡錘体を損傷する危険性が指摘されるようになった．今回，MIIの紡錘体を視覚化するシステム（ICSI　Guard）を用

い，極体と紡錘体の位置関係を年齢別に検討し，さらにそれらの位置関係がICSIを行う際の胚発育能に影響を及ぼしてい

るか検討した．【方法】2006年ll月～2007年3月の間にGnRHアゴニスト法またはGnRHアンタゴニスト法にて過排卵誘
起を行い，患者の同意を得てICSIを施行した18症例26周期を対象とした．　MII卵は127個であった．　ICSI直前にOCTAX
ICSI　GuardにてMII卵を観察し，極体からの紡錘体位置を0－5°，6－45°，46－90°に分類し年齢別に検討した．観察後，紡錘

体を0時に固定してICSIを行い（紡錘体群），従来より行っている極体を0時に固定した群（極体群）と受精率，分割率，
妊娠率について検討した．【結果】紡錘体が観察できた卵は123個で，紡錘体位置の割合は，0－5°：56．1％（69個），6－45°：3＆2％

（47個），46－90°：57％（7個）であった．年齢別では27－34歳（n＝40）1525％（21個），450％（18個），25％（1個）］，35－

39歳（n＝23）【565％（13個），391％（9個），4．3％（1個）］，40－44歳（n＝60）【5＆3％（35個），333％（20個），＆3％（5

個）］であった．紡錘体群と極体群の正常受精率は701％と74．9％，分割率は100％と9＆1％，移植妊娠率は23．8％（5／21）

と158％（3／19）で，有意差はなかった．【考察】紡錘体が極体付近に位置していた割合は約60％に過ぎなかった．極体を

0時に固定してICSIを行う従来の方法では紡錘体を損傷する危険性があると考えられるが，今回の検討では胚発育能には影

響を及ぼさなかった．
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PO76 穎粒膜細胞を一・部残存させたICSI法における胚の発育について ●

○阿部亜佳音，武田　信好，新井　　綾，工藤　智子，秋元　　諭，大沼　　舞，町屋　　礼，逢澤　純世，保坂　　猛，

　吉井　紀子，小田原　靖

　医療法人社団こうのとり会ファティリティクリニック東京

【目的】当院におけるICSIの成績はIVFと比較し，受精率・妊娠率いずれもやや低い傾向にある．　IVFとICSIの違いの1
つに放射冠（corona　radiata）穎粒膜細胞の除去がある．今回我々はICSIを行う際に穎粒膜細胞を完全に除去することなく，

一部残存させた状態で施行し，その効果について検討した．【方法】2007年3月から5月にICSIを施行した39歳以下，8
症例から得られた成熟卵（M2卵）65個の卵子を対象とした．採卵された卵子は，　ICSI直前に40単位ビアルロニダーゼ処
理を30秒間行い，放射冠が残ったまま直ちに洗浄用10％HSA　in　Hepes　Bufferに移した．さらにピペッティングによる物

理的操作により，穎粒膜細胞をほぼ完全に除去したものをA群，ほとんど取り除かなかったものをB群とした．ICSIを施
行するにあたり，両群を同時に顕微操作用ディッシュに乗せインキュベーター外に置かれる時間を同一にして，環境要因の

影響を一致させた．その後，両群1枚の4Well　Dishで全ての過程の培養を行った．【結果】A群34個，　B群31個について
ICSIを行い，それぞれ，変性数4（11．8％）：6（194％），受精数23（67．6％）：20（645％），分割数23（100％）：20（100％），

D2良好胚数13（5仕5％）：16（80％），　D3良好胚数11（478％）：14（70％），　D5良好胚数10（435％）：9（45％）であっ

た．A・B群に有意差はみられなかった．【考察】穎粒膜細胞はパラクライン効果あるいはGap　Junctionを経由し卵細胞の
成熟・分化に関わっていると考えられる．今回の結果では穎粒膜細胞残存により，有意な胚質の向上は認められなかった．

一方で穎粒膜細胞を残したことで，ICSI操作上の問題として卵子の固定や精子注入が難しくなる点が生じた．今後，操作法
を改良し，さらに検討を加えていきたい．

●

●

PO77 ICSIにおける卵丘細胞との供培養の検討

○松葉　純子，福富　紀子，宮田　広敏，小泉あずさ，横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】ICSIは重度男性因子の症例や，　IVF受精不成功例に適応され，今日まで多くの出産例が得られている．しかしなが

らIVFにくらべ，　ICSIは発生が遅く，不良なケースが多く見受けられる．このような差は患者背景が大きく影響している
と考えられるが，IVFは受精の間，卵丘細胞と供培養しているのに対し，　ICSIではピアルロニダーゼ処理をすることにより

卵丘細胞を除去することも理由のひとつと考えられる．そこでICSI後の卵と卵丘細胞を共培養することで，受精率やその
後の発生率が上昇するのかを検討した，【方法】ICSI胚の卵丘細胞との共培養の効果を調べるため，インフォーム　コンセ

ントを得た後，成熟卵子が4個以上得られた12症例を対象とし，同一症例で共培養群と通常培養群とに二分した．ICSIで
は卵子をビアルロニダーゼにて裸化するが，共培養群ではピアルロニダーゼ処理前に卵丘細胞を21G針でカットしておき，

ICSI後の卵子と培養液に入れ，初期分割確認時まで共培養を行った．初期分割の確認はICSI後24～26時間後に行った．残
りの半分は共培養を行わなかった．その後初期分割率，Day3での発生率，　Day5での胚盤胞到達率を両群で比較した．【結
果】卵丘細胞との共培養を行った群の受精率は67．9％（38／56），通常培養群では543％（25／46）で有意な差はみられなかっ

た．しかし初期分割率（355％v．＆α0％，p＜005），胚盤胞到達率（571％vふ26．1％，　p＜OC5）で共培養を行った群で有意に

上昇した．また，Day3での分割停止胚の割合は共培養を行わなかった群で有意に上昇した．（135％v．＆400％，　p＜α05）【結

論】卵丘細胞との共培養がICSI胚の発生に有効であると考えられた．

●

●

PO78 非モザイク型クラインフェルター症候群に対する精巣内精子採取術の検討

○日比　初紀1，大堀　　賢1，山田　礼子2，園原めぐみ3，羽柴　良樹3，浅田　義正3

　協立総合病院泌尿器科1，成田育成会成田病院産婦人科2，浅田レディースクリニック3

【目的】当院の非モザイク型クラインフェルター症候群に対するTESEの成績を検討した．【対象及び方法】2003年6月よ

り2006年9月の間に非モザイク型クラインフェルター症候群と診断された18例．年令は平均339歳（28－43歳），妻の年
令は平均319歳（26－39歳），LH：19DmlU／ml（1α8－3α8），　FSH：38．9mlU／ml（239－6α6），　T：1．96ng／ml（0．10－497），

精巣容積26ml（1－4）であった．局所麻酔，或いは腰椎麻酔下にmicrodissection　TESE（MD－TESE）で行い，2例は再手
術を受けた．【結果】TESEは12例，　TESEの決断待ちが2例で，4例は手術を希望されなかった．　TESEを施行した12例
中3例（25％）に運動精子が回収できた．3例ともTESE－ICSIが行われ，2例が出産した．（うち1例は凍結融解胚移植で
第2子を妊娠中）精子回収例と回収不能例とに精巣容積，ホルモン値に有意な差は認められなかった．【結語】従来の報告

通り精子回収の予測因子は見いだせなかったが、非モザイク型クラインフェルター症候群に対するMD－TESEは一部の症
例に対し有効である．

●
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● PO79 無精子症患者に対するconventional　TESEの臨床成績

○寺井　一隆1，吉池　美紀’，山川　克典1，松下　知彦2，河村　寿宏3，有地あかね3，岩本　晃明4

　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学’，大船中央病院泌尿器科2，田園都市レディースクリニック3，国際医療福祉大学病院リ

　プロダクションセンター

●

●

【目的】当院ではこれまで，不妊症を主訴に来院し無精子であった患者に対し，不妊クリニックと協力してTESE－ICSIおよ

び胚移植を実施してきた．今回，患者の背景データとTESEによる精子回収率，妊娠率等の成績を比較検討し報告する．【対
象】2004年4月から2006年12月までの33ヶ月間に無精子症と診断され，当院でconventlonal　TESEを施行された男性不
妊症患者36名について検討した。このうち閉塞性無精子症（OA）は18例，非閉塞性無精子症（NOA）は18例であった．
【方法】NOAを疑った症例では両側精巣よりランダムに各6－7ヵ所から，　OAを疑った症例では術中タッチスメア標本に
より精子の存在を確認し，小さな切開で1ヵ所から組織を採取し，採取後パートナーがクリニックへ搬送した．患者および

妻の年齢，精巣容積，内分泌所見とTESE－ICSIによる精子回収率，妊娠率について検討した．【結果】患者の年齢は25歳
から55歳（平均34．5歳）であった．精子回収率は全体で73％（26／36），OA　100％（18／18），　NOA38．9％（7／18）であっ

た．また，精子が回収できた症例の妊娠率は全体で52％（13／25），OA　50％（9／18），　NOA　571％（4／7）であった．　OA患

者の妊娠群／非妊娠群間で内分泌所見，精巣容積等に有意差はなく，患者年齢（326／39．3：p＝003）ならびに妻の年齢（312

／3生6：p＝004）に有意差をみとめた．また，NOA患者の精子回収率はFSHが10mlU／ml未満の症例は100％（2／2），10mm
／ml以上の症例で313％（5／16）であった．【まとめ】NOA症例のTESE－ICSIによる妊娠率はOA症例と同等に良好であっ
た．FSHの値が精子回収率の予測因子になり得るかは，今後症例を追加して検討する必要がある．

PO80 無精子症に対するTESE－ICSIの検討

○日浦　義仁1，六車　光英1，松田　公志1，辻　　陽子2，赤松　芳恵2，森本　義晴2

　関西医科大学泌尿器科1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

●

●

【はじめに】TESE－ICSIは，現在では無精子症，特に非閉塞性無精子症の治療法として定着している．非閉塞性無精子症で

は小さな組織から精巣内精子を回収するのは困難であることから，顕微鏡下のTESE（MD－TESE）が行われている．今回，

われわれの無精子症に対するTESE－ICSIについて検討したので報告する．【対象と方法】2004年10月から2006年12月ま
でに無精子症でTESEを行った40症例を対象とした．閉塞性無精子症に対してはconventional　TESEを，非閉塞性無精子
症に対してはMD－TESEを行っている．いずれの方法においても局所麻酔で行っており，精子が回収できれば凍結保存し
ている．TESE－ICSIの成績および精子回収予測因子について検討した．【結果】閉塞性無精子症の精子回収率は100％（13／
13），非閉塞性無精子症での回収率は37．％（10／27）であった．精子回収が可能であった症例での妊娠率は閉塞性85％，

非閉塞性43％であった．非閉塞性無精子症で精子回収群と非回収群において年齢，FSH，精巣容積について検討してみた
が，いずれも両群間に有意差は認められなかった．【考察］現在のところ非閉塞性無精子症におけるMD－TESEの精子回収
率は40～60％程度と報告されており，約半数は精子を回収できない．このため精子が回収できなかった場合の妻への影響
を考え，TESEで回収した精子の凍結保存を行っている．今後，術前に精子が回収できるかどうか予測する因子が求められ
る．

PO81 病診連携による非閉塞性無精子症に対するmicrodissection　TESEについて

○増田　　裕1，市川　文雄2，熊谷　晶子2，中村　公彦3，勝岡　洋治4

　藍野病院泌尿器科1，市川婦人科クリニック2，天の川レディースクリニック3，大阪医科大学泌尿器科4

●

●

【目的】男子不妊症なかでも最も治療困難な疾患である非閉塞性無精子症はmicrodissection　TESE（MD－TESE）の登場に

より精子採取が可能となった．泌尿器科医単独ではMD－TESEは不可能であり，当院では病診連携システムにより生殖医
療専門クリニック連携することによりMD－TESEを施行している．一般病院でMD－TESEをはじめるための設備や採取率
を高めるための工夫，特に培養士との連携について言及したい．非閉塞性無精子症では精細管内の精細胞の分布は不均一で

あり，精子の存在しない部位の精細管をいくら生殖医療専門クリニックの優れた培養士が探して当然のことながら精子は見

つからない．泌尿器科医の精巣に対する技術と生殖医療専門クリニック技術を融合させることでMD－TESEの成績を向上
させることが泌尿器科医の使命と考える．【方法】非閉塞性無精子症に対して2006年1月から2007年5月までに藍野病院
泌尿器科において病診連携システムによりMD－TESEを行った10例について検討した．無精子症の原因は46XYt（12，2αq
13p13）が1例，47XXYが2例，47XXY，t（5；8）（q3＆3；p21．1）が1例，原因不明6例であった．【結果】10例中7例で
精子回収可能であった．【まとめ】病診連携システムによるMD－TESEにより非閉塞性無精子症においても半数以上の症例
で精巣内精子の回収が可能であった．
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PO82 microdissection　TESEで採精し得たDAZ4重化を呈する無精子症の一例
θ

○梅本　幸裕1，佐々木昌一，佐藤　　剛2，金子　朋功1，神谷　浩行1，窪田　裕樹1，池内　隆人1，牧野亜衣子2，

　杉浦　真弓2，郡　健二郎1

　名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野1，名古屋市立大学大学院生殖・発生医学分野2

　無精子症の原因には様々な遺伝子異常が認められる．今回われわれはDAZの4重化が原因と思われる無精子症の患者に
microdissection　TESEを施行したので報告する．症例は37歳男性無精子症にて他院より紹介受診した．既往症に特記す
べきことは認めなかった．血清m＆lmlU／ml，　FSH2住8mIU／ml，プロラクチン65mIU／m1，テストステロン648ng／mlと
FSH高値を認めた．精巣容量は左65ml，右a3mlであった．精液検査では精子を認めなかった．患者の同意を得たうえで
染色体および遺伝子検査を施行した．染色体検査ではY染色体長腕に不明瞭部位を認めFISH検査よりDAZの4重化を認
めた．このため非閉塞性無精子症の診断にてmicrodissection　TESEおよびICSIを予定した．腰椎麻酔下にmicrodissection

TESEを施行した．精巣内より精子が確認され，　ICSIを施行した．　DAZは1995年ReijoらによりAZFc領域に存在する無
精子症の原因遺伝子として同定され，一般には遺伝子欠損において無精子症になることが知られている．今回の症例はDAZ

の遺伝子が欠損していたのではなく4重化していたことが不妊の原因と考えられた．自験例の精細管は細く，Johnsen　score

は4点であったが，術中一部太く蛇行した精細管を認めここから精子が採取可能であった．文献的にはDAZの4重化の報
告はなく，microdissection　TESE－ICSIといった技術の進歩にて初めて受精が可能となった1例と考えられた．

●

●

PO83 非閉塞性無精子症に対する精巣内精子採取術（TESE）の臨床的検討　conventional

TESEとmicrodissection　TESEの比較

○前田　俊浩1，伊藤　直樹1，笹尾

　幡　　　洋4

　札幌医科大学医学部泌尿器科学1，

拓己1，田中　俊明1，塚本　泰司1，遠藤　俊明2，神谷　博文3，森若　　治3，

札幌医科大学医学部産科・周産期科学2，神谷レディースクリニック3，札幌東豊病院4

●

【目的】当科ではmicrodissection　TESE（MD－TESE）を2004年1月から導入している．今回，その成績をconventional　TESE（C－TESE）

の成績と比較検討した，【方法】C－TESEは腰椎麻酔下に施行したopen　TESEあるいは局所麻酔下にneedle　TESEを施行した124例，

MD－TESEは腰椎麻酔下に施行した25例を対象とした．　C－TESE群の年齢は24－79歳平均345歳MD－TESE群の年齢は27－45
歳平均33，7歳であった，なお，全例で施行前に目的，方法，合併症等を十分説明し，文書による同意を得た．【成績】精子採取率はC－

TESEで124例中37例（2軌8％），　MD－TESEで25例中6例（24％）であった．精巣組織と採取率の関係はhypospermatogenesisでは
C－TESEが8＆2％，　MD－TESEが100％，　maturation　arrestではC－TESEが625％，　MD－TESEが33％，　Sertoli　cell　only　tubules（SCO）

ではC－TESEが10．3％，　MD－TESEが19％であった，精子採取群の血中FSH値はC－TESEで16．3±ll．1mIU／ml，　MD－TESEで132±

63mlU／ml，精子非採取群の血中FSH値はC－TESEで246±135mIU／ml，　MD－TESEで3a7±lalmIU／mlといずれの方法でも精子非
採取群で有意に高値であった．【考案】症例数は少ないがMD－TESEにて特にSCOでの精子採取率が向上した．　MD－TESEで精子採取

可能であった症例のFSH値はC－TESEで精子採取可能であったFSH値より低い傾向が認められたことから，　MD－TESEで精子採取可

能であった8例中6例のFSH値はC－TESEを対象としたROC　curveで得られたFSH値cutoff値の175mIU／ml以下であったことから

MD－TESEにより精子採取率が向上したかは症例数を重ねて検討する必要があると考えられた．しかし，諸家の報告に比べMD－TESE

での精子採取率は低く，太い精細管の同定，精子採取の技術向上など精子採取率向上のために検討すべき課題は多いと考えられた．

●

PO84 Sertoli　cell　only　syndromeに対する顕微鏡下精巣内精子採取術

○宮川　　康1，辻村　　晃1，福原慎一郎1，平井　利明1，植田　知博1，中山　治郎1，木内　　寛1，小森　和彦1，

　松岡　庸洋1，高尾　徹也1，高田　晋吾1，山中　幹基2，松宮　清美3，藤岡　秀樹3，奥山　明彦1

　大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科）1，健保連大阪中央病院泌尿器科2，大阪警察病院泌尿器科3

【目的】Sertoli　cell　only　syndrome（SCOS）症例に対する顕微鏡下精巣内精子採取術（MD－TESE）について後ろ向きの臨

床的解析を行い，その精子採取率（SRR）の予測因子を検討した．【方法】2000～2006年に大阪大学ならびにその関連施設

においてMD－TESEを施行し，手術の際の生検病理標本でSCOSと診断され，臨床研究協力についてインフォームドコン
セントを得られた123例（total　SRR＝31％）を対象とした．精子採取可能群（n＝38）と不可能群（n＝85）で年齢，精巣
容量，ホルモン値（LH／FSH／TT／E2／PRL）をノンパラメトリック解析（Mann－Whitney　analysis）にて比較した．またロ

ジスティック回帰分析にてSRRの予測因子を検討した．【成績】2群間の年齢，精巣容積に有意差はなかったが，　FSH及び

LHはむしろ精子採取可能群で有意に高値を示していた．術前パラメータのうち多変量解析にてTT（血清総テストステロ
ン）のみがSRRに対して良好な独立規定因子であった（OR＝148，　p＝003）．　TT値（ng／ml）別にSRRを検討したところ

TTの値と共にSRRは上昇し，　TT17以上でSRR27％，　TT27以上でSRR29％，　TT37以上でSRR38％，　TT4．7以上でSRR
38％，TT5．7以上ではSRR63％であった．特にTT17未満4例は全例精子採取不可能であったのに対し，　TT67以上の4
例は全例精子採取可能であった．【結論】従来法のTESEにてSCOSと診断され，精子採取不可能であった症例に対してMD－
TESEにて救済する場合には，　MD－TESE前のTTが精子採取率予測の参考になると考えられた．このことは患者の術前の
インフォームドコンセントに有用と思われた．

●

●



平成19年10月1日 173（283）

● PO85 透明帯形質異常を認めた症例における体外受精治療成績の報告

○菊池　理仁，伊藤　秀行，大関　千尋，森田　　大，内山　一男，青野　文仁，桑山　正成，河内谷　敏瀬川　智也，
　竹原　祐志，寺元　章吉，加藤　　修

　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】2001～2007年において当院で採卵を行った16911症例のうち，IVFを施行した5症例（003％）において透明帯形
質異常（ろう様の状態を示す）の卵子が確認され，初回IVFを施行した周期で全て不受精であった．本症例は2回目以降の
採卵した卵子においても継続的に認められている．症例的に非常に稀であるため，今回，透明帯形質異常における治療成績
を報告する．【方法】受精確認時，透明帯形質異常で不受精であった卵子に，本人同意の下1day　old－ICSI（再媒精）を施行

した．また2回目以降の採卵においてICSIを施行した．【結果】透明帯形質異常5症例の患者背景は，年齢26～38歳，採
卵数2～5個で，精液所見は，液量12～83ml，濃度28　x　106～67　x　106／ml，運動率48～70％，奇形率52～61％と当院のIVF

適応の基準値以上であった．IVFの結果は19個全て不受精であったが，再媒精を施行した3症例の卵子ll個全てが受精し
た．うち2症例は移植を施行し妊娠が認められた．また，3症例は2回目以降の採卵で，ICSIを施行したところ，938％（30
／32）の受精率が得られ，全ての症例で妊娠が確認された．【考察】ろう様の透明帯形質異常卵子が認められた症例において，

再媒精およびICSIは受精，妊娠に高い有用性を認めたことから，透明帯に形質異常が認められる場合であっても，卵細胞
質については異常がないことがわかった．透明帯形質異常が認められ不受精の場合は直ちに再媒精を施行することが望まし

く，また同様の異常は継続的に認められる傾向にあるため，2回目以降の採卵においては精子所見にかかわらずICSIへ変更

する必要があると思われる．これらの症例は，採卵直後の卵子一卵丘細胞複合体の状態で判別は困難であることから，今後
はIVF施行時に形質異常を識別する方法を検討していきたい．

PO86 小卵胞由来卵子の妊娠転帰からみた卵子回収の有用性について

○内山　一男，菊池　理仁，家田　祥子，森田　　大，青野　文仁，竹原　祐志，貝嶋　弘恒，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】われわれは，昨年本学会において14mm以下の小卵胞から回収された卵子の受精率，良好胚盤胞発生率が15mm以
上の卵胞に由来する卵子に比べ有意に低い事を報告した．今回，この小卵胞からの回収卵子について体外受精，胚移植後の

妊娠転帰を調べ，小卵胞に対する卵子回収の有用性を検討した。【対象】2005年2月から2007年2月の期間で，患者同意の

もと体外受精を施行したクロミフェン単独またはhMG併用の採卵周期において，14mm以下の卵胞から卵子が回収された
28から45歳（365士30歳）の421周期，421個の卵子を対象とした．【方法】回収卵子は日常法に従い，体外受精および顕
微授精を施行した．未成熟卵子は体外成熟培養し成熟が確認されてから，それぞれ2時間以降に媒精を行なった．得られた

正常受精卵子を培養し，発生した分割胚の移植はday2に，胚盤胞は拡張中または拡張期に発生した胚を一旦ガラス化保存

し，次周期以降自然周期に移植した．年齢を35歳以下，36から40歳および41歳以上の3群に分け，それぞれ回収卵子に
対するA）臨床妊娠率，B）継続妊娠率およびC）流産率を比較し検討した．【結果135歳以下（卵子80個）の群はA）125％，

B）100％およびC）200％．36から40歳（卵子169個）の群はA）95％，B）7．1％およびC）250％．41歳以上（卵子172
個）の群ではA）4．1％，B）17％およびC）57．1％であった．継続妊娠率は41歳以上が有意に低くなった．（p＜α05）【結

論】以上の結果から，主席卵胞から卵子が回収されず，残った14mm以下の小卵胞から回収された卵子であっても，継続妊

娠が40歳以下であれば71％以上，流産率は25％以下であった．年齢を考慮すれば，大卵胞が未回収でも小卵胞に対して
採取を試みる事は有用であると示唆された．

PO87 レーザー照射によるEmbryo　Biopsyの優位性と機種間の比較検討

●

●

○佐藤　　卓1，末岡　　浩1，櫻井　友義1，村越　行高2，渡邊　広是3，田島　博人4，佐藤　健二‘，中林

　谷垣　礼子1，大澤　淑子7，岩田　壮吉1，橋場　剛士1，浅田　弘法1，吉村　泰典1

　慶慮義塾大学医学部産婦人科’，川崎市立川崎病院産婦人科2，

　歯科大学市川総合病院5，済生会横浜市東部病院産婦人科6，国家公務員共済組合連合会立川病院7

章㌧

けいゆう病院産婦人科3，埼玉社会保険病院産婦人科1，東京

［目的］胚生検は着床前遺伝子診断（PGD）の基本であり，胚細胞の直接的診断を目的とするものである．レーザー法は簡便・確実かつ短時

間で可能であり，透明帯開孔法（zona　drilling：ZD）の時間短縮は時間が制約される割球生検の中で手技上の重要な要素となる．割球1個

よりは2個を遺伝子診断することで正診率の向上を図るには，8細胞期胚での診断が望ましいが，初期胚の容積は胚発生に伴って増大し，囲

卵腔の容積は減小する，したがって，8細胞期胚におけるレーザー法によるZDには，近接する割球への変性を含む障害について配慮が必要

となる．これに対し照射時間と照射野の検討が必要であり，周囲への熱影響が少ないレーザー法による透明帯開孔法の有効性と機種間の比

較を行うことを目的とした．［方法］PGDの胚生検の際に，　day3胚のうち，4～5細胞期胚からは1割球，6～8細胞期胚からは2割球を採取

した．ZDを目的としてOCTAX　Laser　Shot　System：（A）およびSaturn　3　Laser　System：（B）の2機種で比較検討を行った．［結果］使

用されるレーザーは共に赤外線領域に存在し，1480nmの波長は医用レーザーの中では比較的長く，　DNA障害を起こしにくいため安全性が

高いとされる．また培養液やdishには吸収されにくいため非接触型システムの構築が可能である点が有利であった．照射時間の調節により

透明帯の処理範囲が決定され，長ければ広範囲に蒸散される．Aは出力が100～150mw，1回の照射時間が01～50．Omsの範囲で調節可能で

ある．Bは400mwの出力を有し，より短時間の照射でZD・透明帯菲薄化が可能である一方，照射野が小さいため多数回の照射の必要性が

指摘された，［結論］Aはspindle観察などの拡張性機能があり，　ZDが単回の照射でも可能かつ，操作が簡便な点が優位と考えられた．　Bは

レーザーの照射による周囲組織へ及ぼす熱の影響を短時間で抑制し，．胚生検に伴う周辺胚細胞の安全性確保に有効性が高いと考えられた．

●
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PO88 マウス体外受精における透明帯穿孔卵子とFERTIUP⑧精子前培養培地の利用 ●

○金子　武人1，福本紀代子12，春口　幸恵12，近藤　朋子12，町田　宏美12，中川　佳子12，古賀　美佳12，土山　修治1，

　中潟　直己1

　熊本大学CARD資源開発分野1，九動2

【目的】現在，私たちはマウス体外受精において，その受精率を向上させるためにFERTIUP　R精子前培養培地を利用してい
る．さらに，低受精能を示す精子においてはレーザーを用いた卵子透明帯穿孔法を開発し，受精率の向上および産子数の増

加に成功した．本研究では，FERTIUP⑪精子前培養培地と透明帯穿孔卵子を併用した場合の体外受精およびその後の胚発生

について検討した．【方法】過排卵処理をした成熟C57BL／6J雌マウスから未受精卵子を採取し，01％ビアルロニダーゼを
用いて卵丘細胞を剥離した．Saturn　31aser　system（Research　Instruments　Ltd．）を用いてα6　msのレーザー照射により

卵子透明帯に穿孔を行なった．精子は，C57BL／6をバックグラウンドに持つ遺伝子改変マウス凍結精子を融解後，　FERTIUP
脚精子前培養培地中で30分間前培養を行った．その後，透明帯穿孔卵子と体外受精を行い，翌日得られた2細胞期胚を偽妊
娠ICRの卵管内に移植し，産子への発生を確認した．これらを穿孔区とし，対照区には透明帯穿孔未処理卵子（未処理区）
を用いた．【結果】9系統の遺伝子改変マウスにおいて体外受精を行った結果，その平均は穿孔区で67％と未処理区（41％）

と比較し有意に高い値を示した．移植後の産子への発生においては，穿孔区で平均29％，未処理区で28％と有意な差は認
められなかった．【結論】以上のことから，マウス体外受精においてFERTIUP即精子前培養培地と透明帯穿孔卵子を併用す
ることで高い受精率が得られ，産子数の増加が期待できると考えられる．

●

●

PO89 β一mercaptoethanolがブタ発育途上卵母細胞の減数分裂再開能に及ぼす影響

○橋本　　周1，宮田　悠子2，山中　昌哉1，福田　愛作2，森本　義晴1

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック1，医療法人三慧会IVF大阪クリニック2

【目的】初期胞状卵胞から取り出した直径約90μmの発育途上卵母細胞を培養することにより，直径120μm程度に発育する

こと，これらの卵子は減数分裂を再開し，第二減数分裂中期に進行する能力を体外で獲得することが明らかにされている
（Hashimoto　et　aL，2007）．しかしながら，その割合は低く，発育途上卵母細胞の成熟能を体外で十分にサポートできる培養

条件の整備が必要である．還元能力の高いβ一mercaptoethanol（β一ME）は体外成熟培養液あるいは胚体外培養液への添加

により細胞内グルタチオン量を増加させ，胚盤胞への発育能を高めることが明らかにされている．そこで，本実験ではβ一ME

が発育途上卵母細胞の減数分裂再開能の獲得に及ぼす影響を検討した．【方法】直径300－700μmのブタ初期胞状卵胞から発
育途上卵母細胞（OGCs）を採取した．培養液はTCM　l99（12340－030，　Invitrogen　Corporation，　CA，　USA）に1μg／ml

エストラディオール17β，100μg／mlアスコルビン酸，10μg／ml　insulin，67ng／ml　sodium　selenite，55μg／ml　transferrin，

2％PVP，3mg／ml　BSAならびに0駕｝2％L－Carnitineを添加して使用した．　OGCsを0，5，50あるいは500μMβ一MEを添
加した培養液中で14日間培養した．その後，44時間，体外成熟培養を行い，体外発育卵子の成熟能を検討した．【結果】14

日間の体外発育培養後の卵母細胞の生存率はβ一MEを添加した場合（0－40％），対照（623％）に比べ有意に低下した（P＜

α05）．しかしながら，5μMβ一ME区では培養開始卵数あたりの成熟率は対照と同等となり（26％v＆28％），生存卵母細胞
あたりの成熟率は有意に向上した．【結論】本実験ではアスコルビン酸100μg／ml添加した培養液を使用しており，還元作用

は十分に発揮されていたと思われた．それ故，β一MEによる体外発育卵子の生存性の向上は認められなかった．今後は受精
後の前核形成ならびに胚盤胞への発育を検討する予定である．

●

●

PO90 低酸素環境はブタ発育途上卵母細胞の成熟能を促進する

○宮田　悠子1，辻　　陽子2，橋本　　周2，福田　愛作1，森本　義晴2

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

【目的】初期胞状卵胞から取り出したブタ発育途上卵母細胞（OGCs）を2％Polyvinylpyrrolodone（PVP）添加培地で培養
することにより，成熟能を獲得することを見出した（Hashimoto　et　al．2007）．本実験では2％PVP添加培地を使用し，低
酸素環境下でのブタOGCsの成熟能獲得の向上を試みた．【方法】屠体未成熟雌ブタ卵巣から26G注射針を用いて，直径300－
700μm（初期胞状期卵胞）の卵胞を単離し，OGCsを取り出した．　TCM199に1μg／ml　E2，100μg／mlアスコルビン酸，10μg
／ml　insulin，67ng／ml　sodium　selenite，55μg／ml　transferring，2％PVP，3mg／ml　BSA（Hashimoto　et　aL，2007）ならび

に002％L－Carnitineを添加した培養液を使用した．　OGCsは，5％02（5％CO2，5％02，90％N2下）または20％02（5％
CO2，95％大気下）で，14日間体外培養を行い，腔様構造の形成を調べた．その後，体外成熟（IVM）を44時間行い，そ
れぞれの生存率，GVBD出現率，成熟率を算出した．【結果】5％　02気相下にて培養し，その後IVMを施行したOGCsの
生存率，GVBD出現率，成熟率（615％，462％，33．3％）は，20％02気相下で培養したもの（44．1％，27．5％，2α6％）と

比べ，有意に高いものとなった（P＜005）．しかし，20％02気相下で培養したOGCsに比べ，5％02気相下で培養したも
のの方が，腔形成までの日数を要する結果となった（6．6日vs．52日，　P＜OD5）．【考察】本実験の結果より，生体内と同様

の低酸素下で体外培養を行うことにより，OGCsの成熟能獲得が促進された、これより，発育途上卵母細胞を体外培養する
場合，低酸素気相を用いる事は，卵母細胞の減数分裂再開能を促進することが示唆された．一方で，低酸素下では腔形成ま

での日数が増加した為，低酸素状態では穎粒膜細胞の増殖能が低下すると考えられた．

●

●

●
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● PO91 マウスにおけるガラス化保存卵巣の異所性自家移植および自己卵子由来胚の移植に
よる産子生産の試み

○江副　賢二1，三井　秋徳2，吉澤　　緑1，松本　浩道1，越知　正憲3

　宇都宮大学農学部生物生産科学科1，キリンビール医薬カンパニー医薬フロンティア研究所2，おちウィメンズクリニッグ

●

●

【目的】我々は，マウス卵巣をガラス化処理後直ちに融解・異所性移植を行うことで，卵巣除去マウスにおいて妊娠・産
子生産が可能なことを明らかにした（第48回哺卵学会）．本研究では，除去後一定期間経過後の卵巣異所性自家移植および
自己卵子由来胚の移植による産子生産を目的に方法の検討を行った．【方法】3ヶ月齢のICR雌マウスより卵巣を摘出しlmm

四方に細切後，卵巣のガラス化保存を行った．摘出より7日後にガラス化保存卵巣を融解後，直ちに腎臓漿膜内に自家移植

した．膣スメアにより雌マウスの性周期を観察した．その後，卵巣移植マウスを精管結紮雄と交尾させて偽妊娠を誘起，膣

栓の確認から4日目に，ガラス化・融解したF1マウス卵子の体外受精由来胚盤胞を6－12個／頭，子宮内移植した．移植15
日後に帝王切開し，その際移植卵巣を腎臓と共に摘出し，凍結切片を作製，HE染色後，卵胞および黄体を観察した．なお，
卵巣をガラス化後，直ちに融解し腎臓漿膜内に移植された雌マウス群を対照区とした．【結果】卵巣除去後100％（4／4）の

マウスにおいて性周期の消失が観察され，自家移植後の正常性周期の回復は実験区で100％（4／4），対照区で100％（10／10）

であった．精管結紮雄マウスと交配させた結果，実験区および対照区の全マウスで交尾・偽妊娠が確認された．偽妊娠マウ
スへの胚移植により，実験区で25．0％（1／4），対照区で714％（5／7）の妊娠が確認された．産子率は，実験区でa7％（2／30），

対照区で21．0％（29／138）であり，2区間に有意差が認められた（P＜0．05）．産子は眼球の色から移植胚由来であることが確

認された．妊娠したマウスの移植卵巣において妊娠黄体が認められ，非妊娠マウスでは残存黄体と卵胞発育が確認された．

なお，ガラス化保存した自己卵子由来体外受精胚の移植を現在遂行中である．

PO92 成長途上卵母細胞の体外培養における組織の形態変化と成熟能について

○谷口　遼馬12，本橋　秀之13，山海　　直3，佐藤　嘉兵4，加田日出美1

　東京農業大学短期大学部生物生産技術学科1，現所属：西山産婦人科2，

　大学生物資源科学部応用生物科学科1

医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター3，日本

●

●

【目的】成長途上卵母細胞の体外培養においては，卵母細胞の成長をサポートする周囲の細胞組織が成長に伴い形態変化を
示す．一部において組織の扁平化などが認められ，in　vitro排卵や成熟に影響を及ぼす．本実験では，前胞状卵胞（preantral

follicle；PF）および卵母細胞一穎粒膜細胞複合体（oocyte－granulosa　cell　complexes；OGCs）の培養系における組織の形

態変化と卵母細胞の成熟能について，それぞれ検討を行なった．【方法】実験には，3週齢（PF培養）および12日齢（OGCs

培養）の雌マウス（CD－1系）を用いた．　PF培養：卵巣から直径100－130　micronのPFを物理的に回収し，　micro　droplet

にて培養を行った．OGCs培養：collagenase処理によりOGCsを回収し，　collagercoated　membrane上で培養を行った．

採取したPFおよびOGCsの間質系細胞組織付着の有無による扁平化出現の頻度や，正常および扁平形態における卵子成熟
能等について比較検討した．【結果】PFおよびOGCs培養ともに一部に扁平化が認められ，間質系細胞組織が付着している
グループにおいて，扁平化出現率が有為に上昇した．また，体外成長後に卵母細胞を裸化して成熟誘起したところ，減数分
裂を再開し成熟能が認められた．これらは正常形態由来卵母細胞の成熟能と比較しても遜色の無い結果であった．【結論】分

離時に間質系細胞組織を十分除去することによって，通常はin　vitro排卵等に反応しない扁平化組織の出現頻度を低下させ

る事ができると考えられる．さらに扁平化組織の卵母細胞も裸化し成熟誘起する事によって利用できる可能性があると思わ
れる．

PO93 Vasa遺伝子の発現とES細胞の培養条件との関係についての検討

○正田　朋子，平田　修司，星　　和彦

　山梨大学医学部産婦人科

●

●

　ES細胞は，多分化能を有しているが，生殖細胞への分化誘導については未解明な点が多い．　Vasa遺伝子は，未分化なES

細胞においては発現せず，生殖細胞にある程度分化した際に発現する．今回われわれは，vasa遺伝子の発現とES細胞の培
養条件との関係について検討した，マウスの肝臓からvasa遺伝子のプロモーター領域をクローニングし，ネオマイシン耐
性pDsRED2－1ベクターのred　nuorescent　protein（DsRed）のcDNAの上流にタンデムに接続した．構築したプラスミド

を129SvEv系マウスES細胞に遺伝子導入し，安定導入細胞株を樹立した．これを用いて，初期培養細胞数ならびにレチノ
イン酸の投与濃度とvasaプロモーター活性陽性率との関連についての検討をおこなった．96穴のMPC（2－Methacrylo苦
loxyethyl　Phosphoryl　Choline）シャーレを用いて初期培養細胞数1000個／wellもしくは4000個／wel1とし，18日間培養し

て蛍光細胞数の変化を観察した．蛍光細胞は培養後4日目から発現した．培養8日目以降は初期細胞数が4000個の方が1000
個よりもvasaプロモーター活性陽性率が高かった．また，培養時にレチノイン酸を2μMもしくは10μM添加した場合，10
μM群の方がvasaプロモーター活性陽性率が増加した．本研究の結果，　vasa遺伝子の活性陽性率は，初期培養細胞数なら
びにレチノイン酸の濃度に影響を受けることが示された．
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PO94 羊膜から樹立した細胞株（HAM）の神経細胞への分化誘導 ●

○玉川　朝治，石渡　　勇，時枝由布子，井口めぐみ，石渡千恵子，岡根　夏美
　石渡産婦人科病院

［目的］羊膜は分娩後に廃棄されるため，倫理的問題が少なく，また未分化な状態である幹細胞が含まれているんとの報告
がある．よって我々は外胚葉由来である神経細胞への分化誘導を試みた．

［方法］インフォームドコンセント施行後，胎盤より羊膜を採取した．PBSで3回洗浄，ハサミで細切し，025％trypsin－EDTA

で45分間酵素処理を行い，その後10mg／ml　collagenase，　Ol％（W／V）dispase，α1％（W／V）papain含有のαMEM培

養液で60分間酵素処理を行った．酵素処理後フィルトレーションし，10ng／ml（hEGF＋hLIF），10％FBS含有αMEMで
培養した．樹立した細胞株をHuman　Amniotic　Membrane（HAM）と名付けた．神経細胞への分化・誘導は，コンフルエ
ントになった後に，分化誘導培養液1として，2mM　glutamin，10ng／m　EGF，10ng／ml　FGF－2，　lxN2　supplement，10％FBS

含有αMEMで48時間培養後，　PBSで洗浄し，分化誘導培養液IIとして，2mM　glutamin，1xN2　supplement，200μM　BHA，

lmM　dbcAMP，0．5mM　IBMX，1μM　retinoic　acid，10％FBS含有αMEMで96時間培養した．　RT－PCRにより，　nestin，

NSE，　GFAPのmRNAの発現を調べ，タンパク質の発現を調べるため，　NSE，　GFAP，　MBP，　Tuj　1の免疫染色を行った．

［結果］分化誘導を行ったHAM細胞は，神経細胞様細胞への形態変化が見られた．　Nestin，　NSE，　GFAPのmRNAの発現
を確認した．免疫染色はNSEとMBPは陽性であったが，　GFAPとTuj　1は現在検討中である．
［結論］HAM細胞の神経細胞への分化・誘導に成功した．よってHAM細胞は未分化な細胞が含まれる事が示唆された．さ
らに細胞移植療法としての羊膜の再生医療への応用が期待される．

●

●

PO95 マウス卵特異的新規Homeobox遺伝子の発現解析

○山田　満稔12，浜谷　敏生’，阿久津英憲2，浅田　弘法1，久慈　直昭1，吉村　泰典1

　慶雁義塾大学医学部産婦人秤，国立成育医療センター生殖医療研究部2

【目的】マウス着床前期胚の遺伝子発現プロファイリングの結果，未受精卵では停止していた遺伝子発現が受精後に再開さ

れ，多くの遺伝子がウェーブ状の発現パターンを示し，ステージ特異的な発現がグローバルに観察された．今研究では，こ

のような着床前期胚の遺伝子発現を制御する卵特異的新規遺伝子を見出すことを目的とした．【方法】遺伝子発現プロファ

イリングデータおよびNIA　cDNA　libraryにおけるExpressed　sequence　tag（EST）データベースのEST発現頻度を解析
することにより，着床前期胚で特異的に発現する新規遺伝子をin　sllicoに抽出した．なかでも，初期発生に重要なPou5f1／

Oct4，　Nanog，　Cdx2などの遺伝子がホメオドメインをもつことから，14番染色体テロメア近傍に位置し，4つのエクソン
からなり，ホメオドメインを含む新規遺伝子に注目し，詳細な発現検討を加えた．【成績】卵細胞・着床前期胚および胚性
幹細胞など潜在的な分化全能性をもつ細胞にのみ特異的にESTを認めた．6－8週齢マウスの多組織パネルを用いたノザンプ

ロットでは卵巣特異的な強発現を認めた．また，卵形成過程における遺伝子発現プロファイリングでは，原始卵胞期から胞
状卵胞期にかけて連続的な発現上昇を認めた．さらに，Reverse　transcription－polymerase　chain　reaction（RT－PCR）では

着床前期全ステージで発現が認められたが，特に4－8細胞期で強かった．また，胚盤胞期では栄養外胚葉よりむしろ内細胞

塊において強く発現が認められた．【結論】以上の発現解析の結果から，今回研究対象とした卵特異的新規Homeobox遺伝
子は卵形成過程あるいは着床前期胚発生において重要な役割を果たしていると考えられた．

●

●

PO96 ヒト卵減数分裂時のmidbodyと分裂溝形成の関連

○大月　純子，永井　　泰

　永井クリニック

【目的】我々はこれまでに，マウス卵においてmidbodyが分裂溝の形成をダイレクトにコントロールしていることを見出し

た．今回はさらにマウスで得られた結果がヒト卵においても相当するかどうか例証することを目的とした．【方渕顕微鏡
下培養システム（三啓）を用い，GV卵が体外成熟する過程のタイムラプス観察を行った．尚，　GV卵はICSIを目的とした
過排卵刺激周期の採卵時に得られたもののうち，患者よりインフォームドコンセントの得られたものを使用した．【結果】GV

卵の体外成熟過程において極体放出に失敗した2例よりmidbodyと分裂溝の関連を示唆する現象を捉えた．　Casel：GVBD
後MI中期の紡錘体を形成し，卵表層にて染色体分離を開始するも，極体放出に失敗した．表層に対して垂直に位置してい
た紡錘体が表層に対して平行になり，紡錘体の中央に形成されたmidbodyに向かって分裂溝が入った．さらに，分裂溝は

midbodyを押し進めるように入り込み，卵は2細胞へと分割した．そして約1時間半後，2分裂した細胞はそれぞれに紡錘
体を形成した状態（MII　arrest）で停止した．　Case2：GVBD後MI中期の紡錘体を形成したが，紡錘体は卵表層へ移動せず

に卵中央部にて染色体分離を開始した．染色体分離後，紡錘体中央部にmidbodyを形成するも，分裂溝がなかなか入らず，

midbodyが消失しかけた時点でやっと分裂溝1が入り始めた．その後極体放出様の不等分裂を開始したが，分裂完了前にmid－

bodyが消失した．さらにmidbody消失に伴った分裂溝の後戻りが起こり，見かけ上MI中期の状態へ戻った．［結論】ヒト
卵減数分裂においても，midbodyが分裂溝の形成をコントロールしている可能性を示唆する貴重な2例が観察された．又，

紡錘体の表層移動および染色体分離後に第一極体放出に失敗した場合，MII中期の2細胞卵が形成されたことから，採卵時
に稀に見られる2細胞卵は単為発生以外の原因でも起こることが判明した．

●

●
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PO97 卵巣黄膜細胞のアンドロゲン産生におけるPI3キナーゼ経路の役割

○福田　　真，折坂　　誠田嶋　公久，小辻　文和
　福井大学医学部産科婦人科

■

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の本態は，卵巣黄膜細胞におけるアンドロゲンの産生過剰と考えられており，　PCOS
の治療法開発には，英膜細胞におけるアンドロゲン産生メカニズムの解明が必要である．我々はこれまでに，黄膜細胞のア

ンドロゲン産生にERK経路が重要な役割を果たしていることを報告してきた．最近，莱膜細胞においてPI3キナーゼ経路
の活性化が，アンドロゲン合成酵素である17α一〇Hの活性を増強するとの報告がなされたので，黄膜細胞のアンドロゲン産

生におけるPI3キナーゼ経路の役割について検討した．【方法】ウシ卵巣の小卵胞より英膜細胞を分離し，無血清培地で36

時間培養した．LHおよびPI3キナーゼ阻害剤（wortmannin，　LY294002）を添加した後，培養液中のandrostenedione濃
度（ELISA法），英膜細胞の17α一〇H　mRNA発現（RT－PCR法）を調べた．また，　PI3キナーゼ経路活性化のマーカーで
あるphospho－Akt蛋白の発現をWestern　blotting法で検討した．【成績】LH添加4時間後に，英膜細胞におけるphospho－
Akt蛋白の発現は2倍以上に増加した．　LHにより誘導される黄膜細胞のandrostenedione産生は，　PI3キナーゼ阻害剤の添

加により抑制された．LHにより誘導される爽膜細胞の17α一〇H　mRNA発現は，　PI3キナーゼ阻害剤の添加により抑制され
た．【結論】ウシ英膜細胞においてLHにより誘導されるアンドロゲン産生に，　PI3キナーゼ経路が関与している可能性が示

唆された．また，PI3キナーゼ経路は，17α一〇Hの発現をコントロールしていると考えられる．

PO98 マウス卵胞培養において高アンドロゲン環境が卵胞発育に及ぼす影響一内分泌学
的，電子顕微鏡学的検討一

○奥津　由記，高江　正道，石山めぐみ，伊藤　正則，田村みどり，石塚　文平

　聖マリアンナ医科大学産婦人科

●

●

【目的】PCOSでの高アンドロゲン状態が卵胞発育に対してどのような影響を及ぼしているかを検討するために，卵胞培養i

系を用いてアンドロゲン添加実験を行った．【方法】2週齢のBDF1マウスより二次卵胞を採取し胞状卵胞まで11日間培養
した．培養液にアンドロゲンとして，DHEA（D群），　androstendione（A群），　testosterone（T群）をそれぞれ10－5M添

加し，卵胞の形態，卵胞径を測定した．卵胞径は穎粒膜細胞の最外層の長径と短径の平均とし，卵胞径の変化が認められな
かったものと卵胞の形態が保たれなかったものを発育停止卵胞とした．培養液は2日ごとに回収し培養液中のestradiol値
とtestosterone値を測定した．【成績】1：Control群（C群），　D群，　A群，　T群の各群間で卵胞発育の速度卵胞径には差

を認めなかった．2：培養液中のesteradiol値とtestosterone値は全ての群で卵胞発育とともに増加し，各群間で有意差は

認められなかった．3：C群とA群の胞状卵胞の穎粒膜細胞を電子顕微鏡で観察したところ，A群では脂肪滴数と滑面小胞
体数が増加し，ミトコンドリアのクリステが管状に変化していた．【結論】卵胞培養系において高濃度のアンドロゲンを添

加しても，卵胞発育速度に差はなく，esteradiolとtestosteroneの分泌にも変化を認めなかった．しかし，電子顕微鏡では

穎粒膜細胞の細胞内小器官の構造に変化が認められた．

PO99 思春期ラットの卵胞発育に対する高アンドロゲン状態の影響

○高江　正道1，奥津　由記1，石山めぐみ1，保坂　　猛2，伊藤　正則’，田村みどり1，三室　卓久3，石塚　文平1

　聖マリアンナ医科大学産婦人科1，ファティリティクリニック東京2，みむろウィメンズクリニッグ

●

●

【目的】過剰なアンドロゲンは成熟卵胞に対して排卵障害をおこし卵の質を低下させるといわれている．今回我々はラット
にandorostendione（AD）を投与したモデルを用いて過剰なアンドロゲンの卵胞発育に対する影響を検討した．【方法】21

日齢（思春期）のWister－lmamichiラットにAD（6mg／100g　BW／α2ml　DMSO）を連日投与した．　Control群にはDMSO
のみを投与した．投与日数7日，10日，15日，20日間の各群において，卵巣の組織学的変化と免疫組織化学による分子発
現を調べた．【成績】AD投与群では，　control群より膣開口が早く起こり，その後性周期はdiestrus期で停止したが，投与

終了後約1週間で正常に回復した．爽膜細胞と間質細胞の数は減少し，これらの部位におけるCYPllAとLH－Rの発現が
減弱した．穎粒膜細胞層が薄い大きなcystが認められ，　cystは大きな胞状卵胞の穎粒膜細胞が内側からapoptosisすること

により形成された．cystを構成する穎粒膜細胞はTUNEL陰性であったが，　aromataseとCYPl1Aの発現が低下していた．

AD群における胞状卵胞の穎粒膜細胞では，　progesterone合成に関与するCYPIIAと黄体化に関与するp27を発現してい
るものが多く認められた．【結論】思春期のラットにADを投与すると，性周期が停止し大きな卵胞はcystを形成した．　cyst

は胞状卵胞の穎粒膜細胞でのapoptosisによって形成され，過剰なandorogeneは排卵直前の大きな卵胞の穎粒膜細胞の黄
体化を促進する可能性が示唆された．

●
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P100 インスリン投与によるヒト黄体化頼粒膜細胞でのPTENの発現変化 ●

○後藤　真紀，鈴木　　雅，滝川　幸子，鈴木　恭輔，眞鍋　修一，原田　統子，岩瀬　　明，吉川　史隆

　名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦人科学教室

【目的】頼粒膜細胞の増殖と分化は卵胞発育にとって重要な役割を持つ．IGF－1は穎粒膜細胞増殖の主要因子であり，その

作用はPI3K／AktおよびERK経路を介していることが知られている．またPTEN（phosphatase　tensin　homolog　deleted　on

choromosome　10）はAktのリン酸化を抑制し細胞増殖に抑制的に作用する癌抑制遺伝子として知られているが，正常細胞
での機能に関する研究は少ない．今回我々は，ヒト穎粒膜細胞におけるインスリン刺激によるPTENの発現変化について検
討した．【方法】採卵時に得られた黄体化穎粒膜細胞を分離培養して用いた．インスリン添加によるPTENの発現変化をウェ

スタンブロッティング法，real－time　RT－PCR法を用いて検討した．さらにインスリン添加時のIGF－1に対する反応性の変

化についてもウェスタンブロッティング法にて検討した．検体はインフォームドコンセントのもと使用された．臓績】イ
ンスリン添加により，濃度・時間依存的にPTENの発現がタンパクおよびRNAレベルで増加した．インスリン添加により
黄体化穎粒膜細胞でのAktリン酸化は抑制されたが。　ERKリン酸化は抑制されなかった．　IGF－1レセプターの発現にも差
は認めなかった．【結論】インスリンによるPTENの増加がIGF－1／Aktによる穎粒膜細胞増殖を調節している可能性が考え

られた。インスリンによるPTENの過剰発現が，インスリン抵抗性を有するPCOSにおける卵胞発育の遅延や，排卵誘発
抵抗性と関連している可能性を示唆する結果を得た．

●

●

P101 卵丘細胞におけるCD52の存在と意義

○長谷川昭子1，武信　尚史2，小林眞一郎3，小森　慎二12，香山　浩二12

　兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門1，兵庫医科大学産科婦人科2，Kobaレディースクリニック3

［背景］CD52は免疫系細胞と雄性生殖組織に存在するユニークなGPIアンカー糖タンパクである．その分子機能に関して
は詳しくは分かっていないが，対応抗体は臓器移植における拒絶反応の抑制，リンパ球系ガンの治療などに利用されている．

一方，最近DNAアレイを用いた研究により，　CD52が排卵卵丘に発現していることがマウスで報告された．本研究ではこ
れをヒトにおいて検証するとともに，雌性生殖組織のCD52の詳細について検討した，［方法］ヒト卵丘細胞を用いる実験
は，学内倫理委員会の承認のもとにおこなった．すなわち体外受精・胚移植治療においてインフォームドコンセントの得ら

れた卵丘から，卵子を含まない部分を30G注射針で単離した．マウスを用いた実験では，雌性生殖組織をICR系マウスか
ら採取した．排卵卵丘はPMS／hCGで過剰排卵処理して，卵管より採取した．　mRNAの検出はRT－PCRにて，または定量
的検出にはリアルタイムPCRを用いた．タンパクレベルの発現は，免疫組織染色とWestern　blottingにより調べた．［結果］

マウス，ヒトともに卵丘細胞にCD52のmRNAの発現を確認した．マウスでは排卵前より排卵後にその発現量が増加した．
卵巣，子宮にもわずかながらCD52のmRNAが検出された．ヒトでは卵子を含まない卵丘のみを24時間培養しても，　mRNA
の発現量に変化がなかった．免疫組織染色では，卵丘細胞とマトリックス部分に強い陽性反応を認めた．ヒト卵丘のWestern

blottingでは，精子のCD52と同様の位置にバンドを認めた．［考察］CD52は雌性生殖器官では卵丘に多く発現し，卵丘細
胞で合成されることが判明した．雄性生殖器官では，CD52は精巣上体尾部で産生されて精子に結合し，受精直前まで精子
に保持される．卵丘におけるCD52も受精に何らかの役割を担っていることが示唆される．

●

●

P102 精子無力症患者における精子へのSPMIの結合性一透過型ならびに走査型電顕を用
いた局在の検討一

○吉池　美紀1，吉田　　薫2，野澤資亜利1，寺井　一隆1，岩本　晃明3

　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学’，桐蔭横浜大学先端医用工学センター2，国際医療福祉大学病院リプロダクションセン
　ター3

【目的】我々は精子無力症の原因の一つとして精子運動抑制因子（Seminal　plasma　sperm　motility　inhibitor，以下SPMI）とその前駆

体である精嚢分泌タンパク質Semenogelinの関与について研究を行ってきた．これまでに，精漿中SPMI濃度と精子運動率には弱い

負の相関関係があること，SPMIは精子細胞膜に結合しており，その結合性は精子無力症患者で高いことなどを報告してきた．また，

精子におけるSPMIの局在については，透過型電顕を用いた検討で，精子頭部および尾部の細胞膜が欠失している部位の細胞質外側に

結合していることを明らかにしてきた，今回，走査型電顕を用いた検討を加え，さらに詳細にSPMIの局在を観察した．【対象および

方法】インフォームドコンセントを得た健常者および精子無力症患者の精液を十分に液化後，65％　percollにて遠心し，洗浄精子を得

た．精子を抗SPMI抗体で免疫染色後，フローサイトメトリーによる結合性の測定にはAlexa488，電子顕微鏡観察には金コロイド粒

子で標識した二次抗体と反応させ，陽性シグナルを観察，測定した．なお本研究は聖マリアンナ医科大学生命倫理委員会の承認を得て

いる．【結果】健常者／精子無力症患者における精子へのSPMI結合率は15／78％，結合量は212／1026と患者で高い値であった．走査

型電顕による観察では，透過型電顕での検討結果と同様に健常者の精子にはSPMIは結合していなかった．精子無力症患者においては

先体部，先体後域，中片部，尾部と様々な結合パターンが見られたが，先体赤道部においてはSPMIの結合が全く見られなかった．【考

察】精子無力症患者における精子細胞膜構造の異常は部分的ではなく精子の部位ごとに広範囲におよぶことが明らかとなり，先天的な

異常が示唆された．先体部分は受精に重要な部位であり，今後は受精能獲得後の精子についてのSPMI結合性も検討していく．

●

●

●
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●

●

●

P103 ART実施前検査における精子クロマチン構造アッセイ（Sperm　Chromatin　Struc－

ture　Assay：SCSA）の有効性

○清田　圭子，松浦利絵子，黒滝　陽子，田中　美穂，高橋　暁子，鈴木　寛規，鈴木　幸成，渡邊　倫子，中村　拓実，

　吉田　　淳

　木場公園クリニック

【目的】不妊男性は健常男性に比べ，精子クロマチンの欠陥やDNAの損傷が多く見られると報告されている．Sperm　Chroma－

tin　Structure　Assay（SCSA）は，そのような異常なクロマチンを持つ精子を検出する方法である．今回我々はSCSAとART

の関係について検討したので報告する．【対象】当院にて2007年2月から2007年4月にART実施日にSCSAを行った107
症例617個の胚を対象とした．【方法】SCSAはDNA断片化指数（DNA　fragmentation　index：DFI）を用い，不安定な核
蛋白質をもった精子の割合を測定した．精子はDNAの変性を誘導するために酸性処理をした後，アクリジンオレンジにて
蛍光染色を行った．正常精子ならば，酸性処理を行ってもDNAは2本鎖を維持し，緑色に検出される，しかし，ダメージ
を受けた精子DNAは1本鎖になり，赤く検出される．これをフローサイトメトリーにかけ検出した．　ART全体の受精（2
PN形成）率，　ICSIの受精（2PN形成）率を，それぞれDFI25％未満とDFI25％以上に分け比較検討した．【結果】ART
全体の受精（2PN形成）率は，　DFI25％未満は651％（200／307），　DFI25％以上は57．1％（177／310）で，　DF】25％以上で

有意に低くなった．また，ICSIの受精（2PN形成）率も，　DFI25％未満は65．4％（125／191），　DFI25％以上は558％（ll5

／208）で，DFI25％以上で有意に低くなった．【考察】ART全体の受精率，　ICSIの受精率共にDFIが高値になると有意に

低くなったことから，ART実施前検査におけるSCSAの有効性が示唆された．

P104 精子DNA分断化率　新しい独立した精子機能検査としての基礎的検討

●

●

○山野辺千沙1，七里　泰正2，箱崎　将司1，田中　紀子1，西尾　京子1，朝倉　寛之1

　医療法人愛生会扇町レディースクリニッグ，大津市民病院2

【目的】精子DNAの分断率の増加は精子運動率を低下させ，受精・胚発育結果と関連することが報告された．但し，精子DNA
分断率（DNA　fragmentation　index，　DFI）と精液検査の所見との関連は明らかでない．我々は不妊男性の精子DFIを算出

し，精液所見各パラメーターとの相関について検討した．【対象と方法】年齢26～43歳の無精子症でない不妊男性患者90

例中，精子濃度（1未満～230xlO6／ml）もしくは運動率（0～77B％）の少なくとも1要素にWHOガイドライン上で異常
が認められ，検査に同意を得た男性因子保有者41例を対象とした．DFI検討にはsperm　chromatin　structure　assayキット

（Halosper㎡R1，　Indas）を使用し，観察精子200個中のDNA損傷精子数（DFI）が30％以上の場合，　DFI増加有りとした．

またDFIと禁欲期間，精液量，精子濃度，運動精子濃度，精子運動率，総精子数総運動精子数目視奇形率，1（ruger’sstrict

criteriaによる正常形態率との相関性を検討した．【結果】DFI増加陽性は41検体中17検体（415％）に認められた．　DFI
は精子運動率，運動精子濃度，総運動精子数，Krugerスコアと低程度（絶対値028～0．32）の負の相関を示したが，目視奇

形率や他のパラメーターとは相関がなかった．DFI増加の有無では，総運動精子数は2000万対6300万，　Krugerスコアは
44％対7β％と有意な差を認めたが，目視奇形率は72％，68％と有意差を認めなかった．【考察】男性不妊症患者の約4割
にDFIの増加を認めた．　DFIは精子の総運動能をある程度反映するが，精液所見パラメーターとの相関程度は低く，Kruger

スコアと同様に目視奇形率からの推定はできなかった．Krugerスコアは精子の受精能評価の手段として認識されているが，

精子のDFI検査にて受精能以外の精子機能評価を行い得る可能性が示唆された．今後，精子DFIと各種不妊治療やART
結果との関連を検討し，精子DNA分断化検出の機能的意義を明らかにする必要が示された．

P105 健康成人男性の精液所見とウイルスDNA検出率

●

●

○今井加納子1，笹　　秀典1，河合　淳子1，牧村　紀子1，田中　稔生2，古谷　健一1

　防衛医科大学校産科婦人科1，東京医科歯科大学院保健衛生学研究科2

【目的】性感染症の原因として，精液に含まれるウイルスや細菌の伝播が挙げられる．不妊症男性や性感染症患者の精液に
関する報告は数多くあるが，健康成人男性の精液所見に関する報告は少ない，今回，我々は健康成人男性から精液・尿を採

取し，各種ウイルスDNAを検出，同時に精液の性状の観察と普段の避妊方法等についてのアンケート調査を行い，それら
の関連性について総合的な検討を行った．【方法1過去3年間，健康成人男性123人から充分なインフォームドコンセント
の後，精液と尿を採取した．精液は3日間以上の禁欲の後にマスターベーションで採取した．射精後2時間以内に性状の観
察を行った．Human　papillomavirus（HPV＞，　cytomegalovirus（CMV），　herpes　simplex　virus（HSV），　Epstein－Bar　virus

（EBV），　ureaplasma　urealyticum（UU），　mycoplasma　hominis（MH）についてnested－PCR法によりDNAを検出した．

同時に普段の避妊方法や風俗経験の有』無等についてアンケート調査を行った、【成績】精子数は平均1083xlO6／mlで，50x
106／ml未満は122％であった．精液中のウイルス検出率は，　HPV　O，　CMV　3．23％（4／123），　HSV　O，　EBV，　UU　Oであり，

尿からは検出されなかった．CMV　DNA陽性の4名は避妊法として膣外射精またはコンドームを用いていた．【結論】健康

成人男性の精液中のウイルス保有率は必ずしも高くはないが，CMVやEBVの抗体を保有していない女性は日本において
年々増加傾向にあり，若年男性の高い風俗経験率や完全ではない避妊方法，性感染症の蔓延などを考慮すると，精液ウイル

ス陽性の夫と抗体未保有の妻との組み合わせでは妊娠中の初感染に関して考慮する必要があると考えられた．

●

、
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P106 赤外分光法によるキナクリンマスタード，キナクリンクロライドおよび未染色後の

X・Y精子の識別法の検討

●

○田中威づみ1，田中　　温1，永吉　　基1，粟田松一郎1，姫野　憲雄1，竹本　洋一，鍬田　恵里1，楠　比呂志2，

　渡邉　誠二3

　セントマザー産婦人科医院1，神戸大学農学部動物多様性教室2，弘前大学医学部解剖学第二講座3
●

【目的】キナクリンマスタード染色後のX・Y精子の識別の結果を，赤外分光法を用いて報告してきた．同法はY染色体長腕上の

ヘテロクロマチン領域を描出する特異性の高い方法ではあるが陽性シグナルを高率に確定する為には精子頭部の核膜を破壊する

必要があった．その為，Y精子の特異的スペクトルが一部のキナクリンマスタードのスペクトルと重なってしまう事が判明した．

そこで今回我々はDNA架橋の中に結合せずゆるく入り込むキナクリン・クロライドおよび未染色群に対し，赤外分光法にてX・
Y精子の識別を行い有用と思われる結果を得たので報告する、【方法】キナクリンマスタード，キナクリン・クロライド染色後及

び未染色群の精子浮遊液に対し，顕微フーリエ変換赤外分光システムにてそれぞれ10ヶ所ずつ測定し，データの前処理（baseline

correct，　smoothing　min－max　normalize）を行った．測定範囲は4000～900cm－1，測定条件はアパチャー50μm，分解能8cm－

1とした．【結果】1．波形の大きさはキナクリンマスタード，キナクリンクロライド，未染色の順で小さくなった，2．DNA領

域である1100～1200cm－1で3群ともY精子のみとX，　Y精子配合群とをクラスタリングすることができた，3．因子分析の際，

キナクリンマスタードは，1000cm－1付近，キナクリンクロライドは1050cm－1付近の領域で大きなピークが認められた．【結
論】X・Y精子が混在した群に対し，キナクリンマスタードおよびキナクリン・クロライド染色後の赤外分光法による判定結果よ

りX精子は950cm－1で特徴的なスペクトルを示した．しかしこのローディングによる識別は，　X・Y精子そのもので識別されて

いるのではなく，染色しているキナクリンマスタードやキナクリンクロライドの差により生じていると推測される．

●

P107 Expression　of　recombinant　PLCζin　mouse　sperm

○窪田　裕樹1，Kevin　Coward2，01ivia　Hibbitt2，　Jeff　McIlhinney3，郡　健二郎1，　John　Parrington2

　名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野1，Department　of　Pharmacology，　University　of　Oxford2，　MRC

　Anatomical　Neuropharmacology　Unit，　University　of　Oxford3

【目的】精巣及び精子特異的に発現するPLC（phospholipase　C）のisoformであるPLCζ（zeta）は，卵の活性化因子の最も有力

な候補とされている．このPLCζは組み替え蛋白を利用することで，卵活性化の過程を明らかにする試みがなされているが充分
なものではない．われわれはこれまでにエレクトロポレーション（EP）法を用いてマウスおよびハムスター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が，ハムスターでは蛍光蛋白を発現する精子を作製することに成功してい

る．今回われわれは，EP法によりマウス精巣内にPLCζ遺伝子を導入し，精巣上体精子でのPLCζと蛍光蛋白との融合蛋白の発
現を試みたので報告する．【対象および方法1蛍光蛋白であるEYFP（enhanced　yellow且uorescent　protein）とPLCζの融合蛋

白を発現するように設計されたベクター溶液をマウスの右精巣の精巣網から逆行性に注入したのち，精巣全体にさまざまな条件

で電気刺激を加えた．反対側の精巣には何も処置を加えなかった．一定期間（20，40日）の後に動物を屠殺し，精巣および精巣

上体精子でのEYFP－PLCζの発現を蛍光顕微鏡下で観察した．【結果】導入されたEYFP－PLCζは40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いた．精巣上体精子の内，およそ10％の精子でheadおよびmidpieceにEYFP－PLCζの発
現を認めた．反対側の精巣及び精巣上体精子には蛍光蛋白の発現を認めなかった．【考察および結論】EP法を用いた精巣内遺伝

子導入により精巣上体精子にまでEYFP－PLCζを発現させることに成功した．この精子を利用することで，卵活性化における

PLCζの局在や動態をリアルタイムで観察することが可能となり，受精のメカニズムの解明につながるものと考える，　EP法は手

技が簡便かつ安全で効率が良く，今後も精巣特異的遺伝子の機能解析のための強力な手段として発展していくことが期待される．

●

●

P108 ハムスター精子超活性化へのメラトニンの作用

○藤ノ木政勝

　濁協医科大学医学部生理学

【目的】メラトニンは一般的には松下体から分泌されるホルモンで，昼分泌されず夜分泌されるという日周の分泌リズムを

持っている．生殖機能に対しては基本的に抑制的に作用し，精子形成などが低下する．20年ほど前にヒト精子でメラトニン
受容体の存在が示され，その後家畜動物などを用いた研究でメラトニン投与動物の精子では先体反応率が低下している事や

10uM以上の濃度でラット精子の運動の質を低下させるといった事が示されている．ところで，哺乳類精子は受精能獲得を
経ると超活性化という独特の運動様式を示す様になる．精子の運動の質の低下に関して，具体的にどの様な運動（活性化や
超活性化など）が低下するのかについては明らかになっていない．そこで本研究では，超活性化に着目し，メラトニンがど

の様な作用を及ぼすのか調べた．【結果】運動の質を低下させる濃度である10uMから1fMまでの範囲でメラトニンを
mTALP容積に添加し精子の運動を調べた．運動率に関してはどの濃度でもメラトニンは影響を示さなかった．一方，超活
性化に関しては1uMからlpMの範囲で有意に促進と上昇が見られたが，10uMでは大きな影響が認められなかった．次に，

メラトニンアナログをmTALP溶液に添加してメラトニン受容体の関与について調べた、一般的にメラトニン受容体には
MT1とMT2の2種類の受容体が知られている．複数種のメラトニンアナログの検討の結果，2種類の受容体のうちMT1
受容体が関与している可能性が示唆された．【考察】以上の結果から，メラトニンはMT1メラトニン受容体を介して精子超

活性化の調節を行なう事が明らかとなった．メラトニンの作用濃度はlpMから1uMであり，受容体の結合濃度の下限は1pM
程度である事や分泌リズムでの濃度はnM台であることを考えると妥当な濃度の範囲であると考えられた．

●

●

●
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● P109 ヒト精子鞭毛運動におけるトロフィニンの役割

○高田佳世子1，杉原　一廣1，竹内　欽哉1，花田麻衣子2，畠山　真吾3，大山　　力3，金山　尚裕1

　浜松医科大学産婦人科1，陣内ウィメンズクリニック2，弘前大学医学部泌尿器科3

●

●

　精子は生殖のため運動能に特化した細胞であり，唯一個体を離れる特殊な細胞である．遺伝情報を組み込んだ頭部，ミト
コンドリアの集合した中片部，運動装置を司る鞭毛からなる尾部で構成される．精子は鞭毛運動によって移動するが，細胞

内情報伝達機構については未だ不明な点が多い．トロフィニンは胚盤胞と子宮内膜にそれぞれ発現し機能するホモフィリッ
クな接着分子である．今までに我々は，着床時，トロフィニン同士の結合がErbB4の分子スイッチを構成していること．

さらにこの分子スイッチを介して細胞内情報伝達系が活性化されアクチン細胞骨格の再構成による細胞形態の変化，細胞分
裂，細胞運動が起こることを明らかにしてきた（Reference）．また精子とトロフィニンの関係に着目して検討した結果，精

子にトロフィニンが発現していること，トロフィニンは関連分子ビスチン・タスチンを介してTctex1へ結合し情報を伝達
する可能性があることも示してきた．一方，Tctex1が鞭毛の運動モーターである細胞質ダイニンの不可欠な構成成分であ
ることは報告されている．今回我々はこれらのエビデンスを基にトロフィニンが「精子運動に関与する」という仮説を立て
て解析した．【方法】同意を得て集めた精子検体にトロフィニン結合ペプチドを加え，運動能について検討した．【成績】コ

ントロール群に比べ，トロフィニン結合ペプチドを加えた精子の鞭毛運動は充進した．【結論】トロフィニンが精子運動情
報伝達系に関与すること，さらにトロフィニンが男性不妊治療の標的となり得ることが示唆された．（Reference）Sugihara

K．et　al．，Proc．　Natl．　Acad．　Sci．　USA　104：3799－38042007．

P110 精子の運動性におけるNO（Nitricoxide）の役割

○寺田　央巳，原田　雅樹，麦谷　荘一，大園誠一郎

　浜松医科大学泌尿器科学教室

●

●

目的：Nitric　oxide（NO）は，　NO合成酵素（NOS）の作用によりL－arginineから合成されるfree－radicalである．細胞内

のCa　2＋は結合蛋白であるcalmodulinと結合してCa　2＋・calmodulin複合体を形成し還元酵素領域でフラビン群を経て還

元型NADPH依存性NOSを活性化し血管内皮細胞からNOの放出し，　L－arginineと02からL－cirtullineとNOへの転換
を促進する．同時に可溶性Guanylyl　cyclaseを活性化しcyclic－guanosine　monophosphate（c－GMP）に代表される細胞間

のセカンドメッセンジャーの合成を促進する．その結果c－GMP依存性proteinkinaseC活性を刺激して受精能を獲得すると

言われている．本検討では，NOと精子運動性の関連性について以下の症例を対象として，そのNO濃度を測定し，その結
果とTESEにより採取された精子の運動性について検討した．対象：TESE（testicular　sperm　extraction）を施行したoli－
goathenozoospermia　18例，　obstructive　azoospermia　24例，　non　obstructive　azoospermia　20例とnormal　volunteer　20例

を対象とした．方法：ホルモン検査，NO2／NO3，アミノ酸分析検査，病理組織学的検査をおこない各症例の検討を行った．

結果：non　obstructive　azoospermia症例のホルモン検査所見ではFSH高値を認めた．　NO2／NO3値は，01igoathenozoosper

miaおよびnon　obstructive　azoospermia症例においてNO3が高値を示した．考察・結論：補助生殖医療の進歩により男性

不妊症症例においてもTESE－ICSIにより挙児を得られる可能性が広がったが，　oligoathenozoospermia，　non　obstructive
azoospermia症例ではその成功率は低く，　obstructive　azoospermiaでは運動性が問題となっている．今回の検討では前記症

例において，free　radicalであるNOの過剰産生による酸化ストレスが精子運動性に対する負の要素となる可能性が推察さ
れた．

P111 ヒト精子におけるインプリント遺伝子のメチル化解析

○佐藤　晶子，長木　美幸，佐藤　久子，大津　英子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】近年ARTの普及に伴い，稀なインプリント疾患が増加しているとも報告されている．ゲノムインプリントの機構に

は，配偶子形成過程におけるDNAメチル化が関与している．この機構の破綻と先天性疾患や種々の悪性腫瘍との関連につ
いて様々な報告がある．そこで今回我々は，体外受精または，検査に用いたヒト精子における7種類のインプリント遺伝子

のメチル化状態の解析を行ない，メチル化異常を確認した症例での妊娠を経験したので報告する．

【方法】当院において，体外受精または精液検査に用いた精液を，一部採取し，そこからDNAを抽出しインプリント遺伝子
PEG1，　PEG3，　SNRPN，　LIT1，　ZAC（母方メチル化遺伝子），　Hl9，　GTL2（父方メチル化遺伝子）をターゲットとしてBisuL

phite－PCR処理した後，制限酵素処理をおこないメチル化パターンを解析した．これらの研究はインフォームドコンセント
を得て行った．

【成績】精子濃度20x106／ml以下の乏精子症群のうち，50％（8／16）に2種以上のメチル化異常を持つことが確認された．

それに対して20x106／ml以上の正常群では22％（18／81）のメチル化異常が確認された．3遺伝子にメチル化異常が確認さ

れた症例において，顕微授精29回目で妊娠・出産に至った．胎児のさいたい血にはメチル化の異常は認められなかった．

【結論】精子のインプリント遺伝子のメチル化状態を解析すると，約25％にメチル化の異常を持つことが示された．また，

精子濃度5×106／ml以下の乏精子症に異常が多く認められた．しかし，精子にメチル化異常があっても，正常児出産の可能
性があり，また，同一人物でも採精毎で結果が異なる場合もあった．よってこの機構の解明を行う必要があると考えられる．

●
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P112 セルトリ細胞におけるCOX－2経路へのシスプラチンの影響について

○山口　耕平，石川　智基，近藤　　有，阪本　祐一，原口　貴裕，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

【目的】Cis－diaminedichloroplatinium（CDDP，シスプラチン）は，様々な癌の治療に頻用されているが，重要な副作用に

精子形成障害がある．今回我々は，シスプラチンによって引き起こされるセルトリ細胞内のシグナル伝達機構への影響につ
いて評価，検討した．

【方法】18日齢SDラット精巣よりセルトリ細胞を抽出し，培養した後シスプラチン（10ng／ml）を加え，15，30分，1，3，

6，24，36，48時間でタンパク質及びmRNAを抽出した．ウェスタンブロット法にて各種mitogen　activated　protein　kinase
（MAPK）（P44／42－，　P38－，　cJun－N－terminal　kinase（JNK）），　cyclooxygenase－1，2（COX－1，2），　inducible　and　endothe

lial　nitric　oxide　synthase（i－，　eNOS）の活性化を評価した．また培養液中のNO，　prostaglandin（PG）E、，　PGF，。，　PGD2，

cPGLの経時的変化をGriess法，　ELISA法にて測定した．一方リアルタイムRT－PCR法にてサイトカインinterleukin（IL）－
1β，IL－6の経時的変化を測定した．

【結果】シスプラチン添加後24時間でCOX－2の活性化を認めた．また24，36，48時間でPGE、，　PGF、用PGD、，　cPGI、の増

加及び36，48時間でIL－1β，　IL－6の増加を認めた．　COX－2選択的阻害剤（NS398，10μM）を添加することにより，　COX－
2の活性化やPGE2，　PGF2。，　PGD2，　cPGI、の増加，及びIL－1β，　IL－6の増加はいずれも抑制された．

【結論】今回の結果から，シスプラチンによって引き起こされるセルトリ細胞の障害及び精子形成における影響は，COX－2

経路を介している可能性が示唆された．

P113 セルトリ細胞においてモノ（2一エチルヘキシル）フタル酸エステル（MEHP）はp
44／42MAPKを介しClaudin－11を減少させる．

○近藤　　有，石川　智基，山口　耕平，原口　貴裕，阪本　祐一，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

目的：モノ（2一エチルヘキシル）フタル酸エステル（MEHP）は，経口的に摂取されたDi（2－ethylhexyD　phthalate（DEHP）が消化

管において加水分解された代謝物であり，DEHP毒性の活性本体であるとされる．　DEHPは，多くのプラスティック製品の可塑剤とし

て広く使用されていることから，経口的に摂取される可能性は非常に高く，MEHPはげっ歯類において精巣萎縮を誘起すること等が報

告されている．Claudin－llは，　Sertoli細胞間のTight　Junction（TJ）に含まれており，精巣の内分泌環境やパラクラインを調整し，造

精機能にも関係しているといわれている．今回，培養Sertoli細胞でのMEHPとClaudirl1との関係，　MEHP刺激に対するmitogen－ac・

tivated　protein　kinases（MAPK）シグナル伝達について検討した．方法：Sertoii細胞は18日齢のSprague　Dawley（SD）ラット精巣

より分離した．培養3日目にMEHP（1μM，10μM，100μM）を加え，30分，1時間，3時間，6時間，24時間後に蛋白，　mRNAを抽

出した．Claudirll　mRNAはリアルタイムRT－PCRにて，燐酸化されたMAPK（p38，　p44／42とSAPK／JNK）はWestern　blot法に

て検討した．またRT－PCRとWestern　blot法によって一酸化窒素合成酵素（NOSs），腫瘍壊死因子（TNF）リガンド（FasLとTRAIL）

とそのレセプター（Fas）の発現についても検討した．結果：MEHP刺激によって時間，濃度依存性にClaudin－11　mRNAの減少を認め

た、Fas，　FasL　TRAIL　NOS蛋白には有意な変化を認めなかった．　MEHP刺激により，リン酸化p44／42MAPKの活性化を認め，　p44

／42阻害剤を添加することにより，MEHP刺激によるClaudin－11　mRNAの減少は抑制された、結論：これらの結果よりMEHP刺激で

Sertoli細胞においてリン酸化p44／42MAPKの活性化が起こり，Claudin－11　mRNAが減少することが考えられた．また，　MEHPがSertoli

細胞間のTight　Junctionの破壊，血液精巣関門の障害，内分泌，精子形成機能障害を引き起こす可能性が示唆された．

P114 精巣固定術により射出精子が出現した両側停留精巣による無精子症の1例

〇六車　光英’2，地崎　竜介2，佐藤　仁彦2，日浦　義仁2，松田　公志2

　済生会野江病院泌尿器科1，関西医科大学泌尿器科2

　停留精巣は精子形成障害や悪性化を来たすので小児では精巣固定術が行われるが，成人では精巣摘除術が行われる事もあ

る．しかし我々は不妊を契機に発見され，精巣固定術により射出精子が出現した両側停留精巣による無精子症の1例を経験

したので報告する．症例は20歳代の男性．結婚後2年になるが挙児無きため受診，両側精巣は鼠径部に触知し，精液所見
は無精子症，内分泌所見はLH　66mlU／ml，　FSH　355mIU／ml，テストステロン424ng／mlであった．両側停留精巣による

無精子症と診断して両側精巣固定術を行ったところ，術後3ヶ月で精液中に運動精子が出現し，術後8ヶ月には精液所見が
精子濃度70万／ml，運動率48％となった．妻は術後1年で人工授精により妊娠し，正常女児を出産した．現在も定期的に
フォロー中であるが，精巣腫瘍の発生は認めていない．本症例より停留精巣による精子形成障害は成人になってからでも精
巣固定術を行うとある程度回復する事がわかる．成人になってから両側停留精巣が発見され，将来挙児を望む場合，悪性化
の有無を厳重にフォローできるならば両側精巣固定術を行うべきである．
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● P115 不妊症患者にみられる精索静脈瘤に伴う精巣容積低下と精巣機能の関係

○坂本　英雄1，小川　良雄1，吉田　英機1，七条　武志2，佐々木春明2，斉藤　克幸3

　昭和大学医学部泌尿器科学教室1，昭和大学藤が丘病院泌尿器科2，都立広尾病院3

●

●

【目的】精索静脈瘤と精巣容積の関係と精索静脈瘤に伴う精巣容積の低下と造精機能の関係を検討した．【対象・方法】不妊

症を主訴に受診し精巣容積に影響を与える可能性のある既往歴を有さない432例を対象とし，精巣容積測定は長径x左右
径x前後径xO．71（ml）を使用した．左右精巣容積の％差は（右精巣容積一左精巣容積）÷右精巣容積×100（％）を用い
た．subclinical　varicoceleの診断は超音波ドプラ法によるrenuxの存在と静脈径3mm以上とした．【結果】432例中91例
は左clinical　varicocele，32例は左clinical　varicoceleおよび右subclinical　varicocele，9例は両側clinical　varicocele，51

例は左subclinical　varicocele，22例は両側subclinical　varicocele，8例は右subclinical　varicoceleを有し，219例に静脈瘤

を認めなかった．両側clinical　varicocele症例と右subclinical　varicocele症例以外の症例では右精巣容積が左精巣容積より

大きかった．右subclinical　varicoceleは左右精巣容積への影響はなく，左精索静脈瘤に注目し左clinical　varicocele123例，

左subclinical　varicocele73例，静脈瘤なし219例でみると，左clinical　varicocele症例で静脈瘤無し症例に比し，左右精巣

容積の差と％差が大きく，15％－30％差の存在が有意であった．しかし，左clinical　varicocele123症例で各％差の有無によ

り年齢，精巣機能に差はなかった．【考察・結論】妊孕性のある陰嚢病変の無い症例と妊孕性のある左clinical　varicocele症

例に比し，不妊症症例では精巣容積は小さく，妊孕性のある静脈瘤症例では左右精巣積の差・％差は不妊症症例より大きく，

不妊症症例では静脈瘤以外の要因の関与が示唆される．一方で不妊症症例においても左clinical　varicoceleは精巣容積低下

に関連していたが，精巣容積低下と精巣機能の関係はなかった，またsubclinical　varicoceleと精巣容積の関連はなかった．

P116 当院における精索静脈瘤症例の臨床的検討

○長谷川雄一，池本　　庸1，御厨　裕治2，高坂　　哲3，頴川　　晋1

　東京慈恵会医科大学泌尿器科1，埼玉記念病院2，東京都リハビリテーション病院3

●

【目的】東京慈恵会医科大学病院泌尿器科においての精索静脈瘤症例について統計をとり，臨床的検討をすることを目的と

した．【対象】2000年1月から2006年12月の6年間に，当科男性不妊症外来を受診し，精索静脈瘤を認め手術を施行され
た100例を対象とした．【方法】術前のホルモン値精液所見，精巣の大きさ，精索静脈瘤のグレード，手術方法，術後の
精液所見等を臨床的に検討し，精液所見の改善度の予測因子を検討した．【結果】手術症例の平均年齢は357歳（24～61歳）．

手術施行した患側は，両側が33症例，左側のみが67症例であった．手術の方法は，腹腔鏡手術が11症例，低位が88症例，

高位が1症例であった．精索静脈瘤の手術により，精子濃度の改善率は55％，精子運動率の改善率は50％であった．術前
グレードが高いもので，改善率は高かった．【考察】精索静脈瘤の手術は，精液所見の改善に寄与するものと考えられた．

しかし，改善のエンドポイントをどこにするかによって，患者への有益性が変わると考えられるため，いくつかのエンドポ

イントでの有効性を検討することが重要であると考えられた．
●

P117 精索静脈瘤手術後の精液所見改善予測因子に関する検討

○明石　拓也，渡部　明彦，森井　章裕布施　秀樹
　富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学

■

●

【目的】精索静脈瘤は男性不妊症の原因の中で大きな割合を占める疾患であり，手術による精液所見の改善がこれまで報告

されている．今回我々は精液所見改善の術前予測因子について検討を行った．なお近年，精路から分泌され，造精，精子成
熟との関連が報告されている1amininの精漿中濃度についてもあわせて検討した．【方法】男性不妊を主訴に当科を受診し，

精索静脈瘤手術を施行した44名を対象とした．患者の年齢，精巣容量，精索静脈瘤のgrade，術前の血中ホルモン値（LH，
FSH，テストステロン），術前精液所見および精漿中laminin値が精液所見改善の予測因子となりえるか検討した．精液量，
精子濃度，精子運動率から全運動精子数（total　motile　sperm　count：TM）を算定し患者を3群IGradeA（＞20　x　106），　B（5～

20x106），　C（＜5x106）］に層別化した．効果判定は術後Gradeが上昇したものを改善とした．なお検査の実施には説明と
同意が得られている．【成績】精子濃度131．2±33．1（×106／m1）→468±44．1（x10ツml）］，精子運動率131．8±171（％）→43B士

21．7（％）］，TM【449±5＆2（×106）→768±9生3（x106）］は有意に改善していたが，他のパラメーターは有意な変化を認

めなかった．TMの改善は32名（727％）に認められた．　TM改善群は非改善群に比べ術前精子濃度精子運動率が有意に
高く，FSH値が有意に低かった．　laminin値［改善群23716±＆328（ng／ml），非改善群23638±∪999（ng／ml）］を含め他

のパラメーターは両群間で差を認めなかった．多変量解析の結果，術後TM改善の独立した予測因子は術前精子運動率（odds
ratio＝1．085；confidential　interval：1．011～U65，　p＝00237）であった．【結論】精索静脈瘤手術により精液所見は改善し，

術前精子運動率が高値であることがその予測因子であると考えられた．精漿中laminin値も含めた他の術前パラメーターは

いずれも術後精液所見改善の予測には有用でないと思われた．
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P118 精索静脈瘤結紮術前後における酸化ストレスの検討 ●

○阪本　祐一，石川　智基，橋本　洋美，山口　耕平，近藤　　有，原口　貴裕，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

【目的】精索静脈瘤は男性不妊症の原因の一つであるとされているが，造精機能障害や不妊に至る病態は完全には解明され

ていない．その病態として，近年，酸化ストレスの関与も示唆されている．本研究では，男性不妊患者の精漿中の酸化スト

レスおよびサイトカインの検討，および精索静脈瘤結紮術前後の酸化ストレス，サイトカインおよびDNA損傷の変化につ
き検討した．【方法】無精子症28例，乏精子症30例（静脈瘤あり15例，静脈瘤なし15例），正常精液45例（静脈瘤あり15
例，静脈瘤なし30例）の精漿中の酸化ストレス物質のnitric　oxide（NO），　DNA酸化ストレスマーカーの8－hydroxydeoxy－
guanosine（8－OHdG），脂質酸化ストレスマーカーのHexanoyl－lysine（HEL），抗酸化能評価のSuper　Oxide　Dismutase（SOD）

活性，サイトカインIL－6，　IL－8，　TNF一αをELISA法にて測定した．静脈瘤Grade　IIまたはGrade　IIIの症例に対して両も

しくは左内精静脈低位結紮術を施行した．術前後の評価は上記測定に加えて精子のTUNEL染色にてDNA損傷を測定し
た．【結果】精索静脈瘤症例のNO，　HEL，　SOD活性は静脈瘤を持たない群に比し，有意に高値（p＜α005）であったが，術

後ではNO，　HEL，8－OHdGおよびSOD活性が術前に比し，有意に低下（p＜0．05）した．また精子のTUNEL染色におい
ても陽性率が術後に有意に低下（p＜0005）していた．サイトカインはIL－6以外有意差（p＜α05）を認めず，術前後で有意
差を認めなかった．【結論】精索静脈瘤症例では精漿中の酸化ストレスの程度が高く，Grade　IIまたはGrade　HIの静脈瘤に

関しては，内精静脈低位結紮術にて改善され，精子のDNA損傷も改善された．

●

●

P119 精漿中チオレドキシンの臨床的意義についての研究

○市岡健太郎，宗田　　武，西山　博之，小川　　修

　京都大学大学院医学研究科器官外科学講座泌尿器科学分野

【緒言】精液の評価法としては精子濃度や運動率などがあるが，それら以外の臨床的指標が無く，潜在的な精液の質を評価

するマーカーが必要不可欠である．精漿中にはさまざまな抗酸化物質が含まれており，酸化ストレスから精子を保護してい

るものと考えられている．チオレドキシン（TRX）は様々なストレスにより誘導される抗酸化タンパクの一つであり，　ROS

のscavengerである．我々はTRX－1過発現マウスにおける実験的停留精巣モデルにおいて，精巣のアポトーシスが抑制さ
れることを見いだした．TRX－1は精巣，精子の酸化ストレスからの防御に関与していることが推測される．今回我々はTRX－

1の尿路生殖器における発現を評価し，さらに不妊症患者における精漿中TRX－1濃度の臨床的意義について検討したので
報告する．【対象と方法】手術にて摘出された前立腺，精嚢，精巣上体，精管組織を抗TRX－1抗体にて免疫染色を行った．

妊孕性の確i認された23人の正常男性コントロールと，127人の男性不妊患者より精液，血液，尿のサンプルを得て，ELISA

法にてTRX－1濃度を測定した．カルテ調査により，不妊症治療の予後調査を行った．【結果】免疫染色では前立腺，精嚢，

精巣上体の上皮に強く発現していることを確認した．正常コントロールにおいて，精漿中TRX－1濃度は血清中濃度の10倍
以上であり（37＆3vs　365ng／ml），分泌タンパクとして働くことを確認した．不妊患者のうち，精液所見正常者におけるTRX－

1濃度はコントロールに比して有意に低下していた（2943vs　37＆3ng／ml）．　TRX－1濃度の低下していた不妊症患者では不

妊症治療の予後が悪かった．【結論】精漿中TRX－1濃度は精子濃度や運動率とは別に，精液の質を評価する新たなマーカー
として有用である可能性がある．

●

●

P120 「伝えたいが診察では言いにくい」患者の思いを医療者につなぐi援助一臨床心理士

によるカウンセリング事例からの検討一

○伊藤　弥生1，福田貴美子1，蔵本　武志1

　蔵本ウイメンズクリニック1，九州産業大学2

【目的】不妊治療でも患者一医療者間のコニュニケーションは重要だが時に難しい．本発表では臨床心理士（以下CP）のカウ

ンセリング事例から「伝えたいが診察では言いにくい」患者の思いを医療者につなぐ援助について検討する．本研究は倫理的

配慮に努めた．【事例】A氏：30代半ば，主訴「夫が治療に協力的でないが医師にステップアップを勧められ迷う⊥ストレス

で退職し親の勧めで結婚．子はあまり欲しくなかったが「高齢なので」病院で確かめれば諦めがつくかと思い受診timing法
開始するも夫は治療に拒否的．一方，医師からは年齢を心配してAIHを勧められ困惑．　CPの元を訪れた．通常は夫婦の協力

体制の確立が目標となろうが，A氏は夫婦関係の基盤が弱く他にも背景の問題が窺われ，焦点を不妊治療に関する夫婦関係に

絞っても揺らぐことが予想された．A氏は現状維持し治療はtiming法を継続することを希望．「でも先生の考えと違う・・．い

い加減な気持ちからではないのも伝えたいが」と逡巡．CPが橋渡しした．　B氏：20代後半，主訴「移殖数を迷う」．青年期に

術後の感染症による不妊の可能性を告げられ，目指していた職業も手術の後遺症で断念．一人で生きる覚悟でいたが幸い結婚．

直ちに治療開始．両側卵管閉塞にてART適応．20代で卵の状態も良く1個移植の提案．しかし「20代だが積年の思いがある．

双子も覚悟しており2個なら非妊娠でも後悔しないが先生の考えと違う・・」と悩み他にも若干気になる事があり来談主訴に
ついて中心的に取り上け㌧希望数を申し出るよう励まし橋渡しも実施した．【考察】医療者には患者の身体状態に応じた一定の

治療指針があるが，不妊治療には私的な事情が種々に関わり，患者の思いと合致しないこともある．しかし気兼ね等から思い

を伝えるのは容易ではない．CPは気兼ねなく使える援助構造を有し，医療者との密な連携も持ちえるため一助となろう．

●

●

●
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， P121 治療初期患者カップルに対するインターフェイス・アプローチ

○荒木　晃子，永島百合子，先久　　幸，森山　弘恵，坂本　ルミ，内田　昭弘

　内田クリニック

●

●

【目的】「カップルの協働と医療の協力」が基本となる不妊治療では，カップル・コミュニケーションは不可欠である．今回，当

事者カップルが相互に，自分自身とパートナーとの関係を確認し対話するための共通素材となることを目指した「カップル対話

促進のためのシート（インターフェイス・シート：治療初期患者用）」を作成したので，その有用性についての検討を目的とした．

【対象と方法】2006年9月～10月当院通院中（治療開始から6ヶ月以内）の患者カップル32組と女性患者のみ2名（男性32名，

女性34名，合計66名）を対象に，調査趣旨説明と同時にインターフェイス・シート（環境・対人性要因，自己信念性要因，医

源性要因の3分類，10項目の質問事項）と記入後のアンケート用紙を配布，後日回収した．

【結果】回収は男性15名，女性20名，計35名（カップル11組，男性のみ4名，女性のみ9名），回収率は53％．シート回収後，

カップル別集計・男女別集計・個人別集計のそれぞれをデータ化し，考察と分析を加えた．共通のシートに回答することで男女

間に表出する“意識や認識のズレ”が浮き彫りになった．また，カップル毎の分析過程では，そのカップル・バランスをみる上

でのスケールとなり，心理的サポートの個別必要性が明確となった．

【考察】インターフェイス・シートから，多くの当事者の情報が得られた．カップルの良好な関係の保持・改善・修復のために，

「治療するカップル関係」に対する系統的な援助の必要性が考えられた．また，シートは使用する全ての関係者に当事者理解の手

がかりとなる可能性を示唆した．以上より，生殖医療の現場において，このインターフェイス・シートの有用性が認められた．

今後，本シートが治療初期患者だけでなく，「カップル関係を円滑に保ち，その『選択と決定』を促進する」ことも目的としてい

くために，通院中の追跡調査を予定している．

P122 不妊外来初診時高齢者に対するカウンセリングのあり方についての検討

○小松　雅博，石井　絵理，秋谷　　文，酒見　智子，塩田　恭子，佐藤　孝道

　聖路加国際病院女性総合診療部

●

●

【目的】結婚年齢の上昇などに伴い，高齢不妊患者が増加し40歳以上で不妊治療を希望して来院する症例も少なくない．し

かし高齢の成功率は低く，初診してすぐ治療を断念することも多い．本研究では，40歳以上で初診してすぐ治療を中断する
症例の特徴について後方視的に検討し，これらの症例に対するカウンセリングのあり方を検討した．【方法】2003年7月か

ら2005年12月の間に，当院に初診し，初診時問診票に記入した549例（年齢354±49歳）のうち女性の年齢が40歳以上
の108例（全体の1軌7％）について，その後の通院が初診時を含めて3回以下の42例（108例の38．9％：中断群）と，それ
4回以上通院した66例（6U％：継続群）に分け，患者背景について比較検討した．なお，通院回数が3回以下の症例には，
セカンドオピニオンで来院したものや治療を断念した症例，他院に転院した症例が含まれる可能性があるが，便宜的に「中
断群」とした．【結果】1）40歳以上の108例中，中妊娠に至ったのは11例（1α2％），現在も治療を継続しているのは9例

（＆3％）であった．2）平均年齢は中断群430±a3，継続群414±1Bと，中断群で有意に高かった（p＜001）3）結婚年齢は

中断群3生8±仕0，継続群335±仕4歳で有意の差はなかった．4）不妊期間は中断群358±31か月，継続群4＆2か月，有意
の差はなかった．5）就業率は中断群476％，継続群636％であった．5）他院での治療歴は中断群64％，継続群50％であっ
た．【結論】40歳以上で受診した患者のうち，38．9％は通院回数が3回以下で，治療を中断していた．中断例に高齢者が多

いことから，高い中断率の背景には，妊娠可能性に関する正確な情報の伝達があるものと考えられた．それ以外の，結婚年

齢，不妊期間，就業率，他院治療歴には差がなかった．正確な情報伝達は結果として高齢不妊症例の治療中断率を高める可
能性がある．どのような情報伝達が適切かさらに検討する必要がある．

P123 事実婚カップルの不妊治療に対する当科のガイドライン

○和田　　篤，枝元　直子，川崎　彰子，北　　直喜，相野谷陽子，田中　智子，近藤　一成，原　由紀子，岡本

　筑波学園病院産婦人科

●

◆

　当科では今まで法的婚姻関係にある夫婦に限って不妊治療を行ってきた，ただ近年婚姻の形が法的に限らず，婚姻届を提出しない

「事実婚」やお互いの姓を名乗る「夫婦別姓」など多様化してきた．また，2006年2月，4月に相次いで日本不妊学会（現日本生殖医

学会）と日本産科婦人科学会が事実婚カップルの体外受精を容認する見解を示したため，当科も対象を事実婚カップルまで広げる必

要があると判断した．しかし事実婚カップルの場合倫理的問題点が多いにも関わらず，どの学会も明確なガイドラインは出していな

かったため，当科にてワーキンググループを作りガイドラインを作成した．

　カップルの不妊外来初診から治療開始までの流れを軸に作成していったが，特に重視した内容として　1．事実婚であること（多重

婚や偽装結婚の否定）をどのように証明するか？　2．生まれてくる子供の戸籍や親権は母親方に属し父親は認知という形をとるため，

将来子供に不利益な状況が起こり得ることをどのようにカップルに認識してもらうか？　という点であった．対応策として，1にお

いてはカップル双方の戸籍謄本，住民票（発行後3ヶ月以内）の提出をしてもらい，さらに6ヶ月毎の再提出による更新を義務づけ

た．また提出にはカップル2人の同席を必須とした．2においては治療前に当科不妊カウンセラーによるカウンセリングを受けても

らい，理解が得られ同意書にサインをしてもらうまでは不妊治療を開始しない方針とした．そして検討開始から半年経過した2006年

11月ガイドラインは完成し院内倫理委員会において承認を得られた後，当科における事実婚カップルの不妊治療が可能となった．

　今回，今後増えることが予想される事実婚カップルの不妊治療に対して当科独自のルールを作成した．しかし，このような倫理的

配慮が必要な事項においては個々の病院では限界があるため，国や学会を中心として検討されたガイドラインが必要であると実感し
た．
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P124 「一般病院における不妊相談の実態」～国家公務員共済組合連合会浜の町病院にお
ける不妊相談の分析から～

喝

○金丸　道子，峯松　昌子，松尾　則子，渡邊　良嗣

　国家公務員共済組合連合会浜の町病院

【目的】当院で行っている不妊相談の実態を明らかにすることを試みた．【方法】対象：平成17年4月～平成18年3月に行っ

た不妊相談（約1時間の面接）のうち記録が整っていた111例．方法：相談記録及び外来カルテより情報収集し，カテゴリー

に分類した．さらに，得られた情報を妻の年齢階級別に分類し，悩みや相談内容に差があるかを見た．対象者に対する秘密
保持として，得られたデータは統計的に処理し個人の背景が特定されないよう配慮した．【結果】妻の年齢は35～39歳38％，

30～35歳32％で30代が7割を占めた．治療期間は2年未満61％であった．相談内容は情報提供51％，治療に関する悩み
27％，治療以外の悩み22％であった（重複選択）．情報提供：治療検査，薬が合計41％，治療に関する悩み：治療への迷
い23％，治療以外の悩み：夫との関係22％であった（重複選択）．妻の年齢階級別に見ると，治療期間に差がない反面，40
歳以一ヒで高度生殖補助医療に関する情報提供及び実施の比率が高かった．【考察】妻の年齢のピークは他の電話相談と比較

すると5歳高く，対象が現在治療中である反映と考えられる．治療を受ければ妊娠可能と安易に考え40代で初めて受診す
る者がいるが，期待と現実の間で悩みが深まる事例もあり，社会に向けた啓蒙の必要性を感じる．治療に関する情報提供の

割合が高いのは，初診時，ステップアップ時初めての体外受精前に相談が多い事が要因の一つと考えられる．しかし，治
療に関する悩みや治療以外の悩みの相談も多数あり，従来より指摘されてきたように不妊相談に望むものが治療ばかりでな

く，夫婦関係，社会的抑圧など複合的であることが伺える．今回は当院の不妊相談の内容分析のみ行い，他の施設や地域の
不妊相談・電話相談との比較検討は行っていない．当院の傾向を明らかにするためにも，今後もデータを蓄積していきたい．

●

●

P125 女性患者の意識調査～不妊原因による比較検討～

○篠田多加子，指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

＜目的＞2006年男性に不妊原因があり，妊娠に至った女性患者の気持ちについて調査を行った．その調査では「必ずしも男

性因子が夫婦関係に否定的な影響を与えた」訳ではなく事実を受け止め前向きな姿勢で治療に臨んでいたという結果を得
た．今回，我々は妊娠に至っていない治療中の女性患者の気持ちを不妊因子別に検討したので報告する．＜対象・方法＞2006

年10月から12月，当院受診中の女性患者115名に待合室にて質問紙を配布し，診察終了後受付にて回収した．回収は112
名，回収率は97％であった．（平均年齢354歳，平均不妊期間319ヵ月，平均治療期間24．2ヵ月）〈結果〉不妊原因につ
いては女性のみと認識している患者が40％，男性のみ10％，女性と男性双方37％，原因不明と答えた患者は13％であった．

不妊原因がわかった時の気持ちについて女性のみに原因があると答えた患者の内，56％が「妊娠できないのでは」と思った

と答え，53％が「夫に対して申し訳ない」と答えた．一方，男性のみに原因があると答えた患者の内，64％が「夫の気持
ちを思うとつらかった」と最も多く，次に36％が「できることはしてあげたい」と答えていた．「妊娠できないのでは」と

思った人は9％と少数であった．治療については不妊原因に関らず，80％以上の女性患者が「前向きに進めたい」と答えた，

現在，治療継続できている理由として，不妊原因に関わらず約70％が「二人のこどもが欲しいから」という意見だった．「夫

を父親にしてあげたい」と考える人も約40％と多く，特に女性側に原因があった場合に高い傾向がみられた．〈考察〉自
分に原因がある場合，男性側のみに原因がある場合より妊娠への不安が大きかった．また，妊娠に至った患者と同様に男性
因子に対して否定的な感情を抱くことは比較的少なく，相手を思いやる気持ちをもって治療に臨む患者が多いことがわかっ
た．

●

●

P126 不妊症検査や治療を受けている女性の意識調査

○馬場真有美1，岡田　英孝2，川畑　仁美1，下井　華代1，宮城　博恵1，小野　淑子2，松岡　　進2，安田　勝彦2，

　日浦　義仁3，松田　公志3，神崎　秀陽2

　関西医科大学附属枚方病院生殖医療センター1，関西医科大学産科学婦人科学2，関西医科大学泌尿器科学3

【目的】医療従事者は，最適と考える不妊症の検査・治療を患者に提供することが重要である．不妊カップルは，その検査・

治療の必要性を理解し，治療法を選択する必要がある．そこで不妊カップルへのサポートのあり方や方向性を検討するため

に，生殖医療センターで不妊症検査や治療を受けている女性の意識調査を行った．【方法】2006年9月から2007年3月に，

不妊症検査や治療中で同意を得られた女性70名にアンケートを行った．その内容は，不妊検査・治療についてのカップル
での話し合いとその機会，相談する家族・友人の有無，検査や治療での知りたい情報などである．【結果1対象者の年齢は35±
9歳で，69名（98％）からアンケートを回収した．検査や治療に関して，「カップルでキチンと話し合いをした」54名（78％），

「大体話した」14名（20％）で，男性に話をしていない女性はいなかった．しかし不妊検査を全く受けていない男性が20名
（29％）に認められた．話す機会に関して，「よくある」45名（65％），「少しある」18名（26％），「あまりない」4名（6％），

「ほとんど無い」1名（1％）であった．また，相談できる友人や家族については，「たくさんいる」4名（6％），「数名いる」

44名（64％），「あまりいない」17名（25％），「全然いない」3名（4％）であった．知りたい情報として，費用，安全性，

治療成績，児への影響などが挙げられた．【考察】不妊症検査や治療に関して，男性と話し合いが少ない女性がいることが

判明した．また，治療の副作用への不安や知識が乏しいと感じ，相談できる人も限られていた．今後不妊カップルを対象
とした不妊学級の開催や個別に相談できる不妊相談窓口の開設が必要であると示唆された．

●

●
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● P127 ART利用に対する抵抗感一医療技術全般への考え方との関連一

○竹田　恵子

　大阪大学大学院人間科学研究科

ρ

●

【問題】ARTは普及しつつあるが初診やステップアップなどの際には抵抗感が生じることがあるといわれている．しかし，

このような抵抗感はARTのみに起因するのではなく，医療技術への考え方とも関連している可能性が考えられる．さらに，
このような抵抗感は受診者だけでなく一般の人々も持っていると考えられるが，両者の抵抗感および医療技術への考え方の

違いはARTの社会的受容という面を考える上で重要だと考えられる．そこで，　ART受診者と一般女性におけるARTの段
階別抵抗感と医療技術への考え方を比較した．【方法】質問紙調査（2005年11～12月に実施内容を説明後，承諾した者を
対象．名前等の属性は問わず）．ART受診者122名，一般女性（女子大生）129名．【結果】タイミング指導，　AIH，　IVF，

ICSIでは受診者の方が抵抗感は低く，　AIHとIVFでは有意な差（p＜α01）があった．また，医療技術全般に対する考え方
のうち「医師の助言のもと，適切な医療処置を行うことで妊娠しやすくなると思う（p＜005）」「生殖医療の発展を全体的に

見た場合，プラス面が多いと感じる（p＜α01）」という設問で両者間に有意差が生じ，いずれも受診者の方が生殖医療に高

い評価を与えていた．特にIVF，　ICSIの抵抗感が低い受診者は「医師の助言のもと～」に高い得点を与えていた．しかし，

その反面，「自分や家族が医療事故に巻き込まれるかもしれないと感じる（p＜005）」「医療技術が悪用される危険性が増え

ると思う（p＜0工｝1）」等の設問に対する回答でも両者間に有意差が生じたが，これらはいずれも受診者の方が高い数値を示

した．【考察】受診者は一般女性（女子大生）よりARTへの抵抗感が低い傾向があり，　ARTおよび生殖医療の有用性を支
持していることがわかったが，医療技術の進歩に伴う弊害や警戒感は高いことがわかった．【追記】本研究は柿内賢信奨励
賞の研究助成を受けて行った．

P128 不妊治療症例を中心とした患者様別意識調査と検討

○辻　　敏徳1，鈴木　康夫1，西　　　修2

　鈴木レディスホスピタル1，西ウイミンズクリニック2

●

●

【目的】我国の年間出生数は1973年以降減少傾向が続き，現在は当時の約半数（2003年54％）にまで減っている，出生率

でも，当時最も高かった1971年の216から，2005年には4割減の126と過去最低を更新し，歯止めが利かないのが現状で
ある．不妊治療の技術の進歩は赤ちゃんを希望する不妊患者さんにとって福音であるが，不妊治療がカップルの（QOL）や

人間関係に与える影響を，不妊治療に携わる我々医療従事者は真剣に考えていく必要がある．そこで，今回我々は不妊治療
患者様の意識調査を行い，その結果や背景から様々な考察を行った．【対象と方法】対象は当院通院暦のあるinformedconsent

が得られた女性，対象を3タイプに分け，匿名意識調査を2週間実施した，タイプ別（1，自然妊娠対象者．2，不妊治療を
経て妊娠に至った対象者．3，不妊治療中対象者）平均年齢2α5歳，328歳，32．0歳回収率35／45（78％），24／33（73％），

26／35（71％）であった．【結果】3タイプの対象者全てが2人以上の子供を希望し，タイプ2，タイプ3，の不妊治療中対象

者の不妊治療における精神的ダメージは大きく，特に現在治療中であるタイプ3，対象者の訴えは必至であった．【考察】不

妊患者を取り巻く環境は複雑であり，地域社会，家族が与える影響も大きいと推察された．またパートナーの付き添いを希

望しますか？と尋ねた項目では，タイプ3の不妊治療中対象者の7割が否定した結果からも，当事者である患者様が不妊治
療に対して一人で抱え込んでしまう現状が推察された．今後の取り組みとして，不妊患者様の精神的なサポートを確立する

必要性があり，最初の1次カウンセリングに当たる我々医療従事者が，できるだけ患者様の訴えを聞く為に，話しやすい態
度，環境作りなど，少しでも患者様の心の負担を減らし治療を受けて頂くことが望ましいと改めて痛感した．

P129 不妊治療中のカップルにおける夫の抑うつが妻に与える影響について

○星山　千晶，佐々木恵子，菅原可奈子，太田　百恵，田村　　純，齋藤　有理，京野　廣一
　京野アートクリニック

1

●

【はじめに】不妊治療中の女性の心理として，うつ状態になることは珍しいことではない．不妊治療中の情緒的反応は，“感

情のジェットコースター”とも表現される．そうした情緒的な負担の多い治療中の女性にとって，夫の存在・支えはとても
重要な意味を持つ．しかし，男性とて抑うつと無縁ではない．治療中のカップルの中には夫が抑うつ状態にあるものもおり，

その援助について検討が必要である．【目的】不妊治療は妻だけが行うものではない．カップルで治療を受ける以上，夫と

妻の双方の心理状態が相互に影響しあい，治療状況にも関与することがある．今回，夫が抑うつまたはうつ病の既往を持っ

ているカップルに対してのカウンセリングを振り返り，夫が抑うつ状態にある場合の妻への影響と，妻およびカップルへの
支援について検討する．【方法】夫が抑うつ，あるいはうつ病の既往がある場合の妻側の反応について検討した．［結果］夫

の心理状態に関する情報源は，夫自身よりも妻である場合が多かった．そのため，実際の美の状況把握は不十分なことがあっ

たが，いかなる状態にしろ，妻にとっては夫への言葉かけ・態度・接し方に不安を抱きつつ気遣う状況で，妻の抑うつ気分
を引き出す要因ともなることがわかった．【考察】夫が抑うつ状態を呈するようになった状況が明らかである場合と不明な
場合により，カウンセラー側の妻への援助も具体性の度合いが異なった．また，妻の夫への依存度や不妊治療の状況，夫以

外のソーシャルサポートの有無など，これまでにも指摘されてきた要因がやはり大きく影響していると考えられた．不妊治
療の枠組みで言えば，抑うつ状態に対して不妊専門クリニックのみで援助をすることは現実的ではないが，医療適応の有無

を見極めつつカップルへの支援を行うことがカップルのwell－beingを高め，治療中のさまざまなストレスに対してのカッ
プルの対処力をも高めることになるのではないかと考えた．

●
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P130 第3者の提供卵子を用いた生殖補助医療に対する女性の意識調査（その1）～卵子
提供者となりうる満35歳未満の成人女性を対象として～　厚生労働科学研究子ど
も家庭総合研究事業分担研究

●

○長岡由紀子1，清水　清美2，朝倉　寛之3
　慶慮義塾大学看護医療学部1，国際医療福祉大学小田原保健医療学部2，田附興風会医学研究所北野病院医療法人愛生会扇

　町レディースクリニック3

【目的と方法】本邦における第3者の提供卵子によるART実施の上でのカウンセリング体制の検討のため，平成15年厚生科学審議会生殖補助医療部会報告書により卵子

提供者となりうる成人女性にアンケート調査を実施し，提供卵子を用いた体外受精に対する意識調査を行った，実施に際し北野病院倫理委員会の審査を受け，書面で対象

の同意を得た．

【結果】有効回答は517名（平均297歳，子ども有り413名）．第3者の提供卵子を用いた体外受精については，526％が一般論として「実施に賛同」し，258％が「自己

の卵子を提供してもよい」とした．提供への同意理由は，872％が「不妊夫婦の役に立ちたい」を挙げ提供しない理由には，採卵や副作用への不安よりも「自己の遣伝

子を引き継ぐ子どもの誕生への抵抗感」（674％）や「提供卵子によって生まれた子どもと自己の家族との関係が複雑になる」（565％）等の危惧が多かった．卵子提供へ

の報酬については賛否が均衡したが，提供に同意する者の約3分の2が金銭的または非金銭的な報酬を期待した．提供相手は76．8％が「匿名の夫婦」を望んだが「実の

蚕爾i芙婦」を望むものも437％いた．生まれた子どもには卵子提供の事実を伏せることが最も望まれたが　レシピエント夫婦や生まれた子どもとの将来の関係性につい

ては，提供者はその意思が積極的であるほど自己の情報開示に協力的であり，2＆2％が将来子どもに対し自己の匿名性が保たれなくとも卵子を提供する意思を示した．

【結論】本邦における提供卵子を用いた体外受精は社会的には容認されつつあるが，当事者として関わることには，多くが選択に踏み留まることが明らかとなった．卵子

提供への報酬制度や提供者とレシピエント夫婦の相互関係のあり方を長期的な視野をもって検討し，提供によって生まれた子どもとの関係に，提供者の尊厳及び自身の家

族関係が保護される制度やカウンセリング体制の整備を構築する必要性が示された，

q

●

P131 第3者の提供卵子を用いた生殖補助医療に対する女性の意識調査（その2）～卵子
提供を容認する女性の特徴・認識～　厚生労働科学研究子ども家庭総合研究事業分

担研究

○清水　清美1，長岡由紀子2，朝倉　寛之3
　国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科1，慶鷹義塾大学看護医療学部2，田附興風会医学研究所北野病院医療法人

　愛生会扇町レディースクリニック3

【目的】本調査は，卵子提供を容認する女性の特徴・認識について明らかにし，卵子提供システムに必須と思われるカウンセリングのあり方につ

いて提言する．【方法】有効回答517名中，「国内で卵子提供が認可されたら自身の卵子を提供してもよいか」という問いに対して，「提供しても

よい」「どちらかといえば提供してもよい」と回答した133名（258％）を『（卵子提供）同意群』，「提供したくない」「どちらかといえば提供した

くない」と回答した222名（4a9％）を『非同意群』として比較した．倫理的配慮は前抄録参照．【結果】同意群は，年令が若く（2905歳p＜005），

「不妊の立場になったら卵子提供を受けることを『考える』」と回答した者が優位に高かった（707％　p＜001），不妊夫婦（レシピエント）との許

容関係では，「全く知らない夫婦（835％p＜α05）」，「実の姉・妹夫婦（504％p＜005）」，「知人・友人夫婦（21B％p＜001）」と，レシピエントと

の関係性に関わらず許容率が有意に高かった．また，生まれた子どもとの関係において，「絶対接触したくない」は優位に低く（383％p＜005），

「管理施設経由で手紙を送りたい（180％p＜001）」，「直接面会しても良い（165％p〈001）」は優位に高かった．一方，卵子提供をする場合に必

要とする情報やサポートについては，「家族の理解（462p＜005）」「提供に賛成していない友人がいる場合の付き合い方（324　p＜005）」が優位に

低く，卵子提供を個人の問題として捉えている印象を受けた．【結論1レシピエントや子どもとの関係において比較的寛容な態度があり，不妊夫

婦の利益や生れた子どもの「出自を知る権利」を保障する上では適者であるが，提供者自身の家族や周囲から理解を得ないままに実施する傾向も

否めず，卵子提供が自身の将来や家族に与える影響について十分熟知した上で決定ができるようなカウンセリングが必要であると考えられた．

●

●

P132 不育症患者における精神的ストレスについての検討

○井上　統夫，池野屋美智子，北島　道夫，平木　宏一，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

【目的】近年不妊治療に伴う精神的ストレスに関しては調査が行われているが，不育症患者についてはあまり調査されてい
ない．そこで，簡易調査票を用いて不育症患者における精神的ストレスを明らかにすることを目的とした．【方法】不育症

外来を受診した患者（流産群）19例を対象とし，インフォームドコンセントの上，簡易質問表（SRQ－D，　SDS，　Impact　of

event　scale）による調査を行った．また対照として，産婦人科女性医師（医師群）8人および一般女性（一般群）5人に同

様の調査を行い比較検討した．【成績】SRQ－DスコアはRPL群で他の2群より有意に高かった（流産群vs医師群vs一般
群；94±4．8，a8±2．4，3、8±2．4，　P＝α02）．　Impact　of　event　scaleはRPL群で他の2群より有意に高かった（流産群vs医

師群vs一般群；201±14．0，60±103，152±123，　P＝002）．　SRQ－Dで境界域以上と診断されたものは7例あり，そのう

ち857％が流産群で143％が医師群であった．SDSで中等度うつ以上と診断されたものは3例あり，全例流産群であった．
【結論】不育症患者は，全体的にストレスを表すスコアが高かった．またその中には強い精神的ストレスを受けているもの

が存在した．そのような例では，専門家へのコンサルトを考慮する必要がある．

●

¶

●
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P133 「不妊治療の終結」に対する患者の意識と愛知県不妊専門相談事業としての支援の
あり方について

○原田　統子1，佐藤　博子1，鈴木　　雅1，滝川　幸子1，鈴木　恭輔1，真鍋　眞一，後藤　真紀1，岩瀬　　明1，

　吉川　史隆，渡邊　実香2，安藤　寿夫3

　名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦人科学教室1，中部大学生命健康科学部2，豊橋市民病院総合生殖
　医療センター3

■

【目的】不妊治療に終結期に対する支援は，当事者のこれからの人生を考えても，最も大切な係わり合いのひとつであると言われてい

る．治療の終結に対して，愛知県不妊専門相談事業としてどのように支援をしていくべきか，その参考とするために意識調査を行った．

【方法】愛知県不妊専門相談センター公開講座（平成19年2月）に参加した129名に対してアンケートを実施し，不妊に対する意識に

関する質問を集計した．データの解析において情報管理者の設置と，匿名性により，個人情報を保護した．その集計をもとに，併せて

愛知県不妊専門相談センターにおける平成15年7月～平成19年2月までの電話相談内容から考察した．【結果】1．アンケート：有効

回答は81名，回収率は6a8％であった，治療経験の有無に関しては，現在治療中51名，治療をしたことがある15名，これから治療

を考えている5名，していない10名であった．治療中，及び治療をしたことがあると答えた群（66名）では「治療をしていく中で限

界を感じたことはありますか？」の質問に対し，限界を考えたことがあるが42名（64％）なしが23名（35％）であった．「具体的に

何について限界を感じたか」の質問に対しては年齢的，精神的，経済的についての内容が多かった．「治療に終結を考えたことがあり

ますか」の質問に対しては終結を考えたことがある42名（64％）なしが24名（36％）であった．「具体的にどのような時に終結を考

えたか」という質問に対しては，年齢を感じた時，結果がでない時，将来のことを考えた時，などであった，2．電話相談：平成15年

7月～平成19年2月までの電話相談件数は982件であった．その中で治療の終結そのものに対しての電話相談ll件（1．1％）であった．

P134 CMI健康調査による不妊症患者の健康状態について

○酒井　　操，指山実千代，上野　桂子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】1997年当院ではCMI健康調査表による不妊症患者の心理評価について「神経症傾向の高い患者ほど通院期間が短く

治療が長続きしない」と報告した．その結果を踏まえ，今回我々は初診時と妊娠に至り分娩施設紹介時にCMI健康調査を
実施したので報告する．【対象及び方法】2001年2月から2003年5月当院を受診した初診女性患者464名（433名回収率93％）

と2003年10月から2004年10月の間に分娩施設紹介となった患者238名（184名回収率77％）にCMI健康調査を配布し，
後日回収ポストにて回収した．【結果】初診時神経症傾向の高かったグループ4の患者の60％が治療を諦めており，そのう

ちの90％が初診から半年以内に治療を諦めていた．他のグループ1～3との間に有意差が認められ，グループ4の患者は治
療が長続きしないという結果を得た（p＜0．05）．治療を諦めた患者では，グループに限らず半年以内に治療を諦めている人

が過半数以上にのぼることが分かった．治療を継続した場合，グループ4の患者でも半年から2年の間に妊娠に至っている
ことが把握できた．分娩施設紹介時のCMIの結果，健康度の高いグループ1が初診時と比較して有意に増加した（p＜α01）．

これは，グループ4の患者が早期に治療を諦める割合が高いことが影響すると考えられる．【考察】前回の調査と同様に初

診時神経症傾向の高い患者は通院期間が短いことが再確認された．正常群に比べて神経症群は，妊娠が得られないうちに治

療を諦める割合が高いことが分かった．またグループに限らず治療を諦めた人の過半数以上が初診から半年以内に治療を諦

めている．その一方で，妊娠した患者のうち，約90％が2年以内に妊娠に至り，分娩施設紹介となっている．以上のこと
から，妊娠に至るための治療継続の必要性や，治療を諦めてしまいがちな，特に初期のサポートが重要であると考えられる．

P135 男性不妊症外来における遺伝カウンセリング

○市川　智彦’，今本　　敬1，石川　香織1，遠藤　　匠1，神谷　直人’，納谷　幸男1，鈴木　啓悦’，小島　聡子2，

　佐伯　和美3，工藤　　晶3，高橋　敬一

　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学1，帝京大学ちば総合医療センター2，高橋ウイメンズクリニック3

●
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【目的】不妊専門婦人科クリニックにて行っている男性不妊症外来における遺伝カウンセリングについて検討し報告する．【対象・

方法】平成13年4月より不妊専門婦人科クリニックにおいて男性不妊症外来を開始したが，平成19年5月までの6年2ヶ月に
おける受診者を対象として検討した．男性不妊症患者に対する診察は週一回予約制で行った、泌尿器科初診時に，問診，理学的

検査，超音波検査を行い，クリニック内の専用採取室において精液を採取し精液検査を行った．内分泌検査として血中LH，　FSH，

プロラクチン，テストステロンを測定した．無精子症および高度乏精子症など，染色体検査や遺伝子検査の検討を必要とする症

例では，当初は，文書による説明を行い同意が得られた場合に，染色体検査およびFISH法によるDAZ遺伝子領域の欠失の有
無を検索した．現在では，クリニックでは主に説明を行い，大学病院においてさらに専門的な遺伝カウンセリングを受ける希望

の確認もした上で，検査を希望される場合には大学病院を紹介し，検査を行っている．【結果】対象期間の初診患者は771例で

あった．このうち，無精子症は122例（158％）であった．非閉塞性無精子症は82例であり，このうちクラインフェルター症

候群が15例，DAZ遺伝子領域の欠失が3例であった．非塞性無精子症40例のうち，両側精管欠損症が19例であった．両側精
管欠損症では全例が精巣内精子採取術を希望され，クリニックにおいて局所麻酔にて施行した．【結論】男性不妊症患者におけ

る遺伝カウンセリングは，対象のほとんどが生活に支障を来すような自覚症状が無く，また就労年齢でもあることから，複数回

の通院を必要とする遺伝カウンセリング，特に大学病院におけるカウンセリングを希望される症例はいなかった．専門的な遺伝

カウンセリングを行うためには大学病院との連携が必須であると思われるが，今後の課題と考えられた．
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P136 親の染色体の構造異常に起因する不育症2症例に対する遺伝カウンセリング q

○霞　　弘之1，堀内　　功2，澤井　英明3，武信　尚史2，小森　慎二2，香山　浩二2

　兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門’，兵庫医科大学産科婦人科2，京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専

　攻遺伝カウンセラーコーディネータユニット3

　習慣流産カップルの3～8％が染色体の異常を有すると報告されている．そのほとんどは構造異常で，減数分裂時の染色
体の交叉によって生じる逆位もその一例で，一つ染色体の2カ所で切断が起こり，向きが反対になって切断端と結合した状

態である．9番を除く逆位は配偶子形成時に不均衡を生じやすく，受精後の染色体に部分モノソミーや部分トリソミーが起

こり，習慣流産の原因となる．今回我々は，親の染色体の逆位によって習慣流産を起こしたと思われる2症例を経験したの

で報告する．症例1：30代女性，二人生児があり，離婚後3回自然流産して今回6回目の妊娠が成立したので，高齢妊娠と
して遺伝カウンセリングを行い，羊水検査を施行した．結果は，inv（6）（p21．3；q25．1）であり，6番の染色体に腕間逆位

が認められた．夫婦に十分な遺伝カウンセリングを行ない，夫婦の染色体検査を施行した．結果は親由来の逆位によるもの

であった．児の表現型には影響しないと判断し，妊娠を継続して出産に至った．症例2：40代女性，2回自然流産の後に一
人生児を獲得し，今回は自然流産の後に妊娠となった．妊娠前に不育症の検査（両親の染色体検査も含めて）を行なってい

たが特に異常は認められなかった、高齢妊娠のため羊水検査を施行したところ，22番染色体の腕内逆位が強く疑われた．両

親に遺伝カウンセリングを行なった後に再度染色体検査をFISH法併用にて施行した．結果は，親由来のinv（22）（q12．1q
l33）と考えられた．遺伝カウンセリングを行なった後，妊娠を継続し出産に至った．出生前診断に伴う染色体検査では，

検査の結果が判明するにつれて，短期間に複数回の遺伝カウンセリングが必要となることがある．短期間に選択と意思決定

を迫られる夫婦に十分な時間を確保した遺伝カウンセリングを行なう必要がある．

⑨

●

P137 血液腫瘍性疾患患者に対する生殖補助医療サポートシステムの構築

○清川加奈子，宮家　横子，亀田　知美，菅沼　信彦

　京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

［目的］血液腫瘍性疾患患者に対しては，化学療法，放射線療法，さらに骨髄移植などの集中治療が施行され，完全寛解が

高率に得られるようになってきている．しかしながら，これらの治療により，女性においては卵巣機能が，男性においては
精巣機能が不可逆的に障害され，将来の妊孕力を喪失する場合が多い．近年，生殖補助技術の進歩により，精子や未受精卵・

卵巣組織凍結保存，さらには配偶子提供などの道が開かれてきている．我々は，血液腫瘍性疾患患者の長期QOL向上のた
め，生殖補助医療サポートシステムを構築することを試みた．［方法］名古屋と京都の2病院において，小児科，内科，産

婦人科および泌尿器科医師による「血液疾患専門外来」を組織した．当外来には専門看護師を配備し，血液腫瘍性疾患患者
やその家族の生殖補助医療に関する意識調査や，性別，年齢，疾患が異なる患者に対するオーダーメード医療の確立のため，

以下のようなサポート法を考案した．これらの調査・研究は患者の同意を得，施設倫理委員会の承認の元に行った．［成績］

1）患者ならびに家族の生殖補助医療に関する意識調査を，アンケートにより行う．内容は厚生労働省が行った「妊娠・出

産に関する医療技術についての調査」内容に準じ，半構成的面接法による．2）生殖補助技術の解説は，女性に関しては産
婦人科医が，男性に関しては泌尿器医が専門的に行う．3）腫瘍治療経過ならびに治療計画は小児科医・内科医より報告を

受け，4科が連帯し，随時協議する．さらに高度の生殖補助医療施行施設との連携を密にする．4）治療の進む中で，専門看

護師が個々の症例において，ソーシャル・サポートを含め日常生活を支えるための精神的サポートを行う．［結論］我々が

今回組織した血液腫瘍性疾患患者に対する生殖補助医療サポートシステムは，当該患者のQOL改善のため，重要な任務を
はたし得るものと推測され，その広範囲な普及が望まれる．

●

，

P138 家族性腫瘍に関係する遺伝子変異と不妊治療
｛

○佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子，秋谷　　文，小松　雅博，石井　絵理
　聖路加国際病院女性総合診療部

【目的】近年，がん研究や遺伝カウンセリングの進歩によって，家族性腫瘍の遺伝子変異があって不妊治療を希望する症例

が増加している．BRCAでは乳がんと卵巣がんの発症頻度が高く，　HNPCCでは大腸がんのほかに，子宮体がんの発生が増
える．本研究では，これらの症例の不妊治療の問題点を検討した．【方法】BRCAやHNPCC遺伝子変異があり不妊治療を
行った症例を対象とした．【成績】以下のような点が問題になった．1）児への遺伝，2）妊娠・出産ががんの発症に及ぼす

影響，3）不妊であることががんの発症に及ぼす影響，4）不妊治療や不妊治療に使われる薬剤ががんの発症に及ぼす影響，

5）不妊治療中，あるいは妊娠・授乳期間中のがん発症の追跡をどのように行うか，6）乳房の他，子宮や卵巣の予防的切除

をどのように考えるか．この他，乳房や子宮，卵巣のような生殖器がん発症のハイリスク群であるこれらの女性では，その
ものの心理的負担の他に遺伝，不妊という大きな心理的ストレスを抱える．【結論】家族性腫瘍患者の不妊治療に当たって

は，想定されるさまざまの問題について，適切な情報提供とカウンセリングが不可欠である．臨床遺伝専門医，癌治療専門
医，生殖医療専門医の密接な協力関係，もしくはこの境界領域を担当できるコーディネイターの存在が重要である．【倫理
上の配慮】症例の詳細は個人情報保護のため報告しない．

●

ー
富



平成19年10月1日 191（301）

● P139 ART患者に対する受持ち看護制の評価と今後の課題～アンケート調査を行って～

○弥園亜紀子，奥島　美香，奥井　　静，桑田　　愛，浜井　晴喜，文野多江子，寺西　明子，脇本　栄子，繁田　　実

　医療法人生長会府中のぞみクリニック

■

●

【目的】我々は平成18年3月より個別性のある充実したケアの提供，患者が安心・納得した治療を受けられる事を目的とし

ARTを受ける患者に対し，受持ち看護制を導入した．平成18年にARTを受けた患者は370症例（初回186症例）のべ600
周期であり，認定看護師を含め看護師7名で対応した．導入後1年が経過し，受持ち看護i制の是非や制度の見直し，今後の

課題を見出す事を目的に調査・分析を行った．【対象・方法】医師4名，看護師7名，胚培養士5名，事務員4名を対象に
受持ち看護制について無記名のアンケート調査を実施した．【結果】看護師は，現行制度の良くない点として「受持ち患者

が多すぎて同じように対応できない」「受持ち以外の患者はよくわからない」を上位にあげ，改善点として「情報共有する

時間を増やす」「看護について相談できる人をつくる」が多く「受持ち看護師を交替する」という回答はなかった．しかし

「受持ち患者を変更したいと思ったことがある」と回答した看護師は半数を超え，その理由は「患者の治療期間が長く，不

妊原因などが複雑」などであった．また，看護師により治療過程で患者に接する時期の選び方は一定ではなかった．看護師

以外の職種では，スタッフ全員が受け持ち看護制を「よい」と回答し，医師・培養士から受け持ち看護制に期待することと
して「情報の共有化」の回答が得られた．【考察】今後は看護師間だけでなく他職種を含めた，情報共有する機会を増やす

ような業務改善や，長期治療患者・難治不妊症例の受持ちの見直しが必要である．また，受持ち看護制について患者と看護

師の「思い」の相違点を見出すため患者への満足度調査を行い，より患者のニードを捉えた看護を行っていく必要があると
考えられた．

P140 初回体外受精におけるクエン酸クロミフェン・HMG採卵の有用性の検討

○若原　靖典1，柿原　正樹2，安藤　寿夫1，鈴木　範子1，榊原　重久1

　豊橋市民病院総合生殖医療センター1，豊橋市民病院産婦人科2

●

●

【目的】体外受精における代表的な排卵誘発法として，クエン酸クロミフェン（以下，クロミッド）法，クロミッド・HMG

法，short法，　long法がある．クロミッド法は，受診回数は少なくてすむが，一回の採卵当たりの妊娠率が低くなる．一方，

short法やlong法は，　HMG注射のための連日の通院が必要となり，患者負担も大きい．そこで今回我々は，各々の方法の
欠点を埋めるべく，これまでpoor　responder症例に対して行ってきたクロミッド・HMG法を，初回の体外受精患者に対し
て行い，その有用性を検討したので報告する．【方法】対象は2006年10月より，2007年4月までの間に当院で，初回体外
受精の治療を受ける際に，クロミッド・HMG法に同意された11例とした．原則として，月経周期2日目よりクロミッド2
錠／日を5日間内服し，月経周期5日目より，隔日でHMG　150単位を主席卵胞径が18mmになるまで投与した．採卵の34
時間前に酢酸ナファレリンを両側一回ずつ点鼻し，採卵前日にHCG　5000単位を投与し，採卵を行った．原則として，　Day

2胚移植を行った．【成績】患者の平均年齢は363歳（29～44歳）で，平均不妊期間は534ヶ月であった．平均採卵数は42
個（1～9個），平均受精数は1．9個（0～4個）で胚移植まで至らなかったのは一例のみであった．平均胚移植数は14個（0～

3個）で，着床率は20％，妊娠率は272％であった．また，胚の凍結保存は，4例において可能であった．加療を必要とす
る，卵巣過剰刺激症候群の発症はなかった．【結論】クロミッド・HMG法は，妊娠率27．2％と比較的良好な成績が得られた．

今後，症例数を増やしてさらに検討する必要はあるものの，患者に対する，経済的，身体的，時間的負担が少なく，初回体
外受精のプロトコールの一つに加えてよいものと考えられた．

P141 クロミフェンIVFの有用性の検討並びにminimal　stimulation　IVFに対する当院
の試み

○西山　幸男1，西山　幸江2，青木　淳子1，加藤　未来】，西井　香織1，谷口　遼馬】

　医療法人西山産婦人科1，藤田保健衛生大学産婦人科2

●

●

【目的】当院は平成14年4月に分娩取り扱いを中止した事により入院管理が出来ない体制となった為，ARTの卵巣刺激をGnRHアゴニ

スト（GnRHa）＋HMG法（A法）からOHSSの発生頻度の少ないとされるクロミフェン＋HMG法（B法）に切り替えたので，この両
者におけるARTの成績を比較することにより，クロミフェンIVFの有用性を検討してみた．また，さらに安全性の高い少量の排卵誘

発剤によるIVF，すなわちminimal　stimulation　IVFを少数例で試みたので報告する．【方法】A法の対象は平成12年と平成13年にART

を行った146名で，GnRHaはショートプロトコール法で行い，　HMGの注射は月経3日目から行った．平均卵胞径が18mmとなったと

ころでHCGを注射し35時間後に採卵した．　IVF又はICSIを行った後，胚移植は採卵2日後に行った症例とした．　B法の対象は平成16

年と平成17年にARTを行った197名で，月経3日目よりクロミフェンを1日1錠投与し，6～8日目よりHMGを少量追加し，平均卵
胞径が18mmとなったところでGnRHaを左右鼻腔に噴霧し，その34時間後に採卵し，胚移植はA法と同様とした．またminimal　stimu－

lation　IVFは，排卵誘発剤に過剰反応する症例に対して患者の了解のもとに，ごく少量のクロミフェン投薬，または無投薬（GnRHaの

み投与）にて採卵を行った．【成績】妊娠例はA法42例，B法52例で採卵あたりの妊娠率はA法200％，　B法1＆8％．胚移植あたりの

妊娠率はA法256％，B法261％．患者あたりの妊娠率はA法2＆7％，　B法264％であった，　minimal　stimulation　IVFを行い妊娠し

た4例の内訳は，3日間クロミフェンを服用した2例，PCOでTESEの1例，過去に少量の誘発剤で卵巣腫大した1例であった．【結論】

クロミフェン＋HMG法は採卵時排卵済みの例が散見されるものの，妊娠率ではGnRHa＋HMG法と大差なく，　OHSSの少ない点からも
大変優れた方法であるが，さらに安全性の高いminimal　stimulation　IVFの時代の到来を予測して結論としたい．



192（302） 日生殖医会誌　52巻4号

P142 クロミフェン同一・周期反復投与法における投与量とhMG療法の投与量の比較検討 ●

○川村　　良1，柳下　正人1，中込　　才2

　総合病院厚生中央病院産婦人科1，なかごみクリニック2

【目的】一般的な無月経に対する排卵誘発法ではクロミフェン療法を最初に選択し，投与量を増加させても反応しなければ

次にhMG療法が選択される．この様な場合ではhMGが大量に必要となる可能性があるが事前にその量を予測することは
難しい．そこでクロミフェン同一周期反復投与法を用い，排卵に至った時のクロミフェン総量とhMG投与量と比較しhMG
総量を予測できるかを検討した．【対象・方法】平成13年1月1日から平成19年4月30日の間に演者が治療に関わった中
でクロミフェン同一周期反復投与法とhMG療法の両方の治療を試みた9症例を対象にした．クロミフェン同一周期反復投
与法は月経開始5日目ごろから5日間投与した後に一定の休薬期間を設け，反応しない場合に再度5日間の投与を行う方法
である．治療の有益性が十分あることを説明し同意を得た上で，同一の症例でクロミフェンの一日投与量や総投与量とhMG
総投与量を比較検討した．さらにクロミフェン総投与量とhMG投与日数の比較検討も行った．【結果】クロミフェンの一日

の投与量が多くなるほど，また総投与量が多くなるほどhMG総投与量は有意に多くなった（p＜0．05）．また，クロミフェン

総投与量が多くなるほどhMG投与日数も多くなった（p＜α0001）．【結論】クロミフェン同一周期反復投与法では通常のク

ロミフェン投与方法で排卵しない症例でも反応させることが可能であり，その時に使用したクロミフェン量からhMG療法
を施行したときの投与量や投与期間が推測できる可能性が示唆された．

●

●

P143 Mildな卵巣刺激による体外受精におけるホルモン値の変動についての検討

○許山　浩司，矢内原　敦，依光　　毅，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

　体外受精（IVF）のプロトコールは臨床成績を追及する時代から，臨床成績をなるべく維持したまま患者の経済的，肉体

的負担を限りなく少なくする時代へと変わってきている．近年，friendly－IVFと称して，　mildな卵巣刺激によるプロトコー

ルを取り入れている施設が増えている．さらに最近gonadotropin－releasing　hormone（GnRH）antagonistが開発され，　LH

のサージを抑制する目的でIVFにも応用されるようになった．今回我々はmildな卵巣刺激（クエン酸クロミフェンー
FHSorHMG）にGnRH　antagonistを併用した方法でのIVFにおいて，血清中のホルモン値の変動（特にestradioDと臨床
成績について検討を行った．GnRH　antagonistを投与した日のestradiolよりもHCGを投与した日のestradiolが上昇した
331cycleと低下した22cycleで，患者のbackgroundと臨床成績を比較検討した．二群間で平均年齢，過去の採卵回数採
卵個数移植胚個数良好胚率に有意差は認められなかった．Estradiolが上昇した群の臨床妊娠率は39％，着床率は32％
であった．一方estradiolが低下した群の臨床妊娠率1＆2％，着床率は9％と有意に低い結果となった（ともにP＜005）．　GnRH

antagonistを併用した卵巣刺激において，　GnRH　antagonistを投与した日よりもHCGを投与した日のestradiolが低下する
症例は，凍結胚にするなど同一周期に胚移植を行わないほうが良い結果が得られる可能性が示唆された．

●

■

P144 Poor　responderを対象としたクロミフェン併用ARTの有用性に関する検討

○松永　茂剛，高井　　泰，大阿久幸子，小笹　尚子，松本　香子，伊東　宗毅，末永　昭彦，斉藤　正博，林　　直樹，

　関　　博之

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

［緒言］ARTにおけるPoor　Responderに対し，従来通りのCOH（調節卵巣刺激周期）による採卵をくり返し行なうことも

一法であるが，自然周期やクロミフェンによる低卵巣刺激法を用いた採卵（以後クロミッド採卵とする）も報告されている．

今回我々は，当科のクロミッド採卵における，キャンセル率，採卵率，妊娠率などについて検討したので報告する．［対象］

複数回のARTで妊娠成立しないPoor　Responder　39症例（平均39．歳），91周期について検討した．［方法］月経開始3日
目よりクロミフェン50mg／day内服開始．月経開始8～9日より卵胞の観察を行ない，適宜1日おきにFSH（またはrecFSH）

150単位を投与した，卵胞径20mm前後1卵胞あたりのE2300pg／mlをめどに成熟と判断した．スプレキュア300μg点鼻
し，32～34時間後に採卵した．胚盤胞にて凍結保存した．［結果］採卵可能周期は72周期（79．1％）．採卵直前の平均E2値

は68α4pg／ml，平均採卵数および受精卵数はそれぞれ1．48個，α98個だった．13症例（333％）15周期（la5％）で胚盤胞
を凍結保存し，ETあたりの臨床的妊娠率は53．3％（8／15），継続妊娠率は33．3％（5／15）だった．症例あたりの臨床的妊娠

率は20，5％（8／39），継続妊娠率は128％（5／39）だった．［結論］採卵周期あたりの妊娠率は＆8％（8／91）だが，Poor　responder

を対象とした従来のCOHの妊娠率と大きな差はなかった．患者の経済的，肉体的負担を考慮すると，採卵のキャンセルな
どについての十分なインフォームドコンセントを得たうえであれば，有用な方法であることが示唆された．

●

●
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● P145 クロミフェンーuhMG法とクロミフェンーrFSH法の卵巣刺激の比較検討

○松江　陽一，渋井　幸裕1，福田　雄介1，北村　　衛1，渡辺慎一郎1，宗　　晶子1，佐々木由香1，塩川　素子1，

　片桐由起子1，竹下　直樹1，花岡嘉奈子2，田宮　　親2，森田　峰人1

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科1，キネマARTクリニック2

●

●

【目的】近年，本邦においても，リコンビナントFSH製剤（以下rFSH）が使用可能となった．今回，我々は，クロミフェ

ン（以下CC）－uhMG，　CC－rFSHにおける卵巣刺激法について比較検討した【対象】2005年1月～2007年3月の間にイ
ンフォームドコンセントのもと，CC－uhMG（hMGテイゾー；以下1群n＝51周期，ヒュメゴン；以下2群n＝27周期），
CC－rFSH（フォリスチム：以下3群n＝8周期）における卵巣刺激法を用いた生殖補助医療（ART）施行症例を対象とし
た．【方法】卵巣刺激は，CCはD3から5日間内服，　D5よりhMG製剤を1日おきに150単位を投与し，　IVF（or　ICSI）を
施行した．3剤を3群とし，それぞれ年齢，総投与量，卵胞数，採卵数，受精卵数，妊娠率について比較検討した．【結果】

年齢（歳）：1群・3＆3±34，2群・35．1±44，3群・365±3B，卵胞数（個）：1群・349±238，2群・466±270，3群・
337±176，採卵数（個）：1群・237±200，2群・329±2B6，3群・200±0．92，受精卵数（個）：1群・149±131，2群・
170±172，3群・1．62±106，妊娠率11群・20％（5／25），2群・25％（3／12），3群・0％（0／8）において有意差は認めな

かった．総投与量（単位）：1群・480±1755，2群・543±2535，3群・375±1590で，総投与量において，2群と3群に有
意差を認めた．【結論】リコンビナントFSH製剤は，従来のヒト尿由来のhMG製剤に比較して，不純物が少ないため純度
が高く，ロット間のばらつきが少ないとされており，今回の検討にても，総投与量においてヒュメゴンとフォリスチムに有
意差を認めた．今後，症例数を増やしさらなる検討の予定である．

P146 アロマターゼ阻害剤（letrozole）による排卵誘発効果についての検討

〇三橋洋治1，辻　 勲2，片岡多恵子2，星合　昊2

　近畿大学医学部奈良病院産婦人科1，近畿大学医学部産科婦人科学教室2

●

●

【目的】エストロゲンのnegatuve　feedback機構を抑制する排卵誘発手段として，従来より使用されているクロミフェンと

は異なった作用機序をもったアロマターゼ阻害剤（letrozole）が臨床応用されてきている．今回letrozoleによる排卵誘発効

果についての有効性の検討を行った．【対象・方法】2006年6月から2007年2月までに受診した挙児希望症例（平均年齢34
才，平均不妊期間3．9年）でインフォームドコンセントを得た19例（原発性不妊症12例，続発性不妊症7例）を対象とし
てletrozoleを月経第5日より5日間処方して月経周期，排卵時期，発育卵胞数及び排卵期の子宮内膜厚を測定し，自然

周期と従来の排卵誘発周期の比較により排卵誘発効果について検討を行った．【結果】月経周期においては，自然周期，ク

ロミフェン投与周期，letrozole投与周期間で特に変化は認められなかった．排卵時期では，自然周期159日（n＝13），ク

ロミフェン投与周期174日（n＝14），letrozole投与周期144日（n＝33）でletrozole投与の場合投与周期ではクロミフェ
ン投与周期に比して有意に自然周期に近い時期の排卵が認められた．発育卵細胞数においては，自然周期1．9個（n＝14），

クロミフェン投与周期22個（n＝17），hMG（pFSH）＋hCG周期68個（n＝12）letrozole投与周期1．4個（n＝44）でletr（｝

zole投与周期では，自然周期と同等の発育卵胞数を得られた，排卵期の子宮内膜厚については，自然周期が11⑨mmであっ
たのに対してletrozole投与周期では，105mmであり他の排卵誘発周期と有意差は得られなかった．また，　letrozole投与周
期中3例（原発性不妊症1例，続発性不妊症2例）（15、8％）に投与開始2周期目にtiming法で妊娠が成立した．【結論】1etro－

zoleの排卵誘発効果は，排卵時期及び発育卵胞数が自然周期に近くなり子宮内膜厚においても目立った抑制はかからず穏や

かな排卵誘発効果を持つことから卵胞発育促進に対して有用である可能性が示唆された，

P147 アロマターゼ阻害剤使用による体外受精およびIUIの検討

○森若　　治，八木亜希子，田中　恵美，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

●

●

【目的】アロマターゼ阻害剤（第四世代）はアンドロゲンからエストロゲンが生成される酵素反応を抑制することにより，血中エス

トロゲンを低下させ乳癌の治療に用いるものである．我々は2002年1月からアロマターゼ阻害剤を体外受精の頻回不成功例等やIUI

に使用して多数の妊娠・分娩例を得ており，妊娠率，児の予後等について検討したので報告する．

【対象・方法】体外受精の妊娠率等については2003年1月から2006年12月まで，poor　responderやクロミフェン抵抗性の症例な

ど，従来の排卵誘発法での頻回不成功例567例881周期を対象とした．十分なインフォームドコンセントを得て，月経周期二日目

よりアロマターゼ阻害剤（LetrozoleあるいはAnastrozole）を一日一錠四一五日間内服させ，　hMG製剤を適宜追加した．症例に

応じて，GnRHアンタゴニスト（Cetrorelix）を投与した．児の予後については，2002年以降，分娩を確認できた症例を対象とした．

【成績】体外受精においてLetrozole使用例は460例751周期（平均採卵回数36回，平均年令349才）で130例妊娠症例あたり

の妊娠率は2＆3％，胚移植あたりの妊娠率は1＆6％であった．Anastrozole使用例は107例130周期（平均採卵回数46回，平均年

令3丘7才）で24例妊娠，症例あたりの妊娠率は224％，胚移植あたりの妊娠率は1＆5％であった．2007年5月まで，単胎123人，

双胎18組36人，品胎3組9人の計168人の分娩を確認しており，心室中隔欠損1例，先天性膀胱尿管逆流症1例，妊娠23週膀帯
過捻転による子宮内胎児死亡1例，妊娠29週で原因不明の子宮内胎児死亡を1例認めたがいずれも外表奇形は認めなかった．IUI
では単胎14人の分娩を確認し，先天異常は認めなかった．

【結論】アロマターゼ阻害剤使用による体外受精は，従来の排卵誘発法と比較して児の先天異常の発現率に有意差はなく，頻回不成

功例に有用であることが示唆された．
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P148 RecombinantFSH導入前後における排卵誘発法別各種因子についての検討 ●

○鈴木　康夫1，辻　　敏徳，西　　　修2

　鈴木レディスホスピタル1，西ウイミンズクリニック2

【目的】ARTにおいてはいかに良質の胚を移植するか，そのためには卵巣予備能を考慮したうえでの卵巣刺激法が問題になっ

てくる．2005年に本邦においてもrecombinantFSH（rFSH）が入手可能となって以来，従来のurinaryhMG（uHMG）に
替わって当院でも積極的にrFSHを用いているがその有用性について検討した．【方法】当院にてinformedconsentが得ら

れた2003年4月から2007年3月の期間で40歳以下で採卵回数が5回以内の232症例，303周期を対象とした．Long　prot（㍗
col（以下L法）を基本とし卵巣予備能10ng　protocol反復不成功例についてはAntagonist（以下An法），クロミフェン＋
uhMG／rFSH法（以下c－uhMG／rFSH法）を用いた．【結果】L－rFSH法（n＝55），　L－uhMG法（n＝125），　rFSH－An法（n＝

37），uhMG－An法（n＝28），　c－rFSH法（n＝27），　c－uhMG法（n＝31）に分けて検討した．採卵直前E2（pg／ml）はそれ

ぞれ219α6，19730，10655，116＆7，10279，10056．誘発開始から採卵までの日数はそれぞれ107，ll2，126，8，3，　laO，

110．採卵数はそれぞれ78，a2，丘5，47，24，40．受精卵数はそれぞれ5．5，4．9，生9，33，24，30．　Day2における良好

胚（Veeck2以上）数はそれぞれ25，26，34，27，1．0，1．3．胚盤胞到達数はそれぞれ17，1．0，　lO，10，0．6，α4であっ

た．【結果】統計的有意差は見られなかったがL法，An法c法いずれにおいてもrFSH使用群のほうがuhMG使用群より
も若干胚盤胞到達が高率にみられた．（p＜005）

●

●

P149 ヒト閉経尿由来ゴナドトロピン製剤およびリコンビナントFSH製剤のプロテオー
ム解析

○峯　　克也1，桑原　慶充1，片山　　映2，富山　僚子1，稲川　智子1，阿部　　崇1，西　　弥生13，明楽　重夫1，

　竹下　俊行1

　日本医科大学産婦人科学教室1，日本医科大学生化学・分子生物学教室2，杉山レディースクリニック3

●

　本邦における排卵誘発では，各種のヒト閉経尿由来ゴナドトロピン製剤が広く用いられている．いずれも精製度，FSH／LH比等，

製剤による特性があり，臨床背景に合わせ選択されている．また近年，アフィニティ精製の尿由来FSH製剤に加え，リコンビナント

FSH製剤が導入された．二つの製剤には生理活性の相違があり，組成蛋白の修飾の違いが指摘されている．今回我々は各種製剤の特

性を明らかとするため，プロテオーム解析を行った．各種ゴナドトロピン製剤を脱塩可溶化し，二次元電気泳動，質量分析計を用

いた組成蛋白のマッピング・同定および比較解析を行った．ヒト閉経尿由来ゴナドトロピン製剤（FSH：LH＝1：1）では等電点pH3－

8，分子量10～75kDaに複数の蛋白スポットを認め，　SlOO　Calcium　binding　protein　a7等が同定された．　FSHβサブユニットは分子

量約20KDa，等電点pH　3－4に同定され，　LHβサブユニットの同定は困難であった．アフィニティ精製の尿由来FSH製剤およびリ

コンビナントFSH製剤を対象としたマッピング・同定では，同一の位置（分子量20－251（Da，等電点pH3－5）に，6個のβサブユニッ

トイソホルモン，4個のαサブユニットイソホルモンを認め，他に明らかな不純蛋白のスポットを認めなかった，スポット強度によ

る定量解析により，リコンビナントFSH製剤では，尿由来FSH製剤に比べ，βサブユニットイソホルモンの組成が塩基性にシフト

していることが明らかとなった．ヒト閉経尿由来ゴナドトロピン製剤中には，ゴナドトロピン以外の生理活性を有する分子が複数存

在する事が明らかとなった．アフィニティ精製の尿由来FSHおよびリコンビナントFSHはいずれも高純度であり，同一のイソホル

モンで構成されていた．製剤間のイソホルモン組成比率は異なっており，生理活性の相違に関与していると考えられた．

●

P150 体外受精を行わない症例におけるrecombinant　FSHを用いた排卵誘発療法の効果

○合阪　幸三1，松岡　　良’，国府田きよ子2，森　　宏之3

　小平記念・東京日立病院産婦人科1，Kレディースクリニック2，帝京大学医学部産婦人科3

【目的】遺伝子合成技術を用いて生産されているrecombinant　FSHは，価格が若干高価ではあるが，ロットによるバラツキ
が少なく製剤として安定しており，感染症の危険もないことから最近使用頻度が上昇してきている．今回われわれは，IVF
以外の症例に対してrecombinant　FSHを通常の排卵誘発療法として用い，その効果を検討した．【方法】Clomiphene無効

で血中LH＞FSHを示す，いわゆる内分泌学的PCOSと考えられる排卵障害25例を対象とした（334±38歳）．十分なイン
フォームドコンセントにより同意を得た後，これらをat　randomに，　A群：recombinant　FSHを用いて排卵誘発を行った13

例，およびB群：尿由来のFSH製剤により排卵誘発を行った12例に分け，　FSH製剤の総投与量，成熟卵胞個数，卵巣過
剰刺激症候群（OHSS）発症頻度，　hCG切り替え直前における血中estradiol値および妊娠率を比較検討した．成熟卵胞は直
径18mm以上のものとし，　OHSSは少なくとも片側の卵巣直径が10cm以上で，腹部緊満症状を訴えたものとした．【成績】

A，B群でそれぞれ，成熟卵胞発育までに要したFSH総投与量：1375．6±1225　vs　14734±165．3　iu，成熟卵胞個数：53±13
v＆59±20，0HSS発生頻度：4／13（30β％）vs　5／12（41．7％），血中estradiol値：105仕4±2547　vs．12042±271．1　pg／ml，

妊娠例：3／13（231％）vs．2／12（167％）と，いずれも前者で良好な傾向が得られたが推計学的に有意の差はなかった．両

群ともOHSSは軽度で，それ以外の重篤な副作用は発生しなかった．【結論】Recombinant　FSHは組成が安定しており，原
材料の供給不足，未知の感染症，プリオンなどの心配がないことから，全世界的に今後の主力製品となると思われる．今回

の検討で従来の尿由来のgonadotropin製剤に比較して良好な成績が得られたことから，今後IVF以外の症例においても広
く臨床応用される可能性が示唆された．

●

●

●
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● P151 体外受精における異なるFSH製剤を用いた卵巣刺激が臨床成績におよぼす影響

○糸井　史陽12，福永　憲隆12，長嶋有希子12，永井　利佳12，服部久美子12，桑原　真弓12，佐々木美緒’2，北坂　浩也12，

　吉村　友邦12，田村　総子12，園原めぐみ12，立木　　都12，吉田　博美12，羽柴　良樹12，浅田　義正12

　浅田レディースクリニッグ，浅田生殖医療研究所2

●

●

【目的】遺伝子組み換えFSH製剤（rFSH）の国内での使用が，2005年8月より認可された．そこで，当院における高度純

化した閉経婦人尿性FSH製剤（uFSH）を用いた従来からの卵巣刺激方法とrFSHを用いた方法を比較し，異なるFSH製
剤の使用が臨床成績におよぼす影響を検討した．【対象と方法】2005年10月から2006年12月の期間で当院にてLong法，

Short法，　Antagonist法により卵巣刺激を行った491症例635周期を対象とし，　rFSH群とuFSH群，　rFSH＋hMG群と
uFSH＋hMG群において，それぞれ臨床成績を比較検討した．【結果】年齢は，　rFSH群でuFSH群より有意に高かった．採
卵回数は，rFSHを使用した群でuFSHを使用した群よりも有意に高かった．成熟率は，　rFSH群（815％）でuFSH群（7仕4％）

より有意に高く，受精率は，rFSH＋hMG群（81．1％）でuFSH＋hMG群（753％）より有意に高かった．分割率，胚盤胞
形成率および良好胚盤胞率に有意な差は認められなかったが，良好胚率で，rFSH群（453％）がuFSH群（656％）より有
意に低かった．臨床妊娠率は，rFSHを使用した群でuFSHを使用した群より低い傾向を示した．【考察】当院において，　rFSH

は反復不成功例に多く用いられている傾向が見られたが，成熟率および受精率でrFSHを使用した群で高いもしくは差がな
いという結果を示した．一方，uFSH群で良好胚率および臨床妊娠率が高い傾向を示したが，　uFSH群は年齢が低く，反復
不成功例が少なかったためと考えられる．また，胚盤胞形成に差が認められなかったことから，rFSHは，　uFSHと同様に
用いることで良好な成績が期待され，さらに反復不成功例に対しても有効である可能性が示唆された．

P152 反復ART症例に対するurinary　FSH（uFSH）とrecombinant　FSH（rFSH）製
剤の使用比較

●

●

○淺田　京子12，高見澤　聡12，橘　　直之〕2，岡島　　毅12，菊池久美子12，平野　由紀12，鈴木　達也12，柴原　浩章12，

　鈴木　光明12

　自治医科大学医学部産科婦人科学講座1，自治医科大学附属病院生殖医学センター2

【目的】遺伝子組換FSH（recombinant　FSH：rFSH）製剤は，従来のヒト尿由来FSH（uFSH）に比し力価の高さが特徴で
あり，hMG投与量の減少や卵・胚の質の改善，妊娠率の向上をもたらすとの報告がある．反復ART症例に対し，従来のuFSH
に替えてrFSHを使用することでART　qualityを高めるかを検討した．【方法】当院の調節卵巣刺激（COS）は，　HMGとし

てFSH製剤から開始，途中FSH／LH製剤に切り替えている．今回再ARTとなりインフォームド・コンセントを得た22症
例を対象に，FSH製剤としてrFSHを従来のuFSHに置き換えたプロトコールを作成し，　FSHおよびHMG総投与量，採
卵数，受精率，分割率，良好胚獲得率，妊娠率，妊娠転帰などを前回uFSH使用時と比較した．　rFSHの排卵誘発効果やART
成績への影響を検討した．【結果】全22症例におけるuFSH使用33周期，　rFSH使用31周期での採卵数（7．6　vs．仕8個），
受精率（84v＆85％），分割率（94　va　96％），良好胚獲得率（57　vs．57％），妊娠率（症例あたり31βvs、36、3％・移植あた

り219v＆26．7％・余剰凍結融解胚移植を含めた採卵あたり242　vs．323％）に差は認めなかった．妊娠転帰では，　uFSH使

用時の妊娠継続率25％（2／8）に対してrFSH使用時は80％（8／10）であった．【結論】ART時のCOSにおけるrFSH使
用は，uFSH使用と同等の排卵誘発効果，採卵効率，胚qualityを得た．妊娠転帰は良好であり，　ART　qualityの向上が伺
えた，

P153 hMG　vs　rec－FSH－GnRHアンタゴニスト周期における臨床成績の比較検討

○北村　　衛1，渋井　幸裕’，片桐由起子1，宗　　晶子1，渡辺慎一郎1，松江　陽一，塩川　素子1，前村　俊満1，

　竹下　直樹1，花岡嘉奈子2，安部　裕司2，田宮　　親2，森田　峰人1

　東邦大学医療センター大森病院産婦人智，キネマARTクリニック2

●

●

【目的】本邦においても従来の尿由来のhMG製剤に加え，　rec－FSH製剤が使用可能となった．今回，従来のhMG＋GnRH
アンタゴニスト周期と卵巣刺激にrec－FSH製剤を使用した場合の臨床成績を比較検討した．【方法】2005年4月～2007年3

月の期間で十分なインフォームドコンセントを得たうえで行ったhMG－GnRHアンタゴニスト周期（582周期）とrec－FSH－
hMG－GnRHアンタゴニスト周期（117周期）を対象とした．　hMG－GnRHアンタゴニスト周期は既報のごとく施行した．　rec－

FSH－hMG－GnRHアンタゴニスト周期は月経周期3日目から7日目まではrec－FSH　150単位を投与し，8日目よりhMG（LH
／FSH＝1／3）150単位，　GnRHアンタゴニスト投与を開始時よりhMG〈LH／FSH＝1／1）150単位に変更した．各群間の平均

年齢，既往ART回数平均E2値，平均卵胞数，平均採卵数M2率，受精率，　ET率，妊娠率を比較検討した．【成績】hMG－
GnRHアンタゴニスト周期およびrec－FSH＋hMG－GnRHアンタゴニスト周期の成績はそれぞれ，平均年齢：（37．2±45，
394±41），平均既往ART回数：（443，598），平均E2値（pg／m1）：（1161．0，10549），平均卵胞数：（42，43），平均
採卵数：（5．1，4．9），M2率（％）：（753，76．6），受精率（％）：（755，753），　ET率（％）：（5＆7，504），妊娠率（％）：

（254，1＆6）であった．平均年齢，既往ART回数で有意差を認めたが，その他の項目では有意差を認めなかった．【結論】

従来のhMG－GnRHアンタゴニスト周期と比較するとrec－FSH－hMG－GnRHアンタゴニスト周期は平均年齢，平均既往ART
回数が有意に高いにも関わらず，その他の項目は有意差を認めなかった．従来のhMG製剤と比較してrec－FSH製剤は同等

の成績を得られた．

●
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P154 経時的胚評価法GES（Graduated　Embryo　Score）を用いた胚評価に関する検討～
卵巣刺激におけるGnRHアナログ（Long法）併用法とGnRHアンタゴニスト併用
法の比較～

●

○相澤　嘉乃1，千木野みわ1，佐藤　　綾1，勝畑有紀子3，高島　邦僚1，吉田　　浩1，村瀬真理子1，榊原　秀也2，

　石川　雅彦1，平原　史樹3

　横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科］，横浜市立大学大学院医学研究科生殖生育病態医学2，横浜市立大学大学
　院医学研究科生殖生育病態医学3

●

【目的】我々は以前より前核期よりDay2／Day3までの各ステージで経時的に胚の評価を行い，それらをスコアリングすることにより良好胚が選択できることを報告してき

た．本研究では前周期にGnRHアゴニスト（Long法）を使用し妊娠が成立しなかった症例に対し，　GnRHアンタゴニストを使用することにより胚の質が改善されるか経時

的胚評価法（GEs）を用いて検討を行った，【方法】20065－20073に当院婦人科で採卵施行した83周期で胚の評価を行った，胚の評価はFischらにより報告された経時的胚

評価法（GES）の一部を改変して胚盤胞への発生を検討した，また，　GnRHアゴニスト（Long法）を使用して妊娠が成立しなかった症例に対し，　GnRHアンタゴニストを

使用し採卵を行った16症例（平均年齢36．7±07歳）を対象とし，HMG投与量，投与日数E2ピーク値，採卵数2前核形成率，　OHSS発症率，胚の質（GES）について

検討を行った，GnRHアンタゴニストはα25mgセトロタイド反復投与法を用いて行った．【結果】GESの得点が70点以上の胚で胚盤胞への発生が有意に高く，698％（37／

53）が胚盤胞へ発生した．それに対して，Veeck形態良好胚は5α0％（34／68）で胚盤胞へ発生した．　HMG総投与量・投与日数・2PN形成率・OHSS発症率に差はみられ

なかったがGnRHアンタゴニスト使用周期でE2ピーク値，採卵数が低い傾向が見られた．また，　GnRHアンタゴニスト使用周期のGESによる最良好移植胚のスコアはGnRH

アゴニスト使用周期に対して有意に高い値を示した（767±a4　vs　51B±8．9点）．　GnRHアンタゴニストを使用した周期の429％（6／14周期）に妊娠を確認した，【考察】以

上のことから我々は，GESにより個々の胚を経時的に観察し，その発生を総合的に評価することが良好胚の選別に有効であると考えている．また，　GESを用いた評価によ

りGnRHアゴニスト使用周期で良好胚が得られない症例に対してGnRHアンタゴニストを使用することにより胚の質が改善され，妊娠につながる可能性が示唆された，

●

P155 体外受精・低刺激周期に於けるセトロタイドの使用について

○高橋　　純，水澤　友利，呉屋　憲一，杉本　　到，北村　誠司，杉山　　武
　荻窪病院産婦入科生殖医療センター

【目的】低刺激周期では排卵抑制が行われて無いため自然排卵してしまう症例が存在し，採卵日の設定に苦慮することも少

なくない．当院においても，日曜祭日に採卵が出来ない事情も相まって，低刺激周期で実施された体外受精108周期中21
周期については，採卵前にセトロタイドを投与し採卵日の調整を行っている．しかし，低刺激周期の体外受精に於けるセト

ロタイド投与方法で標準化された方法は無い．投与方法の標準化に向けて，低刺激周期のセトロタイド使用に於ける問題点
を明らかにする．【方法】平成16年10月より平成19年3月までに，クロミッド周期を中心に過排卵を押さえた方法で，54
組・108周期の体外受精を施行してきた．対象症例は，FSH製剤に対する低反応症例・PCOS症例・第二児希望症例等で，
採卵時の平均年齢は39．3才であった．この108周期の内，セトロタイドを使用した症例を検討し，その問題点を明らかにし
た．【検討】108周期の内，妊娠反応が陽性となった症例は17周期（157％）であった，セトロタイド使用回数が二回以下

の症例12例（以下A群）の妊娠率33％（4／12）なのに対して三回以上の症例9例（以下B群）の妊娠率ll％（1／9）と，
使用回数が二回以下の症例で妊娠率が高い傾向が認められた．セトロタイド使用開始日の最大卵胞径をみると，A群の平均

卵胞径20．8mmに対してB群の平均卵胞径155mmと小さく，セトロタイドの使用回数が多くなっている症例では使用開始
時期が早い傾向が認められた．【考察】低刺激周期に於けるセトロタイドの単独投与について，早期からの投与で妊娠率の

低下を招く可能性が示唆された．これは，セトロタイドのLH過剰抑制が関係している可能性もあり，さらなる検討が必要
である．

●

●

P156 卵管回帰説に基づく子宮内胚移植位置と妊娠率に関する検討

○伊藤秀行，森田大，内山一男，瀬川智也，貝嶋弘恒，加藤修
　加藤レディスクリニック

【目的】胚移植はIVF－ETにおける最終段階であり確実性の高い胚移植の技術が必要になるが子宮内の形状，状態などによ

り移植時に見られるスポットの位置は必ずしも一定ではない．今回，子宮内胚移植後のスポットの位置を超音波画像から計

測し，着床との関係を検討した．【対象】2005年9月から2007年3月の期間において，体外受精胚移植を施行した40歳以
下の同意の得られた分割卵移植1639周期および胚盤胞移植2762周期を対象とした．【方法】胚移植は経膣超音波ガイド下
で行ない，移植位置は超音波画像下で子宮底からスポットまでの距離を測定した．今回対象となったスポット距離はlmm

から20mmまでの範囲であった．スポットの距離はA：3mm以下，　B：4から5，　C：6から7，　D：8から9およびE：10
mm以上の5群に分類した．分割胚移植および胚盤胞移植はそれぞれ移植後12日目，7日目のβhCGが200mIU／ml以上で
妊娠と判定し，子宮内胚移植位置と妊娠の関係について検討した．【結果】分割胚移植の妊娠率はAからE群まで，それぞ
れ223，32．3，312，32．1，26B％であり，A群は他の群に対し有意に低い結果となった．（p＜0．05）同様に胚盤胞移植では502，

5生0，574，555，514％であり，全ての群で有意差を認めなかった．（p＜005）【結論】胚盤胞移植において移植位置と妊娠
に差は認められなかった．一方，分割胚移植においては，子宮底から5から9mmが最適である事が示唆された．子宮内に
移植された分割胚は一度卵管に戻って発育を続けることが考えられる．（卵管回帰説）これに基づいて考察すれば子宮底に

より近い部位に移植することにより胚が卵管に回帰する事が妨げられ，結果として着床率が低下する可能性が推察された．

●

●

●
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● P157 了宮頸部偏椅例への2筒式経膣超音波断層ピンポイント胚移植法の応用

●

●

○岡本　純英，峰　　尚美，持下　麻子，三浦　育美，秋吉　俊明，浜口　志穂，山口ますみ，庄司　博子，福田　裕子，

　林田　琴美，鶴田　千鶴山下ひとみ，小無田明美

　ART岡本ウーマンズクリニック

目的：経膣胚移植法において移植カテーテル挿入の起点は外子宮口である．頸部病変により頸管内の生検および円錐切除（円切）

を受けた症例では，癩痕等により移植カテーテルの挿入が難しい．特に円切症例では外子宮口そのものが消失し挿入長の把握も

固定も難しい．そこで2筒式カテーテルの利点を効かし経膣超音波断層誘導下ピンポイント胚移植法を導入し改善を試みた，方

法：予めカテーテル外筒を内子宮口まで挿入する．その後に胚をloadしたカテーテル内筒を移植目標点すなわち子宮内膜腔中
央まで繰り出す．まず超音波計測で得た子宮頸管長に合わせて，カテーテル茎部のフランジ型ストッパーを移動し，事前に挿入

長を調整する．ブラインドで外筒を子宮頸管内に挿入した後，超音波プローブを挿入する．画像上で外筒先端が内子宮口に到達

していることを確認し，培養士に連絡する．先端に移植胚をloadingしたカテーテル内筒が届くや，外筒をくぐらせ，内子宮口

から先は，カテーテル先端を繰り出しつつ経膣超音波断層ガイド下で捕捉追尾し内膜腔中央部へと誘導しピンポイントに移植す

る．外筒挿入不可の際には，大気曝露のダメージを与えることなく胚のloadingを中止する．翌日，絶食麻酔下に胚移植するこ

とも可能である．また胚をいったん凍結保存し，頸管拡張術後別の周期に胚移植することも可能である．結果：2005年から2007

年5月までに，本法を用いて子宮頸部生検および円切後の4症例が妊娠した．症例A：31歳dysplasia円切後　症例B：40歳
adenocarcinoma　endocervix円切2回後　症例C：28歳dysplasia尖刃生検後および症例D：35歳dysplasia生検後の症例であ
る．胚移植時の胚loading開始から移植完了までの所用時間はA：94秒，　B：70秒，　C：95秒およびD：82秒であった．結論：

2筒式経膣超音波断層ピンポイント胚移植法は，子宮頸部偏椅症例に極めて有効な胚移植法で有ることが示された．

P158 当院における腹腔鏡下凍結前核期胚卵管内移植法（frozen－thawed　ZIFT）の臨床

的検討

●

●

○妹尾　匡人1，塚越　静香1，田畑　光恵1，高田　智美1，山口　結加1，猪鼻　達仁’，高野　裕子1，中村　忠治1，

　畑田　祥代’，高橋　和子’，森　　由佳’，小林　善宗3，井上　正人’2

　山王病院リプロダクションセンター’，国際医療福祉大学臨床医学センター2，山近記念総合病院婦人科3

【目的】胚盤胞移植法や二段階移植法の開発・また培養技術の向上によりARTの妊娠率は向上してきたが，子宮内移植で反復不成功例

は以前存在する．また良好胚が得られないもしくは胚分割遅延する症例もある．このような症例に対し我々は腹腔鏡下にて卵管内に前

核期胚を凍結融解移植する方法を行っている．今回，当院での成績を報告する．【方法】2006年1月から2007年4月までに当院で施行

された118（30－50歳・平均402±40歳）・128症例（1－3回）を対象とした．前医での治療を含め子宮内移植頻回不成功症例・高齢（42

歳以上）などで胚の質が不良であることが予想される場合・poor　responderや受精障害などで一回あたりの採卵・受精数が1－2個と少

ない場合のいずれかの条件を満たす場合を本法の適応と考え行った．移植までに採卵・胚凍結を要した期間は平均2，1周期（3－17周期）．

術前検査としてほぼ全例にレボビストを用いた卵管疎通性検査，及び子宮鏡にて子宮内腔や卵管口の確認を行った．自然周期もしくは

コントロール周期で排卵（または排卵様状態）を諸検査で確認後，前核期にて凍結してある胚を解凍し腹腔鏡下に卵管内へ移植を行っ

た．同時に卵管周囲癒着剥離や子宮内膜症病巣焼灼・傍卵巣嚢腫切除なども施行した．【成績】移植胚数は平均50±32個（3－9個）で

術前に疎通性が確認できた卵管のみに胚移植を施行した．手術時間は平均266±＆7分で術中のトラブルは1例もなかった．妊娠に至っ

た症例は19例（148％）（33－45歳）．うち臨床的に子宮内に胎嚢が確認できた症例は11例（＆6％）で子宮外妊娠は認めなかった．11例

中4例が7－8週に胎児心拍動が消失したが，他の症例は妊娠経過は順調である．また術中に癒着剥離などを施行したことで卵管機能が

改善したことによると思われる自然妊娠例が1例認めた（42歳）．【結論】本法は難治性不妊に対し，有益な治療法であると考えられた．

P159 胚移植前の子宮内膜操作と着床率の関係に関する検討

●

1●

○渡辺慎一郎1，渋井　幸裕！，福田　雄介1，北村　　衛1，松江　陽一，宗　　晶子’，片桐由起子’，前村　俊満1，

　竹下　直樹，森田　峰人1，花岡嘉奈子2，田宮　　親2
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科1，キネマアートクリニック2

【目的】ART治療における胚移植法は，低侵襲に施行する事を定石としてきた．しかし近年，胚移植の前処置として施行し

た子宮内膜組織の採取が妊娠率の向上に関与したという報告が発表された．そこで，今回我々はART反復不成功例に対し
て胚移植の前処置として子宮内膜操作を施行し臨床成績を検討した．【方法】平成18年ll月から平成19年2月までの期間
にてART反復不成功例のうちインフォームドコンセントの得られた17症例17周期（平均既往ART回数：＆7，平均年齢：
392）を対象とした．新鮮胚移植の場合は採卵当日に，融解胚移植においては自然排卵周期の場合排卵確認時に，ホルモン
補充周期は，黄体ホルモンの投与時に施行した．子宮内膜操作は，細胞診用のサイトブラシを用いて細胞診の採取と同様の
手法にて施行した．着床の確認は，血中hCG値を用いた，【成績】着床率は（血中hCG陽性率）は，58．8％（10／17）であっ

た．うち2例は化学的流産となった．【結論】子宮内膜操作による子宮内膜や着床に対する機序に関しては不明である．し

かし子宮内膜の損傷を契機として着床率の向上を認めた可能性が示唆された．
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P160 反復不良胚獲得例に対し，腹腔鏡下接合子卵管内移植を施行し，妊娠し得た1例 ●

○竹内　茂人，菅谷　　健，長谷　充子，鈴木　孝明，森本　　誠高倉　哲司
　済生会松阪総合病院ART生殖医療センター

【目的】経膣採卵法の開発により，体外受精胚移植（IVF－ET）が外来ベースで行われるようになった今日，腹腔鏡を必要と

する腹腔鏡下卵管内移植（ZIFT）は，患者にとっても負担は大きく，ごく限られた施設で行われているのが現状である．

しかし特に反復しても不良胚しか得られないIVF不成功例は，その取り扱いに苦慮するのが，実情である．今回我々は，36
歳，夫が無精子症で，精巣内精子により，ICSIを施行するも，不良胚しか獲得できない症例に対し，　ZIFTを施行し，妊娠

成立し，出産に至ることができたので報告する．【症例】36歳不妊期間：5年間．精巣内精子によるICSIを3回施行する
も，不良胚（Veeck分類：V，胚発育停止にて胚盤胞に到達しない）しか得られず，1度不良胚（G5：1個）を子宮内に移
植するも妊娠成立せず，また残存精子に限度があるため，ZIFTを施行することとなった．発育卵胞数が少ないため，前核

期胚を凍結保存した後，2006年7月10日採卵し，7月11日ZIFT（4個：新鮮胚1個，融解胚3個）を施行，妊娠成立（単
胎）し，出産した．【結論】特に反復しても不良胚しか得られないIVF不成功例の場合，いたずらにIVF－ETを繰り返すの

ではなく，ZIFTは試みてみる1つの方法であると思われた．

●

●

P161 異なる培養液による同一症例での胚発育の比較検討

○宮　　香織渡邉　英明，矢内原　敦，有地あかね，菅　かほり，石川　聖華，門前　志歩，森松　依子，河村真紀子，
　許山　浩司，依光　　毅，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

【目的】近年Single　mediumでも従来からのSequential　mediumと同等の培養成績を得られることが報告された．このよう

に現在では様々な培養液が市販されているが，多くの良好胚を得るためにも培養液の選択は重要である．そこで今回，同一

症例にA社B社のSequential　mediumとC社のSingle　mediumを使用し胚発育の比較検討を行った．【方法】検討1）対
象は2006年4月～11月までに採卵数が6個以上の73症例．前培養から2群に分けて培養を行い，A社のSequential　medium

をA群とし，C社のSingle　mediumをC群とした．検討2）対象は2006年2月～11月までの183症例．検討1と同様にA
社のSequential　mediumをA群とし，　B社のSequential　mediumをB群とした．【成績】検討1ではC群で受精率が低い
傾向にあったがD3，　D5での胚の状態とD3での胚発育速度についても有意差は認められなかった．検討2では受精率に差

は認められなかったが，D3での胚の状態がB群で良好な傾向があった．一・方，　D5では胚盤胞到達率に差はないもののA
群で良好胚率が高い傾向にあった．検討1と検討2で各々症例ごとに比較した結果，検討1においてC群のみで胚盤胞に到
達している症例が認められた．さらに，検討2での比較においても同様にA群とB群で胚盤胞到達率に差がある症例が認
められた．【結論】良好な胚を得るためにはその施設に適した培養液を使用するべきだが，今回の検討では培養液を変える

ことで特定の症例においては胚発育が改善する可能性が示唆された，今後は胚盤胞が得られない症例に対して，また反復不
成功例のひとつの改善策として他の培養液を試みる価値はあると考えられた．

●

■

P162 「ヒトARTのために新しく開発した完全無血清シークエンシャルメディウムによ
るIVF－MEAの成績」

○中村　寛子，水野　仁二，吉田　　涼，赤石　一幸，渡辺奈津美，中野　　真，安齋　　憲，乾　　裕昭
　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

【目的】ARTにより安定した高い妊娠率維持には高性能の培養液の開発が急務である．我々は，「完全無血清シークエンシャル

メディウム」の開発を試み，IVFを用いたマウスエンブリオアッセイ（IVF－MEA）によりこれまでに定評のある培養液と性能

を比較し，良好な成績が得られたので報告する．【方法】IVF－MEAは中村ら（第48回日本哺乳動物卵子学会，　Nα56）の方法

に従い，精子調整卵子採取，媒精，発生培養（マルチガス培養器，MCO－5M，　SANYO）を行った．新培養液はBiggerらの
「Let　the　embryo　choose　theory」に基づき基本組成を設計し，また体内環境に近づけるために成長因子等の添加も試みた．初

期胚用（PN－8cell），後期胚用（8cell－Blastocyst）の二種を作製した．対照にはGlobal（Life　Global社）を用いた．　IVF後6時

間目の受精率，24時間目の2細胞期への分割率，96時間目の胚盤胞期以上への発育率と，品質評価のために胚盤胞以上に発育

したものの総細胞数を蛍光染色によりカウントし比較した．本研究は院内倫理委員会の承認を得て行った．【成績】完全無血清

シークエンシャルメディウムのIVF後96時間の胚盤胞到達率は931％（27／29）と対照のGlobalの胚盤胞到達率8＆0％（22／25）
に比し良好な発育成績が得られた．また総細胞数（品質）の比較においても完全無血清シークエンシャルメディウム由来の胚盤

胞は平均8＆8±25．2個（n＝23）と対照のGlobal由来の胚盤胞は平均80β±178個（n＝14）よりも良好な品質であった．【結論】

我々の開発した完全無血清シークエンシャルメディウムは，現在市販の培養液がヒト由来の血清成分を含んでいるため感染症の

可能性が否定できないのに対し，安心安全でかつ高性能な培養液実現の可能性を示唆した．今後は得られたマウス胚盤胞の移植

試験により産仔を作製，その正常性を調査することにより安全性を確認し，ヒトARTへの適用を試みる予定である．

●

●
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■ P163 HTFとHFF99培養液の前培養使用における胚発育の比較検討

○西垣　明実12，當仲　正丈1，山口　賢一，杉山　修成1，宮崎　和典1，岡田　英孝2，神崎　秀陽2

　宮崎レディースクリニック1，関西医科大学産科学婦人科学2

●

●

（目的）卵胞液中にはさまざまな物質が含まれ卵子の成熟に大きく影響する．卵子の細胞質を完全に成熟させるためには採
卵後に3～6時間の前培養が必要である．当院では，ヒト卵管液の成分を基に開発され，電解質・グルコース・ピルビン酸・

乳酸のみで構成されているHTF培養液を顕微授精（ICSI）までの前培養に使用してきた．今回，この前培養に卵胞液成分
に類似したアミノ酸を含有したHFF99培養液を用いて，　ICSI後の胚発育に影響するかを比較検討した．（方法）2007年3
月から4月に当院にてICSIを施行し，胚盤胞まで培養した25症例を対象とした．同一患者の卵子をランダムにHTF＋10％
SPS（T群）もしくはHFF99＋10％SPS（F群）で採卵後3～4時間，前培養した，　ICSI後はGlobal　mediaで培養し，　ICSI
後の生存率，受精率，Day3の平均割球数グレードおよびDay5，6の胚盤胞発生率につき検討した．なおDay3のグレー
ド分類にはVeeckの分類を，胚盤胞のグレードにはGardnerの分類を用い，それぞれ7細胞・グレード2以上，　BL－3BB
以上（Cを含まない）を良好胚とした．（結果）ICSI後の生存率（T群：878％，　F群963％），受精率（T群179、7％，　F

群89B％）はともにF群で有意に高率だった（p＜005）．　Day3の平均割球数はT群仕9，　F群7．9とF群で有意差を認める
（p＜α05）も，グレードには有意差を認めなかった．良好胚の割合はT群372％，F群5＆3％とF群で有意に高率だった（p＜

001）．またDay5，6にBL－3以上に発生した割合もF群で有意に高かった（T群：506％，　F群739％）（p＜αOl）が，良
好胚盤胞発生率（T群：241％，F群26．1％）に差は認めなかった．（まとめ）今回の検討により，　ICSI後の受精率および胚

発育は，HTFと比較してHFF99を使用した前培養で良好であった．アミノ酸を含有したHFF99は，前培養に使用する培
養液として有効であることが示唆された．

P164 同一症例で比較したSequential　MediumとSingle　Mediumの有効性に関する検討

○山本美和子1，堀内　理菜1，下井　貴司1，杉原　研吾1，中岡　義晴1，福田　愛作1，森本　義晴2

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

●

●

【目的】近年，採卵後から胚盤胞までの培養を培養液を同一組成で行えるSinglc　Mρ日illmが閲蚕・距志芦れたqinglρMρ日illm

の使用は培養液の管理をはじめとしたラボワークの簡素化に役立つ．そこで我々はSingle　MediumであるLifeGlobal社の
global　medium（以下LG群）とSequential　MediumであるMedicult社のBlast　Assist　System（以下M群）を用いて，同

一症例同一周期内において胚の形態および発育と妊娠反応陽性率について比較検討を行った．【方法】2007年1月～3月に
行った胚盤胞移植・二段階胚移植の29症例29周期（胚盤胞移植：7周期，二段階胚移植：22周期）を対象とし，受精確認

後得られた2PN胚をLG群とM群に無作為に分けた．それらをDay5まで培養し，　Day3でのGrade，割球数とDay5での
胚盤胞到達率，良好胚盤胞率，妊娠反応陽性率について比較検討を行った．【結果】Day3でのGradeは両群において差は認

められなかったが，割球数の平均はLG群734，　M群仕48となり，　LG群の方が有意に高い分割率を示した（p＜005）．　Day

5での良好胚盤胞率は両群間において有意な差は認められなかったが，胚盤胞到達率はLG群59、0％，　M群331％とLG群
で有意に高い結果であった（p＜0．05）．妊娠反応陽性率はLG群44、4％（8／18），　M群50．0％（4／8）で有意な差は認められな

かった．【考察】良好胚盤胞率，妊娠反応陽性率において両群問に差はみられなかったが，Day3での平均割球数の平均，　Day

5での胚盤胞到達率においてLG群が有意に高い結果を得た事から，　LifeGlobal社のSingle　Mediumを使用することでより

多くの胚盤胞を得られることが示唆された．しかし，Medicult社のMediumでのみ良好な胚盤胞が得られた周期もあった
ことから，今後も複数の卵子が得られた周期では数種類の培養液を用いて培養するなどさらに症例を増やし検討を重ねた
い，

P165 「ヒトARTのためのガス（CO2，　N2）ボンベフリー培養システムの研究・開発」

○吉田　　涼1，水野　仁二1，中村　寛子1，吉田　　真2，西岡　秀展2，赤石　一幸且，渡辺奈津美’，栗城　瑛子1，

　野口　香里1，中野　　真’，安齋　　憲’，畑江　和夫2，乾　　裕昭1

　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1，コアフロント株式会社2

●

●

【目的】ヒトARTにおいて培養器内の気相をガスボンベを用い5％CO2，5％02のマルチガスで安定させるのが世界標準である．

我々はガス発生剤の採用によりボンベ不要の培養システムの開発を試み，その性能を体外受精マウスエンブリオアッセイαVF－
MEA）により確認し，実用可能な培養システムが完成したので報告する．【方法】本研究は院内倫理委員会の承認をとり行った．　IVF

（体外受精）－MEAは中村ら（第48回日本哺乳動物卵子学会，　No．56）の方法に従い行った．ガスボンベ不要のマルチガス培養シ

ステムは，ガス発生剤（9x55xO4cm，約3g）にてポリカーボネート性の密封容器（19．7　x　l35　x　1Bcm，0．41）内を148時間以上器

内の気相をマルチガスに安定させることが可能である．発生培養液はGlobal（Life　Global社）にて，　IVF由来の2細胞期胚を用い，

IVF後96時間目の胚盤胞期以上への発育と，その総細胞数を蛍光染色によりカウントし，品質を比較した，対照の培養器はマル

チガス培養器（MCO－5M，　SANYO）を用いた．【成績】ガスボンベ不要のマルチガス培養システムのIVF後96時間目の胚盤胞到
達率は820％（45／55），対照のマルチガス培養器における胚盤胞到達率800％（40／50）とほぼ同等の発育成績が得られた．また総

細胞数（品質）の比較においてもマルチガス培養システム由来の胚盤胞は平均922±2a2個（n＝34），対照のマルチガス培養器由

来の胚盤胞は平均8τ0±242個（n＝40）とほぼ同等の品質であった．本試験とは別に，5％CO2ガス発生剤を用いた試験において
もほぼ同様の結果が得られた．【結論】ガスボンベ不要のマルチガスならびにCO2ガス5％のガス発生剤を用いた培養システムは，

管理労力・スペース・維持費のかかる炭酸ガス並びに窒素ガスボンベが不要のため，現在の培養方法を簡易化する有用な培養シス

テムとなり得る可能性が示唆された．今後は本システムの安全性を科学的に検証し，ヒトARTへの適用を試みる予定である．
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P166 conventionaHVFに対する受精培地へのオイル被覆による受精率・発生率改善の
試み

●

○吉村　友邦12，福永　憲隆12，長嶋有希子12，永井　利佳12，服部久美子12，桑原　真弓ロ，佐々木美緒12，北坂　浩也12，

　糸井　史陽12，田村　総子12，園原めぐみ12，立木　　都12，吉田　博美IZ，羽柴　良樹12，浅田　義正12

　浅田レディースクリニック1，浅田生殖医療研究所2
●

【目的】当院ではconventional－IVF（c－IVF）の受精培地にオイルを被覆しない方法を採用してきた．通常オイル被覆により

温度低下やpH変動が抑えられる．そこで，オイル被覆による受精率・発生率の改善を試みた．また卵子操作環境での培地の

温度とpHの変動についても比較検討したので報告する、【対象と方法】受精培地10％SSS添加HTF600μ1にオイルを被覆し
ない群（非被覆群）とオイルを被覆した群（被覆群）を比較した．実験1：c－IVFを施行した非被覆群91症例93周期と，被

覆群64症例64周期を対象とし，両群間の受精率・発生率を解析した．実験2：ヒートステージ上に静置した培地の温度（1
分毎）とpH（2分毎）の変動を経時的に測定した．【結果】実験1：非被覆群と被覆群の受精率，分割率，　Day3良好胚率，

胚盤胞到達率，良好胚盤胞率はそれぞれ，697％vs6軌8％，95．1％vs100％，549％vs53，1％，243％vs250％，143％vs135％

となり，分割率において有意差が認められた（P＜0．01）．実験2：温度はインキュベーターから外に出した直後は両群共に約

366℃まで低下した．その後至適温度である37℃に回復するまでに非被覆群は6．0分要したのに対し，被覆群では3．3分だっ

た．pHは非被覆群で5分後にpH75まで上昇したのに対し，被覆群では10分後もpH74付近であり大きな変動は見られな
かった．【考察】今回の結果からオイルを被覆したことによる胚の受精率・発生率には有意差が認められなかった．しかし分

割率に有意差が認められたことから，温度低下を最小限に抑えられたことが分割率に影響したと考えられる．また卵子操作

時のpH変動や培地の蒸発を最小限に抑えられるため，培地にオイルを被覆することは有効であると考えられる．

●

P167 高齢不妊症患者に対するGnRH　antagonistの有用性

○林　　篤史，藤野久仁子，浅野　正子，森蔦　祥子，山下　能毅大道　正英
　大阪医科大学産婦人科学教室

【目的】高齢不妊症患者に対するGnRH　antagonistによる卵巣刺激法は主に海外でいくつか報告されているが，一定した見

解は得られていない．本邦でも2006年9月に酢酸セトロレリクスが発売され，高齢不妊症患者に対する治療効果を検討す
る必要性が高まっている．今回我々は当院で施行した40歳以上の高齢不妊症患者に対しGnRH　antagonist投与下にIVF－ET

を行い，GnRH　antagonistの有用性について検討した．【方法と対象】2002年1月から2007年4月まで当院においてIVF－
ETを施行した40～47歳までの38症例（77周期）を対象とした．卵巣刺激法別の内訳は，　long　protocol法　ll症例（12
周期）（以下L群），short　protocol法　28症例（42周期）（以下S群），　hMG単独　5症例（19周期）（以下N群），　GnRH

antag皿ist法　4症例（6周期）（以下A群）であった．2006年9月以降の反復不成功症例は，　GnRH　antagonist法による
卵巣刺激を行った．【結果】hMG総使用量，　hCG投与時の血中E2値，採卵数受精率，移植胚数，着床率は，　A群と他群

において有意差はなかったが，採卵までの日数は，A群は157±207日で，　L群19．1±360日，　N群1＆8±363日と比較し
有意に短い結果であった（p＜005）．【結論】GnRH　antagonistによる卵巣刺激法は治療期間の短縮に寄与することが示唆さ
れた．

●

●

P168 年齢の高い女性および精液所見不良の男性においては，ステップアップとして人工

受精より早期のART移行が望ましい

○己斐　秀樹，鈴木　裕美，田中久美子，渡邉　　務，中川真喜子
　亀田総合病院産婦人科

【目的】人工授精の効果に影響を与える因子を過去2年の臨床統計から後方視的に検討し，入工授精の適応の再検討を行っ

た．【方法】2005年1月1日から2006年12月31日までの間に当院不妊生殖センターにて人工授精を行った365周期113症
例（平均不妊期間；369月，平均年齢；345歳）を対象に，不妊原因，排卵誘発法，年齢，精液所見，施行回数などの項目
について検討を行った．精液の処理は単層撹拝密度勾配法を用いた．有意差検定はX二乗検定を行った．【成績】妊娠数は25

周期で妊娠率は対周期a85％，対症例22．1％であった．流産率は16％（4周期），子宮外妊娠が1周期で多胎は双胎が1例
のみ（4％）であった．不妊原因では排卵障害の妊娠率（58．3％，対症例）が，内膜症（154％），卵管因子（150％），男性

因子（140％），性交障害（33．3％），原因不明（1生6％），その他（25％）に比べ有意に高かったが，誘発法の種類での差は

なかった．年齢別妊娠率（対周期）は29歳以下の179％に比べ35歳以降で有意に低下した（35から39歳が461％，40歳
以上で25％）．施行回数では5回までに22周期（88％，対妊娠症例）が妊娠し，4回目以降に妊娠率の低下を認めた．処理
前の精子濃度が2，000万／ML未満の症例では妊娠例がなく，運動率50％未満の妊娠率は254％（対周期）で，50％以上（＆9％）

に比べ有意に低下した．なお，同時期にART（conventional　IVF／ICSI）に移行した症例は53症例で，対症例の妊娠率は359％
（19／53）であった．【結論】年齢の高い患者，精液所見不良症例においてはARTへの早期の移行が必要である．また，精液

所見不良症例では他の精子処理法が必要と考えられた．

●

●

●
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● P169 ARTにおける卵胞期初期FSH値胞状卵胞数測定の意義について

○羽原　俊宏，滝上　知里，木多　寛恵，刀禰美那子，平田　　麗，青井　陽子，吉岡奈々子，林　　伸旨

　岡山二人クリニック

●

■

【目的】卵巣の反応性が不良の群や卵巣予備能が低下している症例においてはARTの成績は低下する．胞状卵胞数（AFC），

卵胞期初期FSH値は卵巣予備能の指標として，有用であることが知られている．今回，　AFC，　FSH値の卵巣の反応性，妊
娠成立の予測における有効性およびその意義について後方視的に検討した．

【方法】2006年2月から2007年1月の間に初回ARTを目的としてGnRHaを用いたCOSを行った240周期を対象とした．
採卵前周期月経3日目にFSH値および採卵周期のAFCを測定した．15mm以上の発育卵胞数または採卵数が5個未満の症
例を低反応群（P群），それ以外の症例を正常群（N群）とし，2群の発育卵胞数良好胚獲得率，刺激あたりの累積妊娠率
について比較検討した．また，卵巣低反応および妊娠成立を推定可能かについても検討した，

【成績】240周期中採卵キャンセル17周期，刺激あたりの累積妊娠率は554％（133／240）であった．2群において良好胚獲
得率に有意差は認められなかったが，刺激あたりの採卵施行率，累積妊娠率はそれぞれN群100％a（199／199），64．8％b（129

／199），P群5＆5％a（24／41），98％b（4／41）であった（a，b：p＜0．001）．　AFCは発育卵胞数良好分割胚数良好胚盤胞数と

有意な正の相関を示した．ロジスティック回帰分析より年齢，FSH値およびAFCは卵巣低反応および妊娠成立の有無を推
定する有意な因子であり，卵巣低反応推定において感度（48．8％，171％，1α5％），特異度（8息4％，975％，9τ8％）であ

り，AFCは低反応群検出に有効であることが示唆された．

【結論】年齢および卵胞期初期FSH値による卵巣予備能の評価にAFCを加えることにより卵巣刺激に対する低反応の予測
の精度を向上させることができ，ART開始前の情報提供および適切な卵巣刺激が可能となると考えられた．

P170 高年齢患者における3D　power　Doppler超音波を用いた卵巣血流評価の有用性

○猿賀まち子1，本田　育子1，飯田　麻衣1，岸野かなえ1，重政みのり2，小林　善宗1

　山近記念総合病院産婦人科1，GE横河メディカルシステム2

●

●

【目的】我々は，高年齢患者では体外受精胚移植周期における卵巣血流indexが低下することを報告した．今回，高年齢患

者における卵巣血流評価の有用性を検討する目的で採卵日の卵巣血流を3D　power　Doppler超音波とVOCALR（virtual　or－

gan　computer－aided　analysis）を用いて測定した．【方法】40～46歳の体外受精胚移植40周期を対象とした．卵巣刺激は

Clomid－HMGで行った．検査は同一検者により体外受精および顕微授精の採卵直前に行った．超音波装置はVoluson　730R
（GE　Kretz社，　Zipf，　Austria）を使用し，経膣走査法で卵胞を観察した後，3D　power　Dopplerに切り換えVOCALを用い

て両側卵巣全体の血流状態をvascularization　index（VI），　now　index（FI），　vascularization　now　index（VFI）で評価し

た．各測定値について良好受精卵数（0，1，2個以上）との間で比較検討した．また次周期に妊娠した周期を含む妊娠群と

非妊娠群の間でも比較検討した．【成績】卵巣血流indexと良好受精卵数（0個14周期，1個14周期，2個以上12周期）の
検討では，2個以上の群でVI，　VFIは有意に高く，　FIに差はみられなかった．卵巣血流indexと妊娠の成否では，妊娠群
（12周期）でVI，　VFIは有意に高く，　FIに差はみられなかった．【結論】40歳以上でも，採卵日の卵巣血流VI，　VFIが高

値の症例では良好受精卵が得られる可能性は高く，低値の症例に比較して妊娠が期待できることがわかった．今回，巳より

もVI，　VFIで有意差がみられたことは，体外受精胚移植治療では発育卵胞周囲血管の流速よりも血管新生の増加が重要で
あることを示していると考えられた．

P171 43歳以上不妊症患者における治療の限界

○西　　弥生，江崎　　敬，杉山　里英，金城　　洋，三嶋　典子，大島　裕子，鈴木　有香，江口有加子，諏訪　友美，

　登内　恵美，白井安砂子，杉山　カー

　杉山レディースクリニック

●

●

　43歳以上患者に対する不妊治療は，極めて困難といわれる．反復不成功となっていても，治療に終止符を打つ事が出来ず，

患者・医師の双方が迷いをもちながら日々の診療を行っているのことも多いと思われる．そこで，当院で施行されたのART

症例を中心に，43歳以上不妊症患者に対する治療の限界を検討した．対象は，2004年1月から2006年12月に当院で施行
された43歳以上不妊症症例であり，AIH及びART症例の解析を行った．　AIH施行79周期中，妊娠例は3周期，妊娠率は
a8％であった．　ART施行症例は，総患者数121名，採卵周期数は336周期（うち14周期は排卵後で中止），232周期に新
鮮胚移植を施行し，18周期（患者数18名）で臨床的妊娠成立（移植あたり78％）。8周期が流産となった（444％）．凍結
融解胚移植周期は40周期，2周期が臨床的妊娠に至った（移植あたり5％）．患者あたりの妊娠率は148％，妊娠群と非妊
娠群を比較すると，採卵数は前者で有意に多かったが，採卵数1個でも2症例に妊娠が成立していた．妊娠歴・治療歴有無，

FSH値，誘発法（cc－hMG法とShort法）良好胚形成率，移植胚数は両群間で差はなかった．妊娠症例をみると，18例中2
例のday3　FSH値は15mlU／ml以上（1＆3及び1＆7）であった．また，45歳以上妊娠症例はすべて流産となった．43歳以
上の症例では，比較的早期に治療をstep　upする傾向があるため，　AIHに対してARTが効果的か検討することは困難であっ

た．治療成績からARTは示唆された．今回の検討では，　ARTの結果を左右する因子は年齢のみであり，44歳以下症例の
不妊治療は，行うに値するものと考えられた．45歳以上の症例については，流産や合併症につきより厳しい説明を行うべき
と考えられた．

●
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P172 高齢婦人（40才以上）における卵巣刺激方法別のART成績について ●

○望月　　修，杉本　利幸，加藤雄一・郎，幸田百合子，石川　洋乃，高林香代子，岡田　純子

　聖隷三方原病院リプロダクションセンター

［目的］40才以上の高齢婦人におけるART成績は不良である．しかし，その不良成績の改善が卵巣刺激方法により可能か
否かの検討を目的とし，当院の40才以上の高齢婦人症例のART成績をretrospectiveに検討した．［方法］対象は最近6年

間のART（IVFおよびICSI）のうち，40才以上の高齢婦人の卵巣刺激220周期（A群）としコントロールは同時期で39
才以下の卵巣刺激922周期（B群）とした．これら2群において卵巣刺激方法別に妊娠率，採卵および胚移植キャンセル率，
着床率，流産率，多胎率を比較検討した．［成績］A群の周期当たりの妊娠率，採卵および胚移植キャンセル率，着床率，
流産率，多胎率は1α4％，309％，4＆2％，121％，2∠tO％および4n％であった．またB群では24．0％，135％，260％，194％，

153％および16．1％であった．一・方，卵巣刺激方法別にみるとA群の最多の刺激方法はGnRH　agonistを月経周期のDayl
から用いたshort法で37％を占め，周期当たりおよび移植当たりの妊娠率は12．2％，172％であった．次いで多いのが自然

周期の35％で各妊娠率は5．3％，2＆6％であった．これに対しB群の刺激で最も多い方法は前周期の高温期からGnRH　ag（｝

nistを開始し月経周期の3日目からhMGを投与するLong法で55％を占め各妊娠率は334％，379％であった．［結論］今
回の検討では，高齢婦人の場合short法が最も多く，次いで自然周期法の順であった．一方，39才以下の卵巣刺激方法はLong

法が過半数を占め，次いでshort法となり高齢婦人とは明らかに異なっていた．また，高齢婦人で多用された自然周期法は
移植キャンセル率が高率ながら着床率は2＆6％と高く，決して無視できない方法と思われた．

●

●

P173 40歳代ART症例における臨床成績の検討

○片桐由起子，渋井　幸裕福田　雄介，北村　　衛松江　陽一，渡辺慎一郎，宗　　晶子，佐々木由香，竹下　直樹，
　森田　峰人

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】近年，不妊治療患者年齢の上昇は著しい．今回我々は40歳以上のART施行症例における臨床成績を検討した．【方

法】2002年2月より2006年12月までの1202採卵周期のうち40歳以上の312周期を対象とし，その臨床像を検討した．【成
績】採卵周期の内40歳以上が占める割合は25．9％で，各年齢の内訳と全採卵周期数に占める割合は40歳77周期（64％），

41歳68周期（57％），42歳52周期（43％），43歳52周期（43％），44歳35周期（2．9％），45才16周期（13％），46歳8
周期（07％），47歳4周期（03％）で，48歳以上の症例は認めなかった．胎児心拍を確認した妊娠率は40歳1α3％（n＝8
／77），41歳74％（5／68），42歳7．7％（4／52），43歳3．8％（2／52），44歳2．9％（1／35），45歳6．3％（1／16），46歳1a5％（1

／8），47歳0％（0／4）であった．【結論】インフォームドコンセントには統計学的根拠に基づいた情報提供が重要であると

考えるが，不妊原因や不妊治療期間別妊娠率や卵巣機能評価との相関についても検討が必要である．

●

●

P174 子宮内膜症の疾患感受性におけるkiller　cell　immunoglobulin－like　receptor（KIR）

遺伝子型の関連

○石原　広章，北脇　　城，徐　　　泳，清水　美代，本庄　英雄
　京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学

【目的】子宮内膜症は，多遺伝子性の素因のもとに環境因子が加わって発生する慢性炎症性疾患である．NK細胞の機能低下

が本疾患の病態と関連することが知られている．KIRはNK細胞表面に発現し，標的細胞のHLAクラス1分子を認識する．
そこで今回，KIRの遺伝子多型と内膜症の疾患感受性との関連について検討した．【方法】腹腔内所見により診断した子宮

内膜症患者186例，および対照群として非内膜症女性160例より同意を得て末梢血を採取しDNAを抽出した．　KIR遺伝子
型は，配列に特異的なプライマーを用いたPCRによって決定した．　HLA－B，－Cのタイピングは，　PCR－microtiter　plate　hy－

bridization法により行った．【成績】KIR3DS1の頻度は，対照と比較して内膜症群で有意に少なかった（32％vs　44％，　P＝

0028，0R＝0．62，95％　CI＝040一α95）．1（IRと対応するHLAリガンドとの組み合わせで分析すると，抑制性遺伝子型で
あるKIR3DLr／3DSr／HLABw4＋は，対照と比較して内膜症群で有意に多かった（39％vs　29％，　P＝OD43，0R＝1．59，95％

CIニm1－2．48）．さらに，　KIR3DSI，　KIR3DLl／HLABw4，およびKIR2DL1／HLA－Cグループ2の有無により8群に分類
し，これを活性化，中立性，抑制性の3群の遺伝子型に大別したところ，活性化遺伝子型群の頻度が対照と比較して内膜症
群で有意に少なく（31％vs　42％，　P＝α038，0R＝0．63，95％CI＝041－091），かつ抑制性遺伝子型群の頻度が内膜症群で

有意に多かった（42％vs　30％，　P＝α024，0R＝166，95％CI＝1C7－2．58）．【結論】KIRの遺伝子多型が子宮内膜症の疾
患感受性に関連している可能性が示唆された．

■

●
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● P175 子宮内膜症間質細胞のサイトカイン産生に対する1レ10の影響と細胞内シグナル伝
達

●

●

○田頭由紀子，谷口　文紀，池田　綾子，渡邊　彩子，稲葉　陽子，竹中　泰子，岩部　富夫，原田　　省，寺川　直樹
　鳥取大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜症患者腹水中に高濃度に存在するTNFαは子宮内膜症細胞由来の炎症性サイトカインIL－6およびIL－8の

産生を誘導し，子宮内膜症の病因に関与することを報告してきた．本研究では，抗炎症性サイトカインである1レ10が子宮

内膜症間質細胞からのIL－6とIL－8の産生に及ぼす影響とその細胞内シグナル伝達について検討した．【方法】患者の同意
を得て手術時に採取した卵巣チョコレート嚢胞壁から子宮内膜症間質細胞を分離培養した．内膜症細胞におけるIL－10とIL－

10受容体の遺伝子および蛋自発現をRT－PCRと免疫細胞染色で検索した．　TNFα（01ng／ml）とIL－10（α1－10ng／ml）を

培養間質細胞に添加し，IL－6とIL－8の遺伝子発現量をreal－time　RT－PCRで，蛋白産生量をEHSAで測定した．　TNFα
により誘導されるNFKBおよびMAPK経路のシグナル分子のリン酸化に対するIL－10添加の影響を，　Western　Blot法で検
索した．【成績】子宮内膜症間質細胞にIL－10とIL－10受容体の遺伝子と蛋白発現を認めた．　IL－10添加によりTNFαで増

強されたIL－6遺伝子発現は約60％低下し，蛋白産生は約35％減少した．一方で，　IL－10の添加はIL－8遺伝子発現および
蛋白産生に影響を与えなかった．IL－10の添加は，　TNFα添加により誘導されたIkB，　ERKI／2およびJNK1／2蛋白のリン
酸化を抑制した．これらの抑制効果はIL－10中和抗体によりキャンセルされた．【まとめ】子宮内膜症間質細胞において，　IL－

10は複数のシグナル経路を介してTNFαによるIL－6産生を抑制することが明らかになった．

P176 TNFのsiRNAによる子宮内膜症細胞の増殖制御

○池田　綾子，田頭由紀子，渡邉　彩子，稲葉　陽子，竹中　泰子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，寺川　直樹
　鳥取大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】子宮内膜症患者腹水中に高濃度に存在するTNFαはNF－kBとMAPKを介して子宮内膜症細胞における炎症性サイ

トカインIL－6およびIL－8の産生を誘導し，子宮内膜症の病因に関与することを報告してきた．本研究では，　siRNAによる

TNFαの抑制が子宮内膜症間質細胞のIL－8産生と増殖に及ぼす影響を検討した．【方法】患者の同意を得て手術時に採取し

た卵巣チョコレート嚢胞壁（n＝7）から子宮内膜症間質細胞を分離培養した．Lipofectine法によりTNFαのsiRNAを間質
細胞内に導入した．LPS（10ng／ml）を添加し，間質細胞におけるTNFαおよびIL－8の遺伝子発現量をreal　time　RT－PCR

で測定し，細胞増殖能をBrdu取り込みにより評価した．【成績】LPS添加は，子宮内膜症間質細胞におけるTNFα遺伝子
発現を非添加時の約7倍に促進した．蛍光標識を用いて，TNFαのsiRNAが細胞内に取り込まれたことを確認した，　siRNA
投与によりTNFα遺伝子発現はコントロールsiRNA投与時のおよそ50％に，IL－8遺伝子発現は70％に，細胞増殖能は70％
に抑制された．【まとめ】子宮内膜症細胞にsiRNAを導入しTNFα遺伝子発現を抑制すると，　IL－8産生が減少し細胞増殖

が抑制されることが示された．TNFαのsiRNAによる新しい子宮内膜症治療の可能性が示唆された．

P177 子宮内膜症患者の腹腔内貯留液中における可溶型CD44についての検討

○長谷川亜希子，大須賀　穣，平田　哲也，濱崎かほり，廣田　　泰，森本千恵子，原田美由紀，竹村　由里，

　田島　敏樹，矢野　　哲，武谷　雄二

　東京大学医学部産婦人科

●

●

【目的1子宮内膜症の発症において腹腔内へ逆流した子宮内膜細胞が腹膜に生着する逆流説が広く受け入れられている．子

宮内膜細胞に発現する接着分子CD44が腹膜中皮細胞上のビアルロン酸と結合することで，子宮内膜細胞の腹膜への生着を
誘導する可能性が緒家により報告されている．一方，可溶型CD44はCD44の細胞外ドメインでありCD44とビアルロン酸
の結合に対し競合的に阻害作用を示すことが知られている．今回，子宮内膜症患者の腹腔内貯留液中における可溶型CD44
濃度を測定し子宮内膜症との関連を検討した．【方法】手術時に同意の得られた63例より腹腔内貯留液を採取し可溶型CD44

濃度をELISA法にて測定した．患者をr－ASRM分類により対照群（17例），子宮内膜症群（46例）に分類し，さらに子宮
内膜症群を1／II期群（17例）及びIII／IV期群（29例）に分類して可溶型CD44濃度との相関を検討した．【結果】腹腔内貯
留液中の可溶型CD44濃度は子宮内膜症群（median　423ng／ml，　IQR　292－638）において対照群（257ng／ml，196－337）に

比し有意に高値を示した（p＝00004）．また子宮内膜症群においてIH／IV期群（460ng／ml，311－758）は1／II期群（310ng／
mL　261－442）に比し有意に高値を示した（p＝0の144）．　r－ASRM　scoreと可溶型CD44濃度の間には正の相関がみられた（r＝

0536p＜00001）．【考察】腹腔内貯留液中の可溶型CD44濃度は子宮内膜症病期と正の相関を示した。可溶型CD44はCD44一
ビアルロン酸間の結合に競合的に作用する点から，進行子宮内膜症において高濃度に存在する可溶型CD44は子宮内膜細胞
の子宮外への接着を阻害し，病変の進展に対し生体内の防御機構として機能している可能性が考えられた．

●
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P178 子宮内膜症間質細胞のアロマターゼ活性に対するIL－1βの影響について

○野村　一人1，村上　弘一2，可西　直之1，加藤　恵一，井上　正樹1

　金沢大学大学院医学研究科分子移植学1，恵愛病院産婦人科2

【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，我々は子宮内膜症患者腹水中IL－1βの子宮内膜症病巣におけるアロマターゼ活性に及ぼす影響につい

て検討し，その臨床的意義を検討した．【方法】学内倫理委員会の承認と文書による同意の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．腹水・THP－1培養液上清中
のIL－1β濃度をELISA法にて測定した．子宮内膜症由来間質細胞に活性化THP－1培養液上清および腹水を添加し，アロマ
ターゼ活性を3［H1－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．また子宮内膜症におけるIL－1βの局在につき病理組織学的検討を行った．【成績】卵巣チョコレート嚢胞内容

液中のエストラジオール濃度は9635±1240pg／ml（mean±SEM）と高値であった．子宮内膜症患者腹水中のIL－1β濃度は
214±70pg／mlと非子宮内膜症患者の腹水1a5±α5pg／mlに比して有意に高値であった．　THP－1培養液上清及び子宮内膜

症患者の腹水は子宮内膜症間質細胞のアロマターゼ活性および発現量を充進させ，この尤進は抗IL－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克進させた．病理組織学的検討では，　IL－1βは子宮内膜症間質

において細胞外局在を示した．また，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
ぼ完全に抑制され，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活性の克進に部分的に関与していると考えられた．

●

●

●

P179 子宮内膜症患者血中サイトカイン濃度とGnRHアゴニスト療法

○出浦伊万里，稲葉　陽子，竹中　泰子，堀江さや子，片桐千恵子，光成　匡博，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，

　寺川　直樹
　鳥取大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜症患者の腹水中にはIL6およびIL－8が高濃度に存在する．　IL－6は胚発生，精子運動能および卵巣穎粒膜

細胞のエストロゲン産生を抑制して妊孕能低下に関与し，1レ8は内膜症細胞の増殖を促進することを報告した．本研究では，

子宮内膜症患者におけるGnRHアゴニスト投与が血中IL－6およびIL－8濃度と月経痛に及ぼす影響について検討した．【方

法】手術あるいはMRIにより診断された子宮内膜症患者20例を対象とし，　GnRHアゴニスト（スプレキュアMP1潟）を4～
6ヵ月間投与した．患者の同意を得てGnRHアゴニスト投与前後に血清を採取し，　ELAISAでIL－6およびIL－8濃度を測定

した．GnRHアゴニスト投与前後の月経痛をスコア化して比較した．【成績】GnRHアゴニスト投与後の血中IL－6とIL－8
濃度は06±α1pg／mlおよび97±1．2pg／mlであり，投与前の90±6．Opg／mlおよび827±5a6pg／mlと比較して有意に低下
した．GnRHアゴニスト投与後の月経痛スコアは1．1±04点であり，投与前の23±04点と比較して有意に改善した．【結論】

子宮内膜症合併不妊において，GnRHアゴニストは血中IL－6およびIL－8濃度を低下させ妊孕能を改善する可能性が示唆さ
れた．

●

●

P180 卵巣チョコレート嚢胞手術後の内分泌環境の変化

○浅野正子，山下能毅藤野久仁子，林　篤史，森鴬祥子，大道正英
　大阪医科大学産婦人科学教室

【目的】卵巣チョコレート嚢胞に対する手術は卵巣予備能へ悪影響を及ぼすとする報告があり，手術を優先するべきかART
を優先するべきか議論の余地があると考えられる．今回我々は，卵巣チョコレート嚢胞手術後に排卵障害をきたした6症例

について検討した．1結果】症例1：挙児希望で近医受診し，両側卵巣チョコレート嚢胞認められ腹腔鏡下両側卵巣チョコレー
ト嚢胞摘出術施行．術後約10ヵ月後より成熟卵胞認められなくなり，FSH19．1mIU／ml，　LH8．8mlU／ml，　E2341pg／m1とFSH

値の上昇が認められた．症例2：31歳時に両側卵巣チョコレート嚢胞で腹腔鏡下両側卵巣チョコレート嚢胞摘出術施行し，

術後3年後よりFSH87βmlU／ml，　LH4＆4mlU／mlと上昇認め当科精査加療目的にて受診した．症例3および4：片側卵巣チョ
コレート嚢胞の診断で腹式もしくは腹腔鏡下卵巣チョコレート嚢胞摘出術施行し，術後より挙児希望にて治療開始するも患

側卵巣の成熟卵胞が認められていない．症例5：28歳時及び30歳時に卵巣チョコレート嚢胞摘出術行い，31歳時（2度目
の術後約1年）に第一子をIVF－ET（ICSI）で妊娠に至り生児を得た，35歳時（約5年後）に内膜症再発に対する腹腔鏡下
手術行った際に両側卵巣萎縮がみとめられ，またその後IVF－ET施行時においても開始9日目の採血でFSH445mIU／mlと
急上昇認められた為キャンセルとなった．症例6：両側卵巣チョコレート嚢胞で腹腔鏡下両側卵巣嚢胞摘出術施行後より左

側からの成熟卵胞が認められなくなり，ロングプロトコール法下でIVF－ET行い妊娠に至り生児を得た．【結論】卵巣チョ

コレート嚢胞摘出術後に患側卵巣が自然排卵に至らず，卵巣機能不全となり，不妊治療に苦慮した6症例を経験した．今後，

これらの症例を検討し，挙児希望のある卵巣チョコレート嚢胞に対する適切な治療を選択していく必要性があると考えられ
た．

●

●
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s P181 子宮内膜症を合併する不妊症に対する腹腔鏡下手術の有用性に関する検討

○川崎　彰子，北　　直喜，近藤　一成，田中　智子，相野谷陽子，和田　　篤，佐藤奈加子，原　由紀子，高瀬　和江，
　近藤　貴稔，枝元　直子，岡本　　一・

　筑波学園病院産婦人科

●

●

【目的】子宮内膜症を合併する不妊症に対して腹腔鏡下手術や開腹手術による外科的治療の有用性が従来から報告されている．子

宮内膜症が不妊症をもたらすメカニズムとして，卵巣チョコレート嚢胞による卵胞形成への影響，卵管周囲癒着による卵管障害，

内膜症から分泌されるchemical　mediatorによる影響などが考えられているが，外科的治療はこれら全ての因子に対して理論的に

有効である．今回我々は当院で試行した内膜症合併不妊症に対する腹腔鏡下手術療法の成績を後方視的に解析し，手術の有効性に

ついて検討した．【方法】2005年8月から2006年7月までの間に当院で腹腔鏡下手術を受けた不妊症の患者のうち，術中所見より

内膜症と診断された患者31症例を対象とし，同手術を受けた内膜症非合併症例を対照群とした場合の術後妊娠率を比較した．患

者の平均年齢は329歳で，内膜症合併症例のうち卵巣チョコレート嚢胞を有し核出術を施行した症例は6例，卵管障害を有し卵管

形成術をおこなった症例は9例であった．【結果】内膜症合併症例のうち16例（52％）が妊娠し，内膜症非合併症例の妊娠率（33％）

に比べて高い傾向を示した．平均妊娠期間は術後生8ヶ月であった．チョコレート嚢胞核出術を施行した症例のうち3例（50％），

卵管形成術を施行した症例のうち4例（44％）が妊娠した．また妊娠成立周期の治療の内訳は無治療またはtiming指導のみが6

例（38％），排卵誘発やAIHを行ったものが8例（50％），　IVFまたはICSIが2例（13％）であった．【考察】内膜症合併不妊症

に対する腹腔鏡手術の有用性が今回改めて確認された．内膜症合併症例のうち嚢胞核出術施行例の術後妊娠率は内膜症全体の妊娠

率と同程度で，卵管形成術施行例の妊娠率はやや低い傾向がみられた．今後さらに対象症例を増やすとともに，内膜症の程度や形

態毎に解析を深め，術後の不妊治療をどのような形で継続するのが最も有効であるかに関しても検討を進めたい．

P182 チョコレート嚢胞合併不妊症例において腹腔鏡下嚢胞核出術は排卵頻度を減少させ
るが排卵の質は変わらない

○堀川　　隆中川　浩次，中島　　章，児島梨絵子，黄木　詩麗，伊藤めぐむ，齊藤　英和
　国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科

●

●

【目的】不妊症例のチョコレート嚢胞に対し腹腔鏡下嚢胞核出術を施行するかは議論の余地がある．今回，片側チョコレー

ト嚢胞合併不妊症例に腹腔鏡下嚢胞核出術を行い，手術前後の排卵率の変化，および術後の妊娠率から手術の影響を検討し
た．【対象と方法】2002年8月から2007年3月までの間に腹腔鏡下嚢胞核出術を施行した手術既往，排卵障害の無い片側チョ

コレート嚢胞合併不妊症例28例を対象とし．手術前後の自然周期での患側卵巣（チョコレート嚢胞が存在）からの排卵率，

術後の妊娠率を後方視的に比較検討した．【結果】平均年齢は334歳，不妊期間は54年，嚢胞の平均径は生1±04cm（mean±
S．E．）であった．手術前の患側排卵率は344±α1％で手術後は1a9±0、1％と有意に低下した（p＝0刀13）．嚢胞径別では，

4cm未満（15例）群の術前患側排卵率は41．0±01％が術後19、8±Ol％と有意に低下した（p＝α010）が，4cm以上の群（13

例）では術前患側排卵率は26B±135％が術後135±Ol％と低下したが有意差は認めなかった（p＝0330）．手術後14症例
（50％）でタイミング療法およびIUIでの妊娠が成立した．28症例の術後の全190周期を検討すると156周期が健側排卵で
12周期（58％）の妊娠を認め，34周期は患側排卵でそのうち2周期（58％）で妊娠を認めた．手術後の排卵周期あたりの
妊娠率は健側と患側の2群間で有意差を認めなかった．【結論】手術後に患側の排卵率が減少したことから，チョコレート

嚢胞核出術は，侵襲があるといえる．特に4cm未満のチョコレート嚢胞に関しては手術による有意な排卵率の低下を認め
たことより，小さなチョコレート嚢胞への核出術は術前に十分検討する必要があると思われた．しかし，排卵周期あたりの
妊娠率に差を認めなかったことより嚢胞核出術は排卵頻度を低下させるが排卵の質は低下しないと考えられた．

P183 月経困難症としての原因としての嚢胞性腺筋症の特異性

○山崎　英樹，沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子，横山　律子，中江　光博，堂地　　勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

●

●

【目的】若年性の子宮嚢胞性腺筋症の症例を2例経験し，若干の知見を得たので報告する．【症例】症例1．21歳女性．16歳

のころから激しい月経痛が出現し，鎮痛剤などによるペインコントロールが困難なため当科へ紹介．超音波上子宮前壁のや
や左側に血液貯留を思わせる嚢胞性病変が存在していた．本人の強い希望で核出術を開腹で行った．腺筋症とは異なり，核

出は容易であった．術後1年経過しているが，月経困難症は全く消失している．症例2．23歳女性未婚17歳ごろから急激
に月経痛が悪化し，鎮痛剤も効果なく，また，MRI上子宮奇形も指摘され当科へ紹介になった，子宮前壁右側に直径1cm
の血液貯留を思わせる所見があった．現在のところ，低用量ピルと鎮痛剤投与で外来にて経過観察している．【考察】手術

と薬物療法を行った対称的な嚢胞性腺筋症を経験した．2症例の共通点は，若年から発生する激烈な月経痛であった．1例
は手術による核出で痛みが消失し，1例は薬物療法で低用量ピルと鎮痛剤でペインコントロール中である【結論】嚢胞性腺

筋症は若年に発生し月経痛が激しい特徴があった．その治療法として，薬物療法よりむしろ手術療法の方が鎮痛という意味
では効果の高い治療法と考えられた．

●
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P184 早発閉経6例の原因に関する検討

○畠中　祥子1，高崎　彰久1，李　　理華1，嶋村　勝典1，森岡　　均1，濱崎　　正2，平松　伸子2

　済生会下関総合病院産婦人秤，済生会下関総合病院中央検査科2

【目的及び方法】POF（premature　ovarian　failure）は，40歳未満のhypergonadotropic　hypogonadismを意味し，その頻度

は全女性のα5～1％と報告されている．多くの症例では特定の原因が見いだされないが，確定できるものとしては，性染色

体異常と自己免疫異常によるものが多いとされている．そこで，当院外来にて治療中のPOF　6症例に対し，十分なインフォー

ムドコンセントを行い，同意の得られた5例に対し，染色体検査及び自己免疫検査（抗核抗体，抗DNA抗体）を施行した．

【結果】3例に性染色体異常を認め，他の2例については，染色体検査及び自己免疫検査に異常は認めなかった．3例の性染
色体異常症例の核型は，症例1；45，X〔2〕／46，　XX〔97〕／47，　XXX〔1〕，症例2；46，　X，　del（X）（q223），症例3；46，

X，t（X；2）（q24；p24）であり，性染色体の異数性の異常が1例，欠失・転座の構造異常が2例みられた．それぞれの閉

経年齢は，36歳13歳31歳であった．X染色体異常によるPOFを決定する遺伝子は，　X染色体長腕にあると報告されて
おり，これらの症例においては，X染色体長腕の異常によりPOFを発症したと考えられた．
【治療】症例1は，不妊治療継続中であり，カウフマン療法施行後一回の卵胞発育が認められたが，その後卵胞発育は認めて

いない．症例2は，現在HRT施行中である．症例3は，カウフマン療法施行後，年に1回程度の卵胞発育を認めたが，受精
卵は得られず，染色体検査施行後，不妊治療は断念した．

【結論】染色体異常によるPOF症例での妊娠出産例も報告されており，　POF症例においては，早期診断にて，カウフマン
療法，排卵誘発，卵の凍結保存，HRTなどの治療が重要であり，また児の染色体異常の可能性も多いことなど，十分に説明

した上で，早期の積極的な治療介入が必要であると思われた．

●

●

P185 FSH値が15mIU／ml以上の症例における卵巣生検の有用性について

○齋藤　智博1，大高　　究1，安田　　豊1，高島　明子1，川島　秀明1，横山安哉美1，深谷　　暁1，矢野ともね1，

　木下　俊彦1，臼井　　彰2，久保　春海2，赤木美香子1

　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科1，臼井医院不妊治療センター2

　日常診療においてPOFか否か判断に迷うことにしばしば遭遇する．我々はD3におけるFSH値が15mIU／ml以上を示
し，腹腔鏡下に卵巣生検を行った13例について検討した，13症例のうち1症例は手術後自然妊娠し，他の12症例全例にIVF
（hMG製剤による排卵誘発）を試みた．原始卵胞ありと診断された9症例のうち4症例は妊娠し（A群）残り5症例は少な
くともIVFにおいて卵の回収および受精までは到達した（B群）．生検で原始卵胞なしと診断された3症例はいずれもhMG
製剤投与に無反応であった（C群）．それぞれの年齢はA群3＆0±20歳（最高年齢40歳），B群37．3±93歳（同43歳），　C

群37．6±66歳（同43歳）でFSH値はA群16．44±124mIU／ml，　B群1＆85±364mIU／ml，　C群26．50±755mIU／mlであっ
た．FSH値が15mlU／ml以上でも卵巣生検により原始卵胞の存在が確認されれば妊娠の可能性があることが示唆された．
又，原始卵胞が認められなかった症例はhMGにも反応しなかったことにより，　POFの診断における卵巣生検は有用である

と思われた．

●

●

P186 当院におけるDHEAの使用経験

○吉田　英宗，青野　展也，村川　晴生，吉田　仁秋

　吉田レディースクリニック

【目的】近年IVF患者中高齢者の割合が高まり排卵誘発に対する卵巣低反応性が問題となっている．その中でDHEA内服に

よりIVF時の卵の状態が良好になるとの報告がある．当院でも平成18年10月より前回IVF時に卵が獲得できなかった，
あるいは胚が得られず移植不能であったlow　responderおよびフラグメントの多い不良胚しか獲得できなかった症例及び
Testosterone　200ng／ml以下，　FSH　10mIU／ml，　E2低値のいずれかを満たした症例を適応としてDHEAを投与している．

今回われわれはDHEA投与による反応の改善効果の有無，程度について検討した．【対象と方法】平成18年10月より平成

19年6月まで，少なくとも2ヶ月以上DHEAを服用後，　IVFを施行した12症例につき採卵数，獲得胚数hCG投与時の
血中E2値，卵および胚の質についてDHEA投与以前のIVF施行時の結果と比較した．【結果】症例の年齢は34～43歳，
平均41歳だった．獲得卵数は平均3個増加し，獲得胚数は平均2個増加した．獲得卵の増加に伴い血中E2値も上昇した．
卵，胚の状態も改善され，胚盤胞まで培養できた症例数の増加を認めた．【考察】low　responderに対するDHEA投与は良

好卵及び受精卵が増加し，質的改善が期待でき今後第一に考慮すべき治療であると考えられた．今後症例の追加によりさら

に詳しい検討を行う予定である．

●

●
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● P187 ART難治例における胎盤抽出物投与の効果に関する検討

○大塚未砂子1，吉岡　尚美1，江頭　昭義1，杉岡美智代1，福田貴美子1，蔵本　武志1，郭　　太乙2

　蔵本ウイメンズクリニック1，株式会社日本生物製剤2

●

●

【目的】胎盤抽出物は細胞増殖因子を含みanti－aging作用，血流改善作用や免疫調節作用等を有し様々な分野で利用されて

いる．胎盤抽出物のこれらの作用に着目しART反復不成功例と反復流産例のART周期での投与を試みたので報告する．【方
法】（1）2004年5月～2005年9月の間で過去3回以上のART反復不成功例25例と反復流産例3例を対象として，採卵前
周期月経3日目より胎盤抽出物（ラエンネック：日本生物製剤）を1日1050mg内服投与し，平均FSH／HMG総投与量，平
均採卵数，胚質，妊娠率を過去のART周期で同様の刺激法を用いた周期と比較した．投与前（前周期月経3日目）と採卵
周期月経3日目の血清を採取しVEGF，　IGF－1濃度を測定した．（2）上記以外で2004年3月から2006年12月までの期間
に胎盤抽出物を投与した39才以下の反復不成功症例，胚質不良例，習慣流産例63例の効果を検討した．【結果】（1）平均
FSH／HMG総投与量に有意差はなかったが採卵数は有意に増加した．胚質は有意差はなかったが改善傾向が認められた．反

復不成功例中ETに至った21例中5例が妊娠した（ETあたり妊娠率28．6％）．反復流産例では3例中2例が分娩に至り1
例は流産したが継続期間は最も長かった．VEGFは投与後に有意に増加したがIGF－1に有意差はなかった．上記の期間以降
も内服を続けた21例のうち3例が分娩，1例が妊娠継続中である．（2）胎盤抽出物を投与した63例中16例で妊娠が成立し
（ETあたり妊娠率2a7％）うち反復不成功例と胚質不良例60例中13例で妊娠成立した（ETあたり妊娠率217％）．【まと
め】胎盤抽出物投与がART難治例で有効であった．胎盤抽出物投与により採卵数とVEGF濃度が有意に増加したことより
子宮や卵巣の血流を増加させ妊娠に優位な状態に導く効果があるのではないかと思われた．

P188 黄体期初期の子宮収縮に対する仙骨部表面電気刺激の効果

○藤井　　調1，村上　　節2，柿坂はるか2，村川　晴生3，鈴木　雅洲4，寺田　幸弘2，八重樫伸生2，岡村　州博2

　いわき市立総合磐城共立病院産婦人科1，東北大学医学部産婦人科2，吉田レディースクリニック3，医療法人社団スズキ記
　念病院4

●

●

【目的】子宮は月経周期に伴って多彩な運動をしているが，体外受精一胚移植（IVF－ET）におけるET時の過度の子宮収縮

はその成功率を低下させる．S2－S4を刺激する仙骨部表面電気刺激（sacral　surface　electric　stimulation；ssES）は，月経

期の子宮収縮を抑制することが知られており，ET施行時期である黄体期初期の子宮収縮抑制効果について検討した，【方法】

倫理委員会の承認のもと，IVF－ETの治療周期の女性15名から同意を得て，　ET当日にETに先立ちssESを施行した．電
気刺激は，パルス幅200μ秒，周波数3Hzで，5秒刺激5秒休止の15分間行った．　ssESの前後で経膣超音波診断法による
子宮収縮を録画し，子宮収縮の大きさと頻度についてパワースペクトル解析後フーリエ変換して検討した．【成績】ssES前

後で子宮収縮の頻度に変化は見られなかったが，大きさはssES前（α0121±00083）に比べてssES後（00067±0．0050）で

有意に低下していた（p＜005）．この効果は，黄体期3日目（D3）ET群（0、0106±00061）と比較して5日目（D5）ET群
（α0041±00011）で有意であった（p＜005）．【結論】ssESは黄体期初期の子宮に対して収縮を抑制させる効果を有していた．

また，この効果はD3よりもD5において顕著であることから，　D5ETとssESを組み合わせることにより着床率を改善する
可能性があることが示唆された．すなわち，IVF－ETによる多胎を予防するための単一胚盤胞移植の発展に寄与する可能性
がある．

P189 妊娠判定時に血清P4が低値でも黄体ホルモン補充により妊娠予後は有意に改善す
る

●

●

○篠原　一朝1，加藤　恵一2，宮内　　修1，河内谷　敏1，瀬川　智也1，奥野　　隆1，竹原　祐志1，貝嶋　弘恒1，

　加藤　　修1

　加藤レディスクリニック1，金沢大学産婦人科2

【目的】胚移植直後の黄体ホルモン補充については，諸家の報告よりその有用性は明らかである．しかし，妊娠判定後の黄体ホルモン補

充については，これまで明瞭にその必要性・有用性を示した報告はみられない．我々は血清βhCG値による妊娠判定時に血清P4値を同

時に測定し，低値の症例に対する黄体ホルモン補充の有用性を検討したので報告する．【方法】2006年1月から2007年5月までに当院

での体外受精・胚移植により妊娠成立した症例のうち，判定時P4が10pg／ml以下の144症例を対象とした．移植後は全例デュファス

トンを30mg／dayで投与開始し，分割胚は移植12日後，胚盤胞は移植7日後に血清βhCG値にて妊娠判定した．判定時に血清P4値が

10pg／ml以下の症例をrandamに黄体ホルモン投与群および非投与群にわけた．投与群はデュファストン継続に加えプロゲデポー注（125

mg）IA／5daysまたはプロゲステロン膣座剤を投与した．黄体ホルモン補充は血清P4値が10pg／ml以上を持続するまで継続した．非

投与群は判定後黄体ホルモンを投与しなかった．GSの確認にて妊娠予後良好例とし，統計学的解析にはカイニ乗検定を用いた．【成績】

投与群（71症例）と非投与群（73症例）の妊娠経過はそれぞれ，化学的妊娠例52例（732％）vs69例（945％），　GSまで確認した症例

2例（28％）vsl例（M％），一時胎児心拍まで確認できた症例6例（＆5％）vs1例（14％），妊娠9週以後も妊娠継続確認できた症例

は9例（127％）vs2例（27％）であった．投与群に2例（2B％）の子宮外妊娠症例を認めたが，非投与群には認めなかった．　GS以上

を確認した妊娠予後良好例は投与群17例（240％）vs非投与群4例（55％）（p＜005）で投与群が有意に高かった．【結論】予後不良と

思われた妊娠判定時の血清P4低値症例において，黄体ホルモン補充が妊娠予後改善に有用であることが明らかとなった．

●
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P190 黄体機能における黄体血流の関与 ●

○高崎　彰久［，李　　理華1，畠中　祥子1，嶋村　勝典】，森岡　　均1，濱崎　　正2，平松　伸子2，谷口　　憲3，

　竹谷　俊明3，浅田　裕美3，松岡　亜希3，山縣　芳明3，田村　博史3，杉野　法広3

　済生会下関総合病院産婦人科1，済生会下関総合病院中央検査科2，山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学3

【目的】黄体機能と黄体血流の関係を検討するとともに黄体機能不全に対する各種治療の黄体血流に対する影響を検討した．【方法】（1）

自然排卵周期を有する症例の黄体期中期（HCG投与後6～8日目）に黄体周囲血管のRI値（CLRI）を測定し，同時に測定したプロ
ゲステロン（P4）濃度との関係を検討した．（2）黄体機能不全（P4＜10ng／ml）症例の中で血流不全（CLRI＞0510）を認める症例に

対し，充分なインフォームドコンセントのもと，血流改善の目的でHCG投与後よりニコチン酸トコフェロール600mg／日を連日投与

し（VitE群：nニll），黄体期中期のCLRI値およびP4値を測定した．またHCG投与後3日目および5日目にそれぞれHCG2000単
位を投与した群（HCG群：n＝6），　HCG投与の翌日よりデュファストン15mg／日を投与した群（DUP群：n＝5）においても黄体期

中期のCLRI値およびP4値を測定した．【成績】（1）黄体期中期のRI値とP4値の間に有意な負の相関（R＝－071，　p＜0．Ol）を認め

た．また，黄体機能不全症例（P4＜10ng／ml，　n＝10）において黄体期中期のRI値は黄体機能正常症例（P4値≧10ng／ml，　n＝49）の

RI値に比べ有意に高値を示した（054±0．05vsO46±0つ5，　P＜001）．また，　ROC曲線を用い黄体機能不全におけるCLRI値の基準値

を051に設定した．（2）viしE群ではcLRI値は無治療周期の0554±oo30に対しviLE群ではo．449±o、061と有意に減少し，　P4値も

無治療周期の＆2±10ng／mlに対し，　ViLE群では12。7±4．6ng／mlと有意に増加した，一方，　HCG群ではViLE群と同様にCLRI値の

減少とP4値の増加を認めたが，　DUP群ではCLRI値の低下は認められなかった．【結論】黄体血流は黄体機能に深く関与しているこ

とが示唆された．黄体期中期の黄体周囲の血流障害は黄体機能不全の原因の1つであり，VitE投与で改善される可能性が示唆された．

また，HCGはP4分泌を改善するとともに黄体血流も改善するがDUP投与では血流の改善は認められなかった，

●

●

P191 ARTにおけるGS確認症例のET時5－7日目のhCG，　E2，　P値測定の意義

○石田　佳江’，濱田沙蓉子1，吉田　純子1，吉益　裕子1，花岡嘉奈子1，田宮　　親1，渋井　幸裕2，片桐由起子2，

　塩川　素子2，宗　　晶子2，渡辺慎一郎2，松江　陽一2，北村　　衛2，三浦　一陽

　キネマアートクリニック1，東邦大学医療センター大森病院産婦人科2

【目的】ART施行時のET時にE2値とP4値を測定し，　ET5－7日目（初期胚7－8日目・胚盤胞5日目）と14日目にhCG
値，E2値とP4値を測定し胎嚢（GS）の確認された症例から3種のホルモン値が予後判定の指標になりうるかを検討した．

【対象と方法】2007年1月より4月までにインフォームド・コンセントのもとARTを施行し，胚移植した200周期を対象
とした．今回GS確認症例のET時，5－7日目，14日目の各種ホルモン値の変化においてhCG，　E2，　P4値と妊娠の関連性
について検討した．【結果】200ET周期中GS確認症例は49（245％）であり，年代分布は35歳未満23．9％（11／49），35－39
歳297％（27／91），40－44歳224％（11／49），45歳以上0％（0／14）であった．ET5－7日目の平均hCG値297±957miu／ml，

E2値は29L5±2828pg／ml，　P値129±94ng／m1であった．回収卵数あたりのE2値においては有意差は認めなかったが，　E
2値は卵巣刺激法や発育卵胞数の違いによって値が異なることが考えられるので，ET5－7日目の妊娠予後の判定にhCG，　P4

値に絞ってGS確認例のカットオフ値を検討すると，　hCG4miu／ml未満と以上がhCG（一）70％，　GS（一）11．6％と最も
少なく，P4値9ng／m1未満と以上でみるとhCG（一）149％，　GS（一）250％と最も少ない値であった．【まとめ】hCG値

のみならず，ET5－7日目のP4値も妊娠予後の指標には大きく関与していることが示唆された．

●

●

P192 子宮外妊娠における超音波診断についての検討

○田村みどり’，奥津　由記1，井埜まり絵1，石山めぐみ1，谷内　麻子1，石塚　文平1，斉藤寿一郎2

　聖マリアンナ医科大学産婦人科1，聖マリアンナ医科大学横浜西部病院2

【目的】子宮外妊娠は婦人科緊急手術の対象であり，診断の遅れは妊孕性の低下につながるため，迅速に診断が必要である．

診断をより正確にする目的で，今回，最も一般的な検査法と考えられる超音波断層法に注目し，特徴的な画像を検討した．

【方法】2002年1月から，2006年の12月までの5年間に，当院及び地方の関連病院で手術を施行された子宮外妊娠198例
について，手術時の所見と，病歴にある超音波断層法の写真を解析した．【成績】妊娠部位は，4例が卵巣妊娠で，他は膨大

部，峡部，間質部，采部を含む卵管妊娠であった．ショックなどのため開腹になった例を除く91％で腹腔鏡手術が行われ，

卵管妊娠は60％で卵管切除40％では線状切開などにより卵管を保存していた．画像を確認できた179例で診断の根拠と
なった超音波所見を1．リング状構造，2．卵管血腫や凝血塊を示すと考えられる不整形のmass　3．　echo　free　space（以下

EFS）4．　yolk　sacなどにより同定されるGS　5．子宮外胎児心拍，胎児の形態の覚知など胎児の検出に分類したところ，リ

ング状構造が40％，と最多で，次に不整形mass＋EFSが22％，　EFSのみが12％，不整形massのみが11％，胎児の検出
が9％，GSの検出が5％であった．当然であるがEFSのみで診断された例は破裂や腹腔内出血が多く，早期に診断された
例はリング状構造で診断されたものが多く，卵管保存できた率が高かった．血中hCG値と超音波所見には特徴的な相関は
みられなかった．【結論】以上の結果から，子宮外妊娠の診断の根拠となる超音波画像は，未破裂例ではリング状構造がもっ

とも多く，このような超音波像を見逃さず，さらに臨床経過や血中hCG値を加えればさらに的確な術前診断につながると
考えられた．

●

●

●
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● P193 胚移植後の血中β一hCG測定は子宮外妊娠の早期発見に有用である

○瀬川　智也1，篠原　一朝1，宮内　　修1，加藤　恵一，河内谷　敏1，奥野　　隆1，竹原　祐志1，貝嶋　弘恒1，

　加藤　　修1，長田　尚夫2

加藤レディスクリニック1，駿河台日本大学病院2

●

■

【目的】子宮外妊娠は腹腔内出血の原因となるため，早期発見が必要となる疾患であるが，妊娠初期において子宮内流産との鑑別が

しばしば困難となる．そこで今回我々は，ART後の血中β一hCG，　E2，　P値の推移等により子宮外妊娠を早期に推定でき得るかどう

か検討した．【方法】2005年1月から2006年12月の2年間に，同意を得た後に当院でART後，子宮外妊娠となった46例（E群），

β一hCG値が上昇するも胎嚢を認めず子宮内流産となった104例（C群），正常単胎妊娠184例（N群）を対象とし，それぞれ比較検

討した．症例はすべてGnRHa投与でLHサージを誘導後に採卵，その2日後に単一胚移植（分割胚）を行い，移植後12日目（妊
娠4週0日）に血中β一hCG，　E2，　P値を測定して妊娠判定を行なった．また判定日5－7日後にも血中β一hCGを測定して，その上昇

率を調べた．【成績】判定日の血中β一hCG（mIU／ml）は，　E群3α9±377，　C群317±307，　N群1299±851とN群で有意に高かっ

た（p＜0001）．またβ一hCGが80mIU／ml以上であった症例の比率は，　E群1（19％，　C群58％，　N群6＆5％であったのに対して，40

mIU／ml以下の症例は，　E群78、3％，　C群71．2％，　N群＆2％であった．判定日のE2（pg／ml）は，　E群259±169，　C群300±238，

N群524±305，P（ng／ml）は，　E群249±395，　C群212±14．9，　N群551±3仕0と，それぞれN群で有意に高かった（p＜0001），

また判定日から5－7日後における血中β一hCGの上昇率は，　E群255倍，　C群7．6倍，　N群164倍と，　E群が有意に高かった（E群

v＆C群p＜α001，E群v＆N群p＝001）．【結論】判定日のβ一hCG値が低値にも関わらず，その後の上昇率が高い場合は，子宮外妊

娠の可能性を強く疑って観察する必要があると思われる．今回のように，早期の血中β一hCG測定を行なうことによって子宮外妊娠

の早期発見が可能となり，エタノール局注法のような非観血的処置で対処できる症例が増えることが期待される．

P194 子宮外妊娠症例におけるクラミジア抗体の有無と骨盤内所見の関係

○沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子，中江　光博，山崎　英樹，横山　律子，堂地　　勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

●

●

【目的】子宮外妊娠症例におけるクラミジア抗体の有無と骨盤内所見の関係を明らかにすることを目的とした．【方法】過去

5年間に経験した155例の子宮外妊娠のうち，手術既往や内膜症を合併した症例は除外し，最終的に腹腔鏡下卵管線状切開
（卵管温存術）を行った卵管妊娠49例を対象とした．以下の検討を患者の同意の下に行った．術前に血中抗クラミジア抗体

（以下，クラミジア抗体）IgG，　IgAと，子宮頸管のクラミジア抗原を検査した．血中hCGが陰性化するまで1週毎に検査
し，原則として4ヵ月後に患側の卵管疎通性を確認した．対象症例のクラミジア・抗体と抗原の陽性率，クラミジア抗体陽
性群と陰性群の間の付属器癒着の程度や，臨床成績の違いを検討した．【成績】1．子宮外妊娠（卵管妊娠）での抗クラミジ

ア抗体陽性率は429％，子宮頚部から採取したクラミジア抗原陽性率は6．1％であった，2．抗クラミジア抗体陽性例は陰性
例に比較し，以下の特徴を示した．1）卵管周囲癒着の頻度が高かった（9α5％vs536％），2）卵管癒着が高度（476％vs38％），

3）卵管癒着の範囲が広い（両側癒着66．7％vs38％），4）癒着が軽度な側に着床（93．3％vs214％）臨床成績は同じであった．

【考察】抗体陽性所見と卵管癒着の範囲・程度の間に高い相関性があり，クラミジア抗体陽性の子宮外妊娠症例は，癒着の

程度・範囲の点でクラミジア感染が進行した状態になっていた．また，クラミジア抗体陽性群では癒着の軽度な側に着床し

ていることから考えると，逆に，対側卵管は妊娠しないほどダメージを受けている可能性があった．【結論】子宮外妊娠に

クラミジアを合併している場合は，クラミジア感染症の病像がかなり進行した状態であることがわかった．卵管がダメージ
を受ける前に診断し治療する重要性が改めて示された．

P195 子宮外妊娠において排卵側卵管に着床する割合とは？

○河村　俊彦，沖　　利通，新谷　光央，儀保　晶子，横山　律子，中江　光博，山崎　英樹，堂地　　勉

　鹿児島大学病院女性診療センター

●

●

【目的】卵巣から排卵された卵が，対側卵管から子宮内にいたる確率はいかなるものかはわかっていない．今回は子宮外妊

娠症例を対象に，妊娠黄体に対して対側の卵管に妊娠する頻度を検討した．【方法】対象は過去5年間に165例のうち腹腔
鏡手術あるいはMTX療法を患者の同意の下に施行した子宮外妊娠症例85例である．卵管妊娠81例である．卵管間質部妊
娠10例である．卵巣妊娠6例である．両側に妊娠黄体が存在する症例は検討対象から除外した．【成績】卵管妊娠　同側
980％（98／100），対側　2％（2／100），卵管間質部妊娠　同側　98．0％（98／100），対側　2％（2／100），卵巣妊娠　同側　98．0％

（98／100），対側　2％（2／100）であった．黄体と反対側に妊娠する頻度は2％程度と低いことが明らかになった．妊娠のメ

カニズムとしては，同側卵管から子宮を経由して反対卵管へ着床する，または反対側卵管采から胚が侵入し子宮外妊娠を起
こすことが考えられるが，この点に関しては明らかにはできなかった．【結論】いずれにしても，子宮外妊娠例の検討では98％

の頻度で妊娠黄体と同側の卵管に妊娠していた．対側卵管に胚が侵入する確率は2％と低いが，妊娠は不可能ではないこと
が明らかになった．
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P196 子宮外妊娠に対する腹腔鏡下手術の検討 ●

○吉越　信一，舟本　　寛，谷村　　悟，中野　　隆

　富山県立中央病院産婦人科

【目的】当科における子宮外妊娠に対する腹腔鏡下手術の現状及び問題点について検討した．

【方法】H4年1月からH19年5月の期間において子宮外妊娠の診断で腹腔鏡下手術を施行した185例を対象とした．

【成績】妊娠部位は膨大部148例，卵管采部13例，峡部11例，間質部7例，卵巣3例，腹膜1例，仙骨子宮靭帯1例，不
明1例であった．術式に関しては，卵管切除123例，線状切開37例，圧出法14例，腫瘤摘出9例，MTXの局注2例であっ
た．5例で存続絨毛症が疑われたため，4例にMTXの筋注を行い，1例は卵管の摘出を行った．線状切開施行後，同側の卵
管妊娠にて後日摘出を行った症例は5例あった．反復子宮外妊娠については，子宮外妊娠の既往がある症例は29例（15．7％）

で，後日子宮外妊で治療を受けた症例は13例（＆2％）であった．

【結論】子宮外妊娠に対して腹腔鏡下手術を施行する際に存続絨毛症を否定するために尿中hCGの低下を確認すること，線

状切開を行う際には後日同部位の子宮外妊娠があることに留意すべきである．また近年輸血による副作用が大きな問題と
なっていることから，大量の腹腔内出血が予想される場合には，事前にセルセーバー（自己血回収装置）の使用も考慮すべ
きである．

●

●

P197 子宮外妊娠症例に対するメトトレキセート局注療法併用腹腔鏡下卵管線状切開術の
検討

○和田真一郎，松本　悠里，竹中　　裕，中島亜矢子，齋藤　　洋，福士　義将，藤野　敬史，佐藤　　力

　手稲渓仁会病院

　卵管妊娠の外科的治療には，卵管切除と卵管線状切開の二つに大別されるが，前者は妊孕能の低下を，後者は外妊存続症
や反復外妊を招きやすく，その選択は一定の見解を得ていない．我々は，将来的に挙児希望がある卵管妊娠には積極的に卵

管温存を図る腹腔鏡下卵管線状切開術に，外妊存続症発症低下目的にメトトレキセート（MTX）卵管局所注入を併用して
いる．この治療法を中心にretrospectiveにデータを解析したので報告する．当科において1998年から2006年までの9年
間に241例の子宮外妊娠手術を施行し，うちMTX局注併用線状切開術を施行した95例について術後の卵管開通率，子宮
外妊娠存続症の発症率について解析した．手術は，原則腹腔鏡にて卵管を切開し，病巣摘除後，MTX15mgを卵管に局所投

与する方法をとっている．卵管通過性はHSGを施行した40例では625％であった．外妊存続症は96例において32％で
あり，以前に施行していたMTXを併用しない21例の線状切開のみの場合の95％に比べ有意差はないが，低い傾向にあっ
た．MTX投与による有害事象は認めなかった．本治療法のようにMTX局注を併用することは有用な方法であることが示
唆された．

●

●

P198 術前血中hCG値から見た卵管妊娠に対する腹腔鏡下卵管温存手術の治療成績

○川島　将彰，宇賀神奈月，泉谷　知明，林　　和俊，前田　長正，深谷　孝夫
　高知大学医学部産科婦人科学教室

【緒言】子宮外妊娠で挙児希望がある症例では腹腔鏡下卵管温存手術が選択される．今回は術前血中hCG値とその治療成績

の関連性を検討した．【対象】当科で腹腔鏡下卵管温存手術を行った47例【方法】術前hCG（852～68701mIU／ml）を1000
（以下単位略）未満（A群：19例），1000以上2000未満（B群：9例），2000以上10000未満（C群：10例），10000以上（D
群：9例）に群別し，（1）術前子宮外胎嚢確認（2）術式（線状切開術；L，MTX局注のみ；M）（3）D＆C追加（4）卵管
破裂（5）外妊存続症（PEP）発症（6）患側卵管疎通性（7）術後妊娠（ART以外）を後方視的に検討．【結果】（1）Aで
確認例はなく，Bで1例，　Cで3例（30駕1％），　Dで全例に確認（2）AでL13例，　M6例，　BでL6例，　M3例．　C，　Dは全

例L．（3）Aの5例（2仕3％），Bの3例（333％）で追加施行．（4）A，　B，　Cにそれぞれ1例認めた．（5）Aで1例，　Bで
4例（667％），Dで1例に発症．（6）各群の疎通率は778，666，625，714％であった．（7）子宮内妊娠率は421，444，400，

444％で，A1例，　D2例に外妊再発を認めた．【考察】血中hCG値と卵管破裂や卵管疎通性，術後妊娠率に関連は認められ

ない．即ち，卵管温存手術は術前hCG値に関わらず考慮してよい．しかし，　hCGIOOO以上2000未満の症例ではPEP発症
に十分注意をすべきである．

●

●
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● P199 hMG－hCG療法後，　OHSS治療中に内外同時妊娠が判明した1症例

○藤岡　聡枝，森鴬　祥子，浅野　正子，林　　篤史，藤野久仁子，山下　能毅，大道　正英
　大阪医科大学産婦人科学教室

■

●

【症例】33歳，1経妊0経産　【現病歴】不妊期間は3年間，排卵障害のため当科不妊外来で，hMG－hCG療法を行っていた．

hMG－hCG療法後，腹部膨満，息切れの訴えが出現し，多量の腹水，卵巣の腫大を認め，妊娠4週，重症OHSSの診断で入
院となった．【入院経過】腹水の持続抜水，循環動態の維持をはかり，OHSSの病態は改善傾向であった．また，子宮内に

妊娠5週後半相当の胎嚢を1個確認し経過良好であった．しかし，妊娠6週時，腹痛の増強，血性腹水を認めた．急激な貧
血の進行を認めたため，卵巣出血の疑いで緊急手術を施行した．子宮内の胎児の発育を保護するため，手術は硬膜外麻酔お

よび脊椎麻酔下で開腹手術を行った．腹腔内は多量の凝血塊で満たされており，右卵管部およびダグラス窩，子宮内の内外
同時妊娠であることが明らかとなった．卵管部の破裂は見られず，今回の腹腔内への出血の原因はダグラス窩妊娠部位の破

裂と考えられた．右卵管切除および，ダグラス窩妊娠部位を肉眼的に可能な限り切除し，後腹膜の妊娠部位を閉鎖のうえ死

腔を形成し，手術を終了した．術後経過は良好で，子宮内妊娠も順調に発育し妊娠8週で退院となった．現在妊娠16週で
あるが，胎児発育に問題なく経過している．【結語】今回我々は，hMG－hCG療法後，重症OHSSの入院管理中に発症した
右卵管ダグラス窩，子宮内の内外同時妊娠を経験した．症例としては，頻度は非常に低いと考えられるが，hMG－hCG療
法後に今回のような症例が起こりえることも念頭におくべきであると思われた．

P200 巨大筋腫核出後の癒着大網部に妊娠した子宮外妊娠の1例

○堀川　道晴，杉村　和代，宮本　敏伸，千石　一雄

　旭川医科大学産婦人科

●

●

【緒言】今回我々は巨大子宮筋腫にて開腹で核出した後，半年後に核出部の広間膜に癒着した大網に着床した子宮外妊娠の1

例を経験したので報告する．【症例】27歳未経妊．平成17年4月，腹部腫瘤を自覚し近医受診．同年12月，手術目的に
て当科初診MRIにて最大径14cmの変性筋腫の診断にて平成18年2月，腹式子宮筋腫核出術施行．腹腔内に癒着は無く，
子宮右側に14cm大の漿膜下筋腫を認めたため，右円靭帯と右卵管の間の広間膜を切開し子宮筋腫を核出した．その後3ヶ
月間の避妊の後，経過観察となる．同年8月25日，続発性無月経にて受診最終月経7月17日．妊娠反応陽性．子宮内に
胎のうを認めず．9月7日（妊娠7週），尿中hCG　5925単位，右下腹部に圧痛あり，経膣超音波検査にて同部位に137mm
大の胎のう様部位を認めたため，緊急腹腔鏡手術となる．腹腔内に出血あり，左卵管，左卵巣は正常であり，右付属器は右

円靭帯と右卵管の間に大網が癒着し覆われていた．癒着部を剥離するも右卵管，卵巣に異常は認められず，大網を調べたと

ころ癒着部の裏側に胎のう様部位と絨毛を認めたため大網の部分切除を行い，腹腔内を洗浄後，手術を終了した．病理検査
にても大網内に絨毛で被覆されている胎のうを認め，大網妊娠の診断となった．【結語】今回我々は非常に頻度の少ない大

網妊娠を経験した、妊娠部位の発見に非常に手間をかけたため，既往手術の有る症例の場合，癒着部位の妊娠の可能性を考
え，注意深く観察することが必要であると考えられた．

P201 過去10年間に当科で治療を行った子宮内外同時妊娠の3例

○岡村　佳則，永吉裕三子，角田　みか，荒金　　太，本田　律生，田代　浩徳，大場　　隆，片渕　秀隆
　熊本大学大学院医学薬学研究部産科学婦人科学

●

●

【緒言】生殖補助医療では，過排卵刺激や複数個の胚移植（ET）を行うことによって自然周期では稀な子宮内外同時妊娠（内

外同時妊娠）が増加する．移植胚数は減少傾向にあるが，現在も多胎妊娠の発生とともに留意すべき合併症である．今回，

当科で加療した3例の内外同時妊娠の発症要因や治療経過について検討を加え，問題点について考察した．【症例】症例1

は33歳，3回経妊2回経産，前医にてhMG－hCG療法を行い，　hCG投与後17日目に著しい呼吸困難と腹部膨満感を訴え搬
送された．重症OHSSとして入院管理を行い，子宮内に品胎を確認したが，症状軽快後もヘモグロビン値の低下とともに腹
腔内出血の所見を認めたため，診断的腹腔鏡を施行，両側卵管の流産と診断した．患者夫婦に妊娠継続の意志なく中絶を行っ

た．症例2は40歳，1回経妊未経産，他医にて睾丸精子によるICSI後，3個のETが行われた．　ET後31日目に多量の不
正性器出血を認め，緊急搬送となった．子宮内腔と子宮頸管内に各々19mmの心拍を伴う胎嚢を認め，内外同時妊娠，子宮
頸管妊娠と診断，頸管内妊娠産物を除去，メソトレキセート局注を行い，子宮内妊娠は継続，健児を経膣分娩した．症例3

は32歳，未経妊，前医にて卵管水腫のため左側卵管切除術が行われた．卵管因子の適応で採卵，全胚凍結後2回目の移植
周期に3個をET，子宮内に双胎の妊娠が確認された．切迫流産で入院加療中に，突然激しい下腹部痛が出現し緊急搬送と
なり，緊急腹腔鏡検査を施行した．左側残存卵管妊娠破裂と診断した．双胎の一方は心拍が消失したが，他方は妊娠継続中
である．【考察】今回の3例はいずれも無症状の段階では診断に至っておらず，超音波断層法によっても，OHSSの合併に

よる診断の難しさや進行流産との鑑別の困難性が問題点と考えられた．子宮内妊娠確認後も，超音波断層法を継続して行う
とともに，不正性器出血や下腹部痛といった症状に対し充分な注意が必要である．

●
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P202 アルコール固定により保存的加療が可能であった頸管妊娠の1例 ●

○柿沼　敏行1，長田　尚夫1，市川　　剛，山本　範子1，永石　匡司1，松浦　眞彦1，山本　樹生1，奥野　　隆2，

　貝嶋　弘恒2，寺元　章吉2，加藤　　修2

　日本大学医学部産婦人科（駿河台日本大学病院）1，加藤レデイスクリニック2

　子宮頸管妊娠の頻度は，子宮外妊娠の約015％と稀な病態であるが，近年の生殖補助医療の普及から増加傾向を示してい

る．一方，高感度hCG検査薬の開発や，経膣超音波断層法画像の精度向上から早期診断が可能となり，メソトレキセート
（MTX）投与等による保存的治療の成功症例が散見されるようになってきているが，大量出血から子宮摘出を余儀なくされ

る症例も少なくない．われわれは，子宮外妊娠におけるMTX局注療法に代わる治療法として，無水エタノール局注療法の
有効性，安全性について報告してきた．今回，妊娠初期の子宮頸管妊娠に対し，無水エタノール局注療法を行い，子宮を温

存し得た症例を経験したので報告する．症例：32歳3経妊0経産（すべて妊娠初期に自然流産）．前医でIVF－ET施行，
妊娠5週0日，血中β一hCG　248151U／1，子宮内に胎嚢を認めず，子宮外妊娠を疑い，精査加療目的にて当院へ紹介となった．

来院時バイタルは安定しており，性器出血は認められなかった．経膣超音波断層像でも子宮頚管に胎嚢を認めず，精査入院

となった．入院後1週間（妊娠6週0日），血中β一hCGは838321U／1に上昇し，また，経膣超音波断層像で子宮頸管に胎嚢
を認めたため，頸管妊娠の診断にて無水エタノールの局注療法を施行した．その後2回の無水エタノールの追加局注を行い，

第26病日，血中β一hCGの著しい低下（1701U／1）と妊娠部位の壊死所見を認めたため，退院となった．無水エタノール局

注1ヶ月後に月経は再開し，3ヵ月後のMRIで，子宮頸部に認められた病変の消失を確認し，経過は良好である．

●

●

P203 光線力学的療法（PDT）後，融解胚移植にて妊娠に至った一例

○竹内　欽哉1，高田佳世子1，木村たか子1，和田　久恵1，菅沼　信彦2，杉原　一廣1，金山　尚裕1

　浜松医科大学産婦人科1，京都大学保健学科2

　子宮頸部上皮内新生物（以下CIN）に対して円錐切除術が施行された患者がARTを行うとき，最も問題となるのが子宮
頸部の狭窄である．我々は，若年者のCIN治療に光線力学的療法（以下PDT）を積極的に用い，子宮頸部の温存を図って
いる．今回我々はCINを合併した原発性不妊患者に光線力学的療法を行った後に胚移植を行い，妊娠分娩に至った症例を経

験したので報告する．併せて。我々の施設でPDTを行った症例の妊娠分娩予後についても報告する．症例は30歳の未経妊
で平成14年5月に挙児希望のため近医に受診した．初診時の子宮頸部細胞診にてclass　IIIa，後日生検にてmild　dysplasia

であった．不妊症スクリーニング検査およびタイミング療法を行いつつ，細胞診を定期的に行った．15年12月の細胞診に
てclass　IIIb，生検にてsevere　dysplasiaであった．16年3月不妊治療開始より約2年半経っていたため，　PDT及びIVF－ET

のため当院紹介となった．16年7月にIVF－ET後にPDTを行う予定であったが，採卵20個とOHSSが懸念されたため全
胚凍結を行った．16年10月にPDTを行い，その後細胞診にてclass　IIが続いたのを確認して17年7月に融解胚盤胞移植
を行い単胎妊娠が成立，18年4月に40週にて正常分娩となった．当院では平成10～17年までに37例にPDTを施行し，
うち本症例を含め4例が妊娠分娩となっている．本症例以外の3例はいずれも自然妊娠で4例すべて正常分娩であった．円
錐切除後の不妊治療では頸管狭窄が問題になることがあり，また妊娠例では早産や前期破水の危険度が増加するという報告

もある．PDTは約1か月の暗室入院というデメリットはあるが，今後妊娠の可能性のあるCIN症例において有意義な治療
法と考えられる．

●

●

P204 初回手術に子宮鏡下手術を行ない妊孕性温存療法後に妊娠が成立した子宮内膜癌
（la期，　G1）の1例

○大石　　元1，藤原　敏1博1，丸山　正統12，藤本　晃久1，平田　哲也1，大井なぎさ1，矢野　　哲1，堤

　武谷　雄二’

　東京大学医学部産婦人秤，丸山記念総合病院産婦人科2

治1，

　近年，子宮体癌症例の増加と共に40歳以下の若年症例も増加している．その症例の多くは挙児希望があり，原疾患が1a期かつ類

内膜腺癌G1の場合には妊孕性温存療法の適応となる．通常，初回手術に際しては内膜全面掻爬術が行われるが，本術式は盲目的操

作であるために，腫瘍除去が不完全であったり，また深部組織にダメージを及ぼしたりする可能性が危惧される．一方で子宮鏡下手

術は病巣を確認しつつ手術操作を行うために上記の問題点を回避できると期待される，今回，子宮内膜癌la期症例に対して子宮鏡下

に病変切除を行い，MPA大量療法後にIVF－ETにて妊娠にいたった症例を経験したので報告する．【症例】35歳未妊婦で，不妊お

よび過多月経にて来院した．前医ではclomifene療法およびIUIを半年間行っていた．当科初診時に子宮内膜ポリープを疑い子宮鏡

検査を行ったところ，子宮内腔全周性に多発する表面に著明な異型血管を伴うポリープ様の病変を認め，内膜生検にて類内膜腺癌G1

が確認された．MRIではjunctional　zoneは保たれており筋層浸潤を示唆する所見を認めなかったため，妊孕性温存療法の適応となっ

た．初回手術は子宮鏡下手術を行ない，多発するポリープ部分を完全に切除した．術後に高用量MPA（600mg／日）療法を6ヶ月間

行ない，終了後の内膜全面掻爬による生検では残存病変を認めなかった．さらに半年間EP療法を施行し，毎月の内膜生検にて再発

を認めず，子宮鏡検査でも病変を認めなかったため，不妊治療に移行した．まずhMG－IUIを施行したが妊娠にいたらず，早期の妊

娠を目指す必要性も考慮し，GnRH　antagonist法による卵巣刺激下に体外受精を施行し，妊娠に至った．【結語】妊孕性温存希望の子

宮内膜癌症例では，子宮鏡下手術による病変切除にてより正確に病変を確認し切除しうるという点で有用である可能性が示唆された．

●

●
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● P205 妊娠初期に発症した悪性リンパ腫（NK細胞腫瘍）の1例～挙児希望と妊娠中の化
学療法施行について

○岡　　賢二，鈴木　昭久，小西　郁生

　信州大学医学部産科婦人科学教室

■

●

　近年悪性腫瘍の治療成績向上とともに，若年患者においては治療による妊孕性低下が問題となっている．このような症例

に対しては未受精卵や卵巣組織の凍結保存の試みが開始されているが，妊娠中に発症した患者においてはこのような方法は

とれず，母体・胎児の生命の危機であると同時に，妊孕性の点からもラストチャンスである可能性が高い．今回我々は妊娠

初期に発症したNK細胞腫瘍に対して脾臓摘出術及び化学療法を行い健児を得た症例を経験した．症例は22歳，0回経妊．
妊娠初期より微熱と腹部膨満感を認めていた．健診時の血液検査にて汎血球減少（WBC　1050／μl　Hb62g／dl　Plt　31000／μ1）が

みられ，また巨脾を認めた．精査のため，妊娠14週に当院に紹介となった．確定診断のために妊娠15週に脾臓摘出術が施
行された．脾臓は2450gで，病理検査にて悪性リンパ腫（NK細胞腫瘍）と診断された．当初家族は人工妊娠中絶を希望し
たが，夫婦に妊娠継続の希望があり，また一刻も早い治療が必要であったため，十分な説明の上で同意を得て妊娠中に化学

療法を行う方針とした．妊娠18週よりCHOP療法を計6コース施行したが，妊娠30週にカリニ肺炎を発症したため治療を

一時中断したところ，急激に母体の状態が悪化した．そのためsecond　lineのDeVIC療法を導入し状態は改善した．その後，

妊娠34週に陣痛発来し経膣分娩（2050g女児）となった，分娩・産褥経過は良好であった．分娩1ケ月後に骨髄移植が行わ
れ，3カ月後退院，以後外来通院管理中であるが，卵巣機能は低下しホルモン補充療法を行っている．近年，妊娠中に妊娠

を維持しつつ化学療法を行う症例が報告され，第2三半期以降では胎児に対するリスクも比較的低いとされる．治療は母体
および胎児の状態を考慮し慎重に行う必要があるが，時機を逸せず治療を行うことが母児の救命につながると考えられた．

P206 膵臓浸潤性粘液性嚢胞腺癌の治療に際して体外受精・凍結胚融解移植を施行し，妊

娠・分娩に至った1例

○後藤　智子，清水　聖子，松浦　広明，三箇島睦実，太田　博明

　東京女子医科大学産婦人科学教室

●

●

【緒言】挙児希望のある女性が悪性腫瘍の治療を受ける場合，手術時における妊孕性の温存，術後後療法としての化学療法，

放射線療法による卵巣機能障害，また妊娠中の再発への対応などが問題となる．今回浸潤性粘液性嚢胞腺癌の治療に際して
体外受精・凍結胚融解移植を施行し，妊娠・分娩に至った1例を経験したのでその経過と文献的考察を報告する．【症例】症

例は32歳，未経妊．26歳結婚後は避妊していた．人間ドックで膵臓に直径22mmの嚢胞を指摘され，2004年ll月当院外
科を初診した．自覚症状なし．家族歴は祖父が膵臓癌．外来精査の後，2005年3月3日に膵横断切除・膵菅空腸吻合術を施
行した．病理組織診断は浸潤性粘液嚢胞腺癌（stage　II）であった．術後化学療法（ゲムシタビン）6コースを予定したが，

その前に卵子の凍結保存を希望し2005年4月8日当科初診した．初診時BMI　14Bの鼠痩，無月経を認めた．化学療法後も
自然妊娠の可能性があることや，化学療法開始時期の遅れにより治療効果が低下すること，配偶者があるため卵子より受精
卵の凍結保存のほうが挙児を得る可能性が高いこと，病気治療に基づく体外受精でも全額自己負担であることなどについて

インフォームドコンセントを行い，4月13日より排卵誘発開始，4月20日15個採卵，22日10個の受精卵すべてを2－5細
胞期で緩慢凍結法により凍結保存した．5月10日よりゲムシタビン800mg／bodyの化学療法を開始したがgrade　4の願粒球
減少症を発症したため治療を中止した．2005年12月不妊治療再開時，扇痩および排卵障害を認めたが，クロミフェン療法
により排卵を認めたため自然妊娠を目指す選択肢についても相談の後，2006年4月より融解胚移植を選択，開始した．3回
目の胚移植後，9月に妊娠6週と診断，妊娠経過は順調で2007年5月妊娠40週にて2492gの女児を自然分娩した．

P207 子宮内膜癌・子宮内膜異型増殖症に対する黄体ホルモンによる治療後妊娠に至った

3症例

○秋谷　　文，佐藤　孝道，塩田　恭子，酒見　智子，小松　雅博

　聖路加国際病院女性総合診療部

●

■

【目的】子宮内膜癌や子宮内膜異型増殖症に対し黄体ホルモン（MPA）投与による子宮温存療法を施行し，妊娠した3症例
（計4回妊娠）について，その問題点を検討した．【対象】当院で2001年1月から2006年12月までに子宮体癌および子宮
内膜異型増殖症・混合型にMPAによる子宮温存療法を施行し，妊娠した3症例（計4回妊娠）を対象とした．【成績】1）MPA

の投与期間は9－17ヶ月であった．外来で定期的に内膜組織診を行い，MPA投与終了に当たっては子宮内膜全面掻爬によっ
て寛解状態にあることを確認した．2）すべての症例で，子宮内膜癌や子宮内膜異型増殖症・混合型を発症する前に，不妊

と月経不順の既往があり，その検査の過程で診断されたものであった．このためMPA療法終了後，直ちに排卵誘発による
不妊治療を開始した．3）クロミッド＋HMG妊娠1例，　HMG妊娠1例，クロミッド妊娠1例，自然妊娠（本人希望のため
治療を中断中に妊娠）1例であった．4）3例とも分娩後現在まで（経過観察期間14－20か月）経過を観察しているが，1例
は再発し子宮全摘出術を施行した．1例は第2児分娩で帝王切開施行時子宮全摘術を行ったが，切除子宮に異型細胞残存は
なかった．5）1児にPrader－Willi症候群が発症した．【結論】子宮内膜癌や子宮内膜異型増殖症に対し黄体ホルモン（MPA）

投与を行った後は，速やかに不妊治療を開始する必要がある．不妊治療を終了した後も，経過観察を行い，場合によっては

子宮全摘を行う必要がある．MPA療法後にPrader－Willi症候群が発症したが，　MPA療法との関連は報告されていない．

●
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P208 子宮体癌治療後症例に対する不妊治療について ●

○野原　　理，宮国　　環，堀本　直幹，新川　唯彦，東　　政弘，佐久本哲郎
　豊見城中央病院産婦人科

　若年者の子宮体癌は増加傾向にあり，その中には肥満や多嚢胞性卵巣（PCO）などの排卵障害が基礎疾患にある不妊症女

性が多く見られる．そのため妊孕性温存を希望してMedroxyprogesterone　Acetate（MPA）治療を選択する症例が増えて
いる．しかしその適応，投与期間などはさらに検討の余地がある．今回我々は2005年より2年間で子宮体癌（高分化型類

内膜腺癌かつMRIでIa期相当）治療後に不妊治療を行った3例中2例で妊娠成立し得たので報告する．症例1は37才，9
年不妊PCOによる排卵障害あり．子宮体癌でMPA　200～600mgを9ヶ月間投与後に子宮鏡，子宮内膜全面掻爬にて病巣
の消失を確認した．その後4ヶ月後に子宮鏡にて再発のないことを確認し不妊治療を開始した．インスリン抵抗性高インス

リン血症のためメトフォルミン開始後自然排卵で妊娠成立，妊娠29週骨盤位で帝切分娩となった．症例2は37才，2年不
妊PCOによる排卵障害あり．他院にて子宮体癌の診断でMPA　200mg　6ヶ月内服後の再発のため当院紹介受診MPA　400～
600mgを4ヶ月投与後に子宮鏡，子宮内膜全面掻爬にて病巣の消失を確認した．インスリン抵抗性高インスリン血症にてメ
トフォルミンを開始．治療終了5ヶ月後に子宮鏡にて再発のないことを確認し，IVF－ET施行，凍結胚移植後に妊娠成立し
た．現在妊娠22週経過良好である．症例3は39才，3年不妊．他院にて子宮体癌の診断でMPA療法を受けた後，再発の
ため限局性病変に対し子宮鏡下で病巣局所切除が行われ，その後不妊治療希望で当院紹介受診．現在まで再発所見を認めず，

卵管性不妊の診断でIVF－ET治療中である．【結論】MPAの子宮体癌に対する治癒率は57～76％であるが，50％前後に再
発が見られることが報告されており，不妊症治療中の子宮鏡による定期的な観察は有用である．また挙児希望の患者ではそ

の背景のPCO，肥満の治療を積極的に行うと同時に，早めにARTを含めた治療も考慮すべきであろう．

●

●

P209 願粒膜細胞腫は内分泌検査所見から診断可能か？

○小林　優子，武内　裕之，北出　真理，菊地　　盤，島貫　洋人，熊切　　順，黒田　恵司，竹田　　省

　順天堂大学医学部産婦人科

　願粒膜細胞腫は，全卵巣腫瘍の1～2％に発生するホルモン産生腫瘍である．穎粒膜細胞腫から産生されるホルモンは主
にエストロゲンとインヒビンであり，様々な病態を呈する．当科で経験した若年女性における穎粒膜細胞腫3症例の内分泌
所見から術前診断における有用性を検討した．【症例1】31歳，主婦，0経妊．約2年間の無月経を主訴に当科初診し，経膣

超音波検査で鷲卵大の右充実性卵巣腫瘍を認めた．内分泌検査ではLH：12mlU／mL，　FSH：OBmlU／mL，　E2：166pg／mL，

testostevone：07ng／mLであった．　MRIでは嚢胞部分を有する充実性パターンを示した．腹腔鏡下右付属器切除術を施行

し，術後28日目に月経が再開した．【症例1】32歳，会社員，0経妊3ヶ月間の無月経を主訴に当科初診し，経膣超音波
検査で手拳大の右充実性卵巣腫瘍を認めた．内分泌検査ではLH：499mlU／mL，　FSH：422mIU／mL，　E2：250pg／mLであっ

た．MRIでは隔壁を伴う嚢胞部分有する充実性パターンを示した．開腹による右付属器切除術を施行し，術後24日目に月
経が再開した．【症例3】25歳，会社員，0経妊．約6ヶ月間の無月経および2回の腹腔内出血の精査目的に当科初診し，経
膣超音波検査で鷲卵大の左充実性卵巣腫瘍を認めた．内分泌検査ではLH：329mlU／mL，　FSH：3．6mlU／mL，　E2：30．Opg／

mLであった．　MRIではT1，　T2で高信号を示す嚢胞部分を有する充実性パターンを示した．開腹による左付属器切除術を

施行し，術後20日目に月経が再開した．穎粒膜細胞腫から産生されるインヒビンによりFSHの分泌が抑制され，卵胞発育
が停止し，エストロゲン産生が低下して無月経となる．エストロゲンの低下に応じてLHは，正常～高値を示す．無月経を
主訴とする成人女性において卵巣充実性腫瘍を認めた場合，独特のホルモンパターンにより卵巣穎粒膜細胞腫の術前診断は
可能であると思われる、

●

●

P210 35歳未満，2回目治療周期における胚盤胞移植胚数の検討

○松葉　純子，福富　紀子，宮田　広敏，小泉あずさ，横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】2007年3月に日本生殖医学会から胚移植に関するガイドラインが新たに発表されたことより，多胎妊娠防止の取り

組みが本格的になりつつある．当院でも35歳未満の初回治療周期で良好胚盤胞を有する周期には積極的に胚盤胞の1個移
植を行っており，2個移植を行った頃と比較して有意に多胎妊娠率が減少した（00％vs．625％）．しかしながら，2回目以

降の治療での胚盤胞移植周期では，2個以上の胚盤胞移植を行うことがいまだ多い．そこで，2回目治療周期で胚盤胞移植
を行った周期について移植胚数ごとの臨床成績を検討した．【対象及び方法】2002年1月から2007年4月までに当院にて2

回目移植周期にてインフォーム　コンセントを得た後に胚盤胞移植を行った35歳未満の周期を対象とし，移植胚数1個と2
個の群に分けて，妊娠率，多胎率，流産率を検討した．【結果】妊娠率は1個移植群と比較して2個移植群が有意に上昇し
たものの（367％vs686％p＜005），多胎率も有意に上昇した（OC％vs．3a3％p＜0．05）．流産率には有意な差はみられなかっ

た．【結論】35歳未満で良好胚盤胞を有する周期について，初回移植周期については多胎防止の観点から引き続き1個移植

が有効であると考えられるが，2回目以降はインフォームドコンセントの上，移植胚数を決定することが望ましいと考えら
れた．

●

■
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● P211 胚盤胞移植法の適応に関する研究

○山下　直樹，菊池　理仁，竹原　祐志，奥野　　隆，河内谷　敏瀬川　智也，宮内　　修，篠原　一朝，貝嶋　弘恒，

　小林　　保，渡邊　芳明，勝股　克成，藤田　欣子，矢田部典之，加藤　　修

　加藤レディスクリニック

●

●

　胚盤胞移植法（BT）は良好胚選別胚移植法として考えられている．しかし，受精した卵が桑実期ないし胞胚期まで卵管内で発育するという

生体内での発生過程を考える時，BTが単なる良好胚選別胚移植法ではなく，卵管機能の低下を補完する胚移植法となりうる可能性がある．

【目的】卵管の胚発生機能低下が疑われる症例には，BTが第一選択の移植法となりうるか否かを検討すること．

【方法】体外受精を初めて受け，卵巣過排卵刺激により複数の卵子を採取できた749症例を対象とした．採卵後2日目に最良形態の分割卵を1

個移植し（d2ET群），残りの卵は長期培養し胚盤胞発生後，　Vitrification法により凍結保存した．そして，　d2ETで妊娠しなかった症例には，

翌周期に凍結胚盤胞を1個融解し，移植した（BT群）．両群の着床率（βhCG＞30），臨床的妊娠率（胎児心拍確認）を求め比較検討した．

　本研究は患者に対する十分な説明と同意の下に行われた．

【成績】症例の平均年齢は35．1才で，不妊原因は原因不明，男性因子，卵管因子がそれぞれ7α0，210，85％を占めた．各群のd2ETによる

着床率はそれぞれ400，395，4a2％，臨床的妊娠率は27β，268，2＆1％であった．原因不明，男性因子，卵管因子各群のBTによる着床率

は6745仕4，478％，臨床的妊娠率は419，327，2aO％であった．　d2ETで着床せずBTで着床した着床改善率はそれぞれ1．71，141，1．13

で男性因子群が卵管因子群に比して有意に高かった（p＜α05）．着床率，臨床的妊娠率に各年齢層の胚盤胞発生率を乗じて求めた補正着床率，

補正臨床的妊娠率は不妊原因，年齢層によらず常にd2ET群がBT群より高値を示した．

【結論】子宮卵管造影腹腔鏡等で卵管機能の低下を推定し，BTを第一選択の移植法と判断することはできないと考えられた．また，現在の

体外培養系による胚盤胞発生率の下では，最良形態の単一胚d2ETが良好胚選別移植法としてBTより優れていることが示唆された．

P212 培養5日目桑実胚の着床の可能性

○小泉あずさ，福富　紀子，松葉　純子，宮田　広敏，横田麻里子，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

●

●

［目的］近年，我々は胚盤胞移植により良好な妊娠率を得ことが可能となった．しかし，Day5に胚盤胞まで発育せず桑実胚

しか得られない症例も度々みられ，これらの発育遅延胚はDay5に胚盤胞まで発育した症例に比べ臨床成績が低い．この妊
娠率の低下は胚の質によるためと考えられるが，子宮内膜の受容性の非同期性によるものとも考えられる．そこで，今回，

凍結胚盤胞移植によって胚の成長速度と子宮内膜を同期化した周期と新鮮胚移植周期の臨床成績について比較を行い，培養

5日目桑実胚の着床の可能性を後方視的に分析したので報告する．［方法］2002年7月～2007年3月までに当院において，
インフォーム　コンセントを得た後，Day5に桑実胚の新鮮胚移植を行った18症例とDay5に桑実胚を凍結保存し，次周期
以降に凍結融解胚移植を行った10症例について妊娠率，着床率を比較した．Day5に凍結を行った桑実胚は移植日の前日に
融解し，移植当日に胚グレードを評価した．［結果］凍結融解胚の生存率は952％，胚盤胞への発育率は714％であった．

新鮮胚移植を行った18症例の妊娠率は56％，着床率は40％であったのに対し，凍結融解を経て移植を行った10症例の妊
娠率は50％，着床率は353％と妊娠率，着床率ともに有意に高かった（P＜001）．［結論］Day5桑実胚の中には凍結融解胚

移植を行い胚の発育と子宮内膜を同調させることによって着床可能な胚が存在することが明らかとなった．

P213 6日目胚盤胞の可能性

○村田　泰隆大住　哉子，橋本　　周，伊藤啓二朗，春木　　篤，園田　桃代，奥　　裕嗣，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

●

●

背景　胚の発育速度は受精卵の潜在能力を予測する重要な要素とされ，5日目に胚盤胞を形成する胚が理想的と考えられて
いる．我々は以前，6日目胚盤胞であっても，凍結融解を経て移植をした場合，新鮮移植時に比べ有意に高い着床率妊娠率

が得られることを報告した．今回，6日目胚盤胞の着床能力について，さらに症例を追加したものを報告する．対象　2003－

2006年IVFなんばクリニックにおいて，　day5では胚盤胞形成を認めず，　day6でようやく胚盤胞となった胚を移植した184

周期271胚について，採卵周期に新鮮胚移植を行った場合（61周期84胚），また凍結融解プログラムを経てホルモン補充周

期の5日目（胚盤胞凍結）または6日目（前核期または分割期凍結）内膜へ移植した場合（123周期187胚）の臨床成績を
振り返った．結果新鮮胚移植（採卵周期day6内膜へ移植）をおこなった場合の臨床的妊娠率は82％（5／61）着床率は7」％

（6／84）であったが，凍結融解を経てday5またはday6内膜に移植した場合の臨床的妊娠率は398％（49／123）着床率は305％

（57／187）であった．心拍陽性率も新鮮胚移植時は4B％（4／84）に対し，凍結融解移植時は257％（48／187）と有意に高率

であった．凍結融解Day5内膜移植時の着床率は34／92（370％），　Day6内膜移植時は23／95（242％）であった．結論　発
育の遅い胚（6日目胚盤胞）の妊娠率着床率は低いと考えられているが，その背景として，胚自身が生来もつ能力の低下以

外にも，胚と内膜の不一致による着床機会の逸失があることが裏付けられた．近年向上した凍結融解技術により，胚の成長
と内膜の分化の不一致は容易に修正することが可能であり，臨床的介入によりかつては着床し得なかった発育遅延胚の一部

を妊娠に導くことができると思われる．またホルモン補充周期内膜は，採卵周期内膜にくらべ，着床のウインドウが広いこ
とも推測された．
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P214 当院における胚盤胞評価の一考察・2 ●

○向橋貴美子，豊北　美穂橋爪　淳子，西　　美佐，北村　修一，道倉　康仁
　永遠幸レディスクリニック

【目的】昨年，私達は，胚盤胞の発生速度とICMの状態や内径などの形態による胚盤胞評価の検討を報告した．今回新たに，

栄養膜細胞（TE細胞）の状態にも着目し，年齢も考慮して胚盤胞の評価法を再検討した．【方法】2006年3月より2007年

3月までの期間に，当院で単一胚盤胞移植を行なった71周期（平均年齢355±43歳）を対象とした．対象を35歳以下と36
歳以上の2群に分け，移植時の胚盤胞について，発生日（day5，　day6），　ICMの状態（Gl，　G2，　G3），内径（～130，131～

160，161～μmの3段階），TE細胞の均一性（有，無）によって分類し，それぞれの妊娠率を比較した．【結果】71周期全
体の妊娠率は352％（25／71），年齢に関しては，35歳以下で3a8％（14／38），36歳以上で3＆3％（11／33）となり，有意差

は認めないが高年齢で妊娠率が低下する傾向を示した．また，35歳以下では，発生日，ICMの状態，内径，　TE細胞の均一

性のすべての評価項目で，妊娠率に有意差を認めなかったが，36歳以上では，ICM，内径TE細胞の均一性の3項目で妊
娠率に有意差を認めた．特に，TE細胞については，均一性無の227％に対して均一性有は545％と高い妊娠率を示した．
【考察】ARTにおいては，加齢とともに良好卵子や良好胚を得ることが難しくなり妊娠率は低下すると考えられている．今

回，35歳以下の症例では，妊娠率を予測しうる胚盤胞の評価項目は見出せなかったが，36歳以上では，ICM，内径，　TE細
胞の状態が，胚盤胞の質的評価の一助となることが示唆された，

●

●

P215 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

○河井　清佳，沼尾　彰子，大類恵美子，石川　雅一，川内　博人，海野　信也

　北里大学病院産婦人科

【目的】近年，Sequential　mediaの開発によって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19年4月までの間に，当科で体外受精胚移植を施行し，
共培養を行った54例周期を対象とした．【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2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．また，共培養実施周期の直前の周期を対照とした．【成績】受精率はコントロール群747％（283
／379），共培養群725％（274／287），分割率はコントロール群905％（256／283），共培養群955％（274／287）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21．5％（55／256），共培養群42．3％（116／274）と有意

な改善を認めた（P＜0001）．また，内膜採取日で胚盤胞到達率を比較した場合，6日目以前360％（27／75），7日目446％
（33／74），8日目以上44B％（56／125）と3群間において有意な差は見られなかった．採取時の内膜厚で胚盤胞到達率を比較

した場合，7mm以下47．5％（19／40），8～10mm　3＆5％（47／122），　llmm以上446％（50／112）と3群間において有意な差

は見られなかった．【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．また，内膜採取日，採取時の内膜厚は
胚盤胞への発生率に影響が無いと思われた．

●

●

P216 追加培養によるDay5時桑実期胚のその後の発生能についての検討

○菊地　裕幸，青野　展也，村川　晴生，吉田　英宗，吉田　仁秋

　吉田レディースクリニックリプロダクティブリサーチセンター

【目的】当院では主に反復不成功例の患者を対象に胚盤胞移植を行っているが，Day5において胚盤胞まで発育せず，追加培

養によってDay6に胚盤胞に到達する症例がある．そこで，　Day5時桑実期胚から胚盤胞への発生率と，それに関わる因子に

ついて検討を行った．【方法】2004年9月から2007年4月までに当院にてIVFまたはICSIを施行し，　Day5の時点で桑実期

胚が1個以上あり，Day6まで追加培養を行った29症例29周期を対象とした．同時に培養し，　Day5の時点ですでに胚盤胞
に到達したものの発育速度，そのDay5－BTを行った場合の妊娠の有無また年齢因子がDay6胚盤胞発生率に関係するか検
討を行った．【結果】Day5時桑実期胚からDay6に初期胚盤胞以上に到達したものは3丘7％（22／60）であった．このDay6

胚盤胞発生率をDay5でGardner分類3以上の胚が得られた場合とそれ以下の胚のみであった場合に分けてみると，それぞ
れ4α5％（17／42），294％（5／17），Day5胚盤胞移植で妊娠が確認された場合とされなかった場合では，それぞれ3＆1％（8／

21），269％（7／26）であり，いずれも有意差は見られなかった．年齢別に分けてみると，35歳以上で64．0％（16／25），35歳

未満で17．1％（6／35）であり，35歳以上のDay6胚盤胞発生率が有意に高かった．（P＜0．05）【考察】35歳以上では35歳未満

に比べて有意に胚盤胞発生率が高かったことから，35歳以上の症例において胚の発育遅延が起こりやすいことが示唆された．

一般にDay5－BTと比べてDay6－BTは妊娠率が低いが，凍結融解周期で子宮内膜と同期させることで新鮮Day6－BTより妊
娠率が高くなることが報告されている．Day5時桑実期胚でも，追加培養することによって約1／3は胚盤胞へ到達し，さらに

35歳以上では約2／3であったことから，特に35歳以上でDay5時に胚盤胞が得られない場合の追加培養の必要性が示唆さ
れ，Day6に到達した胚盤胞を凍結融解周期にて用いることは有効であると思われる．今後さらなる検討をしていきたい．

●

●

●
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● P217 不妊治療におけるプロポフォール全身麻酔での副作用症例と対策

○姫野　憲雄，田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎，田中威づみ

　セントマザー産婦人科医院

●

●

目的）当院では採卵の際の麻酔，腹腔鏡検査やGIFT法，　ZIFT法の際の麻酔や男性不妊におけるMESAやMD－TESEの
麻酔にプロポフォール（P）を主体にした麻酔を行っている．Pは従来の静脈麻酔薬に比べると蓄積性がなく，作用時間が
短くて，麻酔の質も高い．しかし，痔痛抑制効果は少なく，副作用もあるため，慎重な投与が求められる．ここでは副作用
が発生した症例をいくつか提示し，注意を喚起したい．症例1）35歳男性．この症例はスポーツマンで，安静時45／分の徐

脈があった．Pを80mg分割投与したところ，心拍数は35／分に低下し，　MESA手術中の睾丸の牽引による内臓神経反射で
更なる徐脈を呈し29／分まで心拍数が低下した．硫酸アトロピンα5mg投与とエピネフリン100μg投与で心拍数が50／分に

改善した．症例2）採卵をおこなった39才の女性．Pを80mg分割投与したところ，最高血圧が66mmHgまで低下し，エ
フェドリン12mg静注したが有効ではなく，輸液とヘスパンダーの急速投与，ドーパミン10Y／kg／分の投与や両肢の挙上の

後84mmHgまで回復した．症例3）38歳女性．基礎疾患として5～10／分の多発する単源性心室性期外収縮があり，普段の
生活では交感神経が緊張するような状態の時，不整脈が出現し易い．腹腔鏡検査でP麻酔を施行していたところ，術中，心

室性二段脈となったので，リドカイン40mgを投与したところ不整脈は消失した．創部痛による交換神経緊張が原因で，不
整脈の発生を増大させたと考えられる．他に舌根沈下と一過性の無呼吸を起こした症例も1年間に4例あった．特に肥満患
者では気道確保に難渋することがあるので，エアウェイ，マスク用手換気，動脈血酸素飽和度モニターなどの準備が必要で

ある．結論）P麻酔は蓄積性がなく，短時間の不妊治療症例の麻酔薬として有用であるが，副作用にも注意が必要である．

P218 出産歴の有無による体外受精成績の比較

○横田麻里子，福富　紀子，松葉　純子，宮田　広敏，小泉あずさ，梶原　慶子，橋口　綾乃，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

●

●

【目的】多胎妊娠防止は重要な課題であり，中でも出産歴のある2人目不妊の夫婦においては切実な問題である．本年3月

には本学会より「多胎妊娠防止のための移植胚数ガイドライン」の案が発表され，当院でもガイドラインに従い移植胚数の

決定を行なっている．そこでガイドライン適応前の症例について出産歴のある夫婦と出産歴のない夫婦において移植胚数別

の多胎率を比較した．【方法】2002年1月から2007年2月の間に当院でインフォーム　コンセントを得た後に新鮮胚移植お
よびFETを行なった，115周期を出産歴の有無により分け多胎率の比較を行った．サブグループとして年齢により35歳以
下，36～40歳，40歳以上の3群に，また移植胚数により単胚移植，2個胚移植，3胚移植に分類した．【結果】単胚移植周

期において両群とも多胎妊娠は見られなかった．2個胚移植周期おける出産歴あり群となし群の各年齢群の多胎率は292vs
236％，生3vs85％，αOvsO、0％といずれも有意差は認めなかった．同様に3個胚移植周期において各年齢群の多胎率は33．3

vs　20．0％，　OC　vs　12．5％，0刀vs　OO％といずれも有意差は認めなかった．【考察】当院では多胎妊娠が予測される症例にお

いては単胚移植を積極的に行い，多胎防止に取り組んできた．「多胎妊娠防止のための移植胚数ガイドライン」の導入によっ

て，より移植胚数を決定する基準が明確になったといえる．今回，出産歴の有無により多胎率に差が有るかどうかを検討し
たが有意な差は見られなかった．このことより，出産歴の有無に関わらずガイドラインに基づいた胚移植数の決定が行なわ

れるべきであると考えられた．

P219 体外受精・胚移植後妊娠における出生体重の推移に関する検討

○関　美穂子，東梅　久子，藤澤　佳子，山口　　隆，古屋　　智，北川　浩明

　虎の門病院産婦人科

●

●

【目的】近年，やせの女性の増加とそれに伴う出生児の低体重化が，将来的なメタボリック症候群との関連を含めて問題になっている．

今回，当科で体外受精・胚移植後に妊娠・分娩した症例における出生体重の推移を検討した．

【方法】当科で施行した体外受精・胚移植後に単胎妊娠し，当科で満期にて分娩した症例のうち，1991年から1995年までの56例（A

群）と，2000年から2005年までの51例（B群）を対象とし，これらの母体の非妊時のBMI，妊娠中の増加体重，児の出生体重を比

較検討した．

【結果】1）母体の平均年令はA群347±4才，B群361±4才であり両群間に有意差はなかった．非妊時のBMIはA群208±2，　B
群20．5±3であり両群間に差はなかった．「やせ」はA群10例（16％），B群13例（25％）であり，　B群において「やせ」の女性が

多い傾向がみられた．2）出生体重はA群2951±333g，　B群2957±382gであり，両群間に有意差はなかった．　SFDはA群2例（5，6％），

B群7例（15．7％）であり，SFDがB群において多い傾向がみられた．3）非妊時のBMIおよび母体年令と出生体重は両群とも相関
はみられなかった．4）妊娠中の体重増加はA群で82±3kg，　B群は＆2±3kgであり，両群間に有意差はみられなかった．　SFD児を

出生した母体の妊娠中の体重増加はA群105±2k島B群6．9±3kgであり，　B群において妊娠中の体重の増加が有意に少なかった，

【結論】過去10年間に体外受精児の平均出生体重には変化がみられないものの，SFD児が増加している傾向がみられた．母体の非妊

時のBMIとの相関はみられず，妊娠中の体重増加と関連している可能性が示唆された．

【結語】体外受精後妊娠においても出生児の低体重化がみられることから，自然妊娠と同様に妊娠中の適切な体重管理が必要であると

考えられる．
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P220 胚盤胞移植における出生児の性比の検討 ●

○菊地　麻衣，蛯名　沙織，林　　幸子，佐藤　博子，岩城留美子，岩城　雅範
　岩城産婦人科

【緒言】これまでARTによって出生した児の性比については様々な報告がなされてきた．　L拠o（2007）らによると，胚盤

胞移植では分割期胚移植と比較して，男児の出生率が有意に高いと報告されている．そこで当院に於いても上述のような傾
向があるかを確認するためARTによって出生した児の性比について検討したので報告する．【目的】分割期胚移植及び胚盤

胞移植における出生児の性比に偏りがあるかを検討した．【対象】2001年～2006年の6年間にARTにより分娩した単胎児，

58症例を対象とした．分割期胚（day3）移植34症例，胚盤胞（day5）移植24症例．【結果】各移植における出生児の性比
は，分割期胚移植　男児vs女児：529％vs　47．1％，胚盤胞移植　男児vs女児1792％vs　2α8％となった．【考察】分割期

胚移植に於いては出生児に男女の偏りは認められなかったが，胚盤胞移植に於いて男児の割合が有意に高かった．これは
Lμ朋らの報告と同様の結果となった（分割期胚移植　男児vs女児：51．5％vs　4＆5％，胚盤胞移植　男児vs女児：63．7％vs

363％）．当院における胚盤胞移植時の胚の選択は形態的に良好な胚を選択している．このことから男児の胚は発育スピード

が速く形態的にも良好な胚へと発生している可能性が示唆された．また，今回の検討では複数胚移植を実施している症例も
含まれているため，胚盤胞移植においては，男児の胚が着床しやすい可能性も考えられた．

●

●

P221 自己注射指導導入後3年の現状と展望

○松田真由美，田中　祐子，小田原　靖，吉井　紀子，保坂　　猛
　医療法人社団こうのとり会ファティリティクリニック東京

　不妊治療，特にARTを行う女性にとって，注射の為の通院は大きな負担である．当院では，平成15年10月1日より排
卵誘発剤の自己注射を希望する患者様に対し個別指導を行っている．今回，導入後3年を経過し自己注射の現状と問題点に

ついて検討した．［方法］現在までに自己注射指導を受けた422名から無作為100名に対しアンケートを無記名・多肢選択
方式・自由記入方式で実施し，うち49名より回答を得た．［結果］周期あたり平均自己注射回数は10回であった．自己注
射希望理由として‘仕事があり通院困難’61％，‘遠方で通院困難28％，‘近所に注射が可能な依頼病院が見つからなかった’

5％．指導時間について‘丁度良い’98％，‘やや短い’2％で‘やや短い’と感じた理由として“不馴れ・不安感”が挙げられた．

指導内容・方法に関し‘解りやすい’‘やや解りやすい‥普通’が95％であった．自己注射開始後のトラブルが53％にあり，

アンプルカットや注射器の取扱いについてが多くを占めた．トラブルの解決法は‘問い合わせ（医師・看護師）’は少なく‘回

数を重ね馴れてきた’が多かった．注射自費負担に対して半数以上が10000円までを希望した．また，海外で使われている
ペンフィル型注射器導入については‘使用したい’61％対し‘使用したくない’は2％．解らない’26％であった．他に‘自己
注射によって仕事と治療の両立が出来た’‘通院負担が減った’という意見も多かった．［結論］以上の事から患者様の様々な

負担を減らす為に自己注射の導入は有効であり，ペンフィル型注射器の導入や保険診療の適応が今後，患者様の更なる精神
的・経済的負担の減少につながるのでは無いかと考えられた．

●

●

P222 精漿アレルギー患者に対しIVF－ETを行い挙児を得た症例

○宇賀神奈月，川島将彰，泉谷知明，林　和俊，前田長正，深谷孝夫
　高知大学医学部産科婦人科学教室

【緒言】精漿アレルギーは稀な疾患であり，報告も少ない．自然妊娠は難しいことから，人工授精や体外受精を必要とする．

当科にて精漿アレルギーのある患者に対しIVF－ETを施行し挙児を得た1症例を経験したため報告する．【症例】既往歴に
3歳よりアトピー性皮膚炎，気管支喘息があった．ヨードや大豆など，多数のアレルギーあり．妊娠歴なし．28歳で結婚．

初回性交30分後に嘔気，痒み，咽頭閉塞感喘鳴を生じたため病院を受診した．その後も性交後に同様の症状が現れるこ
とがあり，また皮膚に精液が付着すると紅斑掻痒を生じるため精漿アレルギーの疑い，不妊症治療を目的に34歳時に当
科紹介受診となった．AIHを計5回施行したが妊娠成立せず．精子調整法はpureseption法ではアレルギー症状の出現を認

めなかったが，クッション法では軽度ではあるもののアレルギー症状を認めた．IVF－ETに移行後2回妊娠成立したが化学
的流産に終わった．その後も治療継続し，IVF－ETl3回目，38歳に妊娠成立となった．黄体期には黄体ホルモン剤の投与の
ほか，柴苓湯，プレドニゾロン内服を併用し，妊娠確認後も継続した．妊娠中期に子宮頸管炎，切迫早産の診断で入院した

が症状軽快し，退院となった．36週頃より徐々に血圧上昇を認めるようになったため37週0日管理入院とした．入院後は
食事療法，安静にて徐々に血圧が低下した．38週5日より機械的に頸管拡張を行ったところ，自然陣痛発来し，39週1日
自然分娩となった．出生児は女児，出生体重3038g，身長50、4cm，　apgar　score　1分後7点，5分後9点で外表奇形は認めな

かった．【結論】精漿アレルギー患者に対してIVF－ETは有効な不妊治療である．また妊娠維持に対してステロイドホルモ
ン併用が有用であった可能性が示唆された．

●

●
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● P223 表面プラスモン共鳴法によるStAR　proteinとMLN64へのコレステロール硫酸の
親和性の検討

■

●

○堤　　　亮，百枝　幹雄，廣井　久彦，細川　有美，中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，堤
　東京大学医学部産婦人科

治，武谷　雄二

【目的】近年各種臓器においてコレステロール硫酸（CS）がステロイドホルモン産生を制御していることが明らかになりつつあり，

我々はCSが絨毛癌細胞株JEG－3のプロゲステロン（P）産生を促進し，卵巣穎粒膜細胞腫細胞株KGNのP産生を抑制することを報
告した．ステロイドホルモン産生臓器では一般にStAR　proteinがミトコンドリア内でのコレステロール輸送蛋白としてステロイドホ

ルモン合成の律速段階に働く事が知られているが，胎盤はStAR　proteinを発現しておらず，　MLN64がコレステロール輸送蛋白とし

て働いていると考えられている．CSはJEG－3のP産生を促進したが，産生関連遺伝子の発現は変化させなかった．そこでCSによ

るJEG－3とKGNのP産生の違いはStAR　proteinとMLN64によるコレステロール輸送蛋白へのCSの作用の違いによる可能性が考
えられた．今回StAR　proteinとMLN64に対するCSおよびコレステロールの親和性について，表面プラスモン共鳴法により解析し
た．【方法】StAR　proteinとMLN64の活性部分をコードする配列をHis－tag発現ベクターに挿入した．次にCos1細胞に発現ベクター

を遺伝子導入し，His－tagを認識するNi磁気ビーズで発現した蛋白を回収した．精製蛋白はWestern　blot法にてStAR　proteinと

MLN64の発現を確認した．　BIAcore3000による表面プラスモン共鳴法にてCS・コレステロールとStAR　protein・MLN64との結合
性を評価した．【成績】StAR　proteinの解離定数はCSが8．6　x　10－4〔M〕，コレステロールが35　x　10－5〔M〕であった．　MLN64の解

離定数はCSが191　x　10－3〔M〕，コレステロールが158　x　10－5〔M〕であった．【結論】今回の検討により，　StAR　proteinとMLN64

のCSへの親和性は共にコレステロールへの親和性より弱く，　MLN64のCSへの親和性はStAR　proteinと比較してむしろ弱いこと

が示された．CSによるJEG－3のP産生の促進はコレステロール輸送蛋白への親和性が高いことが要因ではないことが示唆された．

P224 過排卵処理過程のマウス卵巣におけるプロテオーム解析

●

●

○佐藤　　学】2，福田　愛作1，松本　和也2，佐伯　和弘2，細井　美彦2，入谷　　明2，森本　義晴3

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，近畿大学生物理工学研究科2，医療法人三慧会IVFなんばクリニック3

【目的】卵巣は，脳下垂体より分泌される性腺刺激ホルモンにより機能制御されている．このホルモンを人為的に調節し，

過排卵処理をして多数の卵子を獲得することが可能である．不妊治療の場でもこの技術が応用されている．しかし，卵巣で
起こる一連の現象におけるタンパク質の発現動態は未だ不明な点が多く，プロテオーム解析から得られる情報は臨床的に重

要な知見になることが期待される．そこで，本研究ではマウスをモデルに卵巣内卵胞発育，排卵時に発現しているタンパク

質を網羅的に同定し，それらタンパク質の経時的発現プロファイル解析を行った．【材料及び方法】ICR系マウスから処理

前区，PMSG投与後24及び48時間区，　hCG投与後14時間区の卵巣をサンプルとした．各区画の卵巣タンパク抽出液を，　pI

3－11，10％アクリルアミドゲルで二次元電気泳動を行った後，MALDI－TOF／TOF型質量分析計（4700　Proteomic　Ana・
lyzer，　ABI）を用いてMSとMS／MS測定した．得られたスペクトルデータを用いてPMFおよびMS／MS　IonsearchでMAS－
COT検索し，タンパク質を同定した．また，ゲルイメージはTT900とProgenesis220を用いた定量的な画像解析に供した．
【結果及び考察】二次元電気泳動後，800以上スポットを分離し，その内256スポットにおいて質量分析を行い，transferrin

や，glutathion　S－transferase，　heat　shock　proteinなど発現しているタンパク質の192スポットを同定することができた，

その内，ホルモン投与後に発現量が上昇するtransketolaseやhCG投与後14時間後に発現量が上昇するvimentin，など様々
な挙動を示すタンパク質のプロファイルを得た．現在，更にタンパク質の同定と解析を進めている．

P225 ヒト穎粒膜細胞におけるhCGによるPTEN増加はIGF－1刺激による増殖を調節す
る

●

■

○眞鍋　修一，岩瀬　　明，後藤　真紀滝川　幸子，鈴木　恭輔，原田　統子，吉川　史隆
　名古屋大学大学院医学系研究科発育・加齢医学講座産婦人科学教室

【目的】穎粒膜細胞の増殖・分化は卵胞発育・黄体形成に深く関与している．IGF－1は穎粒膜細胞増殖の主要因子であり，

その刺激はPI3K／Akt経路とERK経路を介し，細胞増殖とステロイド産生に関わっていることが知られている．我々はAkt
のリン酸化を抑制し細胞増殖に抑制的に働くPTENのhCGによる頼粒膜細胞黄体化過程における発現変化と，それに伴う
IGF－1に対する反応性の変化を検討した．【方法】採卵時に得られた黄体化穎粒膜細胞にIGF－1を添加し，　DNA合成能を

BrdU法で，　AktおよびERKのリン酸化をウェスタンブロテッィング法にて検討した．さらにhCG刺激によるPTENの発
現変化とIGF－1に対する反応性の変化を同様に検討した．検体はインフォームドコンセントのもと使用された．【成績】培

養黄体化穎粒膜細胞では，IGF－1によりDNA合成の充進を認めたが，これはPI3KインヒビターであるLY294002で抑制
された．hCG添加により濃度・時間依存的にPTENの増加が認められ，　hCG添加48時間後のIGF－1刺激ではhCG非添加
時と比べ，Aktリン酸化とDNA合成は抑制されたが，　ERKのリン酸化は抑制されなかった．　hCG添加で増殖したPTEN
をsiRNAでknock　downしたところDNA合成能が部分的に回復した．【結論】ヒト願粒膜細胞におけるIGF－1の細胞増殖
効果には，ERKよりAkt経路がより関与しており，　hCG刺激によるPTENの発現増加が，　IGF－1－Akt経路による細胞増
殖を調節していることが明らかとなった．今回の研究によりヒト穎粒膜細胞の増殖・黄体化にPTENが関与していることが
示唆された．
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P226 ヒト卵巣穎粒膜細胞におけるHeme　Oxygenaseの発現とその役割についての検討 ●

○原田　竜也，石川　智則，田島麻記子，清水　康史，久保田俊郎

　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

【目的】一酸化炭素（CO）は一酸化窒素（NO）と同様のガス状物質であり，　Heme　Oxygenase（HO）によりhemeから産
出される．NOは穎粒膜細胞においてステロイド産生やapoptosisに関与すると報告されているが，　CO／HO系については十

分な検討がなされていない．以前我々は，ヒト穎粒膜細胞にHOが発現しており，ブタ穎粒膜細胞においてはHOがapopto－
sisを促進することを報告した．そこで今回我々は，ヒト黄体化願粒膜細胞におけるHO発現の制御因子およびHOの細胞
増殖に与える影響について検討したので報告する．【方法】本実験は倫理委員会で承諾され，事前に患者よりインフォーム

ドコンセントを得ている．1）体外受精採卵時に得られた穎粒膜細胞を分離し前培養した後に，プロゲステロン添加および

低酸素の状態におき24時間培養後，RNAとタンパクを抽出しRT－PCR法・Western　blotting法によりHOのisozymeで
あるHO－1とHO－2の発現の変化を検討した．2）同様に分離し穎粒膜細胞を96well　plateに3x104／we11で撒き前培養した

後に，HO供与剤（hemin）およびHO抑制剤（ZnPP　IX）を添加し24・48時間後における細胞数の変化についてWST－1
を用い検討した．【成績】1）ヒト穎粒膜細胞においてプロゲステロン（1x10－7M）添加によりHO－2の発現には変化がみら

れなかったが，HO－1の発現は低下する傾向が認められた．一方で，低酸素（2％）状態では反対にHO－1の発現は増加する

傾向が認められた．2）hemin　1μMの刺激により穎粒膜細胞の生細胞数は，24時間後・48時間後ともに有意に減少し，一
方でZnPP　IX　lμMの刺激により増加する傾向がみられた．【結論】ヒト穎粒膜細胞ではプロゲステロンによりHO－1の発現

が低下すると考えられ，一方でHO供与剤により細胞数の減少が認められることからブタと同様apoptosisの関与が考えら
れる．これらのことからHOはヒト穎粒膜細胞のcell　viabilityを制御し，黄体の維持に関与している可能性が示唆された．

●

●

P227 マウスに経口投与したコエンザイムQ10（CoQ10）の全身及び卵巣への作用につい
て

○中林　　稔1，藤原　敏博1，後藤　美紀1，小山　　哲1，久具　宏司1，矢野　　哲1，堤

　岡本　正志2

　東京大学医学部産婦人秤，神戸学院大学薬学部社会薬学部門2

治1，武谷　雄二1，

【背景・目的】不妊治療においては女性の加齢に伴い妊娠率が低下するが，これが酸化ストレスによる卵の質的低下に起因

するという仮説のもとに，マウスに抗酸化剤を投与した結果，これが卵巣組織に移行することを既に報告した．今回は投与

した抗酸化剤が全身及び卵巣組織に及ぼす作用について検討した．【方法】10カ月齢の雌マウス（C57Bl／6J）についてCoQ
lO投与群と対照群とに分け，投与群には4μg／g・weight／日の水溶性CoQlO（日清ファルマ）を，対照群には同濃度の溶媒

のみを蒸留水に添加したものをそれぞれ経口投与した．なお濃度は，事前に計測した飲水量に応じて所定量のCoQ10が摂
取されるように調整した．投与4週間後，下大静脈血を採取して血清中酸化ストレス値（d－ROMs）及び抗酸化能（BAP）

をFRAS－4（ウィスマー社）を用いて測定し，また卵巣重量を測定した．【結果】血清d－ROMs値（UCARR）は，対照群
が2540±3＆35であったのに対して，CoQ10投与群では1773±6504と有意に低値を示した．一方でBAP値（μM）はそれ
ぞれ32393±3842，31430±94．3であり，有意差は認められなかった．また，平均卵巣重量は，それぞれ138±040mgおよ
び251±097mgであり，　CoQ10投与群で有意に高値を示した．【結論】経口投与したCoQlOは末梢血中における酸化スト
レスを軽減することが確認された．また投与されたCoQlOは卵巣組織へ移行するが，これが直接的あるいは間接的作用に

より卵巣の重量を増すことが示された．

●

●

P228 ヒト卵管細胞における低酸素下でのVEGFとsFlt－1産生

○伊東　裕子1，奈須　家栄2，楢原　久司2

　福岡大学医学部産婦人科1，大分大学医学部産科婦人科2

［緒言］ヒトの生殖機構における卵管の役割を明らかにするため，卵管上皮細胞（OEC）と卵管間質線維芽細胞（OSF）の
初期培養を行い，VEGFおよびsFlt－1の分泌に対する低酸素の影響について検討した．［研究対象および方法］患者（34－41

才，n＝7）の同意を得て卵管を採取し，分離，培養した．　OECとOSFの培養細胞に対し免疫蛍光検査法を行い，　purityを

確認した．2％酸素または20％酸素下で24時間培養後に上清を回収し，各々の培養上清中のVEGFとsFlt－1濃度をELISA
法で測定した．［結果］VEGFとsFlt－1濃度は，細胞非存在下の培養液中では検出感度以下であったが，　OECとOSF培養
系において各々の産生が認められた．OECとOSFともに低酸素下においてVEGFの産生が有意に増加した（p＜00001）．
sFlt－1の産生は，低酸素下のOSFの培養系で有意に増加（p＜O」0001）し，また，　OECにおいても低酸素下において産生が

促進される傾向が認められた．［考察および結語］今回の研究で，ヒト卵管細胞がVEGFとsFlt－1の産生の場であり，また，

低酸素下でこれらの産生が促進されることが初めて示された．低酸素刺激は，VEGFの産生を調節することによって，卵管
の血管透過性を充進させ卵管液の分泌を増加させる一方，sFlt－1の増加により過度の卵管液の分泌が制御されていると考え

られた．

●

●
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● P229 ラット卵管におけるBetaglycanの発現と性周期変化

○久保田和子，伊藤　理廣，峯岸　　敬

　群馬大学生殖再生分化学教室

●

●

【目的】受精・胚成熟において重要な役割があると考えられている卵管の機能については不明な点が多い．また生殖内分泌

においてTGFβファミリーやそのレセプターは重要であると考えられている．また近年TGFβレセプターであるBetaglycan
（BG）の卵巣や下垂体で機能が報告されている．そこで卵管におけるBGの性周期変化を調べることで卵管機能の解明を目
指す．【方法】膣スメアにて性周期を確認した．ラットの性周期は4～5日とされ，proestrus（発情前期），　estrus（発情期），

metestrus（発情後期），　diestrus（休止期）とあるが，発情前期の午後2～5時頃にLHサージがおこるので，検体は1：proe＆

trusの午前9時頃（AM）2：proestrusの午後6～8時（LHサージ後：PM）3：estrus（E）4：metestrus（M）5：diestrus
（D）と5つに分けて採取し，real－timePCR法，ノーザンプロッティング法，　imm皿ohistochemistry（IHC）法にて発現・

局在を調べた．また未成熟ラットに排卵刺激（PMSG＋HCG）を行い，　BGの発現の変化をしらべ，発現調節について検討
した．【結果・考察】卵管でのBGの発現を認めた．性周期の変化として，　proestrusのLHサージ後にBGの上昇が見られ
た．また未成熟ラットの排卵刺激において，BGの卵管での発現調節にHCGが関与していることが示唆された．また他臓器
との発現の比較において，卵巣・副腎で発現が多く認められたが，非内分泌臓器として考えられる卵管でも同等の発現が認
められた．卵管の機能については不明な点が多いが，卵管内膜優位に発現し，性周期変化があることより，胚の成熟・受精
等の卵管の機能においてBGが重要な機能を果たしているのではないかと示唆された．

●

●

P230 黄体化未破裂卵胞に対する排卵誘発補助薬としてのG－CSFの有用性に関する研究

○広崎奈津子1，藤井　亮太1，早稲田智夫1，牧野田　知1，宇津宮隆史2

　金沢医科大学産科婦人科学教室1，セント・ルカ産婦人科2

【目的】排卵現象には多くのサイトカインが関与していることが明らかにされている．なかでもG－CSFおよびG－CSF　recep－

torは排卵直前の卵胞期後期に卵胞壁に存在し，排卵機構に深く関わっていることが示唆されている．今回我々は，黄体化

未破裂卵胞（LUF）の既往のある症例に対して，排卵直前にG－CSFを投与し排卵障害治療におけるG－CSFの有用性につい
て検討した．【方法】Clomiphene－hCG療法を行ったにもかかわらず基礎体温と経膣超音波法による卵胞径測定によってLUF

の既往が確認された不妊治療患者で文書によるインフォームド・コンセントが得られた16症例17周期である．腹腔鏡検査
によって子宮内膜症5症例，PCO2症例，子宮筋腫1症例，卵巣周囲の軽度癒着4症例を認めた．　LUF周期と同様にClo－
miphene－hCG療法を行い，推定されるhCG投与の1～2日前にG－CSF　100μgを投与し，その後の卵胞の消失で排卵を確認
した．【結果】G－CSFの投与によって対象とした17周期中15周期で排卵を認めた．この排卵率はこれらの対象のG－CSF
投与前のすべての治療周期でのLUF発症率と比較して有意に高率であった（P＜001）【結論】対象とした患者のLUF発生
率は373％であった．同患者にG－CSF投与を行なったところ，17周期中15周期で排卵が確認された．　G－CSFはLUFの
発症予防に有益な治療薬である可能性が示唆された．

P231 Growth　Differentiation　Factor－9（GDF－9）はアンドロゲン産生を介して前胞状卵
胞の発育を促進する

●

○折坂　　誠，福田　　真，田嶋　公久，小辻　文和

　福井大学医学部産科婦人科

【目的と方法】演者らは，「卵自身が，卵胞の運命（発育あるいは閉鎖）を決定する」と仮説し，その証明を試みている．本

演題では，卵特異的な成長因子であるGrowth　Differentiation　Factor－9（GDF－9）が，初期の卵胞発育を調節するのか否か，

さらにはその細胞内機構について，in　vitro卵胞培養系と，アンチセンスによる卵局所での遺伝子ノックダウン・システム
を用いて検討した．【成績】GDF－9はラット前胞状卵胞の発育を促進するが，　GDF－9発現をノックダウンすると卵胞発育が

抑制された．GDF－9は前胞状卵胞のアンドロゲン産生を促進したが，　GDF－9をノックダウンするとアンドロゲン産生は抑

制された．GDF－9は卵胞中のCYP17AI　mRNA発現を促進するが，　GDF－9をノックダウンするとCYP17AI　mRNA発現
は抑制された．アンドロゲン受容体拮抗剤であるフルタミドは，GDF－9誘導性の卵胞発育を抑制した．【結論】卵由来のGDF－

9が，卵胞英膜細胞からのアンドロゲン産生を促すことにより，初期の卵胞発育を促進するメカニズムが明らかになった．
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P232 卵胞液中の酸化ストレス度と抗酸化力が妊娠成立への指標となるか？

○河内山まどか1，佐藤　　学1，橋本　　周2，越智久美子1，杉原　研吾1，中岡　義晴1，福田　愛作1，森本　義晴2

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック1，医療法人三慧会IVFなんばクリニック2

【目的】胚の発育能力は採卵以前の卵胞発育の環境，特に卵胞液中に含まれる卵子の発育能力を左右する種々の因子に大き
く影響される．近年，酸化ストレスに対する抗酸化力が，受精や初期胚の成長に影響を及ぼす事が報告されているが（0．Oy－

awoye　et　al．，2003），卵胞液の酸化ストレス度とそれに対する抗酸化力が胚の発育能力に影響するかどうかは不明である．

そこで，本研究では酸化ストレス度（以下d－ROM）および抗酸化力（以下BAP）を簡便に測定できるFree　Radical　AnalytL

cal　System　4（FRAS4，　WISMERLLco）を用いて卵胞液中のd－ROM値ならびにBAP値を測定し，胚発育ならびに妊娠成
立との関連を検討した．【対象および方法】39歳以下，IVF施行回数3回以下かつ卵巣刺激周期における患者（46症例）を
対象とし，採卵時に卵胞液を回収し，遠心処理後の上清を測定に用いた．d－ROMの基準値である300U．CARRより低値を
低酸化ストレス群，高値を高酸化ストレス群とし，2群間の成熟率，受精率，分割率，臨床妊娠率を比較した．また，妊娠

群と非妊娠群でd－ROM値とBAP値との相関関係を調べた．【結果】今回計測したd－ROMの平均値は32生OU．CARR，　BAP
は23234μmol／Lであった．低酸化ストレス群と高酸化ストレス群間で受精率，分割率，臨床妊娠率に差は認められなかっ

た．しかし，高酸化ストレス群における成熟率は775％と低酸化ストレス群の887％に比べ有意に低下した（P＜001）．ま
た，妊娠群におけるd－ROM値とBAP値の間に相関関係が認められたが（P＜005，　r2＝α31），非妊娠群では相関関係は認
められなかった（r2＝00025）．【考察】本実験の結果より，卵胞発育の過程で高酸化ストレスに曝された卵子は成熟能が低

下する可能性が示された．また，d－ROM値とBAP値のバランスが妊娠成立へのひとつの指標である可能性も示された．

●

●

●

P233 ヒト卵胞液中のhCGシグナル伝達に関与するepidermal　growth　factor　receptor
（EGFR）リガンドに関する検討

○井上　善仁1，城田　京子1，深見　達弥1，四元　房典1，宮本　新吾2，瓦林達比古1

　福岡大学医学部産婦人科1，福岡大学医学部生化学教室2

【目的】LH　surgeにより惹起されるcumulus　expansionや卵の減数分裂再開にEGFRリガンドの関与が報告されている．

本研究では，ヒトのLH（hCG）シグナルを伝達するEGFRリガンドを同定する目的で，体外受精・胚移植（IVF－ET）患
者の卵胞液中に含まれるEGFRリガンドのうち，測定可能なEGF，　TGF一㏄Amphiregulin（AR）を測定し，卵の形態，
受精率，卵胞液中のhCG値との関連について検討した．【方法1当科でIVF－ETを施行した患者から採卵時に得られた卵胞
液を収集し，ELISA法にてEGF，　TGF一α，　ARを測定した．卵の形態学的評価はVeek分類を用いて，受精率は80－100％
（A：n＝45），40－79％（B：n＝47），40％未満（C：n＝69）の3群とした．本研究は当大学の倫理委員会の承認の下で，全

ての患者から文書による同意を得た上で行った．【結果】卵胞液中のEGF，　TGF－（L　ARの濃度（mean±SEM）はそれぞ
れ19±13pg／ml（n＝16），175±2．1pg／ml（n＝16），10＆4±63ng／ml（n＝301）と，　ARはEGF，　TGF一αに比較し著明な

高値を示した（PくαOl）．形態学的良好胚（Veek　1－2が60％以上）群（VG：n＝15），不良胚群（Veek　1－2が60％未満）（VP：

n＝80）間で卵胞液中のARは，　VG：734±177ng／ml，　VP：123£±213ng／mlと両群に有意差を認めなかった．受精率で

はARの濃度が，　A：730±78ng／m1，　B：896±1∠t4ng／m1，　C：1262±219ng／mlとA群とC群間に有意差を認めた（P〈

α05）．ARと卵の形態との関連は認めず，受精率はAR濃度の充進により低下する傾向を示した．またAR高値群（＞273ng
／ml）では妊娠例がなく，hCG値との間に相関がない一方で，妊娠群ではhCGとARの間に明らかな相関が認められた．【結

論】ARは卵胞成熟に寄与するhCGシグナル伝達の中心的役割をはたすEGFRリガンドであると考えられた．

●

●

P234 IVF時の卵胞液中Prokineticin－1（EG－VEGF）は卵胞環境の指標になるか？

○碓井　宏和，木原　真紀，川野みどり，中村　裕美，生水真紀夫

　千葉大学医学部産婦人科

【目的lProkineticin－1（PK－1）はendocrine－gland－derived　vascular　endothelial　growth　factor（EG－VEGF）とも呼ばれ

る血管新生因子である．これまでに，卵巣を含む内分泌臓器に発現しており低酸素によりその発現が誘導されることが明ら

かになっている．今回，卵胞液中のPK－1濃度と臨床因子との関連について検討した．
【方法】ロングプロトコール法による体外受精胚移植例のうち，本研究に対する文章による同意が得られたものより無作為
抽出した20周期（10症例）を対象とした，卵胞液と採卵時血清中のPK－1とProkineticin－2（PK－2，　PK－1のホモログ）濃

度をELISA法で測定した．平均採卵数5．1±36個，平均受精数34±25個であった．
【成績】PK－1卵胞液（391±279pM，平均±標準偏差）中には血清（336±4．8pM）に比し有意に高濃度のPK－1が存在して

いた．逆に，PK－2濃度は，血清（645±551pM）中のほうが卵胞液（α66±038pM）より高かった．卵胞液PK－1値と採卵
数（相関係数一〇527p＝0017）および受精数（－0646　p＝α002）の間に逆相関が認められた．患者年齢・総hMG投与量との

間には関連を認めなかった．
【結論】PK－1が卵胞液中に高濃度に存在することを初めて示した．卵胞液中の濃度が血清よりはるかに高いことから，　PK－

1は卵胞ないしその近傍で産生されていると考えられる．採卵数や受精数の少ないいわゆるpoor　responderの卵胞液中には

高濃度のPK－1が存在していた．卵胞液中のPK－1高値は，不良な卵胞環境・卵胞発育の指標となるものと思われた．

●

●
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P235 卵胞液中Amphiregulinと卵成熟および受精妊娠との関係

○城田　京子，井上　善仁，深見　達弥，瓦林達比古

　福岡大学医学部産婦人科

【目的】LHが願粒膜細胞に作用し，　Amphiregulin（AR）の発現を充進させることによって，卵にシグナルを伝達し，卵成

熟が誘起されるすることが明らかなりつつある．しかし，これまでヒトにおけるARと卵成熟受精，妊娠との関連につい
ての報告はない．そこで，卵胞液中のAR濃度と卵の受精能，妊娠成績および卵胞液中のステロイドホルモン，　hCG，　VEGF

濃度との関連につき検討した．【方法】IVF患者を対象とし，当大学の倫理規定に基づき，患者同意の下で採卵時の卵胞液

を採取した．卵胞液中AR，　E2，　P4，　hCG，　VEGF濃度はELISA法で測定した．1）卵胞液中AR高値群（H群，　AR　237

pg／m1（mean＋SD）以上）n＝13，　hMG多量投与群（P群，　hMGを36001U以上投与した群）n＝13，妊娠群（G群）n＝20

におけるHMG投与量，受精率と卵胞液中の生化学的因子について比較検討した．2）採卵数3個以上かつ受精率が50％以
上の29例の卵胞液を用いて，卵胞液中の生化学的因子と妊娠成績について検討した．【成績】1）H群は，G群と比較して，
HMG投与量，受精率に有意差はないが，　hCG濃度は低い傾向にあり，　P4，　VEGF濃度は有意に低かった．　P群は，　G群，

H群と比較して，HMG投与量，　VEGF濃度は有意に高く，受精率，　hCG濃度は有意に低かった．　AR／hCG比は，　G群が最

も低く，P群はG群より，　H群はP群より有意に高かった．2）卵胞液中AR／hCG比1．5未満と15以上の2群に分けて比
較すると，妊娠例はAR／hCG比15未満の群に有意に多く含まれた．【結論】卵胞液中AR高値はpoor　responderとは別の
予後不良因子であり，卵胞液中AR／hCG比が妊娠成績の予測因子となる可能性が示唆された．

P236 血漿および卵胞液中の可溶性RAGE（Receptor　for　Advanced　Glycation　End　Prod－

ucts），　VEGF濃度と加齢との関連について

○藤井絵里子1，中山　雅博2

　国立成育医療センター周産期診療部婦人科1，ASKAレディースクリニック2

［目的］最近の研究により，RAGE－AGE（Advanced　Glycation　End　Products）系制御はVEGFの誘発による血管新生やapop・

tosis，炎症反応などにも関与していることが知られてきた．卵胞や子宮内膜の環境におけるこれらの生理作用の制御は，加

齢による生殖機能障害に重要な関連があると考えられる．今回我々は患者血漿，卵胞液中の可溶性RAGE分画（sRAGE），
VEGF濃度を測定し，若年群（＜35歳）と高年群（≧35）で比較した．［方法］当センター倫理規定に基づき，患者同意の
下でサンプルを収集・使用した．血漿中および卵胞液中のsRAGE，　VEGF測定にはQuantikine　EHSA　Kit（R＆D，　USA）
を用い，卵胞液サンプルは単位蛋白量当たりの濃度に補正した後，分散検定，Student－t　testにより有意差（p＜005）を評

価した．［結果］1）血漿中のsRAGE濃度は若年群（n＝40）：1517±642，高年群（n＝51）：1268±530　pg／ml（mean±SD）

と若年群で有意に高く，VEGF濃度は106±118，107±113pg／mlと両群間で差を認めなかった．2）卵胞液中sRAGE濃度
は若年群（n＝37）：72±37，高年群（n＝63）：77±45pg／mg　protein（mean±SD）で年齢による相違は認められなかっ

たが，VEGF濃度は若年群：45±22，高年群：56±27pg／mg　proteinと高年群で有意に高値であった．［結論］sRAGEは
RAGE－AGE系制御においてdecoy的作用を有することや，卵胞液中VEGF濃度とIVFにおける妊娠成績が逆相関するこ
となどがこれまでに報告されている．今回の我々の検討では，加齢により増加するAGEを補足するとされるsRAGEが若
年者で高く，RAGE刺激により誘導されるVEGFが卵胞液局所濃度において高年者で高値であった．この結果は生殖機能
の老化においてRAGE－AGE系制御が関与している可能性を示唆するものであると考えられる．

P237 体外受精・胚移植における卵胞発育へのredox制御蛋白thioredoxinの関与

○岸　　郁子1，丸山　哲夫2，大石　美穂3，秋葉　靖雄3，浅田　弘法2，小西　康博3，中野眞佐男4，亀井　　清1，

吉村　泰典2

東京都済生会中央病院産婦人科1，慶懸義塾大学医学部産婦人科2

院産婦人秤
，神奈川県済生会横浜市東部病院産婦人科3，けいゆう病

【目的】酸化ストレス（oxidative　stress，　OS）は，配偶子や胚の発育・成熟において，正にも負にも重要な役割を果たすが，過度

のOSはそのプロセスを阻害する．　OSの制御には，　redox（酸化還元）反応とその調節蛋白が深く関与する．　thioredoxin（Trx）は，

OSにより発現が誘導され，還元作用を通じて，細胞内外でOSを防御する．本研究では，　IVF－ET患者を対象に，採卵時の穎粒膜

細胞（granulosa　cells，　GC）におけるTrxとTrx還元酵素（TrxR）のmRNAの発現量，および卵胞液中のTrxの濃度（follicular

fluid　Trx，　FF－Trx）を調べることにより，発育卵胞におけるTrxが担うredox環境の重要性を明らかにすることを目的とした．

【方法】同意を得た不妊症患者75名の採卵時に卵胞径15mm以上と未満で大卵胞（L）と小卵胞（S）に分類し，別・々に卵胞液を

吸引，採取した．卵胞液内のGCを顕微鏡下に分離し，　RNAを抽出後，各々のGCにおけるTrxおよびTrxRの発現をRT－PCR
法により解析した．卵胞液内の卵（Oc）の有無によりOc＋とOc一に分類し，このうち23症例に対しFF－TrxをELISA法により
測定した．hCG投与当日の血中E2値によりpoor　responder（P）およびnormal　responder（N）の2群に分類した．【結果】GC

におけるTrx　mRNAはN群がP群に比べて有意に強く発現していた（p＜α05）．　TrxRの発現には有意差を認めなかった．　N群に

おいて，Oc＋のFF－TrxはOc一に比べて有意に高かった（p＜005）．特に，　L／Oc＋がL／Oc一に比べて有意に高値を示したが（p＜001），

L／Oc＋に比べてS／Oc＋の方がFF－Trxは有意に高かった（p＜α05）．【結論】卵一穎粒膜相互作用を保持しながら過排卵刺激に良

好に反応して発育する卵胞にとって，Trxにより主に規定される至適なredox環境が重要である可能性が示唆された．
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P238 周産期医療に対する体外受精による多胎妊娠の影響 ●

○野口　崇夫，渡辺　　博，久野　達也，林田　綾子，星野　恵子，北澤　正文，稲葉　憲之

　濁協医科大学産科婦人科学教室

目的：近年，ハイリスク妊婦の増加や分娩を取り扱う施設の減少などにより周産期医療の現場は危機的な状況にある．この
状況において，多胎妊娠は不妊治療の普及とともに増加し，切迫早産による長期入院や帝王切開，早産分娩など周産期医療

に及ぼす影響は極めて大きい．そのため今回IVF－ETによる多胎妊娠の周産期医療に及ぼす影響を検討した．対象・方法：

2002年から2006年の5年間に当院で分娩した4207例（4527児：双胎298例・品胎11例）のうち，IVF－ETで妊娠した147
例（222児：双胎65例・品胎5例）を対象とし，多胎発生率，入院期間，出産週数NICU入院率について検討した．また，
全多胎妊娠におけるIVF－ETの割合の推移について検討した．結果：全分娩4207例のうち単胎3887例（924％）双胎298
例（7．1％）品胎11例（03％）であった．IVF－ET147例のうち単胎77例（524％）双胎65例（442％）品胎5例（3．4％）
であり，各胎児数におけるIVF妊娠の割合は単胎77／3887（20％）双胎65／298（218％）品胎5／11（455％）であった．分

娩までの入院期間はそれぞれ107±26B日，39．7±358日，493±328日であった．出産週数は376±277週355±3．18週，
2＆9±44週であり，NICU入院率は21／77（273％），66／130（50．8％），15／15（100％）であった．しかし，多胎のうちIVF－

ETが占める割合は2002年の15／45（333％）に対し2006年は13／81（16D％）であった．考察：胎児数の増加に伴いIVF－
ETによる妊娠の割合が増加した．さらに双胎になることで約1ヶ月の入院期間の延長が認められた．一方，　IVF－ETによ
る多胎は減少傾向であり多胎予防の取り組みが一定の効果を示している．しかし，多胎妊娠自体は増加傾向にあり，最近極

めて厳しくなった周産期施設のべヅドを有効に活用するためにも不妊治療施設はIVF－ET以外にも多胎妊娠を極力避けるさ

らなる努力が必要である．

●

●

P239 分娩時の体向の臨床的意義について

○根上　　晃1，富永　敏朗2

　根上レディースクリニック1，富永産婦人科2

目的：妊娠継続中や分娩時に発生するかもしれないアクシデントの予知や予測をすることはかなり困難である．一方，妊娠

時の胎児の存在様式は第一体向が約7割近くを占めることはよく知られた事実であるが詳しく検討されたことはない．そこ
で今回，この妊娠中や分娩時の体向の決定，それによる分娩時間の差，異常妊娠の発生について詳細に検討したので報告す

る．方法：対象は平成12年から平成18年までに当院で分娩した同意をえた2437症例を対象とした．結果：ヒトの妊娠時
の体向は25週前後に決定され，変動はあるものの，元の体向で分娩を迎える傾向が観察された．胎盤の部位は排卵した卵
巣側の子宮腔に着床した．胎盤の存在部位の検討から子宮腔に着床後発育した胎盤の位置によって二次的に胎児の存在する

位置が決定されるものと考えられた．第一体向は全分娩症例の7生5％を占め，その傾向は初産婦に顕著であった．分娩所要

時間は第一体向で分娩を向かえたほうが短い傾向が観察された．考察：子宮内で着床した胎盤は発育を続け，子宮腔の着床

側を占拠するため胎児は反対側に存在せざるを得なくなると思われ，この結果，妊娠の中期以降の体向は胎盤形成によって

必然的に決定されるものと思われた．また，胎児の存在のために第一体向に比べ，第二体向は妊婦の右側に約6倍の重量が
加わり，下大静脈を圧迫がおこり，とくに胎盤が後壁の場合の第二体向では心拍出量増加および子宮収縮による循環血液量

増加，凝固能克進による血栓形成のリスクなどが下大静脈迫症状として強く出現する可能性が示唆された．これらのことか
ら，第一体向に比べ第二体向は妊娠の中期以降に下大静脈を圧迫するという解剖生理学的な状況から妊娠高血圧症候群や胎

盤への血流傷害から常位胎盤早期剥離などの突発的病態も引き起こされる可能性が示唆された．

■

●

P240 当院におけるART治療後の妊娠予後

○林　　　博1，斎藤　隆和1，楠原　淳子1，高橋　絵里1，野澤　幸代1，高田　　全2，杉本　公平2，田中　忠夫1

　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座1，富士市立中央病院産婦人科2

【目的】生殖補助医療（ART）によって成立した妊娠では，自然妊娠に比べて，周産期死亡率，早産率，帝王切開率，また

児の先天異常率の上昇などが報告されている．しかし，現在のARTは個々の症例に合わせたテーラーメイド治療が主流と
なってきており，さまざまな要因が作用しそれらの児に対する影響はいまだ明らかとなっていない．今回我々は当院での

ART治療後妊娠の予後を追跡調査し，その影響について検討した．【方法】平成13年1月から平成17年12月までの期間
に当院でARTを施行し，妊娠が成立した症例のうちインフォー・ムドコンセントが得られ，かつ妊娠予後を追跡しえた全74
症例を対象とした．流産率，早産率，多胎率，帝王切開率，および産科的合併症の有無などを一般的な自然妊娠後の報告と
比較検討した．また顕微授精や凍結融解胚移植などの治療法の違いが各種パラメータに対しどのような影響を与えるかを検

討した．【成績】年度別の妊娠率は平成13年から17年までそれぞれ2＆6％，233％，264％，343％，25．0％であった．流

産率は122％（9例），早産率は1a3％（12例）であった．早産の原因は多胎7例，前置胎盤2例，前期破水1例であった．
多胎率は176％で全て双胎であり品胎以上の多胎は認めなかった．帝王切開率は230％（17例）であり，内訳は双胎6例，
筋腫核出術後妊娠3例，前置胎盤3例，妊娠高血圧症候群（PIH）1例，その他6例であった．児の先天異常は動脈管開存
症1例だけであった．顕微授精や凍結融解胚移植などの治療方法による比較では明らかな差は認められなかった．【結論】ART

治療後の妊娠では早産率および帝王切開率が高い傾向にあった．その原因として多胎率の上昇が大きく影響していると考え

られた．また前置胎盤や高齢妊娠によるPIHなどの産科的合併症の増加が示唆された．

●
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つ P241 自然流産症例における染色体分析と超音波検査所見の検討一非ART妊娠とART
妊娠の比較検討一

○藤澤　佳子，古屋　　智，関　美穂子，山口　　隆，東梅　久子，北川　浩明

　虎の門病院産婦人科

●

●

【目的】自然流産に至った非ART妊娠症例とART妊娠症例の間において，超音波検査所見および流産絨毛染色体分析結果を比
較検討すること．また超音波所見と染色体分析結果との関連を検討すること．

【対象と方法】2002年から2005年までにおける自然流産症例（妊娠12週まで）手術の際に採取した絨毛の染色体分析を行なった

214例を対象とし，非ART妊娠症例（A群；98例）とART妊娠症例（B群；116例）に分けた．　A，　B群間における流産診断
時の超音波検査による胎嚢径（GS），流産診断前の胎児心拍の有無および染色体分析結果を比較検討した．また対象を染色体正常

症例（C群；73例）と染色体異常症例（D群；141例）に分け，C，　D群間において超音波所見を比較検討した．

【結果】A，B群でGSのみ確認できた症例はそれぞれ3＆8％（38／98），379％（44／116），　GSが週数に比して小さい（＜2SD）症

例は367％（36／98），534％（62／98），胎児心拍が流産診断前に確認できた症例は3仕7％（36／98），414％（48／116），染色体異常

症例は714％（70／98），612％（71／116）であった．C，　D群における比較検討ではGSのみ確認できた症例は521％（38／73），31．2％

（44／141），GSが小さい症例は5＆9％（43／73），390％（55／141），胎児心拍が確認できた症例は342％（25／73），759％（107／141）

であった．A，　B群間において超音波所見，染色体分析結果に統計的有意差はみられなかった．　C群ではD群と比較してGSのみ

確認できた症例およびGSが小さい症例の割合が有意に多く，胎児心拍が確認できた症例は有意に少なかった．（p＜001）．

【結論】妊娠初期流産症例において，1）妊娠成立過程の違い（非ARTとART）は超音波所見や絨毛染色体異常の有無には反映

されない．2）超音波所見は胎児染色体異常の有無を反映している可能性がある．

P242 IVF－ET後にOHSSを発症し左内頸静脈血栓症を合併した品胎妊娠の1例

○高島　明子，大高　　究，川島　秀明，齋藤　智博，深谷　　暁，矢野ともね，木下　俊彦

　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

●

●

（緒言）近年assisted　reproductive　technology（ART）による妊娠は増加の一途をたどっているが，それに伴う問題点とし

て多胎，卵巣過剰刺激症候群（OHSS）があげられる．中でもOHSSに伴う血栓症は生命予後に関わる重大な合併症である．

今回我々は，OHSSを発症し，その後左内頸静脈血栓症を併発した1例を経験したので報告する．（症例）34歳0回経妊．
前医で多嚢胞性卵巣症候群の診断にて3回目のIVF－ET（long－protocol法）を施行．排卵誘発剤の総投与量はrFSH　l　l25iu，

hMG　1950iu，　hcG　looooiuであり，採卵数16個，　D33個胚移植施行．胚移植後3日目にoHssの診断にて当院紹介受診と

なった．両側卵巣は10cmに腫大し，多量の腹水貯留を認めた．採血検査では血液濃縮を認めたが，血清アルブミン，肝腎
機能や電解質には異常所見を認めなかった．即日入院し，補液，低用量ドーパミン投与にて症状及び血液濃縮は改善した．

妊娠6週0日，品胎妊娠と診断．8週1日左頸部腫脹，痔痛及び発熱が出現した．超音波検査にて左内頸静脈血栓症と診断
した．採血検査では軽度炎症反応及びD－Dダイマー，FDP，肝酵素上昇を認めた．血栓の拡大を予防する目的でヘパリン
加療を開始した．患者及び家族の希望にて妊娠10週0日人工妊娠中絶術を施行した．手術1週後の超音波検査にて血栓は
退縮しており，退院となった．（考察）OHSSに伴う血栓症はOHSSの症状軽快後に期間をおいて発症し，特に妊娠症例，
中でも多胎妊娠で多く，鎖骨下，内頸，下肢静脈中大脳動脈などあらゆる所に血栓を生じると報告されている．OHSSの
管理中，血液凝固能の尤進が認められた場合は，血栓の予防目的に抗凝固療法を考慮する必要があると考えられた．

P243 ICSI胚盤胞移植後の二絨毛膜性三胎かつ結合体妊娠の一例

○平田　哲也，藤本　晃久，大石　　元，大井なぎさ，藤原　敏博，大須賀　穣，矢野　　哲，武谷　雄二
　東京大学医学部産婦人科

●

●

　結合体妊娠は自然妊娠では10～20万に1件との報告があり，非常に稀である．今回，二絨毛膜性三胎かつ結合体妊娠の

一例を経験したので報告する．（症例）34歳　男性因子のためICSI施行し，第1子を得ているが，今回第2子希望のため再
び採卵となった．Long法にて排卵誘発を行ない，21個採卵．15個にICSIを行った．5日目に得られた胚盤胞と初期胚盤胞

の2個を胚移植した．妊娠4週0日に妊娠反応陽性．妊娠5週3日に，エコー上子宮内に胎嚢が2つ確認された．妊娠8週
0日の時点で，エコー上二絨毛膜性三胎かつ結合体妊娠であり，結合体は単一心臓で胸部癒合であることが疑われた．妊娠

10週3日に結合体の心拍の停止が確認された．残りの児に心拍はみられ，明らかな異常はみられなかった．その後の妊娠経

過は順調であり，39週3日に正常経膣分娩．2792gの男児を出産した．　ARTによって一絨毛膜性双胎（MZT）の頻度は上
がるとされており，結合体の発生率も増加する可能性は十分考えられる．また，ICSIやAHAなどの透明帯操作によってMZT
の頻度が上がるとの報告もある．ARTによる結合体の報告は文献として8例報告があり，結合体の他に生存児が確認され
た例は6例の報告があった．これらの文献の考察とあわせて報告する．

●



226（336） 日生殖医会誌52巻4号

P244 体外受精一胚移植後に羊膜索症候群を呈した1例 ●

○馬場　　剛，遠藤　俊明，長澤　邦彦，本間　寛之，北島　義盛，林　　卓宏，齋藤　　豪

　札幌医科大学医学部産科・周産期科学

　近年，体外受精が普及したことにより妊娠率の向上が得られているが，多胎妊娠や早産，低出生体重児の増加などの問題点

も指摘されている．一方，わずかではあるが先天奇形の発生率が上昇するという問題に関してはあまり注目されていない．今
回我々は，体外受精一胚移植にて妊娠したものの，児に羊膜索症候群による頭蓋骨欠損を合併するという，不幸な転帰をたどっ

た症例を経験したので報告する．

　症例は，39歳5経妊0経産．原発性不妊にて当科を受診．スクリーニング検査にて重複子宮が認められた以外異常所見な
く，一般不妊治療を施行したが妊娠成立しないため体外受精一胚移植へ移行した．その後数回妊娠が成立したが，初回，2回

目の妊娠は胎嚢が確認できたのみであった．3，4回目の妊娠では胎児心拍が確認されたが，その後稽留流産となっていた．妊

娠5回目の今回は，妊娠7週で性器出血が見られ切迫流産絨毛膜下血腫の診断で入院管理されていた以外は，特に妊娠経過
に問題は無かった．妊娠ll週0日の時点で，胎児頭部が体幹に比較し小さめであることが示唆され，妊娠12週1日の時点で
絨毛膜腔が拡大し羊膜と胎児が接している所見が得られた．妊娠14週2日の時点で頭部が一部突出して変形しており，妊娠15
週4日で再検査施行したがやはり頭部に突出する領域があり，羊膜索症候群による頭蓋骨形成不全が原因の脳瘤と診断．致死

性の奇形であること，ご本人とご家族の希望もあり，妊娠15週5日中期中絶が施行され，36gの男児を娩出した．肉眼的に頭
蓋骨が欠損しており，脳実質が露出しており，頭蓋後方に付着する白い索状物を認め，羊膜索症候群による脳瘤と診断した．

　胎児異常を早期に発見することで，母体の肉体的・精神的負担を若干ではあるが軽減することができることから，特に体外

受精成功例においては妊娠初期からの超音波による注意深い観察が必要と考えられた．

●

●

P245 ARTにおけるVanishing　twinの検討

〇八木亜希子，田中　恵美，平山　奈美，大谷　亜衣，前田　基子，金谷　美希，森若　　治，神谷博文

　神谷レディースクリニック

【目的】ARTにおいて複数個の胚を移植した場合，症例によりVanishing　twin（VT）の発生がある．　VTで生存した出生
児の予後は不良との報告もあり，今回，新鮮胚移植におけるVTの発生頻度と予後について検討した．【方法】VTの定義は
胎嚢が2個確認されたが心拍が1個のもの，あるいは胎嚢および心拍が2個確認されたが，その後心拍の片方が自然消失し

1個になったものとする．2003年1月～2006年6月に新鮮胚移植を実施し，胎嚢が2個確認された83周期を対象としてVT
発生率について検討した（心拍が1個も確認できなかった周期と心拍が3個確認された周期は今回の検討から除外した）．
また，児の予後に関しては同時期に新鮮胚移植を施行し単胎ならびに双胎を出産した症例と比較した，【結果】心拍が1個

のみ確認されたVTは13周期（その後，2周期で心拍停止），心拍が2個あったが1個消失したVTは11周期で合計VT発
生率は2＆9％（24／83）だった，移植個数，IVF回数に有意差はなかったが，年齢別では34歳以下と35歳以上の発生率は
各々149％（7／47），472％（17／36）と有意差を認めた（p＜0．01）．VT22周期，コントロール群の単胎222周期および双胎
45周期の早産率は各々9．1％（2／22），63％（14／222），733％（33／45），低体重児率は91％（2／22），117％（26／222），71．1％

（64／90）と双胎群は他2群に比し有意に高い値となった（共にp＜α01）．また，児の先天異常発生率は91％（2／22），14％

（3／222），2．2％（2／90）とVT群が高い傾向にあった．【結論】VTは35歳以上に多く発生し，出生児の先天異常率が高い

傾向にあった．また，双胎は産科的リスクが高いため，単一胚移植の実施拡大が望まれる．今後は，凍結胚移植も含めて症

例を増やしVTの検討を続けたい．

●

●

P246 自然妊娠・分娩暦のある反復流産症例についての検討

○北村　梨沙，筒井　建紀，田畑　知沙，熊澤　恵一，渡辺　宜信，根来　英典，朝野久美子，張

　荻田　和秀，木村　　正

　大阪大学医学部産科婦人科

慶，李 楠，

【目的】不育症の原因は多岐にわたるが，過去に自然妊娠し，分娩歴があるにも関わらず，その後流産を繰り返し，生児を

得ることができない症例が存在する．このような症例に対して，いかなる検査・治療を行うべきかについては，明らかでは
ない．今回我々は，一回以上の自然妊娠・分娩暦のある反復流産患者の背景，検査所見，妊娠予後について検討したので報

告する．【方法】2005年以降に当科不妊外来を受診した，一回以上の自然妊娠・分娩暦があるにも拘わらず，その前後に3

回以上の流産を繰り返した6症例について検討した．【結果】6例中3例は，初回妊娠で分娩に至った後，3回以上流産を繰
り返していた．検査所見としては，そのうち2例に軽度の抗リン脂質抗体（抗フォスファチジルセリン抗体）陽性を認め，

1例は現在低用量アスピリン療法にて妊娠継続中である．特に検査所見に異常が認められなかった1例も無治療で自然妊娠
し，分娩に至っている．6例中2例は，1回流産後，自然妊娠・分娩し，その後2回以上の流産暦があった．2例とも検査所
見に異常は認めず，そのうち1例は，無治療で自然妊娠し，分娩に至っている．最後の1例は，前夫との間に2回自然妊娠・

分娩し，再婚後3回流産暦があった．この症例は，抗リン脂質抗体（抗フォスファチジルエタノールアミン抗体，抗フォス
ファチジルセリン抗体）が陽性であり，現在抗凝固療法を開始している．【考察】白然妊娠・分娩前後に流産を繰り返した6

例のうち3例に抗リン脂質抗体が認められた．過去に自然妊娠・分娩歴がある患者に対して施行する検査項目は，分娩歴の

ない不育症患者の検査項目と同様にすべきかどうかについても考察したい．

●

●



平成19年10月1日 227（337）

■ P247 夫リンパ球免疫療法後抗リン脂質抗体陽転化症例の解析

○内野麻美子，川口　里恵，和田　誠司，大浦　訓章，村尾　明美，秋山　芳晃，田中　忠夫
　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

●

●

【目的】原因不明習慣流産に対する夫リンパ球免疫療法により，抗リン脂質抗体（APA）が誘導されることがある．そこで，

当科における免疫療法後陽転化症例につき検討する．【方法】平成15年4月から平成18年3月に，当科の不育症外来を受
診した習慣流産患者265症例中，免疫療法施行後のAPA値を測定した57症例を対象として，陽転化・非陽転化症例の背景，

APA値と同種免疫検査値の推移，妊娠帰結の比較を行った．なお，本治療では当大学倫理委員会の承認と患者の同意を得
て施行されている．【成績】1，APA陽転化率は245％（14／57症例）であり，内訳は抗カルジオリピンIgG抗体が13症例
（92B％），抗β2GPI依存性カルジオリピン抗体が1症例（71％）であった．2，　ANA，抗DNA抗体，　LACに影響はみられ
なかった．3，陽転化・非陽転化症例の年齢，流産回数，治療前APA値・同種免疫検査値に有意差はなかった．4，陽転化・
非陽転化症例の妊娠成立率は7＆5％（11／14症例）・72．0％（31／43症例），妊娠維持率は63．6％（7／11症例）・71．0％（22／

31症例）であった．5，陽転化症例の妊娠成功率は，抗凝固療法施行例で857％（6／7症例），そのうちヘパリン・低用量ア
スピリン併用療法は，6仕7％（2／3症例），アスピリン単独療法は100％（4／4症例）であった．無治療症例で250％（1／4症

例）であった．6，陽転化した抗体価は，1年以内に910％（10／11症例）で正常化もしくは極低力価となっていた．【結論】

免疫療法によるAPA陽転化は比較的頻発であり，注意が必要である．陽転化症例の妊娠維持には抗凝固療法が有用である
が，陽転化した抗体価は1年以内に正常化することが多く，不要な治療を防ぐためにも抗体価の経過観察が重要である．

P248 自己免疫異常不育症に対する柴苓湯（蒼〕lt）療法の臨床的有効性と有効機序の西洋

医学ならびに漢方医学的考察

○假野　隆司】，古殿　正子1，岡部美由紐，後山　尚久1

　医療法人假野クリニッグ，藍野学院短期大学2

●

●

【目的】自己免疫異常不育症に病名処方した蒼戊柴苓湯の臨床的有効性を検討し漢方医学理論との整合性を考察した．【対象と方法】対

象は3回以上の12週以内の初期流産を繰り返し，夫婦の染色体が46，XX，46，　XYであり，子宮の形態異常と甲状腺疾患が否定さ

れ，抗核抗体（ANA）または抗リン脂質抗体（APA）が陽性のため自己免疫異常不育症と診断されて柴苓湯療法を行なった26歳か

ら42歳の生児分娩者31名，流産者18名，妊娠成立未確認の予後不明38例87例である，APAは抗カルジオリピン1抗体；ACA）
量はACA　IgG，　IgM（SRL法，　MESACUP法），　ACAβ2GP1（YAMASA法）によって測定した．柴苓湯はツムラ社製エキス穎粒
製剤90g／dayを妊娠前より食事30分前に投与した、検査治療は充分な説明のうえ同意を得て行った．【結果】ANAの陽性率は生児

分娩群67．8％，流産群61．1％，予後不明群342％であり，ACA全体の陽性率は61．3％，55．6％，734％であり最も陽性率が高かった

のはIgM抗体（SRL）で8軌5％，7α0％，605％であった．　ACA　IgG，（MESACUP法），　ACAβ2GP1の陽性率は低率に留まった．

柴苓湯療法によってANA陽性率は各群間に有意差は認められなかったが，　ACA　IgG，　IgM（SRL）の三ヶ月前後の各抗体量を妊娠

群（生児分娩群＋流産群），生児分娩群，流産群で比較検討すると，IgM抗体が妊娠群で有意（P＝0045）に低下していた．流産阻止

率はANA陽性例656％，　ACA　IgG，　IgM（SRL）陽性656％であり，両抗体陽性例750％であった．生児分娩例の妊娠前の八綱・

気・血・水「証」のなかで「水毒」は935％と際立って高率であった．【考察】1．柴苓湯はANA陽性，　APA陽性不育症に臨床的

に有効である．2．柴苓湯にANA価低下作用はないが，　ACA量低下作用がある．3．　ACA陽性不育症に対する柴苓湯の有効機序は

抗体量減少作用をメインとした「水毒」改善作用に補完された血小板凝集阻止作用を加えた総合作用で果たされていると推察された．

P249 抗カルジオリピンーベータ2グリコプロテイン抗体（抗CLB2GPI）陽性不育症症例
に対する有効な治療に関する検討

○明石　真美，能仲　太郎，大木　　泉，高桑　好一，田中　憲一・

　新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学教室

●

●

【目的】近年，流産死産さらには妊娠高血圧症候群（PIH）の発症要因として抗リン脂質抗体（以下APL）の重要性が指

摘されている．APLの中でも抗CLB2GPIが陽性の場合，死産や重症PIHを再発する場合が多く，その有効な治療法の確立
が重要である．一般的にヘパリン，低用量アスピリン（以下アスピリン）療法が推奨されているが，抗CLB2GPI陽性不育
症とくに強陽性不育症に対しての有効性に関するまとまった報告は認められない．われわれは従来よりその発症機序を考慮

し，抗CLB2GPI陽性不育症に対して，柴苓湯アスピリン，副腎皮質ステロイドホルモン（以下PSL）の併用療法を行っ
てきたが，本治療法の有効性につき検討した．【対象および方法】対象は，既往に異常妊娠（流産，死産，重症PIHを合併）

を認め，抗CLB2GPI陽性（カットオフ値16U／mlとして判定）の16症例である．インフォームドコンセントを得た上で，
免疫抑制療法として柴苓湯（必要と判断された場合PSLも併用），抗凝固療法としてアスピリンを併用する治療を行った．臓

績】抗CLB2GPIが低値の5例には柴苓湯単独または柴苓湯＋アスピリン療法，抗CLB2GP．が中等度から強陽性の11例（3
例は120以上〉には柴苓湯＋アスピリン＋PSL療法を施行した．その結果，染色体異常が原因であった初期流産の2症例を
除いて，14例中12例（抗CLB2GPI；120以上の3例も含む）（857％）が正常満期分娩となった．【結論】抗CLB2GPI陽性
不育症の予防的治療として，柴苓湯アスピリンおよびPSLの併用療法は極めて有用であると判断された．
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P250 不全中隔子宮および抗リン脂質抗体症候群の治療を行い7回の自然流産後に妊娠継
続し得た一例

●■

○平木　宏一，井上　統夫，北島　道夫，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

【はじめに】不全中隔子宮を有し7回の自然流産の既往があり，抗リン脂質抗体症候群に対して抗凝固療法を行いながら，

不全中隔子宮に対して2度の子宮鏡下手術を行った後，妊娠継続できた例を報告する．【症例】初診時28才で3回の自然流

産の既往があり，精査目的で平成12年5月に当科を受診した．結婚は26才で，初経は13才，月経周期は25～28日型で整
順であった．インフォームドコンセントを得て不育症スクリーニングの一環として行った子宮卵管造影検査で不全中隔子宮

を認めたが，その他の異常は指摘されなかった．流産の原因に子宮中隔の可能性があると考えられたため，平成12年9月
子宮鏡下子宮中隔切除術を施行した．しかし，その後2回の自然流産をきたした．新たに測定を開始したフォスファチジル

エタノラミンIgG抗体（PEIgG抗体）が陽性であることが判明し，平成16年10月よりバイアスピリンの内服を開始した．
その後2回妊娠したが，いずれも自然流産した．子宮内腔の再評価の目的に平成18年2月子宮卵管造影検査を施行したと
ころ，子宮中隔遺残または子宮腔癒着が疑われたために，平成18年4月2度目の子宮鏡下手術を施行した．抗凝固療法は
継続して行ったところ，平成19年1月14日を最終月経に妊娠成立し，現在妊娠17週で当科外来管理中である．その後の
妊娠経過を含めて報告する．

●

●

P251 不育症における抗HSP抗体価と血圧脈波検査による血管障害の評価

○安達　美和1，中塚　幹也2，佐々木愛子1，野口　聡一・1，鎌田　泰彦1，Hao　Lin1，清水　恵子1，平松　祐司1

　岡山大学医学部産科婦人科1，岡山大学大学院保健学研究科2

　不育症の原因は多岐にわたるが，私達は，抗リン脂質抗体症候群など免疫学的機序による血管障害は不育症の原因の1つ

であることを報告してきた．Heat　Shock　Protein（HSP）は，種々のストレス下に血管内皮に発現し，　HSPに対する抗体は

血管障害の発生と関連しているとされる．今回，私達は，抗HSP抗体価を測定するとともに，血圧脈波検査による血管障
害との関連を検討した．不育症の57症例を対象，不育症のない正常婦人24症例をContro1とし，同意のもと採血，血圧脈
波検査を施行した．血清抗HSP60抗体価，抗HSP70抗体価はELISAにて測定した．抗リン脂質抗体陽性不育症群（n＝32），
抗リン脂質抗体陰性不育症群（n＝25），Control群（n＝24）の3群間で年齢，身長，体重，血圧に有意差は見られなかった．

抗HSP60抗体価は，抗リン脂質抗体陽性不育症群（2α2±293μg／ml）ではControl群（125±71μg／ml）に比較して有意に

高値また，抗HSP70抗体価は，抗リン脂質抗体陽性不育症群（25α5±15＆3μg／ml）ではControl群（1776±900μg／ml）

や抗リン脂質抗体陰性不育症群（1677±724μg／ml）に比較して有意に高値であった．動脈壁硬化の指標である脈波伝播速

度（PWV）は抗リン脂質抗体陽性不育症群ではControl群に比較して有意に高値であった．初期の血管内皮障害の指標であ
るAugmentation　Index（AI）も，抗リン脂質抗体陽性不育症群，抗リン脂質抗体陰性不育症群ともにcontrol群より有意
に高値であった．しかし，抗HSP60抗体価，抗HSP70抗体価のいずれも，　PWV値やAI値との間に有意な相関は見られな
かった．抗HSP抗体価は全身的な血管硬化度とは相関しなかったが，胎盤絨毛にHSPが存在することからも，その上昇は
不育症の病態に関与している可能性がある．

●

●

P252 染色体検査により，夫にisodicentric（15）（idic（15））が認められた不育症の2
症例

○能仲　太郎，明石　真美，大木　　泉，高桑　好一，田中　憲一

　新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学教室

　不育症の原因は多岐にわたるが，重要な原因として患者夫婦いずれかの染色体異常および自己免疫異常がある．今回，夫

染色体分析によりisodicentric（15）が認められ，その後生児を得た2症例を経験した．ともに患者本人が抗リン脂質抗体

陽性でありこれに対する治療も行ったが，これらの経過について報告する．2症例ともに初診時20才台の女性，2回の初期
反復流産に関する精査のため当科を受診した．精査の結果，症例1では夫の染色体検査で47，XY，　idic（15）が認められ，
また，症例2では夫の染色体検査で47，xY，　idic（15），46，　xYのモザイク（16：4）が認められた．（事前に検査の意義，

考えられうる結果などについて十分説明し同意を得て実施）．本人はともに46，XXであった．また，自己免疫異常に関す
る検査でともに抗カルジオリピン抗体（以下ACL）が陽性であった．これに対し，遺伝相談を実施し今後の妊娠継続の確
率などを説明，さらにACLに対し柴苓湯，低用量アスピリン療法を実施した．その後妊娠が成立し，ともに継続を認めた．

症例1は妊娠37週で2495gの男児を，症例2は40週で2756gの男児を分娩するに至った．児はともに正常成熟児であった．
また，夫についても正常男性と判断された．isodicentric（15）は稀な染色体異常であるが，同様の症例を2症例を経験した

ことから不育症発症の原因として考慮すべきであると判断された．また，今回の症例ではこのような異常に加え，抗リン脂

質抗体陽性という原因が不育症の発症に関与していた．これらの症例を通し，染色体異常が認められる症例であっても他の

原因検索を行い，十分な治療を行うことが重要と判断された．

●

●

●



平成19年10月1日 229（339）

■ P253 フーナーテストの判断基準についての一考察

○吉田　丈児，岡崎　雅子，中川　博之，菅原　かな，佐藤　健二，谷垣　伸治，宮地　系典，兼子　　智，高松　　潔，

　石川　博通，丸茂　　健

　東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター

●

●

【目的】フーナーテストの判断基準は必ずしも明確ではない．そこでフーナーテストの結果に基づきタイミング指導による性交（NI）

か人工授精（AIH）かを選択する場合における判断基準を設定することを目的として，妊娠例におけるフーナーテストの結果を後

方視的に検討した．【方法】2005年1月から2006年12月までにおける当センターでの妊娠例のうち，AIH施行前に6ヶ月以上の

NIの期間がない症例と排卵誘発剤を投与した症例を除外した，　NIによる妊娠症例（102例）とAIHによる妊娠症例（33例）を対

象とした．フーナーテストは，前夜または当日朝の性交後，頸管粘液と子宮腔内液を採取し，対物40倍の視野における運動精子数

と高速直進精子の有無を検討，これらと妊娠に至った授精方法との関係を解析した．【成績】頚管粘液中の運動精子数により，0個，

1～5個，6～10個，11～15個，16～20個，21～25個，26個以上の7群で比較したところ，妊娠に至った授精方法がAIHである率
（括弧内はNIの例数とAIHの例数の合計）は，それぞれ50％（10例），38％（24例），28％（18例），50％（6例），33％（9例），

0％（3例），12％（65例）で，21～25個の群から低下傾向を認めた．子宮腔内液中では，妊娠に至った授精方法がAIHである割合

は，それぞれ79％（14例），47％（19例），8％（12例），20％（10例），17％（24例），0％（9例），13％（47例）となり，6～10

個以上で明らかな低下を認めた．そこで，更に0個，1～5個，6個以上の3群で再検討したところ，79％（14例），47％（19例），

13％（102例）であった．高速直進精子が観察されない群と観察された群では，それぞれ24％（78例），26％（57例）であり，有

意な差異は認めなかった．【結論】フーナーテストに基づくNIかAIHかの判断には，高速直進精子の有無や頚管粘液内の運動精子

数よりも子宮腔内液中の運動精子数が関係することが示唆され，この数が1～5個以下の場合はAIHが望ましいと考えられた．

P254 不妊症治療施設における精液採取容器に関する実態調査

○橋本千賀子，御代田貴美子，平山　史朗，後藤　哲也，岡　　親弘

　東京HARTクリニック

●

●

【目的】我々は，一昨年の本学会において，「不妊症治療を受ける男性患者の採精に対する意識調査」を行い，患者側の精液

採取（採精）環境に対する満足度や要望について調査し報告した．その結果，患者は現在の精液採取のための容器（採精容

器）に対して必ずしも満足しておらず，さまざまな要望をもっていることが判明した．そこで今回は，不妊症治療施設にお

ける採精の実際について，主に採精容器に着目して実態調査を行った．【対象および方法】2005年5月，日本生殖補助医療

標準化機関（JISART）に加盟している18施設に質問紙を郵送し，回答を求めた．質問紙は，採精容器の種類，採用理由，
自宅での採精時の留意点など7項目から構成された．【結果】18施設中17施設から回答を得られた（回答率94％）．複数種

類の採精容器を使用しているのは5施設（29％）であり，うち4施設は患者の希望で容器を選択できると回答した．実際に
使用している採精容器の形状は，直径6－7cm，深さ6－9cm程度のものが多かった．容器の採用理由としては，広口で深さ
があること，密閉できること，滅菌してあり毒性がないこと，安価であることなどが挙げられた．自宅での採精はすべての
施設で可能であったが，精液検体搬送中の保温については各施設で指示に差が見られた．また，8施設（47％）から，現在
使用している採精容器について，医療者の立場から何らかの問題を感じることがあるとの回答があった，【考察】現在不妊

症治療施設で使用されている採精容器は，本来精液採取用として製造されているものではないものが多く，患者側，医療者

側双方から満足できる状況にないことが明らかとなった．患者の希望には個人差も多く，医療者側のニーズを満たし，かつ
患者が選択できるような容器の開発が望まれる．

P255 当院における配偶者間人工授精（AIH）に関する検討

○岡　　奈緒，中野　英之

　中野レディースクリニック

■

●

【目的】AIHは様々な症例に対して適応され実施されているが，その治療効果は6回前後が限界という報告が多い．今回わ

れわれは，処理前後の精液所見，注入した精子数などにより，治療効果を予測できるかどうか検討した．

【方法】2005年4月～2006年6月までに，当院においてAIHを施行した260症例796周期を対象とした．平均年齢は33、5
歳．精子調整法として，80％percoll液を用いた密度勾配遠心法を用いた．

【結果】処理前の精液所見が精子数2000万／ml以下，または運動率20％以下の時，妊娠率は低かった．処理後の所見では，

運動率が30％以上で妊娠率は上昇した．処理後，注入した総精子数が1000万個未満，1000万個～2000万個，2000万個以
上でそれぞれ＆7％，10．1％，73％であった．累計妊娠率は施行回数6回で約90％となり，その後回数を重ねても妊娠率は
ほとんど上昇しなかった．

【結論】精液所見が精子数2000万／m1以下，または運動率20％以下の症例においては，高い治療効果を得られない事から，

早期のステップアップを検討する必要があると思われる．また処理後，注入した総精子数が1000万個～2000万個になると
妊娠率が最も高い事がわかった．
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P256 当院におけるAIH（配偶者間人工授精）の検討 q

○横田のぞみ1，佐々木直子1，吉田　逸子1，臼井　　彰1，久保　春海1，宗　　晶子2，森田　峰人2

　臼井医院不妊治療センター1，東邦大学医療センター大森病院産婦人科2

［目的］当院で実施したAIH症例に関して，年齢，不妊原因，精子洗浄の方法，カテーテルの種類，排卵の有無による治療
成績を比較検討した．［方法］1999年8月から2007年3月までのAIH症例，842症例，2，655周期を対象とした．年齢，不
妊原因，精子洗浄の方法，カテーテルの差異，AIH時の排卵の有無について検討を行った．［結果］AIH施行842症例，2β55

周期についての検討では，年齢の増加と共に実施回数も増加し，妊娠率は減少した．原因別検討では，内膜症症例，及び卵
管因子症例は，妊娠率が低い傾向にあった．精子処理法では，精子所見が悪い症例の洗浄濃縮法が低く，他の処理法に比べ，

有意に低値であった．カテーテルの種類によっては，妊娠率の差は認められなかった，また，排卵の有無においても，妊娠
率に有意な差はなかった．［考察］当院での妊娠率は，年代を経て，少しつつ上昇しており，AIH手技の習熟も一因と考え

られる．AIHは，患者にとって，体外受精と比べて，身体的経済的負担が少ないので，精子洗浄法やAIHに適したカテー
テルの選択によって，妊娠率の向上が示唆された．

●

●

P257 妊娠成立時の精子側条件よりみた卵管内人工授精（modified－IUI）選択適応の検討

一精子運動自動分析装置（CASA）を用いた分析一

○飯田　麻衣，猿賀まち子，岸野かなえ，本田　育子，小林　善宗

　山近記念総合病院産婦人科

【目的】不妊治療として頻回に行われる配偶者間人工授精であっても，子宮内，卵管内，腹腔内と工夫がなされている．卵

管内人工授精（m－IUI）は20％にも発生する卵管内精子輸送障害に対して有効であるが，卵管内精子輸送障害の診断に有
用な腹水中精子回収試験を全例には行えない．そこで今回，妊娠成立時（受精，着床の問題なし）の精子側分析をCASA
を用いて行い，m－IUIの選択適応の精子側条件を検討した．【方法】Hl6年7月～Hl9年4月にAm妊娠87例［（A）子宮
内人工授精67例，（B）卵管内人工授精20例］の妊娠時の精子分析をCASAを用いて検討した．（1）精液所見，（2）総運
動精子数（3）VAP値について精液処理前後（パーコール法）で分析した．さらに参考ながらタイミング法による（C）自
然妊娠42例の精液検査所見のVAP値の分析も検討した．【成績】（1）精液所見異常は（A）403％，（B）50．0％，（C）45296

と差はなかった．（2）総運動精子数は，処理前後で（A）（B）間に差はなかった．（3）VAP値では有意差が存在した．処

理前でVAP値40μm／s未満が（A）239％，（B）5α0％，（C）23β％と（B）に多く，処理後でもVAP値55μm／s未満で
（A）α2％，（B）278％と（B）に多かった．なお，VAP値55μm／sとは体外で受精が可能な限界値でもある．さらに，（C）

の3＆1％は（A）不成功例であったが，（B）では778％が（A）不成功例であった．【結論】m－IUIの適応は，子宮内人工

授精不成功，精液処理前VAP値40μm／s未満，処理後VAP値55μm／s未満で積極的に考慮してよいと考えた．

●

●

P258 精子洗浄時間短縮の試み第二報　胚盤胞期胚への発育率の比較

○角田　朝美，奥　　裕嗣，橋本　　周，赤松　芳恵，佃　　笑美，立秋　優子，春木　　篤，園田　桃代，村田　泰隆

　森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】当院では，検体取り違いのリスクを低減するために1検体1クリーンベンチ制を導入しており，遠心時間の短縮は
作業効率の上昇だけでなく，取り違いのリスクのさらなる低下につながることが期待される．そこで，遠心時間の短縮が，

処理後の精子と運動精子の回収率，運動率と奇形率，そしてICSI後の受精率とDay　2での移植可能胚率に及ぼす影響を検
討したところ，差が無いことを明らかにした（第48回哺乳動物卵子学会）．今回は胚盤胞到達率，良好胚盤胞率に及ぼす影

響について検討したので報告する．【方法】2006年12月より2007年4月に，採卵数6個以上，精液量2ml以上，　ICSI実施
予定かつ胚盤胞移植または胚盤胞にて凍結予定の症例を対象とし，十分なインフォームド・コンセントを得たのち実施し
た．精液を等分し，Percoll撹拝密度勾配で15分間（15分区）あるいは30分間（30分区）620gで遠心洗浄後，30分間swim－
up処理を行った．その後ICSIを行い，胚盤胞期胚への発育率ならびに良好胚盤胞率（BL　3BB以上）を調べた．【結果】

受精卵あたりの胚盤胞到達率ならびに良好胚盤胞率は15分区で4＆0％ならびに227％と30分区の320％ならびに95％と
有意差は認められなかったが，15分区で高い傾向を認めた．また，周期あたりの胚盤胞到達率ならびに良好胚盤胞率も15
分区で517％ならびに2α7％と30分区の283％ならびに100％と有意差は認められなかったが，15分区で高い傾向を認
めた．【考察】本研究の結果より，遠心時間を短縮しても胚盤胞到達率，良好胚盤胞率に有意差は認められないものの，む
しろ改善する傾向が認められた．このことから遠心時間を短縮し，作業の効率化をはかることが可能であることが示された．

今後，ICSI症例だけでなく，　IVF症例においても精子処理時間の短縮化を図っていく予定である．

●

●
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P259 非閉塞性無精子症の超音波診断lUSによる精細管の観察は可能か？

○成吉　昌一，辻　　祐治

　天神つじクリニック

●

【目的】非閉塞性無精子症（NOA）のmicrodissection　TESEにおいては，拡張した精細管に精子が存在する可能性が高い
とされる．今回われわれは拡張した精細管の存在をUSにより予測することが可能かについて検討を加えてみた．【対象と方

法】超音波診断装置はアロカSSD3500，10MHzリニア探触子を使用し，最初にTESEで切除された精細管を水浸法により
観察した．次に2003年7月から2007年4月の間に，当院にてmicrodissection　TESEを施行したNOA　60例を対象とし，
TESE前のUS所見とTESE時の精細管の所見とを比較した．　USでは，まず精細管を観察し，さらにゲイン，コントラス
トを調整して，精巣内のエコーパターンの評価を行った．【結果】水浸法では，切除された精細管は高エコーに描出され，

径200μm以上であれば計測可能であった．60例のうち，USで精細管の分布が不均一（まだら）に描出されたのは18例で
あったが，これらのうち15例ではTESE時に拡張した精細管が観察された．【まとめ】USでも正常～拡張した精細管は描
出可能である．USによりTESE前に拡張した精細管の存在が予測できる可能性が示唆された．

●

P260 補中益気湯の精子受精能に対する効果

○恵中　千晶，北村　誠司，三浦菜々子，松村　康子，矢澤　聡美，松井　　葵，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純
　杉本　　到，杉山　　武

　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

●

●

【目的】男性不妊症例における補中益気湯の治療効果を検討すること．【背景】男性不妊症例に対する薬物治療は検討対象に

挙げられることが少なくなった感が否めない．2006年に慶慮大学グループにより，補中益気湯の造精機能障害抑制に効果あ

りとのデータが示された．ICSIのリスク（先天異常，染色体異常，精神発達異常）についての十分な否定は，現時点で成さ

れていない．以前より本学会においても，我々はスイムアップ（SW）検査結果がICSI適応の判断基準になり，精子受精能
の1指標になることを報告してきた．SW検査を用いて，　ICSI適応症例における補中益気湯の治療効果を検討し，　ICSI適応

症例数の減少の可能性を探った．【方法】2006年1月から2007年4月までに当院にてIVF目的でスイムアップ検査を受け
た36症例を対象とした．全てICSI適応症例（術前スイムアップ値く40×104／ml）であり，18症例に受精能改善を目的とし

て補中益気湯7．5g／3×を8週間投与し，残りの18症例には投与しなかった．術前（投与前）と採卵時の精液中の総運動精
子数とスイムアップ値の増減を検討した．【結果】術前における2群（補中益気湯投与群と非投与群）の特徴に，夫　年齢，

不妊期間，精液濃度，精子運動率，総運動精子数，スイムアップ値それぞれの項目で差は認めらなかった．補中益気湯使用

症例でのSW値の増加率は，29±1βと非使用症例の21±37に比べ，高い傾向が認められた．総運動精子数に関しては，
補中益気湯使用症例では1．4±α7と増加の傾向は殆ど認められなかった．【考察】補中益気湯の使用により，精子受精能が

改善され，ICSI回避の可能性が示唆された．補中益気湯の使用期間が8週間と短く，内服の長期間化の推進が課題と考えら
れた．【結論】補中益気湯の使用により，精子受精能の改善の可能性が示唆された．

P261 男性性周期について一9ヶ月間の長期観察例からの検討一

○村松　裕崇1，清水　雅司1，萩野あゆみ’，石井　美都1，平林　由佳1，俵　　史子’，金山　尚裕2

　竹内病院トヨタ不妊センター1，浜松医科大学産婦人科2

●

●

【目的】男性基礎体温は1相性と報告されている．体調変化に伴う男性基礎体温変化及び精液所見，各種ホルモン値との関

係を検討した．【方法】症例は24歳男性で既往歴なし．2006年7月から2007年3月の間，体調良好時期と体調不良時期に
分け基礎体温，一般精液検査，クルーガー検査，TS，　E2，　PRL，　PRG，　FSH，　LHの値を測定し検討した．発熱，頭痛，腹

痛及びうつ様症状の精神的不良を体調不良時期とし，それ以外の時期を体調良好時期とした．【結果】体調不良時期は9ヶ

月間で9回あり，それ以外の時期は体調良好時期であった．基礎体温変動幅は体調良好時期で最大α58℃に対し体調不良時
期で最大103℃あり，差が顕著だった．TS，　E2，　PRL，　PRG，　FSH，　LHは体調良好時期で498±32ng／dL，36±15pg／mL，

＆95±174ng／mL，0．70±024ng／mL，406±062mIU／mL，7．14±1．61mlU／mL，体調不良時期で615±32ng／L，39±10pg／mL，

＆67±179ng／rnL，054±α12ng／mL，402±057mIU／mL，799±1／60mIU／mLでありTS値で有意差が見られた（p＜001）．

また体調不良時期が長い場合，TS値は一旦上昇後徐々に低下する傾向も見られた．精液所見で有意差はなかった．精子形
成期間は約74日間との報告があるが，TS測定74日後の精液所見にTS値との同調性はなかった．【考察】体調不良時期で
は基礎体温変動が大きく，又TS分泌が低下するとの報告があるが，今回TS値は高くなる傾向が見られた．これはホルモ
ンバランスの均衡が崩れ，一時的に増加した可能性があると思われた．TS測定74日後の精液所見にTS値との同調性は見
られなかったが，約100日後の精液濃度にて同調性が見られ，精子形成サイクルが予想された．
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P262 当科における精子凍結保存に関する臨床的検討 個

○原　周一郎，川越　　淳，五十嵐秀樹，高橋　俊文，倉智　博久

　山形大学医学部産婦人科

【目的】ヒト精子の凍結保存は50年以上の歴史があり，現在，不妊症治療における生殖補助技術の一つとして広く用いられ

ている．一方，悪性腫瘍に対する化学療法や放射線治療による造精機能低下に対して，将来挙児を獲得する方法として，精
子の凍結保存がなされるようになってきた．今回，当科における精子凍結保存に関する臨床的検討を行ったので報告する．

【方法】対象は，過去10年間に当科にて精子凍結を行った152例中検討可能であった96例である．患者本人または未成年
者の場合は保護者に対し十分な説明と同意を得て，精子の凍結保存を行った．精子の保存方法は，精液を洗浄・濃縮後，精
子凍結液に混和し，液体窒素内で保存した．【成績】精子凍結保存の適応の内訳は，悪性腫瘍患者に対するものが57例（59％）

と最も多く，無精子症患者に対する精巣内精子凍結例が19例（20％），人工授精治療目的が17例（17％），その他が4例（4％）

であった．悪性腫瘍患者の内訳は，血液疾患が22例，精巣腫瘍が16件，その他が19例であった．精子保存後実際に使用
したのは，人工授精治療目的が17例中6例（35％），精巣内精子凍結例が19例中ll例（58％）と利用率が高かったのに対
し，悪性腫瘍患者では57例中1例（L8％）と低率であった．また悪性腫瘍患者において，精子凍結保存後に精子凍結保存
の継続や破棄に関して自ら意志を伝えてきたのは1名だけであった、【結論】不妊治療中の患者における精子凍結は，短期

の保存であり，その使用率も高かった．一方，悪性腫瘍患者の精子凍結保存は，未婚男性の場合も多く，長期の保存が予想
されるため，患者への十分な説明と保存する施設側の体制整備も必要であると考えられた．

●

●

P263 健保連大阪中央病院における無精子症の臨床的検討

○山中　幹基1，上阪　裕香1，伊藤伸一郎1，山本　圭介1，木村　俊夫1，竹山　政美1，古賀　　実2，辻村　　晃3，

　奥山　明彦3

　健保連大阪中央病院泌尿器科1，箕面市立病院泌尿器科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）3

【目的】男性不妊症において無精子症という診断はかつて絶対的なものであったが，ARTの発展に伴い，たとえ非閉塞性無

精子症であってもmicrodissection　TESE－ICSIの施行により挙児可能な症例も出てきている．そこで当科における最近の無

精子症例の臨床的検討を行ったので報告する．【対象】2004年1月から2006年12月までに当科男性不妊外来を新規受診し

た患者433名の内，精管結紮後を除く無精子症患者は81名（平均年齢35．4±57歳）であった．これらを精巣容量とホルモ
ン検査値により，閉塞性無精子症（OA）群23名，非閉塞性無精子症（NOA＞群58名に分類しそれぞれにおいて検討した．
【結果】精巣容量，FSH，　LH値はそれぞれOA群で186±45ml，生4±19mlU／ml，＆5±1．9mIU／ml，　NOA群で76±48ml，

237±ll4mIU／ml，11．1±τ5mIU／mlであり，それぞれに有意差がみられた．　OA群23名の内，5名は精管欠損症であった．

2名で精路再建を行い，1名で精子が出現した．13名でconventional　TESEを行い，全例で精子が得られた．　NOA群58名
の内，性染色体異常は13名であり全例Kleinfelter症候群であった．30名でmicrodissection　TESEを行い，21名で精子が
得られ，16名にICSIが行われた．しかし精子獲得群と非獲得群とでは精巣容量，　FSH，　LHの値に有意差はみられなかっ
た．【考察】非閉塞性無精子症であっても，microdissection　TESEにて約半数で精子獲得が得られた．同疾患において精子

獲得の可否判断について有効な指標の登場が期待される．

●

●

P264 荻窪病院泌尿器科における過去3年9ヶ月間の男性不妊臨床統計

○大橋　正和1，花輪　靖雅1，北村　誠司2，杉山　　武2

　荻窪病院泌尿器科1，荻窪病院産婦人科生殖医療センター2

　荻窪病院は東京都杉並区にある一医療法人財団病院であり，以前より産婦人科にて不妊治療が行われてきた．男性不妊専

門医が03年7月に不妊チームに加わり，07年3月で3年9ヶ月を経過したので，今回，同時期の男性不妊臨床統計を行っ
た．同時期の男性不妊初診は347例であり，初診時年齢は24－58歳，30歳後半が最多であった．既婚者320例において，不
妊期間は0－20年に渡り，36例が10年以上であった．全初診の25％が産婦人科からの，25％が泌尿器科からの紹介であっ
た．男性不妊原因は，無精子症：105例（30％），乏・無力精子症：148例（43％），勃起・射精障害：24例（7％），逆行性

射精：10例（3％），異常無し：60例（17％）であった．乏精子症改善目的の精索静脈瘤手術を12例に施行，2例の妊娠を
得た．避妊のための精管切断術後の再疎通手術を4例に施行，術後2例に精液中精子が認められ，1例がIUIで妊娠した．
逆行性射精精子を膀胱より回収，IUIに供し，2例中1例が妊娠した．治療不可能な無精子症45例に対してTESEを施行し
た．TESEは，初期には，外来にて局所麻酔下に施行していたが，最近では，原則として入院のうえ，腰椎麻酔下またはラ
リンゲアルマスク全身麻酔下に施行している．TESEによる精子回収率は，閉塞性15／17（88％），非閉塞性7／28（25％）で

あった．18例に対して，TESEにて得られた精子を用いたICSIを延べ20回，凍結胚移植を含めたETを延べ23回施行，9
例が妊娠した．採卵あたり妊娠率は45％，胚移植あたりのそれは39％であった．

●

●
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座長 演題分類

固

浅田　弘法　　卵胞

安達　知子　　妊娠

安藤　寿夫　　カウンセリング2

■

石塚　文平　　排卵・PCOS

和泉俊一郎　　不育

乾　　裕昭　　ART（移植）

井上　正樹　　トピックス

今井　篤志　　卵巣・卵管

岩下　光利　　PCOS　l

岩本　晃明　　TESE

困

遠藤　俊明　　PCOS　2

日

大須賀　穣

太田　博孝

大場　　隆

岡田　　弘

■

子宮内膜症1

子宮外妊娠2

排卵誘発2

精子

神崎　秀陽　　凍結

目

北川　浩明　　子宮外妊娠1

北澤　正文　　統計

京野　廣一　　多胎

■

久慈　直昭　　卵巣

工藤　正尊　　手術2

蔵本　武志　　ICSI

圏

齊藤　英和　　卵子・胚1

佐藤　孝道　　腫瘍

■

柴原　浩章　　子宮外妊娠

神野　正雄　　カウンセリング3

演題番号 日付

P230～P237　　10月26日（金）

P238～P245　　10月26日（金）

P127～Pl32　　10月25日（木）

16～20　　　　10月25日（木）

P246～P252　　10月26日（金）

Pl56～P160　　10月26日（金）

11～15　　　　10月25日（木）

P223～P229　　10月26日（金）

POI7～PO21　　10月25日（木）

26～30　　　　10月25日（木）

PO22～PO26　　10月25日（木）

P174～P178

P197～P202

Pl48～P155

P102～P107

86～90

10月26日（金）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月25日（木）

10月26日（金）

Pl92～P196　　10月26日（金）

66～70　　　　10月26日（金）

POO1～POO8　　10月25日（木）

PO97～P101　　10月25日（木）

PO58～PO65　　10月25日（木）

PO71～PO76　　10月25日（木）

31～35　　　　10月25日（木）

P203～P209　　10月26日（金）

56～60　　　　10月26日（金）

Pl33～P139　　10月25日（木）

会場

235（345）

開始　終了

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

第3会場

ポスター会場

ポスター会場

第2会場

ポスター会場

ポスター会場

第3会場

14：42～15：30

14：00～14：48

16：27～17：03

9：00～　9：50

14：48～15：30

9：45～10：15

10：40～11　：30

14：00～14：42

9：45～10：15

10：40～11　：30

ポスター会場　　10：15～10：45

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

第4会場

ポスター会場

第3会場

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

9：45～10：15

10：15～10：51

10：33～11　：21

15：45～16：21

10：40～11　：30

9：45～10：15

9：50～10：40

9：45～10：33

16：57～17：27

10133～11：21

16：15～16：51

第4会場　　　　　9：00～9：50

ポスター会場　　10：51～11：33

第2会場　　　　10：40～11・30

ポスター会場　　17：03～17：45



236（346）

座長 演題分類

団

末岡　　浩　　カウンセリング

杉野　法広　　卵子・胚2

■

高桑　好一

高橋　俊文

田原　隆三

■

不育

卵子・発生2

eSET

辻村　　晃　　TESE

堤　　　治　　手術

■

寺川　直樹

寺田　幸弘

寺元　章吉

■

子宮内膜症

男性不妊l

ART（凍結）

富山　達大　　カウンセリング1

困

楢原　久司　　子宮内膜1

囮

林　　直樹　　腹腔鏡下筋腫手術

林伸旨ART（高齢婦人）

■

東口　篤司　　ART（他）

困

深谷　孝夫

福田　　淳

藤井　俊策

藤原　　浩

圖

ART（eSET）

子宮内膜症2

卵子・発生1

子宮内膜

星　　和彦　　精子

目

牧野田　知

増田　　裕

松崎　利也

松田　公志

排卵・ホルモン

男性不妊2

排卵誘発1

精巣静脈瘤

演題番号

71～75

36～40

61～65

PO91～PO96

POO9～PO16

PO77～PO84

46～50

06～10

P253～P258

PO66～PO70

Pl20～Pl26

PO33～PO38

51～55

P167～P173

P217～P222

81～85

P179～P183

PO85～PO90

01～05

21～25

PO27～PO32

P259～P264

P140～P147

Pl14～Pll9

日付

10月26日（金）

10月25日（木）

10月26日（金）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月26日（金）

10月25日（木）

10月26日（金）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月25日（木）

10月26日（金）

10月26日（金）

10月25日（木）

日生殖医会誌52巻4号

会場 開始　終了

場

場
会
会

ヨ
　
て

第
第

10：40～11　：30

9：50～10：40
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7
’
　
－
⊥
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5
9
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ぴ

ピ

　
　
　
ユ

～

～

～

0
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●
　
0
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ザ

ぴ

　
1
　1

　

場

場

　
会
会

場

一

一

会

タ
タ

3
ス
ス

第
ポ
ポ

ポスター会場　　16：51～17：39

第2会場　　　　9：00～9：50

第2会場　　　　9：50～10：40

ポスター会場　　14：00～14：36

ポスター会場　　15：45～16：15

ポスター会場　　15：45～16：27

ポスター会場 9：45｛－10：21

第2会場　　　　9：50～10：40

ポスター会場　　10：51～11：33

ポスター会場　　14：42～15・18

第4会場　　　　9：50～10：40

ポスター会場　　10：15～10：45

ポスター会場　　15：45～16：21

第2会場　　　　　9：00～9：50

第3会場

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

ポスター会場

9：50ヘー10：40

10：45～ll　：21

14：36～15：12

9：45～10：33

16：57～17：33



平成19年10月1日

座長 演題分類 演題番号 日付 会場

237（347）

開始　終了

國

見尾　保幸　　黄体・難治症例

固

望月　　修　　手術1

百枝　幹雄　　子宮内膜2

森本　義晴　　ART（長期培養）

日

柳田　　薫　　精子・精巣

矢野　　哲　　卵巣

目

吉崎　　陽　　先天異常

吉田　　淳　　ART（ラボワーク）

吉田　仁秋　　ART（ラボワーク）

P184～Plgl　　lO月26日（金）　　ポスター会場　　10：45～11：33

PO50～PO57　　10月25日（木）　　ポスター会場　　9：45～10：33

PO39～PO44　　10月25日（木）　　ポスター会場　　10：21～10：57

P210～P216　　10月26日（金）　　ポスター会場　　14：00～14：42

PlO8～P113　　10月25日（木）　　ポスター会場　　16：21～16：57

41～45　　　　10月25日（木）　　第4会場　　　　10：40～11：30

PO45～PO49　　10月25日（木）　　ポスター会場　　10：57～11：27

76～80　　　　10月26日（金）　　第4会場　　　　　9：00～9：50

P161～P166　　10月26日（金）　　ポスター会場　　10：15～10：51
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※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

固

合阪幸三

相澤嘉乃

相野谷陽子

青井陽子

青木淳子

青木陽一

青野展也

青野文仁

青葉幸子

青山直樹

赤石一幸

赤木美香子

明石拓也

明石真美

赤星孝子

赤松芳恵

秋谷　文

秋葉靖雄

秋元　諭

秋山芳晃

秋吉俊明

明楽重夫

芥川　修

阿久津英憲

浅井正子

浅川恭行

朝倉寛之

淺田京子

浅田弘法

浅田裕美

浅田義正

朝野久美子

浅野正子

浅野美幸

芦谷尚子

東口篤司

P150

81，P154

P123，　Pl81

PO69，　PO70，　P169

P141

PO54

41，P186，　P216

28，80，PO85，　PO86

POO4

33，80

39，78，P162，　Pl65

Pl85

P117

P249，　P252

13，26，29，37

23，PO80，　P258

49，67，P122，P138，

P207

P237

PO76

P247

P157

45，63，77，P149

PO26

PO95

46

51

17，44，P104，P130，

P131

P152

01，04，PO87，　PO95，

P237

34，P190

PO78，　P151，P166

P246

52，Pl67，　P180，

P199

46

PO52

48，POO6，　PO33，

PO34

一　般演　題

安達美和

阿部亜佳音

阿部　崇

安部裕司

天方朋子

新井　綾

荒井陽一・

荒金　太

荒木晃子

荒木裕之

荒木康久

荒瀬　透

有地あかね

有馬　薫

粟田松一郎

安齋　憲

安齋純子

安藤寿夫

安藤　索

安藤優織江

■

06，88，P251

PO76

45，63，77，Pl49

P153

POO7，　POO8

PO76

27

57，P201

P121

PO53

PO15

01，04

PO74，　PO79，　P161

POO5，　POl3

13，26，29，37，62，

P106，P217

39，78，P162，　Pl65

75

POO乙POO8，　PO47，

PO71，Pl33，　Pl40

POO2

71

飯田修一　　PO36

飯田麻衣　　PO64，　P170，　P257

家田祥子　　PO86

五十嵐茂雄　61

五十嵐秀樹　P262

井口めぐみ　PO94

池内隆人　　PO82

池田綾子　　07，P175，　P176

池田克己　　PO39

池田美樹　　71

池田有希　　87

池野屋美智子　Pl32

池本　庸　　P116

井坂恵一　　53，PO26

石井　愛　　76

石井絵理　　49，67，P122，　P138

石井美都　　P261

石川香織　　P135

石川聖華　　PO74　P161

241（351）

石川智則

石川智基

石川洋乃

石川博通

石川雅一・

石川雅彦

石島純夫

石田佳江

石塚文平

石原　理

石原広章

石丸忠之

石山めぐみ

石渡　勇

石渡千恵子

和泉俊一郎

泉　陽子

泉谷知明

板倉敦夫

市岡健太郎

市川　剛

市川智彦

市川文雄

伊津野美香

糸井史陽

伊藤啓二朗

伊藤伸一郎

伊藤知華子

伊藤直樹

伊藤秀行

伊東宏絵

伊東裕子

伊藤正則

伊藤昌春

伊藤理廣

伊東宗毅

伊藤めぐむ

伊藤弥生

稲川智子

稲葉憲之

稲葉陽子

乾　裕昭

P226

25，Pl12，　Pll3，　Pl18

84，POO9，　P172

P253

P215

81，P154

21

P191

PO98，　PO99，　Pl92

03，16，43，85

P174

08

PO98，　PO99，　P192

PO94

PO94

58，PO37

PO55

P198，P222

03，43，85

90，P119

P202

P135

52，PO81

10

P151，P166

PO63，　P213

P263

46

PO83

PO85，　P156

53，PO26

P228

PO98，　PO99

PO59

61，P229

15，16，85，PO17，

PO18，　P　144

Pl82

P120

45，63，77，Pl49

P238

07，P175，　P176，　P179

39，78，P162，　P165



242（352）

井埜まり絵

井上統夫

井上正樹

井上正人

井上慶子

井上善仁

猪鼻達仁

今井篤志

今井加納子

今泉有貴

今村健仁

今本　敬

苛原　稔

入谷　明

岩城妙子

岩城雅範

岩城留美子

岩佐　武

岩坂　剛

岩下光利

岩瀬　明

岩田京子

岩田壮吉

岩部富夫

岩本晃明

■

上阪裕香

上罵佐知子

上田一之

植田知博

上野桂子

上野ゆき穂

宇賀神智久

宇賀神奈月

後山尚久

臼井　彰

碓井宏和

宇田川康博

内出一郎

内田昭弘

内田　浩

内野聡美

内野麻美子

内山一男

P192

42，PO49，　P132，

P250

P178

PO57，　P　158

POO2

P233，　P235

P158

PO65

P105

POO7，　POO8

08，42

P135

66，68，PO30

P224

53

P220

P220

66，68，PO30

POO5，　PO13

POO2

POO8，　PO47，　PO50，

PO71，P100，　P133，

P225

38，POO3

PO87

07，P175，　Pl76，　P179

50，PO79，　P　102

P263

PO53

PO46

21，PO84

72，P125，　Pl34

38，POO3

PO56，　PO58

P198，　P222

P248

PO31，P185，　P256

PO48，　P234

PO62

51，PO23

POO1，PO68，　P121

01，04

03，43

P247

28，80，POI6，　PO85，

宇津木希栄

宇津宮隆史

宇都宮裕貴

宇都博文

梅本幸裕

浦上千夏

海野信也

困

江頭昭義

頴川　晋

江口素子

江口有加子

江崎　敬

江副賢二

枝元直子

恵中千晶

蛯名沙織

遠藤　匠

遠藤俊明

遠藤雄史

PO86，　P156

POI7，　PO18

22，35，72，Pl11，

P125，　Pl34，　P230

54，PO58

27

PO82

20，PO27

P215

エンフマダバサンブー

■

黄木詩麗

逢澤純世

大阿久幸子

大井なぎさ

大石　元

大石　瞳

大石美穂

大浦訓章

大垣　彩

大亀真一

大木　泉

大久保毅

大沢政巳

大澤淑子

大島佐江子

大島裕子

大須賀穣

大住哉子

大関千尋

大園誠一郎

太田邦明

太田博明

76，PO28，　P　187

Pll6

PO55

P171

P171

PO91

Pl23，　P181

PO35，　PO61，　P260

P220

Pl35

PO83，　P244

PO72，　PO73

　　　　　40

19，P182

PO76

85，POI8，　P144

P204，　P243

P204，　P243

42，PO49

P237

P247

31，32

PO66

P249，　P252

89，PO　12

46

75，PO87

30

P171

Pl77，　P243

P213

80，PO85

PllO

51，PO23

PO20，　P206

日生殖医会誌52巻4号

太田博孝

太田百恵

大高　究

大谷亜衣

大津英子

大塚未砂子

大月純子

大坪　瞳

大沼　舞

大場　隆

大橋いく子

大橋正和

大原　健

大堀　賢

大道正英

大山　力

大類恵美子

岡　賢二

岡　親弘

岡　奈緒

岡垣竜吾

岡崎雅子

岡島　毅

岡田純子

岡田英孝

岡田潤幸

岡根夏美

岡部美由紀

岡村州博

岡村恵子

岡村佳則

岡本温美

岡本純英

岡本正志

岡本　一

小川　修

小川良雄

沖　利通

荻田和秀

奥　裕嗣

奥井　静

奥島美香

奥田　梓

奥田喜代司

奥津由記

奥野　隆

PO24

P129

Pl85，　P242

P245

22，35，Plll

71，76，PO28，　P　187

PO96

PO28

PO76

57，PO22，　P201

PO75

P264

16

PO78

52，P167，P180，P199

PlO9

P215

47，P205

P254

P255

03，43

P253

P152

84，POO9，　Pl72

79，Pl26，　P163

14

PO94

P248

54，69，PO56，　PO58，

Pl88

PO57

57，PO22，　P201

PO59

P157

P227

P123，P181

90，Pll9

P115

60，PO21，PO60，

Pl83，　P194，　Pl95

P246

23，PO63，　P213，　P258

PO67，　P139

PO67，　Pl39

38，POO3

52

PO98，　PO99，　P192

POI6，　P189，　Pl93，

●



b
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奥山明彦

尾崎智哉

小笹尚子

長田尚夫

小田英之

小田原靖

越智久美子

越知正憲

小野淑子

小野政徳

小野光樹子

尾股定夫

折坂　誠

折出亜希

囲

P202，　P211

21，PO84，　P263

POO4

85，POI7，　PO18，　Pl44

POl6，　PO51，　P193，

P202

04

PO76，　P221

P232

PO91

Pl26

01，04

POIO，　PO67

39

PO97，　P231

PO19

ヵ一ンカレクネワズ

貝嶋弘恒

各務真紀

加々良尚子

香川則子

柿坂はるか

柿沼敏行

柿原正樹

郭　太乙

可西直之

笠井　剛

梶谷　宇

梶原　健

加嶋克則

梶原慶子

霞　弘之

鹿苑摩耶

加田日出美

片岡多恵子

片桐千恵子

片桐由起子

片渕秀隆

片山　映

勝岡洋治

勝畑有紀子

　　　　08，42

33，PO16，　PO86，

P156，P189，P193，

P202，　P211

01

PO28

87

Pl88

PO51，　P202

POO7，　POO8，　P　140

Pl87

P178

40

01

03，43

14

PO14，　PO77，　P210，

P212，　P218

74，P136

10

PO92

P146

07，Pl79

73，PO23，　PO31，

Pl45，　P153，　P159，

P173，P191

57，PO22，　P201

P149

PO81

81，P154

勝股克成

加藤　修

加藤一雄

加藤恵一

加藤未来

加藤雄一郎

門屋英子

金崎春彦

金澤朋扇

金丸道子

金谷裕之

金谷美希

金山尚裕

金子清美

兼子　智

金子武人

金子朋功

假野隆司

鎌田泰彦

上條浩子

神谷恵理

神谷直人

神谷博文

神谷博文

神谷浩行

神山　茂

亀井　清

亀田知美

Coward，　Kevin

河合淳子

河井清佳

河合まや

川内博人

川口由紀恵

川口里恵

川越　淳

川崎彰子

川島秀明

川島将彰

河内谷敏

川野みどり

河野康志

川畑仁美

PO16，　P211

28，33，80，87，89，

PO16，　PO85，　PO86，

P156，　Pl89，　Pl93，

P202，　P211

38，POO3

28，33，87，P178，

Pl89，　P193

Pl41

84，POO9，　P　172

72

POI9

48，POO6，　PO33，　PO34

P124

31，32

P245

PlO9，　P203，　P261

71

14，P253

PO88

PO82

P248

06，88，P251

46

15

Pl35

PO83，　Pl47

P245

PO82

PO54

P237

PO45，　P137

　P107
P105

P215

86

P215

PO33

P247

P262

P123，　P181

Pl85，　P242

P198，　P222

33，POI6，　PO85，

Pl89，　Pl93，　P211

PO48，　P234

PO42，　PO44

Pl26

243（353）

河村俊彦

河村寿宏

河村真紀子

川村　良

瓦林達比古

神崎秀陽

菅藤　哲

目

木内　寛

貴家　剛

菊地　盤

菊池久美子

菊地裕幸

菊地麻衣

菊地真衣子

菊池理仁

岸　郁子

岸　裕司

岸野かなえ

北　直喜

木多寛恵

北尾敬祐

北川浩明

北坂浩也

北澤正文

北島道夫

北島義盛

北出真理

北村栄子

北村修一

北村誠司

北村　衛

北村梨沙

北宅弘太郎

北脇　城

吉川史隆

60，PO21，PO60，

P183，P194，P195

PO38，　PO74，　PO79，

Pl43，　Pl61

PO74，　P161

P142

P233，　P235

79，P126，　P163

27

21，PO84

58

09，55，59，PO29，

P209

Pl52

P216

P220

PO58

80，PO16，　PO85，

PO86，　P211

P237

61

PO64，　P170，　P257

P123，　P181

PO69，　PO70，　P　169

PO52

18，P219，　P241

Pl51，Pl66

P238

08，42，PO49，　PO53，

P132，P250

P244

09，55，59，PO29，

P209

24

P214

PO35，　PO61，P155，

P260，　P264

73，PO23，　PO31，

P145，P153，P159，

P173，　Pl91

P246

PO41

P174

POO8，　PO47，　PO50，

PO71，　PlOO，　P133，

P225



244（354）

木下俊彦

木原真紀

儀保晶子

木村たか子

木村　正

木村俊夫

木村秀崇

木村文則

許　錦文

京野廣一・

清川加奈子

清水美代

金城　洋

■

久具宏司

草薙康城

久慈直昭

楠比呂志

楠原淳子

工藤　晶

工藤智子

工藤美樹

久野達也

久保敏子

久保春海

久保島美佳

久保田和子

久保田俊郎

窪田裕樹

熊谷志麻

熊谷晶子

熊谷　恵

熊切　順

熊澤恵一

倉智博久

蔵本武志

栗城瑛子

黒田恵司

黒田知子

黒田勇二

黒滝陽子

桑田　愛

P185，　P242

87，PO48，　P234

60，PO21，PO60，

Pl83，　P194，　P195

P203

P246

P263

12，65

05，10

PO39

27，P129

PO45，　P137

Pl74

P171

P227

PO59

PO95

13，26，29，37，62，

P106

P240

P135

PO76

PO66

P238

PO75

P185，P256

71

P229

P226

PO82，　P　107

27

PO81

44

09，55，59，PO29，

P209

P246

P262

71，76，PO28，　P　120，

P187

P165

09，55，59，PO29，

P209

33

PO57

PlO3

PO10，　PO67，　Pl39

鍬田恵里

桑原　章

桑原真弓

桑原慶充

桑山正成

■

13，26，29，37，62，

P106

66

P151，P166

45，63，77，P149

28，33，87，89，PO85

己斐秀樹　　P168

小泉あずさ　PO14，　PO77，　P210，

　　　　　　P212，　P218

小泉幸司　　PO59

小泉美奈子　02，P223

高　栄哲　　24

幸池明希子　31，32

国府田きよ子　P150

幸田百合子　84，POO9，　P172

合田　幸　　23

河内山まどか　P232

香山浩二　　74，PlO1，Pl36

郡健二郎　　PO82，　PlO7

古賀美佳　　PO88

古賀　実　　P263

苔口昭次　　70，83，PO55

越田光伸　　47

小島加代子　POO5，　PO13

小島聡子　　P135

児島梨絵子　Pl82

小辻文和　　PO97，　P231

後藤亜紀　　30

後藤　栄　　70，83，PO55

後藤哲也　　P254

後藤智子　　PO20，　P206

後藤真紀　　POO8，　PO47，　PO50，

　　　　　　PO71，　P　100，　P　133，

　　　　　　P225

後藤美紀　　P227

小西郁生　　47，P205

小西康博　　P237

小林眞一郎　P101

小林　保　　PO16，　P211

小林優子　　09，55，59，PO29，

　　　　　　P209
小林善宗　　PO57，　PO64，　P158，

　　　　　　Pl70，　P257

小牧麻美　　57

小松雅博　　49，P122，　Pl38，

　　　　　　P207
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駒場理恵

小無田明美

小森和彦

小森慎二

呉屋憲一

小山　哲

小山伸夫

近藤一・成

近藤憲一

近藤貴稔

近藤朋子

近藤　有

固

斉藤克幸

斉藤寿一郎

斎藤隆和

斉藤　創

齋藤　豪

齋藤智博

齊藤英和

齋藤　洋

斉藤正博

斎藤　学

斉藤　学

齋藤有理

佐伯和弘

佐伯和美

坂井和貴

酒井　操

榊原重久

榊原秀也

酒見智子

坂本英雄

阪本祐一

坂本ルミ

佐久本哲郎

櫻井友義

笹　秀典

笹尾拓己

佐々木愛子

佐々木恵子

佐々木昌一・

POI5

Pl57

21，PO84

74，P101，Pl36

58，PO35，　PO37，

PO61，　P155，　P260

P227

57

Pl23，　Pl81

20

P181

PO88

25，Pll2，　P113，

Pl18

P115

P192

P240

PO36

P244

P185，　P242

19，Pl82

P197

15，16，85，PO17，

POI8，　P144

48

POO6，　PO34

P129

P224

P135

82，POI　l

P134

POO7，　POO8，　P　140

81，P154

49，67，Pl22，　Pl38，

P207

P115

25，Pl12，　P113，

P118

POO1，PO68，　P　121

P208

47，75，PO87

P105

PO83

06，88，P251

Pl29

PO82

‘
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佐々木直子

佐々木春明

佐々木将

佐々木美緒

佐々木由香

指山実千代

佐藤晶子

佐藤　綾

佐藤英明

佐藤和文

佐藤嘉兵

佐藤健二

佐藤孝道

佐藤　卓

佐藤　剛

佐藤　力

佐藤奈加子

佐藤久子

佐藤博子

佐藤博久

佐藤二葉

佐藤仁彦

佐藤　学

猿賀まち子

澤井英明

澤田富夫

山海　直

■

塩川素子

塩島　聡

塩田恭子

塩谷雅英

繁田　実

重政みのり

七条武志

七里泰正

篠田多加子

篠原一朝

篠原宏枝

篠原真理子

柴田大二郎

柴田典子

柴原浩章

渋井幸裕

PO31，P256

P115

PO36

Pl51，　P166

73，PO31，P145，　P　173

72，P125，P134

22，35，P111

81，P154

41

POO4

77，PO92

PO87，　P253

49，67，P122，　P138，

P207

47，PO87

PO82

P197

Pl81

22，35，Plll

POO7，　P133，　P220

75

PO53

P114

P224，　P232

PO64，　P170，　P257

74，P136

47，PO62

PO92

P145，P153，P191

POO4

49，67，Pl22，　P138，

P207

47，70，83，PO39，

PO55

PO10，　PO67，　P139

P170

P115

P104

P125

P189，P193，P211

POO7

57

POO8，　PO71

57

56，P152

73，PO23，　PO31，

渋谷伸一

澁谷裕美

島田和彦

島津由加里

島貫洋人

嶋村勝典

清水清美

清水恵子

清水聖子

清水雅司

清水康史

清水良彦

志村陶子

下井華代

下井貴司

徐　　泳

庄司博子

生水真紀夫

正田朋子

白井安砂子

城田京子

新川唯彦

神野正雄

新谷光央

団

末岡　浩

末永昭彦

末吉智博

菅かほり

菅沼信彦

菅谷　健

菅原かな

菅原可奈子

菅原準一

菅原延夫

杉　俊隆

杉浦真弓

杉岡美智代

杉野法広

杉原一廣

杉原研吾

杉村和代

Pl45，　P153，　P159，

Pl73，　P191

POO4

POO2

56

40

55，59，P209

34，P184，P190

P130，　P131

06，88，P251

PO20，　P206

P261

P226

05，PO43

38，POO3

P126

Pl64

Pl74

P157

87，PO48，　P234

PO93

Pl71

P233，　P235

P208

20，PO27

60，PO21，PO60，

Pl83，　P194，　Pl95

47，75，PO87

15，16，85，POI7，

PO18，　P144

89

PO74，　P　161

POO7，　PO45，　Pl37，

P203

P160

P253

P129

27

PO15

64

PO82

76，PO28，　Pl87

34，PO46，　P190

PlO9，　P203

31，32，P164，P232

P200

245（355）

杉村智史

杉本　到

杉本和宏

杉本公平

杉本利幸

杉山修成

杉山　武

杉山里英

杉山カー

鈴木昭久

鈴木吉也

鈴木恭輔

鈴木孝明

鈴木隆弘

鈴木達也

鈴木範子

鈴木寛規

鈴木裕美

鈴木ひろみ

鈴木啓悦

鈴木雅洲

鈴木真梨子

鈴木光明

鈴木　雅

鈴木康夫

鈴木有香

鈴木幸成

須藤文子

角田朝美

住友夏世

陶山真美

諏訪友美

固

清田圭子

瀬川智也

関　博之

関美穂子

千木野みわ

妹尾匡人

銭　暁喬

41

PO35，　PO61，Pl55，

P260

24

P240

84，POO9，　Pl72

79，P163

PO35，　PO61，　P155，

P260，　P264

PO26，　Pl71

P171

P205

PO56

PO47，　PO50，　PlOO，

P133，P225

Pl60

58，PO37

P152

POO7，　POO8，　P140

30，P103

P168

24

P135

PO36，　P188

40

56，P152

PO50，　PO71，P100，

P133

Pl28，　P148

P171

30，P103

66

P258

66

PO25

P171

30，P103

33，PO16，　PO85，

P156，P189，　P193，

P211

15，16，85，PO17，

PO18，　P　144

18，P219，　P241

81，Pl54

PO57，　P158

57



246（356）

先久　幸　　POO1，PO68，　P121

千石一雄　　P200

目

宗　晶子

宗田　武

曽根君恵

園田桃代

園原めぐみ

囲

高美貴子

高井　泰

高江正道

高尾徹也

高倉哲司

高桑好一

高坂　哲

高崎彰久

高階俊光

高島明子

高島邦僚

田頭由紀子

高瀬和江

高田佳世子

高田玲子

高田　全

高田智美

高田晋吾

高野裕子

高橋暁子

高橋絵里

高橋香織

高橋和子

高橋敬一

高橋健太郎

高橋重智

高橋　純

高橋俊介

高橋俊文

高橋尚美

高橋典子

高林香代子

高松　潔

73，PO23，　PO31，

P145，　P153，　Pl59，

Pl73，　Pl91，P256

90，Pl19

PO51

PO63，　P213，　P258

PO78，　P151，　P166

POI2

15，16，85，PO17，

PO18，　P144

PO98，　PO99

21，PO84

P160

14，P249，　P252

Pll6

34，Pl84，　P190

48，POO6，　PO34

Pl85，　P242

81，P154

07，P175，P176

P181

P109，P203

PO10，　PO67

P240

P158

21，PO84

P158

30，PlO3

P240

75

P158

47，Pl35

05，10，PO43

PO36

PO35，　PO61，　P　155，

P260

20，PO27

P262

54

PO25

84，POO9，　P　172

P253

高見澤聡

高山優子

滝上知里

滝川幸子

竹内欽哉

竹内茂人

武内裕之

竹下千恵

竹下俊行

竹下直樹

竹田恵子

竹田　省

武田信好

竹谷俊明

武谷雄二

竹中亜希

竹中　裕

竹中泰子

武信尚史

竹原祐志

竹村由里

竹本洋一・

竹山　智

竹山政美

田嶋公久

田島敏樹

田島博人

田島麻記子

田代浩徳

立花郁雄

橘　直之

立花眞仁

辰巳佳史

立秋優子

田中耕平

田中　温

田中威づみ

田中久美子

P152

87

PO69，　PO70，　P169

PO47，　PO50，　PlOO，

Pl33，　P225

PlO9，　P203

P160

09，55，59，PO29，

P209

38，POO3

45，63，77，P149

73，PO31，P145，

Pl53，　Pl59，　P173

P127

09，55，59，PO29，

P209

PO76

34，Pl90

02，P177，P204，

P223，　P227，　P243

82，POIl

Pl97

07，Pl75，　P176，　Pl79

PlO1，Pl36

28，33，87，POI6，

PO85，　PO86，　P189，

P193，P211

P177

13，26，29，37，62，

P106

14

P263

PO97，　P231

Pl77

PO87

P226

PO22，　P201

PO36

Pl52

54，69，PO56，　PO58

46

23，P258

PO36

13，26，29，37，62，

P106，P217

13，26，29，37，62，

P106，P217

P168
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田中啓子

田中憲一

田中忠夫

田中俊明

田中稔生

田中智子

田中紀子

田中教文

田中美穂

田中恵美

田中祐子

谷内麻子

谷垣伸治

谷垣礼子

谷口　憲

谷口文紀

谷口遼馬

谷村　悟

田畑知沙

田畑光恵

玉川朝治

田宮　親

田村　純

田村博史

田村総子

田村みどり

田谷順子

樽井幸与

俵　史子

段　亜儒

■

76

14，P249，　P252

P240，　P247

PO83

P105

P123，　Pl81

17，44，P104

PO66

30，PlO3

P147，P245

P221

Pl92

P253

PO87

Pl90

07，Pl75，　P176，　P179

PO92，　P141

P196

P246

PO57，　Pl58

PO94

Pl45，　P153，　Pl59，

P191

P129

34，P190

Pl51，　P166

PO98，　PO99，　P　192

43

31，32

P261

10

地崎竜介　　P114

張　　慶　　P246

■

立木　都

塚越静香

塚崎あずさ

塚田和彦

塚本泰司

佃　笑美

辻　　勲

辻俊一郎

辻　敏徳

辻　祐治

辻　陽子

P151，P166

PO57，　Pl58

POO5，　POI3

PO62

PO83

P258

36，P146

PO43

P128，P148

P259

23，PO80，　PO90

●
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辻村　晃

土屋雄彦

土山修治

筒井建紀

都築知代

堤　　治

堤　　亮

角田みか

鶴田千鶴

出浦伊万里

寺井一隆

寺川直樹

寺田央巳

寺田幸弘

寺西明子

寺元章吉

■

堂地　勉

當仲正丈

東梅久子

時枝由布子

土信田雅一

刀禰美那子

登内恵美

富永敏朗

富山達大

富山僚子

戸屋真由美

豊北美穂

鳥居正子

困

永井　泰

永井利佳

永石匡司

中江光博

中岡義晴

長岡由紀子

中潟直己

中川浩次

21，PO84，　P263

51

PO88

P246

46

02，P204，　P223，　P227

02，P223

P201

Pl57

P179

50，PO79，　P102

07，P175，　Pl76，　Pl79

P110

54，69，PO56，　PO58，’

P188

PO10，　PO67，　Pl39

28，80，87，89，PO16，

PO85，　P202

60，PO21，PO60，

P183，　Pl94，　P195

79，P163

18，P219，　P241

PO94

27

PO69，　PO70，　P169

P171

PO32，　P239

PO14，　PO77，　P210，

P212，　P218

45，63，77，P149

27

P214

86

PO96

P151，Pl66

PO51，P202

60，PO21，　PO60，

P183，　Pl94，　Pl95

31，32，P164，　P232

P130，P131

PO88

19，P182

中川博之

中川真喜子

中川佳子

長木美幸

中込　才

中澤史子

中澤留美

長澤邦彦

中島　章

中島亜矢子

長島　隆

長嶋比呂志

長嶋有希子

永島百合子

中條友紀子

永瀬浩喜

中田久美子

仲田正之

中塚幹也

中野　隆

中野英之

中野　真

中野眞佐男

中野　勝

永野　舞

中林　章

中林　稔

永渕恵美子

中村絵里

中村公彦

中村　静

中村拓実

中村忠治

中村寛子

中村裕美

中村康彦

中山治郎

中山貴弘

中山雅博

長山由佳

永吉　基

永吉裕三子

奈須家栄

鍋田基生

並木幹夫

納谷幸男

楢原久司

P253

Pl68

PO88

22，Plll

P142

02，P223

82，POll
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文野多江子
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古殿正子

古谷健一・

古屋　智

■

逸見博文

囲

保坂　猛
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本田育子

本田律生

本間寛之

目

前川　亮

前田基子

前多亜紀子

前田俊浩

前田長正

前田真知子

前田雄司

前村俊満

牧田涼子

牧野亜衣子

牧野康男

牧野田知

牧原夏子

牧村紀子

眞崎暁子

PO10，　PO67，　P139

PO65

PO42，　PO44

P248

P105

18，P219，　P241

48，POO6，　PO33，

PO34

PO76，　PO99，　P221

40，PO93

36，P146

P238

P129

36，P224

02，P223

PO57

74，P136

P164

Pl79

19，P182

P200

P208

PO41，　P　174

PO57，　PO64，　P170，

P257

57，PO22，　P201

P244

PO46

P245

PO　12

PO83

P198，　P222

PO15

24

51，PO23，　P153，　P159

POO5，　PO13

PO82

PO51

P230

PO52

P105

POO5，　PO13

増崎英明

増田　裕

町田宏美

町屋　礼

松井　葵

松浦広明

松浦眞彦

松浦利絵子

松江陽一

松尾則子

松岡亜希
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252（362） 日生殖医会誌　52巻4号

「第9回RMB（生殖医学・生物学）研究会シンポジウム」

プログラム

日　時：平成20年1月12日（土）14：00～16：55

会　場：主婦会館プラザエフ

　　　　東京都千代田区六番町15番地（電話：03－3265－8111）

世話人：RMB編集委員

　　　　代表世話人　　　　今井　　裕

　　　　第9回当番世話人　三浦　一陽

会費：1，000円

　　　　※生殖医療指導医の方は，10点のポイントになりますので，IDカードをご持参下さい．

共　催：持田製薬株式会社

14：00～14：05　開会挨拶　今井　　裕（京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻生殖生物学）

基礎領域　講演予定者（精子に関する）

①久保田浩司　准教授（北里大学　獣医学部細胞工学研究室）

　「マウスの精子幹細胞研究（仮題）」

②小林　秀行　助教（東邦大学泌尿器科）

　「ヒトの精子幹細胞研究（仮題）」

●

産婦人科領域　講演予定者

③楢原　久司　教授（大分大学医学部　産科婦人科　生体分子構造機能制御講座）

　「生殖機構における血小板活性化因子の役割（仮題）」

④小森　慎二　准教授（兵庫医科大学産科婦人科）

　「抗精子抗体と不妊（仮題）」

⑤藤ノ木政勝　助教（濁協医科大学生理学生体制御）

　「ホルモンによる精子受精能の調節（仮題）」

16：50～16：55　閉会挨拶

シンポジウム終了後に交流会を行います．是非ご参加ください．

生殖医療指導医の皆様へ

　本シンポジウムに参加した場合，　日本生殖医学会生殖医療指導医更新ポイント10点を加算いたします．

当日は受付にてIDカードをご提示ください．

●

　　　RMB（生殖医学・生物学）研究会
共催
　　　持田製薬株式会社
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卵巣に関する国際カンファレンス2007

一The　lnternational　Ovarian　Conference　2007一

本年度で5回目を迎える卵巣に関する国際カンファレンスは，箱根にて下記の通り開催する運びとなり

ました．国内外から多くの講師を招き，卵巣研究を担うに相応しい講演内容，教育セミナーにご期待いただ

きたく，企画・準備を進めております．多くの方々の参加をお待ちいたしております．

〈開催概要〉

後
期

会

代表世話人

援：聖マリアンナ医科大学

日：2007年11月2日（金）13：30～17：25（予定）

　　2007年11月3日（土）　9：00～18：20（予定）

場：Prince　Grand　Resort　Hakone（旧・箱根プリンスホテル）

　　〒250－0592　神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144

　　TEL：0460－83－3111　FAX：0460－83－7616

　：石塚　文平（聖マリアンナ医科大学）

■

＜プログラム概要＞

11月2日（金）

Session　I：ARTのための卵巣基礎講座（日本語セッション）

　　　　　共催：日本臨床エンブリオロジスト学会

Session　II：Special　Lecture

●

11月3日（土）

Session　I：Basic　Ovarian　Physiology

Session　II：Ovarian　Cancer　Related　Topics

　　　　　（Luncheon　Seminar）

Session　III：Future　Prospects　in　ART

Session　IV：ES　Cell　Research

〈参加登録要項〉

事前参加申込費：32，000円（医師・研究職）17，000円（研修医・エンブリオロジスト・学生等）

当日参加申込費：35，000円（医師・研究職）20，000円（研修医・エンブリオロジスト・学生等）

事前申込締切：2007年10月5日（金）
　　　　　　　※締切日以降の参加申込は当日会場にて受付致します．

定　　　　　員：250名（定員になり次第締切らせて頂きます）

参加申込方法：下記ウェブサイトの「参加登録・宿泊」画面より，参加申込用紙（PDF）をダウン

　　　　　　　ロードの上，必要事項をご記入後，下記事務局宛てにファックスにてお送りくださ

　　　　　　　い，

お支払い方法：下記ウェブサイトをご参照ください．

〈お問い合わせ先〉

卵巣に関する国際カンファレンス事務局

（聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室内）

〒216－8511　神奈川県川崎市宮前区管生2－16－1

TEL　O44－977－8111（内線3327）FAX：044－977－2944

E－mail：ov－conf＠jtbcom．cojp

URL：http：／／wwv肌ov－confjtbcom．cojp
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◎2007Japan　Society　for　Reproductive　Medicine
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