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第54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54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．

学会テーマ：生殖医療一男と女のハーモニー一

会期：2009年11月21日（土）：幹事会，理事会

　　　　　　　　　　22日（日）：学術講演会，総会（代議員会），懇親会

　　　　　　　　　　23日（月）：研修会，学術講演会

会場：石川県立音楽堂，ANAクラウンプラザホテル金沢

　　　　住所：〒920－0856石川県金沢市昭和町20－1（音楽堂）

　　　　電話：（076）232－8111

プログラム概要（予定）：

特別講演………1）加藤　修（加藤レディスクリニック　院長）

　　　　　　　2）鳥居　隆三（滋賀医大）

　招請講演………1）Dr　Sherman　J，　Silber（Ovarian　tissue　transplantation）

　　　　　　　2）DエSerdar　Bulun（Endometriosis）

　　　　　　　3）Dr　Csilla　Krausz（Y　chromosome　and　male　infertility）予定

　　　　　　　4）D蛤Nikolaos　Sofikitis（TESE）

　教育講演………代理母，アロマターゼと不妊，男性不妊とARTの実際

　シンポジウム（スポンサード・シンポジウム含む）

　　癌患者と生殖補助医療，妊孕性温存治療，調節卵巣刺激の実際男と女のせめぎあいのgenomic　im－

　　printing女と男の性（さが）

演題登録期間：2009年5月13日（水）～6月17日（水）

　　　　　　　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：事前参加登録はありません．

＊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．

　　　　　　　　　　　平成20年9月

第54回日本生殖医学会総会・学術講演会

　　　　会長　井上　正樹，並木　幹夫

大会に関するお問合せ先

　　　第54回日本生殖医学会総会・学術講演会　運営事務局

　　　〒920－8640石川県金沢市宝町13－1

　　　金沢大学医学部産婦人科学教室内（担当：小池水上）

　　　金沢大学医学部泌尿器科学教室内（担当：高，井後）

　　　TEL：076－265－2425　FAX：076－234－4266

　　　E－mai1：jsrm54＠adfukudajp



平成21年度日本生殖医学会生殖医療専門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21年度生殖医療専門医の認定試験

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．

己一言
口

試験日程 期日：平成21年12月（予定）

場所：未定

※詳細は，第2回会告および当学会HPにてお知らせ致します

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）生殖医療専門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20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



　　　　　　　　第53回

日本生殖医学会総会・学術講演会

プログラム

会期：2008年10月23日（木）・24日（金）

会場：神戸国際会議場

会長：香山浩二（兵庫医科大学産科婦人科教授）
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第53回　日本生殖医学会総会・学術講演会にあたって

　第53回　日本生殖医学会総会・学術講演会を兵庫医科大学で担当させて

頂くことになり，大変光栄に存じます．会期は平成20年10月23日（木）・

24日（金）で，神戸市の神戸国際会議場で開催させて頂きます．

　最近の生殖医学・医療の進歩は著しく，不妊夫婦にとって大きな福音と

なって参りましたが，急速な医療技術の発展・進歩はまた新たな問題点も提

起してきております．本学講演会ではプログラムの作成に当たり，生殖生物

学の基礎研究に基づいた生殖医学の発展に取り組んできた日本生殖医学会

（旧名　日本不妊学会）の伝統に基づいて，基礎（医学系，農学系，理学系）と臨床（泌尿器科，

産婦人科，畜産系）の研究者，並びに生殖医療従事者が一堂に会して，基礎的な生殖医学から先端

的な生殖補助医療技術，それから派生した社会的・倫理的な問題まで討議できるように配慮いたし

ました．

　特別講演として大阪大学免疫学フロンティア研究センターの審良静男教授に自然免疫の最近の進

歩についてお話し頂きます．また招請講演としてCornell大学泌尿器科教授のDr　Peter　N　Schlegel

にEvolution　of　concepts　in　non－obstructive　azoospermia，　Monash大学産婦人科教授のDL　David

LHealyにThe　BESST　babies　after　IVF，　Merck－Serono　International　SA，　Scientific　Affairsの

Vice　PresidentであるDr．　Colin　M　HowlesにRecent　Advances　in　Controlled　Ovarian　Stimulation

regimens　in　OI／ART，そしてlnstitute　of　Human　Genetics，　Poland　Academic　of　ScienceのProf

Maciej　K　KurpiszにStrategies　to　delineate　novel　sperm　entities　for　possible　use　in　immunologi－

cal　contraceptionについて御講演を頂くことになっております．その他，教育講演（7題），シンポ

ジウム（5題），スポンサードシンポジウム（3題），ワークショップ（2題），ランチョンセミナー

（8題）を予定しております．また，学術講i演会の前日10月22日（水）には日本不妊予防協会理事

長　久保春海先生と神戸新聞社論説委員の慶山充夫氏の司会で「ライフスタイルと不妊予防」につ

いての市民公開講座を開催させて頂きます．

　一般演題も口演発表として4会場，2日間で72題ポスター発表は3会場，2日間（終日）で309

題を予定致しておりますので，多数の会員にご出席頂き，活発な討議をお願い申し上げます．

　神戸は瀬戸内海に面し，市内を東西に走る六甲山系を有し，豊かな自然に恵まれた異国情緒豊か

な国際的港町です．神戸国際会議場は瀬戸内海にできた人工島ポートアイランドに位置し，平成18

年2月には同じポートアイランドに神戸空港もオープンし，北海道，東京，九州からのアクセスも

大変便利になりました．教室員一同，多数の先生方のこ来神を心よりお待ち申し上げております．

第53回日本生殖医学会総会・学術講演会

　　　　　　会長　香　山　浩　二
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　　　　　　　　　　　　　　日　程　概　要

　学術講演会

　　　会期：平成20年10月23日（木）・24日（金）

　　　会場：神戸国際会議場

　　　　　　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－9－1

　　　　　　TELO78（302）5200　FAXO78（302）6485

　総会（代議員会）

　　　日時：10月23日（木）13時05分～14時05分
　　　会場：神戸国際会議場1Fメインホール【第1会場】

　幹事会

　　　日時：10月22日（水）14時30分～15時50分
　　　会場：神戸ポートピアホテル南館16F　レインボー

　理事会

　　　日時：10月22日（水）16時00分～17時30分

　　　会場：神戸ポートピアホテル南館16F　レインボー

　新理事会

　　　日時：10月24日（金）12時00分～13時00分

　　　会場：神戸国際会議場4F　403

　総懇親会

　　　日時：10月23日（木）18時30分～20時30分
　　　会場：神戸ポートピアホテル南館1F　大輪田

　市民公開講座

　　　日時：10月22日（水）14時00分～17時00分
　　　会場：兵庫県医師会館

日生殖医会誌　53巻4号
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2時間14分 2時間48分

● 67分

●

関西国際空港

神戸空港
●

●

＜姫路 山陽新幹線 　　　　’舞新神戸駅　　　　　　〉新大阪
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　　　　　　　三宮駅
　　　　　”（三ノ宮［JRD
　　，　　’

　　　　　　　　鍵
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　　　　　　　　華

噛ぷ≠　
芦大阪

　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　

　　　　　黒・騰撫鞍纏
生田川1．C．

京橋lC．　　　　　蒸

漸鐸灘鎌・一一
　　一一一1獲
　　　　　神戸大橋蓑　ポートライナー

　　　　　　＿「難
　　　　　　　　逮

阪神高速神戸線

●

レ阪神高速
　湾岸線

神戸空港駅

需一目緒▲

　　　　濠

騨神戸ボートσホ噸

ポートアイランド

神戸空港

■駅からのアクセス

●JR新神戸駅から

　・地下鉄で三宮まで約3分
　　ポートライナーで約10分（市民広場駅下車）

　※新幹線は、東京～新神戸間上り下りとも各33本／日

●三宮駅から

　・ポートライナーで約10分（市民広場駅下車）

　・バスで約10分

　※三宮駅には、JR神戸線、阪急、阪神、神戸市営地下鉄、

　　ポートライナー、バスの各路線が乗り入れております。

　※ポートライナーは、平日7～9時は約3分間隔
　　日中は6分間隔で運転されています。

■神戸空港からのアクセス
　・ポートライナーで約10分（市民広場駅下車）

公共交通機関をご利用ください
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会場案内図

神戸国際会議場
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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（神戸国際会議場1階　ホワイエ）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．

　　医学生および研修医の方は参加無料です．受付は総合受付（神戸国際会議場1階　ホワイエ）となります．

　　※当日，学生証・研修医の身分証明書あるいは指導医師（署名及び捺印のある）の証明書のいずれかを必ずお

　　持ちください．

●

●

受付時間：10月23日（木）8：00～17：00

　　　　　10月24日（金）8：00～16：00

○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．）

○ランチョンセミナー

　　今回，ランチョンセミナーにご参加いただくにあたって，入場整理券を配布いたします．

　　先着順にお配りし，人場整理券をお持ちの方より優先的に入場となりますので，あらかじめご了承ください．

　　配布時間：10月23日（木）8：00～11145

　　　　　　　10月24日（金）8：00～11：45

　　配布場所：神戸国際会議場B1階　ロビー
●

○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20年10月23日（木）18：30～20：30
　　　場所：ポートピアホテル南館1階【大輪田】

　　　参加費：6，000円

　　　　　　　医学生・研修医の方は無料です．

●

○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．

○　生殖医療専門医の皆様へ

　　第53回日本生殖医学会で以下の講演・講習会を受講された方には，日本生殖医学会医療従事者ポイントを加

　　算します．専門医IDカードを忘れずにお持ちいただき，受付にてご提示ください．

　　・第53回日本生殖医学会総会・学術講演会に参加（参加費10ρ00円）……・…………・……・…10点

　　・10月25日（土）に専門医講習会を受講（受講費10000円）　・・…………・・…・……………・…30点

　　会場：神戸国際会議場3F国際会議室

　　講i習会プログラム：　8：30～9：00　　藤澤　正人　講師　「男性不妊症」

　　　　　　　　　　　　9：00～9：30　朝倉　寛之　講師　「ART」

　　　　　　　　　　　　9：30～10：00　　三春　範夫　講師　「生殖医療における遺伝の基礎」

　　　　　　　　　　　　10：00～10：30　　吉村　泰典　講師　「生殖医療と倫理」

　　※当日は，専門医IDカードのほか，日本生殖医学会事務局よりお送りした受講票を忘れずにお持ちいただき，

　　　会場入り口の講習会受付で，入室時および退出時にご提示ください．

●

●

○企業展示のご案内

　　・学会開催中，3Fレセプションホールならびに4Fラウンジにおきまして企業展示を開催いたしますので，

　　　皆様ふるってご参加ください，企業展示会場内には，ドリンクコーナーをご用意しておりますので，ぜひご

　　　利用ください． ●
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○司会・座長（一般演題　ロ演／ポスター）の先生方へのお知らせ

　　参加費（10，000円）の納入は，司会・座長受付（神戸国際会議場3Fエントランスホール）にてお納めください．

受付時間　10月23日（木）8：00～17：00

　　　　　10月24日（金）8：00～16：00

司会・一般演題（口演）の座長は，セッション開始15分前までに，発表会場内前方右手の司会・座長席にお

付きの上，進行係にお声をお掛けください．

一般演題（ポスター）の座長は，ポスター受付（5Fラウンジ）にセッション開始30分前までにお越しの上，

15分前に発表ポスターの前にお越しください．

セッションの進行につきましては，司会・座長に一任いたします．

一般演題（口演）は，発表7分，討論3分の計10分／一般演題（ポスター）は，発表4分，討論3分の計7分

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（ロ演発表）発表者へのお知らせ

　（1）受付

　　　参加費（10，000円）の納入は，演者受付（神戸国際会議場3Fエントランスホール）にてお納めください．

　　　受付時間：10月23日（木）8：00～17：00

　　　　　　　　10月24日（金）8：00～16：00

　・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．

　・セッション開始時間の45分前までにPC受付（神戸国際会議場3Fエントランスホール）へPCまたはデータ

　　をご持参の上，お越しください．受付終了後，PCオペレーター立会いのもとで動作確認（試写）を行なって

　　ください．

　・試写終了後，15分前までに各会場内前方左手のPCデスクにお声をお掛けの上，次演者席にお着きください．

　・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．

　（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　XP以上），　Macintosh（Mac　OS　10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．



10（134）

和文：MS明朝，平成明朝，　MSゴシック，平成ゴシック，　OSAKA等

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

日生殖医会誌53巻4号

●

★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．

　①PC（ノートパソコン）

　　出来るだけ日頃ご自身がご使用のPC（ノートパソコン）をご持参ください．　PowerPoint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．

　③PC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．

　④PCの設定

　　PCは起動時にモニターを改めて認識するものがほとんどです．円滑な運営のため，試写後は発表までPCの

　　電源を落とさないでください．そのため発表終了までバッテリーで駆動できるよう充電状態にもご注意くださ

　　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接続と操作

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

　　けのキーボードとマウスにて演者ご自身で操作願います．

●

●

●

●

○一般演題（ポスター発表）発表者へのお知らせ

　・参加費の納入は，演者受付（神戸国際会議場3Fエントランスホール）にてお納めください．

　　受付時間：10月23日（木）8：00～17：00

　　　　　　　10月24日（金）8：00～16：00

　・参加受付終了後，ポスター受付（5Fラウンジ）にお越しの上，各所定の位置にポスターを貼付してください．

　・セッション開始時間の15分前には，ご自身のポスター前で待機してください．

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3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

●

月　日 掲示 発表・討論 閲覧 発表・討論 撤去

10月23日（木） 9：00－10：30 10：30－12：00 13：00－16：00 16：00－17：30 17：30－18：15

10月24日（金） 9：00－10：30 10130－12：00 13：00－15：00 15：00－16：30 16：30－17：15

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．
●

●



●

●

●

●
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★ポスター展示要領

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

　　演者は表題として，演題名，所属演者名（発表演者に○）を明記したものを縦20cm，横70cm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160cm，横90cm内であれば，枚数に制限はありません．

　　　　　　　　　　　　20cm　　　　　　　　　70cm

20cm

160cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90cm

連絡先　第53回日本生殖医学会総会事務局

　　　　〒663－8501　西宮市武庫川町1－1

　　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　TEL：0798－45－6481／FAX：0798－46－4163

　　　　　　　　　　E－mail　l　53jsrm－kobe＠congre．cojp

●

●

●
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第1日目 10月23日（木） 神戸国際会議場

　　第1会場
メインホール　1階

　　第2会場

国際会議室　3階

　　第3会場

401十402　4階
葺．：　．　，る溺・噸口鰹ぷ、弥ぶ繊※影

850～900　開会式 鱒羅講嚢苺講鍵馨難葦灘
鞍轟懸灘繊…灘灘灘灘難難　　　　　剖　　W¢　　　　　　　　　　　ソ　　　「せ　絃　　く　ぺ　　W奈玄哀笈旅ざ

　　900～950
卵子・卵胞発育（01～05）

　　座長　末岡　浩

900～940
精子（10～13）

座長松田公志

　　　900～9．50
受精・胚・着床1（19～23）

　　　座長楢原久司

950～1030
ART　l（06～09）

座長加藤　修

　940～1030
男性不妊（14～18）

　座長市川智彦
　　950～1030
受精・胚・着床H（24～27）
　　座長　宇津宮隆史

．　　一　　　　　　右葦　＿　　　m＿　　　　　丁

難聾繋費ミ欝嚢糠ン　…　　　　　　　1035～11’25
　　　　　　　　招請講演1
Strategles　to　dellneate　nOvel　sPerm　entltles　for

posslble　use　ln　lmmunologlcal　contraceptlon

　　　　　　　司会鈴木秋悦
　　　　　演者　MaCle　KκurPlsz

　　　　1030～1200
　　スポンサードシンポジウム1

　　Gonadotropln自己注射
　　司会　苛原　稔　並木幹夫
　　演者　松崎利也　森本義晴

　　　　　岡田弘
共催、シェリングプラウ株式会社
　　　（1日　日本オルガノン株式会社）

　　　　　　　1045～1145
　　　　　　　　ビデオ放映
「腹腔鏡下手術一妊孕能を考慮した手術内容から一」

　　　　　製作・編集　伊熊健一郎

∨〉1130～1200　教育講演1
　　　生と死の生命倫理
司会　田中俊誠　演者　森　崇英 藁、　難撫鞘1欝灘

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　　　S

　　　　　　　　　　　シ　　　蘂　　ボ　　　　　叉　w
〉“ ・　。凛鰍繍　瀦　　　　　　ナ　　“　・ 治捲燕繰熱蝋

　　1210～1300
　　ランチョンセミナー1
子宮内膜症と腹腔内免疫応答
　　　司会神崎秀陽
　　　演者深谷孝夫
　共催持田製薬株式会社

　　　　　　1210～1300
　　　　　ランチョンセミナー2
ARTに携わる生殖補助医療胚培養士の現状と
　　　　　今後の動向について
　　司会　佐藤嘉兵　演者　遠藤　克
　　　　　主催　日本生殖医学会

　　　　　］210～13“OO
　　　　　ランチョンセミナー3
不妊診療にかかわる新しい支援職・認定遺伝
　　力ウンセラーと遺伝力ウンセリング
　　司会　鈴森　薫　演者　澤井英明
　　　　主催　日本生殖医学会

A ・　　　　　　枚　　“㍍　　　　　　　　　　π　　〆麩

1305～14．05
総会（代議員会）

ぽ鱗撚㌘・卵鯨…編　　一　　．甜　　　　＾

鑛轟羅驚，・．　　・
嗣難澱轟雛i羅．一

懸纂鑑輯ll灘1

1305～1435
　ワークショップ1

体外受精培地の役割

　司会福田芳詔
　　　　柴原浩章

　演者桃沢健二
　　　　大月純子
　　　　郡山純子
　　　　福永憲隆

／　〉

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

　1410～1500
　　　特別講演

自然免疫の最近の進歩

　司会　礒島晋三
　演者　審良静男

　　　　1410～1440教育講演2
生殖におけるアンドロゲンとその受容体の機能解析

　　　司会　島　博基　演者　小森慎二
÷　　　　　　　　sり　　　　頑　　　　　　　　　≧

臨灘牒潔∴　．z簾籏゜　、．　・　　…　　　ン

πA

　　　　1445～1515　教育講演3
ウイルスベクターを用いた胎盤特異的な遺伝子機能解析

　　　　司会　今井　裕　演者　伊川正人
評　抽．　．霊　　・、　　㍊　ぷ　③　叉　※態　　楊

　　　　　　1505～1555
　　　　　　　　招請講演2
Evolutlon　of　concepts　ln　non－obstructlve

　　　　　　　azoospermla
　　　　　　　司会奥山明彦
　　　　演者　Peter　N　Schlegel

　　1520～1550　教育講演4
ヒト初期胚行動学に見る新知見一Tme－lapse
　　　ClnematOgraphy解析から一
　　司会　寺川直樹　演者　見尾保幸

　　　　　　　　　　ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑳ く　　　詫　碧　　　　　Σ　　　職　　　　　　　シ
“購熔

　　1600～18．00
　　シンポジウム1
配偶子形成とその成熟機構

　　司会　藤澤正人

　　　　　星　和彦

　　演者　石川智基

　　　　　小川毅彦

　　　　　長谷川昭子

　　　　　星野由美
　　　　　深澤宏子

1600～18．00
　シンポジウム2
　粘膜免疫と生殖

司会　齋藤滋
　　　早川　智
演者．荒瀬　透

　　　川口里恵
　　　甲賀かをり

　　　佐藤幸保

　　　　　　　1500～1800
　　　　　　　　ビデオ放映
「腹腔鏡下手術一妊孕能を考慮した手術内容から一」

　　　　　製作・編集’伊熊健一郎

　　　　・　・鷲簸撚欝嚢灘、1　　　≡⊇　　祭鞭　・継溺繊鰯・㌘　　　　　　　ξw，∨〉一隷　　灘礁～パぽ

辮灘難鎌、灘　織離亡鑓
雛難嚢叢華曝〔㌶嚢難

灘鱒藩欝灘蕪雛灘窪1
癒綴鱗籏総蘂

　　1830～2030
　　　　総懇親会
神戸ポートピアホテル南館1F
　　　　　大輪田

灘籔懸繋難譲馨羅驚毒難蒙饗蓬蕪垂　鱗馨灘難善慧憂i灘　ii難≒毒　嚢葦…　　藻霧難　雛襲羅灘羅蒙騰講i難購雛：難騨醗　　懸簿 聾聾1講妻毒轟i麟、難雛灘難譲灘無・難灘鹸一

匹　　　　　　ぐ　　＾　s　ト

芸

●

●

●

●

●

■

●

●
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第4会場
501　5階

∵☆1∵治㌶∵

　900～940
子宮内膜症（28～31）
　　座長　矢野　哲

　　　　940～1030
妊孕能温存手術　内視鏡（32～36）
　　　　　座長　古谷健一

濠蕪ぎs鑓警警㌻ピ鷲ゴ∴㍉：∴二㌶

鷹㌶緊念㌶鑓言壕欝ぷぎ竺蜜㍉ピ㌻：○
㌶㌶総㌶懸㌘鷲議鷺念鷺㍉嶽☆

　　　　　　　1210～1300
　　　　　　ランチョンセミナー4

PCOSによる排卵障害に対する新しい内視鏡治療
　　　司会　堤　　治　演者　柴原浩章

　　　　共催　富士製薬工業株式会社

一、
．

⊃

㌧
．
㌻
…
霧
螺
緯
ぷ
エ
『
繋
灘
馨
竺
毒
〔
ぜ
麟

難

鱒

鞭
灘
ー

　鴇‘・璃毒
　零き」‡る㌣
継一㌧び烏㌣㌘

　；㌶き

　1べ姦
　・㍗ポ竺
獣1ジ叉

　ト　　　　　　　　　　　　　く

　く返ゼ’冶｝〆
　かンヨ　たばぷウ

　㍉∵がザ
　．ツ』　鼻　かぺ
　　；元夜＾　廷

ポスター会場（1）

ラウンジ　5階

900～1030
　ポスター掲示

］030～12＾00
ポスター発表　討論

x：』㍉

：㌻mi
l’

　　：、
・　　．　　　　　　彩

1300～1600
　ポスター閲覧

1600～1730
ポスター発表・討論

1730～1815
　ポスター撤去

㌃ぺ：パ

ポスター会場（2）

　　502　5階
　　　　c　　　㍍　さ　填
当　　十　　　　　　　　ト

　　　　　く　／　承　　シ　乱

　　　　　　　∈屯　　　　　　　　臣　　　　　　F　ご

9方00～1030
　ポスター掲示

1030～］200
ポスター発表　討論

ポスター会場（3）

503十504十505
　　　　5階

900～1030
　ポスター掲示

1030～1200
ポスター発表　討論

　　　　　　　シ　ノ　　　や
1ぷ1㍉：ニー熟Ω∴・

≡∴∵i三：i：i☆
　ニ　　　　　で　　ヰへ　　く　　シる　ざ　へ

＼、　　∵　∵　ボ・

～畳　　㍉㌻∵㌻⑱・

1300～1600
　ポスター閲覧

1600～1730
ポスター発表・討論

1730～1815
　ポスター撤去

　　ぶて　　や　一∵タ，
／　　　　　　　　　　　　　く　　　　　㌔x　雀　1

c

冶

　
∀　

　
　
“

マ

入

“

＾

（

　
♪
▽

‘cや ∵m＝・　・

　　㌧　　　幹
ン

ぐ

　　　　せ
㌘　：　三

　ぺ　　　　　　　　　　　ぽ　　に

　£　　人

〔　　。ば

1300～1600
　ポスター閲覧

1600～1730
ポスター発表　討論

1730～1815
　ポスター撤去

∴：ド㌧：

　　企業展示
レセプションホール3階

ラウンジ　4階

900～1800
　　企業展示

●

フ　　て

　　］830～2030
　　　　総懇親会
神戸ポートピアホテル南館1F
　　　　　大輪田

馨饗灘霧叢葦三欝鷺i驚華鎌羅難羅鍵馨蕪響暮繋難馨

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15，00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

●
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第2日目 10月24日（金） 神戸国際会議場

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

　　第1会場
メインホール　1階

※

900～950
ART　n（37～41）
座長　田中　温

950～1030
ART皿（42～45）
　座長　森田峰人

　　1030～1200
スポンサードシンポジウム2

　　℃Slの適応と限界
司会　柳田　薫　森本　義晴
演者　柳田　薫　吉田　淳
　　　越知正憲　笠井　剛

共催　塩野義製薬株式会社

　　　　　　　　　　　ヨ

　　　　1210～1300
　　　　ランチョンセミナー5

子宮内膜症合併不妊の病態と薬物療法

　司会　野田洋一　演者　原田　省

　　共催　武田薬品工業株式会社

　　　1305～1355
　　　　招請講演3
The　BESST　bables　after　IVF

　　　司会　岡村　均
　　演者　DaVld　L　Healy

　　　］400～1450　招請講演4
Recent　Advances　ln　Controlled　Ovarlan

　　Stlmulatlon　regmens｜n　Ol／ART
　　　　　　司会　武谷雄二
　　　　演者　Colln　M　Howles

　　　　1455～1655
　　　　　シンポジウム4
受精現象の可視化と分子生物学的解析

　　　　　司会　岡部　勝

　　　　　　　　吉村泰典
　　　　　演者　宮戸健二
　　　　　　　　井上直和

　　　　　　　　田中　守

　　　　　　　　寺田幸弘
　　　　　　　　山縣一夫

1655～1705　閉会式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ

灘弐繍㌘濠難彩　蘂憾護豪
浴 謹※識蘂怒鴛漁　諺　　没※渓萢逆撚濠

　脳ぷ邊蒸渋綾ぷ惑塚濠翫斑謀壕離逐
欝濠灘蘂変鑛轟燥　壕燃燃澄濠

灘鍵

　　第2会場

国際会議室　3階

ぶ

甜臨

彩

ぶ㌶

パ

杭

　　　900～940
受精胚着床皿（46～49）
　　　座長　井坂恵一

940～1030
統計（50～54）
座長　増崎英明

　　　1030～1200
　　　シンポジウム3
　　　加齢と尿生殖機能

司会　古山将康　辻村　晃
演者　辻　芳之　中田真木

　　　佐々木春明　宮川　康

　　　　1210～1300
　　　ランチョンセミナー6
　　recFSHのこれからの可能性
司会　石塚文平　演者　石原　理

共催　シェリングプラウ株式会社
　　　（旧　日本オルガノン株式会社）

　　1305～1335　教育講演5
　一過性遺伝子導入マウスを用いた
妊娠成立期における子宮内膜機能の解析
　　司会井上正樹　演者木村　正

1340～1410　教育講演6
　　多胎妊娠の予防と対策
司会　青野敏博　演者　苛原　稔

1415～1445　教育講演7
メタボリックシンドロームと生殖

司会　丸尾　猛　演者　倉智博久

　　　　　　1455～1655
　　　　　　　シンポジウム5
子宮内膜機能障害による着床不全の基礎と臨床

　　　　　　司会　神崎秀陽
　　　　　　　　　杉野法広
　　　　　　演者　廣井久彦
　　　　　　　　　内田　浩
　　　　　　　　　岡田英孝
　　　　　　　　　田村博史
　　　　　　　　　河野康志

裳懸綴濠撚鰻麟㌘縫熟縫濠　灘
灘難簸覧欝講難欝麟i
灘霧講叢雛難慧麟醗膨｝
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　　ピ

家“羊

難難難譲灘鑛

　　購欝嚢竃灘講難裟雛難菱

　　第3会場

401十402　4階

鑓鰍・一灘蒙灘驚

　　　900～950
妊娠　流産　不育1（55～59）
　　　座長　山本樹生

　　　950～1030
妊娠　流産　不育n（60～63）
　　　座長　杉浦真弓

　　　　　　　1045～1145
　　　　　　　　ビデオ放映
「腹腔鏡下手術一妊孕能を考慮した手術内容から一」

　　　　　製作　編集　伊熊健一郎

沖 ば

ぶ
諸

　
苓

芯

　　　　　　1210～1300
　　　　　ランチョンセミナー7
　　生殖医療における甲状腺機能異常
司会　峯岸　敬　演者　松尾博哉　網野信行
共催　ロシュダイアグノスティックス株式会社
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　　　1305～1435
　　　ワークショップ2

　新しい視点で観察した卵子

　　胚の評価法と臨床成績

司会　荒木康久　　長谷川昭子
演者　中條友紀子　齊藤英和
　　　朝倉寛之　　熊迫陽子

　　　前田真知子
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第13回男性不妊症手術手技フォーラム
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第4会場
501　5階

　ぷ
※　　　∨

　は　　ぷ

　900～950
生殖免疫（64～68）
　座長　竹下俊行

　　　950～1030
カウンセリンク　看護（69～72）

　　　　座長　佐藤孝道

　　　　　　　1030～1200
　スポンサードシンポジウム3（同時通訳あり）

司会　星合　昊

演者　長谷川信晴

　　　「経膣超音波診断法における3D／4D技術」

　　　Nlck　Ralne　Fenn｜ng
　　　「Fol‖cle　tracklng　ln　asslsted　reproductlon

　　　current　practlce　and　future　developments」

　共催　GE横河メディカルシステム株式会社

苦謳　　　s

　1210～1300　ランチョンセミナー8
無精子症　無精液症（射精障害）からの精子出現を

　目指して一男性不妊専門医はこうしている一

　　　司会　守殿貞夫　演者　岩本晃明
　　　　共催　メルクセローノ株式会社
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1300～1500
　ポスター閲覧

1500～1630
ポスター発表　討論

1630～1715
　ポスター撤去

ポスター会場（2）

　　502　5階

900～1030
　ポスター掲示

1030～1200
ポスター発表　討論
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1300～1500
　ポスター閲覧

1500～1630
ポスター発表　討論
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　ポスター撤去
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503＋504十505
　　　　5階

900～1030
　ポスター掲示

1030～1200
ポスター発表　討論
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1300～1500
　ポスター閲覧

1500～1630
ポスター発表　討論

1630～1715
　ポスター撤去

　　企業展示
レセプションホール3階

ラウンジ　4階
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第13回男性不妊
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　　　　　　10月23日

自然免疫の最近の進歩

（木）14：10～15：00

特別講演
第1会場（神戸国際会議場　1階 メインホール）

19（143）

司会　礒島　晋三（神戸アドベンチスト病院）

演者　審良　静男（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演1

　　　　　　10月23日（木）10：35～ll：25　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

Strategies　to　delineate　novel　sperm　entities　for　possible　use　in　immunological　contraception

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：鈴木　秋悦（生殖バイオロジー東京シンポジウム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Maciej　K，　Kurpisz（Institute　of　Human　Genetics　Pol．　Acad．　Sci．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Poznan，　Poland）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演2

　　　　　　10月23日（木）15：05～15：55　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

Evolution　of　concepts　in　non－obstructive　azoospermia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：奥山　明彦（大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Peter　N．　Schlegel（Weill　Cornell　Medical　College　New　York

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Presbyterian　Hospital，　New　York，　US．A．）

●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演3

　　　　　　　10月24日（金）13：05～13：55　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

The　BESST　babies　after　IVF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：岡村　均（熊本大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：David　L．　Healy（Monash　Universit脇Department　of　Obstetrics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Gynaecology，　Melbourne，　Australia）
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招請講演4

　　　　　　10月24日（金）14：00～14：50　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

Recent　Advances　in　Controlled　Ovarian　Stimulation　regimens　in　Ol／ART

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：武谷　雄二（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：Colin　M．　Howles（Department　of　Global　Medical　Affairs，　Re－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　productive　Health　Merck　Serono　Interna－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tional　SA　9　Chemin　des　Mines，　Geneva，　Swit－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zerland）

●

　　　　　　10月23日

生と死の生命倫理

（木）11：30～12：00

教育講演1
第1会場（神戸国際会議場　1階 メインホール）

司会’田中　俊誠（秋田大学医学部産婦人科学）

演者　森　　崇英（NPO法人生殖再生医学アカデミア）

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演2

　　　　　　　10月23日（木）14：10～14：40　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

生殖におけるアンドロゲンとその受容体の機能解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：島　　博基（兵庫医科大学泌尿器科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：小森　慎二（兵庫医科大学産科婦人科学）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演3

　　　　　　　10月23日（木）14：45～15：15　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

ウイルスベクターを用いた胎盤特異的な遺伝子機能解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：今井　　裕（京都大学大学院農学系研究科生殖生物学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：伊川　正人（大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演4

　　　　　　　10月23日（木）15：20～15：50　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

ヒト初期胚行動学に見る新知見一Time－lapse　cinematography解析から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：寺川　直樹（財団法人日本生命済生会付属日生病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演5

　　　　　　　10月24日（金）13：05～13：35　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

一過性遺伝子導入マウスを用いた妊娠成立期における子宮内膜機能の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：井上　正樹（金沢大学大学院医学系研究科分子移植学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：木村　　正（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）

　　　　　　　10月24日

多胎妊娠の予防と対策

（金）　13：40～14：10

教育講演6
第2会場（神戸国際会議場　3階 国際会議室）

司会’青野　敏博（徳島大学）

演者：苛原　　稔（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科

　　　　　　　　　婦人科学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育講演7

　　　　　　　10月24日（金）14：15～14：45　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

メタボリックシンドロームと生殖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：丸尾　猛（兵庫県立こども病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：倉智　博久（山形大学医学部産科婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　10月23日（木）16：00～18：00　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

配偶子形成とその成熟機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：藤澤　正人（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　和彦（山梨大学医学部産婦人科）

演者

　1）精子形成に関わる精巣内細胞間情報伝達機構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　智基（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学）

　2）精原細胞からのin　vitro精子形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　毅彦（横浜市立大学大学院医学研究科・泌尿器病態学）

　3）初期卵胞発育培養法に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川昭子（兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門）

　4）卵成熟を制御する鍵分子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　由美（東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野）
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5）未受精卵の細胞質に凍結が及ぼす影響一凍結除核未受精卵を用いた体細胞クローン胚による検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　深澤　宏子（山梨大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　　　10月23日（木）16：00～18：00　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

粘膜免疫と生殖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：齋藤　　滋（富山大学医学部産科産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早川　　智（日本大学医学部病態病理学系微生物学分野）

演者

　1）子宮内膜におけるP2RYI4／GPRIO5を介した新しい粘膜防御機構と着床への関与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒瀬　　透（けいゆう病院産婦人科）

　2）着床から妊娠維持におけるプロラクチンの役割一IDOの発現増強を介して一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　川口　里恵（東京慈恵会医科大学産婦人科学講座）

　3）Feto－maternal　interfaceにおけるTol1－Like　Receptors（TLRs）の発現と機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲賀かをり（東京大学医学部女性診療科産科）

　4）母体末梢血由来細胞の着床および初期胎盤形成における役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸保（京都大学大学院医学研究科器官外科講座婦人科学産科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム3

　　　　　　　10月24日（金）10：30～12：00　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

加齢と尿生殖機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：古山　将康（財団法人田附興風会医学研究所北野病院産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻村　　晃（大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科学）

演者

　1）加齢と尿生殖機能閉経期以後の骨盤機能不全，外科的処置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻芳之（神戸アドベンチスト病院産婦人科）

　2）女性のライフイベントと下部尿路機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中田　真木（三井記念病院産婦人科）

　3）加齢と男性性機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木春明（昭和大学藤が丘病院泌尿器科）

　4）加齢の男性生殖機能への影響

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム4

　　　　　　　10月24日（金）14：55～16：55　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

受精現象の可視化と分子生物学的解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：岡部　　勝（大阪大学微生物病研究所附属遺伝情報実験センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遺伝子機能解析分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典（慶雁義塾大学医学部産婦人科）

演者

　1）受精現象の可視化から膜融合の分子機構解明へのアプローチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮戸　健二（国立成育医療センター（研究所）生殖医療研究部生殖細胞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機能研究室）

　2）受精の膜融合における分子メカニズム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　直和（大阪大学微生物病研究所遺伝情報実験センター）

　3）受精現象におけるクロマチンリモデリング機構について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　守（慶雁義塾大学医学部産婦人科）
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4）ヒト精子中心体機能不全例への治療開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田　幸弘（東北大学医学部産婦人科）

5）着床前初期胚ライブセルイメージング技術の開発と胚診断法への応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山縣　一夫（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム5

　　　　　　　10月24日（金）14：55～16：55　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

子宮内膜機能障害による着床不全の基礎と臨床

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：神崎　秀陽（関西医科大学産科学婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉野　法広（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）

演者

　1）コレステロール硫酸による子宮内膜機能調節

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣井　久彦（東京大学医学部産科婦人科学教室）

　2）ヒト着床におけるグリコデリンの複合的子宮内膜機能制御

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　　浩（慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室）

　3）性ステロイドホルモンに制御される子宮内膜機能調節因子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　英孝（関西医科大学附属枚方病院産婦人科生殖医療センター）

　4）子宮内膜の発育と血流：薄い子宮内膜の病態解明と治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　博史（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）

　5）子宮内膜におけるproteinase－activated　receptorの役割

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ1

　　　　　　　　10月23日（木）13：05～14：35　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

体外受精培地の役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：福田　芳詔（北里大学獣医学部動物資源科学科）

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

演者

　1）体外受精と胚培養のための既知組成培地の開発一ウシを中心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃沢　健二（北里大学獣医学部動物資源科学科）

　2）ドロップ培養に用いるミネラルオイルのクオリティーコントロール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月　純子（永井クリニック）

　3）抗精子抗体の検査法とその取り扱い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡山　純子（医療法人石塚産婦人科）

　4）胚盤胞培養は難しい！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福永　憲隆（浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ2

　　　　　　　　10月24日（金）13：05～14：35　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

新しい視点で観察した卵子，胚の評価法と臨床成績

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川昭子（兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門）

演者

　1）Oosight「M　Imaging　Systemを用いた卵子の評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中條友紀子（京野ARTクリニック）

　2）卵の質の評価法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
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　3）AMH（抗ミューラー管ホルモン）は，　ART結果の予測因子となりうるか？

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

　4）走査型電気化学顕微鏡（SECM）を用いたヒト胚の呼吸量測定の臨床的有用性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊迫　陽子（セント・ルカ産婦人科セント・ルカ生殖医療研究所）

　5）新しく試みている胚評価法による選択的良好単一分割期胚移植の臨床成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田真知子（医療法人いわき婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　スポンサードシンポジウム1

　　　　　　　10月23日（木）10：30～12：00　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

Gonadotropin自己注射

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：苛原　　稔（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発達医学女性医学分野）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並木　幹夫（金沢大学大学院医学系研究科がん制御学集学的治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学分野）

演者

　1）ゴナドトロピン製剤自己注射による排卵誘発の留意点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　利也（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学）

　2）患者の自己注射に対する反応一ペン型ゴナドトロピン自己注射器具の使用経験から

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

　3）最新の低ゴナドトロピン性精巣機能低下症の治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

　　　　　　　　　　共催：シェリング・プラウ株式会社（旧　日本オルガノン株式会社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　スポンサードシンポジウム2

　　　　　　　10月24日（金）10：30～12100　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

lCSIの適応と限界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：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）

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

演者

　1）キーノート：ICSIの現状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

　2）ARTにおける受精障害への対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　　淳（木場公園クリニック）

　3）当クリニックのICSIの現状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越知　正憲（おち夢クリニック名古屋）

　4）当科におけるICSIの適応と限界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠井　　剛（山梨大学医学部産婦人科生殖医療センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：塩野義製薬株式会社
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　　　　　　　　　　　　スポンサードシンポジウム3（同時通訳有）

　　　　　　　　　10月24日（金）10：30～12：00　第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

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

演者

　1）経膣超音波診断法における3D／4D技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川信晴（GE横河メディカルシステム株式会社　超音波販売本部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Women’s　Healthcare　G仁）

　2）Follicle　tracking　in　assisted　reproduction：current　practice　and　future　developments

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nick　Raine－Fenning（Consultant　Gynaecologist＆Associate　Profes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sor　in　Reproductive　Medicine，　Academic　Divi－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sion　of　Reproductive　Medicine，　University　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nottingham）

●

●

●

共催：GE横河メディカルシステム株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー1

　　　　　　10月23日（木）12：10～13：00　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

子宮内膜症と腹腔内免疫応答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：神崎　秀陽（関西医科大学産科学婦人科学講座）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：深谷　孝夫（高知大学医学部附属病院産科婦人科学）

共催　持田製薬株式会社
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー2

　　　　　　　10月23日（木）12：10～13：00　第2会場（神戸国際会議i場　3階　国際会議室）

ARTに携わる生殖補助医療胚培養士の現状と今後の動向について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：佐藤　嘉兵（日本大学生物資源科学部応用生物科学科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：遠藤　　克（日本大学大学院生物資源科学研究科）

●

主催：日本生殖医学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー3

　　　　　　　10月23日（木）12：10～13：00　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

不妊診療にかかわる新しい支援職・認定遺伝カウンセラーと遺伝カウンセリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：鈴森　　薫（（有）胎児生命科学センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：澤井　英明（京都大学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）
●

主催：日本生殖医学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー4

　　　　　　　　　10月23日（木）12：10～13：00　第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

PCOSによる排卵障害に対する新しい内視鏡治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：堤　 治（山王病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：柴原　浩章（自治医科大学産科婦人科学）

●

共催：富士製薬工業株式会社

●
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー5

　　　　　　10月24日（金）12：10～13：00　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

子宮内膜症合併不妊の病態と薬物療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：野田　洋一（特定医療法人社団御上会野洲病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：原田　　省（鳥取大学医学部器官制御外科学生殖機能医学）

共催：武田薬品工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー6

　　　　　　　10月24日（金）12：10～13：00　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

recFSHのこれからの可能性

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：石原　理（埼玉医科大学産科婦人科）

共催：シェリング・プラウ株式会社（旧　日本オルガノン株式会社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー7

　　　　　　　10月24日（金）12：10～13：00　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

生殖医療における甲状腺機能異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：峯岸　敬（群馬大学大学院医学系研究科器官代謝制御学講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：松尾　博哉（神戸大学大学院保健学科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網野　信行（医療法人神甲会隈病院　学術顧問）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー8

　　　　　　　　　10月24日（金）12：10～13：00　第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

無精子症・無精液症（射精障害）からの精子出現を目指して一男性不妊専門医はこうしている一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：守殿　貞夫（神戸赤十字病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：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）

共催：メルクセローノ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビデオ放映

　　　　　　　10月23日（木）10：45～ll：45　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

　　　　　　　10月23日（木）15：00～18：00　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

　　　　　　　10月24日　（金）10：45～11：45　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

腹腔鏡下手術一妊孕能を考慮した手術内容から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作・編集：伊熊健一郎（健保連大阪中央病院）
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第13回男性不妊症手術手技フオーラム

　下記の要領にて，第13回男性不妊症手術手技フォーラムを開催します．多数のご参加をお待ちしています．

1．日時：平成20年10月24日（金）15：00～17：00

2．場所：第3会場（神戸国際会議場4階401＋402）

3、プログラム

『停留精巣を伴う男性不妊症に対する治療戦略一無精子症，乏精子症例に対して一』

（1）　全国多施設アンケート結果集計

（2）　症例提示，文献的考察

（3）　幼児期における停留精巣治療後の妊孕能について

4．会費：2000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13回男性不妊症手術手技フォーラム

　　　当番世話人

　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学

　　　世話人

　　　濁協医科大学泌尿器科

　　　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53回日本生殖医学会

　　　協賛：株式会社キースマック

藤澤　正人

岡田　弘

永井　敦

市川　智彦
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ演発表）

　　　　　　　　　　　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

第1日目　10月23日　（木）　午前

　　　卵子・卵胞発育

　　　　〔演題01～05〕　　　　9：00～9：50　　座長　末岡　　浩（慶塵義塾大学医学部産婦人科学教室）

　　　ARTI
　　　　〔演題06～09〕　　9：50～10：30　座長加藤　修（加藤レディスクリニック）

　　　　　　　　　　　　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

第1日目　10月23日（木）　午前

　　　精子

　　　　〔演題10～13〕　　　9：00～9：40　　座長　松田　公志（関西医科大学泌尿器科）

　　　男性不妊

　　　　〔演題14～18〕　　　　9：40～10：30　座長　市川　智彦（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学）

　　　　　　　　　　　　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

第1日目　10月23日　（木）　午前

　　　受精・胚・着床　1

　　　　〔演題19～23〕　　　　9100～9：50　　座長　楢原　久司（大分大学医学部産科婦人科）

　　　受精・胚・着床　II

　　　　〔演題24～27〕　　　　9：50～10：30　座長　宇津宮隆史（セント・ルカ産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

第1日目　10月23日　（木）　午前

　　　子宮内膜症

　　　　〔演題28～31〕　　　　9：00～9：40　　座長　矢野　　哲（東京大学医学部産婦人科）

　　　妊孕能温存手術・内視鏡

　　　　〔演題32～36〕　　　　9：40～10：30　座長　古谷　健一（防衛医科大学校産科婦人科学）

　　　　　　　　　　　第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

第2日目　10月24日　（金）　午前

　　　ART　II

　　　　〔演題37～41〕　　　　9：00～9：50　　座長　田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

　　　ART　III

　　　　〔演題42～45〕　　　　9：50～10：30　座長　森田　峰人（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）
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　　　　　　　　　　　　第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　受精・胚・着床　III

　　　　〔演題46～49〕　　　　9：00～9：40　　座長　井坂　恵一（東京医科大学産科婦人科教室）

　　　統計

　　　　〔演題50～54〕　　　　9：40～10：30　座長　増崎　英明（長崎大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　妊娠・流産・不育　1

　　　　〔演題55～59〕　　　　9：00～9：50　　座長　山本　樹生（日本大学医学部産婦人科）

　　　妊娠・流産・不育　II

　　　　〔演題60～63〕　　　9：50～10：30　座長　杉浦　真弓（名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室）

　　　　　　　　　　　　　　第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　生殖免疫

　　　　〔演題64～68〕　　　　9：00～9：50　　座長　竹下　俊行（日本医科大学産科婦人科学教室）

　　　カウンセリング・看護

　　　　〔演題69～72〕　　　　9：50～10：30　座長　佐藤　孝道（聖路加国際病院生殖医療センター）
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●

一　般　演　題

（ロ演発表）
●

第1日目　10月23日　（木）

第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

●

●

●

01．

02．

03．

04．

05．

　　　　卵子・卵胞発育

〔演題01～05〕9：00～9：50　　座長　末岡　　浩

　　　　　　　　　　　　　（慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室）

マウス加齢卵におけるミトコンドリア機能の評価とミトコンドリア移植の試み

　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　〇五十嵐秀樹，高橋　俊文，網田　光善，倉智　博久

新規母体由来卵成熟・胚発育調節因子の同定：Glial　celHine　derived　neurotrophic　factor（GDNF）

　　　　　秋田大学医学部生殖発達医学講座

　　　　　　　　　　　　　　産婦人科分野　○河村　和弘，佐藤　　亘，熊谷　　仁，福田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠

　　　　　　　　　秋田大学医学部保健学科　　児玉　英也

未成熟マウス卵巣から分離した卵母細胞一穎粒膜細胞複合体の体外成長培養により成熟した卵母細胞か

らの産子作出

　東京農業大学短期大学部生物生産技術学科　○本橋　秀之，加田日出美

　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

ヒト卵巣におけるbone　morphogenetic　protein（BMP）－6の発現と機能に関する検討

　　　　　　　　帝京大学溝口病院産婦人科　○吉野　　修，西井　　修

　　　　　　　　　　　　東京大学産婦人科　　施　　　佳，大須賀　穣，矢野　　哲，武谷　雄ニ

ヒト正常子宮内膜stem　like　cellの同定と解析

　　　　　　　九州大学生体防御医学研究所

　　　　　　　　　ゲノム創薬・治療学分野　○加藤　聖子

　　　　　　　　　九州大学医学部産婦人科　　磯辺　明子，松下　幾恵，恒松　良祐，岡本加奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　聡子，和氣　徳夫

●

●

　　　　　　　ART　l

〔演題06～09〕9：50～10：30　　座長　加藤i　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤レディスクリニック）

06．ART難治例における漢方製剤Macrophage　Activating　Chinese　Mixed　Herbs（MACH）導入による胚

　　質改善成績

　　　　　　　　　　藍野学院短期大学看護学科　○後山　尚久

　　　　　　　　　　　　市川婦人科クリニック　　横山　典子，熊谷　晶子，市川　文雄
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　07．単一胚盤胞移植後の二絨毛膜性双胎の発生頻度

　　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック○河内谷敏福田淳一郎，和田恵子，宮内修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　智也，奥野　　隆，渡邊　芳明，山下　直樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　　保，竹原　祐志，加藤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　　嶋田奈央子

　08．ART反復不成功例に対する低量metformin併用排卵誘発：Insulin抵抗性症候群としての解釈と新治療

　　　法に繋がる終末糖化産物（AGE）の重要性

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江口　明子

　　　　北陸大学薬学部生体機能薬学系病態生理化学　　竹内　正義

　　　　　　　　　　　新座志木中央総合病院婦人科　　近藤　憲一

　〇9．初回ART症例に対する子宮内膜刺激胚移植法（Stimulation　endometrium　embryo　transfer；SEET）の

　　　成績一Randomized　controlled　trial

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩谷　雅英

第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

　　　　　　　精子

〔演題10～13〕9：00～9：40　　座長　松田　公志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関西医科大学泌尿器科）

10．

11。

12．

13．

受精能良好精子選別の新たなアプローチーIMSIを用いた精子中片部の形態評価による精子中心体機能良

好精子の選別一

　　　　　　　　　東北大学医学部産婦人科　○長谷川久隆，寺田　幸弘，宇賀神智久，早坂　真一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立花　眞仁，結城　広光，村上　　節，岡村　州博

強拡大したヒト精子における形態異常と核の形態の関連

　　　　　　　　弘前大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　生体構造医科学講座　○渡邊　誠二

　　　弘前大学大学院医学研究科産婦人科学　　水沼　英樹，藤井　俊策，福井　淳史，木村　秀崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福原　理恵，中村　理果，山田　健市

　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　田中　　温，田中威づみ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，竹本　洋一，

ヒト無精子症におけるヒトLMTK2遣伝子及びPARP－2遺伝子の解析

　　　　旭川医科大学医学部産婦人科学講座　○宮本　敏伸，佐久川直子，

プロゲステロンによって起こる超活性化促進の調節機構について

　　　　　　　　濁協医科大学医学部生理学　○藤ノ木政勝

粟田松一郎，永吉

鍬田　恵里

千石　一雄

基
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　　　　　　男性不妊

〔演題14～18〕9：40～10：30　　座長　市川　智彦

　　　　　　　　　　　　　（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学）

14．特発性造精機能低下症に見られるエピジェネティック変異

　　　　　　　　　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，下田ちはる，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

15．高度乏精子症に対する精索静脈瘤手術の検討

　　　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　○千葉　公嗣，石川　智基，

16．精液所見からみた男性不妊症治療の効果についての検討

　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学泌尿器科　○近藤　宣幸，島　　博基

　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科　　堀内　　功，小森　慎二，

17．停留精巣患者におけるMD－TESEの検討

　　　　　　　　濁協医科大学越谷病院泌尿器科　○岡田　　弘，寺井　一隆，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八木　　宏，狩野　宗英，

　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　梅ヶ丘産婦人科　　辰巳　賢一

　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　　塩谷　雅英

　　　　　　　　　　　　　　　越田クリニック　　越田　光伸，志馬　裕明

　　　　　　　　社会保険蒲田総合病院泌尿器科　　丸山　　修

18．閉塞性無精子症を疑わせる非閉塞性無精子症に対するMD－TESEの検討

　　　　　　　　　　　大阪大学医学部泌尿器科　○辻村　　晃，山本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植田　知博，中山　治郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　　康，奥山　明彦

　　　　　　　　　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　　高田　晋吾

申　　湖水，前田　雄司

山口　耕平，藤澤　正人

香山　浩二

佐藤　　両，芦沢　好夫

新井　　学

圭介，福原慎一郎，平井　利明

　　　木内　　寛，高尾　徹也

第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

　　　受精・胚・着床1
〔演題19～23〕9：00～9：50　　座長　楢原　久司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大分大学医学部産科婦人科）

19．ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）の子宮内膜脱落膜化機構への直接作用

　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産科婦人科　○梶原　　健，内野　聡美，難波

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡垣　竜吾，石原　　理

20．129系マウスにおける低い体外受精率の検討

　　　　　　三菱化学生命科学研究所生殖工学室　○日野　敏昭，小田佳奈子，横山

　　　　新潟大学脳研究所動物資源開発研究分野　　横山　峯介

聡，三木　明徳

峯介
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21．Vitrification法による凍結融解後マウス胚盤胞の透明帯の走査型電子顕微鏡的考察

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，松江　陽一，竹下　直樹，佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　峰人

　　　　日本大学生物資源科学部動物細胞学教室　　佐藤　嘉兵

22．反復不成功症例における子宮内膜刺激胚移植法（SEET）の有用性

　　　　　　　　　　　　京野ARTクリニック　○太田奈里子，西中千佳子，中條友紀子，戸屋真由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都　博文，安田　師仁，土信田雅一，菅藤　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　有理，佐々木恵子，京野　廣一

23．子宮内腔異常と着床因子に関する検討

　　　　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科　○平岩芙美子，芥川　　修，杉山　里英，伊東　宏絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩城多瑛子，井坂　恵一・

●

●

●

　　　　受精・胚・着床　ll

〔演題24～27〕9：50～10：30　　座長　宇津宮隆史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セント・ルカ産婦人科）

24．着床期子宮内膜におけるCDI47発現の検討

　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦入科　○林　　　博，矢内原　臨，渡辺　裕子，添田　明美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　淳子，高橋　絵理，斉藤　幸代，川口　里恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　公平，田中　忠夫

　　　　　　　　　　富士市立中央病院産婦人科　　黒田　　浩，拝野　貴之，窪田　尚弘

25．妊娠率向上のための胚盤胞単一胚移植方法の検討

　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○沖村　匡史，菊池　理仁，森田　　大，加藤龍太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　文仁，桑山　正成，河内谷　敏瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，加藤　恵一，加藤　　修

26．cook社の新旧mediumによるICSI施行後の胚の分割速度と良好胚獲得率に関する比較検討

　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科　○町田　麻衣，板垣　和子，黒田　雅子，黒田　恵司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊切　　順，菊地　　盤，北出　真理武内　裕之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

27．Recombinant　hyaluronidaseを用いたICSIの培養成績

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　　愛，峰　　千尋，福田貴美子，大塚未砂子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

●

●

第4会場（神戸国際会議場　5階　501） ●

　　　　　子宮内膜症

〔演題28～31〕9：00～9：40　　座長　矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部産婦人科）

28．モデルマウスを用いたエストロゲン受容体（ER）βの子宮内膜症発症における機能解析

　　　　　　東京大学医学部附属病院女性診療科　○平池　　修，矢野　　哲，大須賀　穣，平田　哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

●
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　29．正所性子宮内膜におけるheat　shock　proteinおよびHLA－G抗原発現の月経周期による変動

　　　　　　　　　　　　高知大学医学部産科婦人科　○谷口　佳代，菅　　麻里，宇賀神奈月，川島　将彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泉谷知明，林　和俊，前田長正，深谷孝夫

　30．骨盤子宮内膜症の増殖・進展におけるHepatocyte　growth　factorの多面的な関与

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○カーンカレクネワズ，北島　道夫，平木　宏一，増崎　英明

　　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院産婦人科　　藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　佐世保中央病院　　石丸　忠之

　31．子宮内膜症の発症，進展におけるIL－17の意義

　　　　　　　　　　　　東京大学医学部女性診療科　○平田　哲也，大須賀　穣，濱崎かほり，吉野　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川亜希子，竹村　由里，廣田　　泰，能瀬　栄美

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　　哲，武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　富山大学医学部産婦人科　　伊藤　実香，斎藤　　滋

　　　　　　　　　　　　　　　　妊孕能温存手術・内視鏡

　　　　　　　　　　　　　〔演題32～36〕9：40～10：30　　座長　古谷　健一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（防衛医科大学校産科婦人科学）

32．境界悪性，悪性表層上皮性・間質性卵巣腫瘍に対する妊孕能温存手術後の妊娠に関する検討

　　　　　　琉球大学医学部器官病態医科学講座

　　　　　　　　　　　　　　　女性・生殖医学　○屋宜　千晶，若山　明彦，銘苅　桂子，青木　陽一

33．子宮鏡下手術後妊娠に関する5年間の検討

　　　　　　　　　　　東北大学医学部産婦人科　○荒井真衣子，村上　　節，寺田　幸弘，結城　広光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立花　眞仁，早坂　真一，宇賀神智久，岡村　州博

　　　　　　　　　　仙台社会保険病院産婦人科横溝玲
34．子宮内膜への侵襲の軽減を目的とした広基性粘膜下子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術

　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○内出　一郎，中熊　正仁，前村　俊満，土屋　雄彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林秀隆太田邦明，吉田義弘，森田峰人
35．Second　look　laparoscopyによる腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊孕能に及ぼす影響と安全性の検討

　　　　　　　　　　　　　順天堂大学産婦人科　○北出　真理，武内　裕之，黒田　雅子，地主　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒田　恵司，熊切　　順，菊地　　盤，竹田　　省

36．中隔子宮に対する子宮鏡下子宮形成術後の妊娠成績について

　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○平木　宏一，北島　道夫，井上　統夫，カーン抑クネワズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　　　　長崎市立市民病院産婦人科　　藤下　　晃
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第2日目　10月24日（金）

第1会場（神戸国際会議場　1階　メインホール）

日生殖医会誌　53巻4号

　　　　　　　ART　ll

〔演題37～41〕9：00～9：50　　座長　田中　　温

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セントマザー産婦人科医院）

37．ARTにおける移植胚数と妊娠率・多胎率との関係一日産婦の新ガイドラインは有効か否か？retrospec－

　　tiveな検討一

　　　　　　　　　　Kobaレディースクリニック　○小林眞一郎，山本　尚子，佐藤　理絵村上ひとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松川真木子，元石　睦郎

38．媒精4．5時間後受精過程（第2極体放出）評価の有効性

　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学病院

　　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　○藤倉　洋子，片寄　治男，佐々木志野，岩本　晃明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳田　　薫

　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学大学院　　片寄　治男，岩本　晃明，柳田　　薫

39．選択的単一胚移植を行うための経時的胚評価法GES（Graduated　Embryo　Score）

　　　　横浜市立大学附属市民総合医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婦人科○石田恵理相澤嘉乃．千木野みわ，佐藤綾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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（産婦人科学）　　榊原　秀也，平原　史樹

40．Tn5　transposaseを用いた，卵細胞質内精子注入法（ICSI）および円形精子細胞注入法（ROSI）による

　　遺伝子導入法についての検討一重症男性不妊症患者に対する次世代への遺伝子治療の可能性一

　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科学講座　○菅沼　亮太，伊藤　明子，熊耳　敦子，小宮ひろみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　倫世，佐藤　　章

　　　　　　　　　　　　国際医療福祉大学病院

　　　　　　　　　　　リプロダクションセンター　　片寄　治男，柳田　　薫

　　　　　　　　　　ハワイ大学生殖生物学講座　　柳町　隆造

41．Cryotop法を用いたマウス4細胞期胚および胚盤胞の再凍結保存後の生存性

　　　　　　　　　　　明治大学農学部生命科学科　○池田　有希，松成ひとみ，落合　恵子，長嶋比呂志

　　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，加藤　　修

●

●

●

●

●



●

●

●

●
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　　　　　　　ART　IIl

〔演題42～45〕9：50～10：30　座長　森田　峰人

　　　　　　　　　　　　（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）

42．whole　genome　amplificationを用いたdystrophin遺伝子診断精度と可能性

　　　　　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科　○佐藤　　卓，末岡　　浩，櫻井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　広是，田島　博人，中林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋場　剛士，吉村　泰典

　　　　　　　　　　　　東京衛生病院産婦人科

　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　仁寿会荘病院産婦人科

　　　　　　　　　　埼玉社会保険病院産婦人科

　　　　　　　済生会神奈川県東部病院産婦人科

　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科

43．顕微授精後前核形成率が非常に低い症例の検討

　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院

櫻井　友義

村越　行高

渡邊　広是

田島　博人

中林　　章

佐藤　健二

友義村越
章，佐藤

高
二

行
健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○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

　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第2講座　　渡邉　誠二

44．35歳以上のART患者における適切な卵巣刺激法と卵巣予備能の検討

　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科　○和地　祐一，安藤　　索，鈴木　雅代，岩下　光利

45．roscovitineとCa　ionophore　A23187を併用した人工的卵活性化法の有効性の検討

　　　　　　　　　　　徳島大学病院産科婦人科　○矢野　祐也，桑原　　章，苛原　　稔

　　　　　　　　徳島大学大学院保健科学教育部　　山野　修司

● 第2会場（神戸国際会議場　3階　国際会議室）

　　　受精・胚・着床　ll｜

〔演題46～49〕9：00～9：40　座長　井坂　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京医科大学産科婦人科教室）

●

●

46．大小不同雌雄前核を有する前核期胚の発生機序

　　　　　　ミオ・ファティリティ・クリニック

　　　　　　　　　　リプロダクティブセンター　○岩田　京子，若槻　有香，百千田智子，湯本啓太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田　　梓，竹下　千恵，見尾　保幸

47．Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚盤胞観察から得られた一卵性双胎の発生リスクに関する新

　　知見

　　　　　　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　○湯本啓太郎，奥田　　梓，百千田智子，竹下　千恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若槻　有香，岩田　京子，見尾　保幸

48．マウス胚盤胞の体外培養に及ぼすアクチビンAの影響

　　　　　　日本大学大学院生物資源科学研究科

　　　　　　　　　　　　　　応用生命科学専攻　○上嶋　高志

　　　　日本大学生物資源科学部応用生物科学科　　佐藤　嘉兵
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49．ヒト子宮内膜におけるDNA　methyltransferaseの発現に関する検討

　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　○浅田　裕美，山縣

田村　　功，谷口

松岡　亜希，田村

日生殖医会誌　53巻4号

芳明，李　　理華，

　憲，前川　　亮，

博史，杉野　法広

木塚　文恵

竹谷　俊明

　　　　　　　　統計

〔演題50～54〕9：40～10：30　　座長　増崎　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大学医学部産婦人科）

50．16年間の当センターでの顕微鏡下精路再建術の成績

　　東邦大学大森病院リプロダクションセンター　○永尾　光一，小林　秀行，片岡　和義，原　　　啓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　一陽，佐々木由香，渋井　幸裕片桐由起子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　延久

51．働く女性のためのメディカル・ケアー月経関連障害のQOLに及ぼす影響一

　　　　　　　独立行政法人労働者健康福祉機構

　　　　　　　　　　　和歌山労災病院産婦人科　○矢本　希夫

52．生殖補助医療実施登録医療機関ウェブサイトの掲載内容分析

　　　　大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻　○大橋　一友

　　　　　　　　　　　中部大学生命健康科学部　　矢野　恵子

53．生殖補助医療が周産期医療に与える負荷の検討

　　　　　　　聖路加国際病院生殖医療センター　○塩田　恭子，秋谷　　文，酒見　智子，石井　絵理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博，佐藤　孝道

54．男性不妊症外来における臨床統計と今後の課題

　　　　　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　　匠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　直人，納谷　幸男，鈴木　啓悦

　　　　　　　　　　高橋ウイメンズクリニック　　工藤　　晶，高橋　敬一・

第3会場（神戸国際会議場　4階　401＋402）

　　　妊娠・流産・不育　1

〔演題55～59〕9：00～9：50　　座長　山本　樹生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本大学医学部産婦人科）

55．染色体転座をもつ反復流産患者の生児獲得率に関する多施設共同研究

　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　○杉浦　真弓

　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大産婦人科

　　　　　　　　　　　慶応大学医学部産婦人科

　　　　　　国立成育医療センター周産期診療部

　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　日本医大産婦人科

　　　　　　　　　　　富山大学医学部産婦人科

56．治療方法別流産児染色体の解析

　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック

医療法人三慧会IVFなんばクリニック

川口　里恵

丸山　哲夫

小澤　伸晃

杉　　俊隆

竹下　俊行

斎藤　　滋

○安仁屋友香，中岡　義晴，永野　　舞，樽井　幸与

　大垣　　彩，園田　桃代，杉原　研吾，井田　　守

　福田　愛作

　森本　義晴
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57．不育症患者におけるphosphatidylethanolamine（PE）結合蛋白を認識する抗PE抗体の有用性の検討

　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産婦人科　○大林伸太郎，尾崎　康彦，熊谷　恭子，中西　珠央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　真弓

　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　杉　　俊隆

58．流産後の胎盤絨毛におけるゲノムインプリンティングの異常と男性不妊因子との関連性について

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

　　　　　　　　　東北大学大学院医学系研究科　　有馬　隆博

59．弓状子宮は不育症の原因になりうるか？

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里見　操緒富山　僚子，明楽　重夫，竹下　俊行

　　　妊娠・流産・不育　ll

〔演題60～63〕9：50～10：30　　座長　杉浦　真弓

　　　　　　　　　　　　（名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室）

60．二卵性一絨毛膜双胎における血液キメラの遺伝子解析

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

　　　　　　　　　同心会古賀総合病院産婦人科　　肥後　貴史

61．Chemical　abortionの既往を有する反復流産患者の病因および妊娠転帰に関する検討

　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科学教室　○西川　明花，丸山　哲夫，小田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒瀬　　透，小野　政徳，長島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

62．不育症夫婦のストレスとメンタルヘルス；その実態と男女間の差について

　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室　○各務　真紀，丸山　哲夫，西川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　政徳，荒瀬　　透，長島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典

　　　　　国立成育医療センターこころの診療部　　小泉　智恵

　　　　　　国立成育医療センター周産期診療部　　小澤　伸晃

63．一絨毛膜性双胎におけるキメラ／モザイク発生の新たなメカニズム

　　　　　　　　　　　　　　　永井クリニック　○大月　純子，永井　　泰

英之，各務　真紀

　隆内田　　浩

明花，小田　英之

　隆内田　　浩

第4会場（神戸国際会議場　5階　501）

　　　　　　生殖免疫

〔演題64～68〕9：00～9：50　　座長　竹下　俊行

　　　　　　　　　　　　　　　　（日本医科大学産科婦人科学教室）

64．反復流産患者における妊娠成立後のNatural　Cytotoxicity　Receptorsおよびa2V－ATPase発現

　　　　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科　○福井　淳史，中村　理果，山田　健市，木村　秀崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田智佳子，福原　理恵，藤井　俊策水沼　英樹

65．着床期子宮内膜におけるマクロファージの役割

　　　　　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科　○中村　仁美，香山　晋輔，荻田　和秀，熊澤　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張　　　慶，筒井　建紀，木村　　正

　　　　　　　　　　　アデレード大学産婦人科　　中村　仁美，Melinda　Jasper，　Sarah　Robenson

　　　　　　　　　マンチェスター大学産婦人科　　John　Aplin
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　66，子宮局所における一過性遺伝子導入方法を用いた着床不全マウスモデルの作製

　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科　○香山　晋輔，中村　仁美，荻田　和秀，熊澤　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張　　　慶，筒井　建紀，木村　　正

　　　　　　　　　　　医療法人定正会谷口病院　　谷口　　武

　　　大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治療学　　金田　安史

67．卵巣ステロイドのヒト子宮微小血管内皮細胞に与える影響

　　　　　　京都府立医科大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　女性生涯医学　○北宅弘太郎，本庄　英雄

68．血小板由来液性因子によるextravillous　trophoblasts（EVTs）の遊走・分化に及ぼす影響

　　　　　京都大学医学研究科婦人科産科学教室　○岡本　尊子，佐藤　幸保，堀江　昭史，高尾　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　　浩，小西　郁生

　　　カウンセリング・看護

〔演題69～72〕9：50～10：30　座長　佐藤　孝道

　　　　　　　　　　　　　　　（聖路加国際病院生殖医療センター）

69．

70．

71，

72．

不妊治療中に流産となった患者への面接調査

　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○越光　直子，原井　淳子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

ARTにおける自己注射は患者のQOL向上に貢献するか？

　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○園田　敦子，福田貴美子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　清美，池田　美樹，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

不妊女性患者における不安と抑うつの検討

　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院

　　　　　　　　リプロダクションセンター　○小川真里子，高松　　潔，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　雅子，吉田　丈児，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　博通，丸茂　　健

不妊症および不育症患者における精神的ストレスについての検討

　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○井上　統夫，北島　道夫，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　　みやむら女性のクリニック　　宮村　泰豪，蓮尾　敦子

指山実千代，上野　桂子

中村　　静，久保島美佳

河野　照美，大塚未砂子

菅原　かな，佐藤　健二

宮地　系典，兼子　　智

平木　宏一，カーンカレク相ズ
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一　般　演　題

ポスター会場（1）

第1日目　10月23日　（木）

　　　　〔1寅題POOl～005〕

　　　　〔演題POO6～OlO〕

第1日目　10月23日　（木）

　　　　〔演題PO11～015〕

第1日目　10月23日（木）

　　　内視鏡

　　　　〔演題PO16～020〕

　　　カウンセリング・看護

　　　　〔演題PO21～024〕

第1日目10月23日（木）
　　　統計　1

　　　　〔演題PO25～030〕

　　　統計　II

　　　　〔演題PO31～035〕

卵子・卵胞発育・女性生殖器

卵子・卵胞発育・女性生殖器

卵子・卵胞発育・女性生殖器

午前

　　　1

10：30～11

　　　11

11：05～11

午後

　　　III

16：00～16：35

午前

10：30～11

1

11：05～11

午後

16：00～16

16：42～17：

　　　　　　　　　　　　ポスター会場（2）

第1日目　10月23日（木）　午前

　　　受精・胚・着床　1

　　　　〔演題PO36～040〕　　　　10：30～11：05

　　　受精・胚・着床II

　　　　〔演題PO41～046〕　　11：05～11：47

第1日目　10月23日　（木）　午後

　　　受精・胚・着床　III

　　　　〔演題PO47～052〕　　　16：00～16：42

　　　子宮外妊娠　1

　　　　〔言寅題PO53～056〕　　　　16：42～17：10

　（ポスター発表）

　　（神戸国際会議場　5階　ラウンジ）

：05座長林　伸旨（岡山二人クリニック）

：40　座長　久慈　直昭（慶雁義塾大学産婦人科）

　　座長　細井　美彦（近畿大学生物理工学部発生遺伝子工学科）

：05　座長　高橋健太郎（滋賀医科大学地域医療システム学講座）

：33　座長　田中　哲二（和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学）

：42　座長　田中　忠夫（東京慈恵会医科大学産婦人科教室）

17　座長　大橋　一友（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

　　　（神戸国際会議場　5階　502）

　　座長　小林眞一郎（Kobaレデイースクリニック）

　　座長　菅沼　信彦（京都大学医学部保健学科）

　　座長　富山　達大（大阪NewARTクリニック）

　　座長　山崎　峰夫（神戸大学医学部産婦人科学教室）
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第1日目　10月23日（木）

　　　精子　1

　　　　〔演題PO57～061〕

　　　精子　II

　　　　〔演題PO62～066〕

第1日目　10月23日　（木）

　　　男性不妊　1

　　　　〔言寅題PO67～071〕

　　　男性不妊　II

　　　　〔演題PO72～076〕

第1日目　10月23日（木）

　　　妊娠・流産・不育　1

　　　　〔演題PO77～080〕

　　　妊娠・流産・不育　II

　　　　〔演題PO81～085〕

第1日目　10月23日（木）

　　　男性不妊　III

　　　　〔演題PO86～090〕

　　　診断・検査　1

　　　　〔演題PO91～095〕

午前

10：30～11：05

11：05～ll：40

午後

16：00～16：35

16：35～17：10

午前

10：30～10：58

10：58～11：33

午後

16：00～16：35

16：35～17：10

　　　　　　　　　　ポスター会場（3）

第1日目　10月23日（木）　午前

　　　ARTI
　　　　〔演題PO96～100〕　　　　10：30～11：05

　　　ART　II

　　　　〔演題P101～105〕　　　　ll：05～11：40

第1日目　10月23日　（木）　午後

　　　ART　III

　　　　〔演題P106～110〕　　16：00～16：35

　　　ART　IV

　　　　〔演題P111～116〕　　　16：35～17：17

第1日目　10月23日（木）　午前

　　　ARTV
　　　　〔演題Pll7～121〕　　　　10：30～11：05

　　　ART　VI

　　　　〔演題P122～126〕　　11：05～11：40

座長　増田

座長　兼子

　　　　　　　　　　日生殖医会誌　53巻4号

裕（藍野病院泌尿器科）

智（東京歯科大学市川総合病院リプロダクション

　　センター婦人科）

座長　岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

座長　郡　健二郎（名古屋市立大学泌尿器科）

座長　北川　浩明（虎の門病院産婦人科）

座長　山田　秀人（北海道大学産婦人科）

座長　永尾　光一（東邦大学大森病院泌尿器科）

座長　堂地　　勉（鹿児島大学産科婦人科学教室）

（神戸国際会議場　5階　503－505）

座長　大道　正英（大阪医科大学産婦人科）

座長　藤井　俊策（弘前大学産婦人科）

座長　久保田俊郎（東京医科歯科大学産婦人科）

座長　原　　鐵晃（県立広島病院生殖医療科）

座長　吉田　　淳（木場公園クリニック）

座長　筒井　建紀（大阪大学大学院医学系研究科産婦人科）
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第1日目　10月23日（木）　午後

　　　PSOS　I

　　　　〔演題P127～132〕　　16：00～16：42　座長　宮崎　康二（島根大学医学部産科婦人科）

　　　子宮内膜

　　　　〔演題P133～137〕　　16：42～17：17　座長　藤原　　浩（京都大学産婦人科）

第1日目　10月23日（木）　午前

　　　ART　VII

　　　　〔演題P138～142〕　　10：30～11：05　座長　北澤　正文（濁協医科大学医学部産婦人科学教室）

　　　妊孕能温存手術・内視鏡　1

　　　　〔演題P143～147〕　　ll：05～11：40　座長　和泉俊一郎（東海大学医学部産婦人科）

第1日目　10月23日（木）　午後

　　　生殖免疫

　　　　〔演題P148～153〕　　16：00～16：42　座長　片渕　秀隆（熊本大学大学院医学i薬学研究部産科学婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学分野）

　　　子宮内膜症　1

　　　　〔演題Pl54～157〕　　16：42～17：10　座長　原田　　省（鳥取大学産婦人科）

　　　　　　　　　　ポスター会場（1）（神戸国際会議場　5階　ラウンジ）

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　IV

　　　　〔演題P158～162〕　　10：30～11：05　座長　北脇　　城（京都府立医科大学産婦人科）

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　V

　　　　〔演題P163～167〕　　11：05～11：40　座長　牧野田　知（金沢医科大学産婦人科）

第2日目　10月24日（金）　午後

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　VI

　　　　〔演題P168～173〕　　15：00～15：42　座長　齊藤　英和（国立成育医療センター周産期期診療部不妊診

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　療科）

　　　診断・検査　II

　　　　〔演題P174～178〕　　15：42～16：17　座長　後山　尚久（藍野学院短期大学看護学科）

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　男性不妊　IV

　　　　〔演題Pl79～183〕　　10：30～11：05　座長　高　　栄哲（金沢大学医学部泌尿器科教室）

　　　男性不妊　V

　　　　〔演題Pl84～188〕　　11：05～11：40　座長　西山　博之（京都大学医学部泌尿器科）

第2日目　10月24日（金）　午後

　　　統計　HI

　　　　〔演題Pl89～193〕　　15：00～15：35　座長　望月　　修（聖隷三方原病院リプロダクションセンター）
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第2日目　10月24日（金）

　　　精子　III

　　　　〔演題Pl94～198〕

　　　男性不妊　VI

　　　　〔言寅題Pl99～203〕

第2日目　10月24日（金）

　　　その他

　　　　〔演題P204～209〕

第2日目　10月24日（金）

　　　受精・胚・着床　IV

　　　　〔演題P210～215〕

　　　受精・胚・着床　V

　　　　〔演題P216～220〕

第2日目　10月24日（金）

　　　子宮内膜症　II

　　　　〔言寅題P221～224〕

　　　子宮内膜症　III

　　　　〔演題P225～228〕

第2日目　10月24日（金）

　　　受精・胚・着床　VI

　　　　〔演題P229～233〕

　　　受精・胚・着床　VII

　　　　〔演題P234～239〕

第2日目　10月24日（金）

　　　妊娠・流産・不育　III

　　　　〔演題P240～244〕

　　　妊娠・流産・不育　IV

　　　　〔言寅題P245～249〕

第2日目　10月24日（金）

　　　ART　VIII

　　　　〔1寅題P250～254〕

　　　ART　IX

　　　　〔i寅題P255～259〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌53巻4号

　ポスター会場（2）（神戸国際会議場　5階　502）

　　　　午前

　　　　10：30～11：05　座長　近藤　宣幸（兵庫医科大学泌尿器科）

　　　　11：05～11140　座長　片寄　治男（国際医療福祉大学リプロダクションセン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ター）

　　　　午後

　　　　15：00～15：42　座長　繁田　　実（府中のぞみクリニック）

　　　　午前

　　　　10：30～11：12　座長　乾　　裕昭（乾マタニティクリニック）

　　　　11：12～11：47　座長　東口　篤司（KKR札幌医療センター産婦人科）

　　　　午後

　　　　15：00～15：28　座長　大須賀　穣（東京大学付属病院産婦人科）

　　　　15：28～15：56　座長　百枝　幹雄（東京大学医学部附属病院産婦人科）

　　　午前

　　　10：30～11：05　座長　塩谷　雅英（英ウィメンズクリニック）

　　　11：05～ll：47　座長　寺田　幸弘（東北大学医学部産婦人科）

　　　午後

　　　15：00～15：35　座長　田原　隆三（昭和大学医学部産婦人科学教室）

　　　15：35～16：10　座長　松崎　利也（徳島大学産婦人科）

ポスター会場（3）（神戸国際会議場　5階　503－505）

　　　午前

　　　10：30～11：05　座長　京野　廣一（京野アートクリニック）

　　　11：05～11：40　座長　千石　一雄（旭川医科大学医学部産婦人科学講座）



●

●

■

●

●
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第2日目　10月24日（金）　午後

　　　カウンセリング・看護　II

　　　　〔演題P260～264〕　　15：00～15：35

　　　カウンセリング・看護　III

　　　　〔1寅題P265～269〕　　　　15：35～16：10

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　ART　X

　　　　〔演題P270～274〕　　10：30～ll：05

　　　妊孕能温存手術・内視鏡　II

　　　　〔演題P275～279〕　　　11：05～11：40

第2日目　10月24日（金）　午後

　　　PSOS　II

　　　　〔i寅題P280～285〕　　　　15：00～15：42

　　　子宮外妊娠　II

　　　　〔演題P286～289〕　　15：42～16：10

第2日目　10月24日（金）　午前

　　　ART　XI

　　　　〔演題P290～294〕　　　　10：30～11：05

　　　ART　XII

　　　　〔演題P295～299〕　　11：05～11：40

第2日目　10月24日（金）　午後

　　　ART　XIII

　　　　〔i寅題P300～304〕　　　　15：00～15：35

　　　ART　XIV

　　　　〔演題P305～309〕　　15：35～16：10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43（167）

座長　神野　正雄（ウイメンズクリニック神野）

座長　平原　史樹（横浜市立大学大学院医学研究科産婦人科）

座長　福田　　淳（秋田大学医学部産婦人科）

座長　今井　篤志（岐阜大学産婦人科）

座長　福田　愛作（IVF大阪クリニック）

座長　安藤　寿夫（豊橋市民病院産婦人科）

座長　吉田　仁秋（吉田レディースクリニック）

座長　蔵本　武志（蔵本ウイメンズクリニック）

座長　岩下　光利（杏林大学医学部産婦人科）

座長　安田　勝彦（関西医科大学産科婦人科）

●

●

●
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●

一　般　演　題

（ポスター発表）
●

第1日目　10月23日（木）

ポスター会場（1）（神戸国際会議場　5階　ラウンジ）

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　1

〔演題POO1～POO5〕10：30～11：05　　座長　林　　伸旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山二人クリニック）

POO1．　GnRHa前投与を行った異なる凍結方法による卵巣機能の回復についての検討

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　〇五十嵐　豪，鈴木　　直，井埜まり絵，高江　正道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽見　　航，高橋　則行，石塚　文平

POO2．ヒト卵子凍結保存におけるCryotop法の臨床効果：11施設の成績の分析

　　　加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所　○桑山　正成，加藤　　修

POO3．当院で施行したヒト卵子凍結の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　絹谷産婦人科　○岡野真一郎，絹谷　正之，平岡謙一郎

　　　　　　　　　　いぐち腎泌尿器科クリニック　　井口　裕樹

POO4．タイムラプスシネマトグラフィー一を用いたヒト初期胚の経時的観察と胚質との関連についての検討

　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　○中原　辰夫，小林　浩治，滝川　幸子，鈴木　恭輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞鍋　修一，梅津　朋和，後藤　真紀，岩瀬　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　史隆

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　　安藤　寿夫

POO5．ヒト単為発生における微小管形成の検討

　　　　　　　　　　　　　東北大学病院産婦人科　○宇賀神智久，寺田　幸弘，長谷川久隆，荒井真衣子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立花　眞仁，結城　広光，村上　　節，岡村　州博

●

●

●

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　ll

〔演題POO6～PO10〕11：05～11：40　　座長　久慈　直昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶雁義塾大学産婦人科）

POO6．

POO7．

ガラス化保存・融解未成熟マウス卵巣の免疫不全マウス腎被膜下移植後の卵母細胞体外成熟能について

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

　現所属：三共ラボサービス株式会社技術部　　岩瀬　　愛

現所属：株式会社アニマルケア事業開発本部　　佐藤　舞子

　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

マウス卵における卵子特異的遺伝子発現量の解析

　　　　　　　　　慶鷹大学医学部産婦人科　○持丸　佳之，久慈　直昭，高野　光子，山田　満稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜谷　敏生，浅田　弘法，末岡　　浩，吉村　泰典

●

●



●

●

●
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POO8．マウス卵特異的新規Krab－zinc　finger遺伝子の発現解析

　　　　　　　　　　慶応義塾大学医学部産婦人科　○山田　満稔，浜谷　敏生，持丸　佳之，高野　光子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅田　弘法，久慈　直昭，吉村　泰典

　　　国立成育医療センター研究所生殖医療研究部　　山田　満稔，阿久津英憲

POO9．共培養法を用いたマウス未成熟卵子の体外成熟に関する検討

　　　　　　　日本大学大学院生物資源科学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　応用生命科学専攻　○辻　　麻美

　　　　　日本大学生物資源科学部応用生物科学科　　佐藤　嘉兵

POIO．マウス初期発育卵胞の2段階IVG（In　Vitro　Growth）による発育誘導と卵母細胞の成熟

　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室　○持田菜穂子，小森　慎二，香山　浩二

　　　　兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門　　長谷川昭子，香山　浩二

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　川

〔演題PO11～PO15〕16：00～16：35　座長　細井　美彦

　　　　　　　　　　　　　　　（近畿大学生物理工学部発生遺伝子工学科）

●

●

PO11．マウス単一卵胞培養におけるactivinA，　androgen添加の影響

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学病院産婦人科　○奥津　由記，大畠　紀子，武井　智美，杉下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高江　正道，石山めぐみ，伊藤　正則，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村みどり，石塚　文平

PO12．ウサギ始原生殖細胞の単離と培養

　　　　　　　　近畿大学大学院生物理工学研究科　○掛川　　亮，竹原　俊幸，細井　美彦

　　　　　　　　　　　三重大学大学院医学研究科　　寺村　岳士，佐川　典正

PO13．無フィーダー，無血清培養系を用いたカニクイザル胚性幹細胞の培養と神経細胞の分化誘導

　　　　　　　　近畿大学大学院生物理工学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　生物工学専攻　〇三原　敏敬，竹原　俊幸，細井　美彦

　　　　近畿大学医学部附属病院高度先端総合医療

　　　　　　　　　　　　　センター再生医療部門　　寺村　岳士，小野寺勇太

PO14．　L－Carnitineがブタ発育途上卵母細胞（OGCs）内活性型ミトコンドリアに及ぼす影響

　　　　　　　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　　橋本　　周，森本　義晴

PO15．　THP－1細胞においてIGF－1はアルマターゼの分解を関与する

　　　　　　　金沢大学医学研究科がん医科学専攻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子移植学　○張　　　波，岡田　正彦，可西　直之，野村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正樹

　　　　千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学　　生水真紀夫

堂

直

陽

一人

●

●

　　　　　　　　　　内視鏡

〔演題PO16～PO20〕10130～11：05　　座長　高橋健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医科大学地域医療システム学講座）

PO16．各子宮内病変における子宮鏡下手術の工夫

　　　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

○逸見　博文，東口　篤司，金澤　朋扇

　斎藤　　学
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PO　17．子宮鏡下内膜ポリープ切除術の妊孕性におよぼす効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　スズキ記念病院　○田中　耕平，飯田　修一，野田　隆弘，森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅洲

PO　18．両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術は有用か

　　　　　　　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，青木　陽一，屋宜　千晶，若山

POI9．生殖医療における腹腔鏡下手術の効果＝当院での過去8年間にわたる手術症例の検討から＝

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　誠司，杉山　　武，恵中　千晶，松村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦菜々子，山田かおり

PO20．腹腔鏡下手術後の妊娠症例の検討

　　　　　　　　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，藤原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山産婦人科　　井上　正人

　　　　　　　　　　　　　山近記念総合病院婦人科　　小林　善宗

　　　　　国際医療福祉大学臨床医学研究センター　　藤原　敏博，堤　　　治

滋

明彦

純

子

　

康

敏博

●

●

●

　　　　　カウンセリング・看護　1

〔演題PO21～PO24〕11：05～11：33　座長　田中　哲二

　　　　　　　　　　　　　　　（和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学）
●

PO21．当院における体外受精教室の現状～教室前後の質問紙調査から～

　　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　〇三重野直美，酒井　　操，指山実千代，h野　桂子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇津宮隆史

PO22．当院不妊外来受診患者を対象としたパンフレットに関するアンケートの分析と今後の課題

　　　古賀総合病院産婦人科高度生殖医療センター　○長山　由佳，大里　和広，高橋　典子，肥後　貴史

PO23．「カウンセリング」という言葉自体に対する患者イメージに関するアンケート調査

　　　　　　　　　　　Kobaレディースクリニック　○村上ひとみ，佐藤　理絵，松川真木子，元石　睦郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　尚子，小林眞一郎

PO24．生殖補助医療を視野に入れた段階での夫婦の意識調査

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　○佐藤　博子，安藤　寿夫

　　　　　　中部大学生命健康科学部保健看護学科　　渡邊　実香

　　　　　　　　　　愛知県不妊専門相談センター　　塩見　明美

●

　　　　　　　　　　統計　1

〔演題PO25～PO30〕16：00～16：42　座長　田中　忠夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京慈恵会医科大学産婦人科教室）

●

PO25．当院の人工授精の現状

　　　　　医療法人社団徐クリニックARTセンター　○清須知栄子，徐　　東舜

PO26．長期精子凍結保存の実施状況に関する全国アンケート調査

　　　　　　　　　　　　京都大学医学部泌尿器科　○西山　博之，大久保和俊宗田　　武，市岡健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　　修

●

●



●

●
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PO27．総合周産期母子医療センターにおける不妊治療後妊娠症例の妊娠経過と予後に関する検討

　　　　　　　　　　弘前大学医学部産婦人科教室　○福原　理恵，木村　秀崇，福井　淳史，藤井　俊策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　　　　青森県立中央病院　　森川　晶子

PO28．当院総合周産期母子医療センターへの紹介症例におけるARTとの関連

　　　　　　　香川大学医学部周産期科女性診療科　○山城　千珠柳原　敏宏，秦　　利之

PO29．生殖補助医療による妊娠の絨毛膜下出血の発生率に関する検討

　　　　　　　　　　　　　米沢市立病院産婦人科　○太田　信彦，島貫　洋人，木村　和彦

PO30．離島での不妊治療の現状と特異性一奄美大島での経験から

　　　　　　　　　　　　名瀬徳洲会病院産婦人科　○阿部　　純
●

　　　　　　　　　　統計　ll

〔演題PO31～PO35〕16：42～17：17　座長　大橋　一友

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

●

●

PO31．

PO32．

PO33．

PO34．

PO35．

当院における原因不明不妊症の治療成績について

　　　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室　○辻　　　勲，金村　和美，藤浪菜穂子，星合　　昊

不妊治療と出生児体重一早産と母体体格，栄養状態の影響を除外した検討一

　　　　　　　　　　　　　永井クリニック　○茄原　弘光，大月　純子，永井　　敦，永井　　泰

卵子提供における妊娠予後についての検討

　　総合母子保健センター愛育病院産婦人科　○中山　摂子，安達　知子，中林　正雄

当院6年間における凍結胚盤胞移植の成績と安全性に関する検討

　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○瀬川　智也，福田淳一郎，和田　恵子，菊池　理仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　　大，桑山　正成，加藤　恵一，篠原　一朝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮内　　修，宮内　欣子，谷田部典之，河内谷　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥野　　隆，竹原　祐志，加藤　　修

IVF児のフォローアップ

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵中　千晶，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　到，杉山　　武

ポスター会場（2）（神戸国際会議場　5階　502）

●

　　　　　　　受精・胚・着床　1

〔演題PO36～PO40〕10：30～11：05　　座長　小林眞一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Kobaレデイースクリニック）

●

PO36．卵子形態の胚盤胞形成に及ぼす影響について

　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック

PO37．早期分割形態と胚盤胞形成についての検討

　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック

○木多　寛恵

　平田　　麗

　羽原　俊宏，

○川上

　平田

　羽原

上

井

滝

青
林

典子，木多

　麗青井
俊宏，林

知里，川上　典子，刀禰美那子

陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子

伸旨

寛恵，滝上　知里，刀禰美那子

陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子

伸旨
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PO38．体外受精における胚移植日の検討：day2とday3の比較およびday4とday5の比較

　　　　　　　医療法人オーク会オーク住吉産婦人科　○天野奈美子，市下美智子，井口智佳子，近藤安希子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃山　　愛，Elberta邸Khalid

PO39．移植日における胚盤胞の内径と妊娠率に対する検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　裕行

PO40．5日目胚の選択単一胚移植（eSET）の検討

　　　　　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　○本山　洋明，遠藤　雄史，藤井　好孝

　　　　　　　受精・胚・着床II

〔演題PO41～PO46〕11：05～11：47　座長　菅沼　信彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学医学部保健学科）

PO41．　Day4におけるcompactionの有無とその形態がその後の胚発生能に与える影響について

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　　愛，大坪　　瞳，峰　　千尋，大塚未砂子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，蔵本　武志

PO42．過排卵刺激周期における全胚凍結の有効性に関する検討

　　　　　　　　　　医療法人社団愛育会福田病院　○山本勢津子，楳木美智子，山口　美奈，松下富士代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　郁実

PO43．安価で簡便な凍結胚保存用プラスチック板（plastic－blade）を用いたvitrificaiton法による胚の凍結保

　　　存

　　　　　　　　　　　　杉山産婦人科生殖医療科　○大島　裕子，加藤　祐美，三嶋　典子，鈴木　有香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諏訪　友美，登内　恵美，白井安砂子，中川　浩次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　弥生，江崎　　敬，金城　　洋，杉山　里英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　カー，井上　正人

PO44．当院における凍結胚盤胞移植の成績から

　　　　　　　　　　　高橋ウイメンズクリニック　○工藤　　晶，村田みどり，遠藤　久誉，菅間　優里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　隆宏，高橋由香里，高橋　敬一一

PO45．拡張胚盤胞凍結の有用性

　　　　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○清水　雅司，村松　裕崇，長嶋有希子，村田　泰隆

　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　　金山　尚裕

PO46．融解胚盤胞移植における凍結日と再凍結が妊娠に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○桑原　真弓，福永　憲隆永井　利佳，吉村久美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木美緒，北坂　浩也，吉村　友邦，糸井　史陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　総子，園原めぐみ，立木　　都，吉田　博美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野　美保，羽柴　良樹，浅田　義正

　　　　　　　　　　　　　　浅田生殖医療研究所　　福永　憲隆，浅田　義正

●

●

●

●

●

●



●
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　　　　　　　受精・胚・着床　Ill

〔演題PO47～PO52〕16：00～16：42　座長　富山　達大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪NewARTクリニック）

●

●

●

●

PO47．

PO48．

PO49．

PO50．

PO51．

PO52．

Day3ETの移植胚の選択に関する検討

　　　　　　　　　キネマアートクリニック　○石田　佳江，渋井　幸裕花岡嘉奈子，濱田沙蓉子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　純子，吉益　裕子，田宮　　親

　　　　　　東邦大学医療センター大森病院

　　　　　　　　リプロダクションセンター　　片桐由起子，塩川　素子，渡辺慎一郎，松江　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　　衛

　　　　　　東邦大学医療センター大橋病院　　三浦　一陽

　　　　山王病院リプロダクションセンター　　塚越　静香

年齢の胚盤胞発育率におよぼす影響

　　　　　　　　　　藤野婦人科クリニック　○藤野　祐司，脇本　栄子，内田　律子，中村　嘉宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法喜めぐみ，駒　　由佳，飯田　尚美，堀　真由子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　浩嗣，横山　綾子

胚発育速度が遅延している形態良好胚の凍結・融解胚移植

　　　　　　　　　杉山産婦人科生殖医療科　○白井安砂子，加藤　祐美，三嶋　典子，大島　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　有香，諏訪　友美，登内　恵美，中川　浩次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　弥生，江崎　　敬金城　　洋，杉山　里英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　カー，井上　正人

培養5日目桑実胚におけるグレーディングの有用性の検討

　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○宮田　広敏，福富　紀子，松葉　純子，横田麻里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉あずさ，橋口　綾乃，日貝　千春，富山　達大

6日目胚盤胞の妊孕能力について一5日目胚盤胞との比較一

　　　　　　　竹内病院トヨタ不妊センター　○村松　裕崇，長嶋有希子，清水　雅司，清水　誉子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　泰隆

　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科　　金山　尚裕

当院におけるDay6　ETの臨床的検討

　　　　　　　　　聖隷浜松病院臨床検査部　○青葉　幸子，佐藤　和文

　　　　　　　　聖隷浜松病院不妊内分泌科　　尾崎　智哉，塩島　　聡，渋谷　伸一

●

●

●

　　　　　　　　子宮外妊娠　1

〔演題PO53～PO56〕16：42～17：10　座長　山崎　峰夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神戸大学医学部産婦人科学教室）

PO53．卵管間質部妊娠26例の検討

　　　　　　　　　　　　北里大学医学部産婦人科　○松澤　晃代，川内　博人，沼尾　彰子，石川　雅一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武井恵理子，大類恵美子，海野　信也

PO54．　IUI後の腹腔内妊娠の一例

　　　　　　　日本赤十字社医療センター産婦人科　○白田　　泉，細川あゆみ，田島　敏樹，佐藤　千歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮内　彰人，安藤　一道

PO55．帝王切開癩痕部妊娠に対して子宮鏡下治療を行った2症例

　　　　　　　　　　　　　仙台市立病院産婦人科　○渡辺　　正，小原　　愛，岡村智佳子，安井　友春

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　司，渡辺　孝紀
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PO56．卵管切除後の自然妊娠でどう側卵管鉗子粒妊娠を来たした一例

　　　　　　　　　東邦大学医療センター佐倉病院　○石田　洋昭，齋藤麻由美，安田　　豊，高島　明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島　秀明，齋藤　智博，深谷　　暁，矢野ともね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦

　　　　　　　　　　精子　1

〔演題PO57～PO61〕10：30～11：05座長増田裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藍野病院泌尿器科）

PO57．スパームソーターを用いて回収した精子の運動性について

　　　　　　　　　　　　県立広島病院生殖医療科　○津田亜矢子，原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兜玉　尚志

PO58．　CASAを用いた妊孕能評価法

　　　　　　　　　鈴鹿回生病院生殖医療センター　○磯部　哲也

PO59．　HBAテストとconventional　IVFの受精率との関係

　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○平田　　麗，木多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刀禰美那子，青井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽原　俊宏，林

PO60．　SMASの精液所見からみた人工授精における指標の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　内田クリニック　○森山　弘恵，坂本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　昭弘

PO61．当院におけるAIH成績と精子直線運動速度との関連についての検討

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　○金子　奈央，矢内原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　　綾，依光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　寿宏

鐵晃，佐藤　景子，井一ヒ　裕美

寛恵，滝上　知里，川上　典子

陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子

伸旨

ルミ，先久　　幸，永島百合子

敦，石神　美紀笹渡由花里

毅，許山　浩司，大原　基弘

　　　　　　　　　　精子　ll

〔演題PO62～PO66〕11：05～11：40　座長　兼子　　智

　　　　　　（東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター婦人科）

PO62．演題取り下げ

PO63．精子の運動性の維持を目的とした保存法と最適な保存期間の検討

　　　　　　　山王病院リプロダクションセンター　○中村　忠治，猪鼻　達仁，高野　裕子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　和子，森　　由佳，澤井　　毅，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田畑　光恵，塚越　静香，仲田　正之，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，堤　　　治

PO64．保存温度と経過時間が精液所見に及ぼす影響ついての検討

　　　　　　　　　田園都市レディースクリニック　○大村　直輝，矢内原　敦，渡邊　英明，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅　かほり，宮　　香織，石川　聖華，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依光　　毅許山　浩司，大原　基弘，

PO65．凍結保護物質含等張凍結液によるクライオトップを用いた少精子凍結

　　　　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

PO66．　ICSI用シャーレによる少数精子凍結保存の試み

　　　　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　○藤井　好孝，遠藤　雄史，本山　洋明

畠田　祥代

佐藤美穂子

井上　正人

有地あかね

薄田　　亮

河村　寿宏
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●

　　　　　　　　　男性不妊　1

〔演題PO67～PO71〕16：00～16：35　座長　岡田　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（猫協医科大学越谷病院泌尿器科）

●

●

●

PO67．精索静脈瘤を有し妊孕性のある男性の精巣容積，陰嚢深部温および精巣内酸化ストレス

　　　　　　　　　　厚南セントヒル病院泌尿器科　○白石　晃司

　　　　　　　　　　山陽小野田市民病院泌尿器科　　瀧原　博史

PO68．左精索静・脈瘤手術時に結紮した静脈数と太さは術後の精液所見改善の予測因子となり得るのか

　　　　　　　　　　　　　大船中央病院泌尿器科　○松下　知彦，木村　将貴，寺井　一隆中野　　勝

　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科学教室　　吉池　美紀

　　　国際医療福祉大学リプロダクションセンター　　岩本　晃明

PO69．

PO70．

PO71．

精索静脈瘤は潜在的な静脈系の異常を伴っているか一精索静脈瘤の存在と前立腺静脈叢の関連性につい

て

　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科　○坂本　英雄，小川　良夫

　　　　　　　　独立行政法人国立病院機構

　　　　　　　　災害医療センター泌尿器科　　坂本　英雄

鼠径ヘルニア根治術と閉塞性無精子症の関連についての検討

　　　　　　　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，千葉　公嗣，藤澤　正人

閉塞の原因からみた精路再建術の成績の検討

　　　　　　　　　　　　京都大学泌尿器科　○大久保和俊，市岡健太郎，宗田　　武，西山　博之

　　国立病院機購京都医療センター泌尿器科　　奥野　　博

　　　　　　　　　大津赤十字病院泌尿器科　　小倉　啓司

　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　松田　公志

●

　　　　　　　　　男性不妊　ll

〔演題PO72～PO76〕16：35～17：10　座長　郡　健二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋市立大学泌尿器科）

●

亀

PO72．精巣上体精子採取術（MESA）

　　　　　　　　　　　　　協立総合病院泌尿器科　○日比　初紀，大堀　　賢

　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　　園原めぐみ，福永　憲隆，佐野　美保，羽柴　良樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅田　義正

PO73．血清」Anti－Mullerian　Hormone値による無精子症患者のTESE時精子回収可否の予測に関する検討

　　　　　　　　新潟大学医歯学総合病院産婦人科　○上村るり子，藤田　和之，山田　京子，加嶋　克則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲一

　　　　　　　　　　　　　　岡田産科婦人科病院　　岡田　潤幸

PO74．　ICSI成績から見たTESE症例の検討

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○石原　優子，片桐由起子，北村　　衛，福田　雄介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，渡辺慎一郎，宗　　晶子，渋井　幸裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　佐々木由香，永尾　光一，三浦　一陽

PO75．無精子症を合併したクラインフェルター症候群にTESE－ICSIを行い受精した一症例

　　　　　　　　　　　　　　ART女性クリニック　○篠原真理子，小牧　麻美，柴田　典子，小山　伸夫
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PO76．　Klinefelter症候群におけるmicrodissection－TESEの検討

　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　浩行，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢内　良昌，

佐々木昌一，

窪田　裕樹

郡　健二郎

日生殖医会誌　53巻4号

岩月正一郎，池内　隆人

窪田　泰江，金子　朋功

●

●

　　　　　　妊娠・流産・不育　1

〔演題PO77～PO80〕10：30～10：58　　座長　北川　浩明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虎の門病院産婦人科）
●

PO77．自然流産症例における超音波検査所見および染色体分析結果の検討

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　○藤澤　佳子，古屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，北川

PO78．不妊・不育治療中の流産例における絨毛染色体検査の検討

　　　　　　　　　　　　英ウイメンズクリニック　○苔口　昭次，村田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩谷　雅英

PO79．習慣流産における精子染色体のaneuploidyに関する検討

　　　　　　　　名古屋市立大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学　○服部　幸雄，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　珠央，尾崎

PO80．45歳以上の高齢女性の妊娠経過の検討

　　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部　○小場紀和子，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋谷　　文，小松

関智
明

　

浩

美穂子，山口　　隆

純江，松永　雅美，後藤　　栄

　剛，岡田　英幹，

康彦，杉浦　真弓

大林伸太郎

孝道，塩田　恭子，酒見　智子

雅博，石井　絵理

●

　　　　　　妊娠・流産・不育　ll

〔演題PO81～PO85〕10：58～11：33　　座長　山田　秀人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大学産婦人科）

PO81．抗核抗体と抗カルジオリピン抗体を指標とした自己免疫異常不育症に対する柴苓湯の蒼市製剤と白ノ忙製

　　　剤の個体的効能差

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

PO82．抗リン脂質抗体陽性不育症症例に対する抗凝固療法が妊娠経過および分娩に与える影響

　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○松永　雅美，後藤　　栄，苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　　　　　　　　　　　パルモァ病院　　松永　雅美

PO83．抗リン脂質抗体陽性例の抗凝固療法の検討

　　　　　　　　　　　　　　岡山二人クリニック　○吉岡奈々子，羽原　俊宏，木多　寛恵，滝上　知里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川上　典子，刀禰美那子，平田　　麗，青井　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田さなえ，林　伸旨

PO84．抗リン脂質抗体陽性血清の絨毛癌細胞由来のPIGF産生への影響，補体の影響について

　　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科　○市川　　剛，山本　樹生，青木　洋一，佐々木重胤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤　禎子，久野宗一郎，村瀬　隆之，千島　史尚

PO85．不育症症例における子宮形態異常の妊娠予後への影響

　　　　　　　　　　　　岡山大学病院産科婦人科　○定本　麻里，佐々木愛子，松田　美和，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松　祐司

　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院保健学科　　中塚　幹也

6

●

φ
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●

　　　　　　　　男性不妊　川

〔演題PO86～PO90〕16：00～16135　座長　永尾　光一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大学大森病院泌尿器科）

●

●

●

PO86．

PO87．

PO88．

PO89．

PO90．

ヒト精巣組織からのヒト精子幹細胞human　spermatogonial　stem　cells（SSCs）の分離の試み及び機能

解析

　　　　　　　　　東邦大学医学部泌尿器科　○小林　秀行，永尾　光一一，神戸　茂樹，永田　雅人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺　史人，高杉啓一郎，片岡　和義，大平　　直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　祝江，栗田　　稔，原　　　啓，三浦　一陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　延久

造精機能障害に対する活性型ビタミンDの治療効果および作用機序の検討

　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　器官制御外科学泌尿器科　○平井　利明，辻村　　晃，山本　圭介，福原慎一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　治郎，植田　知博，木内　　寛，高尾　徹也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　　康，奥山　明彦

　　　　　　　　　　　　中外医科学研究所　　小池　信夫

非閉塞性無精子症の超音波診断2：クラインフェルター症候群の精巣内超音波像

　　　　　　　　　　　天神つじクリニック○成吉昌二辻　祐治

当院における人工授精の治療成績

　　　　　　　　五の橋レディスクリニック　○高田　智美，遠藤　尚江，甲　　幸恵，川嶋　正成

子宮内膜症症例の体外受精における精子自動精子分析装置（CASA・SQA）の意義

　　　　東京医科歯科大学医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　生殖機能協関学　○原田　竜也，清水　康史，岩田　未奈，石川　智則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田俊郎

●

　　　　　　　　診断・検査

〔演題PO91～PO95〕16：35～17：10　座長　堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島大学産科婦人科学教室）

●

PO91．3D超音波解析装置を用いた卵巣刺激中の卵胞容積モニタリング～SonoAVCシステムの使用経験

　　　　　　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科　○高野　光子，久慈　直昭，山田　満稔，持丸　佳之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜谷　敏生，浅田　弘法，末岡　　浩，吉村　泰典

PO92．子宮卵管造影法で疎通性を認めた卵管の卵管采所見に関する腹腔鏡での検討

　　　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科　○鎌田　泰彦，清水　恵子，松田　美和，佐々木愛子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松　祐司

　　　　　　　　　　　　　　岡山愛育クリニック　　野口　聡一

　　　　　　　　　　岡山大学医学部保健学研究科　　中塚　幹也

PO93．ヒト初期胚の核形態の多様性

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

PO94．着床前診断を目的とする3日目胚における至適単核割球選択法

　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○永野　　舞中岡　義晴，安仁屋友香，樽井　幸与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大垣　　彩，園田　桃代，杉原　研吾，井田　　守

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴
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PO95．　PGD－FISH法における洗浄温度の検討

　　　　　　木場公園クリニックリサーチセンター

　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック

○松浦利絵子

　吉田　　淳

日生殖医会誌53巻4号

●

●

ポスター会場（3）（神戸国際会議場　5階　503－505）

　　　　　　　　　　ART　l

〔演題PO96～P100〕10：30～11：05　　座長　大道　正英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医科大学産婦人科）

●

PO96．

PO97．

PO98．

PO99．

P100．

自然妊娠後流産と体外受精後流産の概年リズムの一致性とその活用

　　　　　　　さわだウィメンズクリニック　○澤田　富夫，湯澤　香里

生殖年齢女性へのTRHテスト施行による潜在性甲状腺機能低下症の診断

　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院　○水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純，杉本　　到

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　誠司，杉山　　武，恵中　千晶，松村　康子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦菜々子，山田かおり

BMIが体外受精成績に及ぼす影響

　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科○吉田陽子，林　篤史，浅野正子，笠松真弓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森島　祥子，山下　能毅，大道　正英

卵成熟を改善し体外受精妊娠率を向上する卵巣刺激法：bromocriptine－rebound法hMG律動的投与

法，低量metformin投与法の有効性

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江口　明子

ストレス反応機構は卵巣機能と体外受精成功に重要：着床・妊娠維持を改善するための新しいアプロー

チ

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江口　明子

●

●

　　　　　　　　　　ART　ll

〔演題P101～P105〕11：05～11：40　　座長　藤井　俊策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大学産婦人科）

P101．当院におけるTESE－ICSI症例の臨床的検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，松江　陽一，前村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，佐々木由香，森田

　　　　　　　　　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　　永尾　光一，三浦　一陽

P102．　MD－TESEにおける光学系の改良

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ

　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

P103．　Microfluidic　sperm　sorterを用いた運動良好精子分離の粘度による影響

　　　　　　　　　　　　　岡山大学医学部生理学　○松浦　宏治，黒田　ユカ，成瀬

　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　システム循環生理学　　成瀬　恵治

雄介，宗　　晶子

俊満，竹下　直樹

峰人

基，姫野　憲雄

恵治

●

6

●
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PlO4．精液洗浄処理を行わない精子を用いた顕微授精についての検討

　　　　弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　○中村　理果，藤井　俊策，山田　健市，福原　理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹

　　　　　　　　　　　　弘前大学大学院医学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　生体構造医科学講座　　渡邉　誠二

P105．精子頭部のCrater　defectに関する研究一起源と種特異性の検討第二報一

　　　　　　　　　　　　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，赤星　孝子

　　　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第二講座　　渡邊　誠二

　　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

　　　　　　　　　　ART　lll

〔演題P106～P110〕16：00～16：35　　座長　久保田俊郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京医科歯科大学産婦人科）

P106．

P107．

P108．

P109．

PIlO．

Veeck分類のピットフォール：顕微鏡内蔵型インキュベーターによる胚発生のタイムラプス観察と

Crumble胚

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　博子

　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　寺西　佳枝，天方　朋子，矢野　有貴

Day3ET時のスコアからみた，余剰胚の胚盤胞発生と着床

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　恵里，眞崎　暁子，山本　新吾，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

当院におけるDay4桑実胚凍結の形態学的評価の検討

　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，富山　達大

凍結融解胚盤胞移植における凍結時のグレードと妊娠率

　　　　　　　　　キネマアートクリニック　○吉田　純子，渋井　幸裕，花岡嘉奈子，石田　佳江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱田沙蓉子，吉益　裕子，田宮　　親

　　　　　　東邦大学医療センター大森病院　　片桐由起子，塩川　素子，渡辺慎一郎，松江　陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　　衛

　　　　　　　　　　　　　　　　山王病院　　塚越　静香

　　　　　　東邦大学医療センター大橋病院　　三浦　一陽

凍結胚盤胞移植の回復培養時間とそれに伴う凍結から移植にかけての胚発育が及ぼす妊娠率への影響の

検討

　　　　　　　産婦人科西垣ARTクリニック　○林　麻衣子，小倉　仁世，西垣　　新
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●

　　　　　　　　　　ART　IV

〔演題P111～P116〕16：35～17：17　　座長　原　　鐵晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県立広島病院生殖医療科）

●

P111．　Conventional－IVFにおける媒精時オイルカバーの効果についての検討

　　　　　　　　聖路加国際病院生殖医療センター　○小松　雅博，石井　絵理，秋谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田　恭子，佐藤　孝道

P112．カプセル型培養器の有用性に関する研究

　　　　　　　　　　　　県立広島病院生殖医療科　○佐藤　景子，原　　鐵晃，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見玉　尚志

P113．顕微鏡内蔵型インキュベーターの臨床導人による多胎防止の試み

　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　○寺西　佳枝，天方　朋子，矢野

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

P114．　Day5初期胚盤胞胚移植とDay6胚の凍結融解胚移植の臨床成績の比較検討

　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○大谷　飛鳥，杉原　研吾，井田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中岡　義晴，福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　IVFなんばクリニック　　森本　義晴

Pll5．35歳以上40歳未満の症例における胚盤胞移植時の移植胚数の検討

　　　　　　　　　　　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，橋口　綾乃，日貝

Pl16．不妊症診療における周産期医療との連携の重要性

　　　　　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，大原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宗毅，林　　直樹

　　　　埼玉医科大学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

文，酒見　智子

津田亜矢子，井上　裕美

有貴，柿原　正樹

重久，佐藤　博子

守，園田　桃代

広敏小泉あずさ

千春，富山　達大

健，松永　茂剛

●

●

●

　　　　　　　　　　ART　V

〔演題P117～P121〕10：30～11：05　　座長　吉田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木場公園クリニック）

P117．単一胚盤胞移植は何回まで施行可能か

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

P118．当院における単一胚盤胞移植の臨床成績について

　　　　　　　　　　　　医療法人越田クリニック　○藤田　卓実，志馬　裕明，志馬　千佳，今野　　彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山裕美子，今野真佐子，絹村　和美，廣永真衣子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤澤由起子，達富　郁海，越田　光伸

P119．当院における選択的単一胚盤胞移植（eSBT）と多胎妊娠の推移

　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　○清田　圭子，田中　美穂鈴木　寛規高橋　暁子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島佐江子，岩本　豪記，鈴木　幸成，渡辺　倫子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　拓実，吉田　　淳

P120．凍結融解胚盤胞移植の検討

　　　　　　　　　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，大原　基弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河村　寿宏

P121．凍結融解胚盤胞においてLAH（Laser　Assisted　Hatching）は妊娠率向上につながるか？

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

●

●

●
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●

　　　　　　　　　　ART　Vl

〔演題P122～P126〕11：05～11：40　座長　筒井　建紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪大学大学院医学系研究科産婦人科）

●

●

●

P122．演題取り下げ

P123．　day5のeSET基準設定の有効性

　　　　　　　　　　　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，西　　裕美，森若　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　博文

P124．発育遅延または形態不良胚の凍結保存は有用か？一単一胚移植時代の凍結保存のための胚選択基準一

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守屋　聡子，八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文野多江子，寺西　明子，繁田　　実

P125．凍結胚単一胚盤胞移植により治療成績を損ねることなく多胎妊娠を減少させることができる

　　　　　　　　　　　　県立広島病院生殖医療科　○原　　鐵晃，佐藤　景子，津田亜矢子，井上　裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見玉　尚志

　　　　　　　　　　　広島大学医学部産科婦人科　　工藤　美樹

P126、単一胚移植において発生した一卵性双胎とその発生リスクの検討

　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

●

　　　　　　　　　　PSOS　l

〔演題P127～P132〕16：00～16：42　座長　宮崎　康二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（島根大学医学部産科婦人科）

P127．

P128．

P129．

P130．

P131．

Pl32．

下垂体ホルモン産生作用に対する塩酸メトホルミンの影響について

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

メトホルミン投与がPCOS子宮内膜androgen　receptor及び着床に関連する分子の発現に及ぼす影響

　　　　福島県立医科大学産科婦人科学講座　○伊藤　明子，熊耳　敦子，菅沼　亮太，小宮ひろみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　章

不妊外来における多嚢胞性卵巣所見とインスリン抵抗性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院　○東梅　久子，関　美穂子，藤澤　佳子，山口　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古屋　　智，北川　浩明

PCOS症例におけるメトフォルミン投与対象の選択に関する研究；有効例と無効例の検討

　　　　山口県立総合医療センター産婦人科　○中村　康彦，上田　一之

メトホルミン750mg／日投与が無効なPCOS症例において，メトホルミンの継続使用および増量は有効

か

　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学　○松浦　広明，清水　聖子，後藤　智子，花田　　梓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　博明

低用量メトホルミン療法による不妊患者への効果

　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○高橋　　純杉本　　到，北村　誠司，杉山　　武

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵中　千晶，松村　康子，三浦菜々子，山田かおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水澤　友利，呉屋　憲一
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　　　　　　　　　　子宮内膜

〔演題P133～P137〕16：42～17：17　座長　藤原　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学産婦人科）

Pl33．ラット子宮におけるSULT2Blbの発現変化に関する検討

　　　　　　　　東京大学医学部附属病院産婦人科　○細川　有美，百枝　幹雄廣井　久彦，伊藤

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

P134．ラミニンと4型コラーゲンの自分泌・傍分泌機序によるヒト子宮内膜間質組織の再構築

　　　　　和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学　○田中　哲二，宇都宮智子，梅咲　直彦

P135．子宮内膜の脱落膜化によるcontractilityの調節

　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科学教室　○津野　晃寿，奈須　家栄，弓削　彰利，松本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　康志，楢原　久司

P136．タバコに含まれる有毒物質：カドミウムのヒト子宮内膜脱落膜化に及ぼす影響

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

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

P137．新規アミノペプチダーゼ1aeverinの妊娠初期胎盤における発現

　　　　　京都大学医学研究科婦人科学産科学教室　○堀江　昭史，佐藤　幸保，岡本　尊子，高尾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　　浩，小西　郁生

典

哲

正

治伸

美

二

有
雄

由美

　　　　　　　　　　ART　VIl

〔演題P138～P142〕10：30～11：05　座長　北澤　正文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（掲協医科大学医学部産婦人科学教室）

P138．　BlastAssist　SystemにおけるDay2分割期胚の培養液交換時期に関する検討

　　　　　　　　　　医療法人社団愛育会福田病院　○藤田　郁実，山本勢津子，楳木美智子，山口　美奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下富士代

P139．異なる培養液による胚発生効率の比較検討

　　　　　滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座○鹿苑摩耶，清水良彦段　亜儒，伊津野美香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島　明子，藤原　睦子，高橋健太郎

P140．　ART完全無血清培養液の臨床応用の一例

　　　　　　　　　　　乾マタニティクリニック，

　　　　　　　乾フロンティア生殖医療不妊研究所　○乾　　裕昭，赤石　一幸，栗城　瑛子，野口　香里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　百合，水野　仁二，安齋　　憲

P141．当院で用いている培養液と受精に関する一考察

　　　　　　　　　　　永遠幸レディスクリニック　○西　　美佐，堀田　美穂，橋爪　淳子，北村　修一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道倉　康仁

Pl42．卵丘細胞との共培養による胚発育率の改善

　　　　　　　　　　　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，橋口　綾乃，日貝　千春，富山　達大
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　　　　　妊孕能温存手術・内視鏡　1

〔演題P143～P147〕11：05～11：40　座長　和泉俊一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大学医学部産婦人科）

Pl43．腹腔鏡検査結果と卵管上皮細胞の培養結果と予後について

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　○長木　美幸，熊迫　陽子，小池　　恵，宇津宮隆史

　　　　　　　　高度生殖医療技術研究所（ARMT）　　荒木　康久

Pl44．当院における卵巣皮様嚢胞腫に対する卵巣機能温存を目的とした腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術での工夫

　　　　　　　　　東邦大学医療センター大森病院　○土屋　雄彦，内出　一郎，吉田　義弘，林　　秀隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中熊　正仁，片桐由起子，前村　俊満，森田　峰人

Pl45．組織学的にみた卵巣腫瘤に対する機能温存手術の侵襲性と術後の卵巣予・備能との関連

　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○北島　道夫，カーンカレク初ズ，平木　宏一，井ヒ　統夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院産婦人科　　藤下　　晃

P146．卵巣嚢腫に対する腹腔鏡下手術が卵巣予備能に及ぼす影響について一anti－Mullerian　hormone（AMH）

　　　を指標として一

　　　　　　　　　　　東邦大学佐倉病院産婦人科　○高島　明子，大高　　究，石田　洋昭，齋藤麻由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　　豊，川島　秀明，齋藤　智博，深谷　　暁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野ともね，木下　俊彦

　　　　　　　　　　　臼井医院不妊治療センター　　臼井　　彰

P147．女性悪性腫瘍患者妊孕性温存のための卵巣凍結・自家移植適応について：日本における40歳未満女性の

　　　剖検例5571例（1981－2005年）の分析

　　　　　　　　　　　　　京野ARTクリニック　○坂本　絵里，早坂　一美，太田　百恵，菅原可奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　有理，佐々木恵子，戸屋真由美，宇都　博文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京野　廣一

　　　　　　　　　　生殖免疫

〔演題P148～P153〕16：00～16：42　　座長　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分野）

●

P148．自己免疫疾患を有する患者の抗精子抗体産生頻度の性差について

　　　　　　　　　自治医科大学医学部産科婦人科　○郡山　純子，柴原　浩章，白石　康子，平野　由紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

P149．精子不動化抗体陽性不妊男性の血中抗体が認識する精子抗原の解析

　　　　　自治医科大学医学部産科婦人科学講座，

　　　　　　　　　　同附属病院生殖医学センター　○白石　康子，柴原　浩章，郡山　純子，平野　由紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　光明

　　　　　　千葉大学大学院医学研究院形態形成学　　前川眞見子，年森　清隆

Pl50．　Analysis　of　target　antigens　for　testicular　autoimmunity　in　mice

　　　　　　　　　　東京医科大学人体構造学講座　○寺山　隼人，内藤　宗和，伊藤　正裕

P151．　Morphological　responses　in　the　testis，　epidydimis　and　vas　deferens　following　neonatal　estrogen　treat－

　　　ment　in　mice

　　　　　　　　　東京医科大学医学部人体構造学　○内藤　宗和，寺山　隼人，伊藤　正裕

P152．　LPS刺激によりマクロファージに誘導される4－IBB　ligandはTNF一α産生に関し重要な機能を持ってい

　　　る

　　　　　　　　　　　　　　北海道大学病院産科　○島田　茂樹，山田　秀人



60（184）

P153．　Human　seminal　plasma　allergyの1例

　　　　　　　　　　熊本大学大学院医学薬学研究部

　　　　　　　　　　　　　　　　　産科学婦人科学

P154．

P155．

Pl56．

P157．

Pl58．

Pl59．

P160．

日生殖医会誌53巻4号

○岡村　佳則，本田　律生，本田　智子，大場　　隆

　片渕　秀隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症　1

　　　　　　　　〔演題P154～P157〕16：42～17：10　座長　原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大学産婦人科）

ヒト子宮内膜上皮細胞におけるジエノゲストのプロスタグランジンE、産生およびアロマターゼ発現に対

する作用の検討

　　　　　　　持田製薬株式会社開発研究所　〇三田　静香，清水　　豊，水口　　清

子宮内膜症病巣におけるプロスタグランデインE合成酵素（PGES）の発現と臨床的パラメーターとの

関連

日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野　○中澤　禎子，千島　史尚，鈴木　美喜，市川　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平岩由紀子，椙田　賢司，山本　樹生

　日本大学医学部病態病理学系微生物学分野　　早川　　智

LPSによる子宮内膜症細胞のPGE2産生誘導と細胞増殖および浸潤作用

　　　　　　　　　　鳥取大医学部産婦人科　○竹中　泰子，池田　綾子，田頭由紀子，渡邉　彩子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，寺川　直樹

Advanced　Glycation　End　Products（AGEs）／receptor　for　AGEs（RAGE）系制御と子宮内膜症との関

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

　　　　　　　　　　　　第2日目　10月24日（金）

　　　　　　ポスター会場（1）（神戸国際会議場　5階　ラウンジ）

　　　　　　　　　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　IV

　　　　　　　　〔演題P158～P162〕10：30～11：05　座長　北脇　　城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都府立医科大学産婦人科）

体外受精における卵胞液中のAMH，　BMP2，　BMP7と受精の有無・受精卵の質との関係

　　　　　　　東京医科大学産科婦人科教室○杉山里英，藤東敦也，平岩芙美子，芥川修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊東　宏絵，井坂　恵一

加齢とAntimUllerian　Hormone値，　InhibinB値，およびFSH値の検討

　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科○宗晶子，片桐由起子，福田雄介，北村衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，渡辺慎一郎，渋井　幸裕佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　直樹，田中　政信，森田　峰人

　　　　　　　　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

調節卵巣刺激への反応性と，卵胞液中のケモカインCXCLI2濃度についての検討

　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学　○桑原　慶充，富山　僚子，峯　　克也，稲川　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　　崇，西　　弥生，明楽　重夫，竹下　俊行
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P161．ヒト卵胞液中の生理活性物質とART成績の検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺慎一郎，宗　　晶子，渋井　幸裕佐々木由香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原　優子，竹下　直樹，森田　峰人

P162．　FSH療法を施行後妊娠成立した人工透析患者の一例

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，林　　直樹，関　　博之

　　　　　　　　　　埼玉医科大学医学部産婦人科　　鈴木　元晴，石原　　理

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　V

〔演題P163～P167〕11：05～11：40　　座長　牧野田　知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢医科大学産婦人科）

Pl63．

P164．

P165．

P166．

Pl67．

黄体機能不全に対するメラトニンおよびレアルギニンの効果

　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　○高崎　彰久，水本久美子，畠中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　李　　理華，谷口　　憲，松岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉野　法広

穎粒膜細胞の黄体化におけるメラトニンの役割

　山ロ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，李

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　　憲，浅田　裕美，松岡

　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　　嶋村　勝典，高崎　彰久，森岡

血中AMH値はARTにおける採卵数とOHSSリスクを予測する

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　○中原　裕子，山野辺千沙，松下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分野由佳里，西尾　京子，熊谷

　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　筒井　建紀

黄体化未破裂卵胞（LUF）治療に対するG－CSFの有用性

　　　　　　　金沢医科大学生殖周産期医学　○富澤　英樹，早稲田智夫，藤井

　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　　宇津宮隆史

子宮内膜症に対するGn－RH　agonist療法後の卵巣機能回復に関する研究

　　　　　小平記念・東京日立病院産婦人科　○合阪　幸三，入山　高行，有田

　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　森　　宏之

祥子，嶋村　勝典

亜希，田村　博史

理華，田村　　功

亜希，杉野　法広

　均

克子，濱田　啓義

　恵，朝倉　寛之

亮太，牧野田　知

白峰，松岡　　良

　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　Vl

〔演題P168～P173〕15：00～15：42　座長　齊藤　英和

　　　　　　　　　　　（国立成育医療センター周産期期診療部不妊診療科）

P168．インキュベーターの違いによる培養成績の比較

　　　　　　　　　　　山近記念総合病院産婦人科　○拝郷　浩佑，飯田　麻衣，新谷　智慧，本田　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗

P169．クロミフェン同一周期反復投与法にて妊娠に至った症例について

　　　　　　　　　総合病院厚生中央病院産婦人科　○川村　　良，神田理恵子，柳下　正人

　　　　　　　　　　　　　　なかごみクリニック　　中込　　才
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P170．不妊治療中の女性の通院実態と自己注射に関する意識

　　　　　　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

　　　　　　　　　　元慶雁義塾大学看護医療学部　　長岡由紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　中央クリニック　　浜崎　京子

　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　　塩沢　直美

P171．菜食主義の女性が動物性タンパク質摂取とアンチエイジングを目的とした八味地黄丸内服で劇的に卵巣

　　　機能が改善し妊娠・分娩に至った一例

P172，

Pl73．

　　　　　　　　　　　　　越田クリニック　○志馬　千佳，志馬　裕明，今野　　彰，横山裕美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越田　光伸

　　　　　　　　　　　　　　かげやま医院蔭山充

ARTにおけるrFSH製剤と低用量hCGを用いた調節卵巣刺激について

　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○立木　　都，福永　憲隆，永井　利佳，吉村久美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原　真弓，佐々木美緒，北坂　浩也，吉村　友邦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸井　史陽，田村　総子，園原めぐみ，吉田　博美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野　美保，羽柴　良樹，浅田　義正

　　　　　　　　　　　浅田生殖医療研究所　　福永　憲隆，浅田　義正

ガラス化保存ヒト卵巣組織の姉妹間移植による卵巣機能の回復

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，森　智絵美，加藤　恵一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　　　　　　St．　Luke　Hospital　　Sherman　Silber

　　　　　　　　　千葉大学医学部産婦人科　　生水真紀夫，木原　真紀

　　　　　金沢大学医学部産科婦人科学教室　　加藤　恵一

●

●

●

●

　　　　　　　　診断・検査　ll

〔演題P174～P178〕15：42～16：17　座長　後山　尚久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藍野学院短期大学看護学科）

●

Pl74．妊娠成立後に基礎体温が二相性を示した4症例の臨床的検討

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，北川　浩明

P175，不活化クラミジア・トラコマティス（Ct）菌体を用いた遅延型過敏反応性卵管炎モデルマウスの作製

　　　　　　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，鈴木　光明

　　　　　自治医科大学付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

Pl76．　Chlamydia　trachomatis感染モデルマウスにおけるToll－like　receptor　2，4の発現について

　　　　　　　　　　　　自治医科大学産科婦人科　○島田　和彦，平野　由紀柴原　浩章，鈴木　光明

　　　　　　　　　自治医科大学生殖医学センター　　島田　和彦，平野　由紀，柴原　浩章，鈴木　光明

P177．当科における子宮鏡下選択的卵管通水法の成績とクラミジア抗体の関連・妊娠予後について

　　　　　　　　　　　　　　　東京大学産婦人科　○小泉美奈子，廣井　久彦，藤本　晃久，平池

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，大須賀　穣，百枝　幹雄，矢野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　丸山記念総合病院　　丸山　正統

P178．不妊検査スクリーニングにおけるクラミジア抗原DNA陽性者の治療予後

　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院不妊内分泌科　○塩島　　聡，尾崎　智哉，渋谷　伸一

　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院臨床検査部　　青葉　幸子，佐藤　和文

修

哲

●

●
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　　　　　　　　男性不妊　IV

〔演題P179～P183〕10：30～11：05　座長　高　　栄哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大学医学部泌尿器科教室）

P179．射精障害に対する精子回収法の検討

　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　○日浦　義仁，六車　光英，谷口　久哲，松田　公志

　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産婦人科　　岡田　英孝，神崎　秀陽

　　　関西医科大学附属枚方病院生殖医療センター　　宮城　博恵，下井　華代

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック辻陽子，森本義晴
P180．　hemizona　assayと一般精液所見・CASA運動パラメーターとの関連

　　　　　　　　　自治医科大学医学部産科婦人科　○鈴木　達也，橘　　直之，岡島　　毅，島田　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平野　由紀，高見澤　聡，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　　鈴木　達也，橘　　直之，岡島　　毅，島田　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平野　由紀，高見澤　聡，柴原　浩章，鈴木　光明

　　　　　　　　自治医科大学附属病院臨床検査部　　角田　啓道，山口千恵子

Pl81．荻窪病院泌尿器科における低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症患者（MHH）に対するr－hFSH／hCG

　　　療法の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院泌尿器科　○大橋　正和，花輪　靖雅

P182．最近の男性不妊症外来の現状～泌尿器科医は不妊症治療に貢献しているのか？

　　　　　　　　　　NTT東日本札幌病院泌尿器科　○伊藤　直樹，宮本慎太郎，酒井　　茂

　　　　　　　　　　札幌医科大学医学部泌尿器科　　前田　俊浩，田中　俊明，塚本　泰司

P183．パートナーを有する日本人女性が持つ勃起不全治療薬の意識とその背景

　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科腎泌尿器科　〇三田　耕司

　　　　　　　　　男性不妊　V

〔演題P184～P188〕11：05～11：40　　座長　西山　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学医学部泌尿器科）

P184．

P185．

Pl86．

妊孕性が判明した患者がMumps　orchitisに罹患した場合の精巣所見の推移について

　　　　　　社会保険蒲田総合病院泌尿器科　○丸山　　修

　　　　　　濁協医科大学越谷病院泌尿器科　　寺井　一隆，佐藤　　両，芦沢　好夫，八木　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狩野　宗英，新井　　学，岡田　　弘

精液中活性酸素陰性化後に自然妊娠した流行性耳下腺炎性両側精巣炎後の乏精子症の1例および精液中

活性酸素測定値の臨床的意義についての文献的考察

　　　　横浜市立みなと赤十字病院泌尿器科　○岩崎　　晧

　　横浜市立大学付属市民総合医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器科　　湯村　　寧

　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　澤田　卓人，小川　毅彦

　　　　　　　　　横浜男性生殖医学研究会　　岩崎　　晧，湯村　　寧，澤田　卓人，小川　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　和男，佐藤　和彦

成人で発症した特発性中枢性性腺機能低下症の経験

　　　　　　濁協医科大学越谷病院泌尿器科　○寺井　一隆，佐藤　　両，芦沢　好夫，八木　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狩野　宗英，新井　　学，岡田　　弘

　　　　　　　　　　社会保険蒲田総合病院丸山修
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P187．ゴナドトロピン療法により自然妊娠が成立した視床下部性性腺機能低下症を原因とする無精子症の一例

　　　　　　　　　新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　産科婦人科学教室　○郷戸千賀子，加嶋　克則，上村るり子，山田　京子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　和之，田中　憲一

P188．大学病院での産婦人科と泌尿器科による生殖医療センター共同運用について～1症例報告～

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

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学産婦人科　　岡田　英孝，小野　淑子，岡田　園子，神崎　秀陽

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　日浦　義仁，松田　公志

●

●

P189．

P190．

Pl91．

P192．

P193．

　　　　　　　　　　統計　川

〔演題P189～P193〕15：00～15：35　座長望月　　修

　　　　　　　　　　　　　　（聖隷三方原病院リプロダクションセンター）

40歳以上で不妊治療を開始した症例の成績と治療方針に関する検討

　　　　　東京大学医学部産科婦人科学教室　○藤本　晃久，大石　　元，平田　哲也，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣井　久彦，大須賀　穣，矢野　　哲，

43歳以上の高齢女性に対する不妊治療成績の検討

　　　　　　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，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博，石井　絵理

当院におけるDD双胎の転帰

　　　　　　　おおのレディースクリニック　○大野　　元，波多野美里，波多野寛子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木　敦志，大野　基機

不妊治療により発生した3胎以上の多胎妊娠における1絨毛膜性妊娠に関する検討

　　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス

　　　　　　　　　研究部産科婦人科学分野　○木内　理世，松崎　利也，村上　雅博，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原　　章，苛原　　稔

生殖医療後品胎妊娠の周産期予後

　　　　日本赤十字社医療センター産婦人科　○細川あゆみ，白田　　泉，田島　敏樹，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮内　彰人，安藤　一道

原田美由紀

武谷　雄二

酒見　智子

田口　智代

岩佐　　武

佐藤　千歳

●

●

●

ポスター会場（2）（神戸国際会議場　5階　502）

　　　　　　　　　　精子　lll

〔演題P194～P198〕10：30～11：05　座長　近藤　宣幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医科大学泌尿器科）

●

Pl94．マウス半数体精子細胞に発現するACPINI遺伝子の単離と解析

　　　　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　器官制御外科学（泌尿器科学）○植田　知博，松岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　明彦

　　　　大阪大学先端科学イノベーションセンター

　　　　　　　　　　　　　　　辻村プロジェクト　　植田　知博，松岡

　　　　大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設　　真部　寛之，西宗

　　　　　　長崎国際大学薬学部分子生物学研究室　　田中　宏光

庸洋，宮川　　康，辻村　　晃

庸洋，宮川

義武

康，辻村　　晃
●
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●

●

●

P195．ヒト精子のミトコンドリア活性とROSに関する解析

　　　　　　木場公園クリニックリサーチセンター　○黒滝　陽子，吉田

　　　　　　　　　　　　　　木場公園クリニック　　吉田　　淳

P196．ヒト精漿中に見られる細胞外DNAの不妊病態における意義

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院

　　　　　　　　リプロダクションセンター婦人科　○兼子　　智，佐藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅原　かな，吉田

　　　　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院

　　　　　　　リプロダクションセンター泌尿器科　　宮地　系典，丸茂

P197．　ART成績における精子DNA損傷率検査の意義1

　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック　○山野辺千沙，中原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷岡　睦美，松下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西尾　京子，熊谷

　　　　　　　　　　　　　大津市民病院泌尿器科　　七里　泰正

P198．精巣内精子（精巣上体精子）回収術によるART治療成績

　　　　　　　　　　　浅田レディースクリニック　○永井　利佳，福永

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木美緒，北坂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　総子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽柴　良樹，浅田

　　　　　　　　　　　　　　浅田生殖医療研究所　　福永　憲隆，浅田

　　　　　　　　　　　　　協立総合病院泌尿器科　　日比　初紀

古
子

健二，石川　光也，

丈児，岡崎　雅子，高松

小川真里子

　　　　　　　　　　健，石川　博通

精子DNA損傷率とICSI症例との関係

　　　　　　　　　裕子，寺崎　和幸，畑毛

　　　　　　　　　克子，分野由佳里，濱田

　　　　　　　　　　恵，朝倉　寛之

憲隆，吉村久美子，

浩也，吉村　友邦，

園原めぐみ，立木

　　　義正

　　　義正

　　桑原

　　糸井

都，佐野

潔

枝

義

一

啓

弓
陽
保

真
史
美

●

　　　　　　　　男性不妊　Vl

〔演題P199～P203〕11：05～11：40　座長　片寄　治男

　　　　　　　　　　　　　（国際医療福祉大学リプロダクションセンター）

●

●

P199．演題取り下げ

P200．担癌患者の抗腫瘍療法後の妊孕性調査

　　　　　　　　　　医療法人原三信病院泌尿器科　○一倉　晴彦，小松　　潔，山口　秋人

P201．染色体転座を認めた男性不妊症患者についての検討

　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○古橋　孝祐，松田　圭子，橋本　洋美，苔口　昭次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　　栄，塩谷　雅英

　　　　　　神戸大学大学院医学研究科外科系講座

　　　　　　　　　　　　　　　腎泌尿器科学分野　　石川　智基，藤澤　正人

P202．メタボリックシンドロームと男性不妊症例の検討

　　　　　　　　　　　福岡大学医学部産科婦人科　○伊東　裕子，井上　善仁，城田　京子，瓦林達比古

　　　　　　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科　　佐藤　晶子，宇津宮隆史

P203．当院における続発性男性不妊症患者の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　筑波学園病院泌尿器科　○安東　　聡，塚本　　定
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●

　　　　　　　　　　その他

〔演題P204～P209〕15：00～15：42　座長　繁田　　実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（府中のぞみクリニック）

●

P204．有害微量ミネラル元素の不妊要因に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　不妊・微量元素研究会　○合阪　幸三，高橋　敬一，近藤　俊彦，生川　伸二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直原　廣明，市川　文雄，北村　　凌，中村佐知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　　毅，金森　崇修，早田　孝徳白須　宣彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江尻　孝平，鈴木　史明，森田　福栄

P205．レボノルゲストレル（LNG）単独療法による緊急避妊の作用機序一厚生労働科学研究（子ども家庭総合

　　　研究事業）中間報告

P206．

P207．

P208．

P209．

　　　　　池下レディースクリニック広小路　○矢野　直美

　　　　　　　　　　　　東京大学産婦人科　　大須賀　穣，矢野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　日本家族計画協会　　北村　邦夫

遅発思春期に対する10代女性における骨代謝の評価

　　　　　　熊本大学大学院医学薬学研究部

　　　　　　　　　　　産科学婦人科学分野　○本田　智子，田浦裕三子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場　　隆，片渕　秀隆

17α一hydroxylase／1720－lyase　deficiencyの1例

　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　○吉田　至幸，北島　道夫，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーンカけネワズ，平木　宏一，

機能性内膜を有する非交通性の副角を認めた単角子宮の4例

　　　　　　千葉大学医学部附属病院婦人科　○中村　裕美，木原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　真紀，松井

不妊治療中に子宮内膜癌と診断し，保存的治療後に妊娠に至った1例

　　　　　　　　Kobaレディースクリニック　○山本　尚子，

　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室　　武信　尚史，堀内

哲，藤本　晃久，藤原　敏博

岡村　佳則，本田　律生

三浦　生子，三浦　清徳

井上　統夫，増崎　英明

真紀，川野みどり，碓井　宏和

英雄，生水真紀夫

小林眞一郎

　　　　功，小森　慎二，香山　浩二

●

■

●

　　　　　　　受精・胚・着床IV

〔演題P210～P215〕10：30～11：12　座長　乾　　裕昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾マタニティクリニック）

P210．光が胚の発育に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　山下レディースクリニック　○是兼　真子，岩山　　広，原　　隆夫，平井　葉子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床並　香織，山下　正紀

P211．近赤外線法（NIR）を用いた培養液中代謝物の解析による胚評価の試み

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○森田　　大，伊藤　秀行，島崎　精恵，小川　尚子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，竹原　祐志，加藤　　修

P212．　Laser　assisted　hatching照射方法の比較検討

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんぱクリニック　○赤松　芳恵，奥　　裕嗣，橋本　　周，佃　　笑美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原馬　尚子，濱　　聡子，大住　哉子，辻　　陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　義晴

P213．子宮内膜におけるPAR－2　agonistによるケモカイン産生調節について

　　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科学教室　○古川　雄一，河野　康志，奈須　家栄，弓削　彰利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢原　久司

●

●

●



●

●

●

●

●
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P214．コレステロール硫酸によるヒト子宮内膜のWntシグナル活性化とその意義

　　　　　　　　　　　　東京大学産婦人科学教室　○中澤　史子，百枝　幹雄，廣井　久彦，伊藤　正典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　亮，小泉美奈子，矢野　　哲，武谷　雄二

P215．着床不全患者における子宮内腔MMP測定の有用性

　　　　　　　　　ファティリティクリニック東京　○保坂　　猛，堤　麻由子，逢澤　純世，町屋　　礼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沼　　舞，阿部亜佳音，秋元　　諭，工藤　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　信好，吉井　紀子，小田原　靖

　　　　　　　　　　セントウィメンズクリニック　　稲垣　　昇

　　　　　　　受精・胚・着床　V

〔演題P216～P220〕11：12～11：47　座長　束ロ　篤司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（KKR札幌医療センター産婦人科）

P216．分割胚移植における発育速度評価の有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○和田　恵子，瀬川　智也，福田淳一郎，宮内　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　恵美，菊池　理仁，森田　　大，内山　一男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　直樹，渡邊　芳明，勝股　克成，小林　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河内谷　敏，竹原　祐志，加藤　　修

P217．当院における移植胚選択基準の検討

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，富山　達大

P218．低刺激採卵周期における回収卵子個数別卵子発生能についての検討

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○伊藤　基樹，沖村　匡史，菊池　理仁，森田　　大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　文仁，桑山　正成，河内谷　敏，瀬川　智也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，加藤　恵一一，加藤　　修

P219．　c－IVFにおけるヒト非分割卵の後方視的原因解析

　　　　　　　　　　　　　　医療法人社団愛賛会

　　　　　　　　　東京ベイレディースクリニック　○高山　　修，斉藤　江莉，松永　陽子，大塩　達弥

P220．国内における子宮内容清掃術についてのアンケート調査

　　　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　　斎藤　　学

●

　　　　　　　　子宮内膜症　ll

〔演題P221～P224〕15：00～15：28　座長　大須賀　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学付属病院産婦人科）

●

P221．子宮内膜性嚢胞における術前CA19－9の測定意義の検討

　　　　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院　○山口　　隆，関　美穂子，藤澤　佳子，長谷川亜希子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高本　真弥，東梅　久子，古屋　　智，北川　浩明

P222．子宮内膜症細胞におけるIL－8産生に対するGnRH　agonistおよびantagonistの効果

　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産婦人科　○都田　博子，渡邉　彩子，田頭由紀子，池田　綾子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出浦伊万里，片桐千恵子，谷口　文紀，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　　省，寺川　直樹
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P223．子宮内膜症におけるTh2細胞とIL－4の意義について

　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科　○欧陽　　卓，廣田　　泰，大須賀　穣，濱崎かほり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川亜希子，田島　敏樹，平田　哲也，甲賀かをり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野　　修，原田美由紀，竹村　由里，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷　雄二

P224，正所性および異所性子宮内膜間質細胞におけるアポトーシス感受性

　　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産婦人科　○渡邉　彩子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症　lll

　　　　　　　　　　　〔演題P225～P228〕15：28～15：56　座長　百枝　幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学医学部附属病院産婦人科）

P225．子宮内膜症を伴う不妊患者の生殖補助技術の成績とその検討

　　　　　　　　　　順天堂大学産科婦人科学教室　○黒田　恵司，黒田　雅子，町田　麻衣，板垣　和子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊切　　順，菊地　　盤，北出　真理，武内　裕之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　　省

P226．子宮内膜症合併不妊における腹腔鏡下手術後の妊娠予後の検討

　　　　　　　　　　　高知大学医学部産科婦人科　○菅　　麻里，谷口　佳代，宇賀神奈月，川島　将彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泉谷　知明，林　　和俊，前田　長正，深谷　孝夫

P227．子宮内膜症手術後妊娠例の検討

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　○田村みどり，石山めぐみ，奥津　由記，谷内　麻子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平

　　　　　聖マリアンナ医科大学付属横浜西部病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産婦人科　　斉藤寿一郎

P228．子宮内容除去時の子宮穿孔で開腹手術を受けたあとに手術廠痕部に発症した異所性子宮内膜症の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田厚生病院　○黒土　升蔵木野本智子，河合　要介，針山　由美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川端　明子，成田　道彦

●

●

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・胚・着床　Vl

　　　　　　　　　　　〔演題P229～P233〕10：30～11：05　座長　塩谷　雅英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英ウィメンズクリニック）

P229．　ICSI後反複妊娠不成功症例に対するintracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection（IMSI）

　　　を用いた治療成績の検討

　　　　　　　　　　　　英ウィメンズクリニック　○泉　　陽子，後藤　　栄，橋本　洋美，江口　素子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永　雅美，苔口　昭次，塩谷　雅英

P230．　IMSI（High－Magnification　ICSI）における受精率および胚発生率の検討

　　　　　　　　　　　　　　　新橋夢クリニック　○恩田　知幸，林　　輝明，大久保　毅，寺元　章吉

P231．着床前の血中エストラジオールおよび血中プロゲステロンの最適値について一凍結胚盤胞移植周期によ

　　　る検討一

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○山下　直樹，小林　　保，奥野　　隆，勝股　克成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　芳明，藤田　欣子，谷田部典之，加藤　恵一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　祐志，加藤　　修

●

●

●



●

●
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P232．ホルモン補充周期における凍結胚移植時の卵胞ホルモン投与法の検討

　　　　　　　　　　　　　京野ARTクリニック　○宇都　博文，坂本　絵里，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸屋真由美，菅藤　　哲，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中條友紀子，西中千佳子．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　　純，斎藤　有理，

P233．選択的単一胚移植（SET）でのリンパ球事前注入の有効性について

　　　　　医療法人社団徐クリニックARTセンター　○徐　　東舜，清須知栄子

坂

田
田
野

早
安
太
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一美，太田奈里子

師仁，土信田雅一・

百恵，菅原可奈子

廣一

●

　　　　　　受精・胚・着床　Vll

〔演題P234～P239〕11105～11：47　座長　寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大学医学部産婦人科）

●

●

P234．

P235．

P236．

P237．

P238．

P239．

冷蔵輸送したマウス精巣上体尾部由来精子からの産子の作出

　　　　　　　熊本大学CARD資源開発分野　○金子　武人，福本紀代子，春ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古賀　美佳，中川　佳子，竹下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土山　修治，中潟　直己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　九動　　福本紀代子，春口　幸恵，町田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　佳子，竹下　由美，近藤

　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部　　樋野　興夫

卵丘細胞による精子の取り込みとその意義

　兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門　○楊　　信志，長谷川昭子，小森

　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科学講座　　小森　慎二，香山　浩二

妊娠不成功ICSI症例におけるヒアルロン酸結合性精子選別法の有用性

　　　　　　　　山下レディースクリニック　○岩山　　広，是兼　真子，原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床並　香織，山下　正紀

マウス卵母細胞が分泌するビアルロン酸の量と囲卵腔拡大に果たす役割

　　　　　　新潟大学農学部農業生産科学科　○新村　末雄

卵細胞傾斜培養によるマウス胚移動速度と培養成績

　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

　　　　　　　　　　　システム循環生理学　○成瀬　恵治

　　　　　　　　　　岡山大学医学部生理学　　松浦　宏治

培養環境がマウス胚盤胞imprinted　genes発現に及ぼす影響

　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○福田　雄介，片桐由起子，北村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，宗　　晶子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　政信，森田　峰人

幸恵，町田　宏美

由美，近藤　朋子

宏美，古賀　美佳

朋子

慎二，香山　浩二

隆夫，平井　葉子

衛，

佐々木由香，竹下

渡辺慎一郎

　　　直樹

●

　　　　　　妊娠・流産・不育　lll

〔演題P240～P244〕15：00～15：35　座長　田原　隆三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和大学医学部産婦人科学教室）

●

●

P240．当院におけるBMI別による不妊治療成績の検討

　　　　　　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室　○金村　和美，辻　　　勲，藤浪菜穂子，星合　　昊

P241．不妊女性においてBMIが妊娠率および妊娠結果に与える影響について

　　　　　　　　　　　　　　オーク住吉産婦人科　○船曳美也子，田口　早桐，林　　輝美，氏野　博昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Khalid　Elbeltagy

　　　　　　　オークなんばレディースクリニック　　船曳美也子，田口　早桐
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P242．

P243．

P244．

日生殖医会誌53巻4号

不育症症例におけるBMIを中心とした臨床背景の検討

　　　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科　○堀内　　功，福岡　　実，中村　有里，和田　　龍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　宏幸，鍔本　浩志，武信　尚史，小森　慎二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二

BMI25以上の肥満不妊女性の体重減少により妊孕性を回復した症例～ダイエットプログラムの有効性～

　　　　　　　　　　　オーク住吉産婦人科　○船曳美也子，田口　早桐，林　　輝美，氏野　博昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　嘉孝

　　　　オークなんばレディースクリニック　　田口　早桐，中村　嘉孝

不育症における血清中の高感度CRP，酸化LDL一β，－glycoprotein　I－CRP複合体の検討

　　　　　　　　　岡山大学病院産科婦人科　○菊池由加子，佐々木愛子，松田　美和，清水　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　泰彦，平松　祐司

　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　佐々木愛子，松田　美和，清水　恵子，鎌田　泰彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松　祐司

　　　　　　　　　　　岡山愛育クリニック　　野口　聡一

　　　　　　　岡山大学大学院保健学研究科　　中塚　幹也

●

●

●

　　　　　　妊娠・流産・不育　IV

〔演題P245～P249〕15：35～16：10　座長　松崎　利也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大学産婦人科）

P245．

P246．

P247．

P248．

P249．

3D－CTアンギオにて診断にいたった流産後子宮動静脈奇形／胎盤ポリープの3例

　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科　○眞鍋　修一，中原　辰夫，小林　浩治，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　恭輔，梅津　朋和，後藤　真紀，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　史隆

Asherman症候群に対し，子宮鏡下癒着剥離術を施行し，自然妊娠に至った一症例

　　　　　　　　岩手県立磐井病院産婦人科　○照沼　由美，鍋島　寛志

　　　　　　東北大学病院産科婦人科学教室　　村上　　節

胚盤胞栄養芽細胞採取による着床前診断の一例

　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○中岡　義晴，大垣　　彩，安仁屋友香，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽井　幸与，井田　　守，杉原　研吾，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　愛作

　　　　　　　　　　IVFなんばクリニック　　森本　義晴

高血圧と糖尿病に気付かれないまま，卵子提供をうけ双胎妊娠となった高齢初産の一例

　　　　　　　川崎医科大学医学部産婦人科　○潮田まり子，石田　　剛，下屋浩一郎

IVF－ET後にNuchal　Translucencyの差を認め，　PVLを発症した一絨毛膜性双胎の1例

　　　東京女子医科大学八千代医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　母性胎児科　○中島　義之，正岡　直樹

滝川　幸子

岩瀬　　明

永野　　舞

園田　桃代

●

●

■
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　　　　　　　　　　ART　VIIl

〔演題P250～P254〕10：30～11：05　座長　京野　廣一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京野アートクリニック）

P250．

P251．

P252．

P253．

P254．

当院におけるIVM－ICSIの成績

　　　　　　　　福井ウィメンズクリニック　○大下　里衣，福井　敬介，山路めぐみ，栗田あおい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂井　涼子，山田　愛美

当院における二段階胚移植の臨床成績に関する検討

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　　誠前沢　忠志，高倉　哲司

ARTでのpoor　responderに対するDHEA（dehydroepiandrosterone）投与の効果とその成績

　　　　　　　ソフィアレディスクリニック　○佐藤　芳昭，阿久津　正，土居有希子，小峰佳奈子

40歳以上のpoor　responderにおけるMinimal　stimulation後の凍結融解胚移植に関するART成績の検

討

　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○伊藤啓二朗，春木　　篤，右島富士男，奥　　裕嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　義晴

ART反復不成功例における各種対応策の検討

　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　ART　IX

〔演題P255～P259〕11：05～11：40　座長　千石　一雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医科大学医学部産婦人科学講座）

P255．

P256．

P257．

P258．

採卵術卵巣穿刺時の卵巣癒着スコアリングと卵巣血流評価に関する検討

　　　　　　　アイブイエフ詠田クリニック　○詠田　由美，本庄　　考，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋吉　弘美，愛甲恵利子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国武　克子，池邉　慶子

融解胚移植1自然排卵周期とホルモン補充周期についての検討

　　　　荻窪病院産婦人科生殖医療センター　○松村　康子，山田かおり，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水澤　友利，呉屋　憲一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　誠司，杉山　　武

胚盤胞移植可能症例の累積妊娠率は90％を超える

　　　医療法人生長会府中のぞみクリニック　○寺西　明子，桑田　　愛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守屋　聡子，高田　玲子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥島　美香，奥井　　静，

胚をガラス化する発育ステージが移植可能胚盤胞数に及ぼす影響

　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

　　　　　　　　　　　　　　生殖技術部門　○原馬　尚子，橋本　　周，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥　　裕嗣，森本　義晴

泊　　博幸，渡辺　久美

谷口加奈子，内村　慶子

三浦菜々子，恵中　千晶

高橋　　純，杉本　　到

文野多江子，浜井　晴喜

小野光樹子，八木佳奈子

繁田　　実

赤松　芳恵，辻　　陽子
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P259．　ARTのための低毒性完全無血清の安全なガラス化保存システムの開発：Cryo－Nano－Hole　Vitrification

　　　system
　　　　　　　　　　　　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，乾　　裕昭，栗城　瑛子，赤石　一幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　香里，渡邉　百合，安齋　　憲

●

●

　　　　　カウンセリング・看護　Il

〔演題P260～P264〕15：00～15：35　座長　神野　正雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ウイメンズクリニック神野）
●

P260．

P261．

P262．

P263．

P264．

長期ART治療を経てAIDにて妊娠に至った夫婦に対する一考察

　　　　　　　　　　府中のぞみクリニック　○奥島　美香，奥井　　静，八木佳奈子，浜井　晴喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑田　　愛，高田　玲子，守屋　聡子，小野光樹子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文野多江子，寺西　明子，繁田　　実

不妊治療時の健康状態とその一因

　　　　　　　　　　CMポートクリニック　○保刈　光代，長柴　美幸，岩渕　清美，五十嵐睦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面川　夏江，山川　敦子，安部　裕司

　　　　　　　　横浜創英短期大学看護学科　　柴田　文子

滋賀県不妊専門相談センターにおけるメール相談の状況

　　　　　　　滋賀医科大学医学部附属病院　○橋村　富子

　　　　　　滋賀医科大学医学部女性診療科　　高島　明子，清水　良彦，藤原　睦子，高橋健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　洋一

不妊医療チームにおける看護師の役割分担に関する現状認識と期待一不妊治療経験者と医療職の比較一

　　　中部大学生命健康科学部保健看護学科　○矢野　恵子

　　　　　　　　　　　　　スズキ記念病院　　八木橋香津代

　　　　　　　　浅田レディースクリニック　　塩沢　直美

　　　　　　　　　　　　　　渋川中央病院　　此川　愛子

　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科　　大橋　一友

生殖医療の現場における看護職と心理職の連携一事例を通し両者の役割と連携のあり方を考える一

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田　昭弘

立命館大学衣笠総合研究機構人間科学研究所　　荒木　晃子

●

■

　　　　　カウンセリング・看護　lll

〔演題P265～P269〕15：35～16：10　座長　平原　史樹

　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市立大学大学院医学研究科産婦人科）

P265．生殖医療における治療に関する説明と患者の理解

　　　　　　　　　　　横浜創英短期大学看護学科　○柴田　文子

　　　　　　　　　　　　　CMポートクリニック　　保刈　光代，安部　裕司

P266．女性患者の意識調査～医師の説明の理解度に関連する要素とサポートのあり方の検討～

　　　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，岡田　園子，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

●

●
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P267．生殖医療におけるPatient　Safety－ART施設における安全管理の取り組みの現状調査と生殖医療を受け

　　　る患者が抱く安全に対する意識調査一

　　　　　　　　　　　　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，園田　敦子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江頭　昭義，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　　　　　　　　　　　　九州大学大学院医学系学府

　　　　　　　　　　　　　　医療経営・管理学講座　　鮎澤　純子

P268．不妊患者における避i妊歴のとらえ方について

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　雅博，石井　絵理

P269．不妊治療後の産褥精神不安に対する検討

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　ARTX

〔演題P270～P274〕10：30～11：05　座長　福田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田大学医学部産婦人科）

P270．　ART卵巣刺激におけるGnRHアンタゴニスト投与法に関する検討

　　　　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック　○吉岡　尚美，大塚未砂子，江頭　昭義，杉岡美智代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田貴美子，蔵本　武志

P271．　FSH基礎値とClomiphene－RecombinantFSH卵巣刺激

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

P272．　Minimal　stimulation　protcolとしてのFlare　cycle　IVF／ICSIの成績

　　　　　　　　　　　福井ウィメンズクリニック　○福井　敬介，山路めぐみ，大下　里衣，栗田あおい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂井　涼子，山田　愛美

P273．排卵誘発剤，排卵誘発法別の卵の質の評価について

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ，竹本　洋一一，鍬田　恵里

P274．　Letrozoleとフォリスチム少量投与の使用経験

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

　　　　　妊孕能温存手術・内視鏡　lI

〔演題P275～P279〕11：05～11：40　座長　今井　篤志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜大学産婦人科）

P275．クラミジア感染症と反復子宮外妊娠の関連性

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　律子，桑波田暁子，山崎　英樹，堂地　　勉

P276．妊孕性温存に関しての乳癌専門医に対するアンケート調査

　　　　　　　　　　　　　　京野ARTクリニック　○早坂　一美，坂本　絵里，田村　　純，太田　百恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅原可奈子，斎藤　有理佐々木恵子，安田　師仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土信田雅一，菅藤　　哲，京野　廣一

P277．子宮筋腫核出術術後癒着防止に対するGnRHaの応用の可能性について

　　　　　　　岐阜大学医学部附属病院産科婦人科　○水野　智子，古井　辰郎，日江井香代子，山本　晃央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　篤志



74（198） 日生殖医会誌53巻4号

P278．腹腔鏡下に経腹的採卵術を必要とした卵巣高位の1例

　　　　　　　　　　　　杉山産婦人科生殖医療科　○中川　浩次，西　　弥生，江崎　　敬，杉山　里英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　カー，井上　正人

　　　　　　　　国立成育医療センター不妊診療科　　黄木　詩麗，堀川　　隆，齊藤　英和

P279．　ART麻酔におけるBISモニターの有用性

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ

●

●

　　　　　　　　　　PSOS　ll

〔演題P280～P285〕15：00～15：42　座長　福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IVF大阪クリニック）

●

P280．多のう胞性卵巣症候群（PCOS）に対するグリスリンの効果

　　　　　　　　　　　　　ロマリンダクリニック　○富永國比古

P281．高脂血症改善薬の多嚢胞性卵巣症候群への使用経験

　　　　　　　猫協医科大学医学部産婦人科学教室　○北澤　正文，野口　崇夫，林田　綾子，久野　達也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　信彦，林　　正路，稲葉　憲之

　　　　　　　　　　　　　匠レディスクリニック　　中野　貴史

P282．クロミフェン無効PCOS症例に対する腹腔鏡下卵巣多孔術（Laparoscopic　Ovarian　Drilling）の有用性

　　　　　　　　　　済生会松阪総合病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　ART・生殖医療センター　○菅谷　　健，竹内　茂人，前沢　忠志，森本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　孝明，長谷　充子，高倉　哲司

P283．腹腔鏡下手術後妊娠した多嚢胞性卵巣症候群の長期効果

　　　古賀総合病院産婦人科高度生殖医療センター　○肥後　貴史，高橋　典子，大里　和広，長山

　　　　　　　　　　とえだウイメンズクリニック　　戸枝　通保

P284．　PCOSの単一卵胞発育にrecFSH低用量投与法はどこまで有用か？

　　　　　　　　　　　楠原レディースクリニック　○楠原　浩二

P285．　GnRHアゴニスト（スプレキュア）によるLHサージを用いたIVM－IVFの試み

　　　　　　　　　　　　　　IVF大阪クリニック　○福田　愛作，河内山まどか，杉下　陽堂，井田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原　研吾，園田　桃代，中岡　義晴

　　　　　　　　　　　　　IVFなんばクリニック　　森本　義晴

誠

由佳

守

●

●

　　　　　　　　子宮外妊娠　ll

〔演題P286～P289〕15：42～16：10　座長　安藤　寿夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊橋市民病院産婦人科）

●

P286．当院における子宮外妊娠の経腔的アルコール局注療法の成績

　　　　　　　　　　　　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　尚夫，山本　範子，永石　匡司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野　　光，山本　樹生

　　　　　　　　　　　加藤レデイースクリニック貝嶋弘恒，寺元章吉，加藤修

P287．当院における子宮外妊娠症例に対するMTX療法

　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科　○藤岡　聡枝，林　　篤史，浅野　正子，笠松　真弓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森島　祥子，吉田　陽子，山下　能毅，奥田喜代司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大道　正英

●



●

●
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P288．エストロゲン・プロゲスチン合剤による緊急避妊後に生じた子宮外妊娠の1例

　　　　　　　　　　　　　新潟市民病院産婦人科　○松下　　宏，田村　正毅，倉林　　工

P289．不妊治療周期に既に子宮外妊娠であった3例

　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター　○若原　靖典，安藤　寿夫

　　　　　　　　　　　　　豊橋市民病院産婦人科　　柿原　正樹

75（199）

　　　　　　　　　　ART　Xl

〔演題P290～P294〕10：30～11：05　座長　吉田　仁秋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田レディースクリニック）
●

●

●

P290．当院における早期分割確認時の細胞数の検討

　　　　　　　　　　　大阪New　ARTクリニック

　　　　　　　　　　New　ARTリサーチセンター　○橋口　綾乃，宮田　広敏，福富　紀子，松葉　純子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉あずさ，横田麻里子，日貝　千春，富山　達大

P291．顕微授精対象者の卵胞液中のホルモン値と胚のグレード

　　横田マタニティーホスピタル生殖医療センター　○槙田まさみ，佐藤　節子，横田美賀子，横田　英巳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　佳昌

P292．胚発生におけるintracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injectionの有効性について

　　　　　　　　　　　みなとみらい夢クリニック　○内山　一・男，家田　祥子，藤城　栄美，貝嶋　弘恒

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック内山一男，加藤修
P293．　IMSI（lntracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection）は果たして臨床的に有効か

　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

P294．凍結保存精子を用いたc－IVFの有効性の検討

　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　ART　XIl

〔演題P295～P299〕11：05～11：40　座長　蔵本　武志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蔵本ウイメンズクリニック）

●

●

P295．前核顕微注入法を用いた細胞質内ミトコンドリア混在の回避

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青野　文仁，桑山　正成，河野康二郎，竹原　祐志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　　修

P296．均衡型相互転座保因者に対する着床前診断による妊娠出産例の報告

　　　　　　　　　　　　加藤レディスクリニック　○青山　直樹，黒田　知子，山寺　里枝，河内谷　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　智也加藤　恵一一，竹原　祐志，加藤　　修

P297．　PGDにおける正診率についての検討

　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　○竹本　洋一，田中　　温，永吉　　基，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姫野　憲雄，田中威づみ，鍬田　恵里，赤星　孝子

　　　　　　　　　弘前大学医学部解剖学第2講座　　渡邉　誠二

　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志
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P298．　ART妊娠症例におけるインプリント遺伝子発現の検

　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科　○片桐由起子，福田　雄介，北村　　衛，石原　優子

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋井　幸裕，前村　俊満，竹下　直樹，間崎　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　政信，森田　峰人

P299．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向上の為の検討

　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　神戸大学農学部動物多様性教室　　楠　比呂志

　　　　　　　　　　ART　XIll

〔演題P300～P304〕15：00～15：35　座長　岩下　光利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（杏林大学医学部産婦人科）

P300．当院におけるOCTAX　polarAIDETMを用いたICSIの成績

　　　　　　　　婦人科さかもとともみクリニック　○小島　章弘，坂本　知巳

P301．高齢妊娠における血中hCG値はIVF－ETの妊娠予後を反映しない

　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　○澤本　佳苗，奥　　裕嗣，赤松　芳恵，佃　　笑美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　　周，右島富士男，伊藤啓二朗，春木　　篤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　義晴

P302．　HCG投与時E，値3500以上5000　pg／ml未満症例における新鮮胚移植後妊娠率とOHSS発症率の検討

P303．

P304．

　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック　○杉原　研吾，大谷　飛鳥，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園田　桃代，中岡　義晴，

　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック　　森本　義晴

当院におけるARTにより妊娠した分娩症例の周産期合併症の検討

　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

　　　　　　　　リプロダクションセンター　○渡辺慎一郎，片桐由起子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江　陽一，宗　　晶子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　峰人

当院の採卵手術における出血量の検討

　　　　　　　　　豊見城中央病院産婦人科　○茂木　絵美，野原　　理，

杉下陽堂井田守
福田　愛作

福田　雄介，北村

佐々木由香，竹下

衛

直樹

新川　唯彦，佐久本哲郎

　　　　　　　　　　ART　XIV

〔演題P305～P309〕15：35～16：10　座長　安田　勝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関西医科大学産科婦人科）

P305．内膜症性嚢胞症例でIVF－ET後に腹膜炎併発，腹腔鏡下手術と化学療法で寛解後，　endotoxin再上昇に

　　　抗菌剤で拮抗，HRT凍結融解胚盤胞e－SETで妊娠が成立した一例

　　　　　　　　　ART岡本ウーマンズクリニック　○岡本　純英，秋吉　俊明，峰　　尚美，南　　志穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　麻子，山口ますみ，福田　裕子，鶴田　千鶴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下ひとみ，小無田明美

　　　　　　　　　　　　　長崎市民病院産婦人科　　藤下　　晃

P306．薬物療法により成熟精子が出現し，生児をえた無精子症例

　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター　○桑波田暁子，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
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●

●

P307．経腹超音波ガイド下採卵術により生児を獲得した2症例の経験

　　　　　　　琉球大学医学部器官病態医科学講座

　　　　　　　　　　　　　　女性・生殖医学分野　○若山　明彦，屋宜　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一

P308．　Oosight　Imaging　Systemを用いた，より安全な顕微授精の取り組み

　　　　　　　　　武庫之荘レディースクリニック　○小嶋　哲矢，小林　一彦，末包　博昭

P309．　Poor　responder症例に対する手術療法における戦略一受精卵凍結を先行させる意義について

　　　　　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，大原　　健，伊東　宗毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，林　　直樹，関　　博之，宇津木希栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笹　尚子，松本　香子
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●

特別講演

自然免疫の最近の進歩

●

大阪大学免疫学フロンティア研究センター

審　良　静　男

●

●

●

　哺乳動物は自然免疫と獲得免疫の2つのタイプの免疫システムを持つ．自然免疫は，下等生物から高等生物まで

共通に持つ基本的な免疫機構で，マクロファージ，白血球，樹状細胞などの食細胞が担当し，体内に侵入してきた

病原体を貧食し分解する役割をもつ．獲得免疫は，おもにT細胞やB細胞が関与し，DNA再構成により無数の特

異性をもった受容体が作られ，あらゆる抗原を認識する，脊椎動物特異的に存在する高次の免疫システムである，

自然免疫は，従来まで非特異的な免疫反応と考えられ，哺乳動物においては獲得免疫の成立までの一時しのぎと考

えられてきた．しかし，1996年に，獲i得免疫を持たないショウジョウバエにおいても極めて特異的に真菌の侵入

を感知し，その後抗真菌ペプチドを産生することによって対処すること，その真菌に対する防御に，Tollが必須

であることがあきらかとなり，1908年のMechinikoffの食細胞の発見以降蔑ろにされてきた自然免疫がふたたび

注目されるようになった．その翌年にはヒトではじめてToll－like　recept⑪r（TLR）がクローニングされ，哺乳動

物におけるTLRの役割に興味がもたれ，新規TLRの同定がおこなわれた．現在，哺乳動物ではTLRは10数個

のファミリーメンバーからなっている．ノックアウトマウスもすべて作成され，それらの解析からほとんどのTLR

の認識する病原体構成成分があきらかとなっている，さらに重要なことは，TLRを介しての自然免疫系の活性化

が，獲得免疫の誘導に関与することがあきらかになったことである．このため，従来の免疫理論の大幅な修正がせ

まられるようになり，感染症に対するワクチン，アレルギー疾患，癌免疫に対する考え方も大きく変化してきてい

る．最近になって，さらにTLR以外にも病原体の侵入を感知する細胞質内に存在する受容体の存在もあきらかと

なった．細胞質内にはRNAヘリケースに属するRIG－1とMDA－5と呼ばれる分子が存在し，ウイルス由来のRNA

を認識して，タイプ1インターフェロンを産生する．また，各種細菌成分も細胞質内で認識され，その後Caspase－

1が活性化されると，最終的にインターロイキン1が産生されることがあきらかとなっている．このように，哺乳

動物は，細胞膜受容体と細胞質内受容体の両方を用いて病原体の体内への侵入を感知していることがあきらとなっ

た．本講演では，自然免疫系による病原体の認識機構について最近の進歩を述べてみたい．

●
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招請講演1
●

Strategies　to　delineate　novel　sperm　entities　for　possible　use　in　immunological

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　contraceptlon

●

Institute　of　Human　Genetics，　Pol．　Acad．　Sci．　Poznan，

Poland

Maciej　K．　Kurpisz

　　Human　peripheral　blood　lymphocytes（PBL’s）deposited　to　immuncompromise　mouse　strains　peritoneal　cavity

were　further　explored　in仇s枷sensitization　scheme．　We　deposited　2．5－4．0×1σcells　per　mouse．　Immunodeple－

tion　of　CD8　postive　cells　prior　to　grafting　was　performed．　Lymphocytes　can　be　obtained　from　non　sensitized（to

sperm　antigen）human　subjects　or　from　infertile　individuals　who　were　previously　primed　加u伽（eg．　vasec－

tomized　males）．We　have　been　successful　generating　primary　and　secondary　immune　responses　with‘naive’hu－

man　lymphocytes　challenged　with　chlamydia　or　OVA　but　not　sperm　when　using　the　male　SCID　mice．　We

therefore　employed　female　mice　treated　with　sperm　antigenic　extracts（glycosylated　or　N－deglycosylated）en－

capsulated　in　liposomes（or　used　with　complete　or　incomplete　Freund　adjuvant）and　human　lymphocytes　from

two　sets　of　individuals．　We　found　the　most　pronounced　humoral　immune　response　when　using　deglycosylated

sperm　antigens　and　lymphocytes　from　vasectomized　individuals．　In　the　next　series　of　experiments　we　used　au－

tologous　antigen　presenting－cells（CD　34）and　two　strains　of　mice－SCID　and　non－obese　SCID（NOD－SCID）．

NOD／SCID　mice　inoculated　with　hu－PBL’s　exhibited　higher　antibody　titres　with　a　tendency　of　greater　sperm

agglutination　than　human　antisperm（AsA）antibodies　raised　in　SCID　mouse　model．　A　comparison　between‘na－

tive’and　deglycosylated　sperm　extracts　revealed　higher　agglutination　titres　by　sera　induced　with　the　latter

ones．　Inhibitory　effect　of　human　polyclonal　AsA　in　sperm　penetration　assay，　however，　produced　opposite　re－

sults　than　for　sperm　agglutination．　Western　immunoblotting　used　to　evaluate　reactive　sperm　antigens　prior

and　after仇5伽sensitization　showed　multiple　bands　different　than　positive　reactions　brought　by　original　sera

of加ufuo　primed　AsA－positive　males　indicating　that加5ifμsensitization　brought　novel　sperm　specificities．

After　using　of　colonized　spleens　with　human　sensitized　lymphocytes（mostly　from　NOD－SCID　mice）we　have

managed　to　obtain　human　hybridoma　cell　lines　producing　AsA．　Next，　we　constructed　phage　display　library　of

Fab　fragments　recognizing　sperm　surface　antigens　by　using　extracted　mRNA　from　7　human　hybridoma　cell

lines　producing　AsA．　Fragments　of　cDNA　encodingκ／γand　gγchains　were　cloned　into　pComb3HSS　phagemid

vector　and　amplified　in　Xレ1Blue．　The　library　was　pa皿ed　against　whole　unfixed　sperm　cells．　Three　positive

clones　were　selected　after　fourth　round　of　panning　showed　heavy　chain　belonging　to　VH4　family，　two　clones（G

28，K61）possessed　lambda　chain　from　VL2　family　and　one（H43）kappa　chain　from　VKI　family．　As　these　Fabs

revealed　similarities　to　antibodies　against　some　proteins　involved　in　sperm　motility　and　cell　fusion　it　can　be

suggested　that　these　Fabs　may　be　a　cause　of　infertility．　Alternatively，　we　have　used　a　proteomic　approach　in

order　to　detect　novel　sperm　antigens　that　can　be　used　for　future　contraceptive　approach．　Antibodies　collected

from　infertile　individuals　and　prepubertal　boys　together　with　two－dimensional　electrophoresis　and　mass　spec－

trometry　were　employed．　Altogether，35　different　sperm　entities　were　identified　in　accessible　databases　out　of

which　10　appeared　to　be　sperm　specific．17　sperm　entities　were　detected　by　sera　samples　from　immune　infer－

tile　males　while　l8　in　AsA－positive　seminal　plasma．　Additionally，6amino　acid　sequences　indicated　novel（hy－

pothetical）sperm　proteins．

●

●

●

●

●

●
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●

招請講演2

Evolution　of　concepts　in　non－obstructive　azoospermia

●

Weill　Cornell　Medical　College　New　York　Presbyterian

Hospital，　New　York，　U．S．A．

Peter　N．　Schlegel

●

●

●

●

●

　　Men　with　non－obstructive　azoospermia　were　previously　thought　to　have　no　options　for　genetic　fatherhood．

“

Treatment”consisted　of　counseling　for　use　of　donor　sperm　or　adoption．　An　evolution　of　our　understanding　has

occurred　over　the　past　l5　years，　allowing　for　successful　treatment　of　men　with　non－obstructive　azoospermia．

Basic　concepts　of　hormonal　abnormalities　in　men　with　non－obstructive　azoospermia（NOA）have　been　eluci－

dated　during　this　time．　Although　the　low　testosterone　seen　in　many　of　these　men　was　originally　thought　to　be

related　to　poor　production　of　testosterone，　increased　metabolism　of　testosterone　to　estrogens　is　now　recognized

to　be　a　primary　factor，　The　excess　metabolism（aromatization）of　testosterone　is　treatable　with　aromatase　in－

hibitors．　Data　on　this　treatment　will　be　presented．　Novel　concepts　relating　serum　FSH　with　testicular　function

will　be　presented，　Although　increasing　serum　FSH　levels　are　generally　considered　to　be　associated　with　pro－

gressive　testicular　dysfunction，　sperm　retrieval　rates　using　a　microdissection　testicular　sperm　extraction（mi－

croTESE）approach　are　unaffected，　even　with　very　high　FSH（＞451U／L）levels．

　　The　genetic　basis　of　azoospermia　is　well－characterized　for　some　men　with　NOA．　The　association　of　specific

Y－chromosome　microdeletions　with　NOA　has　been　established．　The　predictive　value　of　complete　deletions　in－

volving　the　AZFa　and　AZFb　regions　and　the　failure　of　sperm　retrieval　is　clear．　Indeed，　correlations　between　Y

chromosome　microdeletions　and　spermatogenic　patterns　allow　a　clearer　understanding　of　specific　gene　defects

and　their　relationship　to　spermatogenic　failure．　For　at　least　70％of　men　with　AZFc　deletions，　sperm　are　de－

tectable　in　the　ejaculate．　For　azoospermic　men　with　AZFc　deletions，　sperm　are　found　using　microTESE　in　an－

other　75％of　cases．　The　presence　of　AZFc　deletions　does　not　adversely　affect　ICSI　results　compared　to　control

patients．　Evaluation　of　men　with　Klinefelter　syndrome　has　allowed　better　comparative　analysis　between　differ－

ent　techniques　of　TESE，　with　high　sperm　retrieval　rates　using　a　microTESE　approach．

　　The　lack　of　a　defined　pattern　of　preservation　of　sperm－producing　elements　within　the　testis　requires　a　de－

tailed　microscopic　search　for　effective　sperm　retrieval．　At　present，　imaging　techniques　are　inadequate　to　allow

pre－operative　detection　of　sites　of　sperm　production　within　the　testis．

　　At　Cornell，　we　have　used　a　simultane皿s　approach　for　sperm　retrieval　and　IVF／ICSI　for　men　with　non－ob－

structive　azoospermia．　We　have　attempted　treatment　in　over　900　cases　to－date．　This　approach　provides　sperm

for　ICSI　in　58％of　microTESE　procedures，　and　a　clinical　pregnancy（documented　with　fetal　heart　beat　on　ultra－

sound）is　seen　for　48％of　couples　once　sperm　are　retrieved．　Children　born　with　this　approach　have　not　demon－

strated　an　increased　risk　of　congenital　anomalies．

　　Sperm　retrieval　is　possible　in　68％of　men　with　Klinefelter　syndrome，48％of　men　who　are　azoospermic　after

chemotherapy，　and　in　50％of　men　who　previously　underwent　failed　biopsy　for　sperm　retrieval　in　NOA．　Fol－

lowup　stides　have　documented　that　microTESE　is　safer　than　standard　biopsy　procedures．

　　Treatment　is　now　possible　for　most　men　with　NOA．　The　treatment　is　safe　and　effective．　A　greater　under－

standing　of　the　pathophysiology　of　NOA　and　the　relationship　between　FSH　and　testicular　function　is　now

evolving　based　on　our　clinical　observations．

●
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招請講演3
●

The　BESST　babies　after　IVF

●

Monash　University，　Department　of　Obstetrics　and

Gynaecology，　Melbourne，　Australia

David　L．　Healy

　　Obstetric　outcomes　from　in　vitro　fertilisation（IVF）pregnancies　can　now　be　determined．　Some　couples　requir－

ing　IVF　are　not　aware　of　the　risks　associated　with　spontaneous　pregnancy　in　their　own　community．　These　in・

clude　the　risk　of　miscarriage，　premature　labour，　perinatal　death，　birth　defects　and　cerebral　palsy．　Some　couples

needing　IVF　are　not　aware　of　the　risks　involved　with　a　singleton　IVF　pregnancy．　These　include　a　higher　risk

of　premature　birth，　a　low　birth　weight　baby，　a　small　for　gestation　baby，　a　higher　risk　of　pre　eclampsia　and　a

higher　risk　of　placenta　praevia　and　placental　abruption．　Moreover，　any　premature　or　low　birth　weight　baby　is

linked　to　an　increased　risk　of　cardiovascular，　renal　and　pulmonary　disease，　diabetes，　cancer　and　obesity　in

adult　life．　ART　twins　increase　these　risks：atwin　is　approximately　3　times　as　likely　to　have　cerebral　palsy　and

6times　more　likely　to　die　than　is　a　single　baby．　Assisted　reproductive　technology（ART）programs　do　not　re－

port　success　consistently．　Rates　vary　with　the　definition　used．　Success　must　reflect　delivery　of　healthy　babies

and　the　burden　to　couples．　We　reported　the　singleton，　term　gestation，　live　birth　rate　of　a　baby　per　assisted

ART　cycle　initiated　for　a　large　IVF　program．　We　defined　ART　cycles　as　those　that　are　initiated　with　the　inten－

tion　of　oocyte　collection．　We　examined　cycles　conducted　through　Monash　IVF　in　2001．　All　women　with　positive

pregnancy　tests　had　first　trimester　ultrasonography．　Obstetric　outcomes　were　recorded．　All　babies　had　neona－

tal　examinations　conducted　by　paediatricians．　A　total　of　644　positive　pregnancy　tests　were　recorded　in　2600　cy－

cles：509　showed　fetal　motion．　Of　448　deliveries，328　were　singleton　and　120　were　multiple．　There　were　290　sin・

gleton　deliveries　at　term　gestation．　In　2001，　a　couple　had　an　l1．1％chance　of　delivering　a　singleton，　term　gesta－

tion，　live　baby　per　assisted　technology　cycle　began．　This　statistic　was　11．1％at　Monash　IVF．　We　suggest　indi－

vidual　programs，　national　registers　and　international　registers　should　report　this　BESST（Birth　Emphasizing　a

Successful　Singleton　at　Term　outcome）．In　a　more　recent　study，　we　reported　the　preterm　birth　rate　and　small

for　gestational　birth　rate　from　ART　patients　with　ovarian　endometriomata　compared　with　control　groups．

Every　woman　who　had　an　ART　singleton　baby　through　Monash　IVF，　born　between　1991－2004，　had　her　data

base　assessed（N＝4382）．Control　groups　included　1201　singleton　babies　from　ART　patients　without　endometrio－

sis　and　2400　randomly　selected　women　from　the　Perinatal　Data　Collection　Unit　database　in　Victoria，　Australia

of　850，000　births．　There　were　95　singleton　ART　babies　from　patients　with　ovarian　endometriomata　and　535

ART　singleton　babies　from　patients　who　had　endometriosis　but　no　ovarian　endometriomata．　Preterm　birth　rate

increased　only　in　the　ovarian　endometriomata　group　when　compared　with　community　records（N＝850，000）．

Furthermore，　ART　patients　with　ovarian　endometriomata　had　a　significantly　increased　likelihood　of　having　a

small　for　gestational　age　baby　compared　with　other　forms　of　endometriosis．　It　seems　that　rates　of　preterm

birth　and　small　for　gestational　age　babies　doubled　in　infertility　patients　with　ovarian　endometriomata　who　re－

quired　ART．

●

●

●
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招請講演4

Recent　Advances　in　Controlled　Ovarian　Stimulation　regimens　in　OI／ART

●

Department　of　Global　Medical　Affairs，　Reproductive

Health　Merck　Serono　International　SA　9　Chemin　des

Mines，　Geneva，　Switzerland

Colin　M．　Howles

●

●

■

　　In　a　spontaneous　menstrual　cycle，　only　one　follicle　out　of　a　cohort　of　10－20　usually　completes　maturation　and

ovulates　to　release　a　mature　oocyte．　The　aim　of　FSH　stimulation　in　ART　protocols　is　to　overcome　the　selection

of　a　dominant　follicle　and　to　allow　the　growth　of　multiple　follicles．　An　excessive　number　of　retrieved　oocytes

combined　with　an　ongoing　pregnancy　can　put　the　patient　at　risk　of　ovarian　hyperstimulation　syndrome

（OHSS）．At　the　other　extreme，　being　able　to　predict　a　poor　ovarian　response　would　enable　clinicians　to　man－

age　both　the　treatment　cycle　and　the　patients’expectations　proactively．　This　latter　situation　is　much　more　com－

mon　in　women　of　advanced　maternal　age，　where　not　only　the　number　but　also　the　quality　of　oocytes，　is　re．

duced．　Today，　successful　treatment　for　these　patients　continues　to　be　a　major　challenge　in　ART　programs．

　　Being　able　to‘predict’a　patients　response　to　treatment　and　hence　select　the　correct　dose　of　FSH　to　retrieve

an‘ acceptable’number　of　oocytes（5－14）for　ART，　is　however，　complex．　To　predict　each　patient’s　ovarian　re－

sponse　to　pharmaceutical　agents　and　to　individualize　the　starting　dose　of　exogenous　FSH，　various　clinical，　en－

docrine，　ovarian　ultrasonographic　and　genetic　characteristics　have　been　explored．　Several　putative　characteris－

tics　have　been　assessed　together　in　prediction　models　with　varied　success．　We　have　identified　and　developed

an　algorithm　that　uses　readily　available　patient－specific　variables：baseline　serum　FSH　in　the　early　follicular

phase，　body　mass　index（BMI）．age，　and　antral　follicle　count（AFC）assessed　at　baseline．　The　use　of　this　algo－

rithm　in　a　pilot　study　has　encouraged　us　to　further　work　on　the　development　of　this　model　for　routine　clinical

use。

　　In　women　of　advanced　maternal　age，　there　is　a　clear　increase　in　aneuploid　embryos　and　this　is　most　likely

due　to　suboptimal　cytoplasmic　maturation（including　reduced　capacity　of　oocyte　mitochondria　to　generate　suffi－

cient　quantities　of　energy　required　for　fertilisation　and　cell　division）．　In　this　lecture　I　will　also　review　the

available　evidence　for　the　use　of　various　supplementary　agents　as　a　means　of　augmenting　follicular　recruit－

ment　and　cytoplasmic　integrity，　so　as　to　improve　the　prognosis　for　these　women．　For　example，　recent　pilot

data　indicate　that　androgen　supplementation　may　be　one　area　to　explore　further　in　properly　controlled　ran－

domized　studies．

●
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教育講演1

生と死の生命倫理

日生殖医会誌53巻4号

NPO法人生殖再生医学アカデミア

森　　　崇　英

　一般の臨床医学は人間の生命の終焉と対峙する医学であるのに対し，生殖医学は人間の生命の始まりを取扱う医

学であるという点で基本的に異なっている．両者の生命倫理を同格の倫理哲学で律することは本来無理であるにも

拘らず，これまで死の生命倫理を生の生命倫理に当てはめることにそもそも根源的な矛盾が内包されていた．従っ

て今日の生殖医学に求められている倫理課題は，ヒト生命の始まりに関する生命倫理学の空白を埋め，生殖医学固

有の生命倫理を樹立することである．

　かつて臓器移植法の成立に向って，脳死臨調で激論が交された末の結論は，脳死を直ちにヒトの死とは認めない

ものの，生前の本人の提供意思が明記されたカードに従って，脳死と判定された後移植臓器の提供が実施されるに

至った．このことは脳死に対する受容度が個人，社会，宗教を含めた文化背景によって大きく異なることを如実に

示しているが，共通していえることはヒトの死を絶対的生命観の立場から捉えていることである．これに対し生命

の始まりを取扱う生殖医学・医療の領域に，生命の絶対観という同格の価値観を導入すると，生殖補助医療そのも

のの倫理的妥当性が失われ実施不可能となることにもしばしば遭遇する．そこで生命の相対観を導入せざるを得な

い．過去30年間の生殖補助医療の進歩は，生命科学技術として体系化されたにも拘らず，生殖医学の生命倫理哲

学が空白のまま確立されていないのが現状である．

　演者はかつて徳島大学在籍当時，本邦初の倫理委員会の設置に参画した．以来新しい生殖医療技術が開発される

度に，生命の相対観に基いてより普遍的，かつ実践的な倫理規範を模索し続けてきた．その結果「生殖の尊厳」と

いう概念に辿り着いた．これは「人間の尊厳」の属性であって，人命の萌芽としての「胚の尊厳⊥　自律性の原理

に由来する「個体性の尊重」並びに自然淘汰の摂理に基く「生命の相対観」の3つのコンセプトの複合概念と考え

ている．さらにクローン胚技術の開発やips細胞の登場により，生殖再生医学という新しい生命科学技術が生殖科

学・医療に第二の革命をもたらす可能性がある．このような生殖医療の将来像を考えると，生殖の生命倫理を，ヒ

ト生命の発生の根源に遡って考えておく必要があるのではなかろうか．そこで本講演では，生命の発生という観点

から，来るべき生殖再生医学の生命倫理についても可及的言及したい．
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生殖におけるアンドロゲンとその受容体の機能解析

●

兵庫医科大学産科婦人科学

小　森　慎　二

●

　アンドロゲンは男性への分化，精子形成機能の保持，男性機能の維持，卵胞発育などに様々な作用があることが

明らかになっている．アンドロゲンは通常アンドロゲン受容体を介して作用をするが，そのアンドロゲン受容体に

異常が存在するとアンドロゲン不応症という病態を来たす．アンドロゲン受容体遺伝子はX染色体に存在するの

で，その異常は通常男性に発症する．アンドロゲン不応症においては，これまでにも多数の遺伝子異常が報告され

ており，その表現型も完全型精巣性女性化症から男性不妊症まで様々である．完全型精巣性女性化症では，原発性

無月経として発見されることが多く，診断がつけば，精巣より腫瘍が発生する可能性があるので精巣を同定し摘出

する．また，男性不妊症では精子形成障害をきたす．これらの性分化異常の程度は種々の遺伝子異常により発生す

る．さらに，アンドロゲン受容体には，exon1にCAG　repeatが存在しており，それの多寡と疾患との関連も多く

報告されている．一方，アンドロゲンは卵巣にも存在して，卵胞発育に関連していることも明らかとなっている．

　本講演では，我々の教室のデータも含めてこれまでの報告をもとに，アンドロゲンとその受容体の性分化，精子

形成および卵発育などにおける機能に関してまとめて報告する．

●

●

●

●

●
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教育講演3
●

ウイルスベクターを用いた胎盤特異的な遺伝子機能解析

●

大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設

伊　川　正　人

　遺伝子治療や遺伝子機能解析を目的として外来遺伝子を導入する場合には，ウイルスベクターが汎用されてい

る．中でもレトロウイルスベクターは，感染した細胞の染色体に遺伝子を組み込むことができることから，長期間

にわたって安定した遺伝子発現を期待して使われることが多い．しかし個体レベルで用いられた場合には，ゲノム

に組み込まれたレトロウイルスベクターは種々のメカニズムにより遺伝子発現が抑制されやすい欠点を有する．一

方レトロウイルスベクターの一つであるが，Human　lmmunodeficiency　Virus（HIV）由来のレンチウイルス（LV）

ベクターは，ゲノムに組み込まれた後も遺伝子発現が抑制されにくい特徴を持つ．

　そこで我々は，動物個体レベルで遺伝子機能を解析するツールとして，LVベクターの有用性について検討を重

ねている．我々が用いるLVベクターは3’LTRのプロモーター活性を欠損させてあるので，染色体に組み込まれ

た後はウイルスゲノムが転写されないSIN（self　inactivating）タイプである．また最大10kbp程度の外来遺伝子

を挿入することができる．またエンベロープは脂質二重層を標的とするVSV－G（Vesicular　Stomatitis　Virus　G　gly－

copreotein）に変換することで，殆どの細胞に感染させることができる．

　我々はこれまでに，LVベクターを精細管内に注入するとセルトリ細胞特異的に遺伝子導入できることや，さら

に治療遺伝子を組み込んで雄性不妊である51／514マウスのセルトリ細胞にKL2リガンドを発現させることで，精

子形成を再開させるとともに産仔を得ることに成功しているD．またレLVベクターを受精卵に感染させると効率

良くトランスジェニックマウスを作製できることを報告した川．

　最近その応用として，透明帯を除去した胚盤胞に感染させると，栄養芽細胞系列のみに遺伝子が導人され，結果

として胎盤特異的な遺伝子発現が見られること，さらに治療遺伝子を組み込むことで胎盤異常による胚性致死を治

療できることを報告した4〕．本講演では，LVベクターを用いた胎盤の遺伝子治療を中心に，最新の知見を交えて

講演したい．

1）Ikawa　M．　et　al．　PNAS　2002；99：7524－7529．

2）Pfeifer　A．　et　al．，　PNAS　2002；99：2140－2145．

3）Ikawa　M．　et　al．　Mol　Ther　2003；8：666－673．

4）Okada　Y．　et　aL，　Nat　Biotechnol　2007；25：233－237．

●

●

●

●

●

■
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教育講演4

ヒト初期胚行動学に見る新知見一Time－lapse　cinematography解析から一

●

セブイテグダ冶”グツにグ中け
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　生殖補助医療（ART）の発展は，ヒト初期胚発生過程の経時的変化を形態学的に明らかにする事につながり，

これまで未知であった生命の営みを垣間見ることを可能にした．しかし，通常の体外培養においては，胚に対する

ストレス軽減のため頻回の形態学的観察は不可能であり，非連続的静止画像からの情報に基づく解析および評価に

は自ずと限界が存在した．近年，我々は，新たな試みとして，ヒト配偶子および初期胚を連続的かつ非侵襲的に長

期間観察撮影する体外培養装置（Time－lapse　cinematography；TLC）を独自に構築し，これまでヒト初期胚発生

過程の動的解析を行ってきた．我々が構築した体外培養撮影装置の概要を説明する．倒立顕微鏡全体を覆う純アク

リル製専用チャンバーと，顕微鏡ステージ上の小型チャンバーにより，顕微鏡ステージヒの専用ガラスディッシュ

内のマイクロドロップ（5μ1）が一定条件（温度370℃，pH745±005）となるよう調整した．観察卵子は，その

目的に応じて小型チャンバー内で2～5日間連続培養し，胚発生過程を定間隔で反復撮影し（露光時間：1／20秒，

撮影間隔：2～10分，撮影枚数：2000～6000），再生観察した．治療用卵子の観察では，一定期間観察した後の形

態良好胚は凍結保存し，その後の治療に供した．これまでの検討にて，TLC後の胚の形態は，通常の体外培養後

と変わりなく，また，2－4細胞期の融解胚移植後の妊娠率もTLC実施の有無と関連性がないことを確認した．一

方，凍結保存中で今後の治療予定がなく，本研究に同意された研究目的胚は，日本生殖医療標準化機i構（JISART）

倫理委員会の承認を得て，その目的に応じた撮影条件を設定して一定期間観察した．我々は，これまでに400個を

超える卵子の観察を行ってきたが，これらの一連の動的解析結果は，それまでの静止画像での評価では不可能であっ

たヒト初期胚発生過程の鮮烈で，躍動的な幾つかの現象，新知見を明白にした．そこで，今回の講演では，ヒト初

期胚発生過程の形態学的変化を「ヒト初期胚行動学」と位置付け，これまでにTLCにより明らかになった新知見

のうち，単一前核胚や大小不同前核期胚の発生機序，胚盤胞期までの体外培養期間中に確認された1卵性双胎発生

機序につながる内細胞塊の分離現象，などについて紹介させて頂く．
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教育講演5

一過性遺伝子導入マウスを用いた妊娠成立期における子宮内膜機能の解析

大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学

木　村　　　正

　妊娠の成立に関して子宮内膜は胚の接着に始まる着床，ならびに絨毛の侵入による胎盤形成，という二つの侵襲

を受ける．これらの侵襲に対し様々な物質の増減を短時間で調節し，子宮は胎児を受け入れている．着床や胎盤形

成を調節する因子を研究する場合，ノックアウトマウスは他の遺伝子が機能を代償したり，逆に胎生幼若期に致

死となり適切なモデルにならないことが多い．われわれはHVJ－Eベクター（不活化センダイウイルス外殻を用い

た非ウイルスベクター）懸濁液を着床前のマウス子宮腔内，あるいは着床成立後の卵膜外腔に注入することでその

後の妊娠経過を乱すことなく，一過性に子宮内膜，および母胎接合面に特異的に遺伝子導入を行い，目的蛋白の発

現活性の変化を得ることに成功した（Mol　Hum　Reprod　9：603，2003　JRI　70：59，2006）．マウスの妊娠15日目

に導入した遺伝子は72時間，すなわちimplantation　windowが開くときまで子宮内膜のみで発現する．われわれ

はこの系を用いて，NF－kappaB活性を一過性に抑制すると着床の遅延が起こること，　STAT－3の活性化をSTAT－

3decoyで阻害すると脱落膜化が起こらず，着床不全にいたること，この際全身のホルモン環境は変化しないこ

と，などを明らかにした（BBRC　321：6952004　FEBS　lett　580：2717，2006）．これは子宮内膜局所における多機能

転写因子の活性化が着床の成立に不可欠であることを示し，ヒト着床不全のモデルとして用いうる．マウス妊娠65

日目はすでに着床は完了し，胎盤形成が始まる時期である．胎盤形成は母体への絨毛細胞の浸潤が重要であり，蛋

白分解酵素がこれを司る．この時期に蛋白分解酵素阻害蛋白TIMP－3　cDNAを母胎接合面に導入した．形態的な

変化は捉えられなかったが，その後の妊娠経過中母体収縮期血圧が有意に上昇し，子宮内胎児発育遅延が起こった

（投稿準備中）．これは着床期，胎盤形成期に起こるイベントが後の妊娠経過に影響するモデルとなりうる．本シス

テムは手技が比較的容易で，妊娠経過に影響を与えず，導入する遺伝子や蛋白の種類を自在に変更できるので今後

このモデルを用いて，ヒト妊娠成立期の様々な病態の解明が行われることを期待している．
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教育講演6

多胎妊娠の予防と対策

●

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人

科学分野

苛　原　　　稔

●

●

●

　不妊治療により多胎妊娠が発生する原因は，ゴナドトロピン製剤による排卵誘発療法と生殖補助医療（ART）で

ある．これらの治療法が1990年頃から広く普及したため，本邦における多胎妊娠の発生数は著しく増加し，医療

的にも社会的にも大きな問題となってきたわけである．不妊治療による多胎妊娠の動向を調べた我々の成績では，

3胎以上の多胎妊娠の発生率は1994年以降ほぼ大きな変化はなく，年間200－250例程度が発生している．ただし，

4胎以上に限ると減少していると推定される．発生原因のうち，排卵誘発の占める割合は減少傾向にある一方，ART

の占める割合は増加しており，特に約3／4は体外受精によって発生している．これらを総合すると，ARTよる多

胎の発生は相変わらず増加傾向にあるが，4胎以上の妊娠は減少しており，移植胚数が減少する効果が現れたもの

と推定される．一方，ゴナドトロピン療では相変わらず一定の割合で各々の胎数の多胎妊娠が発生しており，多胎

の発生を予防しきれていないと考えられる．ゴナドトロピン療法で多胎妊娠を起こしやすい理由は，投与方法に問

題があるからと考えられる．多胎の発生を減少させる投与法としては低用量漸増療法が有用性が高3胎以上の多胎

妊娠の発生率は1994年以降ほぼ大きな変化はなく，年間200－250例程度が発生している．この調査の把握度から

すると，3胎以上の多胎妊娠は徐々ではあるが上昇しつつあると推定される．しかし，4胎以上に限ると減少して

いると推定される．発生原因のうち，排卵誘発の占める割合は減少傾向にある一方，ARTの占める割合は増加し

ていおり，特に約3／4は体外受精によって発生していることが明らかとなった．しかし，ARTでは4胎以上の発

生の割合は減少しているのに対し，排卵誘発では4胎以上の割合は減少していないと考えられる．これらの調査結

果から，ARTよる多胎の発生は相変わらず増加傾向にあるが，4胎以上の妊娠は減少しており，移植胚数を減ら

している効果が現れたものと推定される．一方，一般の排卵誘発法（ゴナドトロピン療法）で相変わらず一定の割

合で各々の胎数の多胎妊娠が発生しており，一般の排卵誘発法では多胎の発生を予防しきれていない現状が明らか

となった．
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日生殖医会誌53巻4号

●

メタボリックシンドロームと生殖

●

山形大学医学部産科婦人科

倉　智　博　久

　生活習慣病の原因として内臓脂肪蓄積型肥満が注目され，「メタボリックシンドローム」という語は広く一般に

受け入れられています．ウェストサイズが健康診査に加えられ，「メタボ」は，本年から特定健診・保健指導の対

象となりました．

　女性は40－50歳代になって急に肥満者（BMI≧25）の率が増加し，それ以降はほぼ男性と同じく30％くらいの

肥満者の割合です．

　女性の肥満と生殖に関しては，以下の2つの重要な点があると考えらます．

1．生殖年齢にある女性の肥満と月経異常・不妊

　生殖機能の開始には一定以上の脂肪の蓄積が必要で，初経の発来には22－24％の体脂肪が必要と言われていま

す．一方，やせとともに肥満も生殖機能の異常に関連し，月経異常・不妊患者には肥満者が多いことも知られてい

ます．BMIが22－23　kg／m2が最も生殖機能が良好で，それ以上でも，以下でも月経周期の異常などの率は上昇し

ます．肥満による月経異常に対する減量の効果は大きく，理想体重まで減量されなくても，排卵・月経周期の正常

化がみられ，内分泌学的異常も減量により正常化します．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）も排卵・月経異常にしば

しば肥満を伴う重要な疾患です．PCOSは国際的な基準との整合性も図ったあらたな診断基準が設けられました．

最近，月経異常の患者，とくに，PCOSでは，将来，糖尿病や高脂血症のリスクが上昇することも報告されていま
す．

2．閉経後女性の肥満と生活習慣病，がん

　閉経後女性の肥満は，生活習慣病のリスク上昇という観点からも重要な問題です．閉経周辺期の体重増加そのも

のは，加齢による現象と考えられていますが，閉経後の内臓脂肪の蓄積は卵巣機能の消失によるエストロゲンの低

下が大きな要因です．ホルモン補充療法が肥満，とくに，内臓脂肪蓄積を抑制しうるか否かについてはコンセンサ

スがありませんが，この閉経後の内臓脂肪蓄積は，閉経後女性に心・血管系疾患などが急増する要因の1つであろ

うと考えられています．メタボリックシンドロームの診断基準で注目すべきは，腹腔内脂肪蓄積の指標としてウェ

スト周囲径が取り入れられていることです．内臓脂肪が蓄積すると，内臓脂肪から分泌されインスリン抵抗性の原

因となるTNFαなどが増加する一方，インスリン抵抗性を改善するアディポネクチンなどの分泌が低下します．

これらによってインスリン抵抗性が増し，高脂血症や糖尿病などの生活習慣病の発症ひいては動脈硬化を引き起

こすと考えられています．

　閉経後の肥満は，子宮体がん，乳がんのリスク因子であることも重要です．

●

●

●

●

●
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シンポジウム1

「配偶子形成とその成熟機構」

●
1）精子形成に関わる精巣内細胞間情報伝達機構

神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学

石　川　智　基

●

●

●

　精子形成には精細胞と間質細胞との相互作用が重要であり，この細胞間相互作用は精子形成障害を理解するうえ

で重要な論点である．今回間質細胞機能の評価と精子形成障害との関わりという視点からの知見と今後の方向性に

ついて検討する．精巣内には精細胞と同じく精細管内に存在するセルトリ細胞と間質にライディッヒ細胞が存在す

る．精子が出来るまでの過程は，精粗細胞が体細胞分裂によって増殖し，第一次精母細胞に分化し，減数分裂を経

て，円形精子細胞，後期精子細胞へ分化するspermatogenesisと精子細胞が分化して鞭毛を持った精子へと変態す

るspermiogenesisにわけられる．精細胞の分化において精巣内細胞間でさまざまな機能調節が行われており，そ

の過程において精細胞はアポトーシスを繰り返し，状態のいい精子が選別されると考えられている．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－1bなどのproinflammatory　cytokineの増加

を認める．これらの発現により炎症と免疫応答のバランスが崩れると，精細胞のアポトーシスがおこり，結果とし

て精子形成障害がひきおこされる．この過程の中で精巣内細胞間において，さまざまな機能調節が行われていると

考えられるが，その機序はいまだ明らかではない．本シンポジウムでは，精巣局所での分泌物質ならびにその制御

機構についての我々の成果をとりあげながら，これらの研究の現状と今後の展望について述べたい．今後，このよ

うな精巣内での細胞間クロストークの解明とセルトリ細胞より分泌される調節因子の解析は，精子形成機構の研

究　さらには精子形成障害の原因を明らかにするうえにおいて新たな局面を展開するものと考えられる．また，将

来的には精子形成障害の治療薬の開発に貴重な情報を与えてくれることが期待される．
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●

2）精原細胞からのin　vitro精子形成 ●

横浜市立大学大学院医学研究科・泌尿器病態学

小川毅彦
●

　哺乳類の精子形成をin　vitroで行う研究には長い歴史があるが，いまだに未完成の課題である．1960～1970年代

には器官培養法を用いて精巣組織の培養実験がなされ，多くの進展が見られた．しかし，減数分裂の途中，特にパ

キテン期においてその分化は止まり，精子細胞（半数体）の出現には至っていない．それ以後幾つかの研究グルー

プからin　vitroでの減数分裂が完了できたとの報告がなされたが，それらのほとんどは実験材料として精母細胞を

用いている．よってすでに減数分裂が開始された細胞からの減数分裂完了であると考えられる．それゆえ，現時点

においても減数分裂開始前の精原細胞や精原幹細胞を用いてin　vitroで精子形成（減数分裂）を完了できるプロト

コールは確立していない．我々はヌードマウス皮下において再構成した精細管内で，精原幹細胞から精子形成を誘

導することに成功し既報した．その実験に用いたhaspin－GFPトランスジェニック（Tg）マウスは減数分裂終末

期にGFPを発現し，半数体出現のマーカーとして有用であることを確認した．今回in　vitro精子形成の実験を行

うにあたり，haspin－GFP　Tgマウスの他に減数分裂中期でGFPを発現するAcrosin－GFP　Tgマウスも用意した．

これらTgマウスの精巣組織や生殖細胞を用いれば，培養実験を継続しながら，精子形成の進行度を簡便にモニター

できる．生後の発達段階においてはAcrosirGFPは生後15日目頃から，　Haspin－GFPは20日目ごろから発現し

始めることを確認した．これらマウスの生後4～14日目の精巣組織（直径1～2mm）をアガロースゲルの上で培養

液面と気体層の境界において，34℃，5％CO2にて培養を行った．いずれの日齢の精巣組織を用いた場合でも

Acrosin－GFPおよびHaspin－GFPの発現が確認できた．　Haspin－GFPの発現は精子細胞の存在を強く示唆するこ

と，6日齢以前の精巣において減数分裂は始まっておらず，前精原細胞や精原細胞のみが存在することから，invi－

tro器官培養において減数分裂の完了が可能であることが示唆された．

●

●
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3）初期卵胞発育培養法に関する検討

兵庫医科大学先端医学研究所発生・生殖部門

長谷川　昭　子

　生殖補助医療を難治性不妊症に適用するために，発育初期の卵胞を培養により発育誘導し成熟卵子を得る技術の

開発が望まれている．哺乳動物の中期2次卵胞以降の発育は，性腺刺激ホルモンの制御により急速に進行するが，

原始卵胞から初期2次卵胞への発育は，ホルモンの影響を受けずに自発的に起こる．マウスでは幼若期に卵胞の発

育が同調して起こるので，ヒトの1サイクル分の卵胞発育モデルとして研究に用いられる．われわれは幼若マウス

の前胞状期卵胞を培養により発育させて受精可能な卵子を誘導し，体外受精・胚移植により産仔を得た．また凍結

保存卵巣からも同様に産仔を得ることに成功している．本シンポジウムでは，1）培養法が確立していない直径100

μm未満の初期卵胞の発育培養と，2）初期卵胞の網羅的遺伝子発現解析について発表する．

　1）前胞状期卵胞を卵巣から採取するには，機械的にintact　follicleとして採取する方法とコラゲナーゼ処理によ

り卵母細胞一願粒膜細胞複合体（OGC）として採取する方法がある．卵胞径110－140μmのマウス前胞状期卵胞の

発育培養においては，いずれの培養法によっても卵胞発育を誘導することができ産仔の獲得も報告されている．一

方，直径が100μm未満の初期2次卵胞は，コラゲナーゼ単離法では培養系で発育させることができない．穎粒膜

細胞と卵母細胞の接着が破綻し，穎粒膜細胞が卵母細胞から離れて増殖するためである．よって初期2次卵胞の発

育培養にはintact　follicle法が必須である．しかしこの方法でもなお卵胞発育率は低い．今回コラーゲンゲル培養

（IVG－1）により卵胞径がllO－140μmに達する時期にコラーゲンコート膜培養（IVG－2）に切り替える効果的な2

ステップ培養法について報告する．

　2）効率のよい初期卵胞発育培養法を開発するには，1）に示した実践的方法と同時に，卵胞発育に関与する分子

の発現動態を知り，これを応用する必要がある．すでに初期卵胞発育に関与する分子として複数の成長因子やこれ

に係わるパスウェイが報告されているが，今回さらにDNAマイクロアレイを用いて網羅的かつ経時的に解析し

た．卵胞発育に関与する分子は通常，シグナル経路の上流に位置する制御分子のコントロールのもとに置かれてい

るので，このような上流遺伝子を同定することにより卵胞発育メカニズムの解明と同時に，培養系の開発に応用で

きる可能性がある．
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●

4）卵成熟を制御する鍵分子 ●

東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野

星　野　由　美

●

　畜産分野において，体外成熟培養は卵巣内に多量に存在する卵母細胞を有効に利用する技術として確立されてき

たが，受精率や発生率に大きく影響するため，これら技術の向上を図るためには卵成熟の分子メカニズムの解明が

不可欠である．卵成熟は，核と細胞質の成熟からなり，核の成熟では染色体の整列や紡錘体形成なども観察される

が，現在までのところ，これらを制御する分子機構は十分明らかにされていない．これらの分子機構を明らかにし，

核や細胞質成熟の人為的操作が可能となれば，受精能・発生能の高い卵子を生産することが可能になる．このよう

なことから，関連分子を検索し，phosphatidylinocitol－3－kinase（PI3K）／Akt経路に着目した．これまでにPI3K

／Akt経路を介して卵成熟が進行することを報告してきたが，ここではAktを中心とした分子メカニズムとその役

割について紹介したい．Aktは，卵成熟過程においてGV期からMII期で発現し，分裂中期においては紡錘体上

に局在する分子である．このAktは受精後第2極体放出とともに極体側に移行し，その後，前核形成期以降にお

いては発現が見られない．Aktの活性化には，スレオニン308基（Thr308）とセリン473基（Ser473）の2つの

アミノ酸のリン酸化が必須であるが，マウスの卵母細胞においては，2つのリン酸型Aktが異なる局在を示し，特

に分裂中期においてはThr308が中心小体外周物質に，　Ser473は紡錘体上に存在することが明らかとなった．こ

れらの結果から，2つのリン酸型Aktが独立して機能し，卵成熟の進行に何らかの役割を果たしていることが予想

された．そこで，阻害実験を行ったところ，分裂後期の紡錘体形成・維持，さらに受精後の第2極体放出に関与す

ることが明らかになった．さらに，2つのリン酸型Aktは独立して機能すること，すなわち，　Thr308リン酸型Akt

は分裂中期紡錘体維持と受精後の第2極体放出から減数分裂の完了に関与し，一方，Ser473リン酸型Aktは分裂

中期紡錘体維持と第2極体放出に関与することが明らかになった．このことは，Aktが減数分裂の完了に機能して

いることを示している．これらの結果は，他の哺乳動物における卵成熟機構の解明に貢献するものであり，希少動

物の保護やヒトの不妊治療への応用も期待される．

●

●

●

●

●
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●
5）未受精卵の細胞質に凍結が及ぼす影響一凍結除核未受精卵を用いた

　　　　　　　　　　　　体細胞クローン胚による検討

●

山梨大学医学部産婦人科

深　澤　宏　子，平

多賀谷　　　光，正

笠　井　　　剛，星

田　修　司，

田　朋　子，

　　和　彦

●

●

【目的】核移植胚由来の胎性幹細胞（nuclear　transfer－derived　embryonic　stem　cell；ntES細胞）は，体細胞核移

植（somatic　cell－nuclear　transfer；SCNT）によって作出した再構築胚から発生した胚盤胞から樹立される．この

ntES細胞は受精卵由来のES細胞と同様の多分化能を有していることから，将来的には，患者自身の体細胞を用

いたntES細胞の再生医療への応用が期待されている．しかしながら，　ntES細胞の樹立率は，種々のSCNT技術

の改良によってもなお低率であり，確実にntES細胞を樹立するためには相当数の未受精卵が必要である．そこで，

われわれは，除核した未受精卵を凍結保存し，必要に応じてそれを解凍してSCNTに用いる可能性について実験

動物レベルで検討している．この研究は同時に，成熟未受精卵に対する凍結一融解の影響を，「核」（紡錘体）と細

胞質の各コンポーネントに分けて検討することを可能とした．今回，凍結一融解が成熟未受精卵の細胞質に及ぼす

影響について，凍結除核未受精卵による再構築胚を用いて検討した．

【方法】マウスのMII期卵より紡錘体を除去し，この除核未受精卵をvitrification法により凍結した後，少なくと

も1日以上液体窒素中で保存した後に融解した．融解した除核未受精卵に卵丘細胞の核を移植して再構築胚を作出

した（凍結融解群）．一方，非凍結除核未受精卵を用いて同様に再構築胚を作出した（非凍結群）．これらの再構築

胚を活性化し，初期発生を比較検討した．

【成績】非凍結群の再構築胚の2細胞期ならびに胚盤胞への発生率は81．7％ならびに272％であったのに対し，凍

結融解群の再構築胚では69．1％ならびに57％といずれも有意に低下した（p＜0．Ol）．とくに，凍結融解群では2

細胞期胚の胚盤胞到達率が顕著に抑制された（p＜0．01）．

【結論】除核未受精卵の凍結により，SCNTで作出した再構築胚の発生率は有意に低下した．これまで未受精卵に

対する凍結一融解の影響は，主に染色体に対する物理的なダメージであると考えられてきたが，今回の研究により，

凍結一融解は，成熟未受精卵の細胞質の機能にも直接的に影響を与えること，とくに，2細胞期以降の発生に関わ

る卵細胞質機能に変化を与えることが明らかになった．本実験モデルは，卵子の細胞質の成熟についての解析に有

用であると考えられた．

●

｝



100（224） 日生殖医会誌53巻4号

シンポジウム2

「粘膜免疫と生殖」

●

1）子宮内膜におけるP2RY14／GPR105を介した新しい粘膜防御機構と着床への関与
●

けいゆう病院産婦人科

荒　瀬　　　透

●

　近年，雌性生殖器官におけるToll様受容体による自然免疫のメカニズムが次第に明らかにされ，病原体の認識

を基盤とした免疫機構の存在が注目されている．特に子宮は外的環境と無菌的腹腔内環境の境界をなし，新たな生

命を守り育む場所として特異な免疫システムの存在が示唆されている．我々は新たな概念として，自己の細胞障害

を認識することで発動する，合理的な粘膜免疫機構が雌性生殖器官に存在するのではないかと考え，細胞内在性物

質の一つであり，且つグリコーゲン合成に必要とされるUDP－glucose（UDP－G）をリガンドとするGタンパク共

役型受容体P2RY14に注目し，その存在および免疫学的機能についてヒトおよびマウスの雌性生殖器官で検討を

行った．その結果，子宮内膜を含む雌性生殖器官においてP2RY14は粘膜上皮特異的に発現しており，特にヒト

子宮内膜腺上皮では，月経周期によらず一定の発現をしていることが明らかとなった．UDP－GをP2Y14発現ヒト

子宮内膜腺細胞もしくはマウス子宮腔に投与すると，IL－8（マウスではIL－8のホモログ）の産生と，好中球を主

とする免疫担当細胞の集籏が惹起された．さらに，これらはP2RYI4のsiRNAでノックダウンすることにより抑

制された．以上から，非自己である病原微生物の存在に影響されず，好中球を主体とした免疫担当細胞を局所に集

族させることにより外的病原体の侵入に備える新たな粘膜システムの存在が示唆された．最近我々は着床を胚によ

る被覆内膜上皮の部分生理学的破壊と捉えることにより，UDP－G／P2RYl4システムが着床にも関与し得るのでは

なかという作業仮説を想起するに至った．その仮説を支持するものとして，in　vitroヒト着床モデルを用いて，　UDP－

Gの着床への作用や，胚を受容する内膜上皮におけるP2RYI4の発現様式に関する幾つかのデータを得ている．以

上より，P2RYI4は雌性生殖器官，ことに子宮内膜における粘膜防御の新しい担い手としての役割を果たしている

事が明らかになった．また，当日は着床機能への関与についても考察していく．

●

●
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● 2）着床から妊娠維持におけるプロラクチンの役割一IDOの発現増強を介して一

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

川　口　里　恵

●

●

●

　プロラクチン（PRL）は，下垂体前葉より分泌されるペプチドホルモンの一つで．黄体期子宮内膜，脱落膜から

も産生される．PRLは妊娠中に急激にその血清値が上昇するが，乳腺の発達と乳汁分泌促進以外に妊娠現象への

関与に関する報告は少ない．近年，PRL－Rノックアウトマウスでは，月経周期不順，着床不全，受精卵の変性な

ど生殖機構の障害により完全不妊になるとの報告がなされた．ヒトにおいても，その機構は未解明なものの，着床

期の子宮内膜でのPRLの発現不良は，早期流産や着床不全をもたらす可能性が報告され，　PRLが何かしら妊娠維

持に有益に作用している可能性が示唆される．一方，IDO（Indoleamine　2，3－dioxygenase）は，トリプトファン

代謝酵素の一つで，健常時にはほとんど発現していないが，IFN一γやTNF一αなどのTh1タイプのサイトカイン

刺激により主にマクロファージなど抗原提示細胞に誘導される．また，異系腫瘍移植時の腫瘍周囲にも発現誘導さ

れており，宿主による異系腫瘍の拒絶への関与が示唆されている．妊孕現象において胎児は半同種移植片であるの

で，母体には胎児に対する宿主免疫応答が生じており，実際にヒト胎盤の栄養膜合胞体層でIDO活性が高いこと

が報告されている．マウスの実験において，IDOの競合的阻害剤の投与により異系交配の妊娠マウスはすべて流

産に至り，IDOは，胎児抗原により惹起された免疫細胞の増殖を抑制することにより妊娠維持に関与する可能性

が示唆されている．PRLはJAK2－STAT5（signal　transducers　and　activators　of　transcription　5）を，　Th1サイ

トカインの代表であるIFN一γはJAK2－STATIを主なシグナル伝達経路とする．そこで，今回我々は，　IDOの発

現に対してPRLが何らかの作用を有している可能性を検討した．その結果，　PRL単独や低濃度（5U／ml）のIFN一

γ刺激のみでは，有意のIDOの発現は誘導されなかったにも関わらず，　PRL　100ng／ml以上の添加培地では低濃度

IFN一γ刺激により，　IDOのmRNA，蛋白の発現が有意に誘導された．以上よりPRLは免疫細胞のIDOを介して

妊娠維持に寄与する可能性が示唆された．

●
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日生殖医会誌　53巻4号

●

3）Feto－maternal　interfaceにおけるToll－Like　Receptors（TLRs）の発現と機能 ●

東京大学医学部女性診療科産科

甲　賀　かをり，Gil　Mor，

Vikki　Abrahams
●

　自然免疫とは，細菌などの病原微生物が宿主に侵入した際に，感染後数時間以内に惹起される，宿主に生来備わっ

ている感染防御機構である．Feto－maternal　interfaceにおける自然免疫反応は，感染が関与する様々な妊娠合併

症，すなわち切迫流早産，妊娠高血圧症候群などの発症・進展に強く関連すると考えられる．Toll－Like　Receptors

（TLRs）は自然免疫を担う代表的なパターン認識受容体の一群で，　TLR1－11が知られる．ヒトfeto－maternal　inte壬

faceでは，子宮内膜上皮細胞，間質細胞，骨髄由来細胞でその発現が報告されている．我々は，インフォームド・

コンセントのもとに得られた臨床検体を用い，これらTLRsがfeto－maternal　interfaceの中でも，特に絨毛細胞

に，空間的時間的特異的に発現していることを示して来た．例えば，グラム陰性桿菌由来のLPSを認識するTLR

4，グラム陽性球菌由来のペプチドグリカンを認識するTLR2，ウイルスの核酸複製中間体としての二重鎖RNA

を認識するTLR3などである．　TLR2と二量体を形成するTLR6は妊娠前期絨毛細胞には発現せず，後期で発現す

る．さらに，in　vitroの実験から，これら胎盤のTLRsが実際に機能を有すること，つまり受容体が前述の外来病

原体由来の分子パターンをリガンドとして認識し，それに応答することも明らかにしてきた．例えば，TLR4の刺

激は，絨毛細胞からのサイトカイン・ケモカインの分泌を促進すること，TLR2の刺激は絨毛細胞のアポトーシス

を誘導すること，TLR3の刺激は絨毛細胞から抗ウイルス物質を発現させる，などである．これらTLRsを介した

外来病原体に対する絨毛細胞の反応は，さらなる免疫反応，すなわち，免疫担当細胞の遊走や活性化，炎症反応の

惹起などを誘導する．このことは，言い換えれば，feto－maternal　interfaceにおいて，絨毛細胞が外来病原体を感

知・応答し，自然免疫を惹起し，続いて起こる獲得免疫への橋渡しをしていることになる．我々はさらに，in　vivo

のモデルでも，TLR2の刺激が絨毛のアポトーシスを起こすこと，　TLR3の刺激が，　feto－maternal　interfaceの炎

症反応を惹起し，早産を起こすこと，などを証明した．本シンポジウムではこのような我々の一連の研究から得ら

れた知見を中心に，臨床的考察も加えて紹介したい．

●

●

●

●

●
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4）母体末梢血由来細胞の着床および初期胎盤形成における役割

京都大学大学院医学研究科器官外科講座婦人科学産科学

佐　藤　幸　保

　ヒト胚の着床と初期胎盤形成において，胚盤胞の栄養膜細胞（トロホブラストTB）は母体面に接着，浸潤する．

この過程でTBは母体末梢血と直接接触する．我々は『母体末梢血由来細胞とTBとの相互作用が着床や初期胎盤

形成に促進的に働いている』という仮説をたて研究を進めてきた．

　まずマウスにおいて，妊娠マウス由来PBMCを偽妊娠マウス子宮に局注することにより，移植胚の着床率が有

意に上昇することがわかった．PBMCが子宮内膜に機能変化を誘導して，胚着床を促進している可能性が考えら

れた．

　次にヒトにおいて，絨毛癌細胞株BeWo細胞塊を胚盤胞のモデルとして，分離ヒト子宮内膜細胞への接着性を

検討した．黄体中期の内膜細胞へのBeWo細胞塊接着率は他の時期に比べ有意に高く，　BeWo細胞がヒトTBと

類似の性格を保持していること，またこの系がヒト着床モデルとして有用であることが示唆された．内膜細胞を自

己PBMCと共培養したところ，黄体中期以外の内膜細胞にもBeWo細胞塊の接着性が誘導された．　PBMCがTB

接着を促進することで胚着床に有利に働くことが示唆された．

　さらに，ヒトTBの浸潤におけるPBMCの作用を検討した．上述のようにBeWo細胞はヒトTBの性格を保持

しており，まずPBMCがBeWo細胞のマトリゲル浸潤能に及ぼす効果を調べた．　PBMCとの共培養によりBeWo

細胞の浸潤能は克進し，PBMCがTB浸潤を促進することで着床に有利に働くことが示唆された．次に初期胎盤

形成におけるPBMCの作用を検討するため，初期胎盤から浸潤能をもった絨毛外TB（EVT）を分離培養した．　EVT

浸潤能はPBMCよりむしろ血小板との共培養により促進された．胎盤の組織学的検討で血小板が母体血管を浸潤

したEVTに捕捉され活性化されていることが明らかになり，血小板が母体血管リモデリングに促進的に働いてい

ることが示唆された．

　以上の研究により，着床から初期胎盤形成における母体末梢血由来細胞の重要性の一端が明らかになった．これ

らの知見に基づき，着床不全症例に対して自己リンパ球を用いた新しい治療法を開発し，有意な成果を挙げつつあ

る．また血小板とEVTとの相互作用についてのさらなる検討は，母体血管リモデリングの欠如が一因とされてい

る胎児発育抑制や妊娠高血圧症候群の病態解明にもつながると考えている．
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1）加齢と尿生殖機能閉経期以後の骨盤機能不全，外科的処置について

神戸アドベンチスト病院産婦人科

辻　　　芳　之

　ヒトは霊長類の中で唯一閉経期を持つ特異な種である．進化人類学にて人類は種の維持に閉経女性の存在が必要

であるとのgrand　mother　hypothesisが提唱され，閉経後の女性は過去，現在，未来にわたり人類の生殖，種の維

持に間接的でありながらも無くてはならない役割を持っている．しかるに，立位歩行，巨大頭胎児の分娩のため女

性の骨盤底損傷は人類的宿命とも言え，女性ホルモンが低下する更年期以後，性器脱や尿失禁を発生させ社会的活

動性を著しく阻害する．従来の女性骨盤内臓器脱（Pelvic　Organ　Prolapse，　POP）の治療は弛緩した靱帯の縫縮

下垂した子宮の摘出を中心としており，保険収載においても性器脱の手術は未だ膣式子宮全摘，膣壁縫縮が標準治

療とされ，「切って縫い縮めれば良い」という理屈に基づいている．しかし，膣壁を挙上する役割のある仙骨子宮

靭帯は子宮動脈の下降枝により栄養され子宮摘出術を行うと子宮動脈下降枝の血流が無くなり，仙骨子宮靱帯の萎

縮により膣断端脱を発生し，逆に長時間経てから深刻な骨盤全臓器脱を発生させることもあり得る．子宮摘出，膣

壁形成術が標準治療として確立された1970年代，女性の健康寿命は推定67，8歳で性器脱の治療を60歳で行って

も7，8年維持できれば良かった．しかし現在女性の健康寿命は当時より10年も延長しており，POPの治療は，

より永続性が高く侵襲の少ない方法が求められる．脆弱化している靱帯を縫い縮めても早晩脆弱化し再発は避けが

たい．健康年齢が飛躍的に延長した時代の新しいPOP治療に求められるのは「切って縫い縮める」のではなく骨

盤底の機能的な根本的再建法である．そのため，既に脆弱化した生体の組織に替わり，優れた合成材料を用いて骨

盤底機能の再建を行う術式として腹圧性尿失禁でのTVTやTOT手術が開発され，膀胱瘤，膣脱など骨盤臓器脱

の骨盤底の再建にTVMが開発されている．これらの合成材料のメッシュを用いて脆弱化した靱帯筋膜組織の裏打

ちを行う方法は低侵襲で長期の維持も良いが，生体内に異物を挿入する問題や術式が必ずしも標準化され評価され

尽くしておらず，症例の蓄積とともに解決しなければならない問題点も浮かび上がってはいる．当シンポジウムで

は生殖年齢を過ぎても長きにわたり社会的，家庭的に重要な責任と役割を果たさなければならない閉経以後の女性

が，その活動を続けていくために性器脱の外科的処置はどうあるべきかについて論じたい．
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2）女性のライフイベントと下部尿路機能

三井記念病院産婦人科

中　田　真　木

　女性の生殖器と下部尿路は，発生学的にも骨盤底支持の見地でも，深い関わりを持っている．そのため，卵巣周

期，性生活，妊娠出産，閉経などは，ときに女性の下部尿路機能に大きな影響を与える．

　一部の女性は，性生活の開始とともに膀胱炎を反復するようになる．この現象に当事者は困惑するが，出産（経

膣分娩）によって膣前庭の線維組織が進展されれば，その後は性生活による膀胱炎の繰り返しから開放される．

　妊娠は膀胱の働きに複雑な影響を与える．少なくとも，妊娠初期には尿意切迫の現れる人と排尿回数の減じる人

の両方がある．妊娠は，無症候性細菌尿を症候性の膀胱炎に移行させる要因である．妊娠中期になると膀胱平滑筋

は弛緩し，一部の人は妊娠15～17週頃に尿線の弱まりや排尿困難を自覚する．

　妊娠後半には，膀胱は増大した子宮と恥骨の間に囲い込まれて排尿困難は解消し，約半数の妊婦には反対に尿失

禁が生じる．この時期，排尿動作に必要な膀胱収縮力は次第に低レベルとなり，膀胱平滑筋の収縮力は廃用性に低

下するとみられている．膀胱平滑筋の収縮力低下は，出産時の支持組織損傷や神経機能の低下と並んで，腹圧性尿

失禁の発症に寄与するとみられる．最初の出産から5年間以ヒの期間にわたり，少しずつ腹圧性尿失禁の保有率は

増大していく．

　子宮筋腫など良性疾患によって子宮摘除を受けると，その後に腹圧性尿失禁の発生は増加する．良性適応の子宮

摘除による尿失禁手術のリスクは，妊娠出産によるリスクとは独立しており，単に手術だけでなく，良性疾患の下

部尿路への影響と治療的な子宮摘除の下部尿路への影響の両方が加算されたものとみるべきである．

　閉経期以後の下部尿路障害の診療には，少なくとも，排尿習慣，骨盤底弛緩，心理的な要因，加齢による尿路の

性能低下の4つの要因からの検討が求められる．高齢者ではさらに高次能力と脊椎脊髄障害のチェックが必要にな

る．閉経期には過活動膀胱の訴えが散見されるが，エストロゲン補充の尿路機能へのベネフィットは明らかでない．

更年期障害の診療においても，排泄に関わる不安，弛緩・下垂（の進行）への恐怖，排尿の不具合を通して味わう

身体的老化や不自由など，骨盤底と下部尿路に関連した問題点は広く見出される．
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●

3）加齢と男性性機能 ●

昭和大学藤が丘病院泌尿器科

佐々木　春　明

●

【目的】加齢による男性性機能の低下は当然であり，生殖年齢を過ぎた場合はあきらめることが多かった．しかし，

1998年米国でクエン酸シルデナフィルが上市され，1999年本邦でも上市されると中高年を中心として外来を受診

する患者が増加した．また，塩酸バルデナフィルにつづきタダラフィルが上市され，患者数の増加に拍車がかかっ

た．一方，生活習慣病を合併する患者の増加により，PDE511且害薬無効または効果不十分な症例も増加した．2007

年には塩酸バルデナフィルとタダラフィルの高用量が認可され，わが国においても世界の標準治療とされるPDE5

阻害薬治療がほぼ確立された．加齢による男性性機能障害は男性ホルモン（テストステロン）の低下が原因の一つ

とされるが，生活習慣病の合併も重要である．また，近年ではメタボリック症候群との関連も指摘されている．そ

こで，今回は加齢による男性性機能障害特に勃起障害（ED）の原因およびその対策について解説したい．

【加齢によるテストステロンの低下】加齢により遊離テストステロンが低下することは良く知られている．しかし，

テストステロン低下と勃起機能の関係は複雑でその関連性は明確には照明されていない．また，中高年では他の合

併症を併発していることが多いため，テストステロン低下がEDにどの程度影響しているかは不明である．

【加齢による生活習慣病の増加】糖尿病，高血圧，脂質異常症など生活習慣病の離間率は加齢により増加する．こ

れら生活習慣病とEDはともに血管内皮障害という共通した危険因子を有しているため，生活習慣病の増加ととも

にEDの罹患率は上昇する．

【加齢とメタボリック症候群の関係】メタボリック症候群は内臓脂肪の増加を中心とするもので，前記の生活習慣

病と同様にEDの罹患率は上昇する．

【加齢による陰茎海綿体動脈の血流】勃起現象は神経末端および海綿体平滑筋細胞から放出される一酸化窒素（NO）

により海綿体平滑筋が弛緩することで発現する．また，同時に陰茎海綿体動脈が拡張し，陰茎に流入する血流が増

加することがカラードプラ検査にて確認されている．われわれの検討では，加齢にともない海綿体動脈血流速度が

低下することが確認された．

【高齢者ED患者へのPDE5阻害薬投与】ED治療の第一選択はPDE5阻害薬であり，高齢者においても若年者と

同様に高い治療効果が得られ，副作用も重篤なものも認められず，安全に投与可能であった．

●

●

●
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シンポジウム3
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● 4）加齢の男性生殖機能への影響

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　 晃，

高尾徹也，奥山明彦
●

●

●

　近年，自然界に生息する様々な動物の性の異常や生殖能力の低下が報告されている．また，ヒト精液中の精子数

が減少しているという報告や，我が国や欧米諸国では高頻度に男性不妊症患者が存在するという事実は，ヒト生殖

能力にも同様な変化が起こりつつある可能性を示唆している．少子高齢化が進むわが国において不妊症は出生率低

下の要因の一つとして少子化社会対策基本法〔03年〕にもその治療支援が盛り込まれ，不妊症への社会的関心が

一層高まっている．このような状況のなか，我々はKlinefelter症候群をはじめとする無精子症患者に対する顕微

鏡下精巣内精子採取術（MD－TESE）を積極的に行い，これまでなら絶対不妊症と診断された無精子患者の挙児を

可能としてきた1）．しかしながら，一方で，その不十分な治療効果，すなわち低い精子採取率（～45％）と妊娠

率（10～20％）の問題に直面している．我々の遡及的検討ではMD－TESEにおいて精子採取率を決めるのは年齢，

FSH，　Johnsen’s　scoreであることが明らかになった2）．また，　Klinefelter症候群における精巣内精子採取のlimit・

ing　factorは年齢であるとの報告も散見される．さらに，妊娠率に関しては女性の加齢がnegative　factorである

ことはよく知られているが，男性年齢の影響についてはまだよく検討されていない．この発表では加齢の男性生殖

機能やその生殖補助技術に与える影響など最近の基礎的知見を含め概説する．

　1）Koga　M．，　Tsujimura　A．　Miyagawa　Y．　et　al：Clinical　comparison　of　successful　and　failed　microdissection

testicular　sperm　extraction　in　patients　with　nonmosaic　Klinefelter　syndrome．　Urology．70：341－5，2007

　2）Tsujimura　A．　Matsumiya　K．，　Miyagawa　Y．：Impact　of　age，　FSH　and　Johnsen’s　score　on　successful　sperm

retrieval　by　microdissection　testicular　sperm　extraction．　Reprod．　Med．＆Biol．4：53－57，2005
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1）受精現象の可視化から膜融合の分子機構解明へのアプローチ ●

国立成育医療センター（研究所）生殖医療研究部生殖細

胞機能研究室

宮　戸　健　二
●

　生命現象には細胞膜の融合をともなうものが幾つか知られている．代表的なものとしては，「受精」，「骨格筋や

心筋の形成」，「ウイルスの細胞への感染」などが挙げられる．また，全能性をもった培養細胞として知られている

胚性幹細胞（ES細胞）を生体内に移植した場合には，頻度が低いものの，他の細胞との融合によって周辺の細胞

を脱分化させることが報告されている．また，ES細胞だけでなく，体性幹細胞と呼ばれる間葉系幹細胞がもつ多

分化能にも他の細胞との細胞融合による脱分化が関わっていることが報告されている．このように細胞融合は異種

の細胞間で起こる場合と，同種の細胞間で起こる場合の2種類が知られているものの，SNARE系のタンパク質群

によって制御されている細胞内で起こる膜融合に比べ，どちらの膜融合の分子機序もほとんどわかっていない．精

子と卵の細胞融合が必須である受精でも分子機構は不明のままである．本研究では，特に精子と卵の膜融合機構に

注目して，膜4回貫通型タンパク質ファミリーとして知られるテトラスパニンに属するCD9およびCD81の機能

解析を蛍光タンパク質の1つとして知られるGFPタンパク質との融合タンパク質を卵特異的に発現させることに

よって行い，その結果として受精の膜融合機構の一端を明らかにすることができた．本研究の結果は，受精の膜融

合機構ばかりでなく．他の細胞融合をともなう生命現象の分子レベルでの解明にも繋がると考えられる．

●



●

●
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2）受精の膜融合における分子メカニズム

109（233）

大阪大学微生物病研究所遺伝情報実験センター

井　上　直　和

　現在，先進諸国では夫婦の10組に1組は不妊に悩まされていると言われており，実際にわが国でも新生児の100

人に1人以上の割合で体外受精児が誕生している．少子化の是正が叫ばれる今，不妊を克服することは重要な課題

であり，その根本的解決のためには受精のメカニズムを明らかにしなければならない．

　受精の分子メカニズムのなかでも謎が多い「融合」は，雌性生殖器内に射出された多くの精子（ヒトの場合1－3

億匹）のなかで，過酷な生存競争に生き残ったごく僅かな精子が正確かつ確実におこさなければならない現象であ

り，次世代へ種を保存するために必要不可欠なものである．そこには種を超えて共通する見事な仕組みが存在して

いるのではないかと考えられる．しかし，この仕組みについて分子生物学的な解析はほとんどなされていないのが

現状である．そのような背景の中，遺伝子改変技術の台頭により，受精の様々なステップにおける必須因子が次々

と明らかにされてきている．

　我々はこれまでに融合のステップを特異的に阻害する抗精子モノクローナル抗体（OBF13）を用いて，その抗

原である「Izumo」の同定に成功している（縁結びの神様が祀られている出雲大社に因んで名付けられた融合因子）．

Izumoノックアウトマウスは雄性不妊であり，その精子を用いて体外受精を行っても受精卵を得ることはできな

かった．さらに詳細に観察すると，Izumoノックアウト精子は卵子側の融合因子であるCD9のノックアウト卵子

の表現型のように，融合できない多数の精子が透明帯と卵子の間の囲卵腔に観察された．これらの精子は正常に先

体反応を引き起こし卵子細胞膜と結合し，融合のステップを顕微授精法でバイパスさせるとノックアウト精子から

も産仔を得られることから，Izumoは融合の過程にのみ必要な精子側の真の融合因子であることが明らかになっ

た．またヒトのIzumoも，卵子との結合または融合に機能するタンパク質であるということを，インフォーム・

コンセントを得た健常人からの精子を用いて，特異的抗体を用いた体外受精阻害実験から明らかにすることができ

た．

　今回のシンポジウムでは，遺伝子改変動物を駆使した，Izumoの種間で高度に保存されているN末端領域や糖

鎖修飾等のIzumo自身の構造関する研究とIzumoと相互作用する精子側と卵子側の因子についての研究の最新の

知見も含めてご紹介したい．
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3）受精現象におけるクロマチンリモデリング機構について ●

慶雁義塾大学医学部産婦人科

田　中　　　守

●

　精子や卵子は，特別に分化した細胞であるが，受精した瞬間に全能性を有する状態に変化することが知られてい

る．クローン動物の作成によって体細胞核を卵子細胞質に移植することで個体発生が可能となることが明らかにな

り，卵子の細胞質中にクロマチンリプログラミング機構が存在していることがあきらかとなった．クロマチンの

DNA配列そのものを変化させずに後天的な修飾を加えるクロマチンリモデリング機構としては，1，　DNAのメチ

ル化（インプリンティング），2，ヒストン蛋白の結合等が存在することが知られている．1，DNAメチル化　一

般にDNAはメチル化されることによってRNAへの翻訳が抑制されると考えられている．ゲノムインプリンティ

ングとは，父親由来の雄性ゲノムと母親由来の雌性ゲノムのメチル化状態が異なり，いずれか一方のゲノムのみが

発現される現象をいう．受精直後に雌性（卵子）・雄性（精子）ゲノムが一度リセットされるが，それぞれの生殖

細胞の発生段階で体細胞とは異なるメチレーションを受けるとされる．このようなDNAのメチレーションには，

DNMT（DNAメチル化転移酵素）が関与していることが明らかとなり，ノックアウトマウスの研究によってもDNA

メチル化が受精現象のクロマチンリモデリング機構に関与していることが明らかになってきている．2，ピストン

蛋白　DNAに結合する蛋白としてヒストン蛋白が有名である．ヒストン蛋白は，大別して種々の細胞に遍く存在

しているコアヒストン蛋白と細胞によってその発現パターンが異なるリンカーヒストンに分類される．受精時にお

けるヒストン蛋白の変化としては，コアヒストンのメチル化，アセチル化，リン酸化などの修飾がかわることが知

られている．また，卵子には特に受精前後において卵子特異的リンカーヒストンが発現していることが知られ，受

精時の精子や体細胞核移植時の体細胞核に急速に取り込まれることが明らかとなり，クロマチンのリモデリングに

重要な役割を果たしていることが予想されている．更に近年Hlfoo遺伝子のプロモーター部分がメチル化によっ

て厳格に制御されていることが明らかとなった．結論　受精時に卵子細胞質内でDNAメチル化の変化やヒストン

蛋白の変化といったクロマチンのリモデリング機構が働いていることは明らかであり，全能性の機構解明のために

も今後の研究の発展が期待される．

●

●
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4）ヒト精子中心体機能不全例への治療開発

東北大学医学部産婦人科

寺　田　幸　弘

111（235）

　受精時精子中心体より形成される微小管の束である精子星状体は，雌雄前核の移動，融合を誘導し，受精の本質

である雌雄ゲノムの融合のための実質的な“動ぎを演出する．我々はARTの現場での受精障害例に精子中心体

機能不全例が存在することを報告してきた．現在は精子中心体機能不全による受精障害の治療開発を基礎的，臨床

的に検討している．以下の検討は全て本学部倫理委員会の承認のもと患者同意を書面で得た上で行っている．

ヒト卵単為発生誘起後の微小管形成

　自然界には精子中心体が存在しない卵割が存在する，すなわち単為発生である．単為発生卵子分割時の細胞骨格

系の動態解析は，精子中心体が機能しない場合の補填を見出す糸口になると考えられる．多のう胞性卵巣症候群患

者の治療的腹腔鏡下卵巣焼灼術時に得られたヒト未成熟卵子を体外培養し成熟卵子を得た．卵子をionomycinで

処理し活性化を誘起した後，6－dimethylamino　purineを添加した培養液で継続培養し，その過程での微小管形成

を観察した．さらに，培養i液にcytochalasin　Dを添加しcell　cycle　arrestをかけて第1分割紡錘体の形態を観察

した．単為発生誘起後卵子細胞質内にfoca1に微小管のcytoplasmic　asterが形成されるのが観察された．次に微

小管は卵子中心に移動しつつある雌性前核の周辺に網状に形成された．さらに，正常な受精時と同様のたる型の形

態をした第一分裂紡錘体の形成が観察された．すなわち，ヒト卵子細胞質内にも前核の移動と分裂紡錘体の形成を

司る機能的中心体が存在しうることが明らかになった．

IMSIによる精子中片部形態評価による中心体機能良好精子の選択

　従来のICSIより2、5倍の高倍率で精子の形態評価が可能なIMSIシステムで精子中心体が存在する精子中片部の

形態による精子の選別を試みた．正常男性精子サンプルを用い，中片部が真っ直ぐなものと，頚部が太いものに分

類した．それぞれの精子を成熟ウシ卵子に顕微注入し，注入から6時間後に卵子を固定し，微小管（精子星状体）

の形成を確認した．中片部が真っ直ぐなものは，太いものに比して有意に高い精子星状体形成率を示した．すなわ

ち，精子中片部の形態を厳密に評価してICSIに供することで，精子中心体機能が良好な精子を回収できることが

示された．

●
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5）着床前初期胚ライブセルイメージング技術の開発と胚診断法への応用 ●

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター

山　縣　一　夫，末　次　里奈子，

若　山　照　彦
●

【目的】顕微授精（ICSI）などの生殖補助医療の発展により，不妊に悩むカップルでも子を得ることが可能になっ

てきている．しかし，いまだに着床不全や流産が高頻度で起きているのが現状である．その原因の多くは胚の染色

体異常であることから，流産を防ぎ妊娠率を向上させるためには正常な染色体をもち，確実に産仔へ発生し得る胚

を移植前に選別できる技術が望まれる．現在，割球バイオプシーとFISHによる着床前診断（preimplantation　ge－

netic　diagnosis，　PGD）が海外で広く行なわれているが，この方法では胚へのダメージや染色体モザイキズムによ

る誤診断の可能性があり，妊娠率向上に関しては議論の余地がある．そこで本研究では，新しい着床前診断法とし

て，胚にダメージを与えずに直接染色体動態を観察できるライブセルイメージング技術を開発し，胚の診断につな

げることを目的とした．

【方法・結果】EGFP－tubulinとHistone　H2B－mRFP1をコードするmRNAをマウス受精卵にインジェクション

し，胚盤胞期まで染色体動態のイメージングを行なった後偽妊娠マウスに移植した．検出機器の開発や，mRNA

濃度，レーザー強度・照射回数を調節することで，最終的には6万枚近くの蛍光画像を取得した後も胚が正常に個

体発生するイメージングシステムを構築できた．本システムを用いてICSI胚の第1体細胞分裂を観察したところ，

一部の胚において，外見上は全く正常であるにもかかわらず染色体分配の異常（abnormal　chromosome　segreg翫

tion，　ACS）が観察された．　ACSを起こした胚でも半数以上が胚盤胞へ発生していたが，移植の結果，胎齢75日

前後でほぼ全てが流産した．本技術により，将来流産する胚を2細胞期までに特定し，その胚を移植から除外する

ことで妊娠率を向上させることに成功した．また，ICSI胚のみならず，　ROSI胚や母性低妊娠モデルマウスの妊娠

率を大幅に改善することに成功した．

【考察】本技術は胚に対して低侵襲であり，かつmRNAの導入による蛍光観察であるため，産仔はトランスジェ

ニック動物にはならないことから，今後新規着床前診断法として畜産動物やヒトへの応用が充分期待される．

●

●



平成20年10月1日 113（237）

シンポジウム5

「子宮内膜機能障害による着床不全の基礎と臨床」

1）コレステロール硫酸による子宮内膜機能調節

東京大学医学部産科婦人科学教室

廣　井　久　彦

　生殖医学において，卵成熟・排卵・受精に至る過程の解明と治療については急速な進歩を遂げている．それに対

して，着床過程については基礎的な解析が進んでおらず，その機構を解明するには至っていない．着床に関する基

礎的研究により生殖医療における更なる成績の向上と安全性の確立が可能と考えられる．本シンポジウムではコレ

ステロール硫酸（cholesterol　sulphate；CS）の子宮内膜における作用について我々が得た知見のうち，主として子

宮内膜におけるCSの合成調節とCSによる遺伝子発現調節について紹介する．

　1）CSおよびその合成酵素であるSULT2Blbの子宮内膜における発現　家兎子宮内膜では，　CSの含有量が着床

期特異的に増加する．この時期にCS合成酵素であるSULT2Blbの発現も増加し，その分解酵素であるSTSが減

少する．同様の知見がラット子宮およびインフォームドコンセントを得て実験に用いたヒト子宮内膜でも認められ

た．また，子宮内膜でのSULT2blbの局在を検討したところ，家兎およびラットで着床部位の周囲にその局在が

認められた．

　2）CSによる子宮内膜における遺伝子発現調節　近年，　CSは核内受容体スーパーファミリーに属しているReti－

noic　acid　related　orphan　receptor　alpha（RORα）のリガンドとして機能することが示された．これらはリガンド

依存性の転写調節因子であり，CSがRORαを介して遺伝子発現調節機能を有するということを示唆している．ヒ

ト子宮内膜の一次培養系において，RORα下流遺伝子であるRev－erbαおよびプロモーター領域にROR　response

elementを有する遺伝子であるSulfatase　1（SULF1）の発現がCSにより調節されていることが示された．また，

CSがSULF1の発現調節を介して，　Wnt／β一catenin　pathwayを活性化することが示された．以上から，細胞膜合

成成分として知られてきたCSは，子宮内膜で着床期に特異的に増加し，核内受容体あるいは細胞内情報伝達系を

介して遺伝子発現調節を行っている可能性が示された．
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2）ヒト着床におけるグリコデリンの複合的子宮内膜機能制御

慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室

内　田　　　浩

　1990年代，分泌タンパク質であるグリコデリンが精子と卵の結合を阻害すること，ナチュラルキラー細胞やT

細胞の活性を抑えることが明らかにされ，多胎の予防機構や妊娠の免疫寛容に関与するとされた．グリコデリンの

妊娠への機能関与解析の発端は，その部位時期特異的な発現様式にある．乳腺，骨髄の他，子宮内膜，卵巣，卵管

あるいは精子といった生殖器官に発現する他最初に抽出されたのは胎盤および羊水であった．また，子宮内膜に

おいては着床期に一致して発現が増強するというユニークな発現様式をとる．しかしながら，付加糖鎖の異なる精

子発現型グリコデリンーSの精子受精能獲得の分子機序が次々と明らかになる中，子宮内膜発現型グリコデリンーA

の着床への関与メカニズムの解明はその後，大きな進展を見ていない．

　グリコデリンーAは，分泌タンパク質でありながら受容体が未だ不明であり，液性因子としてのグリコデリンの

シグナル伝達経路は解明されていない．我々は免疫へ関与する液性因子としてのグリコデリンよりもむしろ，着床

の現場である子宮内膜腺上皮細胞の細胞内でのグリコデリンの機能に着目した．

　子宮内膜線上皮細胞モデルとしてIshikawa細胞，胚モデルとしてJAR細胞spheroidを使用し，　in　vitroで細胞

増殖（細胞数計測・FACS），細胞分化（形態観察・グリコゲン産生），細胞運動（創傷治癒アッセイ，トランスウェ

ルアッセイ），着床（胚モデル接着数・伸展面積）の各機能について定量評価を行った．その結果，グリコデリン

の発現を増強させる諸条件，すなわち卵巣ステロイドホルモン添加，ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤の添加，グ

リコデリン発現ベクターの遺伝子導入（安定発現株含む）で，細胞増殖はグリコデリン発現量により調節されるこ

と，また子宮内膜上皮の細胞分化・運動・着床能は充進し，着床に合目的な特性を子宮内膜上皮に付与することが

示された．一方，siRNAを用いたグリコデリン発現抑制系において，上記の傾向は失われた，

　その性周期に特異な発現様式が示唆するように，グリコデリンは子宮内膜腺上皮に対して，種々の細胞機能へ同

時に働きかけることで，対峙・接着・伸展・陥入の一連の着床プロセスを，滑らかに進行させていくコーディネー

ターとしての役割を担っていると考えられる．本講演では，これら解析結果に基づいてグリコデリンの着床プロセ

スへの関与モデルにつき考察する．
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「子宮内膜機能障害による着床不全の基礎と臨床」

3）性ステロイドホルモンに制御される子宮内膜機能調節因子

関西医科大学附属枚方病院産婦人科生殖医療センター

岡　田　英　孝

　卵巣性ステロイドホルモンによる子宮内膜の適正な増殖と分化（脱落膜化）は，妊娠の成立とその維持に必須で

ある．性ステロイドの標的遺伝子群の産物が，子宮内膜の機能調節因子として作用すると推察されている．本研究

では，ヒト子宮内膜増殖および分化誘導メカニズムを解明すべく，エストロゲン（E），プロゲステロン（P）によ

り制御される因子に着目して検討した．血管構築を促進して子宮内膜を発育させ，血管新生の中心的な役割を担っ

ているのは，血管内皮増殖因子（VEGF）である．一方，遊離型VEGF受容体1型（sVEGFR－1）は，可溶性蛋

白でVEGFと結合して強力に血管新生を抑制する内因性阻害因子である．そこで，　VEGFとsVEGFR－1について，

培養ヒト子宮内膜間質細胞（ESC）を用いてEに対する影響を検討した．　EはVEGF産生を時間・濃度依存的に

有意に増加させたが，一方でsVEGFR－1産生を有意に減弱させた．これらの結果から，　Eは子宮内膜局所のVEGF

作用をより優位にすることにより，血管新生に関与することを明らかにした．Proprotein　convertase　6（PC6）は，

着床や妊娠維持に関与する前駆体蛋白活性化酵素である．そこでESCを用いてPC6の発現とその役割についての

検討を行った．PC6発現は，　PによるESCの脱落膜化とともに発現が増加し，　PR拮抗薬を用いるとその効果が消

失した．さらにモルフォリノアンチセンスオリゴによりPC6の発現を抑制すると，脱落膜化が有意に抑制された．

これらの結果から，PC6が子宮内膜の脱落膜化誘導に関与することを明らかにした．性ステロイドホルモンに制

御される局所因子が，子宮内膜機能調節に重要であることを示した．これらの因子のモニタリングにより，未だ病

態不明な子宮内膜機能障害による着床不全の診断への新たな展望が開かれるものと期待される．また，性ステロイ

ド補充療法に反応不良な治療に難i渋する症例に対して，VEGFやPC6を投与して子宮内膜の増殖や分化誘導を補

助するという新たな治療概念が提示可能であり，着床不全への応用が期待される，
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4）子宮内膜の発育と血流　薄い子宮内膜の病態解明と治療

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学
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　子宮内膜の発育異常は着床不全の重要な病因であり，子宮内膜が薄い症例では妊娠率が低いことが報告されてい

る．薄い子宮内膜の病態は明らかにされておらず，有効な治療法も確立されていない．最近，我々は薄い子宮内膜

症例では子宮動脈の末梢側枝であり内膜に向かって子宮筋層を垂直に走行する子宮放射状動脈（radial　artery：RA）

のresistance　index（RI）が月経周期を通して高値を示すこと，腺上皮の発育が不良であり，　vascular　endothelial

growth　factor（VEGF）産生および血管新生も低下していることを見出した．それゆえ薄い子宮内膜の病態は子

宮血流の低下に伴う腺上皮の発育不全，血管新生障害がさらに子宮血流低下を増悪させる悪循環に陥っていると推

測した．今回RAの血流を改善することによって薄い子宮内膜が改善するかどうかを検討した．

　子宮内膜が薄く（＜8mm），　RA－RIが高値（＞0．81）を示した症例に対して，血流改善作用を有するvitamin　E

（25症例），L－arginine（9症例），　sildenafil　citrate（Viagra）（12症例）を投与し，　RA血流や子宮内膜厚が改善

するかどうかを検討した．尚，本研究は山口大学医学部附属病院の倫理委員会承認の下，患者の同意を得て施行し

た．Vitamin　Eはα一ニコチン酸トコフェロール（600　mg／日）を月経周期を通して投与した．　vitamin　E投与によっ

て25例中18例（72％）にRA－RIの改善を認め，子宮内膜厚は13例（52％）が8mm以上に改善した．組織学的

にも，薄い子宮内膜組織で低下していた腺上皮の発育と血管数VEGF産生はvitamin　E投与によって改善する

ことを確認した．L－arginineは月経開始日よりhCG投与日まで6g／日を内服投与した．　Viagraは　IVF－ET症例

において，内服薬より作成した膣錠（100mg，4回／日）を月経周期2日目よりhCG投与日まで経膣的に投与した．

L－arginine，　Viagra投与によりRA－RIはそれぞれ8例／9例（89％），11例／12例（92％）に改善を認め，子宮内

膜厚もそれぞれ6例／9例（67％），11例／12例（92％）が8mm以上に改善した，またL－arginine，　Viagra治療周

期にそれぞれ1例，6例に妊娠が成立した．

　薄い子宮内膜に対してvitamin　E，　L－arginine，　sildenafil　citrate投与はRA血流を改善し，子宮内膜の発育を

促進させることが示された．また，RA－RI高値は薄い子宮内膜の病態の一因であることが明らかとなった．薄い

子宮内膜に対する有効な治療法がない現状においては，これらの治療法は試みられるべき有用な治療法であると思

われる．
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● 5）子宮内膜におけるproteinase－activated　receptorの役割

大分大学医学部産科婦人科

河　野　康　志

●

●

●

【目的】Proteinase－activated　receptor（PAR）は，特定のプロテアーゼにより特異的に活性化される受容体であ

る．PARファミリーとして4つの受容体がクローニングされているが，　PAR－1，3，4がトロンビンによって活性化

されるのに対して，PAR－2は，トリプターゼやトリプシンなどによって活性化される．胚の着床に影響をおよぼ

す可能性のある生理活性物質の産生調節を明らかにするため，子宮内膜におけるPARの機能について検討した．

【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（ESC）を分離・培養した．細胞

を種々の濃度のPAR－1およびPAR－2作動性物質ならびに受容体拮抗薬を添加し，血管新生因子，ケモカイン，　ex－

tracellular　matrixの産生をELISA法により検討した．さらにPAR－1およびPAR－2を介した細胞内信号伝達系

について，とくにMAP　kinaseの活性をwestern　immunoblot法を用いて検討した．

【結果】PAR－1を活性化するトロンビンおよびそのagonistならびにPAR－2を活性化するトリプターゼおよびそ

のagonistの添加でvascular　endothelial　growth　factor，　growth－regulated　oncogene一α，　interleukin－8，　monocyte

chemoattractant　protein－1，　matrix　metalloproteinase－1の産生が促進された．さらに，　PAR－1およびPAR－2作

動性物質によりERK1／2のリン酸化を認め，　MEK　inhibitor（UOI26）の同時添加でERKI／2のリン酸化が抑制さ

れた．PAR－1を介するERKI／2のリン酸化はphospholipase　C阻害剤やprotein　kinase　C阻害剤の添加により抑

制された．

【結論】PAR－1およびPAR－2はMAP　kinaseの経路を介して種々の物質の産生を促進しており，特にPAR－1は

PKCの細胞内情報伝達系を介してERKI／2を活性化していることが示唆された．これらの結果は，胚の着床を含

めた子宮内膜の機能に対し，PARを介する細胞内情報伝達系が重要な役割を担っていることを示している．

●
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1）体外受精と胚培養のための既知組成培地の開発一ウシを中心として一

北里大学獣医学部動物資源科学科

桃　沢　健　二

【背景・目的】家畜の高品質胚をin　vitroで生産するには，体外成熟，体外受精（IVF），体外胚培養（IVEC）の

三つの系の確立が必要です．特にIVM，　IVF，　IVECの各々に最適な既知組成培地の開発が重要である．我々は，

ウシのIVFとIVECのための既知組成培地を開発したので，その概要を報告する．

【IVF培地1実験1．受精能獲得培地；FMを基本に025　mMメチルβシクロデキストリン（MβCD），05　mg／ml

D一ペニシラミン（P），0．5mMクエン酸Na（C）および5mMカフェイン（Caf）を添加した．卵丘除去卵子を用

いて検討した受精率は76％で，単精子受精率は92％であった．

実験2．受精培地；5単位／m1ピアルロニダーゼ（H－ase）とα5　mM　Cを添加した．無処理卵子を用いて検討した

受精率は97．7％，単精子受精率は74％であった，両培地とも有効であった［IVEC培地］マウス受精卵／初期胚用

発生培地KSOM／aaをウシ用に修正したmKSOM／aa（含BSA）にRD（RPMI1640：DMEM＝1：1）を添加したRD・

mKSOM／aaについて，（1）mKSOM／aa（含BSA）への10％RD添加の効果，（2）10％RD・mKSOM／aaの既知

組成化（BSAをPVP＋クエン酸Naで置換）の影響，（3）10％RD・mKSOM／aa中のイノシトール濃度の影響，（4）

RD・mKSOM／aaへのRD添加濃度の影響（5）20％RD・mKSOM／aaへのN一アセチルD一グルコサミン添加の

効果，（6＞10～20％RD・mKSOM／aaで作出した胚盤胞の耐凍性と産子への発生能について，検討した．結果は，

（1）10％RD・mKSOM／aa（含BSA）は，体外受精卵の胚盤胞への発生率を有意に改善した（640％vs539％）．（2）

既知組成化した10％RD・mKSOM／aaの胚盤胞への発生率は低下した．（3）イノシトールを702μMに高めると

胚盤胞の艀化率が有意に改善された．（4）RD添加濃度を20％に高めると胚盤胞への発生率が高まった．（5）こ

の培地への1．O　mM　N一アセチルD一グルコサミンの添加は，胚盤胞への発生率（51％）を10％RD・mKSOM／aa（含

BSA）と差のない値まで高めた．（6）既知組成10～20％RD・mKSOM／aaで作出した胚盤胞は，耐凍性が高く，

移植後の正常な産子への発生能も高かった（生存産子率67％（10／16））．
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● 2）ドロップ培養に用いるミネラルオイルのクオリティーコントロール

永井クリニック

大　月　純　子

●

●

●

　培養液ドロップをミネラルオイルにてカバーすることにより，培養液の蒸発を避け，pHと浸透圧を安定させる

ことが可能であり，顕微操作を可能にする他，マイクロドロップによる乏精子症患者の媒精，培養液の節約などの

利点がある．通常，体外受精に使用されるミネラルオイルはマウスエンブリオテストがなされており，70～80％

以上の胚盤胞率にて合格となる．ところが反面メーカー保証オイルにおいても，全胚死滅となったケースがあり，

我々が経験した全胚死滅の原因は，ミネラルオイルの過酸化によって発生したヒドロペルオキシラジカルによる影

響であることが，過酸化物価（Peroxide　value；POV）測定により明らかとなった．さらにマウス卵を用いた実験

において，POV値0．1　meq／Kgを境に胚盤胞発生率が顕著に低下し，ミネラルオイルの僅かなPOV上昇（0．1meq

／Kg）においてもヒドロペルオキシラジカルによる胚へのダメージが起ることが判明した．赤血球を用いた実験で

はPOV値依存的に赤血球の溶血が起こり，アルブミンの存在により溶血時間が速まった．アルブミンは分子のフェ

リーボートとしても知られているように，ラジカルを吸着して赤血球内に運ばれ，赤血球内の鉄と反応して溶血の

スピードが速まったことが考えられる．また，ミネラルオイル中に溶かした脂質のトレーサーであるDiIをミネラ

ルオイルに溶かし，透明帯への取り込みを共焦点レーザー顕微鏡にて観察した結果からは，培養液中にアルブミン

が含まれる場合のみにDiIが透明帯に取り込まれた．このDiI取り込みはアルブミン濃度依存的であり，　Povo．02

以上の場合にDiIの取り込みがブロックされた．このことからアルブミンがラジカルを仲介している可能性，つま

りラジカルがアルブミンのi親油性結合部位に競合的に吸着することが推測され，微細なPOV上昇（α02meq／kg）

においても胚に悪影響を及ぼすことが示唆された．よって，POVO．02以上のミネラルオイルでは，体外受精・胚

培養への使用が危惧される．これらの結果をもとに，製造1ヶ月以内の9社のミネラルオイルのPOVを調べた結

果，9社中3社のミネラルオイルにおいてPOV上昇（α002－0．02meq／kg）が起きており，　POV測定によるミネラ

ルオイル品質管理の重要性が示唆された．本ワークショップでは，我々のデータをもとに，体外受精ラボのみなら

ずミネラルオイル取扱業者への注意事項を提案したい．

●
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「体外受精培地の役割」

3）抗精子抗体の検査法とその取り扱い

医療法人石塚産婦人科

郡　山　純　子

　チーム医療である不妊治療におけるエンブリオロジストの役割は，正しい知識の元に適切な技術を提供すること

です．従って，受精に供するよりよい精子を選別する方法や体外受精時の媒精方法の基本原理を理解し，その上で

日々進化する基本テクニックを習得していきたいと思います．そこで今回私は，自治医科大学で抗精子抗体に関わ

る研究に携わり改めて不妊症診療におけるその重要性を感じたので，実際の臨床の場で我々が行うべき抗精子抗体

の検出法とそのピットホールにつきご紹介したいと思います．

　抗精子抗体の検出法として様々な方法が開発されてきましたが，中には不妊症の発症と直接関係しない抗体をも

検出するものがあります．女性側では血清を用いる礒島法による精子不動化試験（SIT：sperm　immobilization　test）

が広く採用され，男性側では射出精子を用いる直接イムノビーズテスト（D－IBT：direct－immunobead　test）が一

般的です．これらの方法により，抗精子抗体は不妊症患者の約3％に認めます．

　抗精子抗体が陽性であると体外受精や顕微授精が必要ですかという疑問をよく耳にしますが，実際には抗精子抗

体には性差や個人差などの多様性があるばかりでなく変動もあるため，人工授精ばかりかまれに自然妊娠をするこ

とも可能です．

　石塚産婦人科・自治医科大学の不妊外来ではインフォームドコンセントを得た後，女性側にはSITを行い血中

の補体依存性精子不動化抗体の有無を確認し，陽性の場合には定量的精子不動化試験によって精子不動化抗体価

（SL値：50％精子不動化値）を算出しています．一方男性は，射出精子上に抗精子抗体が結合していても同一の

抗体を血中に検出できないこともあるので，男性側には精子結合抗体を検査するためにD－IBTを行っています．

　今回のワークショップでは，以下の順序に従い説明して参ります．

　1．SIT，　D－IBTの具体的な方法

　2．それらの結果に基づく治療方針の決定法

　3．女性側の抗精子抗体の扱い方

　4，男性側の抗精子抗体の扱い方

　我々エンブリオロジストの役割としては，得られた射出精子を体外あるいは体内においていかに有効に受精の場

へ送りこめるかが重要です．このワークショップを通じて1％でも妊娠率を上げるために我々ができることを一緒

に考えていきたいと思います．
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● 4）胚盤胞培養は難しい！

浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所

福　永　憲　隆

●

●

●

●

【はじめに】

　今日の生殖医療は当前のように胚盤胞培養が行われているが，この培養が始まった1999年頃は全ての施設・技

術者が行える培養（技術）ではなかった．Day3までの培養技術が安定していることを基準にDay5までの胚盤i胞

培養を行ってきた経緯がある．つまり，自分たちの技術レベルによって胚盤胞培養ができるか判断していたと言え

る．現在国内には600を越える不妊治療登録施設があり資材も同じものが購入できる．しかし，全ての施設で同

じ技術レベルがあるとは言い難い．

【胚盤胞培養は難しい！】

　胚培養は培養環境が整っていない場合，ある程度の発生成績は見込まれるが胚盤胞への発生は顕著に低率である

ことは明らかである．そこで，各施設が胚盤胞までの培養に着手できるのか判断するための基準を自施設の経験か

らまとめてみたい．

培養環境は整っているのか

　胚を培養する「培養室」は決して半導体を作製するレベルの清浄度は必要ない．しかし，不潔であっては決して

ならない．つまり，部屋の清潔度とその部屋を管理するスタッフの清潔操作・意識が重要となる．培養環境とは培

養室内全体を指し，インキュベーターを初めとする各種機器，培養液やディスポ製品，そして一番重要なのがそれ

らを管理するLabスタッフの技量である．求められる技量は短時間で正確かつ的確な操作であるが，資材を購入

するのとは異なり技術の獲得は簡単にはいかない．培養環境整備のために，現状を把握し改善を繰り返すことが必

要となる．

胚の発生率を常に把握しているか

　生殖医療は人に対する医療であることは言うまでもないが，体外受精では培養室で行う作業は全てサイエンスで

ある．つまり，科学的に成績を解析し自施設の培養成績がどの程度かを随時解析しなければならない．胚盤胞培養

ではDay3での発生率や良好胚率がどの程度かが胚盤胞培養を行える指標とも言える．もし，安定した発生成績が

得られず，発生率も低率である場合は胚盤胞培養を控えるべきである．Day3での発生率が安定する改善がまず先

で後のステップとして胚盤胞培養を行うべきであろう．

【まとめ1

　胚の培養特に「胚盤胞培養は難しい」という考えをもう一度思い出し，初めから胚盤胞培養ありきで考えるべ

きではないと考える．我々が行っている培養業務もこの10年で飛躍的な進歩を遂げた．しかし，決して満足のい

く技術とは言えない．我々は現状を謙虚に受けとめる必要があるのではないかと思う．
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ワークショップ2
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日生殖医会誌　53巻4号

●

1）OosightTM　Imaging　Systemを用いた卵子の評価 ●

京野ARTクリニック

中　條　友紀子，京　野　廣　一

●

【目的】我々は，ICSI時の紡錘体可視の有無や状態の観察は，卵子の受精・発生能の予測，胚選別の指標となる可

能性があると考えている．OosightTM　Imaging　Systemを用いた解析を行い，受精率と胚盤胞到達率について検討

した結果を報告する．

【対象】2007年8月から2008年3月に，当院で患者同意の上Polscope＋ICSIを施行した症例．

【方法】検討項目は，紡錘体可視の有無，紡錘体位置と第1極体の角度，紡錘体のretardanceと長径透明帯内層

のretardanceと厚さとした．

【結果】紡錘体可視群は81。1％（219／270），不可視群は189％（51／270），受精率は74．0％（162／219），68．6％（35

／51），胚盤胞到達率は5α0％（43／86），36£％（7／19）と有意差は認められなかった．透明帯内層のretardance

を3群（＞3．Onm，2－3nm，＜2．Onm）に分けた場合，受精率に差はないが，＞30nmの群において，2－3nmとく2．O

nmの群と比較し，胚盤胞到達率が有意に高い結果であった（789％（15／19），40．4％（19／47），44．4％（8／20）P＜

0．05）．その他の項目において有意差はなかった．

【考察】この検討により，透明帯内層のretardanceが高いと胚盤胞に到達する可能性が高いことが示唆された．紡

錘体可視や状態に関するいくつかの報告はあるが，報告によって結果が異なる．結果が異なる原因は，検討症例数

が少ないため特定できないが，今後さらなる検討が必要であると考えている．また，第1極体放出後にPolscope

で紡錘体が観察されない期間があることが報告されており，Otukiらはgere－phaseとし，その期間は染色体が凝

集していることを示した．また，温度による影響もあるため，よく理解してPolscopeを用いる必要がある．今回，

この検討に症例を重ねるとともに，azimuthという微小管の整列不具合を表す項目を加えた結果を報告したい．

OosightTM　Imaging　Systemは，紡錘体可視の有無に加え，卵子の状態を見え方など定性的な評価ではなく，数値

化することにより，卵子の質を観察者間の差が少なく，より明確に評価できるものであると考えている．

●

●
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● 2）卵の質の評価法

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

●

●

■

　胚の質はその後の妊娠の有無に影響を及ぼす重要な因子であり，胚の質を評価することは，臨床においてはとて

も重要な検査となる．さらに胚の質の評価は，採卵以前の卵巣内における卵胞発育の状態の影響を受けるとともに，

採卵後の卵・胚の培養環境や精子の質の影響も受ける．それゆえ，胚の質はこれらの因子の総合結果としての指標

となる．よって，胚の質を検討することは，卵の発育環境を評価し，さらに最適排卵誘発法の選択や最適培養法の

選択，精子の評価にも寄与することになる．体外受精・胚移植法により卵が体外に取り出され，卵がヒトの目に触

れるようになってはじめて卵の形態学的評価法が考えられた．卵子の評価とは，1つには採卵された卵が，質の良

い卵か，または悪い卵かを評価することであるが，質の良悪とは，この卵が受精能力や分割・発育能力，また良胚

に発育する能力を持つかどうかということである．受精し形態的に均等な割球に分割し，その胚を移植したら妊娠

し分娩に至れば，その卵は質の良い卵であったことが証明されが，それ以前に，つまり採卵された時点でその卵が

どのような予後をとるかが推測できる方法が臨床ヒ卵の評価法として有益である．さらに卵子の評価には卵子の成

熟度から評価する方法がある．卵胞の発育は必ずしも同じ大きさに同調して発育している卵胞ばかりとは限らず，

なかには卵胞サイズが小さいものも存在する．採卵はこれらサイズを異にする卵胞を多数採卵することになるの

で，そこに含まれる卵の成熟度もおのずと異なることが考えられる．よって，採卵された卵が採卵時はMetaphase

IIの時期に達していない未熟な卵であっても，必ずしも卵の質が悪いとは言えない．体外で良好な培養条件で培養

すればMetaphase　IIの卵になり，受精・発育し，この胚を子宮に移植し妊娠にいたった例も報告されている．

　この卵の質の評価法には，卵を直接評価する方法と，卵を囲んでいる穎粒膜細胞，卵胞液，またこれら全体を含

む卵胞を評価することによって卵の評価を試みる間接法とが存在する．とくに臨床的に注意しなければならないの

は，卵は受精発育した後，子宮内に移植することを目的としているために，その評価法が卵に障害を与えるもので

あってはならないことである．今回，これまでに我々自身が検討・報告してきた卵の質の評価法について説明する．

●

●
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ワークショップ2

「新しい視点で観察した卵子，胚の評価法と臨床成績」

日生殖医会誌53巻4号

●

3）AMH（抗ミューラー管ホルモン）は，　ART結果の予測因子となりうるか？ ●

医療法人愛生会扇町レディースクリニック

朝　倉　寛　之

●

　1947年にJostによって存在が予見されていたAMH（MUIlerian　Inhibiting　Substance，　MISと同一）はTGF－beta

familyに属するホモダイマー糖蛋白で，分子量は140kDaとFSH，　LHの4倍の質量を有し，第19染色体のpl33

領域に遺伝子が同定されている．成長因子であるAMHには，　type　Iとtype　IIの受容体が確認されている．

　AMHの主作用は胎生期の内性器の分化であると考えられていたが，出生後の卵巣にても産生され，前胞状およ

び直径4mmまでの小胞状卵胞の穎粒膜細胞にて最も強く遣伝子発現があり，それ以上の大きさの卵胞では著しく

減少することが確認された．

　AMHノックアウトマウスでは卵胞の早期リクルートメントと原始卵胞数の早期減少が認められ，　in　vitro研究

にて卵胞数AMHの卵胞内作用としては，　autocrineそしてparacrine的に卵胞の初期リクルートおよびFSHによ

るアロマターゼ活性誘導を抑制し，卵胞発育の調節的役割を担うと考えられている．

　1970年代にAMH蛋白が同定されたが，近年，鋭敏なELISAキットが市販され，臨床面における血中AMH測

定の実用化が普及した．月経周期内および月経周期間におけるAMH値の変動率は，他の卵巣予備能のマーカーに

比して少ないことが報告され，実用的な卵巣機能を評価する手段としての期待が高まりつつある．

　我々は，血中AMH値が月経周期3H目FSH値に比して，年齢とより強い相関関係にあり加齢とともに漸減し，

閉経後には検出限界以下となること，また多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）においては，卵巣体積に比例して高値と

なることを明らかにした．また，ARTの調節卵巣刺激において，刺激開始前の血中AMH値は採卵数およびPCOS

における卵巣過剰刺激症候群（OHSS）のリスク因子（採卵数および採卵前E2値）と有意な正の相関があること

を解明した．本講演では，AMI｛とART結果との関連について，最近の知見の紹介および自施設データを論ずる．

●

●

●

●

］
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●
4）走査型電気化学顕微鏡（SECM）を用いたヒト胚の呼吸量測定の臨床的有用性

セント・ルカ産婦人科セント・ルカ生殖医療研究所

●
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【目的】

　走査型電気化学顕微鏡（SECM）を用いてヒト受精卵の呼吸量測定を行い，胚の呼吸量と形態的クオリティー及

び胚発生能との関係を検討した．また，IVF－eSET（選択的単一胚移植）を実施し，この呼吸量計測の臨床的有効

性を検討した．

【対象および方法】

　1．ヒト胚のクオリティー評価とその後の発生について患者の同意が得られた未移植胚574個を研究に供した．

Veeckの分類法に従い形態を評価し，酸素の還元電位を検出するマイクロ電極により酸素消費量（呼吸量）を測

定した．呼吸量計測後の胚は培養液に個々に移し，その後の胚発生を観察した．

　2．IVF－eSETにおける臨床的有用性について当院でIVF－eSETを行い，同意が得られた111周期の患者を対象

とした．IVFまたは顕微授精（ICSI）を施行し，胚移植の前に通常通りVeeckの分類により形態学的評価を行い，

fair～good胚が2個以上ある場合には全ての胚の呼吸量を測定した．形態評価または呼吸量評価を優先して単一胚

を選択しeSETを実施した．

【結果とまとめ】

　1．各分割期の平均呼吸量（Fx10’リrno1・s1）は032～0．42であり，割球数と呼吸量に明らかな相関は認められ

なかった．胚盤胞まで到達した胚の平均呼吸量は042（n＝311）であり，胚盤胞まで到達しなかった胚の平均呼

吸量はα39（nニ263）と比べて有意に高かった．胚盤胞に到達した群において胞胚腔形成と呼吸量の関係を調べ

た結果，Day4までに胞胚腔を形成した胚の平均呼吸量は047（n＝26）であり，胞胚腔形成がDay5以降であった

胚の呼吸量α41（n＝285）と比べて有意に高かった．

　2．形態評価を優先したeSETにおける妊娠率は41．1％（23／56）であった．その56周期のなかで呼吸量が最高

値であった胚を移植した場合，妊娠率は471％（8／17）に上昇した．さらに，形態評価が全く同じである胚が2個

以上あった47周期のうち，形態評価及び呼吸量が共に最高であった胚を移植した18周期の妊娠率は61．1％（11／18）

であった．

　以上の研究から，分割期胚の呼吸活性値を指標に胚の発生能を予測できることが示唆された．また，胚の呼吸計

測法は，従来の形態観察と組み合わせることで，より精度の高い胚クオリティー評価が可能となり，eSETにおけ

る妊娠率の向上に貢献できると考えられる．

9
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5）新しく試みている胚評価法による選択的良好単一分割期胚移植の臨床成績
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【目的】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．しかし，1個胚移植による妊娠率

の低下が懸念される．そこで選択的に良好単一分割期胚を選択する胚評価法を検討し，それを用いた単一分割期胚

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19年12月までに，当院でARTを実施し，新鮮胚移植を行った全346周期

（346症例）とした．良好単一分割期胚の選択法は，媒精25－27時間後の早期分割速度を重視して評価した（スコ

ア15～5点）．次に，媒精18時間後での「PNのサイズと位置関係」，「核小体の数と配列形態⊥「ハロー形成の状

態」を評価した（各々3～0点）．ICSI卵ではICSI時の第一極体の形態状況を評価した（3～0点）．　D3における形

態はVeeckの分類に準じてスコア化し（5～0点），それらの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．胚移植は全

てD3で行った．選択的単一胚移植群：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（elective　single　transfer；eSET）．非選択的単一胚移植群：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（compulsory　single　transfer；cSET）．

二胚移植群：良好胚か不良胚に関わらず，2個胚の移植を実施した群（double　embryos　transfer；DET）．

【結果】妊娠率は選択的単一胚移植群475％，二胚移植群54．6％，着床率は選択的単一胚移植群47．5％二胚移植群

で363％，多胎妊娠率は選択的単一胚移植群al％，二胚移植群320％であった．結論として，二胚から選択的単

一胚に移植胚数を減らしても妊娠率，着床率には大きな変化は見られず，しかも，多胎妊娠率を2．1％と極めて低

く抑えることができた．

【結論】今回用いた早期分割期胚観察による胚形態評価法は良好単一分割期胚の選択に有用と思われた．

●

●

●

，
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●
1）ゴナドトロピン製剤自己注射による排卵誘発の留意点

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

産科婦人科学

松　崎　利　也
●

●

●

　ゴナドトロピン製剤の自己注射による排卵誘発は，海外では広く普及している方法である．国内では，1998年3

月にゴナドトロピン製剤の自己注射が医療保険で一度承認された．しかし，当時はOHSSによる死亡例など，ゴ

ナドトロピン療法の副作用が問題となっていた時期であり，日本産婦人科医会，日本医師会，日本産科婦人科学会

は副作用の発生を危惧する立場から厚生省へ承認の修正を要望し，1998年5月に自己注射は排卵誘発には否認可

と修正された．また，日本産科婦人科学会は，自己注射の安全性と有効性が確認された時点で，あらためて自己注

射の認可を要望することとし，安易な自己注射を行わぬように指導を徹底した．

　多胎妊娠の防止を図るため，日本産科婦人科学会は1996年の会告で「排卵誘発に際してはゴナドトロピン製剤

の周期あたりの使用量を可能な限り減量することを強く求める」と記載している．その後，諸施設でゴナドトロピ

ンの投与法が検討され，現在は低用量漸増法が安全な投与法として普及しつつある．一方，低用量漸増法では通院

日数が延長することが多いため，この投与法を普及するために自己注射の導入が必要であると考えられるように

なった．我々や他施設の臨床研究でも，自己注射によるFSH低用量漸増療法は通院と同様に副作用が低率であり，

患者の満足度も高いことが解った．2007年に日本産科婦人科学会，患者団体，製薬メーカーは，相次いでゴナド

トロピン製剤の自己注射を厚生労働省に要望した．その結果，本年6月下旬，遺伝子組み換え型ヒトFSH製剤フォ

リスチム（シェリングプラウ，東京）の自己注射が保険診療として認可され，7月中旬までに各県，各医療施設へ

と周知されている．

　OHSSや多胎の発生は，低用量漸増FSH療法でも完全に抑制できるわけではなく，自己注射では特に慎重な管

理が必要となる．FSH製剤の初期投与量，通院頻度，卵巣が過剰に反応した際のhCGキャンセルなど徹底すべき

点は多く，日本産科婦人科学会も自己注射のガイドラインを作成中である．

　本講演では，ゴナドトロピン製剤の自己注射が認可されるまでの経緯を振り返り，当科のFSH低用量漸増療法

や自己注射の臨床研究の結果を交え，自己注射の導入と実施上の留意点を整理する予定である．

●
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2）患者の自己注射に対する反応一ペン型ゴナドトロピン自己注射器具の使用経験から
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　我が国で，糖尿病患者に自己注射をする認定は1921年のインスリンの発見から60年後のことであった．現在，

ペン型の注射器具が広く使用されるようになってその形態も大きく進歩した．即ち，現在では極細の注射針が装着

されており，患者は痛みを感ずることなくスムーズに注射できるようになっている．この，認可に至るまでには大

変な苦労があったようである．インスリン発見の50周年にあたる昭和46年日本糖尿病協会は全国的署名運動を行

い厚生省に認可を求めたがこれが取り上げられず10年を経てやっと認定された経緯がある．現在，在宅医療は「医

療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」（平成15年3月閣議決定）において医師の指導管理の下，患

者の特性等に応じて推進することが求められている．在宅自己注射をすることができる薬剤については，学会等か

ら要望のあった長期にわたって頻回の注射が必要な薬剤ごとに，患者の利便性の向上という利点と，病状の急変や

副作用への対応の遅れという問題点等を総合的に勘案して，限定的に認められている．その中には，インスリン製

剤，性腺刺激ホルモン剤，ヒト成長ホルモン剤や血液凝固因子製剤などがあり，どんどん必要薬剤が追加されてい

る．現在不妊治療特に生殖補助医療は30年目を迎え，その技術による出産例も総出生数の1％をはるかに超える

勢いとなっている．それに伴って，ゴナドトロピン注射治療を要する患者数も飛躍的に増加している．そして，こ

ういった治療ではゴナドトロピン製剤の連日投与が頻繁に行われ，自己注射が認可された場合患者にとっての利便

性はとても高いものと推定される．そこで，不妊患者の会であるNPO法人　Fine～現在・過去・未来の不妊体験

者を支援する会～（理事長　松本亜樹子）は，治療環境向上アンケートの中で自己注射について問い，64％の「やっ

てみたい」という結果を得た．そして，平成19年8月柳澤伯夫厚生労働大臣に対して性腺刺激ホルモン製剤の自

己注射および自己注射のためのペン型注射剤の承認要望書を提出している．当院でも，このペン型ゴナドトロピン

自己注射器具および薬剤を購入し，インフォームド・コンセント実施の上，十分な準備と指導のもと使用しアンケー

ト調査を実施したので，その結果を報告し今後あるべき姿を模索してみたいと考えている．

●

●

●
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● 3）最新の低ゴナドトロピン性精巣機能低下症の治療

猫協医科大学越谷病院泌尿器科

岡　田　　　弘，寺　井　一　隆，

新　井　　　学
●

●

　比較的まれな疾患である，低ゴナドトロピン性精巣機能低下症（MHH：male　hypogonadotropic　hypogonadism）

による，精子形成障害に起因する男性不妊の患者の治療は，LH，　FSH製剤の代替薬剤として，尿由来のhCG，　hMG

製剤の筋注が行われてきた．しかし，生物由来製剤は，クロイッツフェルト・ヤコブ病の危険性が認識され，ドナー

のquality　controlが困難であることや，同一製剤でありながらロット間での力価のばらつきが存在することが明

らかになるにつれて，リコンビナントヒト下垂体ホルモン製剤を用いるのが趨勢となっている．本邦でもリコンビ

ナントヒトFSH（r－hFSH）が発売され，　MHHの治療もhCGとr－hFSHの自己皮下注へと変貌をとげた．本シン

ポジウムでは，MHH治療の変遷とr－hFSH製剤を用いたこれまでの4つの治験結果のまとめを解説するととも

に，MHHの治療上問題になってくる，以下の事柄について報告する．1．小児例では，いつごろどのように治療

開始するのか？　2．hCG／r－hFSHの最適用量は？　3．テストステロン補充療法へはいつ切り替えるのか？　4．

前治療の影響は？　5．挙児希望は，どのようにしてかなうのか？

●

●
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1）キーノート　ICSIの現状 ●

国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

柳　田　　　薫

●

　我が国において，ICSIで生まれた最年長の子供はまだ14歳である．　ICSIは発表された後，授精の確実性のため

急速に普及し，我が国でもIVF件数を上回って実施され，その割合は増加し，不妊治療に重要なものとなってい

る．ICSIは受精を強制的にはかるIVFの一つのオプションであるが，1個の精子を根拠も薄く選択してしまう．IVF

はまだ数万個の精子から受精する1個の精子が精子・卵子相互作用の過程でふるい分けられるので，ICSIはIVF

とは大きく異なる．当初からICSIの侵襲的な手技より，遺伝的リスクが懸念されていたが，配偶子や胚が培養環

境から受ける影響としてのエピジェネティクスの異常をも考慮する必要があるのが現状である．このように考える

のは保守的過ぎるのであろうか．適応があればICSIを考える，あるいは適応を過度に拡大しないというスタンス

でICSIをとらえてみたい．　ICSIの具体的適応は体外受精で受精障害が起こると考えられる場合であり，　IVFでの

受精障害例で，重症男性不妊症例，精子死滅症例，不動精子だけの例，巣精子や精巣上体精子を用いる場合が含ま

れる．IVFでの受精障害は10％～20％に起こり，　IVFで受精障害がおきた場合，その次のIVFで受精障害となる

確率は30～40％である．IVFで受精障害となった場合は，　ICSIの適応であると考えられる．　IVFで受精障害とな

ることが予測される場合については，「重症男性因子例」以外は判断に迷わないが，乏精子症や精子無力症例での

客観的指標の提示が難しい．ICSIの受精率とよい相関を示すパラメーターがないのが現状であり，そのことがICSI

の適応を拡大している一因となっている．受精障害対策として，split　ICSIやrescue　ICSIが行われているが，も

ちろん真の有効性を考えて実施する必要があると思われる．

●

●

●
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● 2）ARTにおける受精障害への対応

木場公園クリニック

吉　田　　　淳

●

●

●

　受精障害はARTを実施して初めて診断が可能となる．受精障害にはclVFでは受精障害がおこるがICSIでは

受精障害がおきないものと，ICSIを実施しても受精障害がおこるものがある．受精障害の原因は，卵子または精

子によるもの，卵巣刺激が不適切なためおこるもの，培養環境に問題がある場合などがある．今回のシンポジウム

では受精障害による胚移植のキャンセルを回避するために，我々が行っている方法を述べる．clVFにおける受精

障害を回避するために，我々はART実施前時にクルーガーテストと直接イムノビーズテスト（D－IBT）を行って

いる．クルーガーテストのType　1が3％未満の症例には希望があればICSIを選択する方針としている．　D－IBT

にはウサギ抗ヒトIgG，　IgA，　IgMを結合したビーズ（IB）を使用し，　IB結合精子が20％以上を陽性と判定して

いる．陽性の場合には希望があればICSIを選択する方針としている．2003年から2005年までにART前検査とし

てD－IBTを行った318症例の中で，陽性は11症例（3．5％）であった．　ICSIを実施したD－IBT陽性8症例に対

する成績を同時期にD－IBT陰性と判定したがICSIを実施した110症例と比較した．受精率，分割率，着床率，

胚移植当たりの臨床妊娠率とも両群間で有意差はなかった．D－IBTで陽性と判定されてもICSIを実施することに

より，受精障害の可能性を回避することが可能であった．ICSIの選択に該当しない症例でも採卵当日の精液所見，

前周期の受精率，患者の希望により採取した卵の一部にICSIを実施するSplit（Backup　ICSI）を選択することも

ある．2006年にSplitを実施した208周期のうち，　cIVFでの受精障害は11周期［完全受精障害：1周期，軽度受

精障害：10周期］であり，その発生頻度は53％であった．11周期中2周期においてcIVFから胚移植に適した胚

は発生せず，Splitを実施しなければ胚移植をキャンセルした可能性があった．次にICSIを実施しても受精障害が

認められた症例に対しては，精子側の卵活性化異常が考えられるため患者の了解を得た上でカルシウムイオノフォ

アもしくは電気刺激による卵活性化を行っている．2006年4月から2008年6月にカルシウムイオノフォア処理に

よる卵活性化を実施した20症例のうち，12症例で受精率が上昇した．電気刺激には細胞融合装置（LF201；ネッ

パジーン社）を用いている．電気刺激による卵活性化を実施した5症例のうち，4症例で受精率が上昇した．
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3）当クリニックのICSIの現状 ●
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　当クリニックでは2004年の開院以来，minimal　stimulation排卵誘発を用い，必要最少限の良好卵子の採取を心

がけている．又，媒精法はIVFを基本とし，採卵数の少ない為のICSIやsplit　ICSIなどは一切行っていない．し

かし，受精障害による患者負担は大きく，1day　old　ICSIの成績が不良であることは周知の事実である．そのため，

当クリニックでは媒精6時間後の第2極体放出などによる受精予測を行い，採卵当日のrescue　ICSIを行ってい

る．今回は当クリニックのICSIの現状としてrescue　ICSIの成績を中心に報告をしたい．

　2004年5月より2008年3月までにインフォーム・コンセントを得て，ARTを施行した1427症例4151周期を

対象とした．平均年齢は3796±405才，平均既往採卵回数は475±5．72回であった．1個以上の成熟卵が回収され

た3522周期中IVF　l902周期，　ICSI　l620周期であった。　IVF　1902周期中276周期（145％）に受精障害が予測さ

れrescue　ICSIを施行した．　rescue　ICSIとICSIの比較では正常受精率82β％，7＆0％　分割率952％，951％

良好胚盤胞発生率37．3％，404％　凍結融解胚盤胞移植の妊娠率532％，51．4％であり正常受精率はrescue　ICSI

が有意に高く，他の項目では有意差はみられなかった．正常受精卵を獲得できた周期はIVF（rescue　ICSIを含む）

933％ICSI　873％でありIVFで有意に高い結果となった．　rescue　ICSIの施行は正常受精卵獲得率を上昇させ，

妊娠率も通常のICSIと同等であった．

　2周期以上のIVFを施行した368症例の中で，　rescue　ICSIを施行した75症例292周期をrescue　ICSI有，　rescue

ICSIを施行していない293症例844周期をrescue　ICSI無，初回のIVFでrescue　ICSIとなった170症例170周

期を初回rescue　ICSIとして比較した．3群の正常受精率は737％，78．4％，852％，良好胚盤胞発生率は34．3％，

4＆6％，39．8％，凍結融解胚盤胞移植の妊娠率は32．7％，435％，51．0％であった．正常受精率は初回rescue　ICSI

が，良好胚盤胞発生率はrescue　ICSI無が他の群と比較して有意に高く，凍結融解胚盤胞移植の妊娠率はrescue

ICSI有が他の群と比較して有意に低い結果となった．これより初回のIVFでのrescue　ICSIの施行は大変有用で

あり，また，過去IVFで受精した後の受精障害周期であってもrescue　ICSIを施行することによって30％の妊娠

率を獲得できた．これによりrescue　ICSIは全ての周期，場合であっても行うべきであると結論付けた．

●

●

●
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● 4）当科におけるICSIの適応と限界

山梨大学医学部産婦人科生殖医療センター
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　体外受精における受精障害は，胚移植キャンセルとなり，患者にとっても医療者にとっても極めてストレスフル

な状況となる．その原因として精液所見不良，精子機能異常，卵子機能異常，卵巣刺激の不適，培養環境の不適な

どが挙げられる．受精障害を避けるために，当科で行っているICSI及びsplit　ICSIの適応決定の精液パラメーター

の基準やback　up　treatmentとしてのrescue　ICSIについて検討した．

　対象としたのは，2005年から2008年6月までにIVF並びにICSIを施行した1036周期である．受精卵数が1

個の場合，いずれの授精（媒精）卵数においても，妊娠率が低いので，受精卵数1個以下を受精障害と定義した．

前回受精障害例やKrugeゴs　strict　criteriaが4％未満の場合はICSIの適応とした．媒精する卵が5個以上ある場

合，swim　up処理後の運動精子数が，5～10個／ml未満の場合をICSIの適応とした．　IVF　252周期の検討では，

受精障害は79％であった．いずれの症例も精液所見は正常であり，精液パラメーターから受精障害を推測出来な

かった．swim　up処理後の運動精子数が，5～10個／mlのgray　zoneの場合，　split　ICSIとした．24周期の検討で

は，10周期がIVFで受精卵が得・られなかった．媒精する卵が4個以下の場合，受精卵数2個以上を確保するため

にICSIの適応基準を運動精子数10個／ml未満に引き上げた．　IVF　l91周期の検討では，受精障害は183％であっ

た．4個以下では，split　ICSIは行わなかった．媒精18時間後にすべての卵が非受精と確認され，かつ透明帯に精

子の付着が無い場合に限りrescue　ICSIを施行した．19周期に行い，2周期に妊娠をみた．83周期において媒精6

時間後の第2極体の有無より，その後受精の有無を検討したが，感度84．5％，特異度80．9％であまり精度は高く

なく，すべての卵が非受精と確認された2周期につき，early　rescue　ICSIを施行したが妊娠例は無かった．4個以

下のICSI　289周期の検討では，受精障害によるキャンセルが18．3％，発育障害によるキャンセルが77％と，1／4

の症例で移植ができなかった、人為的卵活性化やIMSIにより受精障害や発育障害が解決できる可能性はあるが，

これらのグループは年齢も高く，卵の反応が悪いため，ICSIだけでは克服するのは困難である．

●
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1）経膣超音波診断法における3D／4D技術

GE横河メディカルシステム株式会社　超音波販売本部

Women’s　Healthcare　Gr．

長谷川信晴

　超音波画像診断は通常，組織構造の一断面を描出する断層スキャンである．近年，超音波探触子をモーターで揺

動させることによりプローブの厚み方向にも断層スキャンを行い，それを元に立体的な画像を構築する3D超音波

技術が目覚しく発達してきた．

　この3Dスキャンで得られるデータの特徴は厚み方向の情報をも含んだ，いわゆるボリュームデータにある．ボ

リュームデータであればスキャン後に任意の断面を描出することも可能であるし，多断面のスライス画像を同時に

表示することも可能である．そして，3Dレンダリングを加える事によって仮想的な3次元立体画像を構築するこ

とも可能である．

　技術の進歩により，この揺動を連続してスキャンし続けることによって4D（リアルタイム3D）画像を構築する

技術も生まれ，現在，新たな利用方法・応用方法の開発が行なわれている．

　経膣超音波プローブにおいても，この3D／4D機i能を搭載するものが登場してきており，胎児の立体画像構築や

先天性子宮奇形の検出などに利用されている．今回，この3D／4D機能を活用した新たな経膣超音波向けソフトウェ

ア「SonoAVC」の機能について紹介する．具体的には，3D／4D経膣超音波プローブを用いて卵巣のボリュームス

キャンを行い，卵胞に相当する低輝度領域を検出し，その径や体積を自動的に算出するというものである．現在，

広く行なわれているBモード断層画像上での卵胞計測では，卵胞の形状によっては正確な計測値が得られにくい

ことや，最大径となる断面を正しく描出する必要があること，卵胞数をカウントするには描出角度を変える必要が

あることなどの問題点がある．SonoAVCでは自動検出・自動計測でボリュームデータ内の卵胞の径・体積を算出

するため，検者間の誤差を低減し，複雑な形状の卵胞でも高い再現性をもって計測することができる．

　我々は，SonoAVCはARM分野においてワークフローの改善，計測の自動化・標準化に貢献できる画期的なツー

ルであると考えている．これは従来の2D画像では得られなかった厚み方向の情報を含むボリュームデータと，装

置の高性能化によって可能となった自動検出・高速レンダリングを組み合わせて実現しえたものである．

｛
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2）Follicle　tracking　in　assisted　reproduction：current　practice　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　future　developments

●

Consultant　Gynaecologist＆Associate　Professor　in

Reproductive　Medicine，　Academic　Division　of

Reproductive　Medicine，　University　of　Nottingham

Nick　Raine－Fenning

●

●

●

●

●

●

　　Follicle　tracking，　which　involves　the　serial　assessment　of　follicle　number　and　size，　is　commonly　employed　to

assess　the　response　to　ovarian　stimulation．　In　the　majority　of　cases　the　observer　uses　two－dimensional　ultra－

sound　to　identify　and　then　systematically　scroll　through　an　ovary　measuring　each　follicle　in　turn．　There　is　no

consensus　as　to　how　many　measures　should　be　undertaken　or　how　they　are　best　performed　but　a　single　meas－

ure　is　less　reliable　than　two　or　three　measures．　During　assisted　reproduction　treatment，　using　conventional

IVF　ovarian　stimulation　protocols，　the　presence　of　numerous　follicles　of　different　sizes　makes　such　an　assess－

ment　much　harder　as　the　observer　has　to　reliably　identify　each　and　every　follicle　individually　and　measure　it

only　once．　The　validity　and　reliability　of　such　measurements　are　likely　to　reduce　as　the　number　of　follicles　in－

creases．

　　Afollicle　is　more　likely　to　contain　a　mature　oocyte　if　it　measures　between　l2　and　24　mm　in　diameter．　Con－

ventional　fertility　treatment　often　involves　ovulation　induction　which　is　more　likely　to　be　successful　if　the　pre－

ovulatory　follicular　diameter　is　between　18　and　24　mm　and　whilst　follicles　smaller　than　18　mm　are　capable　of

producing　metaphase　II　oocytes　the　fertilisation　is　only　60％　of　that　of　the　lead　follicular　group．　Accurate

measurement　of　foUicular　size　is　important　therefore　and　is　used　to　monitor　natural　cycles　and　to　time　the　ad－

ministration　of　drugs　used　to　promote　oocyte　maturation　prior　to　intrauterine　insemination　treatment　or　oocyte

retrieva1．　Inappropriately　early　or　delayed　induction　of　oocyte　maturation　may　result　in　an　unexpectedly　high

proportion　of　immature　oocytes　or　a　suboptimal　fertilization　rate．

　　Three－dimensional（3D）ultrasound　is　known　to　measure　volume　more　accurately　than　two－dimensional（2

D）ultrasound　and　this　is　also　true　for　the　assessment　of　follicular　volume．　Sono－AVC（Automatic　Volume　Cal－

culation：GE　Medical　Systems，　Kretz，　Austria）is　a　new　software　programme　that　identifies　and　quantifies　hy－

poechoic　regions　within　a　three－dimensional　dataset　and　provides　an　automatic　estimation　of　their　absolute　di－

mensions　and　volume．　Because　each　different　volume　is　separately　colour　coded，　Sono－AVC　is　an　ideal　tool　to

study　follicular　development　in　response　to　controlled　ovarian　stimulation．　Preliminary　work　has　already

shown　that　Sono－AVC　provides　highly　reliable　and　valid　measures　of　follicle　diameter　and　volume．　These　stud－

ies　used　Sono－AVC　for　the　assessment　of　single　follicles　to　ascertain　the　reproducibility　and　accuracy　of　the

software．　Assessment　of　single　follicles　has　limited　clinical　use　in　assisted　reproduction　treatment，　however，

where　controlled　ovarian　stimulation　is　generally　used　to　induce　a　multi－follicular　response．

　　Recent　work　from　our　own　department　has　also　shown　that　automated　3D　follicular　measurements　using

Sono－AVC　provides　a　comparable　but　quicker　measurement　of　follicular　number　and　size．　The　duration　of　the

actual　ultrasound　examination　and　exposure　of　the　patient　to　ultrasound　is　significantly　reduced　with　the　3D

method．　This　may　have　important　implications　in　fertility　patients　and　work　flow　within　an　assisted　conception

unit．　We　have　also　evaluated　the　biological　significance　of　such　measurements　in　a　prospective　randomised

controlled　trial　examining　the　timing　of　oocyte　maturation　based　on　conventional　and　automated　measurement

of　follicles　to　see　if　we　can　increase　the　number　of　mature　oocytes　retrieved　at　egg　collection　or　have　any　im－

pact　on　fertilisation　rates　and　ultimately　pregnancy　rates．

　　This　work　will　be　presented　together　with　other　on　going　and　proposed　studies　during　the　talk．　I　will　dis－

cuss　current　practice　and　explore　the　potential　role　of　sonoAVC　focusing　on　the　advantages　and　disadvantages

from　a　clinical　perspective．
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01 マウス加齢卵におけるミトコンドリア機能の評価とミトコンドリア移植の試み

●

●

〇五十嵐秀樹，高橋　俊文，網田　光善，倉智　博久

　山形大学医学部産婦人科

【目的】卵細胞内のATP濃度は受精後の胚発育に影響を及ぼすとされている．我々は受精率が低く胚発育が不良である加齢

卵（排卵後の加齢，遅延受精モデル）ではATP産生の場であるミトコンドリア（Mt）の機能が低下し，卵の質が低下して
いると仮定している．そこで今回，1）加齢に伴うMt機能低下の評価，2）加齢卵への卵の質の改善を目的としたMt移植
を試みたので，その結果を報告する．【方法】マウスは過排卵処理し，hCG投与後14時間（h）で採取したものを新鮮卵，20
hで採取したものを加齢卵として実験に供した．1）Mt機能の評価は，（1）JC－1によるMt膜電位の測定，（2）電気化学計

測技術による酸素消費量の測定，（3）蛍光法による受精前後での細胞内ATP量の測定，（4）免疫蛍光染色によるMitochon－

drial　transcription　factor　A（TFAM）の発現量の測定，により行った．2）移植Mtは同マウスの肝細胞よりシュクロース

による濃度勾配法にて回収し，蛋白濃度1－5mg／mlに調整した．　Mt移植はマイクロインジェクションシステムを用い，移

植量は3－6plとした．（1）新鮮卵群，（2）加齢卵群，（3）Vehicle注入加齢卵群，（4）Mt移植加齢卵群の4群それぞれに
おいて体外受精を行い，その後の胚発育について検討した．【成績】加齢卵では新鮮卵と比較して，（1）Mt膜電位の低下，

（2）酸素消費量の低下，（3）受精後のATP産生の低下，（4）TFAMの発現レベルの低下が認められた．しかし，加齢卵へ
のMt移植は受精後の胚分割率，桑実胚および胚盤胞発育率は改善させなかった．【結論】加齢卵では新鮮卵に比べMt機能
が有意に低下しており，このことが加齢卵における卵の質の低下の一因であることが示唆された．しかし，今回の我々の実

験条件下ではMt移植は加齢卵の受精率，胚発育を改善させなかった．

02 新規母体由来卵成熟・胚発育調節因子の同定Glial　celHine　derived　neu－
rotrophic　factor（GDNF）

○河村　和弘1，佐藤　　亘’，熊谷　　仁’，福田　　淳1，児玉　英也2，田中　俊誠1

　秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科分野1，秋田大学医学部保健学秤

●

●

【目的】卵成熟は，LHサージにより誘導される．卵巣のLH受容体は，願粒膜・黄膜細胞に局在し，卵には発現していないため，

卵成熟には体細胞より産生されるパラクライン因子が関与している，一方，着床前期胚の発育には，卵管・子宮由来因子が重要な

役割をもつ．本研究では，卵成熟および着床前期胚発育を制御する新規因子を同定し，その分子機構を解析した．【方法】新規卵成

熟誘導因子を同定するため，DNAマイクロアレイを用いて，　LHサージ後にマウス卵巣で発現が上昇するリガンドー受容体を調べた．

候補の卵巣内局在を検討し，受容体が卵・卵丘細胞に存在し，体細胞でリガンドが産生されるものを最終候補因子とし，その卵成

熟作用について調べた．また，新規卵成熟誘導因子の中で，受容体の発現が着床前期胚においても認められ，子宮・卵管にリガン

ドが発現しているものに関して，胚発育作用を検討した，【成績】我々は，新規因子としてGDNFを同定した．卵巣GDNFおよび
受容体のGFRA1はLHにより発現が増加し，　GDNFの発現は卵丘，頼粒膜，黄膜細胞に認められた．排卵前卵胞より単離した卵，

卵丘，穎粒膜細胞では，卵はGFRA1を発現していた．卵丘，頼粒膜細胞にはGDNF，　GFRAlの発現が認められ，　LHで増加した．

GDNFは減数分裂進行に重要であるcyclin　B1の発現を増加させ，第1極体放出を促進した．また，　GFRAlは全ての発育段階の着

床前期胚で発現しており，胚盤胞期に増加した．胚盤胞ではGFRA1は栄養外胚葉層に局在していた．　GDNFは卵管・子宮内膜で

産生され，卵管では胚盤胞が存在する時期に高値を示した．GDNFは2細胞期胚の胚盤胞以降への発育を促進し，拡張期胚盤胞に
おいて栄養外胚葉層優位に細胞数を増加させ，アポトーシスの発生を抑制した．【結論】GDNFはパラクライン因子として，卵成熟

における第1極体放出の促進作用，着床前期胚の発育促進作用を持ち，初期発生に深く関与することが明らかとなった．

03 未成熟マウス卵巣から分離した卵母細胞一穎粒膜細胞複合体の体外成長培養により

成熟した卵母細胞からの産子作出

●

●

○本橋　秀之12，山海　　直2，佐藤　嘉兵ハ，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，医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター2，日本大学生物資源科学部応用

　生物科学科3

【目的】本研究では，preantral　follicle　stageまでの卵胞のみが存在する12日齢未成熟マウス卵巣から分離した卵母細胞一穎

粒膜細胞複合体（OGCs）の新規培養系おける卵母細胞成熟能，受精・初期発生能，産子発生能について検討した．【方法】B

6CBF、12日齢マウスの卵巣を採取し，コラゲナーゼ処理によりOGCsを分離した．培養液は，100mIU／ml　FSH，10mlU／
ml　LH，50ng／ml　lGF－1，　SCF，5％FBS添加α一MEMを用い，　paraffin　oil下のcollagen－coated　membrane上にて37℃，5％

CO、　in　airの気相下で10日間培養した．成熟誘起は1．51U／ml　hCG，5ng／ml　EGFを添加することにより行った．成熟誘起

17－18時間後にIVFを行い，初期胚発生能の検討およびレシピエントへの卵管移植による産子作出を試みた．【結果】OGCs

を培養した結果，936％が裸化することなくmembrane上に定着した．成熟誘起によって膨潤化した卵母細胞一卵丘細胞複

合体（OCCs）について調査したところ，938％（61／65）がGVBDを起こし，7＆5％（51／65）がMHに到達していた．　IVF
の結果，746％（267／358）が2－cellに発生し，継続培養したもののうち756％（124／164）が胚盤胞に到達した．また，2－cell

80個を4匹のレシピエントに卵管移植したところ，4匹（50％）の産子が得られ，3匹（38％）が生存・成長した．【結論】

本法により体外成長・成熟させた卵母細胞は受精・発生能を有し，さらに最終的な産子作出が可能な方法であることが示さ

れた．従来のOGCs培養法および卵胞培養法の中間に位置する本培養法は，大量培養と高発生能を両立できる可能性を秘め

ていると考えられる．
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ヒト卵巣におけるbone　morphogenetic　protein（BMP）－6の発現と機能に関する
検討

●

○吉野　　修1，施　　　佳2，大須賀　穣2，矢野　　哲2，西井　　修1，武谷　雄二2

　帝京大学溝口病院産婦人科’，東京大学産婦人科2

【目的】卵胞発育はゴナドトロピンや卵巣の局所因子により巧妙に制御されている．局所因子としてBMPサイトカインが卵

胞発育に重要な役割を果たすことが種々の動物において報告されている．今回我々は，ヒト卵胞におけるBMP－6の発現お
よびその機能について検討を行った．【方法】患者の同意のもと，検体を採取し以下の実験を行った．1）BMP－6の卵巣に

おける局在：子宮癌手術患者の卵巣切片（n＝6）を用いて，BMP－6の免疫染色を行った．2）in　vitro実験：体外受精の採

卵時に得られたヒト願粒膜細胞培養系にBMP－6（100　ng／mDを24時間添加し，卵胞発育に関与する物質のmRNA発現変
化を定量的PCRにて検討した．また，同培養系にアクチビンA，　BMP－7，　FSH，エストラジオー・ルを添加し，　BMP－6　mRNA

の発現について定量的PCRを用いて検討した．【成績】1）ヒト正常卵巣において，　BMP－6蛋白は原始卵胞以降の卵子およ

び一次卵胞以降の穎粒膜細胞に発現していた．特にhealthy　follicleの穎粒膜細胞にBMP－6の発現を強く認めたが，　un－

healthy　follicleすなわち，閉鎖卵胞の穎粒膜細胞には発現を認めなかった．2）BMP－6の添加により，願粒膜細胞における

FSH受容体，アクチビンβA，βBサブユニットおよびanti－Mullerian　hormone（AMH）の発現が上昇する一方で，　LH受
容体の発現が低下した．ヒト穎粒膜細胞におけるBMP－6の発現はアクチビンA，　BMP－7により3倍程度に上昇したが，

BMP－6，　FSI｛，エストラジオール添加により変化を認めなかった．【結論】BMP－6はヒト卵巣において，卵子および頼粒膜
細胞に発現しており，卵胞発育に重要な因子を制御することで，単一排卵にむけての卵胞の選別に寄与している可能性が示
唆された．

●

●

05 ヒト正常子宮内膜stem　like　cellの同定と解析

○加藤　聖子1，磯辺　明子2，松下　幾恵2，恒松　良祐2，岡本加奈子2，内田　聡子2，和氣　徳夫2

　九州大学生体防御医学研究所ゲノム創薬・治療学分野，九州大学医学部産婦人科2

【目的】月経毎に周期的に再生される子宮内膜には幹細胞の存在が示唆される．組織幹細胞の同定に使用されるHoechst33342

の取り込みの低い分画の細胞（side　population　cells，以下SP細胞）を分離する方法を用いて子宮内膜のSP細胞を分離し

その生物学的特性を解析した．【対象】同意を得た子宮筋腫患者の摘出子宮より採取した正常子宮内膜を用いた（17症例；
年齢37－49才）．【方法】1）摘出子宮より正常子宮内膜を採取し，上皮と間質細胞に分離後Hoechst33342で染色した．　FACS

でSP細胞を分離し，サイトカインを含む培養液でcollagen　dish，　feeder　cellやmatrigel上に培養し経時的な形態変化を解

析した．2）SP細胞の分化マーカー（上皮；CD9，　E－cadherin，間質；CD13，　Vimentin）の発現をWestern　blot法や免疫

染色で解析した．3）磁気ビーズ法を用いてCD9，　CD13　陰性の細胞を分離し形態変化を観察した．【結果】1）ヒト正常子

宮内膜にはSP細胞が存在し（平均α21％），月経期子宮内膜間質に最も多く存在した（平均3．46％）．2）feeder　cellまたは

collagen　dish上で長期培養した上皮あるいは間質のSP細胞は，形態学的にそれぞれ腺管あるいは問質細胞に類似し，それ

ぞれの分化マーカーを発現していた．マトリゲルで培養した上皮由来SP細胞は腺管構造を呈し，　HE染色で腺上皮様構造
をみとめた。3）SP細胞はCD9，　CD13陰性の分画に多く存在した．逆にCD9，　CD13陰性細胞はSP細胞と同様長期培養i
後腺管構造を呈した．【考察】1）ヒト正常子宮内膜にはSP細胞が存在する．2）正常子宮内膜SP細胞は長期増殖能を有し，

子宮内膜上皮或いは間質類似細胞への分化を示したため，子宮内膜のstem　like　cellである可能性が示唆される．

●

●

06 ART難治例における漢方製剤Macrophage　Activating　Chinese　Mixed　Herbs
（MACH）導入による胚質改善成績

○後山　尚久1，横山　典子2，熊谷　晶子2，市川　文雄2

　藍野学院短期大学看護学科1，市川婦人科クリニック2

【目的】体外受精の実施においては様々な不良胚に遭遇し，スケジュールが前進しない症例が少なくない．Macrophage　Activating

Chinese　Mixed　Herbs（MACH）は，　inte㎡eron誘起作用を有する南瓜子，車前子，金銀花，紅花からなる漢方製剤であり，動

物実験においてmacrophage遊走能の促進，ヒトでは，　GM－CSF増加作用やFSH分泌抑制作用を有し，自律神経機能を調整す

ることが明らかとされている．そこで，生殖補助医療にMACHを導入した際の卵質の改善や良質胚の獲得への臨床効果につき
検討した．【方法】過去3回以上の顕微受精を実施するも妊娠しない不妊症のうち，胚培養において良好分割胚（Day3にて6cellG

2以上：Veeck分類による）の獲得率がきわめて低い10例（31～44歳1平均3＆8±4．5歳）を対象とした．院内倫理委員会での
審議と十分なインフォームドコンセントの後，それぞれの患者に適応した体外受精スケジュールを実施し，次周期に同様のスケ

ジュールにて月経開始より胚移植後7日目まで（約20間）MACH（6g／日）を投与した．両周期は同じ卵巣刺激法を実施し，
同じ方法で胚質を比較した．【成績】MACH6g／日服用により良好分割胚率が137％から275％（P＜0、05で有意）に上昇した．

良好卵子が一度も得られなかった症例では初めてICSIが可能となり，胚移植を実施することができた．　MACH服用により，胚

盤胞率が＆3％から5α0％に上昇した症例（過去ICSI－IVF6回施行）及び胚盤胞率が0％から5（10％に上昇した症例（過去ICSI－

IVF4回施行）において臨床妊娠が成立した．　MACH服用による副作用はなく，服用途中でのdrop　outはなかった．【結論】Macr（戸

phage遊走能促進効果を示す漢方製剤MACHを難治性不妊症の体外受精（良好成熟卵採取率や良好分割胚獲得率の低い例）の
治療プログラムに組み込むことにより，スケジュール完了確率を上昇させるとともに，妊娠成立が期待できる可能性が示された．

●

■
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●

07 単一胚盤胞移植後の二絨毛膜性双胎の発生頻度

●

●

○河内谷　敏’，嶋田奈央子2，福田淳一郎1，和田　恵子1，宮内　　修1，瀬川　智也1，奥野　　陛，渡邊　芳明1，

　山下　直樹，小林　　保1，竹原　祐志1，加藤　　修1

　加藤レディスクリニック1，新橋夢クリニッグ

【目的】IVF後に一卵性双胎頻度が上昇することは以前から指摘されていた．しかし多くの報告は複数胚移植周期での検討

であり，発生頻度の正確性に欠けていた．我々は通常二卵性双胎と診断されていた二絨毛膜性の一卵性双胎頻度を単一胚盤

胞移植周期について検討したので報告する．【方法】2002年5月から2006年3月までに当施設にて単一胚盤胞移植を実施し
た12258周期（新鮮胚移植850周期，凍結胚移植11408周期）における二絨毛膜性双胎発生率を検討した．排卵誘発はクロ
ミッドを用いたminimal　stimulation　protocolで行った．胚盤胞は原則として凍結保存し，自然排卵後またはホルモン補充

周期で経膣超音波ガイド下に胚移植した．GSを確認できたものを臨床妊娠とし，多胎妊娠の評価は妊娠6～9週での複数回
の経膣超音波によるGS数FHB数，羊膜隔壁の有無により診断し，さらに分娩後の性別の確認もあわせて行った．統計処
理はカイ2乗検定を用いた．【成績】12258移植周期における臨床妊娠数は4704周期（38．4％），出産数は3519周期（2＆7％）

であった．このうち35症例で一卵性双胎を認め，全出産数における発生頻度は099％であった．二絨毛膜性双胎は11例に
認め頻度は全双胎症例の314％であった．凍結の有無，アシステッドハッチングの有無と全双胎発生率ならびに二絨毛膜性
双胎の発生率に有意差は認めなかった．【結論】Monozygotic　twinの発生機序は明らかではないが，胚盤胞期における内細

胞塊の分離の時期により絨毛膜数羊膜数が変化すると考えられている．IVFにおけるMZTの発生頻度については複数胚
移植周期では正確な発生頻度を検討することは難しかった．今回は完全な単一胚移植周期での検討を行ったことでかなり正

確な双胎発生率を把握できたのではないかと考えられる．

08 ART反復不成功例に対する低量metformin併用排卵誘発：Insulin抵抗性症候群
としての解釈と新治療法に繋がる終末糖化産物（AGE）の重要性

○神野　正雄1，竹内　正義2，近藤　憲一，渡邉　愛子】，高橋　俊介1，廣濱　　準1，江口　明子’

　ウィメンズクリニック神野1，北陸大学薬学部生体機能薬学系病態生理化学2，新座志木中央総合病院婦人科3

●

●

【目的】ART反復不成功例で頻繁な加齢ストレスなどは，　insulin抵抗性症候群（PCOSも包含）の重要発生要因である．本症候群で

は終末糖化産物（AGE）の蓄積から組織障害が加速する．本研究は，　insulin増感薬metforminによるART不成功例救済の適応と有効

性を検討し，またAGEの意義を解析し新治療法を考案した．【方法】：研究1：非PCOSのART反復不成功199例を，説明と同意のう

え，前方視的かつ無作為にmetformin（500　mg／日）投与群と非投与群に振り分けARTを行った．また無作為分配時に9因子（年齢，

BMI，既往ART回数血糖，　insulin，　HOMA－R，収縮期血圧，　ALP，γ一GTP）を測定し，既報計算式より判別スコア（DS）を決定し

た．既報でDS≧06647がmetformin有効だったため，≧06647を適応群，＜α6647を非適応群とした．そして4群の妊娠率を比較した．

研究2：108症例で，採卵時に血液卵胞液のpentosidineとcarboxymethyl－lysine（CML），　toxic　AGE（TAGE）を測定し，皮膚内蛍

光AGE量をAGE　readerで測った．卵胞液CML≧4μg／mlの非妊娠症例にbenfotiamine　75mg／日を投与し次のARTを行った」成績】：

研究1：継続妊娠率は，metformin投与の適応群（18例）で56％，非適応群（80例）で14％，　nletformin非投与の適応群（15例）で20％，

非適応群（86例）で15％と，metformin投与の適応群で他3群より有意に高かった．着床率（GS数／移植胚数）も，　metformin投与の

適応群で33％と，他3群（ll％，　7ユ％，　11％）より有意に高かった．研究2：卵胞液CMLと血清TAGEは非妊娠例で有意に高く，　CML

は年齢FSHと，　TAGEはBMI，　insulin，　HOMA－Rと，正の有意相関を示した，　Pentosidine，皮膚内AGE量は差がなかった．　benfotia－

mine投与で良好胚の増加傾向を認めた．【結論】：metforminは非PCOSのART反復不成功例で妊娠率，着床率を増加する．その適応

はinsulin抵抗性関連9因子で決定できた．　AGE蓄積は卵巣機能障害の新指標となり，その改善は新治療戦略となりうる．

09 初回ART症例に対する子宮内膜刺激胚移植法（Stimulation　endometrium　embryo
transfer；SEET）の成績一Randomized　controlled　trial

○後藤　　栄，橋本　洋美，苔口　昭次，松永　雅美，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

●

●

【目的】胚と子宮内膜はクロストークをしており胚は着床に向けて子宮内膜を修飾することや，胚培養液上清（ECS）にクロストー

クに関与する胚由来因子が存在することが報告されている．そこで胚盤胞移植前にECSを子宮腔内に注入するSEETの有用性を
Randomized，　controlled　trialにて検討した．【対象】初回採卵周期に全胚凍結を行い凍結胚盤胞が得られ研究参加に同意した144

例を対象とした．【方法】HRT周期に融解胚移植を行った．移植胚数は1個とした．エントリーされた144例を，胚盤胞移植するBT

群48例，培養液20μ1をday17に子宮注入後day20に胚盤胞を移植するST群48例，　ECS　20μ1をday17に子宮注入後day20に胚

盤胞を移植するSEET群48例の3群に無作為に分けた．妊娠成績は各群をさらに移植胚のグレード別（Gardner分類）に3AA未
満の胚（low　grade胚）と3AA以上の胚（high　grade胚）のサブグループに分け6群で検討した．　SEETでは採卵周期に本人の胚

を受精後2～5日目まで培養したECSを一20℃で凍結保存しておき用いた．【結果】平均年齢，不妊期間，平均受精卵数基礎FSH
値は各群で有意差はなかった．low　grade胚移植例で着床率，妊娠率はそれぞれ，　BT群652％（15／23），522％（12／23），　ST群474％

（9／19），42．1％（8／19），SEET群609％（14／23），391％（9／23）で有意差はなかった．　high　grad胚移植例で着床率，妊娠率はそ

れぞれ，BT群640％（16／25），560％（14／25），　ST群759％（22／29），690％（20／29），　SEET群9aO％（23／25），8α0％（20／25）

でSEET群はBT群より着床率および妊娠率が有意に高率だった．【考察】初回ART症例で良好胚盤胞（high　grade）の移植例で

はSEETはBTより着床率および妊娠率が高いことが示された．　SEETは胚盤胞が1個あれば遂行可能な方法であり，多胎を予防

し，かつ胚由来因子による子宮内膜の胚受容能の充進を期待できる方法であるため，有用な移植法となりうると考えられる．
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10

日生殖医会誌　53巻4号

受精能良好精子選別の新たなアブ「ローチーIMSIを用いた精子中片部の形態評価に
よる精子中心体機能良好精子の選別一

●

○長谷川久隆寺田　幸弘，宇賀神智久，早坂　真一，立花　眞仁，結城　広光，村上　　節，岡村　州博
　東北大学医学部産婦人科

【背景】近年，超高倍率（約6000倍）で精子を観察・選別しICSIに用いるIntracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　irりec・

tion（IMSI）により，着床率が向上し流産率が低下することが報告されている．　IMSIに関するこれまでの知見は，精子頭部の形

態評価を行うことであったが，精子中片部の形態評価とその有用性についての検討は行われていない．精子中片部に存在する精子

中心体は，卵子内で精子星状体を形成する．この精子星状体により雌雄前核の融合が導かれ，精子中心体の機能は受精に大きな役

割を果たしている．精子中片部の形態異常を示すGlobozoospermia，　Dysplasia　of　the飾rous　sheath：DFSの精子では精子星状体

形成率が低く，精子中片部の形態が精子中心体機能の発現に大きく関与していることが報告されている．【目的】IMSIにより通常

のICSI時に用いられる400倍の観察では選別困難な中片部形態の違いを分類することで，精子中心体機能が良好な精子を選別で
きるかを検討した．【方法】ウシ成熟卵子に，受精能が確認されているヒト精子を顕微注入した．精子は，通常のICSIの手法で選

択したものについてさらにIMSIで評価し選別した．　IMSIによる形態評価の分類として，中片部が真っ直ぐなもの（形態良好群；

A群）と，頚部が太いもの（形態不良群；B群）を分類した．注入から6時間後に卵子を固定し，免疫染色によって精子星状体形
成の有無を確認した．精子は当施設の倫理委員会の承認を受け患者にインフォームド・コンセントを行った後使用した，【結果お

よび考察】通常ICSI時の手法で選択した精子に占めるA群精子，　B群精子の割合はともに低率であった．ウシ卵子内における精

子星状体形成率はA群精子が有意に高い値を示し，通常のICSI時と比較してもB群精子の精子星状体形成率は有意に低かった．

このことから，IMSIによる精子中片部の評価は，精子中心体機能の良好な精子を選別する指標となると考えられる．

■

●

11 強拡大したヒト精子における形態異常と核の形態の関連

○渡邊　誠二1，水沼　英樹2，藤井　俊策2，福井　淳史2，木村　秀崇2，福原　理恵2，田中　　温3，田中威づみ3，

　粟田松一郎3，永吉　　基3，姫野　憲雄3，竹本　洋一，鍬田　恵里3，中村　理果2，山田　健市2

　弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座1，弘前大学大学院医学研究科産婦人科学2，セントマザー産婦人科医院3

【目的】近年，1000倍を超えて強拡大した際に認められる精子頭部の異常形態が着床率や流産率に関連するとする報告がなさ

れ，臨床に導入され始めている．しかしながら，発端となった文献をふくめて視覚的に明瞭な精子選択基準は示されてこなかっ

た．また，不適と判定される精子の構造的異常の意味や着床時に選択的に淘汰されることに対する合理的な説明は未だなされ

ていない．そこで我々は最初に，強拡大時に認められる精子頭部の形態異常が核の形態とどのように関連するかを解析した．【対

象】弘前大学医学部付属病院及びセントマザー産婦人科にて不妊治療中のカップルの男性よりインフォームドコンセントに基

づいて提供された精子を実験に供した．【方法】サンプル当り50精子についてオリンパス微分下渉顕微鏡下で1000倍にて頭部

形態異常の有無を調査した．同時に，サイトスピン（800rpm　x　3min）にて精子をスライドグラスに張付けて1時間DAPI染
色し，洗浄・温風乾燥した後に退色防止剤で封入した．ライカ共焦点レーザー顕微鏡ドで精子頭部のDAPI蛍光像と位相差像

をα2μmごとに断層撮影し，立体構築した．【結果】光学顕微鏡下にて1000倍で観察した場合，多数の精子の頭部に円形又は

不定形の微細構造が認められ，大部分は頭部先端と中央に集中し，後部にはほとんど認められなかった．レーザー顕微鏡下に

おいて精子核はDAPIにより濃染され，核形態の良好な画像が取得可能であった．頭部の断層写真から光学顕微鏡下で認めら
れた構造は精子頭部内の空胞ではなく精子表面が凹型に貫入したもので，精子核内にも深く侵入していることが判明した．【考

察】今回，多くの精子頭部において通常の顕微授精に用いる200倍では判別できない微細な凹型構造が核まで貫入しているこ

とが明らかになった．この構造が着床後の胚淘汰にどのように関与するかについては更なる検討が必要である．

●

●

12 ヒト無精子症におけるヒトLMTK2遺伝子及びPARP－2遺伝子の解析

○宮本　敏伸，佐久川直子，千石　一雄

　旭川医科大学医学部産婦人科学講座

「目的」今日まで，いくつかの男性不妊の原因として遺伝学的メカニズムが示唆されてきたものの，ヒトにおいてはそのほ

とんどは今なお明らかにされていないのが現状である．近年，マウスにおいてLmtk2遺伝子およびParp－2遺伝子がその精
子形成過程において重要な役割を担うことが判明した．そこで，我々はヒトLMTK2遺伝子及びPARP－2遺伝子とヒト無精
子症との関係を明らかにすべく解析を行った．「対象」組織学的に減数分裂停止に起因する無精子症と診断された日本人患

者18名からすべて文章による同意を得て，さらに大学の倫理委員会の承認を得た後に患者から血液を採取し，Genomic　DNA

を抽出し，解析を行った．「方法」ヒトLMTK2遺伝子及びPARP－2遺伝子の全てのcoding　regionに隣接するイントロン
においてプライマーをそれぞれ設定し，PCR法及びダイレクトシークエンス解析法により，18名の無精子症患者群におい
てmutation解析を施行した．またmutation　解析により得られた多型部位において患者群と正常コントロール群において
統計学的な解析を行った．「結果」ヒトLMTK2遺伝子において9つのSNP（single　nucleotide　polymorphism）及びPARP－

2遺伝子においては5つのSNPを検出した．ヒトLMTK2遺伝子においては多型の出現頻度において患者群とコントロール
群では有意な差を認めなかった．しかしながら，そのSNPの出現頻度は，ヒトPARP－2遺伝子において，患者群では正常』
コントロール群に比べ，統計学的に有意な差を認めた．「考察」本研究により，ヒトPARP－2遺伝子が減数分裂停止に起因
するヒト無精子症に関与していることが示唆された．

●

●
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●

13 プロゲステロンによって起こる超活性化促進の調節機構について

○藤ノ木政勝

　猫協医科大学医学部生理学

●

●

【目的】ほ乳類精子は受精能獲得という質的変化を経なければ受精することができない．受精能を獲得した精子は頭部で先
体反応を，尾部で超活性化を示せるようになる．先体反応においてプロゲステロンがリガンドとして作用することが知られ

ているが，運動については必ずしも明らかではなかった．しかし，最近の私と共同研究者の報告によりプロゲステロンが超

活性化を促進させる作用を有することを明らかにした．そこで，その細胞内情報伝達機構について検討を行ったので報告す

る．【方法】実験動物としてハムスターを用い，この精巣上体から精子を採取した．精子はmTALP溶液に懸濁され，37℃，

5％CO，環境下で培養されることで超活性化を引き起こされた．精子の運動はCCDカメラを搭載した位相差顕微鏡で観察
し，画像をビデオテープに記録した．運動解析はビデオテープを再生し，精子数などをマニュアルでカウントした．【結果】

想定される細胞伝達機構としてPLCを介したnon－genomicな調節が考えられた．そこでPLCの阻害剤を使用してその関与
を調べたところ，PC－PLCやPI－PLCの阻害剤でプロゲステロンによる超活性化の促進は有意に阻害された．次に，　PLCは
IP3を産生することから，　IP、レセプターの関与について検討を行った．その結果，　IP、レセプターの阻害剤は有意にプロゲス

テロンによる超活性化を阻害した．【考察】プロゲステロンによる先体反応の惹起に関して，その細胞内情報伝達機構では

プロゲステロンが膜に存在するレセプターに結合することによりPLCが活性化しIP3を産生，　IP3レセプターへの結合と細
胞内Ca2＋ストアーからのCa2＋の放出による細胞内Ca2＋濃度の上昇によって先体反応が起こると示されている．今回の実験

によりプロゲステロンによる超活性化の促進においても同様の情報伝達経路が関与することが示された．

14 特発性造精機能低下症に見られるエピジェネティック変異

●

●

○杉本　和宏1，下田ちはる1，申　　湖水’，前田　雄司1，高

　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，

　学3

栄哲1，並木　幹夫1，吉田　　淳2，北村　栄子3，

木場公園クリニッグ，日本大学大学院総合科学研究科生命科

【目的】造精機能障害はその多くが原因不明であるが，DNAメチル化を初めとするエピジェネティックな研究は非常に少ない．　ALFは真核

生物からヒトに至るまで保存されている遺伝子で，TFIIA（transcription　factor　IIA）large　subunitのgerm－cell　specific　counterpartをコー

ドする．その遺伝子発現は，DNAメチル化により制御されることが報告されている．そこで我々は，患者の精巣組織を用いてALF　promoter

CpG　islandのDNAメチル化を定量的に解析し，精子形成障害との関係について検討した，【方法】対象は無・高度乏精子症と診断された患

者95人（染色体異常は除外）．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行い造精機能を評価した，DNAメチル

化の評価はMAIDI－TOF　MSを応用したMassARRAYにて，遺伝子の発現はReal－time　PCRにて定量化した．【結果】解析領域は精巣特異

的に低メチル化であり，これは遺伝子発現とも関連するため，組織特異的メチル化可変領域として遺伝子の発現制御に関与する．症例では，

閉塞性無精子症（n＝26）にて全て低メチル化を示したが，Hypospermatogenesis（HYPO，　n＝17）ではメチル化状態の違う5例が存在しPr〔ト

moter　hypermethylationを示した．更に，この5例では遺伝子発現が有意に抑制されていた（P＝0．020），【考察】マウスにおいて，　ALFは

germ　ce11の中でもround／elongating　spermatidsに強く発現していることが免疫組織化学で示されており，この遺伝子は精子形成の中でも

最後の段階であるspermiogenesisに重要である．この段階の破綻による精子形成障害はHYPOを呈する，本研究にて，　HYPOを呈する症

例の中には明らかにメチル化状態の違うPromoter　hypermethylation症例が存在し，これに伴うALFのgene　silencingによりHYPOが惹起

されると考えられた，【結論】Hypospermatogenesisの新たな原因として，　Promoter　hypermethylationの存在が初めて示された．

15 高度乏精子症に対する精索静脈瘤手術の検討

○千葉　公嗣，石川　智基，山口　耕平，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）精索静脈瘤手術治療に関して，精液所見，妊娠率ともに有意な改善を認めるという報告が多い．乏精子症に対し，
精索静脈瘤手術後，挙児を得る機会も少なくはなく，手術による治療効果は確かにあると考えている男性不妊専門医は多い．

しかしながら高度乏精子症の場合では，治療による大きな効果が期待できないと考え，体外受精や顕微授精の方向で説明を
する施設が多いのではないかと推察する．（対象および方法）今回我々は術前に高度乏精子症（＜5x106／ml）を呈し，内精

静脈低位結紮術を施行したGrade2，3の精索静脈瘤の患者54例において術前術後の精液検査所見，ホルモン値，精巣容量，
術後精液所見改善予測因子等につきretrospectiveに検討した．（結果）54例中基礎値より50％以上の精子濃度の改善を31

例（57％）に認め，術前術後の精子濃度平均値はそれぞれ23x106／ml，92x106／mlと有意な改善を示した（p＜001）．4
例（73％）で自然妊娠を認めた．手術による精液所見改善予測因子としてはFSH値において改善群（9．21U／L），非改善群
（11．41U／L）（p＜010）と改善群が低値である傾向を認め，　Tにおいては改善群が有意に高値であった（63ng／mL，46ng／mL，

p＜α01）．術前精巣容量平均値は改善群で左1a8mL，右1仕2mL，非改善群で左164mL，右1仕7mLと有意差を認めなかっ
た．（結論）精索静脈瘤を持つ高度乏精子症の個々の患者において術前に精子の出現，精子濃度改善を予測することは困難

であるが，FSH低値，　T高値の高度乏精子症例において精索静脈瘤手術療法は有用である可能性が示唆された．
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16 精液所見からみた男性不妊症治療の効果についての検討

日生殖医会誌53巻4号

●

○近藤　宣幸1，島　　博基1，堀内　　功2。小森　慎二2，香山　浩二2

　兵庫医科大学泌尿器科1，兵庫医科大学産科婦人科2

【目的】男性不妊症外来において精液検査は基本であり，特に治療効果の判定に有用である．今回，代表的な男性不妊症治

療法の治療効果を患者の精液所見から比較検討した．【方法】1999年7月開設以来，2008年5月までの当科の男性不妊専門
外来を挙児希望で初診した患者は342例であった，このうち，無精子症および沈渣が必要な高度乏精子症，運動率0％の精
子無力症を除いた患者の治療法をA群：非内分泌薬物，B群：内分泌薬物（hCG－hMGあるいはクロミッド療法），　C群1
精索静脈瘤手術，に分類し，初診時と各治療後の射精あたりの総運動精子数（濃度x運動率×精液量）の最高値を比較した．

【結果】各群の独立した効果判定のためにA，B群の同時併用例や有効な直前治療への追加例を除くと，95例（25～49歳

平均34．6歳）に対する計132治療回数（A群61回，B群39回，　C群32回）を集計し得た．全体の初診時総運動精子数は，
42．1±527（×106）（mean±SD）であった．　A，　B，　C群の治療前の総運動精子数は，各々，4＆2±586，477±73．6，33．4±34．1，

治療後は，552±430，653±609，677±5a2（x106）であり，いずれの群も初診時より有意に上昇し，特にC群において
顕著（p＜α0001）であったが，治療後の各群間に有意差は認めなかった．A，　B，　C群の治療後の総運動精子数の増加は，

各々，346±30．8，472±41．3，436±34、9（x106）であったが，各群間に有意差は認めなかった．【結論】精液所見に基づく

治療効果判定においては，各治療法が有意な総運動精子数の改善をもたらすことが確認された．しかし各治療法の改善度に

は有意差は認めなかった．ART時代の男性不妊症においても，精液所見の向上を求めて適切な治療をする意義が再確認さ
れた．

●

●

17 停留精巣患者におけるMD－TESEの検討

○岡田　　弘1，寺井　一隆1，佐藤　　両1，芦沢　好夫1，八木　　宏1，狩野　宗英1，新井　　学1，吉田　　淳2，

　辰巳　賢一，塩谷　雅英1，越田　光伸5，志馬　裕明5，丸山　　修6
　濁協医科大学越谷病院泌尿器科1，木場公園クリニック2，梅ヶ丘産婦人科3，英ウィメンズクリニッグ，越田クリニック5，

　社会保険蒲田総合病院泌尿器科6

●

【目的】思春期以降の停留精巣患者精巣からの精子回収の可否を検討する【対象】（A群）両側停留精巣患者5例，（B群）片

側萎縮精巣で片側停留精巣患者3例，（C群）外科的単精巣の停留精巣患者2例．全て3回以上の精液検査で無精子であっ
た．年齢27歳から37歳（中央値3α5歳）．【方法】患者背景を調査した上で，精巣固定時に停留精巣に対して，顕微鏡下精

巣精子採取術（microdissection　TESE；MD－TESE）を行った．精子回収可能であれば，これを凍結保存してICSIに用いた．

精子回収できなかった場合は，精巣固定してから1年以上経った時点で，再度MD－TESEを行った．【結果】精巣固定時の

MD－TESEでA群の1例（外ソケイ輪部），　B群の1例（外ソケイ輪部）で精子回収可能であった．精巣固定後1年以上経
過した時点での，再MD－TESEでは，　A群の2例（外ソケイ輪部1例1ソケイ管内1例），　B群の1例（ソケイ管内），　C群
の1例（外ソケイ輪部）で精子回収可能であった．【考察】外ソケイ輪部の停留精巣では，精巣固定した精巣組織中に精子

形成部位が残存している症例があり，MD－TESEで精子回収可能であった．初回のMD－TESEで精子回収が出来なかった
場合でも，精巣固定して1年後以上経過すると，精子形成が回復する例が存在した．思春期以降の停留精巣患者では，無精

子症の場合は精巣固定時にMD－TESEを行い，精子回収が不能であっても，精巣固定後一定期間後に再度MD－TESEを行
う事が有用である．

●

18 閉塞性無精子症を疑わせる非閉塞性無精子症に対するMD－TESEの検討

○辻村　　晃1，山本　圭介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，高尾　徹也1，

　宮川　　康1，山中　幹基2，高田　晋吾3，奥山　明彦1

　大阪大学医学部泌尿器科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

近年，非閉塞性無精子症（non－obstructive　azoospermia：NOA）に対する治療として，その精子採取率の高さから顕微鏡下

精巣内精子採取術（microdissection　testicu▲ar　sperm　extraction：MD－TESE）TESE（MD－TESE）が注目されている．　NOA

に対するMD－TESEの精子採取率は精巣組織の障害程度により異なるものの，我々の成績同様概ね40－60％程度とされ，
同時に閉塞性無精子症（obstructive　azoospermia：OA）に対するTESEの精子採取率は100％と考えられている．一般に

術前でのNOAとOAの判別は，精巣容量や内分泌学的所見特に血中FSH値によりなされることが多い．今回，我々は
OAを思わせる特徴を有する症例に対するMD－TESEにつき，検討を加えた．対象は当科でMD－TESEを施行したNOA
患者のうち，少なくともどちらか一方の精巣容量が13ml以上であった57例．精子採取が可能であった症例は34例で，精
子採取率は59．6％であった．さらに，この57例のうち血中FSH値も正常範囲内であった症例は22例（38．6％）認められ

た．これら22例のうち，精子採取が可能であった症例は16例（727％）であった．したがって，精巣容量，血中FSH値か
らOAを疑わせた症例のうち，　MD－TESEにより精子が採取できなかった症例は6例（27．3％）認められた．6例の平均年
齢は31β歳で，血中テストステロン値も1例を除き正常範囲内であった．組織学的には4例がSertoli　cell　only　syndrome

であり，残り2例がmaturation　arrestであった．1例はOAとして他院でTESEを施行されるも精子が採取できなかった
既往を有していた．これらの症例につき，検討を加える予定である．

●

●
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●

19 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）の子宮内膜脱落膜化機構への直接作用

○梶原　　健，内野　聡美，難波　　聡，三木　明徳岡垣　竜吾，石原　　理
　埼玉医科大学産科婦人科

●

●

【目的】ヒトの妊娠成立・維持には胚と子宮内膜の調和のとれた相互作用が必要であり，胚自身から分泌される各種シグナ

ルが重要な役割を果たしている．ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）は受精後7日目以降の胞胚から分泌され，黄体賦活
作用以外に，子宮内膜のhCG／LH受容体を介して，着床期周辺の子宮内膜細胞に直接作用することが想定されるが，未だ不

明な点が多い．そこで，我々は分離培養した子宮内膜間質細胞（HESCs）を用いhCGの脱落膜化への直接的影響をin　vitro

で検討した．【方法】同意を得て採取した子宮内膜からHESCsを分離培養し，脱落膜化刺激としてcAMPとMPAを添加
した．また，α01～11U／mlのrecombinant－hCG（rhCG）を同時に添加し培養した．脱落膜化マーカーとして培養上清中の

PRLおよびIGFBP－1濃度を測定し，脱落膜化刺激によって誘導される転写因子である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．さらに酸化ストレスとして過酸化水素を添加後アポトー
シス細胞を測定し，hCGの酸化ストレス抵抗性に与える影響について検討した．【成績】培養上清中のPRLおよびIGFBP－
1濃度は脱落膜化刺激により上昇した．rhCGを添加するとPRL濃度は低下したが，　IGFBP－1濃度は変化しなかった．　FOXO

lとMn－SODの発現は脱落膜化刺激により発現が誘導されrhCGの添加により濃度依存性にさらに上昇した．脱落膜化刺激
により酸化ストレスにより誘導されるアポトーシス細胞は有意に減少し，rhCGを添加することでさらに濃度依存性に減少
した．【結論】hCGは脱落膜化マーカーであるPRL発現に関しては抑制的に働くが，　FOXO1やMn－SODの発現に関して
促進的に働き，子宮内膜細胞は酸化ストレス抵抗性を獲得すると考えられた．hCGは子宮内膜に作用し，転写因子の発現を

介して妊娠維持作用を果たし，その適切な使用が着床率を向上させる可能性が示唆された．

20 129系マウスにおける低い体外受精率の検討

○日野　敏昭’，小田佳奈子匡，横山　峯介12

　三菱化学生命科学研究所生殖工学室1，新潟大学脳研究所動物資源開発研究分野2

●

●

【目的】体外受精において，129系マウスは低い受精率を示すことが知られているが，その原因は不明である．我々は，様々

な系統の配偶子の組み合わせで体外受精を行いその原因を検討した．【方法】検討する129系マウスとして129＋Ter／Sv（129

T）および129×1／Sv（129X）を選択した，2－4ヶ月齢の129T，129X，　C57BL／6J（B6），129TB6F1（129T　x　B6），　B6129

TF1（B6　x　129T），129XB6F1（129X×B6），およびB6129XF1（B6　x　129X）雌マウスを卵子提供用に，3－5ヶ月齢の129T，

129X，およびB6雄マウスを精子提供用として使用した．体外受精は，過排卵処置した雌マウスから卵子を採取し，　TYH
培地中で2時間前培養した精子を媒精して行った．媒精から6時間後，雌雄前核の形成と第2極体の放出をもって受精を判
定した．129XとそのF1については，媒精翌日の2cellへの発生をもって受精を判定した．【結果】体外受精において，129

TとB6卵子に129T精子を媒精したところ，129T卵子の受精率（26％）がB6（66％）と比べて有意に低かった．また，129
T，B6，129TB6FlおよびB6129TF1卵子にB6精子を媒精したところ，129T（47％），129TB6F1（78％），　B6129TF1（63％）

と，B6卵子の受精率（92％）に比べて有意に低かった．129XとそのFl卵子の受精率も同じ傾向となった、【考察】129系
マウスの低い体外受精率の原因は雄側のみならず雌側にもあることが示唆された．現在，さらに主要因を検討中である．

21 Vitrification法による凍結融解後マウス胚盤胞の透明帯の走査型電子顕微鏡的考察

○北村　　衛’，片桐由起子1，福田　雄介1，宗　　晶子1，渡辺慎一郎1，松江　陽一，竹下　直樹1，佐々木由香1，

　佐藤　嘉兵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，日本大学生物資源科学部動物細胞学教室2

●

●

【目的】1972年にマウス胚による緩慢凍結法が報告されてから，胚凍結の技術は進歩し，体外受精胚移植の普及とともに広く

応用されてきた．近年，緩慢凍結法よりも高濃度の耐凍剤を用いて急速に冷却することによるvitrification法の開発により，

その有用性が報告されている．現在，ARTにおいてvitrification法を用いた胚の凍結融解は主流となっているが，胚の透明帯

が硬化する質的変化が起こるという報告もされている．今回，体外受精によって得られたマウス胚盤胞をvitrification法で凍
結融解し，走査電子顕微鏡を用いて透明帯の観察を試みた．【方法】過排卵処理した8～11週齢のICR雌マウスから回収した

卵子と8週齢以上のICR雄マウスから回収した精子を用いて，　HTF＋BSAで体外受精を施行，1（SOM＋AAで体外培養を行
い，胚盤胞を回収し，vitrification法で凍結処理をした．凍結融解はVitrification　Kitを使用し，凍結保存はCryotopを使用し

た．融解した胚はKSOM＋AAで回復培養を行った．今回，新鮮胚盤胞および凍結融解し回復培養iを行わない胚盤胞回復培
養を行った胚盤胞の透明帯を走査型電子顕微鏡で観察した．【成績】新鮮胚盤胞における透明帯の網目状構造に対して，凍結融

解し回復培養を行わなかった胚盤胞では網目状構造の網目が融合し，小孔の密度が低下していた．回復培養を3時間行った胚
盤胞は網目状構造に近づく傾向にあり，6時間行った胚盤胞では，3時間の胚と比較して，新鮮胚に近い構造を呈していた．【結

論】走査型電子顕微鏡で凍結融解前後の胚盤胞を観察すると，凍結することで透明帯の網目が塞がるように観察されたが，こ

れは収縮し圧縮されることによるものと推察された．これは凍結による透明帯の硬化という質的変化を示唆する所見であると
思われた．凍結融解後に回復培養を行うことにより，胚盤胞の透明帯の変化は新鮮胚盤胞の状態に近づくことが示唆された．
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22 反復不成功症例における子宮内膜刺激胚移植法（SEET）の有用性
●

○太田奈里子，西中千佳子，中條友紀子，戸屋真由美，宇都　博文，安田　師仁，土信田雅一，菅藤　　哲，斎藤　有理，

　佐々木恵子，京野　廣一

　京野ARTクリニック

【目的】子宮内膜刺激胚移植法（SEET）は，胚培養液上清を子宮腔内に注入することにより子宮内膜が刺激を受け，胚受容

に適した環境に修飾される可能性があると考えて，後藤らが考案した胚移植法である．今回，SEETの反復不成功症例にお
ける有用性を検討した．【対象】過去に2回以上の胚移植にて妊娠に至らず，2007年9月から2008年4月に凍結融解胚で胚
盤胞移植を行った15症例を対象とした．【方法】培養液上清は，患者自身の胚を5日ないし6日間培養し，胚盤胞になった
胚を培養していた培養液上清を一30℃で凍結保存した．15症例に同意を得て，Day2に凍結保存していた培養i液上清20μ1
を子宮腔に注入し，Day5に凍結融解胚盤胞移植した（SEET群）．培養液を注入せずにDay5に凍結融解胚盤胞移植した61
症例をFBT群とした．【結果】SEET群とFBT群で各々，平均年齢（±SD）は378±29歳と361±40歳平均胚移植個
数は13±0、5個と13±0．5個と有意差は認められなかった．既往胚移植回数はSEET群でa1±23回とFBT群の34±21回
と比較し有意に多かった．臨床的妊娠率（胎児心拍陽性）は，SEET群533％（8／15）とFBT群32．8％（20／61），着床率

はSEET群421％（8／19）とFBT群300％（24／80）で有意差は認められなかったものの，どちらもFBT群と比較しSEET
群で高い傾向にあった．【考察】臨床的妊娠率，着床率は，両群の間に有意差は認められなかったが，既往胚移植回数が有

意に多いSEET群において，　FBT群より妊娠率，着床率ともに高い傾向にあり，　SEETは反復不成功症例において，妊娠
率，着床率を上昇させる胚移植法になる可能性が示唆された．今後，症例を増やし検討していきたい．

●

●

23 子宮内腔異常と着床因子に関する検討

○平岩芙美子，芥川　　修，杉山　里英，伊東　宏絵，岩城多瑛子，井坂　恵一

　東京医科大学産科婦人科

（目的）implantation　windowにおける子宮内膜は，受精卵を受け入れる着床現象において重要な役割を担うと考えられて
いる．一方，子宮内膜ポリープや粘膜下筋腫などの子宮内腔異常病変は，不妊と深い関連性を有することが報告されている．

今回我々は，子宮内腔異常病変と不妊との関連性を明らかにする目的にて，子宮内腔異常を有する患者の子宮内膜における

着床関連因子の発現について検討した．（対象と方法）正常月経周期を有する粘膜下筋腫27例，子宮内膜ポリープ8例，子

宮内腔が正常な良性卵巣腫瘍32例より患者の同意を得て子宮内膜を採取した．それぞれの子宮内膜は，月経周期および血
中ホルモン測定により増殖期14例，排卵期から分泌期初期15例，分泌期中期16例，分泌期後期21例に分別した．それら
に対し，LIF，　IL－11，　IL6ST／gpl30のmRNA発現をrealtime　RT－PCR（バイオシステム社）を用いて測定した．（成績）正

常子宮内腔を有する子宮内膜のLIFは，分泌期中期に上昇していたが，子宮内膜異常を有する子宮内膜では，排卵期から分

泌期初期に有意に低下していた．増殖期と分泌期後期は，両者に変化は認めなかった．IL－11とIL6STに関しては，いずれ

の月経周期においても，両者間に有意な差はなかった．（結論）子宮内腔異常病変を有する子宮内膜の着床障害には，LIF
が関与している事が示唆された．

●

●

24 着床期子宮内膜におけるCD147発現の検討

○林　　　博1，矢内原　臨’，渡辺　裕子1，添田　明美1，加藤　淳子’，高橋　絵理1，斉藤　幸代1，黒田　　浩2，

　拝野　貴之2，川口　里恵1，杉本　公平1，窪田　尚弘2，田中　忠夫1

　東京慈恵会医科大学産婦人科1，富士市立中央病院産婦人科2

【目的】生殖補助医療の発展した現在では妊娠成立に関して多くのことが明らかになってきているが，着床現象だけはいまだ不明な

点が多い．CDI47は，　matrix　metalloproteinase（MMP）の発現を誘導し，癌の浸潤や転移，妊娠成立時の着床現象などに関与し

ている．マウスによる研究では胚着床に重要な役割を果たしていると報告されているが，ヒトの着床現象に対する関与やその機序

については明らかでない部分も多い．一方，排卵誘発周期では，自然周期やホルモン補充周期に比べてImplantation　Windowが早

期に開き，胚の成長時期とずれが生じ，着床率が低下するとされる．今回，我々は排卵誘発時の着床期子宮内膜における子宮内膜
局所因子の量的関係を検討し着床現象解明の一環とすることを目的とした．【方法】年齢は20歳以上40歳未満，挙児を希望し通院

中の計20症例を対象とした．十分なインフォームドコンセントを行い，同意を得られた症例に対し，検査を施行した．当施設の倫

理委員会の承認を得たうえで本研究を行った．自然排卵周期に検査を施行した群を自然周期群とした．また，Long法にて排卵誘発

したART症例のうちETキャンセルとなった症例に検査を行い，排卵誘発群とした．排卵または採卵後6－8日目に子宮内膜生検を

行いCD147，　MMP2，　MMP9，　ERぴERβ，　PRをそれぞれreal　time　RT－PCRにて定量的にmRNAを測定した．それぞれの群に
おいて，各パラメータを比較検討した．【結果】自然周期群および排卵誘発群の臨床的背景に明らかな差は認められなかった．自然

周期群のCD147およびMMP2の相対発現値は，排卵誘発群に比し有意に高かった（p＜005）．一方，　PRは排卵誘発群のほうが自
然周期群に比し有意に高かった（p〈α01）．ERαは両群間で明らかな差を認めず，　MMP9およびERβは相対発現値が極めて低く比

較できなかった．【結論】排卵誘発をすることによって着床期子宮内膜のCDl47，　MMP2の発現が減少することが示唆された．

●

●
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25 妊娠率向上のための胚盤胞単一胚移植方法の検討

L

●

○沖村　匡史，菊池　理仁，森田　　大，加藤龍太郎，青野　文仁，桑山　正成，河内谷　敏瀬川　智也，竹原　祐志，

　加藤　恵一，加藤　　修

　加藤レディスクリニック

【目的】胚盤胞単一胚移植は多胎防止対策の有効な手段として臨床応用されている．近年ガラス化保存法の発達により融解

後に高い生存率が得られるようになり，凍結融解胚盤胞の移植も行われている．しかしながらその基準は明確にされていな

い．そこで当院における新鮮胚盤胞および凍結胚盤胞移植の成績をレトロスペクティブに解析し，胚盤胞移植方法が妊娠率

に及ぼす影響を検討したので報告する．【対象】2002年1月から2007年8月までの間に当院を受診し，インフォームドコン
セントの得られた患者の新鮮胚盤胞単一胚移植1095周期（患者平均年令は364±45歳）および凍結胚盤胞単一胚移植4098
周期（患者平均年令は376±41歳）を研究の対象とした．【方法】当院低刺激採卵法（Teramoto，2007）にて回収された卵

子は，C－IVFあるいはICSIにより媒精し，雌雄両前核の確認後，胚盤胞培養を行った．得られた胚盤胞は直径150μm以上
に発生したDay5（D5），　Day6（D6）に新鮮単一胚移植またはCryotop法で保存後，自然周期の予定排卵日前々日にGnRHa
スプレーにより排卵を誘起し，排卵を確認した日をDayOとしてDay5（OV5）に凍結融解後に単一胚移植した，患者年齢
をA：34歳以下，B：35～39歳C：40～44歳の3群に分け同グレード単一胚移植の結果を比較した．【結果】Day5新鮮胚，

Day6新鮮胚，　Day5凍結OV5融解移植ならびにDay6凍結OV5融解移植における妊娠率（GS）はそれぞれA：374，233，
59B，ならびに3＆3％．　B：25B，16、8，491，ならびに31．6％．　C：142，79，32D，ならびに1＆3％であった．いずれの年齢

群においても凍結単一胚移植が新鮮単一胚移植に比べ有意に高かった．（p＜001）【考察】低刺激採卵周期に得られた胚は，

新鮮で胚盤胞移植を行うよりも，凍結して移植することにより，より高い妊娠率が得られることが明らかとなった．

26 cook社の新旧mediumによるICSI施行後の胚の分割速度と良好胚獲得率に関する
比較検討

1
●

●

○町田　麻衣，板垣　和子，黒田　雅子，黒田　恵司，熊切　　順，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】Sequential　mediumでは，卵や胚のstageに応じた組成の数種類のmediumを用いることで，より体内に近い環境

で培養することができる．本研究ではcook社の新旧mediumを用い，組成の違いによる胚の分割速度と良好胚獲得率を比
較することを目的とした．【対象】2006年1月～2008年4月までのICSI周期中，採卵当日にMIIでICSIを施行し，　day2

で胚観察を行った2007年6月～2008年4月までの新mediumを用いた86症例，157卵と，2006年1月～2007年6月まで
の旧mediumを用いた132症例，248卵を対象とした．【方法】mediumは全て37℃，02－5％，　CO、－6％，　N，－89％の条

件下にて4時間以上平衡化したものを用いた．卵は採卵後Fertilization　mediumにて3時間以上前培養を行い，　ICSIを施

行した．その後Cleavage　mediumにて2日間培養を続け，胚観察を行った．【結果】新旧medium両群間における患者背景
（年齢，排卵誘発法，採卵数）に有意な差は認めなかった．両群間における受精率は，それぞれ77．7％（122／157）：81．5％

（202／248），うち4cell以上が7軌5％（97／122）：599％（121／202），　day2における4cell以上の良好胚獲得率は607％（74／

122）：5α5％（102／202）であった．【考察】新mediumにおいて，胚の分割速度が有意に早く，4cell以上の良好胚獲得率

が高い傾向が認められた．Sequential　mediumは発展途上であり，組成の改良により培養環境が更に改善する可能性が示さ
れた．

27 Recombinant　hyaluronidaseを用いたICSIの培養成績

○永渕恵美子，江頭　昭義，杉岡美智代，田中　啓子，石井　　愛，峰　　千尋，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】顕微授精（ICSI）を行う際の卵丘細胞の除去には動物由来のhyaluronidase（HA）が一般的に使用されてきた．最

近，安全性の面からrecombinant　hyaluronidase（r－HA）が発売された．今回は卵丘細胞除去時のHAの違いによりICSI
後の受精率・胚発生率に影響があるかを調べた．【方法】2006年6月から2007年12月までに当院においてICSIを行なった
39才以下の425周期を対象とした．卵丘細胞除去に使用するHAを動物由来HA801U（122周期），　r－HA401U（57周期），
r－HA801U（246周期）の3群に分け，　ICSI後の生存率，正常受精率，3日目と5日目での胚発生率を検討した．卵子卵丘

細胞複合体をHAに30秒間浸漬させ，その後m－HTF内でピペッティング操作により卵丘細胞を剥離した．　ICSIおよび胚
の培養方法，胚発生の評価は当院の方法により行なった．【結果】ICSI後の生存率ならびに正常受精率は，動物由来HA801U

で992％と724％，r－HA401Uで8＆3％と723％，　r－HA801Uで8＆5％と729％と各HAで有意な差はなかった．体外培
養i3日目での形態良好胚の割合は，それぞれ31B％，3仕4％，3＆4％と差はなかった．5日目で拡張胚盤胞以降への発生率は

それぞれ1ao％，1軌7％％，213％と有意差はないものの動物由来HAに比べr－HAで高率であった．形態良好胚盤胞率と
有効利用胚（移植胚＋凍結可能胚）率は，それぞれ5．3％と391％，99％と5α7％，96％と443％であり動物由来HAに
比べr－HAで高値であった．【結論】卵丘細胞除去時のr－HAの使用は，動物由来HAに比べ不純物が少なく，　lot毎の含有

濃度の差も少ないことから安全かつ安定して臨床有用できると考えられる．
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モデルマウスを用いたエストロゲン受容体（ER）βの子宮内膜症発症における機
能解析

●

○平池　　修，矢野　　哲，大須賀　穣，平田　哲也，武谷　雄二

　東京大学医学部附属病院女性診療科

【目的】核内受容体ERぴERβは子宮組織に発現しており，　ERβはERαのエストロゲン依存性増殖を抑制し，分化を促進

することが知られている．ERβの子宮内膜症発症および臨床経過における機能の詳細についてはいまだ不明な点が多い．本
研究では，マウスを用いた子宮内膜症モデルとしてERβノックアウトマウス（bERI（O）を用いて，　ERβの子宮内膜症発症

における機能解析を行った．【方法】8週齢雌のC57BL／6野生型マウス（WT）とbERKOから卵巣を摘出し，同時に17β一e＆
tradio1（E2）10μg／日の徐放性ペレットを皮下に埋め込んだ．投与7日後にドナーマウスから子宮を摘出し，レシピエント

マウスにミンチ状にした子宮組織をマウスの腹腔内に注入した．免疫組織染色法を用いて種々のタンパク発現および局在を
検討した．子宮摘出2時間前に，チミジンアナログBrdUを投与し子宮内膜症上皮細胞の増殖能を検討した．【成績】ドナー

およびレシピエントは各々WT，　bERKOを用いた4通りの組み合わせにして，　E2を補充したレシピエントには子宮内膜症
様病変が創出された．1）bERKOの子宮組織を注入したWTに発生した子宮内膜症様組織は，組織学的に小嚢胞を多数形
成していて，小嚢胞に存在する上皮細胞の増殖率をBrdU染色で検討したところ，他のマウスの組み合わせより有意に増殖
率が高いことが示された．2）これら病変において，分化マーカーCytokeratinl8，　E－cadherinおよび炎症の指標としてiNOS

の発現を検討したが，嚢胞上皮細胞における発現のパターンは，グループ間における変化をみとめなかった、【結論】マウ

ス子宮組織におけるERβは，子宮内膜症上皮細胞の増殖を制御しており，子宮内膜症の治療の上で分子標的となる可能性
が示唆された．

d

●

29 正所性子宮内膜におけるheat　shock　proteinおよびHLA－G抗原発現の月経周期に
よる変動

○谷口　佳代，菅　　麻里，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

【目的】子宮内膜症（内膜症）では免疫系の異常，とくにNK細胞の機能低下が認められているが，　NK細胞が認識する抗原

は未だ同定されていない．われわれは，NKレセプターKIR2DL4のリガンドであるHLA－Gが月経期にのみ正所性子宮内膜
に発現し，腹腔内に逆流していることを明らかにし，内膜症の発生に関与する抗原である可能性を示した．このHLA－Gは，

ストレス蛋白であるheat　shock　protein（Hsp）によって誘導されることが報告されている．今回，　HLA－GとHspの関連

を明らかにするために，正所性子宮内膜におけるHLA－GならびにHsp発現を月経周期別に検討した．【対象と方法】対象
は過去5年間に開腹もしくは腹腔鏡下に子宮を摘出した有経婦人（内膜症16例，非内膜症24例）で，全て同意を得て研究
に供した．免疫染色で子宮内膜組織のHsp70とHLA－Gを検出し，月経周期別に検討した．それぞれの染色性は定性的に，
またNIH　imageで発現強度を定量化して検討した．【結果】HLA－Gは月経期にのみ子宮内膜上皮に発現し，増殖期・分泌
期（非月経期）には発現していなかった．同じ内膜上皮でのHSP70の検討では，月経期が非月経期と比較し有意に強い発

現を認めた．以上の結果は内膜症群・非内膜症群ともに同様で群間差を認めなかった．またHLA－GとHspとの間には有意
の正相関を認めた．【結語】正所性子宮内膜では，月経期に生じる内膜へのストレスによってHsp70が発現し，　HLA－Gが

誘導されていると考えられる．このHLA－Gが逆流経血により腹腔内に流入し，　KIR2DL4の標的抗原となり，　NK細胞機能
調節をおこなっている可能性が示された．

●

●

30 骨盤子宮内膜症の増殖・進展におけるHepatocyte　growth　factorの多面的な関与

○カーンカレクネワズ1，北島　道夫1，平木　宏一，藤下　　晃2，石丸　忠之3，増崎　英明1

　長崎大学医学部産婦人科1，長崎市民病院産婦人科2，佐世保中央病院3

【目的】Hepatocyte　growth　factor（HGF）は種々の臓器で多能性に働く増殖因子である．私どもは，子宮内膜症患者の各

種体液中のHGF濃度を測定し，内膜症組織における細胞の増殖，運動および形態におよぼすHGFの作用を解析した．【方
法】インフォームドコンセントを得て，内膜症女性およびコントロール女性それぞれ12例から月経血を採取し，また，137

例の内膜症女性および57例のコントロール女性から腹水を採取した．これら体液中のHGF濃度をELISA法で測定した．
免疫組織染色およびRT－PCR法で，子宮内膜組織抽出培養子宮内膜細胞あるいはマクロファー一ジにおけるHGFおよびそ
の受容体であるc－Metの蛋白ないしは遺伝子の発現を検討した．子宮内膜細胞に対するHGFの運動および増殖促進作用に

ついて解析し，マクロファージのHGF産生能に対するLipopolysaccharide（LPS）の作用および腹膜中皮細胞の形態変化
におよぼすHGFの影響を検討した．【結果】内膜症女性の月経血および腹水中のHGF濃度は，コントロール女性に比較し
て有意に高値であった．子宮内膜組織培養内膜細胞およびマクロファージにおいてHGFとc－Metの蛋白および遺伝子の
発現が認められた．HGFは，培地中の子宮内膜間質細胞の運動性を充進させ，　Boydenチャンバーでの細胞の移動性を濃度

依存的に充進させることが認められた．内膜症女性由来のマクロファージのHGF産生能はLPS処理により3～4倍充進し
た．また，HGFは濃度依存的に内膜症女性由来の内膜腺上皮および間質細胞の増殖を克進させた．一方で，内膜症赤色病
変周囲の腹膜円柱状細胞におけるHGFの染色性は，黒色病変周囲のそれらに比較して強いことが認められた．【結論】HGF
は，子宮内膜症において複数の生物学的な役割を持つ．月経血および腹水中に高濃度で存在することにより，経卵管的に逆
流する月経血中の子宮内膜細胞の生着・浸潤や細胞増殖，また腹膜中皮の化生に関わっていることが推測される．

●

●
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31 子宮内膜症の発症，進展におけるIL－17の意義

○平田　哲也1，大須賀　穣1，濱崎かほり1，吉野　　修1，伊藤　実香2，長谷川亜希子1，竹村　由里1，廣田　　泰1，

　能瀬　栄美1，森本千恵子1，原田美由紀1，甲賀かをり1，斎藤　　滋12，矢野　　哲1，武谷　雄二1

　東京大学医学部女性診療科1，富山大学医学部産婦人科2

●

●

【目的】最近，新たなヘルパーT細胞としてIL－17を産生するTh17が発見され，　Thl／Th2では説、明のつかなかった現象の一部を

解決し，各種免疫疾患，慢性炎症性疾患の理解に劇的な展開をもたらしている．今回，私達は子宮内膜症患者の腹腔内貯留液（PF）

中の単核球（PFMC）におけるTh17の存在を明らかとし，　IL－17の子宮内膜症細胞（ESC）に対する効果につき検討した．【方法】

子宮内膜症患者より同意を得た上で，PFと切除した子宮内膜症性卵巣のう胞組織の一部を用いた．また，子宮内膜症組織よりESC

を分離培養し，以下の検討に用いた．1．flow　cytometry法にてPFMC中のThl7の存在を調べた．2．免疫染色法にて，子宮内

膜症組織におけるTh17の局在を調べた．3．分離培養したESCにおけるIL－17受容体（rL－17R）の発現を免疫染色法で調べた．

4．ESCをIL－17で24時間刺激し，　IL－8の産生をELISA法にて調べた．さらに，　IL－17Rの中和抗体を添加した上で上清中のIL－

8産生をELISA法にて調べた．5．　TNFαとIL－17を同時添加し，上清中のIL－8産生をEHSA法にて調べた．【成績】1．　EM患

者PF中にTh17が存在した．2．　IL－17陽性細胞は，正常子宮内膜に比較し，子宮内膜症病変に著明に多く存在し，腺上皮の直下

に多く局在していた．また正常卵巣表面にはIL－17陽性細胞は存在しなかった．3．　ESCはIL－17Rを発現していた．4．　ESCはlng

／ml以上のIL－17刺激により有意にIL－8の産生を克進した．また，　IL－17Rの中和抗体は，このIL－8産生をほぼ完全に抑制した．

6．TNFαとIL－17の同時添加により，相乗的なIL－8産生の増加がみられた．【結論】子宮内膜症患者の腹水中及び子宮内膜症病

変にIL－17が存在することを明らかにした．　IL－17はESCにおいて，　IL－8産生を促進することを示した．また，　IL－17は，　TNFα

と共同して炎症反応を相乗的に克進し，子宮内膜症の増悪において，acceleratorとしての重要な役割を果たすことが示唆された、

32 境界悪性，

する検討

悪性表層上皮性・間質性卵巣腫瘍に対する妊孕能温存手術後の妊娠に関

○屋宜　千晶，若山　明彦，銘苅　桂子，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

●

’●

【目的】境界悪性および悪性表層上皮性・間質性卵巣腫瘍に対する当科での妊孕能温存手術例での予後ならびに妊娠・分娩

帰結に関して検討する．【対象・方法】当科で平成5年1月から平成18年12月までに，境界悪性および悪性表層上皮性・
間質性卵巣腫瘍に対して妊孕能温存手術を施行した36例において，生命予後，術後の月経状態，妊娠の有無不妊治療の
有無と内容，及び妊娠予後について診療録を後方視的に検討した．【結果】妊孕能温存手術を施行されたのは36例（境界悪

性：23例，悪性：13例）であり，初回手術時年齢の中央値は305歳（14～31歳）であった．術式は，片側付属器切除術33
例，片側付属器切除術＋対側腫瘍核出術1例，片側腫瘍核出術2例，両側腫瘍核出術1例であった．後療法は4例で術後化
学療法が施行された．観察期間中央値は475ヶ月で，overall　survivalは100％，36例中3例に再発を認め追加治療を施行
し無病生存中である．36例全例で手術後月経再開を認め，挙児希望があった16例中12例において15妊娠が成立した，9
例では術後2～148ヶ月で自然妊娠，3例では不妊治療が施行された，卵管因子に対する選択的卵管造影が1例，卵管因子に
対するIVF－ETが2例であり，3例とも妊娠成立した．妊娠経過は，11例で生児を獲得し，2例が現在妊娠継続中，また自
然流産が2例であった．【結論】境界悪性および悪性表層上皮性・間質性卵巣腫瘍に対する妊孕能温存手術施行例の生命予

後は良好であった．手術後36例全例で月経再開を認め，挙児希望があった16例中9例で自然妊娠が成立し，3例は卵管因
子のため不妊治療を要したが3例とも妊娠成立した．全15妊娠中，11例で生児を獲得しており，分娩転帰も良好であった．

33 子宮鏡下手術後妊娠に関する5年間の検討

○荒井真衣子’，村上　　節▲，横溝　　玲2，寺田　幸弘1，結城　広光1，立花　眞仁1，早坂　真一1，宇賀神智久1，

　岡村　州博1

　東北大学医学部産婦人科1，仙台社会保険病院産婦人科2

【目的】不妊患者に対して施行された子宮鏡下手術が，術後の妊娠率の向上に有用か否かを検討する．【方法】平成15年1

月から平成19年12月までの過去5年間に当院と当院協力病院である仙台社会保険病院で行った子宮鏡手術症例68例のう
ち，不妊を主訴とし術後妊娠の有無をフォローできたのは18例であった．この18症例（粘膜下筋腫（A群）5例，ポリー
プ（B群）6例，子宮中隔（C群）5例，アッシャーマン症候群（D群）2例）を対象とした．統計的解析はX2検定と分散分
析法（Bonferroni／Dunn法）で行った．【結果】不妊期間はA群52±a6ヶ月，　B群3、0±44ヶ月，　C群5．1±43ヶ月，　D群

6．0±0、0ヶ月であり，いずれの群でも有意差を認めなかった．手術時の年齢はA群340±26才，B群358±39才，　C群30．4±

3．5才，D群340±2β才であり，いずれの群でも有意差は認められなかった．そして，術後妊娠率はA群100％，　B群667％，

C群100％，D群では50％であったが，有意差は得られなかった．全体の術後妊娠は18症例中15例（833％）であり，手
術から妊娠までの期間は627±209ヶ月であった．この術後妊娠15例の手術時年齢は325±30才，非妊娠3例では390±26
才であり，術後妊娠症例では非妊娠例に比べて，有意に年齢が低い結果であった（p＝α032）．また，ARTに依らない妊娠

は15例中13例（8仕7％）であった．【考察】子宮鏡下手術術後の妊娠率は83％と高率であったが，手術原因による術後妊
娠率は症例数が少ないため，有意差は得られなかった．しかし，術後妊娠の多くはARTを必要としないで成立しており，
また，術後妊娠については手術時の年齢が低いほど高率であることから，着床因子による不妊患者に対しては早期の子宮鏡

下手術が有効である可能性がある．
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34 子宮内膜への侵襲の軽減を目的とした広基性粘膜下子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮
筋腫核出術

○内出一郎，中熊正仁，前村俊満，土屋雄彦，林　秀隆太田邦明，吉田義弘森田峰人
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

　粘膜下子宮筋腫は，子宮内腔に突出し，妊娠着床部位に直接影響するために不妊症の原因となる場合が多く，過多月経お

よび過多月経に起因する貧血の原因となることもしばしばあるため，手術適応となる症例が多い．子宮筋腫のような良性疾

患に対して行う手術療法としては，可能な限り低侵襲である内視鏡手術を選択すべきであると考えられる．婦人科領域にお

ける内視鏡手術には子宮鏡下手術と腹腔鏡下手術があり，広基性の粘膜下子宮筋腫に対する手術については，どちらも選択

肢となりうるが，子宮鏡下に広基性の粘膜下筋腫に対して切除術を施行すると，筋腫と同時に広範囲の子宮内膜を切除する

こととなる．術後妊孕能の温存が主目的である症例において，その後の妊娠に及ぼす影響を考慮すると，広範囲な子宮内膜
の欠損は大きな問題となってくる，一方で腹腔鏡によるアプローチでは，注意深く慎重に子宮筋腫核出操作を行えば，子宮
内膜に欠損を与えることなく核出操作を完了でき，子宮内膜に部分的な穿破が起こっても，欠損に至ることはほとんどなく，

術後妊娠に対する影響も非常に小さいと考えられる．今回，腹腔鏡を用いた粘膜下子宮筋腫核出術の実際について報告する．

当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術は，術前療法としてGnRHaを4から6か月間投与した後に，全身麻酔，気腹法，ク
ローズド法によるアプローチ，4パンクチャーテクニック，子宮壁の縫合は体腔内縫合法にて行っている．粘膜下子宮筋腫
に対する腹腔鏡下手術は，とくに広基性のものにおいては子宮内膜に対する影響を最小限にできる有用な方法であると考え
られた．

35 Second　look　laparoscopyによる腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊孕能に及ぼす影響と
安全性の検討

○北出　真理，武内　裕之，黒田　雅子，地主　　誠，黒田　恵司，熊切　　順．菊地　　盤，竹田　　省

　順天堂大学産婦人科

【目的1腹腔鏡下子宮筋腫核出術（laparscopicmyomectomy；LM）は開腹手術に比べ手術侵襲が小さくまた術後癒着の発生

も少ないとされる．術後の癒着新生と縫合操作による卵管疎通性障害により術後妊孕能低下，核出創部の排薄化により妊娠
後の子宮破裂が懸念される．今回second　look　laparoscopy（SLL）の所見から，　LMの術後妊孕性に与える影響と安全性を

検討した．【方法】2000年1月一2005年12月までに9人の術者が施行したLM　1648例の中で，術後約半年後にSLLを施行
した675例を対象とした．LMはすべて当科の標準術式に則って施行した．切開を筋層には水平方向の切開を行い，核出創
部は切開創に対して垂直の縦方向に1～5層の連続縫合を行った．SLL時の卵管疎通性は子宮腔内にヒスキャスRを挿入し色
素通水を行った．【結果】675例のうち，初回手術で筋腫核出術のみを施行した571症例の両側卵管周囲の癒着新生をr－ASRM

分類で評価したscore（mean±SD）は右附属器0．2±1．5，左附属器06±25であった．571例1142卵管でSLL施行時に両
側卵管の通過が確認できた症例は1097卵管（9a4％）であった．670例のうち癒着により創部状況の確認できなかった65
例を除き，核出創部が正常であるnormal群565例と線状の窪みが認められるscar群45例に分けられ，た．創部が離開し
ていたり，排薄化している症例は皆無であった．多変量解析による検討では，漿膜下筋腫がscarの形成に関与すると考え
られた．675例のうち75例が術後分娩したが，妊娠・分娩中の子宮破裂は認められなかった．【結論】当院におけるLM後
の癒着発生率は低く，縫合操作による卵管疎通性や創部癒合に与える影響は極めて少ないものと考えられた．

36 中隔子宮に対する子宮鏡下子宮形成術後の妊娠成績について

○平木　宏一，北島　道夫1，井上　統夫’，カーンカレクネワズ1，増崎　英明1，藤下　　晃2

　長崎大学医学部産婦人科1，長崎市立市民病院産婦人科2

【目的】中隔子宮に対する子宮鏡下手術後の妊娠成績について検討した．【方法】平成8年10月から平成18年12月まで，

当科において行われた中隔子宮に対する子宮鏡下手術は27例で，不全中隔子宮が24例，完全中隔子宮が3例であった．当
科における子宮鏡下手術は，十分な説明とインフォームドコンセントを得た後全身麻酔下に行い，全例に腹腔鏡手技を併
用し，可能な限り腹腔内超音波断層法を併用して術中監視を行っている．完全中隔子宮に対するTCRは，妊娠が成立した
場合を想定し，早流産予防のために子宮頸部の中隔は切除せず子宮体部の中隔のみを切除した．【成績】不全中隔子宮の24

例中，原発不妊は7例で流産の既往があるものは17例であった．24例中手術後の追跡調査が可能であったものは21例であっ

た．21例中術後に妊娠が成立したものは14例（14／21：67％）で，自然妊娠12例，AIH妊娠1例，　IVF妊娠1例であった．

また，妊娠した例で分娩に至ったものは12例（12／14：86％）で，経膣分娩8例，帝王切開4例であった．完全中隔子宮3
例については，1例に妊娠が成立し，妊娠35週で経膣分娩した．他の1例は未婚で，もう1例は妊娠には至っていない．【結
論】中隔子宮に対する子宮鏡下子宮形成術は有用である．

（
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ARTにおける移植胚数と妊娠率・多胎率との関係一日産婦の新ガイドラインは有
効か否か？retrospectiveな検討一

○小林眞一郎，山本　尚子，佐藤　理絵，村上ひとみ，松川真木子，元石　睦郎

　Kobaレディースクリニック

●

●

【目的】2008年4月より日本産科婦人科学会は新たな体外受精一胚移植における移植胚数のガイドラインを設けた．当クリ

ニックでは，4年前より移植胚数を2個以内とし，さらに積極的に単一胚移植を行ってきた．今回，当クリニックで自主的
に行ってきた胚移植数の制限をretrospectiveに振り返ってみて，新ガイドラインに合致する群と合致しない群の妊娠率，
多胎率を比較し，新ガイドラインの有効性を検討した．【対象12006年1月より2008年2月までの26ヶ月間に，当クリニッ

クにおいてART（IVF，　ICSI）を施行し，胚移植を行った症例：新鮮胚移植626周期，凍結融解胚移植336周期を対象とし
た．34歳以下で単一胚移植を行った群をA群，35～39歳で1～2個移植した群をB群，40歳以上で1～2個移植をした群を
C群とした．A，　B，　C群は新ガイドラインに合致する群である．34歳以下で2個移植した群をD群とし，これは新ガイド
ラインに合致しない群である．尚，今回の検討では移植胚数のみで検討しておりART施行回数は考慮していない．【結果】

新鮮胚移植周期においては，臨床的妊娠率，多胎率は各々A群40．0％，0％，B群360％，14．1％，　C群11．1％，0％，　D群

416％，20β％であった．凍結融解胚移植周期においては，同じく各々A群597％，75％，B群392％，265％，　C群314％，

9．1％，D群450％，245％であった．【考察】D群での妊娠率は，40％以上で良好であったが，多胎率は新鮮胚移植周期で

208％，凍結融解胚移植周期で245％であり，やはり34歳以下では移植胚数は1個とする新ガイドラインは妥当であると
考えられた．また，新ガイドラインに合致するB群では，妊娠率は36～39％と良好であるが，多胎率も新鮮胚移植周期で
1生1％，凍結融解胚移植周期で26．5％と高率であり，35～39歳の症例でも極力単一胚移植を考慮すべき結果となった．

38 媒精45時間後受精過程（第2極体放出）評価の有効性

○藤倉　洋子1，片寄　治男12，佐々木志野1，岩本　晃明12，柳田　　薫’2

　国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター1，国際医療福祉大学大学院2

●

●

【目的】Conventional－IVF（c－IVF）とICSI症例について媒精後45時間での受精過程（第2極体放出）評価の信頼性を調査
した．【対象】2006年6月から2008年3月の間にc－IVF（63周期），　ICSI（48周期）を実施した治療周期，【方法】採卵はhCG

投与後35時間に行なった．c－IVFではM2卵370個，　ICSIではM2卵357個について調査した．3時間の卵子前培養後媒精
し，45～5時間後に第2極体の放出を観察した．第2極体を認めた群（2PB），第1極体のみの群（IPB），極体が断片化した
群（PBfrag）に分類し，媒精21時間後の受精率と比較検討した．またc－IVF症例の1PB群は観察後媒精に使用したディッ
シュに戻した群（1PB－A群）と新たに準備された培養液で追加培養した群（1PB－B群）に分けて検討した．　ICSI症例1PB
群の卵は観察後にカルシウムイオノフォア（A23187）で人為的活性化処理を施して追加培養した群（1PB－C群）と活性化処

理せず培養した群（1PB－D群）とに分けて検討した．卵活性化処理はインフォームドコンセントを得倫理委員会の承認下
に実施した．【成績】c－IVF症例：2PB群では正常受精卵，異常受精卵，未受精卵の割合はそれぞれ867％，　ll3％，20％で
あった．1PB－A群では69．0％，103％，20．7％，1PB－B群では636％，91％，273％であった．　PBfrag群では88、9％，　l　l．1％，

α0％であった．未受精卵の割合は1PB－A群，2PB群，　IPB－B群の間に有意差を認めなかった．ICSI症例は2PB群では950％，

04％，46％であった．IPB－C群では879％，1．7％，10．3％，1PB－D群では294％，0％，706％であった．1PB－D群は2PB
群および1PB℃群に対して未受精卵の割合は有意に高値であった．【結論】媒精4．5時間後の受精過程評価は通常勤務時間内

で行える利点がある．c－IVF症例では第2極体を認めれば受精卵が確実に得られることが指摘された．　ICSI症例では第2極
体を認めれば受精卵が確実に獲得でき，認めない場合は卵活性化処理が受精障害回避に有用であることが示唆された．

39 選択的単一胚移植を行うための経時的胚評価法GES（Graduated　Embryo　Score）

1
●

、

ー

○石田　恵理1，相澤　嘉乃1，千木野みわ1，佐藤

　石川　雅彦1

　横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科1，

綾1，吉田　　浩1，村瀬真理子1，榊原　秀也2，平原　史樹2，

横浜市立大学大学院医学研究科生殖生育病態医学（産婦人科学）2

【目的】選択的単一胚移植を行うにあたり，より良好な胚を選択する指針は各施設により様々であり，明瞭な判定基準は定まって

いない．今まで我々は，Fischらにより報告された経時的胚評価法（GES）の一部を改変してスコアリングする事で，良好な胚が

選択出来ることを報告してきた．本研究では，新鮮胚移植を施行した胚のGESについて後方視的に検討し，　GESが選択的単一胚

移植に有効であるかを検討した．【方法】2006年5月から2008年4月までに当院婦人科で新鮮胚移植を行った133周期を対象とし

た．改変したGESの方法は，前核期をScottのZscoreで評価し，続いて媒精もしくは顕微授精後25時間で初期分割期胚を観察

day3胚をVeeckの分類で判定したものを100点満点で総合的に評価した．具体的な例として，前核期がZ1，初期分割期が2細胞

期で胚のフラグメンテーションが無く，day3において8細胞期でG1からG3，もしくは7細胞期か9細胞期でG1であれば100点
満点となり，Fischらの報告に基づいて70点以上を良好胚とした．【成績】単一胚移植のうち，良好胚を移植した24周期でGsを

確認した妊娠例は10周期（41．7％）であったのに対し，非良好胚を移植した28周期の妊娠例は2周期（7．1％）であり，単一良好

胚移植の妊娠率は有意に高かった（p＜0．01）．また，2胚移植のうち2個とも良好胚を移植した26周期の妊娠例は12周期（46、2％），

1個は良好胚で1個は非良好胚を移植した26周期の妊娠例は11周期（42、3％），2個とも移植した胚が良好ではなかった29周期の

妊娠例は5周期（174％）であり，2個非良好胚移植の妊娠率は有意に低かった（p＜005）．さらに，1個以上の良好胚を含み2個
胚移植した周期と単一胚移植の周期では妊娠率に有意差は認められなかった．【結論】以上の結果より，良好胚が1個以上ある場

合は単一胚移植を積極的に行なうべきであり，選択的単一胚移植における良好胚の選別にはGESが有効であることが示唆された．
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40 Tn5　transposaseを用いた，卵細胞質内精子注入法（ICSI）および円形精子細胞注
入法（ROSI）による遺伝子導入法についての検討一重症男性不妊症患者に対する
次世代への遺伝子治療の可能性一

●

○菅沼　亮太’，伊藤　明子1，熊耳　敦子1，小宮ひろみ1，岡崎　倫世1，片寄　治男2，柳田　　薫2，佐藤　　章1，

　柳町　隆造3

　福島県立医科大学産科婦人科学講座1，国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター2，ハワイ大学生殖生物学講座3
●

【目的】近年，様々な遺伝子導入法の研究が進められ，ICSIを用いた方法が報告されている．今回我々は，既報と比較し遺伝子導入効率に優れ，より胚発

生障害率の低い新たな手法として，Transposonを用いたICSIによる遺伝子導入法を試み，その有効性を検討した．また同手法を用いて円形精子細胞注入

法による遺伝子導入に成功したので報告する．【方法】雄マウス（8－12週齢B6D2F1）及び雌マウス（8－16週齢B6D2Fl）を用いて実験を行い，卵子は過

排卵処理後の上記雌マウスより採取し，精子は精巣上体尾部より，円形精子細胞は精巣より採取した．Transposomes（導入目的の遺伝子（pCX－EGFP）＋

Tn5　transposaseの複合体）を作成し，精巣上体尾部精子とともに顕微注入（TN：ICSI）し，胚発生率・正常生仔獲得率・遺伝子導入率について調べ，従

来法（液体窒素凍結処理精子＋pCX－EGFPを顕微注入：ICSI－Tr）と比較した．また産仔の導入遺伝子について検討を行った．次に上記Transposomesと

円形精子細胞を卵細胞質内に顕微注入（TN：ROSI）し，同様の検討を行った，【成績】従来法と比較し（ICSI－Tr　vs　TN：ICSI），正常生仔獲得率（5＆4％

vs　626％）に有意差は認めず，遺伝子導入率は本法において有意に高率であった（対産仔あたり＆8％vs　21．5％：p＜αOl），全ての遺伝子導入産仔につい

て，妊孕性・生殖細胞への遺伝子導入が確認され，また23申6産仔において導入遣伝子は1－2コピーのみであり，より遺伝的影響の少ない方法となりえ

る可能性が示唆された．TN：ROSIでは，対産仔あたり16．1％の遺伝子導入が可能であった．【結論】TN：ICSIにより，従来法と比較し高率に遺伝子導入

が可能であった．遺伝子導入率・胚発生率とも高く，前核注入法を始めとする他の方法と比較し必要となる卵数が少なく，またROSIにおいても高い遺伝

子導入率を示すことから，将来的にヒトを含めた不妊症動物の次世代への遺伝子治療としての可能性を秘めた方法であると考えられた．

●

41 Cryotop法を用いたマウス4細胞期胚および胚盤胞の再凍結保存後の生存性

○池田　有希1，松成ひとみ1，落合　恵子1，香川　則子2，桑山　正成2，加藤　　修，長嶋比呂志1

　明治大学農学部生命科学科1，加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所2

【目的】近年，IVF治療において凍結胚移植時の余剰胚を再凍結保存する症例が報告されているが，その効果やリスクはよ

く知られていない．本研究では，胚再凍結保存に関する知見を得るため，マウスモデルを用い，4細胞期および胚盤胞期胚

について，Cryotop法による再凍結保存を行い，融解後の生存性を検討した．【方法】BDF1雌マウス（8－12週齢）にeCG
およびhCGを投与して過排卵を誘起し，　BDFI雄マウスと交配させた．交配2日後，卵管から2－4細胞期胚を採取し，実験
に供する発生段階までCZB培地にて体外培養を行った．胚の凍結保存はCryotopおよびVitrification　Kit（北里バイオファ

ルマ）を用いたガラス化保存法にて行った．実験1）4細胞期胚を凍結・融解後，生存胚を胚盤胞まで発生させ，再凍結し
た（4／B再凍結区）．4細胞期（4凍結区）および胚盤胞期（B凍結区）で各々1回のみ凍結保存した胚を対照とし，融解後
の生存率を比較した．実験2）胚盤胞を凍結・融解後，生存胚を拡張胚盤胞まで発生させ，再凍結した（B／ExB再凍結区）．

1回のみ凍結保存した胚盤胞（B凍結区）および拡張胚盤胞（ExB凍結区）を対照とした．【結果】実験1，2ともに，胚の
凍結時のステージに関わりなく，再凍結保存後も以下の通り高い生存率が得られた．実験1）4／B再凍結区：91．7％（66／72），

4凍結区1936％（44／47），B凍結区：952％（59／62）；実験2）B／ExB再凍結区：97．1％（67／69），　B凍結区：902％（37
／41），ExB凍結区：95．8％（46／48）であり，各区間の生存率に有意差は認められなかった．【考察】マウス胚において再凍

結保存に起因する生存性の低下は見られず，Cryotop法を用いた胚の再凍結保存の有効性が示唆された．

●

●

42 whole　genome　amplificationを用いたdystrophin遺伝子診断精度と可能性

○佐藤　　卓1，末岡　　浩1，櫻井　友義12，村越　行高1

　橋場　剛士1，吉村　泰典1

　慶懸義塾大学医学部産婦人科1，東京衛生病院産婦人科2

　保険病院産婦人科5，済生会神奈川県東部病院産婦人秤

，渡邊　広是14，田島　博人」5，中林　　章16，佐藤　健二17，

，川崎市立川崎病院産婦人科3，仁寿会荘病院産婦人秤，埼玉社会
，東京歯科大学市川総合病院産婦人科7

【目的】単一遺伝子病を対象とした着床前診断（PGD）は，　nested　PCRを基本技術として臨床応用されているが，　Whole　genome　AmplL

fication（WGA）は，多数の変異に対するmultiplex　PCRを可能にする点で，高い付加価値を与えることが出来る，　MDA（mu正tiple　di＆

placement　amplification）法は，　Phi29　DNA　polymeraseにより一定温度でDNAを増幅し，鎖置換反応を行うWGAである．この酵

素は校正活性を持ち，PCRのTaq　polymaraseによるエラーの問題を解消できる可能性がある．われわれは，　MDA法を用いたWGA

による，クライアント家系のジストロフィン遺伝子診断の可能性を追求した．【方法】健常人・Duchenne型筋ジストロフィーのcarrier

およびpatientの末梢血リンパ球より抽出したgenome　DNAを希釈し，10pg，100pg，　lng，10ng，100ng（／μ1）となるように調整し

た．GenomiPhi　V2　Ampli丘cation　Kit（GE　Healthcare）を用い，　reaction　mixture（10山）を調整し，サンプルへ分注した後30℃・90

分で反応させ，産物を分光光度計で測定した．さらに，Chamberlain・Beggsの19種のprimerによるmltiplex　realtime　PCRを用い，

反応の均一性を調べた，【結果】増幅DNAは，鋳型のDNA量に依存せず，10pg～100ngまでは全て一定の量の増幅産物を得た．1割

球から抽出されるDNA量に相当する希釈DNAIOpgは，106倍に増幅された．　MDA増幅産物に対して，健常群におけるhot　spot　l9exon

を標的とした　Chamberlain・Beggsのmutiplex　PCRにより，　Chamberlainのprimerでは10p島Beggsのprimerでは100pgまで

の鋳型希釈DNAで安定的に一単回PCRによる増幅が得られた．【考察】MDA法は，1細胞レベルの稀少なDNAをほぼ均一に増幅する
可能性が示された．検体量の問題点が克服なされれば，マイクロアレイ技術など，新たな遺伝子診断技術の導入が検討される．

●

1

σ



平成20年10月1日 153（277）

■

43 顕微授精後前核形成率が非常に低い症例の検討

○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　恵里1，赤星　孝子’，

　渡邉　誠二2

　セントマザー産婦人科医院，弘前大学医学部解剖学第2講座2

●

●

　通常ICSI後の受精率は80％以上で，その多くのものは分割を開始する．しかしながら，　ICSI症例の中には稀に前核形成率

が非常に低値（10％以下）となる症例が存在する．今回我々は，この低い前核出現率の原因について検討を行い，臨床上有用

と思われる結果を得たので報告する，【方法】ICSIを目的とした症例の中で明らかな精子の異常や卵子の異常を認めないICSI

症例で80％以上の卵子で前核形成が認めらなかった4症例を対象とした．患者の同意のもとに前核形成を認めなかった卵子の

染色体検査を行った．卵子染色体標本作製法はMikamo　and　Kamiguchiの方法に従い，染色体分析は2％ギムザ染色後に行っ
た．各症例における受精率は10％（1／10），0％（0／6），142％（1／7），125（1／8）であった．【結果】1．全ての精子は卵子内に

認められ，技術的に精子が注入されていなかった症例はなかった．2．精子の核の状態の約半数はPCCの状態で留まっているか，

凝集中も多く認められた．3．卵子の染色体はM－IIの状態で存在しているものが約半分，残りは極体放出が起きていない2Nの

PNと，極体放出を伴った1NのPNを認めた．4．精子および卵子の染色体診断は，各々のステージ別に次の組み合わせ（凝縮
／M－II，凝縮／PN，脱凝縮／M－II，脱凝縮／PN，　PCC／M－II，　PCC／PN）に分類する事ができ，4症例の10個，6個，7個および

8個の卵子内精子および卵子の染色体の頻度は，それぞれ症例1：α1．1．1．33，症例2：α1．1．α2．1，症例3：1．220．1．1，症例4：1．1212．1

であった．【結論】前核形成不全の原因としては，卵子の前核形成因子の不足および精子の卵子の活性化不十分が推測された．

卵子の質がほぼ同一で良好であれば，精子の卵子活性化因子に問題があると考えられる．一方，卵子の質が低い場合には精子核

脱凝縮，前核形成因子に異常があるものと推測される．最終的にはマウス卵子内への注入実験が必要となるであろう，

44 35歳以上のART患者における適切な卵巣刺激法と卵巣予備能の検討

○和地　祐一，安藤　　索，鈴木　雅代，岩下　光利

　杏林大学医学部産婦人科

●

●

【目的】加齢に伴う妊孕性の低下は卵子数の低下と卵子の質の低下に起因するものと考えられる．ARTにおける良好な成績
を得るため卵巣予備能を評価し，適切な卵巣刺激法を選択する指標とすることを目標とした．【方法】当院不妊内分泌外来

における2004～2007年のART施行症例で検討した．35歳～40歳をA群，41～45歳をB群，46歳以上をC群とし，月経
周期2－5日の血中ホルモン値（FSH，　LH，　E2）を測定し，各種卵巣刺激後の採卵数と受精卵数を比較検討した．　FSH値（mIU

／ml）は10未満を1群，10以上15未満を2群，15以上を3群とした．【成績】1群の平均FSH値は76，　E2値（pg／ml）は

571であり，AからC群までの値に差は認めなかった．平均採卵数は95個，受精数は63個であった．2群の平均FSH値
は124，E2値は494であり，　AからC群は年齢の上昇に伴いFSH値は上昇傾向を認め，　E2値は低下傾向を認めた．平均

採卵数は56個，受精数は41個であった．3群のFSH値は243，　E2値は491であり，年齢の上昇に伴いFSH値は上昇傾
向を認め，E2値は低下傾向を認めた．平均採卵数は1．3個，受精数はα7個であった．　recombinant　FSHの使用は採卵数の

低下を来たしたが，受精率の上昇を認めた．また，高齢群のGnRH　antagonistの使用例は受精率を改善させた．【結語】卵

巣予備能の評価としてFSH値が上昇すると採卵数と受精率は低下し，　FSH値によって卵巣刺激法を選択していくことが必
要となる．適切な卵巣予備能の評価と卵巣刺激法に関しては更なる検討が必要と思われた．

45 roscovitineとCa　ionophore　A23187を併用した人工的卵活性化法の有効性の検討

○矢野　祐也1，山野　修司2，桑原　　章1，苛原　　稔i

　徳島大学病院産科婦人秤，徳島大学大学院保健科学教育部2

●

●

【目的】これまでに我々は，Ca　ionophoreとpuromycinを併用した人工的卵活性化法を開発し，この活性化法により，実際
に生児が得られている．しかし，puromycinは蛋白合成阻害薬であり，発生の初期で使用した場合，危険性が危倶される．

そこで我々は，より安全な人工的卵活性化法の開発を目的とし，MPFの選択的阻害薬であるroscovitineとCa　ionophore
を併用した人工的卵活性化法について，その有効性を検討した．【対象と方法】6～8週齢のメスICRマウスに，　PMSGIO単

位，およびhCG10単位を48時間間隔で腹腔内注射し，　hCG　投与14時間後に，排卵卵を採取し，以下の実験に供した．
排卵卵をCa　ionophore　A23187（5μM）で5分間処理後，04％牛血清アルブミン含有HTFにpuromycin（10μg／ml）を含

むpuro群，　roscovitine（50μM）を含むros群，それら薬剤を含まないcontrol群の3群に分けて6時間培養した．本実験
では，1前核2極体を有する卵を活性化卵と定義し，培養後，卵の活性化率を比較した．次に，排卵卵およびros群の活性
化卵を，二重らせんDNA特異蛍光色素で染色後，共焦点レーザー顕微鏡を使って，　DNA量測定を行った．さらに，　ros群
およびpuro群の活性化卵の染色体分析を行った．【結果】活性化率を比較すると，　control群は5．6％，　ros群およびpuro群

はそれぞれ774％，86．0％であり，control群との間に有意差を認めた（それぞれP＜0工11）．しかしros群　とpuro群間で

は有意差を認めなかった．DNA量測定の結果，　ros群における活性化卵のDNA量は，排卵卵の染色体が含むDNA量の約
半分（47．8±107％）であった．活性化卵の染色体分析の結果，半数体の染色体像を示した卵は，ros群では765％（39／51），

puro群では7＆3％（18／23）であり，両群間に有意差を認めなかった．【考察】roscovitineとCa　ionophoreを併用する人工

的卵活性化法で高率に半数体の活性化卵が得られ，ICSI後未受精の卵に臨床応用できる可能性が示唆された．
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46 大小不同雌雄前核を有する前核期胚の発生機序
●

○岩田　京子，若槻　有香，百千田智子，湯本啓太郎，奥田　　梓，竹下　千恵，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

【目的】ART治療において，受精確認の際に大小不同な雌雄前核を呈する胚が散見される．今回，　Time－1apse　cinematogra－

phy（TLC）を用いた初期胚観察において，　ICSI後卵子の大小不同な雌雄前核を呈する胚への発生機序に関する新たな知見

を得たので報告する．【方法】平成15年4月より平成19年2月までの期間に，十分な説明を行った上で同意の得られた症
例において，ICSI胚（n＝67）を無作為に1個選択し，　TLCを行った．本研究では，両前核径の差が10μm以上の場合を不
均等な前核径を呈する胚とし，その発生過程を解析した．【結果】本研究に供した67個のうち，59個が2PN／2PB胚となり，

そのうち3個が大小不同な前核を呈した．前核径の均等な胚における雄性および雌性前核径は，それぞれ平均2＆0μmおよ

び264μmであった．第2極体放出を基点とした雄性および雌性前核出現時間は，平均32時間と平均34時間であった．一
方，大小不同な前核を呈する胚では，雄性および雌性前核径は平均299μmと175μm，雄性および雌性前核出現は平均42
時間と平均64時間であった．また，これらの胚では，第2極体とともに第3の極体様物質が放出され，卵細胞質内に雄性
前核が形成された後も，雌性前核は形成されず，第3の極体様物質内に前核様物質が形成された．その後，雄性前核径は増

大したが，極体様物質内の前核様物質は増大せず，やがて，卵細胞質内へ取り込まれ，雄性前核の方向へ移動し，大小不同
な前核が形成された．【結論】本検討から，第3番目の極体様物質の放出，さらに，その極体様物質内での前核様物質の形

成および卵細胞質内への吸収という新たな現象が初めて確認された．また，この現象が大小不同な前核形成に関与すること

も明らかとなり，生殖生理学的な新たな知見であると考えられた．現時点では，この「第3極体」様物質内の前核様物質が
雌性前核であるか否かは未確認であり，今後さらに検討を重ね，新たな現象を明らかにしたい．

●

●

47 Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚盤胞観察から得られた一卵性双胎の発
生リスクに関する新知見

○湯本啓太郎，奥田　　梓，百千田智子，竹下　千恵，若槻　有香，岩田　京子，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プセンター

【目的】ART後の妊娠では，一卵性双胎（MZT）が，自然妊娠に比して高頻度に発生するとの報告や，初期胚移植に比して，胚盤

胞移植によりMZTが増加するとの報告がある12）．これらの報告は，周産期医療に新たな課題を投げかけ，体外培養期間の延長に

も大きな懸念を生じさせる．今回，我々は，time－lapse　cinematography（TLC）によるヒト初期胚の胚盤胞期までの観察で，　MZT

発生に関与する新知見を得たので報告する．【対象と方法】平成16年ll月から平成20年3月までに，臨床使用の希望がなく，か

つ，本研究へ同意を得られた凍結保存胚54個を対象とし，約5日間TLCに供した（露光時間：50ms，撮影間隔：5min）．【結果】

観察した54個中49個（907％）が拡張胚盤胞となった．この内，32個（653％）が艀化（hatch）し，その17個（531％）は完全
に透明帯から脱出した，拡張胚盤胞期に至った全ての胚で，胞胚腔の一過性の虚脱現象が少なくとも1回観察された．しかし，hatch

した胚の虚脱回数（average）は，　hatchしなかった胚に比して有意に少なかった（38　vs　55；p＜0．05）．また，この胞胚腔の虚脱は

栄養膜の破綻によって生じることが確認された．また，拡張胚盤胞に到達し胚の24個（490％）で，虚脱後の再拡張時に対側の細

胞塊との間で糸を引く様子（strand現象）が胚胞腔に観察された．さらに，その内の2個では，内細胞塊（ICM）と対側細胞壁にstrand

現象が生じ，最終的に2個のICMを有する拡張胚盤胞に発育した．【考察】今回の解析結果から，胞胚腔の虚脱は，外的要因によ

る非生理的現象であると推察され，また，胞胚腔の虚脱とstrand現象は，　MZT発生の要因であることが考えられた．したがって，

体外での長期培養は，MZTの発生を含む種々の負の影響につながる可能性が示唆された．今後さらに，詳細な検討を重ねていきた
い．1）Schachter　Mサet　al．（2001）HumReprod．16：1264－1269　2）Amin　A“et．aL　（2003）Fertil．　SteriL　79：503－506

●

●

48 マウス胚盤胞の体外培養に及ぼすアクチビンAの影響

○上嶋　高志1，佐藤　嘉兵2

　日本大学大学院生物資源科学研究科応用生命科学専攻1，日本大学生物資源科学部応用生物科学科2

【目的】アクチビンAは妊娠期の子宮，卵巣で多量に分泌されるタンパク質であり，Jonesら（2006）により，妊娠期のマ

ウス胚盤胞期胚はin　vivoでアクチビンAを生産していることが確認されているが，その生理学的な作用については不明な
点が多い．本研究ではマウス胚盤胞期胚の発育に及ぼす影響について，繊維芽細胞との共培養系を用いて，検討を加えた．
【方法】ICR系マウスを用いて体外受精を行い受精卵を作成した．受精卵を胚盤胞期まで培養し，アクチビンAを1，10，50，

100ng／mlの濃度で添加した．胚盤胞を繊維芽細胞を播いた4wel1プレートに，1ウェル3個の胚盤胞を培養した．培養液は
DMEM＋10％FBSを使用し，2日置きに新鮮培養液を用いて半量交換した．卵円筒形成が認められたウェルにおいて，毎日，
半量の液換えを行い，30日間培養を継続した．【成績】及び【結論】コントロール（アクチビンA無添加）では，胚盤胞43

個中，adhesionしたものが22個（5U％）で，　egg　cylinder，及びcystic　formを形成した胚は見られなかった．一方，ア
クチビンAlng／mlでは，胚盤胞30個中，　adhesionしたものが20個（66．7％），　egg　cylinderを形成したものが6個（20％），

cystic　formを形成したものは1個（33％）であった．アクチビンA10ng／mlでは，胚盤胞30個中，　adhesionしたものが
19個（633％），egg　cylinderを形成したものは14個（467％），　cystic　formを形成したものは8個（26．7％）であり，アク

チビンA50ng／mlでは，胚盤胞36個中，　adhesionしたものが26個（722％），egg　cylinderを形成したものは15個（41．7％），

cystic　formを形成したものは4個（11．1％）アクチビンA　100ng／mlでは，胚盤胞20個中でadhesionしたものが7個
（35％），egg　cylinder，及びcystic　formを形成した胚は見られなかった．本結果からアクチビンAによる，胚盤胞のin　vitro

での発生の促進が見られた．今後，組織学的解析や関連分子の発現解析を行う予定である．

●

●
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■

49 ヒト子宮内膜におけるDNA　methyltransferaseの発現に関する検討

○浅田　裕美，山縣　芳明，李　　理華，木塚　文恵田村　　功，谷口　　憲，前川　　亮，竹谷　俊明，松岡　亜希，

　田村　博史，杉野　法広
　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

●

●

【目的】子宮内膜の増殖・分化には多くの遺伝子が関与している．この遺伝子発現がゲノムDNAのメチル化等のエピジェネ

ティックな要因により制御されている可能性を探ることを目的とし，月経周期各相の子宮内膜のDNA　methyltransferase
（DNMT）発現を調べた．　DNMTには，　DNAメチル化を細胞増殖の過程で維持するDNMT1とde　novoメチル化に関与す
るDNMT3a・3bがある．【方法】インフォームド・コンセントを得た正常月経周期を有する患者29例より子宮内膜を採取
した．1）各DNMTの局在を免疫組織染色により検討した．2）子宮内膜組織における各DNMT　mRNA発現をReal　time
RT－PCR法で定量した．3）増殖期後期の子宮内膜より間質細胞を分離培養し，脱落膜化間質細胞と非脱落膜化間質細胞に
おける各DNMT　mRNA発現をreal－time　RT－PCR法で定量し比較した．【成績】DNMTは子宮内膜全体に均一に発現し，

腺上皮および間質の核に局在していた．全症例のすべての月経周期において各DNMT　mRNAの発現が認められた．　DNMT
1は他の周期と比較して分泌期中期に有意に低発現であった．DNMT3aは増殖期と比較して分泌期全相で有意に低発現で
あった．DNMT3bは分泌期前期と中期で発現が低い傾向を認めた．子宮内膜間質細胞の脱落膜化により，　DNMT3a　mRNA
発現は有意に低下していた．【結論】子宮内膜におけるDNMTは正常月経周期において発現量が変化しており，各相におい

てDNAメチル化により発現制御されている遺伝子の存在が示唆される．特に分泌期中期にDNMTが低値を示すことは，
この時期の多くの遺伝子発現増加を考えると興味深い．

50 16年間の当センターでの顕微鏡下精路再建術の成績

○永尾　光一，小林　秀行，片岡　和義，原　　　啓，三浦　一陽，佐々木由香，渋井　幸裕片桐由起子，石井　延久

　東邦大学大森病院リプロダクションセンター

●

●

【目的】1992年5月から2008年5月の16年間に当センターで行った顕微鏡下精路再建術の成績を報告する．【対象】精管切

断術後74例，ヘルニア術後69例，精巣上体炎後8例，閉塞原因不明7例，合計158例を対象とした．精管切断術後74例
は，年齢461±82歳妻の年齢336±4．5歳で男女の平均年齢の差12．5歳，閉塞期間134±7刀年でFSH70±341U／mlであっ

た．ヘルニア術後69例は，年齢339±48歳妻の年齢31．3±36歳閉塞期間300±63年，FSHa8±421U／mlであった．
精巣上体炎後8例は，年齢304±26歳妻の年齢2＆1±33歳閉塞期間44±24年，FSH68±4．21U／mlであった．閉塞原
因不明7例は，年齢307±3、0歳，妻の年齢29．7±24歳，閉塞期間不明，FSH56±251U／mlであった．【方法】精管吻合方
法は，顕微鏡下に精管精管吻合を端端吻合，精巣上体管精管吻合を側端吻合した．手術中に尿道側精管に注水テストを行い

閉塞がないかを確認し，精巣側精管や精巣上体管内容液の精子の検索をおこなった．手術は同一術者がおこなった．術後の

精液検査所見で，総運動精子数500万以上をAIH可能な精液所見，総運動精子数2000万以上を自然妊娠可能な精液所見と
した．術後の妊娠の確認は患者からの自発的報告によった．【結果】術後6ヶ月以上経過観察できた症例は全体の86％で，

精管切断術後63例中精子出現81％，AIH可能175％うちAIHで妊娠1．6％，自然妊娠可能460％うち自然妊娠23潟％で
あった．ヘルニア術後58例中精子出現50％，AIH可能＆6％，自然妊娠可能224％うち自然妊娠190％であった．精巣上
体炎後8例中自然妊娠可能25％，原因不明7例中精子出現42⑨％，AIH可能143％，自然妊娠可能143％であった．【考察】

閉塞性無精子症患者の治療の第一選択は精路再建で，ARTに比べて成績は低くなく，治療費や女性の負担が少ない．正し

いインフォームドコンセントが必要と思われた．

51 働く女性のためのメディカル・ケアー月経関連障害のQOLに及ぼす影響一

○矢本　希夫
　独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院産婦人科

ト

、

【目的】わが国における働く女性の日常生活や職場環境における就労と女性のQuality　of　Life（QOL）についての大規模な

調査に基づく報告や提言は少ない．そこで，今回，月経関連障害，特に月経困難症および月経前症候群の実態を調査・把握
し，勤労女性のQOLに及ぼす影響について検討することを目的とした．【対象】機構本部および全国各労災病院の倫理委員

会の承認のもと，産婦人科外来受診女性（15歳一64歳）を研究対象とし，書面にて同意を得た．アンケート調査を行うと

ともに，SF－36を用い健康関連QOLを測定した．平成17年8月より平成19年3月までに1，879例の調査票を回収し，調
査，分析した．【結果】今回の検討によれば，女性の72％がパートを含め就労していることが示された．月経困難症では，

下腹部痛，腰痛などの月経痛が非就労女性（主婦）の72％，就労女性の77％に認められ，就労女性の37％が鎮痛剤の服用
を必要とするほど強いことが示された．月経痛のQOLに及ぽす影響の検討では，月経痛のある群では月経痛のない群に比
較し，体の痛み，全体的健康感，社会生活機能，日常役割機能（精神），心の健康の5項目が有意に低値であった．一方，

月経前症候群の症状では，イライラする，乳房緊満感がある，怒りやすくなるなどの訴えが多かった．月経前症候群の症状

数とQOLの相関の検討では，日常役割機能（身体），身体の痛み，全体的健康感活力，社会生活機能，日常役割機能（精
神），心の健康において有意な負の相関が認められた．【考察】月経関連障害が女性のQOLを有意に低下させている現状が

示され，月経困難症月経前症候群に対するカウンセリング，治療や対策が必要であることが示唆された．
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52 生殖補助医療実施登録医療機関ウェブサイトの掲載内容分析
亀

○大橋　一友1，矢野　恵子2

　大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻1，中部大学生命健康科学部2

【目的】2007年4月に厚生労働省から公表された「医療広告ガイドライン」では，インターネット上のホームページは広告

とは見なされていない．しかし，日本医師会はホームページの内容はガイドラインの広告規制を遵守した内容が望ましいと
している．一方，このガイドラインでは厚生労働大臣の免許を受けた医療従事者の専門性を医療広告の対象と規定している．

本研究では，生殖補助医療実施登録医療機関ウェブサイトの実態を調査した．【対象】日本産科婦人科学会の「平成18年度
倫理委員会　登録・調査小委員会報告」に2007年7月における登録施設として掲載されている594施設．【方法】Yahoo！JA－

PANを用い，各施設名を入力することによるサイト検索を行い，ウェブサイトか開設されている525施設の内容を分析し
た．掲載された記事の分析項目は施設の種類専門職数診療体制，治療成績である．調査期間は2007年10月．【結果】525
施設は大学病院77，病院174，診療所274に分類された．生殖医療専門医は61施設，76名（同専門医の257％）が，認定
看護師（不妊症看護）は8施設，8名（同認定看護師の15．1％）が掲載されていた．一方，医療広告の対象ではない可能性

がある学会認定エンブリオロジスト・胚培養士は19施設，44名が掲載されていた．診療体制では産科を併設していたもの
は全体では348施設であったが，診療所では110施設（4α1％）であった．治療成績は142施設（270％）で掲載されてい
たが，年齢別成功率（56施設，1α7％），適応別成功率（12施設，23％），出生率（6施設，22％）の記載は低率であった．
【考察】日本では登録施設の8＆3％がホームページを有しており，掲載内容は医療広告が認められている項目とは関係のな

いものが多く認められた、米国では生殖学会によるガイドラインが公表されており，日本でも一定の規制が必要であると思
われる．

●

●

53 生殖補助医療が周産期医療に与える負荷の検討

○塩田　恭子，秋谷　　文，酒見　智子，石井　絵理，小松　雅博，佐藤　孝道
　聖路加国際病院生殖医療センター

［目的］晩婚化と医療技術の発展により生殖補助医療（ART）による妊娠は年々増加している．また，少子化対策の一環と

して，国全体でARTは支援されてきている．一方で周産期医療の現場では産科医・新生児科医不足がみられ，特にハイリ
スク妊娠に対応できる医療機関への負担が指摘されている．このため，周産期医療への過剰な負荷をかけない形での妊娠も

求められている．今回，ARTでの妊娠がARTを用いない（非ART）妊娠と比較し，周産期医療に大きな負荷を与えるか
否かを検討した．［方法］2006年9月から2007年8月まで当院にて分娩したll47例を対象として，　ARTによる妊娠（ART
群）92例が，非ARTによる妊娠（非ART群）1055例）に比較して帝王切開率，分娩までの入院期間，新生児入院期間，
新生児医療費に差があるか否かを検討した．また，サブグルーブをして単胎初産において同様の検討を行った．［結果］ART

群と非ART群での平均年齢はそれぞれ375±36才。330±4、5才，妊娠週数は391±21週，3軌2±2．4週，帝王切開率は
4＆5％，231％，分娩までの入院日数は39±73日，2．8±7．3日，新生児入院日数はll9±ll4日，94±100日，新生児医療
費530，000±90＆000円，432，000±800000円であり，ART妊娠で帝王切開率が高率に認められ（p＜0001），新生児入院日数

の延長が認められた（p＜001）．単胎初産では帝王切開率は高率であったが，新生児入院日数の延長は見られなかった．［考

察］ART妊娠は帝王切開率と新生児入院日数の増加をもたらしており，周産期医療へ負荷を与えていると考えられた．

●

●

54 男性不妊症外来における臨床統計と今後の課題

○市川　智彦1，今本　　敬1，石川　香織，遠藤　　匠1，神谷　直人1，納谷　幸男1，鈴木　啓悦1，工藤　　晶2，

　高橋　敬一2

　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学1，高橋ウイメンズクリニック2

【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臨床統計について検討し今後の課題について報

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20年3
月までの7年間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．局所麻酔による精巣内精子採取術（TESE）は
クリニック内で行ったが，専門的な遺伝カウンセリング，精索静脈瘤に対する検査や手術，精路再建術を希望される場合に
は大学病院と連携して行った．【結果】対象期間の初診患者は867例であった．このうち，無精子症は139例（160％）であっ

た．非閉塞性無精子症は92例であり，このうちクラインフェルター症候群が16例，DAZ遺伝子領域の欠失が3例であっ
た．閉塞性無精子症47例のうち，両側精管欠損症が21例であった．両側精管欠損症では全例がTESEを希望し，クリニッ
クにおいて局所麻酔にて施行した．低ゴナドトロピン性造精機能障害に対しては，プロファシーならびにゴナールエフの自
己注射による皮下注射を指導し良好な成績を得た．精索静脈瘤を150例に認め，希望者については大学病院において顕微鏡

下低位結紮術を施行した．【結論】不妊専門婦人科クリニックと大学病院の連携により，男性不妊症患者に対して診断から

遺伝カウンセリング，全身麻酔を必要とする手術に至るまで総合的に診療することができた．大学病院での診療を希望する
症例は比較的少なく，次世代の専門医を育成することが一つの課題と思われた．

■

φ
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55 染色体転座をもつ反復流産患者の生児獲得率に関する多施設共同研究

●

●

○杉浦　真弓1，川口　里恵2，丸山　哲夫3，小澤　伸晃4，杉　　俊隆5，竹下　俊行6，斎藤　　滋7

　名古屋市立大学医学部産科婦人科】，慈恵医大産婦人科2，慶応大学医学部産婦人科3，国立成育医療センター周産期診療

　部‘，東海大学医学部産婦人科5，日本医大産婦人科6，富山大学医学部産婦人科7

【目的】反復流産患者において染色体異常は約5％にみられることが知られているが，これらの患者がその後の自然妊娠に

おいてどの程度の成功率で生児が得られているかは報告が少なく，臨床現場で苦慮している．本邦において均衡型転座保因

者の流産予防のための着床前診断が始まっているが，生児獲得率が改善できるかどうかといった比較試験は世界中にないの

が現状である．【方法】2003年1月から2005年12月の3年間に著者所属施設および東京大，大阪府立母子センター，青木
産婦人科クリニックを受診した2382組の夫婦を対象とした．夫婦の同意を得て染色体検査を含む不育症の原因精査を施行
し，染色体異常の頻度，均衡型転座など構造異常を持つ患者の次回自然妊娠における生児獲得率を染色体正常患者と比較検

討した．本研究は各施設の倫理委員会においての承認を得た．【成績】129組（54％）に9番逆位を除く染色体異常を認め，

85組（36％）に均衡型転座（相互転座72組，ロバートソン型13組）を認めた．観察期間中に相互転座をもつ46組の夫婦
が自然妊娠し，29組（630％）が生児を得た．一・方，2003年に受診しその後妊娠した染色体正常夫婦1207組のうち950組
（7＆7％）が生児を得た．夫婦どちらかに相互転座をもつ患者の診断後次回生児獲得率は染色体正常患者よりも有意に低いこ

とが明らかになった（p＝0．02）．【結論】相互転座保因者の自然妊娠予後は染色体正常夫婦よりも悪いことが判明した．しか

し，相互転座保因者でも自然妊娠にいたれば診断後初回生児獲得率は63％と比較的高く，この生児獲得率は染色体異常を
もつ反復流産患者にとって朗報であり，次回妊娠を考える際　または着床前診断を選択する前に説明すべき成績であると思
われた．

56 治療方法別流産児染色体の解析

1

●

●

○安仁屋友香’，中岡　義晴1，永野　　舞，樽井　幸与1，大垣　　彩，園田　桃代1，杉原　研吾正，井田　　守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】初期流産の多くは配偶子形成時の偶発的な染色体異常に由来する胎児染色体異常が原因となっている．今回，不妊
治療により妊娠が成立したものの流産に終わった症例の絨毛染色体分析を行うと共にその臨床的背景を検討した．【対象と

方法】2004年3月から2008年4月までに，不妊治療による妊娠後に自然流産し，夫婦の同意の下に絨毛染色体検査を行っ
た，一般治療症例59例，conventional　IVF症例40例，　ICSI症例147例，計272例（平均年齢359歳）を対象とした．流
産手術で採取された絨毛組織を用いてG分染法により染色体分析を行い，治療別，年齢別染色体異常率を比較検討した．【結

果】全274症例中204例（74％）に染色体異常が認められ，そのうち146例（72％）が常染色体トリソミー，26例（13％）
が構造異常，6例（3％）が三倍体，2例（1％）が四倍体，7例（3％）が45，Xであった（重複あり）．三倍体の6例のう
ち5例は一般治療症例であった．治療法別の染色体異常率は一般治療症例83％（49／59），conventional　IVF症例78％（31／

40），ICSI症例72％（106／147）であった．母体年齢別では35歳以上での染色体異常率は81％（136／168）と35歳未満での

61％（62／101）と比較して有意に高かった．【考察】不妊治療による流産児には74％と高率に染色体異常が認められ，その

多くは常染色体異数性異常であった．生殖補助医療では，一般治療と比較し流産時染色体異常の割合増加は認められず，倍

数性異常に関しては前核の観察により減少させることが示唆された．母体年齢の上昇により流産児における染色体異常の割

合が増加することが明らかにされた．

57 不育症患者におけるphosphatidylethanolamine（PE）結合蛋白を認識する抗PE
抗体の有用性の検討

○大林伸太郎1，尾崎康彦1，杉　俊隆2，熊谷恭子’，中西珠央1，杉浦真弓1
　名古屋市立大学医学部産婦人科［，東海大学医学部産婦人科2

【目的】Phosphatidylethanolamine結合蛋白を認識するPE－binding　protein－dependent　IgG抗体（依存性抗PE抗体）は不

育症患者に高頻度にみられるが，臨床的意義に関する報告は少ない．本研究では抗PE抗体が流産の原因となりうるかを調
べた．【方法】2回以上連続する原因不明流死産患者369人の非妊時血清をELISA法で依存性抗PE抗体PE－binding　protei－
independent　IgG抗体（非依存性抗PE抗体）を測定し，　LA－aPTT，　LA－RVVT，β2GPIとの関係を調べ，次回妊娠の抗凝
固療法群と無治療群の生児獲得率を比較した．【成績】依存性抗PE抗体，非依存性抗PE抗体の陽性率は103％（38／369），
3β％（14／369）であった．LA－aPTT，　LA－RVVT，β2GPIaCLの陽性率は135％（50／369），27％（10／369），24％（9／369），

依存性抗PE抗体とLA－aPTTが共に陽性例が8例であった．無治療群における生児獲得率は依存性抗PE抗体陽性群で
7仕9％（20／26），陰性群では766％（170／222）で明らかな差は認めなかった．抗凝固療法を行った群では依存性抗PE抗体

陽性群で生児獲得率は6仕7％（8／12），陰性群で764％（84／110）であった．他の抗体いずれか陽性例では無治療群と抗凝
固療法群の生児獲得率は50刀％（2／4）と90．9％（40／44）であった．抗PE抗体に関して無治療群についてはいずれのcut　off

を用いても陽性例と陰性例の生児獲得率の差を認めなかった．【考察】依存性抗PE抗体と非依存性抗PE抗体はLA－RVVT，

β2GPIaCLとは独立した因子であることが推察された．現時点での抗PE抗体の結果によって抗凝固療法の適応を判断する

のは困難iと考えられた，しかし，LA－aPTTとの交差反応を示した8例は抗凝固療法を施行しているため，　LA－aPTTを測
定しない場合の抗PE抗体の意義は今後さらに検討していく必要があると考えられる．
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日生殖医会誌　53巻4号

流産後の胎盤絨毛におけるゲノムインプリンティングの異常と男性不妊因子との関
連性について

亀

○佐藤　晶子1，大津　英子1，有馬　隆博2，宇津宮隆史1

　セント・ルカ産婦人科1，東北大学大学院医学系研究科2

【目的】近年，生殖補助医療（ART）によって授かった子供でBeckwith－Weidemann症候群やAngelman症候群などのイ

ンプリント病の発症が増加していると報告されている．インプリント遺伝子の発現調節に働くDNAメチル化は，配偶子形
成過程で獲得されるため，ARTの配偶子操作についてその安全性が危倶されている．一方で，不妊患者自身の配偶子異常
も存在する．本研究では，不妊治療により妊娠し，その初期の流産時に得られた胎盤絨毛のインプリント遺伝子のDNAメ

チル化の解析を行い，培養液不妊因子等との関係をみた．さらに，ARTに用いられた精子との関連性について解析する
ことを目的とした．なお，本研究は倫理委員会の承認を得ておこなった．【方法】不妊治療（排卵誘発を含む）後の流産検

体78検体と，自然妊娠の流産（コントロール）検体38検体のDNAを用いてインプリント遺伝子のDNAメチル化につい
て解析した．精子型；Hl9，　GTL2，卵子型；SNRPN，　ZAC，　LIT1，　PEGl，　PEG3，　XISTについてBisulphite－PCR法を

用いて定量化した．【結果】1）不妊治療後の流産検体のうち21．7％（17／78）はメチル化の異常を認めた．2）IVF／ICSI群

と非IVF／ICSI群に有意差はみられなかった．3）使用した培養液，不妊因子との関係も見られなかった．4）流産検体のメ

チル化の異常をみとめた17例のうち7例は精子の低メチル化と関連性を示し，乏精子症で多い傾向がみられた，【考察】不

妊治療後の流産検体でのインプリント異常は，精子DNA由来であることが確認された．今後さらに増加するであろうART
不妊治療の安全性や危険性に関して，インプリントの異常の再評価が必要であると考えられた．

σ

●

59 弓状子宮は不育症の原因になりうるか？

○稲川　智子，阿部　　崇，峯　　克也，桑原　慶充，里見　操緒，富山　僚子，明楽　重夫，竹下　俊行

　日本医科大学産婦人科学教室

【はじめに】ミューラー管の発生異常に起因する子宮形態異常が不育症の原因となることは古くから知られている．中隔子

宮では流産率が高いとされているが，他の奇形に関してはエビデンスが少ない．最も程度の軽い弓状子宮に関しては，不育

症との関連はないとする報告が多い．今回われわれは，不育症外来に登録されたクライエントのうち，子宮卵管造影で弓状

子宮と診断された症例の不育症への関与について検討を加えた．【対象と方法】2000年1月から2008年4月までに当科不育
症外来（2回以上の反復する流産歴を有する）を受診しスクリーニング検査を行った症例のうち，子宮卵管造影で子宮内腔

の所見が正確に把i握出来た261例を対象とした．中隔子宮と弓状子宮との鑑別は，牧野らのX／M比を用いた基準によった．

不育症原因究明のためのスクリーニングは，日産婦生殖内分泌委員会（2004）の推奨する項目にしたがって検査を行った．

【結果】1）261例中，子宮奇形は44例（16．9％）であった．内訳は弓状子宮28例，中隔子宮10例，単角子宮4例，双角子
宮2例であった．2）子宮卵管造影所見を正常群，弓状子宮群，その他の子宮奇形群に分けると，既往流産回数はそれぞれ285±

0．91回，2P3±0．86回，3．13±109回であり，各群間に有意差はなかった．3）子宮卵管造影以外の異常所見検出頻度は，弓
状子宮群893％（25／28）に対してその他の子宮奇形群5a3％（9／16）であり，弓状子宮群では複数の原因が関与している
率が有意に高かった（P＝0、012）．4）弓状子宮以外には甲状腺機能異常を伴うことが多かった．【結論】弓状子宮は不育症症

例に多く見られたが，単独で不育症の原因になることは少なく，他の異常所見を伴って不育症の病態形成に寄与していると
推察された．

σ

●

60 二卵性一絨毛膜双胎における血液キメラの遺伝子解析

〇三浦　清徳1，肥後　貴史2，三浦　生子1，増崎　英明L

　長崎大学医学部産婦人秤，同心会古賀総合病院産婦人科2

＜症例＞29才の初産婦で，クロミッドおよびHCGを用いた不妊治療により妊娠が成立した．妊娠初期に双胎妊娠であるこ
とを確認され，超音波検査による膜性診断は一絨毛膜二羊膜と診断された．しかし，双胎間の性別が異なっていたため，二

卵性一絨毛膜双胎を疑われた．分娩後，やはり両児の性は異なっており，一児は女児で他児は男児であり，胎盤の病理検査

で一絨毛膜二羊膜であったことから，当科へ卵性診断を目的に紹介された．両親の説明と同意を得て，両親の血液5ml，双

胎児それぞれの膀帯血5ml，膀帯，および口腔粘膜の擦過細胞を採取してDNAを抽出した．倫理委員会の承認のもと12種
類のABI多型マーカーを用いてDNA多型解析を行い，5種類のマーカー（D19S420，　Dl9S414，　D20Sl71，　D20Sl96およ
びD20S889）において両親の遺伝子型がヘテロ接合かつ異なっていたためこれらをinformativeマーカーとした．　D　19S420

を用いた母親の遺伝子型は100bpと108bp，父親のそれは108bpと110bpであった．口腔粘膜細胞および膀帯から抽出され
たDNAにおける一児の遺伝子型はいずれも100bpと108bp，他方の児のそれはいずれも108bpと110bpであり，双胎児は
両親からそれぞれ異なる遺伝子型を受け継いでいた．Dl9S414およびD29196を用いた遺伝子型解析でも同様の結果が確認
され，本例は二卵性一絨毛膜双胎と診断された．一方，D19S420における一児の聴帯血および他児の末梢血からいずれも3
種類のアレル（100bp，108bpおよび110bp）が検出され，謄帯血を介して血液細胞に限局したキメラが存在していた．〈
考察〉遺伝子型解析で不妊治療に伴う二卵性一絨毛膜双胎と診断された．二卵性一絨毛膜双胎におけるキメラの発生機序と

して双胎間の血管吻合を介した他児の幹細胞の生着が考えられた．双胎におけるキメラの診断には，口腔粘膜細胞や膳帯な
どの細胞と造血幹細胞に由来する血液細胞を用いた卵性診断が重要であると考えられた．

o
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61 Chemical
討

abortionの既往を有する反復流産患者の病因および妊娠転帰に関する検

○西川　明花，丸山　哲夫，小田　英之，各務　真紀，荒瀬　　透，小野　政徳，長島　　隆，内田　　浩，吉村　泰典

　慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室

●

●

【目的】反復流産の診断にあたり，chemical　abortion（以下CA）は既往流産に含めないとするのが一般的である．近年，

反復CAを契機に不育症外来を受診するケースが増加しており，生殖補助医療の普及との関連が推察される．本研究では，

CAの既往を有する反復流産患者における病因および妊娠転帰を明らかにすることを目的とした．【対象】2003年1月から
2007年12月まで当院不育症外来を初診し精査を行った392例を対象とした．【方法】対象を全既往自然流産回数におけるCA

の割合が50％以上の群（CA群）63例と，50％以下の群（非CA群）329例に分類し，精査における異常値出現の頻度，
ならびに妊娠転帰について比較した．【成績】両群の平均既往流産回数（CAを含む／除く）は，　CA群262／OB7回，非CA
群2．70／259回であった．初診時検査において異常値出現頻度の高い，抗リン脂質抗体陽性，抗PE抗体陽性，第XII因子低

値プロラクチン高値黄体機能不全について比較したところ，黄体機能不全の頻度はCA群22／55例（400％），非CA群
71／268例（265％）と有意（p＝OO43）にCA群に多かったが，他はいずれも出現頻度に有意差は認めなかった．また，非

CA群にのみに夫婦いずれかの染色体異常を有する症例が存在し，有意差を認めた（CA群：0／32例，非CA群：19／160例，

119％，p＝0040）．妊娠転帰については，妊娠12週以前の流産を回避した症例はCA群22／28例（7＆6％），非CA群135／
171例（7＆9％）と有意差を認めなかった．【結論】反復CAの原因としては，夫婦染色体異常の関連は低い一方，黄体機能

不全の関与する割合の高いことが示された．反復流産に対して網羅的病因検索は理想ではあるが，既往CAを有する症例に
対しては，効率的な診療マネージメントの観点から，既往CAを考慮した検査項目の選択を行うことの必要性が示唆された．

62 不育症夫婦のストレスとメンタルヘルス　その実態と男女間の差について

○各務　真紀1，丸山　哲夫1，小泉　智恵2，西川　明花1，小田　英之1，小野　政徳1，荒瀬　　透1，長島　　隆1，

　内田　　浩1，小澤　伸晃3，吉村　泰典1

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室1，国立成育医療センターこころの診療部2，国立成育医療センター周産期診療部3

●

●

【目的】不育症患者の精神的ストレスの実態を把握することを本研究の目的とした．対象：2007年4月から12月までに当院

不育症外来を初回受診した82組の夫婦【方法】同意が得られた夫婦に対し，患者の背景，不育症のストレスに関する質問
と，Beck㌔Depression　Index　［BDI］，　State－Trait　Anxiety　Inventory［STAI－JYZ］二つの質問紙に回答を求めた．本研

究は慶雁義塾大学倫理委員会の承認を得ている．【結果】44組の不育症夫婦と，19人の女性患者から回答を得た．女性63
人，男性44人の平均年齢はそれぞれ345（28－44），358（27－47）であった．平均流産回数は27回（2－5），13人は過去に
生児を得ており，5人が死産を経験している．不育症のストレスに関する質問すべてにおいて，女性は男性より点数が高く，
特に個人のストレス（p〈0001），社会におけるストレス（p＜0．001），BDI（p＜0．001），　STAI（状態不安，特性不安ともに）

（p＜0．01）で有為に高かった．抑うつ傾向のある女性（BDI＞14）は63人中24人（3＆7％）と高く，男性では43人中6人
（139％）であった．3回以上の流産経験のある女性は2回の女性に比べ，より強い夫婦間のストレスを感じる傾向（p＝0．059）

にあり，生児のいない女性はいる女性に比べ，より強い個人と社会のストレス（p＜005）を感じているが，男性ではその傾
向は認めなかった．44人（69％）の女性が精神的な問題について専門機関への相談を一度でも考えているのに対し，男性で

は12人（27％）のみであった．【考察】不育症夫婦において女性は男性より強いストレスを感じていることが明らかになっ

た．不育症夫婦の精神的ストレスを評価し対応することは治療の上で重要であると考えられる．

63 一絨毛膜性双胎におけるキメラ／モザイク発生の新たなメカニズム

○大月　純子，永井　　泰
　永井クリニック

●

●

　キメラ／モザイクは2卵性双胎において数％の確立で起こることが知られているが，一卵性においても2精子が受精した
ことによるキメラ（semi　identical　twin）が昨年報告された．これは，2つの精子が受精した卵子が何らかの原因によって

分裂したものと考えられているが，その分裂原因は不明である．卵子が2分するメカニズムとして，我々はマウス卵にて紡
錘体のローテーションを抑制した場合，分裂溝形成が紡錘体中央のmidzone　particlesに向かって進み，卵が2分すること

報告した．また，卵子が2分する現象は第一極体放出時のみならず，精子が卵細胞質中に侵入後に起こる第二極体放出時に
も起ることから，これらの発見は，原因不明かつ極めて稀なsemi　identical　twinの解明に繋がると同時に一絨毛膜性双胎に

おけるキメラ／モザイク発生の新たなメカニズムである可能性がある．よって今回我々は，2分割卵子の発生能を調べること

を目的とし，マウス卵巣よりGV卵を採取し，既報告の方法にて2分割卵を作成後，　laserにて透明帯を数か所開口後に媒
性を行い，それぞれの受精能，胚盤胞発生能とその過程を調べた．結果，2分した両方の割球から第二極体放出が起こり，
それぞれの割球に雌雄前核形成が見られ，両卵細胞が受精能を有することが判明した．さらにその後の分裂が進んだ場合，

それぞれの卵細胞由来の胚が4細胞期から8細胞期となる時点でcompactionが起こり，一塊の桑実胚となった．つまり，
この時点の性染色体はXX／XX，　XX／XY，またはXY／XYのいずれかを示すことが考えられ，二つの異なる母由来遺伝子と

二つの異なる父由来遺伝子によるキメラ／モザイクとなる可能性が推測された．また，2例（2／13，154％）において胚盤胞

発生を確認した．よって，この卵子2分割現象は，一・絨毛膜性双胎でキメラ／モザイクが起こる新たなメカニズムとして提

案したい．今後さらに実験を重ね，染色体検査・遺伝子解析を行っていく予定である．
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64 反復流産患者における妊娠成立後のNatural　Cytotoxicity　Receptorsおよびa2V－

ATPase発現

●

○福井　淳史，中村　理果，山田　健市，木村　秀崇，太田智佳子，福原　理恵，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細胞表面に発現し，　NK細胞の細胞傷害性やサイトカイン産生を制御し

ていると考えられている．またa2V－ATPaseは単核球表面に発現し，　NK細胞の細胞傷害性やサイトカイン産生を助長すること

により細胞外環境を制御していると考えられている．我々は末梢血NK細胞のNCRs，　a2V－ATPase発現が，非妊娠時の習慣流

産患者で変化していることを報告した．この変化が妊娠成立後どのように変化するのかを明らかにすることを目的に以下の検討

を行った．【対象】当科で妊婦健診を施行しているもののうち患者の同意が得られた二回以上連続した流産既住を持つ反復流産

群（n＝10）と正常コントロール群（n＝62）．【方法】妊娠12週，20週，28週，36週に末梢血を採取しNK細胞におけるNCRs
（NKp46，　NKp44，　NKp30）およびa2V－ATPase発現をフローサイトメトリーにて測定した．本研究は当院倫理委員会の許可の

もと行った．【結果】CD56dlm／NKp46＋細胞は反復流産群で34．9±231％，コントロール群で51．1±197％と反復流産群で有意に

低値であり（p＜05），CD56b「19ht／NKp46＋細胞も反復流産群で73β±2＆7％，コントロール群で897±2＆7％と反復流産群で有意

に低値であった（p＜05）．CD56d’m／NKp44＋細胞，　CD56b’‘9ht／NKp44＋細胞は両群間に差を認めなかった．　CD56dlm／NKp30＋細胞は

反復流産群で123±97％，コントロール群で248±19．1％と反復流産群で有意に低値であり（p＜．05），CD56bT｜9h‘／NKp30＋細胞

も反復流産群で22．5±1＆8％，コントロール群で492±317％と反復流産群で有意に低値であった（p〈05）．CD56d）m／a2V－AT－

Pase“細胞，　CD56b「‘耳ht／a2V－ATPase÷細胞は両群間に差を認めなかった．【考察】NKp46，　NKp30はNK細胞産生サイトカイン

との関連が示唆されている．今回の検討から，これらの異常が妊娠成立後も反復流産患者で存在している可能性が示唆された．

●

65 着床期子宮内膜におけるマクロファージの役割

○中村　仁美12，Melinda　Jasper2，　John　Aplin3，香山　晋輔1，荻田　和秀1，熊澤　恵一，張　　　慶1，筒井　建紀1，

　木村　　正1，Sarah　Robertson2

　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科1，アデレード大学産婦人科2，マンチェスター大学産婦人科3

【目的】精漿との接触によりマクロファージが子宮局所に誘導される事から，我々は，子宮内膜におけるマクロファージが

局所の細胞間における情報伝達と子宮内膜の着床能を制御しているのではないかと仮定し，子宮内膜におけるマクロファー

ジの役割について検討を行った．【方法】子宮内膜上皮細胞株および初期培養細胞と単球細胞あるいはLPSまたはPMAに
より単球細胞より分化したマクロファージをtranswellを用いて共培養を行い，子宮内膜上皮細胞における胚接着分子の遺

伝子発現についてReal　time　PCRを用いて検討した．またSTAT3活性については，共培養後の子宮内膜上皮細胞から核蛋
白を抽出し検討した．胚接着分子のひとつであるFucosyltransferase　1（FUT1）およびFUT2の検討するため，レクチン
（DBA，　UEA－1）染色を行い，　now　cytometryを用いて検討した．【成績】子宮内膜上皮細胞中のIntegrinβ1，β3およびes－

trogen　receptorβmRNA発現はPMAにより刺激された単球細胞との共培養により増加し，　FUT1およびFUT2のmRNA
レベルは無刺激あるいはLPSで刺激した単球細胞との共培養により増加した．マクロファージとの共培養によりUEA－1お
よびDBA陽性細胞が増加し，抗LIF抗体の添加によりこれが抑制された．子宮内膜上皮細胞のSTAT3活性はマクロファー
ジとの共培養により有意に増加した．【結論】マクロファージが誘導するLIF－STAT3シグナルトランスダクションが胚接
着分子を介して子宮内膜の着床能を制御している事が示唆された．子宮内膜局所におけるマクロファージの質と量の調節不
全という概念により原因不明不妊が解明される可能性がある．

●

●

66 子宮局所における一過性遺伝子導入方法を用いた着床不全マウスモデルの作製

○香山　晋輔1，中村　仁美1，谷口　　武2，荻田　和秀1，熊澤　恵一，張　　　慶1，筒井　建紀1，金田　安史3，

　木村　　正
　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科1，医療法人定正会谷口病院2，大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治療学3

【目的】着床不全の治療方法を確立する事が現在の不妊治療の重要な課題のひとつである．しかしながら着床不全の病態だ

けでなく生理的な着床現象の分子機構ですら未だに解明されていない．着床期は短い期間であるにもかかわらず経時的に多

数の物質が関与する多段階反応であり，この間子宮内膜は構造的にも機能的にもダイナミックに変化をする事が知られてい

る，この経時的な多段階性を保つためにいくつかの多機能転写因子がこれらを制御しているのと考え，多機能転写因子のひ
とつであるSTAT－3に着目した．【方法】STAT－3が着床期子宮局所で活性化される事は知られている．しかし，　STAT－3

欠損マウスが胎生致死であるために着床期子宮局所におけるSTAT－3の機能は不明である．そこで着床期子宮局所におけ

るSTAT－3の機能を検討するために，生体内でその活性を抑制できる2本鎖DNAからなるSTAT－3　decoyを作製しHVJ－
E（haemagglutinating　virus　of　Japan　envelope）ベクターを用いて子宮局所に一過性遺伝子導入方法を行った．【成績】約

50％のSTAT3の抑制により，プロゲステロンレベルおよび局所のプロゲステロン受容体mRNAレベルは正常であるのに
もかかわらず子宮内膜の脱落膜化が抑制され，これにより着床不全が認められた．ヒト不妊症例についてSTAT－3の活性
を検討したところ，妊娠症例では着床期子宮内膜においてSTAT－3の活性が認められたが着床不全を疑う患者では活性の
低下を認めた．【結論】着床期子宮局所で約50％のSTAT－3活性を抑制する事で，プロゲステロン1／ベルが正常であるに
もかかわらず妊娠に至らないという，着床不全を疑う原因不明のヒト不妊症の状態をマウスで再現する事ができた．これら

結果よりSTAT－3が着床不全の診断および治療の分子標的と成り得る事が示唆された．

●

■
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67 卵巣ステロイドのヒト子宮微小血管内皮細胞に与える影響

161（285）

○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学

●

●

【目的】卵巣ステロイドがヒト子宮内膜腺上皮細胞，間質細胞に及ぼす影響について，さまざまな角度から検討されてきた．

一方，ヒト子宮微小血管系への作用については不明点が多い．今回，代表的な2種の卵巣ステロイド17beta－estradiol（E2）

およびprogesterone（P4）のヒト子宮微小血管内皮細胞に与える影響について検討した．【対象】ヒト子宮微小血管内皮細

胞（Cambrex社）をプールして用いた．また同意のもと18人の子宮体部に病変をもたない子宮頚癌・異形成患者の子宮内
膜を採取した，【方法】培養子宮微小血管内皮細胞の遺伝子発現に対するE2　and／or　P4の影響をcDNAマイクロアレイを

用いてスクリーニングした．有意に変動を認めた代表的遺伝子については定量的リアルタイムRT－PCRで確認した．これ
らの遺伝子のうちヒト子宮微小血管内皮における蛋白での発現が未知のものについて，ウエスタン・プロッティング，免疫
組織化学により調べた．【結果】E2　and／or　P4により培養子宮微小血管内皮細胞に，血管新生，水・電子・アミノ酸輸送，

免疫調整，蛋白・イオン結合，血圧制御などに関連する遺伝子群の発現が上昇した．これらのうちILIRL1，　WAS，　NPPA
について子宮内膜血管内皮細胞に蛋白の発現・局在を認めた、【考察】上述の所見から，卵巣ステロイド（特にP4）はヒト

子宮微小血管内皮細胞に作用して，血管新生，浮腫状変化，あるいは末梢血からのナチュラルキラー細胞を含む白血球血管
外遊走などの現象に関与することが推測される．

68 血小板由来液性因子によるextravillous　trophoblasts（EVTs）の遊走・分化に及
ぼす影響

○岡本　尊子，佐藤　幸保，堀江　昭史，高尾　由美，藤原　　浩，小西　郁生
　京都大学医学研究科婦人科産科学教室

●

●

【目的】妊娠初期においてextravillous　trophoblasts（EVTs）は母体血管に向かって遊走し，その内皮細胞と置換し血管を

再構築していく．この過程は胎盤形成において重要とされるがその詳細な機序は不明である．今回我々は血小板由来の液性
因子がEVTに及ぼす影響について調べたので報告する．【対象】治療目的で子宮全摘術を行った妊娠9週の胎盤と子宮内膜，

人工妊娠中絶にて採取した妊娠6から9週の絨毛組織を患者に同意を得た上で用いた．【方法】妊娠9週の胎盤・子宮内膜
組織より凍結切片を作成しCD41，　CK7にて二重蛍光染色することによって血小板の局在を調べた．また妊娠初期の絨毛組

織よりEVTを分離し，　invasion　assayを用いて活性化した血小板存在下に12時間後に浸潤するEVTの数をcountした．
加えてEVTを活性化血小板存在下で培養し48時間後の形態の変化の観察と表面マーカーの発現の変化を調べた．【結果】母
体の血小板はendovascular　trophoblast表面に存在しており，その周囲の細胞外マトリックスにより活性化していることが

想定された．Invasion　assayにてEVTの浸潤は活性化した血小板の存在下でより増強された．また血小板の作用によりEVT

のendovascular　trophoblast様の形態変化が認められ，　integrinα1の発現の増強が認められた．【考察】活性化された母体

血小板がEVTの血管内皮細胞への遊走・分化を制御しうることが示された、

69 不妊治療中に流産となった患者への面i接調査

○越光　直子，原井　淳子，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】不妊治療後ようやく妊娠したにも関わらず流産となってしまった患者は妊娠の喜びが大きいだけに流産の悲しみは

深いと考えられる．当院では2000年に流産後の患者に対し，聞き取りによる調査を行い，その結果を踏まえた流産後の看
護を継続してきた．今回，流産前後の看護をより充実させるため，再度検討したので報告する．【対象・方法】当院で2006

年7月から2008年4月までに不妊治療後妊娠し，流産となった患者84名に対し，流産手術後の外来受診日に調査の趣旨を
説明した後，当院作成による質問紙を用いた聞き取りによる面接調査を行った．【結果】「悲しみ」は，流産告知時に最も強
く感じ（約70％），「恐怖心」は流産告知時から手術が行われるまでに強く感じる患者が多かった．「看護師の関わり」では，

流産告知時から継続的に関わって欲しいという意見が約50％を占めていたが，どちらともいえない，関わって欲しくない
という意見もあった．「看護師の対応に関する満足度」では，約70％が満足していた．面i接時の患者の言葉より，個々に応

じた言葉かけや，手を握るなどの安心感につながる関わりが患者満足に結びついていることがわかった．【考察】前回の調

査では，流産後の精神的ケアが重要であるという結果が得られた．今回，流産告知時に最も精神的苦痛が増大し，時間の経
過と共に軽減していくことが明らかになった．また，全ての時期に看護師に関わって欲しいと感じている患者が多く，特に
手術当日に関って欲しいということが分かったが，どちらともいえない，関わって欲しくないという意見もあった．このこ

とより，前回報告した流産後のケアに加え，流産告知時からの詳細な情報提供や情緒的な面の継続的な看護が重要であるこ

とが再確認された．今後も，患者の個別性を理解し，適切な時期を見極め，流産後の看護の統一を図っていくことが大切で
あると考える．

○
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70 ARTにおける自己注射は患者のQOL向上に貢献するか？
●

○園田　敦子，福田貴美子，中村　　静，久保島美佳，金子　清美，池田　美樹，河野　照美，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患者は連日の通院負担により生活が制限されやすい，自己注射を行うことが患者のQOL向上に貢献するのか検
討した．方法1．対象は2007年ART施行した445症例546周期（39歳以下で採卵回数3回以下）．十分なインフォームド
コンセントのもと自己注射を行った群（S群：腹部に皮下注射）と行わなかった群（N群：医療機i関で筋肉注射）で，FSH・

HMG総投与量，採卵数受精率，妊娠率，通院日数について検討した．2．自己注射を行った経験のある患者150名に，2008

年3月に自己注射に関するアンケート調査を実施した．結果1．S群は330症例，394周期，平均年齢342歳平均FSH・HMG
総投与量1841単位，平均採卵数10．1個，受精率78．7％，妊娠率（胚盤胞移植あたり）550％．N群は134症例，152周期，

34．1歳，1844単位，＆3個，78．1％，474％，両群間に有意差はなかった．平均通院日数はS群42日，N群9．6日でS群で
有意に短縮した（P＞005）．2．アンケート回収率は74％．平均年齢362歳，平均不妊期間4年7ヶ月，有職率57％．自己
注射に対するイメージは，実施前は痛い，怖い等マイナスイメージを持っていた者が908％，実施後は簡単，痛くない等プ

ラスイメージに変わった者が792％であった．また，利点として，生活リズムの維持が77β％と最も多く，次に仕事の支
障が減った402％とQOLに関する回答が多かった．次回も自己注射を希望すると答えた者は932％であった．一方で，実
際には手技に問題がなくても失敗したのではと感じたことのある者が296％，負担に感じる者も434％いた．考察今回の調
査で，自己注射はARTの治療成績に影響を与えず，　QOLの向上に貢献していることが明らかとなった．しかし，負担に感
じながらも自己注射を選択する患者の存在も明らかとなり，自己注射を行う患者への支援について更に検討を重ねている．

●

●

71 不妊女性患者における不安と抑うつの検討

○小川真里子，高松　　潔，菅原　かな，佐藤　健二，岡崎　雅子，吉田　丈児，宮地　系典，兼子　　智，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

【圓的】不妊外来では，しばしば不安や抑うつを訴える患者に遭遇するが，これまでその実態についてはあまり検討されて
いない．今回我々は，当院リプロダクションセンター女性外来の初診時における不安および抑うつについて検討した．【方

法】2008年2月から3月の2ヵ月間に当院リプロダクションセンターを不妊検査および治療の目的で初診した女性患者43
例（年齢329±生0歳）を対象とした．初診時に同意の上，心理テストであるSDS（自己評価式抑うつ性尺度）とHADS（Hos’
pital　Anxiety　and　Depression　Scale）を施行し，年齢，不妊期間，職業の有無治療歴，妊娠分娩歴および男性不妊との関

係について検討した．【成績】全症例のSDS粗点の平均は383±6．2点であった，　HADS総スコアは93±4．3点であり，不安

度スコアは5．4±27点抑うつ度スコアは38±25点であり，抑うつよりも不安の傾向が強かった．年齢および不妊期間と
SDS粗点，　HADSスコアの間には相関はみられなかった．職業の有無において，　HADSの総スコアおよび抑うつ度スコア
で無職患者が有職患者よりも有意に高値を示し，またSDSでも同様の傾向がみられたことから，無職患者において有職患
者よりも抑うつ傾向が強いと考えられた．また，HADS上，妊娠分娩歴，男性不妊が不安および抑うつに関係している傾向
がみられた．【結論】不妊女性患者において不安や抑うつをきたす要因としては，年齢や不妊期間よりも，職業の有無や妊
娠分娩歴，男性不妊の有無が問題となる可能性が示唆された．

●

●

72 不妊症および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1，北島　道夫1，平木　宏一，カーンカレクネワズ1，宮村　泰豪2，蓮尾　敦子2，増崎　英明1

　長崎大学医学部産婦人科1，みやむら女性のクリニック2

【目的】昨年我々は，不育症患者が健常女性と比較して強い精神的ストレスを受けていることを本学会で報告した．そこで，

今回は不妊症患者についても同様の調査を行い不育症患者と比較した．【方法】当科および協力施設の外来を受診した不育
症患者（不育群）21例および不妊症患者13例（不妊群）を対象とし，簡易質問表（SRQ－D，　SDS，　Impact　of　event　scale）

による調査をインフォームド・コンセントのうえ行った．また対照として，一般健常女性（一般群）13人に同様の調査を行

い比較検討した．【成績】SRQ－Dスコアは不育群で他の2群より有意に高かった（不育群vs不妊群vs一般群；10．0±59，
6．9±33，56±28，P＝α04）．また，　Impact　of　event　scaleスコアは不育群と不妊群が一般群より有意に高かった（不育群

vs不妊群vs一般群；210±150，17B±138，息5±11．6，　P＝004）．　SRQ－Dで境界域以上のうつと診断された割合は不育群

では333％，不妊群で77％，および一般群で7．7％と不育群で高い傾向にあった．SDSで中等度以上のうつと診断されたも
のは4例で，いずれも不育群であった．【結論】不育症患者は，不妊症患者と比べてストレスを表すスコアが高かった．不

妊症不育症に関わらず，ストレスを強く感じている患者には，より注意深く接し，専門家へのコンサルトも考慮する必要
がある．

●

●

●
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POO1 GnRHa前投与を行った異なる凍結方法による卵巣機能の回復についての検討

〇五十嵐　豪，鈴木　　直，井埜まり絵，高江　正道，樽見　　航，高橋　則行，石塚　文平

　聖マリアンナ医科大学産婦人科

●

●

目的：近年，化学療法後の血液腫瘍疾患患者で卵巣組織凍結保存・移植による出産例の報告がある．一方，GnRHaを化学
療法時に併用することで，卵巣への抗がん剤による毒性を保護するという報告もある．そこで，本研究ではGnRHa前投与
後に2種類の凍結法にて卵巣凍結を行い，自家移植後の卵巣機能の回復について比較，検討した．方法：6～8週齢のウィス

ターラットの卵巣を摘出後，組織を約mm大に細切し，同日筋膜下に自家移植を行った群（A群），卵巣を摘出・細切後ガ
ラス化法で凍結し，1週間液体窒素に保存し，融解・移植を行った群（B群），B群と同様の操作を緩慢凍結法で行った群（C

群）を設定した．これらを対照群として，GnRHa　a75mg／kgを皮下注射し，膣細胞スメアにて各群での発情周期の停止を
確認し前述の3群と同様の操作を行い（各A＋，B＋，　C＋群），発情周期の回復を観察した．検定はt検定を用いた．成績：
各群の発情周期の回復日数及び匹数は，A群：106±5．5日（6／6），　B群：213±51日（3／3），　C群：la5±2．1日（4／6），　A＋

群：34±2日（7／7），B＋群：273±05日（6／6），　C＋群：48±134（5／6）であった．以上の結果から，　GnRHa投与後の移

植卵巣の機能は非投与群と同様に保持された．また，凍結保存を行った群においても，発情周期の回復が確認できた．なお，

B群とC群において発情周期の回復日数に有意差が認められなかったが，B＋群とC＋群には有意差が認められた（P〈
0．05）．考察：GnRHa投与後の卵巣凍結が卵巣機能を保持することが可能であったことから，化学療法が先行される卵巣摘
出・凍結保存予定の患者への応用の可能性が示唆された．また，その際にはガラス化法が緩慢凍結法と比較し卵胞へのダメー

ジがより少ない可能性があると考えられた．

POO2 ヒト卵子凍結保存におけるCryotop法の臨床効果：11施設の成績の分析

○桑山正成加藤修
　加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所

●

●

【目的】Cryotop法によるヒト卵子のガラス化保存成功例を報告（Kuwayama．2000）して以来，様々なIVF施設により追試
が行われている．本研究では，Cryotop法による卵子凍結の臨床効果を知るため，当院で技術訓練を受けた技師の所属する

国内外施設で蓄積されたデータを集計，解析した．【対象】2002－2007年，6力国11カ所のIVF施設で，同意の得られた卵
子凍結適応患者．調査施設は，日本：加藤レディスクリニック，アメリカ：AIOF，　CCRM，　NHFC，スペイン：IVI　Valencia，

Madrid，　Caliente，メキシコ：IVI　Mexico，　IMI，イタリア：RAPRUI，コロンビア：CECOLFES．【方法】計9350個の

卵子をCryotop法によりガラス化保存した．すなわち3段階で15分間卵子を平衡後，ガラス化液で1分間洗浄し，　Cryotop
を用いて最小液量のガラス化液で超急速冷却保存した．融解は37℃の1Mショ糖液にて行い，凍結保護剤の除去は3段階
で行った．2時間培養後，媒精はICSIにて行い，市販の連続培地で胚盤胞培養を行った．胚移植は分割または胚盤胞期に行っ

た．【結果】融解後＆181（875％）個が生存した．生存率は施設により73£から992％とばらついた．正常受精率は，814％
（71－92％），うち866％（80－97％）が分割し，胚盤胞発生率は平均44B％（40－57％）であった．総胚移植周期数は1，589（3，579

個，平均23個／移植）で，619症例に妊娠成立，妊娠率39％，着床率26％であった．これまで360例の分娩から406人（207
男，199女）の健康な挙児が得られた．【考察1国を超えた多数の良好な成績から，ヒト卵子の凍結保存法としてのCryotop
法の臨床的有効性が示唆された．

POO3 当院で施行したヒト卵子凍結の検討

○岡野真一郎’，絹谷　正之1，平岡謙一郎1，井口　裕樹2

　絹谷産婦人科1，いぐち腎泌尿器科クリニック2

●

●

【目的】ヒト卵子凍結の臨床成績について検討した．【対象】これまでに当院で施行したヒト卵子凍結は6例で，不妊治療4

例，待期目的2例（45歳未婚；将来の挙児のため，35歳未婚；乳癌の化学療法予定のため）であった．不妊治療4例の適応
は男性因子3例（症例1；無精子症，症例2・4；高度乏精子症），卵管因子1例（症例3）で，症例1は卵子数に対して新鮮
TESE精子が不足したため，症例2・4は採卵当日の射出精液中に運動精子が認められなかったため，症例3は採卵当日に夫
がEDとなったため，患者の同意のもと緊急処置として卵子凍結を施行した．【方法】卵子凍結は超急速ガラス化法を用い，

まずMII卵子を75％EG＋75％DMSO溶液で15分間平衡し，次に15％EG＋15％DMSO＋α5M　Sucrose溶液に1分間浸漬し
た後，約1μ1の凍結液と共にCryotopの先端部に載せ液体窒素中に投入した．融解は10M　Sucrose溶液にCryotopの先端部
を投入し，融解後の卵子を症例1・2・3はα5M　Sucrose溶液に3分間，　OM　Sucrose溶液に5分間を2回，症例4では0、5M，

025M，α125M　Sucrose溶液に各3分間，　OM　Sucrose溶液に5分間浸漬し，2時間の回復培養後にICSIに供した．　ICSIには

症例1・2は新鮮TESE精子，症例3は凍結射出精子，症例4は凍結TESE精子を用いた．【結果】融解後の卵子生存率は各々
75％（3／4），100％（4／4），100％（1／1），944％（17／18），全体で926％（25／27），ICSI後の受精率は各々0％（0／3），25％

（1／4），0％（0／1），294％（5／17），全体で24％（6／25）であった．症例2は受精後分割せず，症例4は4個が分割し，2個

を卵子融解後3日目に同期化した子宮内に移植した．その後単胎妊娠を確認したが妊娠8週で流産となり，絨毛の染色体分
析の結果は47，XX，＋4であった．【考察】凍結融解後の卵子生存率は高く，一方受精率はかなり低かった．一例ながら妊娠

例が得られ，ヒト卵子凍結の臨床的有用性が確認されたが，その安全性・有用性については更なる検討が必要と考えられた．
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●

POO4 タイムラプスシネマトグラフィーを用いたヒト初期胚の経時的観察と胚質との関連
についての検討

○中原　辰夫1，小林　浩治1，滝川　幸子1，鈴木　恭輔1，眞鍋　修一，梅津　朋和［，後藤　真紀1，岩瀬　　明1，

　吉川　史隆，安藤　寿夫2

　名古屋大学医学部産婦人秤，豊橋市民病院総合生殖医療センター2 ●

　ヒト体外受精後の胚質評価の方法としては形態学的評価に基づくVeeck分類などがあるが，胚の発育速度を考慮した胚の

評価法については確立されたものは少ない．今回我々は倫理委員会の承認を得て，同意の得られた症例のICSI施行後卵子
（約100症例200個の卵子）を，タイムラプスシネマトグラフィーを用いてICSI後約24－72時間観察をおこなった．初期胚
の胚質をexcellent，　good，　fair，　poorのグレードに分類し，タイムラプスシネマトグラフィーによる観察により明らかとなっ

た精子注入後から前核出現までの時間，前核消失までの時間，卵割開始までの時間，卵割後2細胞から3細胞および3細胞
から4細胞へ到達するまでの所要時間などと胚質との関連について検討をおこなった．前核出現から前核消失までの時間お
よび卵割開始までの時間は胚質良好卵（excellent，　good）においては胚質不良卵（faiちpoor）に比べて短い傾向がみられた

が，その他については一定の傾向は認められなかった．またその後の妊娠率などとの関連についても検討をおこなったので
あわせて報告する、

●

POO5 ヒト単為発生における微小管形成の検討

○宇賀神智久，寺田　幸弘，長谷川久隆，荒井真衣子，立花　眞仁，結城　広光，村上　　節，岡村　州博
　東北大学病院産婦人科

【背景】醤歯類を除く哺乳動物の受精では，精子中心体から放射状の微小管（精子星状体）が形成され，雌雄前核の移動・

接合に重要な役割を果たしている．しかし，卵子細胞質内にも機能的中心体は存在し，単為発生のような精子中心体を欠く

卵割では微小管形成中心としてその役割を果たしていることが家畜卵子を用いた実験によって明らかになってきた．しか
し，ヒトでの単為発生に関する微小管形成の報告はない．【目的】ヒト単為発生における微小管形成を観察し，その微小管

形成中心の存在を検討する．【方法】多嚢胞性卵巣症候群の患者に対して腹腔鏡下卵巣多孔術を行った際に未熟卵を回収し

た．尚，未熟卵の使用に当たってはインフォームドコンセントを行い，当院倫理委員会の承認を得た．回収された未熟卵に

対して体外成熟培養を行い，M2期となった成熟卵を5μMのイオノマイシンに暴露して卵活性化処理を施し，極体放出阻害

剤として2mMの6一ジメチルアミノプリン（6－DMAP）を加えて培養した．固定の1時間前に微小管合成促進剤として2μM
のパクリタキセル処理を行った．卵活性化処理の2時間後と6時間後に卵を固定し，免疫蛍光染色を行い，卵子内での微小
管形成を観察した．また細胞質分裂阻害剤として2．5μMのサイトカラシンDを，卵活性化処理6時間後に加えて培養した．
【結剰卵子活性化2時間後には，卵子細胞質内に複数の微小管形成による星状体が観察された．卵子活性化6時間後には，

卵子中心部に移動していた雌性前核周辺に微小管の束が形成された．サイトカラシンDで処理を行ったものでは，分裂紡錘
体が卵子細胞質内に観察された．【結論】ヒト卵子も，単為発生において微小管形成中心及び分裂紡錘体を形成可能であり，

精子中心体が存在しない場合には，卵子細胞質内の機能的微小管形成中心として働くことが示された．

●

●

POO6 ガラス化保存・融解未成熟マウス卵巣の免疫不全マウス腎被膜下移植後の卵母細胞
体外成熟能について

○岩瀬　　愛12，佐藤　舞子13，本橋　秀之旦・1，山海　　直1，佐藤　嘉兵5，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：三共ラボサービス株式会社技術部2，現所属：株式会社アニマルケ
　ア事業開発本部3，医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター1，日本大学生物資源科学部応用生物科学科5

【目的】本研究では，12日齢未成熟マウス卵巣を用い，DAP213によるガラス化保存・融解後に免疫不全マウス腎被膜下移
植した卵巣組織由来卵母細胞の体外成熟能について検討した．【方法】実験には12日齢B6CBFI雌マウスの卵巣を供試した．

卵巣はDAP213によるガラス化保存後3日以上液体窒素中で保存した．移植は卵巣組織を定法によって融解した後，7－9週
齢のSCID雌マウスの腎被膜下に移植した．12日後に卵巣を回収し，　IIU／ml　FSH，10ng／ml　EGFおよび5％FBS添加α一
MEMで成熟誘起し，17時間後に卵母細胞の成熟能を，　OCCs（oocyte－cumulus　cell　complexes）および裸化卵母細胞につ

いて判定した．【結果】移植卵巣組織から回収した卵母細胞について体外成熟誘起を行った結果，非ガラス化区のOCCsに

おけるGVBDへの到達率およびMII率はそれぞれ88％，79％，裸化卵母細胞では，85％，63％となり，　Totalではそれぞ
れ88％，69％であった．一方，ガラス化区のOCCsにおいては，それぞれ93％，87％，裸化卵母細胞では，82％，45％と
なり，Totalではそれぞれ87％，75％であった．また，卵母細胞の直径は，非ガラス化区，ガラス化区共に70μm前後に達
した．【結論】本実験の結果，簡易ガラス化法であるDAP213による保存法により凍結・融解した12日齢マウス卵巣は，　SCID

マウス腎被膜下移植によって体内成長し，体外成熟誘起可能な卵母細胞が得られることが明らかとなった．なお，現時点で

非ガラス化区において，体外成熟した卵母細胞29個（GVBD－MII）を体外受精したところ，11個が2－cellに発生し，レシ
ピエントへの卵管移植（10個）により6匹の産子が得られた．今後はガラス化区についても検討していきたい．

●

●
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●

POO7 マウス卵における卵子特異的遺伝子発現量の解析

○持丸　佳之，久慈　直昭，高野　光子，山田　満稔，浜谷　敏生，浅田　弘法，末岡　　浩，吉村　泰典

　慶慮大学医学部産婦人科

●

■

【目的】DNAマイクロアレイ技術の普及により，成熟卵に発現する全遺伝子の量的プロフィールから発生能や妊孕性を類推

しようという試みが始まっている．しかし実際に個々の卵子で各遺伝子がどの程度平均して発現しているのか，あるいは卵

子ごとにどの程度の差があるのかはわかっていない，また微量検体からのRNA抽出法あるいは遺伝子増幅法の信頼性も
検証する必要がある．今回われわれは，卵子にある程度多量に発現している2つの遺伝子について，マウスをモデルとして
定量PCR法により遺伝子発現量の差を検討し，　RNA抽出・増幅法による結果の信頼性を検討した．【方法】PMSG　5iuとhCG

5iuにより過排卵を行った6週令BDFI雌マウスからhcG投与後16時間に採取した未受精卵を用い，　TRIzolにより全RNA
を抽出した．全量で10μ1にした抽出液中の1μ1から，TaqManプローブを用いた定量RT－PCR法によってUCHL1および
HIFOOを増幅し遺伝子発現量の解析を行った．また単一・卵子からの抽出と卵子5個まとめての抽出とを行い比較検討した．

【結果】3個の単一卵子について解析を行った結果，1細胞あたりUCHLヱは8700±2716コピー，　HヱFOOは10742±3090コ
ピーであり，両遺伝子とも2倍までの範囲に推測発現量は位置した．また同様に卵子5個から抽出された両遺伝子は1細胞
あたりでそれぞれ12212±5818コピーと16579±9225コピーであった．【考察】TaqManプローブを用いた定量PCR法によ
り，単一卵子からU℃HLヱおよびHIFOO遺伝子を定量的に解析することが可能であった．しかし，測定されたコピー数は
いまだにかなりのばらつきがあり，これが個々の卵子の差によるものか，測定誤差であるかは今後さらなる検討が必要であ
る．

POO8 マウス卵特異的新規Krab－zinc　finger遺伝子の発現解析

○山田　満稔12，浜谷　敏生1，阿久津英憲2，持丸　佳之1，高野　光子’，浅田　弘法1，久慈　直昭1，吉村　泰典1

　慶応義塾大学医学部産婦人秤，国立成育医療センター研究所生殖医療研究部2

●

●

【目的】未受精卵で停止されていた遺伝子発現は受精後に再開され（胚性ゲノムの活性化），着床前期胚発生が始動される．

今研究では，胚性ゲノムの活性化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cDNA　libraryにおけるExpressed　sequence　tag（EST）頻度を解析することにより，卵細胞で特異
的に発現する新規遺伝子をiη5砒oに抽出した．なかでも，その推定アミノ酸配列に転写因子を示唆するドメインが含まれ
るものに注目し，詳細な発現検討を加えた．【対象】1（ruppel－associated　box（KRAB）ドメインはC2H2　zinc－fingerモチー

フとともにDNAに結合，もしくは他の蛋白と結合して翻訳抑制ドメインとして機能することが知られている．そこで，　KRAB
ドメインおよびC2H2　zinc－fingerモチーフを持ち，卵子特異的に発現する新規遺伝子群を対象とした．【結果】1）卵細胞

および着床前期胚におけるマイクロアレイの結果，卵細胞に特異的に発現する1（rab－zinc五nger遺伝子は，受精後，発現量

は低下した．2）6－8週齢マウスの多組織パネルおよび胎生4．5－185日の胎児を用いたノザンプロットでは発現を認めなかっ
た．3）Reverse　transcription－polymerase　chain　reaction（RT－PCR）では卵子のみならず，精巣，卵巣にも発現を認めた．

4）卵巣におけるiη5加　hybridization法の結果，卵子に特異的に発現を認めた．【考察】以ヒの発現解析の結果から，今回

研究対象とした新規Krab－zinc　finger遺伝子の卵特異的発現が証明された．今後は，卵形成過程あるいは着床前期胚発生に

おける機能解析を進める予定である．

POO9 共培養法を用いたマウス未成熟卵子の体外成熟に関する検討

○辻　　麻美1，佐藤　嘉兵2

　日本大学大学院生物資源科学研究科応用生命科学専攻1，日本大学生物資源科学部応用生物科学科2

■

●

【目的】卵丘細胞除去卵子の体外成熟には細胞質の成熟と，核の成熟の観点から未だ問題点が多い．本実験では卵丘細胞と
未成熟卵子を共培養することによる卵成熟への効果について検討した，【方法】ddY　5～7週齢の雌マウスにPMSGを投与後

46～48時間以内に卵巣から卵丘細胞複合未成熟卵子と採取時に裸化していた卵子を回収した．回収した卵丘細胞複合未成熟

卵子の一部はピペッティングにより卵丘細胞を除去し，卵丘細胞除去卵子とした．除去した卵丘細胞は80％コンフルエン

トになるまで培養し，共培養に用いた．培養液には，10％FBSを含むmedium199にリコンビナントFSHとhCGを添加し
たものを用いて，非共培養区では卵丘細胞複合未成熟卵子，裸化卵子，過熟裸化卵子を，共培養区では裸化卵子，過熟裸化
卵子を17～19時間培養し成熟率を検討した．培養後のMII期到達の判定は第一極体の放出を指標とした．【結果及び考察】

非共培養区におけるMII期への成熟率は，卵丘細胞複合未成熟卵子で80％，卵丘細胞除去卵子で64．3％，裸化卵子で45．5％

であった．共培養区では卵丘細胞除去卵子で727％，裸化卵子で6＆6％となり，非共培養区に比べて成熟率が有意に高くなっ

た（P＜005）．卵子の成熟には卵丘細胞からの物質の輸送が関わっており，卵丘細胞除去卵子や裸化卵子では成熟率が低い，

本実験の結果，共培養区では裸化卵子，過熟裸卵子ともに成熟率が向上したことから，卵丘細胞との共培養は卵丘細胞除去
卵子と裸化卵子の体外成熟培養において効果的である可能性が示唆された．今後，これらの成熟卵子の受精能，発生能につ

いても検討していく予定である．
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PO10 マウス初期発育卵胞の2段階IVG（ln　Vitro　Growth）による発育誘導と卵母細胞
の成熟

●

○持田菜穂子1，長谷川昭子2，小森　慎二1，香山　浩二12

　兵庫医科大学産科婦人科学教室1，兵庫医科大学先端医学研究所発生生殖部門2

●

【目的1卵巣には未熟な卵母細胞が多数含まれており，これを利用することは難治性不妊症の治療に有効である．我々はこ

れまで，16日齢マウスのガラス化保存卵巣由来の卵母細胞が，IVGを経て正常な産仔へ発生することを報告した．本研究で

は，7日齢マウスより直径95μm未満の初期発育卵胞を採取し，2段階IVGによる発育誘導を試みた．【対象】実験動物：7
日齢BDF1マウス【方法】卵巣から採取した卵胞を，直径により3群に分け（A：80～95μm，　B：70～80μm，　C：60～70μm），

コラーゲンゲルに包埋後9日間培養した（IVG－1）．発育した卵胞はコラゲナーゼ処理により単離し，引き続きコラーゲン

コート膜上で8日間培養した（IVG－2）．発育した卵母細胞・穎粒膜細胞複合体（OGC）は，成熟培養を行い，　IVFに用い

た．また，卵母細胞の質を検討するためRT－PCRを行って，　BMP15およびGDF9の発現を調べた．【結果】IVG－1後の，
卵胞発育率はA群：73．9％，B群：292％，　C群：47％であり，採取時の卵母細胞直径が大きく，穎粒膜細胞層が厚い群ほ

ど，高率に発育した．また，7日齢マウス卵巣中の卵胞の直径と，そこに含まれる卵母細胞のBMP15発現量には相関がみ
られた．2段階IVGによりA，　B群由来の卵母細胞は受精可能な卵子へと発育，成熟した．2段階IVGで発育した卵母細胞
のBMP15およびGDF9の発現はin　vivo発育卵母細胞と同じであった．　IVF後の受精率，胚の分割率は，それぞれA群：
20．3％，786％，B群：222％，75．0％であり，両群間に有意差はみられなかった．【考察】採取時の直径が95μm未満，す

なわち穎粒層が2－3層の初期発育卵胞でも，2段階培養法を用いることで，これまでより良好な培養成績を示すことができ
た．この結果は今後の生殖補助医療に有用な情報と考えられる．

●

PO11 マウス単一卵胞培養におけるactivinA，　androgen添加の影響

○奥津　由記，大畠　紀子，武井　智美，杉下　陽堂，高江　正道，石山めぐみ，伊藤　正則，鈴木　　直，田村みどり，

　石塚　文平

　聖マリアンナ医科大学病院産婦人科

【目的】動物モデル実験における卵胞評価では，卵巣が様々な段階の卵胞の集合体であるがゆえ，卵巣全体の評価はできて

も個々の卵胞発育に関して検討することは困難であった．そこで我々は，種々の因子が卵胞発育に及ぼす直接的な影響を検

討するためには単一卵胞培養が不可欠と考え，標準的手技の改良を試みてきた．今回は，前胞状卵胞（卵胞径130～200um）
の単一卵胞培養系の確立を目的とし，過去の卵胞培養方法を再検討した．【方法】単一卵胞培養系における使用マウス日齢，

卵胞単離にかかる時間，使用針，採取卵胞径，培養液について，卵胞生存率，卵胞形態，卵胞径の変化などから評価した．
【結果】使用マウス日齢は14～16日齢が最も良好な採卵胞率が得られた．卵胞径は130～200umで最も生存率が良好であり，

100um以下では著明に生存率が低下した．卵胞単離にかかる時間が短いほど生存率は良好であった．使用針は25G，30Gに
差は認められなかった．培養液はαMEM，0．1％ITS，10％FBS，　rFSH100mlU／mlを基礎とした．抗生剤（PIPCIOOIU／ml）
の添加の有無により生存率は変化しなかった．activinA　1000r　200　ng／mlを添加しても，生存率，卵胞発育径に差は認めな

かった．Androgen（DHEA，　androstenedione，　testosterone）1070r　1㌍M添加しても，生存率と発育卵胞径に差は認め
なかったが，穎粒膜細胞の電子顕微鏡所見では細胞の変性が認められた．【考察】単一卵胞培養における卵胞発育においてac－

tivinA添加の影響は少なかった．　Androgen添加は，細胞レベルでの変性をおこすことが示された．

●

●

PO12 ウサギ始原生殖細胞の単離と培養

○掛川　　亮1，竹原　俊幸1，寺村　岳士2，佐川　典正2，細井　美彦1

　近畿大学大学院生物理工学研究科’，三重大学大学院医学研究科2

【目的】ウサギは体が大きいため外科的手術がマウスより容易に行うことができる．生理学的にげっ歯類よりも霊長類に近
いため，ヒトの血管疾患などの研究，薬効・安全性試験と広く用いられている．マウスにおいては体外で始原生殖細胞（PGCs）

を培養することができ，Embryonic　germ　cells（EGCs）も得られている．そのため，ゲノムインプリンティングや生殖細
胞形成のメカニズムの研究に用いられている．他の種においても体外でPGCsが培養iできればより多くの知見を得ることが

できる．ウサギでは体外でのPGCs培養，　EG細胞を得る系は整備されていない．本研究ではウサギPGCsおよびEGCsの
培養を試みた．【方法】95dpcのNW種から胚を回収し，生殖原基に相当する部分を解離して細胞懸濁液を得た．得られた
細胞懸濁液をfeeder細胞の上に播種し，各種成長因子を添加して培養した．また，得られた細胞群を免疫化学的手法，　RT－

PCRを用いて評価した．【結果】LIF，　bFGF，　Forskolinを添加することで体外においてPGCsを培養することができ，マ

ウスEmbryonic　stem　cells（ESCs）に似た細胞群を得ることができた．また，得られた細胞群から未分化関連マーカーが

確認され，胚様体を形成することで三胚葉への分化を確認した．【考察】各種成長因子を添加することでウサギPGCsの生
存性・増殖性の促進に有効であった．また，ALP，　Oct－4，　SSEA－1を発現している未分化な細胞群が得られた．得られた

細胞群は胚様体を形成することで三胚葉への分化も確認されたことから，EG様細胞を得ることができた．他の種において
も成長因子を添加することでPGCsを体外で培養できれば，生殖細胞形成のメカニズムの知見を得られる可能性がある．

●

●
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●

PO13 無フィーダー，無血清培養系を用いたカニクイザル胚性幹細胞の培養と神経細胞の
分化誘導

●

●

〇三原　敏敬1，竹原　俊幸1，寺村　岳士2，小野寺勇太2，細井　美彦1

　近畿大学大学院生物理工学研究科生物工学専攻’，近畿大学医学部附属病院高度先端総合医療センター再生医療部門2

　ES細胞は三胚葉全ての細胞に分化することができる分化多能性を保持しているため，ヒトの再生医療用材料として注目さ
れている．しかし，ES細胞の胚様体を介した自発的分化により得られた分化細胞には未分化細胞が混在しており，移植後の

腫瘍化の危険性が危惧されている．本研究ではヒト前臨床モデルであるカニクイザルES細胞を用いて細胞移植実験や基礎研

究により純度の高い分化細胞を提供することが出来るような，直接的なES細胞の分化誘導系の設定を目的とし，研究を行っ
た．本実験では，当研究室で樹立されたカニクイザルES細胞を用いた．まずカニクイザルES細胞の未分化性の検討を行い，

その後Feeder細胞非存在環境下でのカニクイザルES細胞の培養条件の検討，及びReal　time　PCR，　Western　blotを用いて

未分化性の検討を行った．次にDMEM／Fl2－N2，　bFGFよりなる神経誘導培地に交換することで，神経系細胞への直接的な

分化誘導を行った．本研究でえられた培養条件下で，カニクイザルES細胞は安定的に未分化性，正常核型を維持しているこ

とが確認された．また，従来の胚様体を介した自発的分化により得られた分化細胞では三胚葉全てのマーカーの発現が確認

された．これらのES細胞を用いてFeeder細胞非存在下で神経細胞へ分化誘導を行った結果，　Nestin，　Musashi－1といった

神経幹細胞マーカーの発現に加え，神経軸索様構造の進展，04，TuJ，　THといった機能性神経細胞マーカーの発現が確認さ

れた．本実験の結果，Feeder細胞非存在環境下で未分化マーカーの発現を維持したまま，カニクイザルES細胞の培養が可
能であることが確認された．また，ES細胞から胚葉体を介さずに直接神経細胞へ分化誘導することが可能であった．本誘導
系は，未分化細胞からの神経細胞の発生の観察や，細胞移植に向けた高純度の分化誘導系の開発につながる可能性がある．

PO14 L－Carnitineがブタ発育途上卵母細胞（OGCs）内活性型ミトコンドリアに及ぼす
影響

○宮田　悠子1，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】初期胞状期卵胞から取り出したブタ発育途上卵母細胞（OGCs）を，　L－Carnitine添加培地で培養することにより，

減数分裂再開能が維持でき，成熟卵子獲得率が上昇した（橋本ら，2007）．そこで我々は，OGCsの減数分裂にはミトコンド

リアからのエネルギー供給が必須であることに着目し，L－CarnitineとOGCs内活性型ミトコンドリア量との関係について
調べた．【方法】ブタOGCsは，直径300－700μm（初期胞状期卵胞）の卵胞から採取し，穎粒膜細胞の付着が完全なものを
培養に供した．TCM199に1μg／ml　E2，100μg／mlアスコルビン酸10μg／ml　insulin，67ng／ml　sodium　selenite，5．5μg／ml

transferring，2％PVP，ならびに3mg／ml　BSA（Hashimoto　et　al．2007）添加したものをcontrol群とし，それらに　0．02％

L－Carnitineを添加したものをL－Carnitine群とした上で，5％02（5％CO2，5％02，90％N2下）で10日間培養iした．
その後，生存の確認が出来たOGCsをRhodamine　123で蛍光染色し，　FITC用蛍光フィルタブロック（励起波長：465－495
nm，　DM：505，吸収波長：515－555nm）を使用し蛍光顕微鏡（Nikon　T2000U）により，それぞれの卵母細胞内活性型ミト
コンドリア量を撮影し，Image－Jにより定量化した．統計解析はtテストにより行った．【結果】L－Carnitine群のOGCs内
活性型ミトコンドリア量は平均38（n＝26）と，control群の平均26（n＝18）に比べて有意に高かった（P＜α05）．【考察】

L－Carnitine添加培地を用いることにより，ミトコンドリア活性が促進され，活性型ミトコンドリア量が増加した．　L－Car－

nitineは脂肪酸をミトコンドリア内膜に輸送する担体として機能することから，　B酸化が促進され，その結果，ミトコンド

リアの活性が高くなったと考えられた．

PO15 THP－1細胞においてIGF－1はアルマターゼの分解を関与する

○張　　　波1，生水真紀夫2，岡田　正彦】，可西　直之1，野村　一人1，井上　正樹

　金沢大学医学研究科がん医科学専攻分子移植学1，千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学2

●

●

【目的】IGF－1はFSHと協同して穎粒細胞のaromatase活性を増加させる．われわれは，　IGF－1が頼粒膜細胞以外の多くの

細胞でaromatase活性を増加させること，しかしmRNAの増加が関与していないことを報告してきた．今回，　IGF－1による
転写後調節の可能性について検討した．【方法】Pulse－chase　experiment：無血清培地下に培養したTHP－1細胞にDEX（25

nM）を添加してaromataseを誘導した．　IGF－1（5ng／ml）添加後，【35S】一メチオニン・システインを含む培地で1時聞培養

した．その後，洗浄しながら0－5時間培養を続け，細胞溶解液中のラベル化aromataseを免疫沈降後に電気泳動を行って定
量した．蛋白質活性：【3H】－androstenedioneを基質として産生されるtritiated－waterをシンチレーションにより測定した．

Western　blot：DEXとIGF－1添加無血清培地で18時間培養したTHP－1細胞に，　pepstatinA（α1　mg／ml）を添加してさら

に6時間培養した．ミクロソーム分画とリソゾーム分画を分離してaromataseタンパク量をwestern　blot法により定量した．

【結果】IGF－1はaromatase蛋白の減少速度を有意に遅延させた．　IGF－1添加はミクロソーム分画のaromatase蛋白量を30％

増加させた．ペプスタチンA非存在下ではリソゾーム分画にアロマターゼ蛋白はほとんど検出されなかったが，ペプスタチ
ンA存在下ではDEX投与でaromatase抗原の集積が認められた．　IGF－1添加はリソゾームへのaromataseの集積を強く抑
制した．IGF－1添加60分でaromatase活性は50％増加したが，　mTOR阻害剤であるrapamycinの添加によりこの増加が解
除された．【結語】DEXにより誘導されたaromataseはミクロソーム膜に固定されて機能しているが，無血清培地下では合
成後直ちにリソゾームに送られて分解されるaromataseが相当量存在すると考えられた．　IGF－1は，ミクロソームからリソ

ゾームへの移行を阻害することでaromatase活性を高めており，この過程にはautophagyの関与が推定される．

●
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PO16 各子宮内病変における子宮鏡下手術の工夫

日生殖医会誌53巻4号

●

○逸見　博文1，東口　篤司1，金澤　朋扇1，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】我々が各子宮内病変に対して行なっている子宮鏡下手術について，その工夫と成績を報告する．【方法】対象は2004

年1月から2008年3月の間に子宮鏡下手術を施行した不妊症88例（筋腫核出術21例，ポリープ切除術47例，中隔切除術
7例，子宮腔癒着剥離術13例）であり，術後の妊娠率について検討した．また，セカンドルック施行77例の術後癒着率に
ついても検討した．手術前日にラミケン（3mm）を挿入し，手術日にラミケン（5mm）に入れ換えて十分頚管を拡大した
後にKARL　STORZ社製レゼクトスコープ（外径70mm）を用いた．粘膜下筋腫は180°ループで筋層より剥離後に自家製
の鉗子で捻除した．ポリープは90°ループで付着部位から切除し，子宮内膜の損傷を最小限とした．子宮中隔切除子宮腔
癒着剥離術は術中に手動で子宮腔に水溶性造影剤を注入し，Cアームを使用して透視造影を行う事で十分な切除，剥離を可

能とさせた．術後癒着が予想される症例には子宮腔内に自家製シリコンプレート，あるいはFD－1＋インターシードを挿入

し，Kaufmann療法を施行した．【結果】術後妊娠率は筋腫核出術2＆6％（n＝21），ポリープ切除術298％（n＝47），中隔
切除術28．5％（n＝7），癒着剥離術538％（n＝13）であった．術後癒着率は筋腫核出術150％（n＝20），ポリープ切除術0％

（n＝38），中隔切除術0％（n＝7），癒着剥離術25．0％（n＝12）であった．【結論】筋腫の180°ループを用いた剥離後の自家

製鉗子による核出，内膜損傷を最小限とした子宮鏡下のピンポイントポリープ切除，術中造影を用いた中隔切除，癒着剥離
術，術後の自家製シリコンプレート，あるいはFD－1＋インターシード挿入は妊娠率の向上に有効であった．

●

●

PO17 子宮鏡下内膜ポリープ切除術の妊孕性におよぼす効果

○田中　耕平，飯田　修一，野田　隆弘，森

　スズキ記念病院

滋，鈴木　雅洲

【目的】子宮鏡下内膜ポリープ切除術により妊孕性が上がるか否か後方視的検討を行った．【対象】不妊症を主訴に受診し，

sonohysterography（SHSG）により内膜ポリープを疑った68例のうち．本人の同意の下に子宮鏡を行い内膜ポリープと診
断し病理検査を行った53例．【方法】子宮鏡は還流液を使用し増殖期に行った．ポリープ病変は子宮鏡下にスネアあるいは
掻把により病理検査を行った．【結果】子宮鏡で内膜ポリープと診断し病理診断も内膜ポリープであった症例は46例であっ

た．病理診断が内膜増殖症であった症例が3例あり，1例は異型増殖症であった．術後6ヶ月以上の治療および経過観察で

きた43例中，22例が妊娠した（40歳未満18／29，40歳以上4／14）．妊娠した22例中15例は術後1年以内に妊娠した．単
発性ポリープ31例中16例が妊娠し，多発性ポリープ12例中8例に妊娠を認めた．【考察】内膜ポリープの診断には，SHSG
より子宮鏡の精度が高い．子宮鏡で診断した内膜ポリープの中で3例に内膜増殖症を認めたことから生検は必要と考えられ
た．内膜ポリープ切除術により妊孕性は高くなる．特に多発性ポリープ，40歳未満の症例では効果が高い．

●

●

PO18 両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術は有用か

○銘苅　桂子，青木　陽一，屋宜　千晶，若山　明彦

　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】不妊症に対する腹腔鏡手術の有用性については多くの報告があるものの未だ確立したものはない．当科で不妊症精

査目的に腹腔鏡手術を施行した例を後方視的に検討し腹腔鏡手術の有用性について明らかにすることを目的とした．【方法】

1998年1月～2007年3月の期間に，不妊症に対して腹腔鏡手術を施行した178例中，術前に男性因子，卵管因子，卵巣チョ
コレート嚢腫を認めたものを除外し，両側卵管疎通性のある100例を対象とした．手術適応は卵管造影検査にて両側卵管疎

通性の確認後，一般不妊治療4～6周期施行にて妊娠成立しないものとし，術後も4～6周期一般不妊治療を行った．一般不
妊治療は必要に応じて排卵誘発，人工授精を施行した．腹腔鏡手術時に内膜症所見，卵管周囲癒着，卵管閉塞を認めた場合
は内膜症病巣除去術，卵管癒着剥離術，選択的卵管造影による卵管再疎通術を施行した．【成績】平均年齢は35±40歳，平

均不妊期間は3．7±2．9年，不妊因子は原因不明33例，排卵因子53例，頚管因子38例（重複例あり）であった．腹腔鏡手
術にて70例に異常所見を認め，その内訳は内膜症52例，卵管癒着42例，両側卵管閉塞3例であった（重複例あり）．術後
10周期までの累積妊娠率は40％（40／100）で，内膜症症例，卵管癒着症例，内膜症＋卵管癒着症例，異常所見のない症例
でそれぞれ404％（21／52），341％（15／44），346％（9／26），433％（13／30）であり，各群に有意差は認めなかった．術後

妊娠しなかった60例中39例がIVFへ移行し，7例に受精障害を認めた．そのうち3例（42．9％）は腹腔鏡所見に異常を認
めない症例であった．【結論】両側卵管疎通性を確認後一般不妊治療で妊娠しない症例の腹腔鏡手術異常所見陽性率は70％

と高率であり，異常所見の違いに関わらず術後の妊娠率は良好であった．また，腹腔鏡所見に異常のない原因不明不妊症例
は受精障害を念頭において早めのIVFを考慮する必要がある．

●

●

●
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生殖医療における腹腔鏡下手術の効果＝当院での過去8年間にわたる手術症例の検

討から＝

●

○杉本　　到，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純北村　誠司，杉山　　武，恵中　千晶，松村　康子，三浦菜々子，

　山田かおり

　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

●

【目的】当院では以前から腹腔鏡手術を積極的に行い，卵管性不妊や原因不明不妊の診断および治療方針の決定に役立てている．

また挙児希望のある子宮内膜症の患者様の治療にも腹腔鏡手術を積極的に利用している．今回その有用性を，手術後の妊娠率

およびそれに影響を与える因子から検討したので報告する．【対象】2000年1月より2007年12月までの8年間に，当院にて
腹腔鏡下手術を受けられた患者様のうち，挙児希望がありかつ術後4ヶ月以上経過観察しえた142人を対象とした．【方法】手

術適応や術式，子宮内膜症の有無とある場合はその進行度，年齢や不妊期間，また妊娠した場合は妊娠までの期間などを調査

した．【結果】術後142人中69人（48β％）が妊娠した。術後IVF－ETを施行した方を除くと，タイミング指導またはAIHに

より妊娠した方は34人であり，その妊娠率は37β％（34／90）であった．妊娠群と非妊娠群の間には，年齢や不妊期間などに

有意な差は認められなかったが，妊娠した場合の妊娠までの期間は平均8．1ヶ月であり，約8割が術後1年以内に妊娠してい

た．また子宮内膜症のあった方は62人で全体の437％に及んだが，その妊娠率は516％であり，内膜症のある方とない方の
妊娠率に大きな隔たりは無かった．また内膜症の進行度による分類でもそれぞれの群の妊娠率に大きな違いは認められなかっ

た．【考察】腹腔鏡下手術後の妊娠率は4＆6％（69／142）と高いものであり，術後IVF－ETを施行した方を除いても，その妊

娠率は37．8％（34／90）と高かった．また術後タイミング指導またはAIHにより妊娠している方は，その約8割が術後1年以

内に集中しており，腹腔鏡手術から1年以上経過し妊娠しない方には，IVF－ETの実施を検討すべきと考えられた．

PO20 腹腔鏡下手術後の妊娠症例の検討

○塚越　静香1，田畑　光恵1，仲田　正之1，藤原　敏博1t，小林　善宗3，井上　正人2，堤　　　治’1

　山王病院リプロダクションセンター1，杉山産婦人科2，山近記念総合病院婦人科3，国際医療福祉大学臨床医学研究セン

　ター1

●

●

【目的】不妊症患者が腹腔鏡手術に求めるものは妊娠不成立の要因検索ならびに改善，そして可能であるなら術後自然妊娠で

ある．今回当院での手術後の妊娠症例を検討したので報告する．【方法】対象は平成18年5月から平成20年3月までに腹腔
鏡検査を行い，かつ，当院にて引き続き加療を行い妊娠が成立した85症例（平均年齢32．0歳・不妊期間ag±34年）．腹腔

鏡下に卵巣腫瘍摘出・卵管形成・癒着剥離・子宮内膜症病巣焼灼などを施行した．また卵管疎通性障害のある症例に対して
は経子宮鏡下にカテを施行し疎通性の改善を試みた．術中に子宮内精子注入による腹水中精子回収試験（Peritoneal　Sperm　Re－

covery　Test：PSRT）を行い，術後加療の方針とした．術後の方針は，男性因子や卵管因子がなくかつPSRTが正常な場合
にはtiming指導もしくは子宮内人工授精（IUI），卵管病変が一時的に解除された場合やPSRTが陰性の場合には卵管内人工
授精（modified－IUI）を行った．重度の子宮内膜症および卵管病変の改善が認められない場合にはARTへ移行した．【成績】

妊娠方法はnatural／timing：15・IUI：21・mIUI：29・ART22であった．術後妊娠までの期間は4ヶ月以内が56人（68％）で

あり，ART妊娠をのぞくと大半が術後1年以内であった．子宮内膜症に関し，進行期や治療術式による妊娠率に有意差はみ
とめなかった．卵管因子症例に関しては，病変の改善が完遂できた症例の方が妊娠していたが，不完全に終わった症例でも

少数であるが非ART妊娠例が存在した．【結論】腹腔鏡下手術により，多くの自然もしくは非ART妊娠が可能になった．
しかし，ARTの発展・また患者年齢の上昇による卵子の質の低下などを考えると腹腔鏡とARTのどちらを選択するか判断
に苦慮する事が多くなると予想される．今後腹腔鏡を選択する症例の基準を明確にする必要があると思われた．

PO21 当院における体外受精教室の現状～教室前後の質問紙調査から～

〇三重野直美，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】当院では年間約780症例の高度生殖補助医療（ART）を行っており，初めてARTに入るご夫婦を対象に体外受精
教室（IVF教室，原則夫婦参加）を月1回開催している．今回質問紙を用いて教室前後の気持ちを把握し，より患者のニー
ズに沿ったIVF教室について検討した．【方法・対象】2007年4月～2008年3月の教室参加者にARTに対する不安と治療
に対する積極性に焦点をあて，各質問に0（全く不安がない）～4（とても不安である）の5段階評価で回答を求めた．対象

は女性274名，男性251名の計525名（ご夫婦250組），アンケー・ト回収率994％，平均年齢は女性344歳，男性354歳で
あった．【結果】男女共に「経済的問題」についての不安が最も高く（教室前男性26，女性2．9），教室後も同様であった（教

室後男性2．2，女性26）．続いて男性は，「胎児に関する問題」，女性は「採卵時の痛み」についての不安が高かった．全質

問に対する平均点を教室前後で比較すると男性2、0から15，女性22から1．6であり，男女共に教室参加後全ての項目にお
いて不安が軽減していた．IVFへの積極性は，教室前後で男性2．7から3．0，女性29から3．1と高くなり，男女の点差が減

少していた．自由記述において，詳細な説明によるARTの内容理解，医師・病院への信頼感の増加による不安軽減の声が
多かった．【考察】教室後の不安軽減およびARTへの積極性の上昇から，教室でのART内容説明，詳細な情報提供が不安
の軽減に有効であったと考えられる．教室後ARTに対する積極性において男女の差が縮まり，両者の気持ちが近くなった
ことから，夫婦での教室参加が夫婦関係のサポートにつながると思われる．また，経済的問題に関しては負担の軽減に役立

つ情報提供や保険適用に向けた取り組みが今後とも必要であると考える．

●
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PO22

日生殖医会誌53巻4号

当院不妊外来受診患者を対象としたパンフレットに関するアンケートの分析と今後
の課題

●

○長山　由佳，大里　和広，高橋　典子，肥後　貴史

　古賀総合病院産婦人科高度生殖医療センター

●

【目的】2008年4月に配布を開始した不妊外来受診患者対象のパンフレットに関するアンケートを実施し，医療スタッフの提供

した情報と患者の求める情報のずれを分析して，今後のパンフレット改定に必要な情報や診療で患者の求めるケアについて検討

した．【対象】2008年4月～5月にパンフレットを配布した患者90名．回答37名（回収率41．1％）．【方法】診察終了時にアン

ケートを配布し無記名にて回答を依頼した．アンケート内容は夫婦の年齢，婚姻期間，他院および当院での治療期間，治療方法，

パンフレットの内容・構成の良否，パンフレット情報で良かった項目・悪かった項目，パンフレットを読む前後の不安の変化，

不妊治療を行う上での不安，について質問した．【結果】アンケートを回収できた37人の内訳は，平均年齢が妻335歳夫35．1

歳，他院での治療経験なし54％あり46％（治療期間平均17．2ヶ月），当院での治療未開始14％既に開始86％（治療期間平均113

ヶ月）．全体的なパンフレット内容・説明の感想は「とてもわかりやすかった」27％，「まあまあわかりやすかった」65％であっ

た．パンフレットを読んだ前後の不安感の変化は「とても弱くなった」16％，「少し弱くなった」57％，「変わりはない」21％，

「少し強くなった」3％であった．パンフレットの構成に追加してほしい項目が「ある」19％で，治療効果を上げる方法として
の食事，日常生活の仕方，運動療法について知りたいという自由記述があった．良かった情報に挙げられたのは検査・治療の流

れ36％，女性側の検査・治療12％，治療の費用12％であった．【考察】パンフレットの内容や構成について高評価を得られた
が，患者自身で取り組める日常生活の注意点の情報が不足していると思われたため，定期的なコラムとしての情報提供を検討し

たい．患者の治療段階によって要求される情報が異なっており，パンフレット以外のスタッフによる介入の必要性が示唆された．

●

PO23 「カウンセリング」という言葉自体に対する患者イメージに関するアンケート調査

○村上ひとみ，佐藤　理絵，松川真木子，元石　睦郎，山本　尚子，小林眞一郎

　Kobaレディースクリニック

【目的】より多くの患者をカウンセラーがサポートできる環境構築を目的に，「カウンセリング」が患者にどのようにとらえ

られているのか無記名によるアンケート調査を行った．【対象および方法】2008年4月に当院外来患者100人を対象として，

カウンセリングに関する10項目の選択式および記述式アンケート調査を行った．【結果】アンケートの回収率は99％であっ

た．回答者の治療内容は，タイミング指導40人，AIH27人，　IVF24人および無回答4人であった．回答者のうち当院でカ
ウンセリングを受けた事のない患者85人中の62人（729％）が「受けようと思った事はあるが受けていない」という回答
であった．受けていない主な理由として，時間の都合（27．0％），まだ必要ない（243％），カウンセリング自体に抵抗があ

る（203％）であった．また，85人中の23人（271％）が「受けようと思った事がない」という回答であったが，これらの
患者の中にも11．1％でカウンセリング自体に抵抗があるとの回答が得られた．「カウンセリング」という名称を「何でも相

談室」に変更した場合，受けた事のない患者のうち半数以上の患者（532％）で相談してみたいとの回答が得られ，特にカ

ウンセリングを「受けようと思った事はあるが受けていない」と解答した患者では，66．7％が相談してみたいとの回答が得
られた．【考察】患者は，「カウンセリング」と言う言葉自体に非常に抵抗を感じ，カウンセラーに相談したくても相談でき

ないでいる現状が浮き彫りとなったが，「カウンセリング」という名称を「何でも相談室」に変更した場合のイメージ変化

を問いかけた質問では「気軽に何でも聞けそう」との意見が大多数であり，中には「病気なのPという感じがなくなった」
という意見も寄せられたことから，患者をサポートしていくうえで，カウンセリングのネーミング自体も非常に重要な要素
であると考えられる．

●

●

PO24 生殖補助医療を視野に入れた段階での夫婦の意識調査

○佐藤　博子1，安藤　寿夫1，渡邊　実香2，塩見　明美3

　豊橋市民病院総合生殖医療センタ⇒，中部大学生命健康科学部保健看護学科2，愛知県不妊専門相談センター3

【目的】生殖補助医療（以下ART）を視野に入れて集団でARTについての説明会を受講する段階での夫婦の意識調査を行
い，男女の違いなどを踏まえたサポートのあり方を考える．【対象】定期的に開催している院内ARTクラスに参加した夫婦
を対象とした．【方法】ARTクラス開始時に夫婦それぞれにアンケートを配布し，終了時に回収した．データの解析につい

ては個人が特定できないよう配慮した．【結果】配布件数は116件，回収件数は110件（回収率948％）であった．30歳代
が78名（709％）で最も多かった．子ども無しが96名（873％）を占めた．「今不安に思っていることは何ですか（複数回
答可）」については，「治療がうまくいくかどうか：男性636％，女性85．5％」「薬の副作用など治療に伴うこと：男性41．8％，

女性545％」「経済的負担：男性38．2％，女性61B％」などが多かった．「不安なことを配偶者は理解しているか」について
は「理解してくれている：男性60．0％，女性782％」であった．「配偶者に求めていること（複数回答可）」については，「話

を聞いてくれる：男性291％，女性7＆2％（P＜001）⊥「そっとしておいてくれる：男性18．2％，女性55％（P＜0．01）⊥「何

も求めていない：男性145％，女性1潟％（P〈α01）」，「周囲の働きから守ってくれる：男性00％，女性12．7％（P＜0．01）」

など，男女差が顕著だった．【考察】アンケートの結果から，配偶者に求めていることに明瞭な男女差を認めた．カウンセ

リングケアにあたっては，これらの結果を参考にしたスキルが有効と推察された．

●

●
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●

PO25 当院の人工授精の現状

○清須知栄子，徐　東舜
　医療法人社団徐クリニックARTセンター

●

●

【目的】当院における最近の人工授精（AIH）の成績をそれに関わる種々の因子（年齢，不妊要因，精子濃度，　hCG－AIH時

間など）を解析し，いずれの因子が妊娠率にどのような影響を及ぼしているかを検討した．【対象】2006年1月から2007年

12月の期間にAIHを実施した491症例，1197周期について検討した．平均年齢は341±3、9歳，平均既往回数は14±1．6回
であった．【方法】人工授精に用いる精子の処理は，Isolate90，　Isolate45さらに精液を重層し，400Gで15分間遠心を行っ

た．その後，上清を除去し，沈殿した精子混濁液α3mLをAIHに使用した．【成績】全体の成績としては，周期あたりの妊
娠率は145％（174／1197），流産率は138％（24／174），多胎率は14．4％（25／174）であった．年齢別の妊娠率では，30歳未

満，30－34歳，38－39歳そして40歳以上はそれぞれ163％（21／129），1仕6％（86／517），96％（14／146），生9％（4／81）で，

37歳以下は38歳以上に比べ有意に高かった，排卵誘発（クロミフェンーhMG）の併用での妊娠率（173％：127／732）は，
無（70％：14／201）と比べ有意に高かった．不妊要因別の妊娠率では排卵因子（180％：51／283）や原因不明（19．1％137／

194）は，男性因子（106％：25／235），卵管因子（11．0％：9／82）に比べ有意に高かった．【結語】1，40歳以上の人工授精

の有効性はあまり認めない．2，排卵誘発剤の併用は有効である．3，年齢因子での有効性はあまり認めない．4，排卵因子，

原因不明での妊娠率は，他の因子より高い傾向にある．

PO26 長期精子凍結保存の実施状況に関する全国アンケート調査

○西山　博之，大久保和俊，宗田　　武，市岡健太郎，小川　　修

　京都大学医学部泌尿器科

●

●

【目的】化学療法前の長期精子凍結保存は，若年悪性疾患患者の妊孕性の維持に有用である．本研究では，本邦における長
期精子凍結保存における泌尿器科医の役割を明らかにすることを目的とした．【方法】泌尿器科学会の承認のもと，大学お

よび癌センターを中心に全国規模のアンケート調査を2008年2月に施行した．対象は，泌尿器科学会に登録のある日本全
国の大学およびがんセンター104施設有効回答は90施設であった．【結果】施設内で長期精子凍結保存を施行していたの
は24施設であり，非実施施設は対象患者を個人病院や診療所を含む長期精子凍結保存施設に紹介していた．血液内科・小
児科患者に対する長期精子凍結保存について相談を受けたことがないと回答した施設は57施設あった．長期精子凍結保存
を実施している施設において，化学療法中の患者に対しては，「精子が認められれば保存する」と回答した施設が18施設あっ

たが，化学療法中の患者は適応外とする施設も2施設あった．無精子症に対して精巣内精子回収術を施行すると回答した施
設は2施設のみであった．また，実施施設のうち10施設が無償で行っていた．【総括】現時点での長期精子凍結保存の実施

体制や適応は地域および施設問により異なることが明らかとなった．

PO27 総合周産期母子医療センターにおける不妊治療後妊娠症例の妊娠経過と予後に関す
る検討

○福原　理恵1，森川　晶子2，木村　秀崇1，福井　淳史1，藤井　俊策1，水沼　英樹1

　弘前大学医学部産婦人科教室1，青森県立中央病院2

●

●

【目的／方法】ARTの発展普及は近年目覚ましいものがあるが，　ARTを含む不妊治療による総多胎数は多く，周産期医療へ

与える影響は大きい．今回我々は当院で2002年1月から2007年10月までの間にあつかった双胎妊娠症例の妊娠方法やそ
の中での不妊治療後の双胎が占める割合の年次推移を比較し，DD双胎において，自然妊娠群，不妊治療（排卵誘発群，　ART

群）群の3群について妊娠合併症，児の予後につき比較検討した．【成績】ART後双胎妊娠の割合は双胎全体の20％弱と
ほぼ横ばいであるのに対し，排卵誘発による双胎妊娠の割合がむしろ増加傾向であることが示された．母体年齢はART群
で他の2群と比較して有意に高かった．また，第2児の出生体重が自然妊娠群では2147±594g，排卵誘発群では1884±683
島ART群では1676±737　gであり，　ART群で有意に小さいという結果であり，　NICU収容についてもART群で有意に高
かった．母体合併症（妊娠性糖尿病，妊娠高血圧症候群，切迫早産，絨毛羊膜炎，前置胎盤），帝王切開分娩率，早産率，

児先天異常，新生児死亡については各群において有意差は認めなかった．【結論】ART群がNICU収容率，第2児出生体重
が低いという結果であり，ART後の双胎妊娠についてはより慎重な周産期管理が必要となる可能性が考えられた．また，

eSETの導入等により近年ART多胎妊娠率は低下傾向にあるが，　ARTのみならず，排卵誘発においても多胎妊娠の予防に
むけ，今後検討を重ねる必要があると思われた．

●
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PO28 当院総合周産期母子医療センターへの紹介症例におけるARTとの関連
●

○山城　千珠，柳原　敏宏，秦　　利之

　香川大学医学部周産期科女性診療科

【目的】当院総合周産期母子医療センターへの紹介症例について不妊治療特にARTとの関連を検討することを目的とした．

【方法】2003年1月から2007年12月までに当院で分娩となった1790例のうち，ART48例（IVF－ET　24例，　ICSI　1例，凍

結胚移植13例，凍結杯盤胞移植10例）を含む紹介症例958例を対象とした．紹介症例における紹介理由および産科・周産
期予後（多胎，妊娠経過，先天奇形，IUGR）について診療録から後方視的に検討した．【成績】紹介理由で最も多かったの

は切迫流早産で201例うちARTがll例，母体合併症が69例うちARTが2例，多胎が62例うちARTが14例，　IUGRお
よびPIHが57例うちARTが8例，先天奇形が31例うちARTが3例であった．紹介症例のうち緊急母体搬送症例は193
例でARTが7例であり，緊急母体搬送の理由で最も多かったのは切迫流早産で123例うちARTが7例であった．紹介さ
れた多胎症例では品胎が4例うちARTが1例，　DD双胎が38例うちARTが9例，　MD双胎が18例うちARTが4例，　MM
双胎が2例であった．多胎症例のうち14例がART妊娠15例が排卵誘発後妊娠33例が自然妊娠であった．　TTTSは7
例にみられうちARTは3例であった．自然流産・死産は59例でうちARTは10例であった．　ART症例において凍結杯盤
胞移植例ではIUFDおよび先天奇形が他に比し多い傾向がみられた【結論】緊急母体搬送症例においてはARTとの関連は
みられなかった．紹介症例において多胎・TTTS・IUFD・先天奇形はARTで頻度が高かった．

●

●

PO29 生殖補助医療による妊娠の絨毛膜下出血の発生率に関する検討

○太田　信彦，島貫　洋人。木村　和彦

　米沢市立病院産婦人科

【目的】絨毛膜下出血（Subchorionic　Hemorrhage：SCH）の臨床的意義に関しては議論のあるところであるが，当該妊婦に

とって大きな不安の原因になることはまちがいなく，入院管理を要することも多い．一方，年々増加する生殖補助医療（ART）

による妊娠後のSCHの発生状況についての報告は見あたらない．今回我々は，　ART後の妊娠におけるSCHの発生率が高
いか否かについて検討した．【対象】当院でARTを受けて妊娠し，少なくとも妊娠16週までの期間，定期的に超音波を用
いて管理できた42例を対象とした（ART群）．【方法】後方視的に診療録から，対象及びコントロール患者におけるSCH
の有無と大きさを調べた．SCHは，卵膜と子宮壁の間に観察された液体貯留によると考えられる低エコー領域と定義し，卵

膜全周に対しSCHによって挙上した卵膜部位の占める割合によってSmall（1／3未満）とLarge（1／3以上）に分類した．

同様の管理を行うことができたART以外による妊娠220例をコントロールとし（norART群），各群におけるSCHの発
生状況を比較検討した．【結果】ART群のSCH発生率（238％）はnon－ART群（1α5％）に比べて有意に高かった（オッ
ズ比＝2．7〔95％CI＝1．17一丘15〕，　P＝α03）．　Large　SCHに限定しても，　ART群のSCH発生率（190％）はnon－ART群（27％）

に比べて有意に高かった（オッズ比＝＆4〔95％CI＝2．74－257〕，　P＜α001）．一方単胎妊娠に限った場合は，　ART群のSCH

発生率（且4％）はnon－ART群（99％）に比べて高い傾向にあったが，統計学的に有意差を認めなかった（オッズ比＝a2
〔95％CI＝0．80－592〕，　P＝02）．【考察】ARTによる妊娠はSCHを形成するハイリスク妊娠である．また多量の性器出血を

来たし入院を要するような大きなSCHを形成する率も高く，管理上十分な注意が必要である．

●

●

PO30 離島での不妊治療の現状と特異性一奄美大島での経験から

○阿部　　純

　名瀬徳洲会病院産婦人科

　離島での不妊治療の現状とその特異性とを奄美諸島での65症例（2005．11から現在．妊娠例22例）から探ってみた．日
本内地での少子化一合計特殊出生率（ベイズ推定値．2005）126に抵抗するが如く依然高出生率（徳之島241沖永良部142，
喜界231，奄美1．87）を誇っているが，一方不妊症率においても低くはないようだ．高い出生に隠れる未受診の不妊の方は

結構多いように思う．不妊原因についてはパートナーとの関連一男性不妊（14）やヒューナー陰性（10）一が予想外に多かっ

た．結果として人工授精による妊娠（8）が圓立った．ドロップアウト症例が30例を越え他の離島出身の方（4），続発性不
妊（15），40歳以上の高齢不妊（11）から構成されていた．離島は生殖期間が長くいきおい高齢不妊が多いことに加え経済

的に恵まれていないこともあり治療にたいして淡白な方が多いように思う．またカップルの多くが同居していないことにも
原因があり治療をむつかしくしている．

●

●

●



平成20年10月1日 175（299）

●

PO31 当院における原因不明不妊症の治療成績について

○辻　　　勲，金村　和美，藤浪菜穂子，星合　　昊

　近畿大学医学部産科婦人科学教室

●

●

【目的】当院における原因不明不妊症の治療成績を検討することにより，原因不明不妊症患者の治療指針を決定することを

目的とした．【対象】1997年1月から2006年12月までに不妊を主訴として当院を受診し，不妊症スクリーニング検査施行

後最低6ヶ月間フォローアップ可能であった不妊症患者520例の内不妊症スクリーニング検査で異常を認めなかった原因
不明不妊症患者71例を対象とし，後方視的に検討した．【結果】原因不明不妊症患者71例中41例（57、7％）に妊娠が成立

した．妊娠症例41例中34例はHSG後妊娠，7例は腹腔鏡手術後妊娠であった．　HSG後累積妊娠率は05年で5＆8％（20
例／34例），1年で88．2％（30例／34例），1．5年で941％（32例／34例），2年で94．1％（32例／34例）であった．腹腔鏡手術

は16例に施行し，7例（43潟％）に妊娠が成立した、腹腔鏡術後累積妊娠率は0．5年で28．6％（2例／7例），1年で714％（5

例／7例），15年で100％（7例／7例）であった．【考察】原因不明不妊症患者に対しては，HSG後1．5年で妊娠が成立しな

ければ腹腔鏡手術の適応であることが示唆された．腹腔鏡手術後1．5年で妊娠が成立しなければ生殖補助医療を考慮する必

要がある．

PO32 不妊治療と出生児体重一早産と母体体格，栄養状態の影響を除外した検討一

○茄原　弘光，大月　純子，永井　　敦，永井　　泰

　永井クリニック

●

●

【目的】不妊治療後の低出生体重児の高リスクが指摘されている．本研究は早産と母体体格および母体栄養状態の影響を除

外し，不妊治療と出生児体重との関連に注視した後方視的調査を目的とした．【方法】対象は2002年から2003年に，当院
で不妊症治療後に妊娠し分娩に至った不妊治療群（lnf群）66名と，自然妊娠から分娩に至った自然妊娠群（N群）430名．

説明と同意のうえ得られたデータより母体年齢，分娩週数（≧37週），経産回数（≦1回），身長，妊娠前体重，妊娠前BMI

および妊娠中体重増加量についてマッチングを行った．Inf群はさらに体外受精群（ART群）36名，人工授精群（IUI群）30

名の2群に分けた．新生児の体重（Wt），身長（Ht），頭囲（Hc），胸囲（Cc）および胎盤重量（PWt）を評価項目とした．

【成績】Inf群のWt（g），　Ht（cm），　Hc（cm），　Cc（cm）およびPWt（g）はそれぞれ2950±342948．5±1Bcm，327±1．3

cm，31．1±1．5cm，560±82g（Mean±SD）であった．　N群は3067±360g，490±17cm，331±1．2cm，316±15cm，577±
103gであった．　Inf群とN群の比較でWt（g），　Ht（cm），　Hc（cm），　Cc（cm）に有意差を認めた（unpaired　T　test　p＜OO5）．

さらにART群では2994±311g，4＆9±16cm，32β±1．3cm，313±1．3cm，556±66gで，　IUIでは2903±371g，4＆1±20cm，
3a5±13cm，309±1βcm，565±96gであった．　ART群，　IUI群，　N群の比較でWt（g），　Ht（cm），　Hc（cm），　Cc（cm）

に有意差を認めた（one－way　ANOVA　p＜005）．【結論】早産と母体体格および母体栄養状態の影響を除外したcase　control

studyにおいて，　ART，　IUI群とN群とでは平均出生児体重で有意差を認めた．この結果の原因としてカップルの精子，子

宮，卵巣の器質的要因が示唆された．また妊娠前からの栄養状態やライフスタイルなどの関連の可能性も考えられ，問題解

決のためにこれらを考慮に入れた前方視的研究が必要と思われた．

PO33 卵子提供における妊娠予後についての検討

○中山　摂子，安達　知子，中林　正雄

　総合母子保健センター愛育病院産婦人科

●

●

【目的】近年，ART妊娠による出産の割合は急激に上昇しているが，その中でここ数年卵子提供によるART症例が散見さ
れるようになってきた．現在，我が国では卵子提供は認められていないが，インターネットで検索すれば多くの卵子提供サ

イトを見つける事が出来る．当院でも卵子提供妊娠は過去数年は年間1例程度であったものが本年は3月までに既に3例が
分娩し，1例が妊娠中である．今回，我々は卵子提供後の妊娠出産について他のART妊娠症例と比較検討したので報告す
る．【対象及び方法】当院で2000年1月から2008年3月までに出産した12692症例の中で，A群：卵子提供を受けてART
を行った症例，B群：A群以外のARTを行った症例の二群についての妊娠・分娩経過を分析した．尚，学会等の発表につ
いては患者より同意を得ている．【結果】A群7例（0、06％）に対しB群は391例（30％）であった．平均年齢はA群444

歳（33～50歳），B群369歳（24～45歳），帝王切開率はA群7例100％，　B群202例516％，多胎率A群3例42B％，　B
群110例2＆1％，切迫流早産率はA群4例571％，B群83例21．2％，34週未満早産率はA群3例42B％，　B群33例＆4％，
妊娠高血圧症候群発症率はA群4例571％，B群27例6．9％，前置胎盤または低位胎盤合併率はA群2例2＆6％，　B群18
例46％といずれも卵子提供妊娠の方がより産科的リスクが高かったが，症例数が少なく有意差検定は出来なかった．卵子

提供の理由は1例が早発閉経，他の6例は加齢に伴う排卵障害（1例は習慣流産合併）であった．また卵子提供妊娠双胎3
例の内1例は50歳初産品胎からの減胎症例であった．【考察】卵子提供妊娠は通常のART妊娠症例と比較した際，妊娠・

分娩合併症のリスクがより高い事が示唆された．

●
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PO34 当院6年間における凍結胚盤胞移植の成績と安全性に関する検討
●

○瀬川　智也，福田淳一郎，和田　恵子，菊池　理仁，森田　　大，桑山　正成加藤　恵一，篠原　一朝，宮内　　修
　宮内　欣子，谷田部典之，河内谷　敏奥野　　隆，竹原　祐志，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

【目的】当院では卵管性不妊または反復不成功例に対してCryotop法による凍結胚盤胞移植を行なっている．今回その有効性およ

び妊娠予後の解析を目的とした．【方法】2002～2007年の6年間に当院で行なわれた凍結胚盤胞移植（C群：n＝12，133，35．1±30

才）と新鮮分割胚移植（F群：n＝llβ58，35、0±30才）について，妊娠率，流産率，出産後のデータを調べて比較検討した．今回

の対象はすべて39才以下，単一胚移植の症例とし，説明と同意の上で治療を行なった．【成績】胚移植後妊娠となり子宮内胎嚢を

認めた症例は，C群5672例（46．7％），　F群3309例（279％）とC群で有意に高かった（p＜α001）．そのうち流産となった症例は

C群1050例（1＆5％），F群623例（1＆8％）と同様の頻度であった．子宮外妊娠となった症例はC群21例（α3％），　F群61例（16％）

とC群で有意に少なかった（p＜0、001）．現時点で出産報告のあった症例はC群3930児（単胎3826例，双胎52例），F群2029児
（単胎2005例，双胎12例）であった．そのうち出生児に奇形等の異常が認められた症例はC群44例（1．1％），F群33例（16％）

と同様の頻度であった（pニNS）．出生児における男児の割合はC群53．7％，　F群505％とC群でやや多かった（p＝002）．また

出生児体重が2000g未満であった症例はC群23％，　F群41％，分娩週数が34週未満であった症例はC群1．2％，　F群25％で，

ともにC群の方が有意に少なかった（p＜0001）．【結論】不妊治療とりわけARTを行なうにあたり，治療回数を重ねることはす
なわち患者本人及び公費負担の増加に直結する．そのため，より短期間かつ高確率で妊娠できる治療法の開発が望まれるようになっ

てきた．そこで我々は今回の大規模なデータ解析を行い，凍結胚盤胞移植が安全かつ最も有効性の高い方法であることを確認した．

今後さらに成功率を高めるために，Assisted　Hatchingの適応等，胚盤胞移植の諸条件を最適化する予定である．

●

●

PO35 IVF児のフォローアップ

○北村　誠司，松村　康子，山田かおり，三浦菜々子，恵中　千晶，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】IVF児の身体的および精神運動発達面での評価をすること．【方法】2000年4月から2006年12月までに荻窪病院で

208人の患者さんが妊娠出産され，所在の明らかな180人の妊娠された母親のうち144人と169人の子供がフォローアッ
プ調査に参加した．（回収率80％）．質問用紙をその母親達に送り，身体発育と精神運動発達の様々な項目の通過率を尋ねた．

発達評価には，遠城寺式乳幼児発達評価法を用いた．【結果】満期分娩の単胎児の成長曲線は，日本の乳幼児身体発育曲線
と合致していた．平均出生体重は，ICSI　2970±351g　C－IVF（conventional　IVF）2970±360　g，　FET（frozen　embryo　tran＆

fer）3074±419　gであった．双胎児の出生体重は2180±585　gと低かったが，生後12ヶ月頃までには50パーセント曲線ま

でキャッチアップしていた．満期分娩単胎IVF児と自然妊娠児では，生後2歳8ヶ月まで有意差は認められなかった．2歳
9ヶ月以降では，社会性と言語の項目でIVF児全体で標準対照に比較して有意に高い通過率を示し，　ICSI児，　FET児でも
高い傾向を示した．多胎IVF児では，　head　control等の精神運動発達に遅れを示したが，1歳を過ぎると運動技能発達は正
常を示した．ICSI児において染色体異常（18－trisomy　2名，21－trisomy　1名）（44％）が認められた．【考察】ICSI児にお

いて目立った染色体異常が認められ，その適応には注意を払う必要性も検討すべきと考えられた．【結論】IVF児の肉体的
あるいは精神運動発達においては，多胎児のごく早い時期での遅れを除いて明瞭な差異を示さなかった．

●

●

PO36 卵子形態の胚盤胞形成に及ぼす影響について

○木多　寛恵，滝上　知里，川上　典子，刀禰美那子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，

　林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】卵子形態の胚発育に及ぼす影響については現在も議論のあるところである．そこで媒精および胚盤胞までの培養を

個別におこない，卵子形態と胚発育との関連性を検討した．【方法】2007年1月から2008年4月までに当院でICSIを施行
し胚盤胞培養をおこなった205周期，1392個の成熟卵を対象として後方視的に検討した．ICSI時に透明帯，囲卵腔，極体，
細胞質を観察し，細胞質所見は腔胞（vacuolesおよびsERCs；smooth　endoplasmic　reticulum　clusters），　refractile　body，

glanular　cytoplasm（mild・severe）に分類し，培養成績を正常群と比較した．【結果】受精率に影響する因子は無く，透明

帯・囲卵腔・極体のいずれもその後の胚発育との関連性を認めなかった．細胞質所見においてnormal，腔胞，　refractile
body，　glanular　cytoplasm（mild），　glanular　cytoplasm（severe）はそれぞれ早期分割率63．5％ab，477％a，506％，508％，

4m％b（a；p＝0075，　b；P＜0001），良好分割率66．3％，523％，647％，58．1％，572％，胚盤胞到達率538％c，455％，5＆8％，

468％，41．0％c（c；P＜0．05），良好胚盤胞率173％d，軌1％，153％，158％，99％d（d；p＝0057）であった．glanular　cytoplasm

（severe）群で早期分割率，胚盤胞到達率，良好胚盤胞形成率が低下し，腔胞群では統計学的には有意ではないが良好胚盤
胞形成率の低下傾向を認めた．【考察】今回の検討において細胞質の異常所見と胚発育に関連が認められたことより，個別

培養でのデータの蓄積および単一胚移植による卵子形態ごとの着床・流産予後について検討が必要と考えられた．

●

●

●
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PO37 早期分割形態と胚盤胞形成についての検討

●

●

○川上　典子，木多　寛恵，滝ヒ　知里，刀禰美那子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，

　林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】早期分割胚（EC：early－cleaved　embryo）の着床率・妊娠率が非早期分割胚（NEC；non　early－cleaved　embryo）に

対して高率であることが報告されているが，分割速度や形態とその後の胚発育の関係について検討した，【対象および方法】

2007年1月から2008年4月にICSIを施行し胚盤胞（BL；blastocyst）までの個別培養を行った205周期の959個の受精卵
を対象とした．胚の観察はICSI施行から26時間後に早期分割を確認し，さらにday3，　day5に胚発育を確認した．　EC群
（2cell，2cell＋fragmentation，3cell以上）と，　NEC群に分類し，分割胚，胚盤胞への発育およびその形態との関係を検討

した．胚盤胞はGardnerの分類を用いて評価し，良好胚盤胞はday5，3BB以上とした．【結果】対象は年齢（mean±SD．）
37±4B歳，　IVF回数37±4．0回，採卵数99±79個，　EC群465個（48．5％）（2cell；387個，2cell＋fragmentation；37個，

3cel1以上；41個）と，　NEC群494個（515％），全体のBL率は51．6％，、良好BL率は142％であった．　EC群，　NEC群の
BL率（65．8％vs　3＆5％），良好BL率（21．1％vs　7．7％）はEC群で高率（P＜01）01）であったが，　EC群の形態別のBL率
は2cell（71．6％）己b，2cell＋fragmentation（45、9％）a，3cell以上（293％）bと有意差があった（a；P＜α01，　b；P＜0001）．ま

た良好BL率においても2cell（235％）が3cell以上（49％）に対して高率であった（P＜α01）．【考察】早期分割胚の形態

により，胚盤胞および良好胚盤胞形成率に有意差が認められた．早期分割の有無のみでなく，分割形態の観察評価がその後
の胚発育の有効な指標になると考えられた．

PO38 体外受精における胚移植日の検討lday2とday3の比較およびday4とday5の比
較

○天野奈美子，市下美智子，井口智佳子，近藤安希子，栃山　　愛，Elbertagy　Khalid

　医療法人オーク会オーク住吉産婦人科

●

●

【目的】体外受精・胚移植において，多胎妊娠防止の観点から単一胚移植が求められている．そのためには移植日をより遅

くしたほうが，良好胚の選択に有利であると思われるが，体外培養期間を長くすることによる影響も心配される．調節刺激

周期による体外受精において，胚移植日による妊娠率を検討した．【対象】2006年5月から8月までの3ヶ月間に，当院で
調節刺激周期（ショートプロトコール）体外受精を行い，新鮮胚移植を行った195例について検討した．【方法】day2から

day5まで，それぞれの胚移植日における着床率，妊娠率，流産率，妊娠継続率及び多胎率を算出した．また，各胚移植日
による比較は，ソフトウエアAnalyse　Itを用い。　student　t　testおよびMann　Whitney－U　testによって行った．【結果】day

2とday3の比較において，着床率は，有意にday3（17．8％）に比べday2（21％）で高かった（P＜0」D5）．また，　day4（133％）

に比べday5（21．5％）で高かった．流産率についてはday2，3，4，5の胚移植のいずれにおいても，有意な差は認められな
かった．妊娠継続率は，day2胚移植において有意に高かったが，　day3，4，5の胚移植においては有意差を認めなかった．

しかし，その中でも，統計的有意差は認めなかったものの，day5移植で高い傾向にあった．【考察】day2とday3の胚移植
を比較すると，day2において着床率が高い傾向にあった．これは，良好胚の選定による利益を体外培養という非生理的環
境により長くおくことの損失が上回った結果かと思われた．また，妊娠継続率がday5胚移植ではやや高い傾向にあったも
のの，day3，4，5で統計的有意差は得られなかったため，　day3やday5胚移植にかわるものとしてday4胚移植も検討する
余地があるように思われた．

PO39 移植日における胚盤胞の内径と妊娠率に対する検討

○高　美貴子，丹羽　幸子，前多亜紀子，藤波　隆一，山崎　裕行

　金沢たまごクリニック

●

●

【目的】胚盤胞移植における妊娠率向上を目的として，胚盤胞の内径を加味した移植および凍結を試みた．【対象】当院で2006

年1月から2008年3月にARTを施行したうち，新鮮胚盤胞移植を行った152周期と凍結融解胚盤胞移植を行った351周期
を対象とした．新鮮胚盤胞移植では，2006年1月から2007年3月の期間に初期胚盤胞以上でday5もしくはday6に移植（A
群），2007年4月から2008年3月の期間に後期胚盤胞かつ胚盤胞の内径が150μm以上でday5に移植（B群）の2群を比較
した．凍結融解胚盤胞移植では，凍結した期間を元に，内径を加味せず凍結した胚盤胞を用いた移植（C群），および150μm

以上に発達した胚盤胞を凍結しそれを用いた移植（D群）の2群を比較した．【方法】採（排）卵日，ホルモン補充周期で
はデュファストン開始日をdayOとし，　day5の朝に胚盤胞の観察もしくは融解を行い，昼前に移植を行なった．【結果】新
鮮胚盤胞移植における妊娠率は，A群191％（13／68），　B群352％（25／71）であり，　B群において有意に高くなった（P＜

0肪）．凍結融解胚盤胞移植では，day5凍結胚においてC群437％（45／103），　D群39．1％（52／133）と差は認められなかっ

た．しかし，day6凍結胚ではC群29％（1／34），　D群198％（16／81）であり，　D群で有意に高くなった．（P＜α05）【考察】

新鮮胚盤胞移植を行う際に，day5における胚盤胞の内径が移植を行う目安の1つとなりうることが示唆された．　day5での

内径が150μm未満の場合には同一採卵周期に移植せず，継続培養し150μm以上に達して凍結できたものを次周期以降の移
植に用いることが，妊娠率向上の一つの方法となりうると考えられた．

●



178（302）

PO40 5日目胚の選択単一胚移植（eSET）の検討

日生殖医会誌　53巻4号

●

○本山　洋明，遠藤　雄史，藤井　好孝
　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】当院では2007年からET日を従来の3日目から5日目に変更，2008年からET胚数を従来の2個ET（dET）から
eSETに変えた，変更の目的は，最良胚の選別をより確実にし，多胎妊娠を防止することにある．今回は5日目eSETの臨
床的有効性を検討した，【対象と方法】2006年から2008年4月までの40才未満の5日目胚移植339例，265人で，eSET　86
例，dET　190例および1個しかET胚が得られなかったoneET　63例である．　eSETの定義は，2個以上のETに価する胚盤
胞が得られ1個をETし，1個以上を凍結保存したものとした．【結果】GSを認めた妊娠率はeSETで54％（46／86），　dET
で50％（94／190），oneETで29％（18／63）であった．　eSET不成功後，凍結胚移植で11例が妊娠した．多胎はdETでは
流産例も含めて妊娠94例中33例（35％）であった．このうち2例は1個がMD　twinになったため品胎となり，他の1例
がMD　twinとなった．　eSETではMD　twinが妊娠46例中1例あった．初回ARTの妊娠率を比較するとeSETの妊娠率は
66％（31／47），胚盤胞を2個ETしたdETが61％（34／56）であった．　dET初回ARTの多胎は妊娠34例中15例（44％）
で高頻度であった．【結論】eSETによる妊娠率の低下は無くMD　twinにならない限り多胎を避けうる．初回ARTで胚盤
胞が2個以上得られた場合dETの多胎率は高く，　eSETにすべきである，

●

●

PO41 Day4におけるcompactionの有無とその形態がその後の胚発生能に与える影響に
ついて

○杉岡美智代，江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，石井　　愛，大坪　　瞳，峰　　千尋，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】日本産婦人科学会で1個移植が決定され，移植日によっては桑実胚で1個を選択する必要がある．そこでDay4での
compactionの有無とその形態でその後の胚発生を予測できるか検討した．【対象及び方法】2007年10月～11月に当院にて

新鮮胚盤胞移植を施行した39歳以下の27症例より得られた胚のうち，Day3で6cell以上かつfragmentationが25％以下
の109個を対象とした．Day4での割球のcompactionの有無と形態別に以下の4群に分けた．割球の100％にcompaction
が認められた胚（A群），compactionを認めるも細胞塊が複数に分かれている胚（B群），50％がcompactionしている胚
（C群），全くcompactionしていない胚（D群）に分け，各群での胚盤胞発生率と胚質を比較した．【結果】Day3での109

個の発生状況は10～12cell，8個，8～9cell，61個，6～7cell，40個であった．　Day3における割球数別での胚盤胞発生率は

750％，672％，400％と6～7cellで有意に低下した．　Day4でのcompaction状態別での胚盤胞発生率は，　A群889％，　B
群6＆8％，C群72．1％，　D群15，6％と，　D群では他群と比較して有意に低かった．　Day3で6～7cellの40個のうちDay4で
compactionを認めた胚は63石％（14／22）が胚盤胞へ発生したのに対し，　compactionを認めない胚はll．1％（2／18）と有意

に低かった．さらに，B，　D群からは良好胚盤胞は得られなかった．【考察】Day4での胚評価にはDay3における割球数frag－

mentationの割合に加え，　Day4におけるcompactionの状態により胚盤胞発生能と胚質の予測が出来る可能性が示唆され
た．

●

PO42 過排卵刺激周期における全胚凍結の有効性に関する検討

○山本勢津子，楳木美智子，山口　美奈，松下富士代，藤田　郁実

　医療法人社団愛育会福田病院

【目的】採卵のため過排卵させた周期の子宮内膜は胚の受容性が低下し妊娠率が低下することが報告されている．さらに発

育の遅いDay6の胚盤胞を凍結し子宮内膜と同期させた5日目に移植することによる妊娠率の向上が報告されている．そこ
で今回過排卵刺激周期における全胚凍結が有効であるかを検するために5日目の胚盤胞と6日目の胚盤胞について新鮮胚盤
胞移植と凍結胚盤胞移植の臨床成績を比較検討した．【方法】対象は2004年1月から2006年12月までにDay5の新鮮胚盤

胞移植を行った290周期（D5Fr群），とDay6の新鮮胚盤胞移植の119周期（D6Fr群）とDay5の凍結胚盤胞移植を行っ
た133周期（D5Th群）とDay6の凍結胚盤胞移植92周期（D6Th群）である．　D6Th群の内21周期は6日目に選択的に凍
結を行った．（D6Th群）全例BlastAssist　systemにより胚盤胞まで培養し最良質新鮮胚を移植後余剰胚をガラス化法にて

凍結した．凍結胚移植は自然周期，クロミフェン周期またはホルモン補充周期にて施行した．【成績】D5Th群とD6Th群
の着床率はそれぞれD5Fr群とD6Fr群の着床率より有意に高かった．（day5，　p＜α0005；day6，　p〈000005）D6Th’群の着

床率はD6Fr群より高かったが有意差は認められなかった．また単一胚盤胞移植のグレード別比較ではグレード3と4にお
いて有意に凍結胚移植の着床率が高かった．【結論】過排卵刺激周期においてDay5の胚盤胞を選択的に凍結することによっ

て妊娠率の向上が期待できる．特に良好胚が1個の場合は選択的凍結が有効であると考えられた．しかしDay5に胚盤胞形
成のなかった周期のDay6胚の選択的凍結の有効性は確認できなかった．症例を重ねて検討していきたい．

●

●

●
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安価で簡便な凍結胚保存用プラスチック板（plastic－blade）を用いたvitri五caiton

法による胚の凍結保存

●

○大島　裕子，加藤　祐美，三嶋　典子，鈴木　有香，諏訪　友美，登内　恵美，白井安砂子，中川　浩次，西　　弥生，

　江崎　　敬，金城　　洋，杉山　里英，杉山　カー，井上　正人
　杉山産婦人科生殖医療科

●

【目的】多胎予防の点から本邦でも移植胚数が制限されるようになり，その規制に伴い余剰胚を凍結保存する症例が急増してい

る．余剰胚の凍結方法は，超急速凍結法が一般的であり，クライオループやクライオトップは商品として販売されているが，

価格も比較的高価である．当科での胚の凍結保存は，超急速凍結法にて凍結保護剤で処理した胚をセラムチューブに固定した

薄いプラスチック板（05x2cmに切ったもの）の上に静置し，それをセラムチューブに入れて液体窒素の充填した保存用タン
クの中に保存している．そこで，今回，2003年2月～2007年12月までのplastic－bladeを用いた胚の凍結保存の成績を検討し，

その有用性を検討した．【方法】2003年2月～2007年12月までの間に，当科で凍結・融解を行った911症例を対象とした．当

該期間に融解胚移植目的で胚を融解したのは1499周期であった．この期間における胚凍結・融解胚移植に関する各パラメータ
を検討した．【成績】融解胚移植を受けた症例の平均年齢は35．3歳であり，症例あたり平均凍結胚数は30個であった．凍結胚

数は4498個，融解の際の回収率は100％，胚の生存率は9＆5％（4429／4498）であった．移植時良好胚率は7α4％（274α／3894），

胚移植時変性割球を有する胚を152％に認めた．平均移植胚数は2．1個であり，妊娠率は252％，流産率190％であった．【結
語】上記の成績より，他施設より報告されている凍結融解胚移植の臨床成績と遜色ないこと，さらにplastic－bladeは，1つ当

たりの値段は約60円程度と非常に安価であり，プラスチック板に5個まで胚を乗せることができ，さらにセラムチューブに油
性マジックで名前を書ける，などの利便性があり，plastic－bladeを用いた胚の凍結保存法は非常に有用であると考えられた．

PO44 当院における凍結胚盤胞移植の成績から

○工藤　　晶，村田みどり，遠藤　久誉，菅間　優里，関　　隆宏，高橋由香里，高橋　敬一
　高橋ウイメンズクリニック

●

●

【目的】当院で2007年に行った凍結胚盤胞移植の成績を後方視的に分析し，妊娠率向上の要因を検討した．【対象】2007年

1月から2007年12月の期間に，凍結融解胚盤胞移植を行った264周期を対象とした．移植は全て1胚移植で，平均年齢は
362歳であった．妊娠率を胚盤胞凍結日別（採卵後5，6，7日目），凍結時ICMグレード別（Gardner分類），移植時の胚
の状態別，AHA施行別，自然周期またはホルモン補充周期別の5項目について検討した．【成績】凍結融解胚盤胞移植264
周期の妊娠率は439％，流産率は19β％であった．凍結日別では，5日目凍結胚で478％（88／184），6日目凍結胚で34．7％
（26／75），7日目凍結胚で333％（1／3）であった．ICMのグレード別では，評価A群で59．4％（41／69），評価B群で47．1％

（49／104），評価C群で2＆6％（26／91）で，A℃問，　B－C間に有意な差が認められた（P＜α01）．移植時の胚の状態別では，

胚盤胞47．1％（8／17），拡張期胚463％（81／175），Hatching3＆1％（24／63），　Hatched333％（3／9）であった．　AHA施行別

では，AHA施行群で394％（28／71），　AHA非施行群で456％（88／193）であった．自然周期またはホルモン補充周期別で
は，自然周期群446％（50／112），ホルモン補充周期群434％（66／152）であった．【考察】凍結胚盤胞移植の妊娠率には，ICM

のグレードが影響を与えることが改めて示唆された．胚の凍結日別では，5日目凍結胚の妊娠率が，6，7日目凍結胚に比べ
て高い傾向が認められ，胚の成長スピードが妊娠の大きな要因であることが推察された．

PO45 拡張胚盤胞凍結の有用性

○清水　雅司1，村松　裕崇1，長嶋有希子1，村田　泰隆1，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】当院では，胚質を明確に評価できる段階まで胞胚腔が拡張してから胚盤胞を凍結している．凍結融解後の成績から

拡張胚盤胞凍結の有用性を検討した．【対象】2007年1月から12月に融解した414個の胚盤胞と，このうち単一胚移植を行っ

た198症例269周期（採卵時平均年齢34．0±40）を対象とした．【方法】当院では，凍結前収縮操作は行わず，超急速ガラ

ス化法（Cryotop法）で胚盤胞を凍結している．融解2－3時間後の胞胚腔の回復率80％以上を回復良好群，回復率50％以
下を回復不良群とした．回復率0％で細胞に変性が確認できる胚を非生存胚とした．拡張段階別，胚質評価別に生存率と回
復率を比較した．単一胚移植を行った周期について臨床的妊娠率を検討した．【結果】生存率は9＆8％（409／414）だった．

拡張段階や胚質との関連はなかった．回復率について，回復良好群877％（363／414），回復不良群96％（35／414）だった．

拡張段階との関連はなかった．胚質評価別では，それぞれGradel：95．3％（101／106），28％（3／106），　Grade2：914％（128

／140），57％（8／140），Grade31825％（104／126），127％（16／126），　Grade4：744％（29／39），15．4％（6／39），だった．臨

床的妊娠率は46．1％（124／269）だった．胚質評価別では，Grade1：635％（54／85），　Grade2：4＆9％（44／90），　Grade3：316％

（25／79），Grade4：67％（1／15）だった．【考察】今回，高い生存率が得られたことから凍結前収縮操作は必須ではないと思

われる．胚質に比例した臨床的妊娠率から形態評価が正確にできていると考えられ，これは移植時の良好胚の選別，患者の

治療期間や治療費用の低減に有用である．しかし，グレードが低下するに従い回復率が悪くなるため，今後は平衡化液の浸
透時間・温度について手技を再検討していきたい．

●



PO46 融解胚盤胞移植における凍結日と再凍結が妊娠に及ぼす影響

日生殖医会誌　53巻4号

○桑原　真弓1，福永　憲隆12，永井　利佳1，吉村久美子1，佐々木美緒1，北坂　浩也1，吉村　友邦1，糸井　史陽1，

　田村　総子1，園原めぐみ1，立木　　都1，吉田　博美1，佐野　美保1，羽柴　良樹，浅田　義正昭

　浅田レディースクリニッグ，浅田生殖医療研究所2

【目的】胚盤胞の妊孕性は凍結日で差が有るのかを検討した報告や前核期胚凍結融解周期で得られた胚盤胞の再凍結につい

ての報告は少なく臨床上有効か判断し難い．そこでDay5とDay6に得られた胚盤胞を凍結融解胚移植した場合の妊娠率を
比較しDay6胚盤胞を凍結する効果を検討した．さらに再凍結融解胚移植の妊娠率から胚盤胞再凍結の有用性を検討した．【対

象】2008年1月から4月に単一融解胚盤胞移植を施行した108症例115周期を対象とした．平均年齢は33．7±36歳，当院
での平均移植回数は3．6回であった．胚盤胞凍結はDay5，　Day6にGardner分類による3BB以上の良好胚を対象とし，　vitri－

fication法にて行った．【方法】新鮮体外培養5日目・6日目に凍結した胚をD5群・D6群，前核期胚融解後体外培養5日目・

6日目に再凍結した胚を再凍結群とした．検討1：D5群とD6群の妊娠率・流産率を比較した．検討2：新鮮胚凍結群と再凍
結群の妊娠率を比較した．【結果】各群の平均年齢は，D5群（80周期）334歳，　D6群（20周期）339歳，再凍結群（15周
期）349歳であった，検討1：妊娠率および流産率はD5群（63．3％，143％），　D6群（65．0％，30．8％）であった．　D5群と

D6群の妊娠率および流産率に有意差はなかった．検討2：再凍結群（15周期）の妊娠率214％は新鮮胚凍結群（100周期）
の妊娠率636％に対し有意に低かった．【考察】良好胚盤胞が得られれば凍結日の違いによる妊娠率に差はないという結果

が得られた．そのためDay6まで観察し3BB以上になった胚を凍結・融解胚移植することは有効である．新鮮胚凍結に比べ
再凍結での融解胚移植の妊娠率が低いことから，前核期で凍結する場合は再凍結させない個数を加味する必要がある．

●

●

●

PO47 Day3ETの移植胚の選択に関する検討

○石田　佳江1，渋井　幸裕1，花岡嘉奈子1，濱田沙蓉子1，吉田　純子1，吉益　裕子1，片桐由起子2，塩川

　渡辺慎一郎2，松江　陽一2，北村　　衛2，塚越　静香1，田宮　　親1，三浦　一陽3

　キネマアートクリニッグ，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，
　院3，山王病院リプロダクションセンター1

素子2，

東邦大学医療センター大橋病

●

【目的】胚盤胞移植の際分割期の胚の形態と良好な胚発育が一致しないことをしばしば経験する．今回，胚盤胞到達胚の
Day3時の形態的分類を後方視的し，移植胚を選択する際の指標について検討した．【方法】インフォームドコンセントのも

と，2004年1月～2007年5月に採卵し，胚盤胞が得られた平均年齢37．1歳（25－49）の769症例，1822個を対象とし，Day
3での割球数及びVeeck分類グレードについて検討した．また，　D3にて単．一胚移植（SET）を施行した328周期平均年齢

377歳（21－48）と，胚盤胞SETした905周期平均年齢374歳（25－47）のD3における割球数とグレードおよび妊娠率に
ついて検討した．【成績】胚盤胞到達胚をD3での割球数で分類すると2－5cell群：1＆2％，6－8cell群158．6％，9cell群：232％

であり，6－8cell群が優位に高かった（P＜001）．グレードで分類するとG12：群59．7％，　G34群：34．3％，　G5群：45％で

あり，Gl2群が優位に高かった（P＜001）．　D3SETの妊娠率を割球数で分類すると2－5cell群：222％，6－8cell群：196％，

9cell以上群：250％，グレードで分類するとGl，2群：226％，　G3，4群：12．0％であった．割球数・グレードにおいて有意差

は認められなかった．胚盤胞SETの妊娠率は割球数で分類すると2－5cell群：20．0％，6－8cell群：201％，9ceU以上群：
26．2％，グレードで分類するとGl，2群：210％，　G3，4群：18．9％であった．割球数・グレードにおいて有意差は認められな

かった【結論】胚盤胞到達胚において，D3の割球数が6－8cell，　G12群の占める割合が高いため，　D3ET時に6－8cell，　Gl．2

群の胚を優先することで妊娠率を向上できる可能性が考えられた．

●

PO48 年齢の胚盤胞発育率におよぼす影響

○藤野　祐司，脇本　栄子，内田　律子，中村　嘉宏，法喜めぐみ，駒　　由佳，飯田　尚美。堀　真由子，小池　浩嗣，

　横山　綾子
　藤野婦人科クリニック

【目的】受精卵の胚盤胞発育率に及ぼす年齢の影響について検討した．【対象ならびに方法】対象は平成11年2月～18年9
月までに当院で採卵し新鮮胚および凍結胚の胚盤胞移植を実施した2593周期．【結果】2593周期の平均年齢は3＆6±43歳
（30～49歳），平均移植胚数は14±05個．年齢別で検討すると，受精率には大きな差異は認められないものの，胚盤胞発育
率においては，平均525％（1234／2593周期）であったが，年齢別にみると30歳で72．3％（34／47周期），35歳で627％（104

／185周期），40歳では51．2％（111／217周期），45歳では247％（22／89周期）と年齢に伴い胚盤胞発育率が有意に低下する

ことが確認できた．（P＜0工｝5）．また妊娠周期は128周期（妊娠率：23．7％対胚移植）であった．年齢別での妊娠率は，それ

ぞれ30歳で35．0％，35歳で2＆3％，40歳ではll．3％，45歳ではll．1％であった．【考察】年齢による胚盤胞発育率の比較

から加齢に伴う変化が大きな要因であることが確認された．若年者の胚はクオリティーが高く，高い妊娠率と低い流産率が

期待できる．一方，高齢者においては良質の卵子一胚細胞を獲得する工夫が今後の生殖補助医療において必須であると考え
られる．

●

●

●
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PO49 胚発育速度が遅延している形態良好胚の凍結・融解胚移植

●

●

○白井安砂子，加藤　祐美，三嶋　典子，大島　裕子，鈴木　有香，諏訪　友美，登内　恵美，中川　浩次，西　　弥生，

　江崎　　敬，金城　　洋，杉山　里英，杉山　カー，井上　正人
　杉山産婦人科生殖医療科

【目的】胚のquality評価に関しては，胚の発育速度と胚に占めるfragmentationの割合で評価される．　Veeck分類は後者を

形態学的に評価したものであり，前者に関しては加味されていない．そこで，本研究では発育速度の遅延している形態良好

胚（Veeck分類のGIあるいはGII）の凍結・融解胚移植の成績を比較し，上記の胚の凍結保存が臨床的に有用であるか否か
を検討した．【方法】2003年2月～2007年12月までに，Day3で5割球以下の胚でかつVeeck分類GIまたはGIIの胚を凍
結保存した32症例33周期を対象とした．凍結方法はplastic－bladeを用いたvitrification法で行い，融解胚移植は自然周期

あるいはホルモン補充周期で行った．【成績】平均年齢は3a6±a1歳，平均移植胚数は2．1±09個，平均割球数はで50±1．3

割球，凍結胚数は95個で回収率は100％，生存率は9a8％であった．凍結胚がVeeck分類GIまたはGIIであった率は758％
であった．胚移植は31周期で行った（排卵周期：24，ホルモン補充周期：7）．融解当日の移植は21周期，融解後1日培養
した周期は10周期であった．妊娠は1例のみであり，妊娠率は33％であった．【結語】発育速度が遅延している胚は，形
態が良好であっても胚のqualityとしては不良と考えられ，凍結保存は有用ではないと考えられた．

PO50 培養5日目桑実胚におけるグレーディングの有用性の検討

○宮田　広敏福富　紀子，松葉　純子，横田麻里子，小泉あずさ，橋口　綾乃，日貝　千春，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」胚盤胞培養において培養5日目（D5）に桑実胚がある症例は多く見受けられる．昨年，我々はD5桑実胚であって
も，凍結融解胚移植（FET）を行い，胚発育と子宮内膜の同期化をさせることで，妊娠が可能であることを報告した．今回，

D5桑実胚の形態的特徴が凍結時期決定の指標となるかどうかを検討した．「方法」当院において2006年1月から2008年4
月の間に，インフォームド・コンセントを得てIVF－ETを行った症例のうち，　D5に桑実胚が認められた420周期を対象と
し，それらの桑実胚の形態的特長をTaoらの桑実胚の評価方法に基づいて，グレード3（G3：good），グレード2（G2：inteト
mediate），グレード1（G1：poor）に分類した．　D6まで培養した胚はその発育を比較し，　D5で凍結した桑実胚は融解後1

日培養してFETを行い，その着床率を比較した．「結果」D5桑実胚のグレード別胚盤胞到達率はG3：8＆9％，　G2：7＆3％，

G1：459％，良好胚盤胞率（3BB以上）はG3：407％，　G2：333％，　G1：a8％と，いずれもGlが有意に低かった．また桑実
胚をD5に凍結しFETを行った胚の着床率は，　G3128．6％，　G2：19．4％，　G1：0％とGlの着床率が有意に低かった．「考察」

D5でG3およびG2であった桑実胚は良好胚盤胞への発育率も高く，　FETの着床率も高かった．しかし，　G1であった桑実
胚は良好胚盤胞への発育率およびFETの着床率も低く，　D5で凍結に適した胚であるかどうかの判断は難しい．桑実胚の凍

結時期決定の基準のひとつとして，グレードによりG3およびG2はD5で凍結し，　G1はD6まで培養して，良好胚盤胞に発
育した胚をFETに用いることは有用であると考えられた．

PO51 6日目胚盤胞の妊孕能力について一5日目胚盤胞との比較一

○村松　裕崇’，長嶋有希子1，清水　雅司1，清水　誉子1，村田　泰隆1，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】胚発育が遅めの胚盤胞であっても凍結融解を経て子宮内膜との同期をはかることで妊娠率が向上する事が報告され

ている．そこで，胚の成長スピードが胚自身の妊孕能力にどの程度関与しているかを検討するため，5日目胚盤胞と6日目
胚盤胞の臨床成績を，着床環境がほぼ一定であるHRC周期凍結融解胚盤胞移植で振り返った．【方法】平成17年から平成
19年に凍結融解単一胚盤胞移植を施行した5日目胚盤胞移植347症例457周期，6日目胚盤胞移植118症例154周期．移植
胚当たりの臨床成績（妊娠反応陽性率，臨床的妊娠率，継続妊娠率）を比較した．また胚形態グレード別（当センター基準

G1～G5）での成績も比較した．【結果】単一胚移植をした周期での移植胚当たり妊娠反応陽性率は，5日目，6日目胚盤胞
移植でそれぞれ58．9％（269／457）vs396％（61／154）であった．胚形態グレード別の成績はGlで732％（90／123）vs62．5％

（15／24），G2で570％（73／128）vs447％（17／38），　G3で423％（33／78）vs354％（17／48），　G4で667％（2／3）vs333（8

／24），G5で100％（1／1）vs50．0％（1／2）であった．5日目，6日目胚盤胞間で有意差が認められた．胚グレード別の検討

においては形態グレードの低いものほど6日目胚盤胞の成績低下が大きくなる傾向があった．当日は，胚一つ一つの結果が
特定可能な複数胚盤胞移植周期の成績も合わせ，さらに胚あたりの臨床的妊娠率，継続妊娠率の結果も検討して報告する．

【考察】6日目胚盤胞の成績は5日目胚盤胞に比べ有意に低く，胚の成長が一日遅れる事で妊娠反応陽性率は約3割低下した．

今後，胚の形態のみではなく成長スピードも加味した胚評価法を検討し，移植胚の選別，移植胚数の決定などの参考にして
いきたい．
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PO52 当院におけるDay6　ETの臨床的検討

○青葉　幸子1，尾崎　智哉2，塩島　　聡2，佐藤　和文’，渋谷　伸一2

　聖隷浜松病院臨床検査部1，聖隷浜松病院不妊内分泌科2

【目的】当院ではIVF－ETに際し胚盤胞培養を実施しているが，　Day5で胚盤胞に到達していない胚をDay6まで継続培養を
行うと胚盤胞に達することがある．今回，当院におけるDay6　ETの臨床成績について検討を行った．【方法】2005年1月

から2008年3月を対象期間とし，対象期間中，胚盤胞培養を実施した378周期を今回の対象とした．対象をDay5群・Day
6群に分け，胚盤胞到達率・妊娠率・流産率・ETキャンセル率等を比較した．更にDay6群を妊娠群・非妊娠群に分け，胚
盤胞への発生率を比較した．【結果】Day5群・Day6群間で年齢，受精方法，不妊原因に有意差は認めなかった．妊娠率，
着床率で両群間に有意差は認めなかったが（妊娠率：day5；38£％，　day6：350％，着床率：day5；834％，　day6；7＆6％），　Day

6群の胚盤胞到達率・流産率・ETキャンセル率はDay5群と比較し，有意に高い結果となった（胚盤胞到達率：day5；
37、3％，day6；62．6％，流産率lday5；120％，　day6；28．6％，　ETキャンセル率：day5；田％，　day6；軌3％）．　Day6での胚盤

胞到達率は妊娠群・非妊娠群とでそれぞれ61．5％，66．7％となり，非妊娠群で高くなったが，Gardner分類3以上の良好胚
盤胞到達率は妊娠群で高く（100．0％vs　77B％），　Day6妊娠群では全てGardner分類3以上の良好胚盤胞を移植していた．【考

察】今回の結果からDay5・Day6ETで妊娠率はほぼ変わらないものの，　Day6ETでは流産率・ETキャンセル率が高くなる
傾向が見られた．Day6ETを標準法としにくいが，　Day5で桑実胚しかない症例でもDay6で胚盤胞へ移行する可能性もあ
り，Gardner分類3以上の良好胚盤胞を移植できれば妊娠も期待できることから，培養継続の必要性が示唆された．

●

●

PO53 卵管間質部妊娠26例の検討

○松澤　晃代，川内　博人，沼尾　彰子，石川　雅一，武井恵理子，大類恵美子，海野　信也

　北里大学医学部産婦人科

　卵管間質部妊娠は子宮外妊娠（外妊）の中でも比較的稀な着床部位の一つであり，卵管疎通性の温存は困難であるとされ

ている．今回，われわれは1999年4月から，2007年9月までの9年6ヶ月の間に経験した，間質部妊娠26例について検討
したので報告する．検討期間巾の外妊総数は321例で，間質部妊娠は26例（＆1％）だった．26例中19例（73．1％）は自然

妊娠で，他の7例は何らかの排卵誘発を行った人工授精あるいは体外受精・胚移植によるものだった．初診時妊娠週数は5～

10週（平均7週），治療開始時血中hCG値は1737～145145（平均37651）IU／Lだった．初診時にすでに腹腔内出血による
ショック状態であった4例（15．4％）は，直ちに外科的治療が必要で，いずれも開腹による間質部切除術を行なった．これ

らの出血量は850～5670（平均33438）mlだった．下腹部痛もなく，全身状態が安定していた18例（69．2％）には経膣的超

音波断層法下薬物局所注入療法を選択した．局注薬剤としてはメトトレキサート（以下MTX）および50％グルコース（以
下50％G）を使用し，modified　NLA麻酔下に，21Gロングエラスター内針を用いて穿刺した．18例全例で血中hCG値は順
調に低下し，外妊は治癒した．また，26例中5例（19．2％）は子宮内外同時妊娠例で，このうち4例は子宮内妊娠の胎児が

生存していたため，MTXは使用せず，50％Gのみで治療し，妊娠を継続いずれも生児を得た．内外同時妊娠例以外では，
血中hCG値の陰性化に要した日数は29～227（平均616）日だった．経膣超音波上，問質部の腫瘤像が消失した後に子宮卵
管造影を施行した9例のうち，2例で患側間質部の疎通性を認めた．治療後の妊娠は8例に成立し，外妊の反復はなかった．

間質部妊娠に対する非観血的治療として，経膣的薬物局注療法の有用性が示唆された．

●

●

PO54 IUI後の腹腔内妊娠の一例

○白田　　泉，細川あゆみ，田島　敏樹，佐藤　千歳，宮内　彰人，安藤　一道

　日本赤十字社医療センター産婦人科

　不妊治療後の子宮外妊娠は自然妊娠に比し高率であると言われている．IUI3回施行後，　BBT低下および性器出血を認め
たため妊娠不成立と判断し，次周期でのIVF－ETを予定し卵胞刺激を行ったが卵胞発育を認めず，腹膜妊娠が判明した症例

を経験した．本症例について若干の文献的考察を加えて検討した．【症例】37歳，0経妊0経産．他院にて平成19年9月よ

り不妊治療を行っていた．同年10月30日，ll月27日，12月27日自然周期でIUIを施行．1，2回目は不成立，3回目はIUI
後16日目より性器出血，18日目よりBBTの低下を認め妊娠不成立と判断された．平成20年1月15日よりhMGによる卵
胞刺激を行い1月25日に採卵を行うもempty　follicleであり，同日の血中hCG値60211U／Lであった．1月28日，血中hCG
llO571U／Lと上昇を認めたが子宮内GSが見られないため，子宮外妊娠の疑いで翌日当院を紹介受診した．受診時，血中hCG

l63831U／L，ダグラス窩に圧痛を認め，超音波検査では子宮内GSはなく，ダグラス窩に内部にheart　beatのあるdecidual
ring様の腫瘤を認めた．腹膜妊娠（LMPより妊娠6週5日）を疑い同日腹腔鏡下手術を行った．腹腔内出血は少量，左仙
骨子宮靭帯やや内側に着床部位を認め，剥離・除去した．摘出標本には肉眼的にvilllを認め，病理検査でもtrophoblastお
よびchorionic　vnliを認めた．【考察】今回我々は，不妊治療後の腹膜妊娠の症例を術前診断し，腹腔鏡手術で治療できた症

例を経験した．本症例ではIUI後にBBTの低下と月経様出血により妊娠不成立と判断され卵胞刺激を行っているが，同様
にhCG陰性やBBTの低下，性器出血を認め，子宮外妊娠の診断が遅れたとの報告もある．遅延着床の可能性も言われてい
るが，その機序は明らかにされていない．子宮外妊娠は婦人科救急疾患として重要であり，その診断に関して上記のような

可能性も考慮し，問診・BBT・超音波検査所見・hCG値などから総合的に診断することが重要である．

●

●
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●

PO55 帝王切開廠痕部妊娠に対して子宮鏡下治療を行った2症例

○渡辺　　正，小原　　愛，岡村智佳子，安井　友春，五十嵐　司，渡辺　孝紀

　仙台市立病院産婦人科

●

●

【緒言】帝王切開癩痕部妊娠（以下CSP）は比較的稀な病態であるが，妊卵剥離，あるいは除去に際してしばしば止血困難

な出血に遭遇することが問題である．今回，我々は挙児希望の2例のCSPに子宮温存を意図してMTX全身投与の後，子宮
鏡を併用した妊卵除去を試みた．【症例1】症例は32歳3妊1産．他医にて頚管妊娠の診断で当院紹介．経膣超音波にて
CSPと診断血中hCG値は373768mIU／ml，胎児心拍陽性であった．　MTX全身投与後，血中hCG値は一時79914mlU／ml
まで上昇したが，その後緩やかに下降した．出血などの症状はなく，血中hCG値は2303mlU／mlまで下降した時点で妊卵
除去を行った．着床部より一時的な出血は多かったものの，術後経過は良好であった．【症例2】症例は35歳，3妊1産．

他医にて1ヶ月前に子宮内容除去術施行するも腫瘤残存のため，当院紹介．経膣超音波，MRIで子宮体下部前壁を中心に不

均一な約5cmの腫瘤を認めCSPと診断した．血中hCG値は566mlU／mlであったが，腫瘤の辺縁に豊富な血流を認めたた
め，MTX全身投与を行い，血中hCG値が444mlU／mlまで下降した時点で妊卵除去を予定した．しかし，持続性の強出血
に遭遇したため妊卵除去を途中で断念し同日UAEを施行した．その後十分なinformed　consentの上，エトポシドの全身投
与を行い，血中hCG値の低下，および腫瘤周囲の血流が減弱したのを確認後，子宮鏡下の妊卵除去を完遂し得た．【考察】

帝王切開癩痕部妊娠の妊卵除去に子宮鏡はきわめて有用であった．また，妊卵除去のタイミングとして，血中hCG値の絶
対値ならびに減衰率のみでなく，着床部周囲の血流評価が重要である可能性が考えられた．

PO56 卵管切除後の自然妊娠でどう側卵管鉗子粒妊娠を来たした一例

○石田　洋昭，齋藤麻由美，安田　　豊，高島　明子，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

●

　卵管切除後の自然妊娠で切除側と同側の卵管間質部に妊娠した1例を報告する．症例34歳，未経妊．前医で右卵管溜水
腫の診断を受け不妊治療の一環として腹腔鏡下に同卵管を切除した．その5ヵ月後に自然妊娠したが妊娠6週で子宮外妊娠
を疑われ当院へ紹介となった．超音波検査において子宮内には胎嚢がみられないが，左右の付属器周辺には明らかな子宮外

妊娠を示唆する所見もなかった．試験的に子宮内容除去術を施行したが絨毛組織はみられず子宮外妊娠の診断で腹腔鏡下手

術を行った．術中所見；右卵管は切除後であったが，右卵管間質部に腫瘤がみられた．術中同部位が破綻し出血し，さらに
他に異所性妊娠部位を疑わせる所見がなかったことから右卵管間質部の診断で間質部を切除した．術後の病理組織学的検査
で切除部位に妊娠成分を認めた．近年不妊治療のため卵管溜水腫を切除する機会も増加しているが，切除後の自然妊娠でも

切除側と同側の間質部に妊娠することがあるので診察時には注意を払う必要がある．

●

PO57 スパームソーターを用いて回収した精子の運動性について

○津田亜矢子，原　　鐵晃，佐藤　景子，井上　裕美，見玉　尚志

　県立広島病院生殖医療科

●

●

【目的】スパームソーター（ストレックス社）は，回路内に培養液および精液の二層の層流を作り，境界面を越えた運動精
子をチャンバー内に集めることにより，運動性が良好な精子を回収することができる装置である．本研究では，密度勾配遠

心分離後にSwim　upを行う方法（DGC＆SU法）とスパームソーターを用いる方法（SS法）により精子を回収し，それぞ
れの精子の運動性をCASA解析装置（SMAS　加賀電子）を用いて比較検討した．【方法】ART実施患者のうち原精液の精
子濃度が45xlO6／ml以上の11症例で行った．　ll症例の原精液の精子濃度と運動率の平均はそれぞれ905×106／mlと46％

であった．DGC＆SU法では，　RG120（べ一じゅ社）を用いて23分間遠心分離処理後，1時間10％SSS－HTF培養液（IS）中
でSwim　upさせた．　SS法では，スパームソーターの回路を培養液で満たした後，培養液および5倍希釈した精液を回路に

流して二層の層流を作り，5分間静置した．SMASを用い，マクラーチャンバーおよびスパームソーターチャンバー内の精
子について行い，直線速度（VSL），曲線速度（VCL），頭部振幅（ALH），振動数（BCF）および直進性（LIN）を解析し
た．統計はT検定を用い，P＜0．05を有意とした．【成績】原精液，　DGC＆SU法およびSS法により回収した精子のVSLは，

21．6，406および426μm／s，VCLは，479，1176および111．1μm／s，　ALHは，13，2．6および26μm，　BCFは133，12．8
および14．1Hz，　LINは，05，0．4，04となった．　SS法で回収された精子の運動性は，　DGC＆SU法で回収した精子と比較し
て，同等の前進速度および直進性を有し，頭部振動数については有意に高い値であった（p＜005）．【結論】SS法により，

頭部振動数の高い精子を回収することが出来ることが示唆された．しかし，SS法により回収できる精子量は，約6000精子
程度と低いため，
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PO58 CASAを用いた妊孕能評価法
●

○磯部　哲也

　鈴鹿回生病院生殖医療センター

【目的】精子エネルギー理論によって一定容積の精液中に存在する精子集団の持つ力学的エネルギーの合計がnKλ×比例定

数で表されることがわかっている．Kλの値はサンプル精液中に存在する精子の1匹あたりの平均エネルギーを反映する．　n
は対象とする精液中に存在する精子の数であり，λは精子頭部首振り振幅の二乗の平均値である．Kはエネルギー分布曲線

から求められる係数である．これらの数値はCASA（computer－assisted　sperm　analysis）を用いた測定により得られる．

精子の持つ力学的エネルギーを用いて妊孕能が評価できるかどうかを調べた．【方法】不妊症と診断されたカップルのうち

スクリーニング検査で女性側に異常所見を認めなかった36症例の射精精液127サンプルと，すでに自然妊娠で挙児を得て
いる男性37症例の射精精液139サンプルにおいて上記の方法で精子の持つ力学的エネルギーを求め妊孕能との関係を調べ
た．実験に際してその目的や方法をデータ提供者に説明し同意を得るとともに個人情報は匿名化され施設内で厳重に管理さ
れることを明示した．【成績】nKλ／100〈0．5では自然妊娠は望めないことがわかった．そして自然妊娠を期待するにはnKλ

／100＞LOかつKλ＞2、0が必要十分条件であることがわかった．【結論】精子の持つ力学的エネルギーを用いて自然妊娠の可

否を判定できる可能性が示唆された．

●

●

PO59 HBAテストとconventional　IVFの受精率との関係

○平田　　麗，木多　寛恵，滝上　知里，川上　典子，刀禰美那子，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，

　林　　伸旨

　岡山二人クリニック

［目的］一般的な精液検査だけでは精子の受精能予測は確実とはいえず，様々な検査法が考えられている．HBA‘R　Sperm－

Hyaluronan　Binding　Assay（BIOCOAT，　lnc）は精子表面にあるビアルロン酸（HA）またはビアルロニダーゼのレセプター

がHAに接着することを利用し，成熟精子の割合を調べるテストである．今回HBAがconventional　IVF（cIVF）の受精能
予測の追加指標となりうるか検討した．［方法］HBAスライドに精液をのせ15分静置させた後，運動精子中の接着運動精
子の割合をHBA　Bound率として算出した．検討1：過去のcIVFにおける受精率が30％以下だった12症例（Total　Fertili－

zation　Failure　8症例を含む）の精液を用い，　Bound率を測定した．検討2：体外受精実施日にHBAを行い，一般精液検査
（運動率・前進率・正常形態率・Swim　Up処理後の運動率・前進率）と共に受精率との関係を検討した．［結果］検討1：12

症例中11症例が正常基準値のBound率80％未満で，平均Bound率は594％（28％－914％）であった．検討2：Bound率
80％未満の症例の平均受精率は695％（41／59），80％以上では6L9％（52／84）であった．　HBAの受精率に対する感度，
特異度はともに低値であった（40％，20％），Bound率と処理後の前進率（r＝0694），受精率と正常形態率（r＝0．549）は，

ともに相関関係が認められた（P＜0．05，P＜0．01）．［考察］HBA　Bound率と処理後の前進率との間には相関関係が認めら

れたが，Bound率が低値でありながら受精良好であった症例もあり，　conventional　IVFの受精予測の指標としてHBAが有
用とはいえなかった．

●

●

PO60 SMASの精液所見からみた人工授精における指標の検討

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

【目的】精子運動解析装置SMASで測定した各種精液所見が，人工授精（AIH）の際の指標になりえるかについての検討を
目的とした．【対象】2007年ll月～2008年4月まで当院にて，　AIHを行った69症例（121周期）を対象とした．平均年齢
は342歳（±4．4），平均回数は29回（±19）．【方法】SMASで測定した調整前精液の総精子濃度，運動精子濃度運動率，

直進速度，曲線速度直進性，頭部振幅についてWHO推奨直線速度分布の割合（A％）から25％未満（BL群；n＝59）と
25％以上（BH群；n＝62）に分類し，さらに単層密度勾配遠心法での精液調整後においても同様に25％未満（AL群；n＝
15），25％以上（AH群；n＝106）の2群に分類し，検討を行った．同時に妊娠群（n＝12）との比較も行った．【結果】調
整前精液の総精子濃度には両群間に有意な差はなかったが，運動精子濃度，運動率，直進速度，曲線速度，直進性，頭部振

幅においてBL群に比べBH群では有意な高値が認められた．調整前精液において妊娠群では直線速度と曲線速度において
BL群に比べ有意な高値が認められた．精液調整後は総精子濃度，運動精子濃度運動率，曲線速度，頭部振幅についてAL
群に比べAH群で有意な高値が認められた．妊娠群においてもAL群に比較してそれぞれ有意な高値が認められた．【考察】
AIHの時，調整前精液については精子濃度よりもWHO推奨直線速度分布のAの割合が基準になることが示唆された．調
整後精液では良好運動精子が回収される割合は高くなり，運動精子濃度だけでなく直線速度分布のAの割合が調整前精液よ

りも増加することが必要であると考えられた．今後は症例数を増やして当院においての指標を設定し，患者への対応を考え
ていきたい．

●

●

●
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PO61 当院におけるAIH成績と精子直線運動速度との関連についての検討

185（309）

○金子　奈央，矢内原　敦，石神　美紀，笹渡由花里，清水　　綾，依光　　毅，許山　浩司，大原　基弘，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

【目的】精子の機能を客観的に測定する方法として自動測定器が開発され普及している．測定可能な項目内で，精子の運動

量に関する指標に，精子直線運動速度（SLV）がある．さらに，　SLVは人工授精の成績に影響することが以前より指摘され

ている．そこで今回，SLVを中心にAIHの成績との関連性について後方視的な検討を行った．【方法】当院でAIHを施行
した患者1126人，4918周期を対象に，AIH施行前にSperm　Motility　Analysis　Systemにより精液の運動検査を行った．得

られた結果より，SLV別による妊娠率，　SLVと精子所見との関連，年齢禁欲日数とSLVとの関連を検討した．尚，統計
学的処理はstudent－t　testとX2検定を用いp＜0、05にて有意差ありとした．【結果】SLVの早いほうが有意に妊娠率が高かっ

た．妊娠した症例での最低SVLは6μm／秒であった．精液量が多いほど，運動率が高いほど，年齢が若いほど．禁欲日数の

短いほど，SLVは有意に早かった．精液濃度においては160×106／ml以上でSLVの低下を認めた．【考察】SLVは人工授
精の成績に影響を及ぼすことが推測された．SLVが6μm／秒未満の症例，運動率が30％未満でSLVが10μm／秒未満の症例，

40歳代でSLVが10μm／秒未満の症例での妊娠率は有意に低く，早めのstep　upを考慮すべきと考えられた．

PO62 演題取り下げ

●

●

●

●

PO63 精子の運動性の維持を目的とした保存法と最適な保存期間の検討

○中村　忠治，猪鼻　達仁，高野　裕子，畠田　祥代，高橋　和子，森　　由佳，澤井　　毅，佐藤美穂子，田畑　光恵，

　塚越静香，仲田正之，井上正人，藤原敏博，堤　 治

　山王病院リプロダクションセンター

【目的】精子保存法が精子運動性パラメーターに与える影響を経時的に比較し，各方法で運動性が維持される保存期間を調
査した．【対象】患者の同意を得られた検査検体を用いた．【方法】Swim　up法で精子浮遊液を調整し，精子運動率，高速運

動精子の割合（Rapid），精子のpass　velocity（Vap）をCASAで計測した．同一検体で凍結保存（－196℃，　F群）と冷蔵

保存（4℃，R群）を比較し，他の同一検体で冷蔵保存と培養庫保存（37℃，1群）を比較した．凍結液および冷蔵液はFreez・

ing　MediumとRefrigeration　Medium（lrvine社）を使用した．　F群は保存108時間後に融解して計測し，　R群と1群は24

時間後から108時間後まで24時間毎に計測した．【結果】R群とF群間では，保存前運動率9a9％，　Rapid875％，　Vap804
であり，F群では運動率62．1％，　Rapid472％であった．　R群の24時間後では運動率80．1％，　Rapid　634％で，双方F群よ

り有意に高く，48時間から72時間後でも共にR群で高い傾向を示したが，96時間後以降はF群で有意に高かった．Vap
は全ての時間区でF群が高い傾向であった．R群と1群では保存前が運動率912％，　Rapid870％，　Vap7a2で，24時間後に
は，R群，1群の順に運動率649％，912％，　Rapid41β％，870％で，1群ですべて有意に高かった．48時間後はどちらもR
群で有意に高いが，72時間以降は下降した．Vapは24時間後で1群が有意に高く，48時間後以降では1群が高かった．【考
察】精子運動性が維持される観点から，24時間までは培養庫保存，48時間から72時間までは冷蔵保存，96時間以上の保存

には凍結保存が適した保存方法と考えられた．
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PO64 保存温度と経過時間が精液所見に及ぼす影響ついての検討

日生殖医会誌53巻4号

●

○大村　直輝，矢内原　敦，渡邉　英明，有地あかね，菅　かほり，宮　　香織，石川　聖華，薄田　　亮，依光　　毅，

　許山　浩司，大原　基弘，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

【目的】一般的に人工授精を行う際，精液は良好運動精子回収処理を行うまでの間，室温または37℃で保存されることが多

い．しかし，家畜特に豚においては精液を5－10℃で低温保存することにより数日間良好な運動率を保持することが可能で

あり，人工授精の際繁用されている，また最近ではヒトにおいても21℃でインキュベートすることにより空胞を伴う精
子の割合が低くなったという報告がなされた．そこで今回，精液の保存温度と経過時間が精液所見に及ぼす影響について検
討した．【方法】院内において採取された精液を37℃，27℃，4℃という条件で保存し，これらの30分（検査時）・1時間・

2時間・3時間・5時間・7時間・10時間における運動率および運動速度の変化について検討した．【結果】運動率は，37℃
と27℃においては採精後2時間までは緩やかな低下を示していたが，3時間以降で37℃での運動率は27℃を下回る結果と

なった．一方，4℃では，採精後1時間で急激に低下し，その後も緩やかではあるものの低下する傾向にあった．次に，運
動速度は，37℃，27℃では，採精後3時間まではほぼ横ばいを示したが，その後は緩やかに低下した．また4℃では，運動
率と同様に採精後3時間までは急激な低下が見られたが，その後は緩やかに低下する傾向を示した．すべての時間帯におい
て27℃が最良の結果であった．【考察】今回の条件下では，保存時間が短時間（3時間以内）であれば37℃・27℃ともに精

液所見に対する影響に差がないが，長時間（5時間以．ヒ）になると37℃では精液所見が低下する傾向にあることから27℃
での保存がより適していると考えられた．

●

●

PO65 凍結保護物質含等張凍結液によるクライオトップを用いた少精子凍結

○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】クライオトップ（北里バイオファルマ）を用いての少数精子凍結は，手順が簡素なため精子を損失しにくいものの，

融解後の精子運動率が低下する問題があった．そこで今回我々は凍結液に浸透圧を調整しながら耐凍剤を加え，凍結融解後

の精子運動率が改善できるか試みた，【方法】swim　up処理後の運動精子濃度が10xlO5／ml以上であった患者（n＝6）の同
意を得た精子を用いた．等張（約300mOsmol）に調整した0．3M　Sucrose（Merck），0．2M　Sucrose＋3％スキムミルク（Difco），

G－IVF（vitrolife）と，高張（約1400から1900mOsmol）に調整したSperm　Freeze（FertiPro），0．3M　Sucrose＋6％グリ

セリン（Sigma）の計5種類の凍結液を使用した．運動精子を各凍結液で希釈後1μ1をクライオトップ先端部に置き液体
窒素蒸気で凍結した．融解はクライオトップ先端部を37度に加温した5μ1培養液（Pl＋10％SSS）に浸漬して行った．融解
後，精子を倒立顕微鏡下で観察し運動率を調べた．【結果】凍結融解後の精子運動率は，順に694％（466／671），75．2％（486

／646），5L7％（374／723），50．7％（436／860），474％（245／517）であった．02M　Sucrose＋3％スキムミルクを凍結液に用

いたときが他のときに比べ有意に融解後の精子運動率が高かった（P＜0．05）．【考察】凍結保護物質を含んでいるが等張なた

め浸透圧によるダメージがないα2M　Sucrose＋3％スキムミルクを凍結液に用いることで，融解後の精子運動能を高く維持

できることが明らかとなった．少数の運動精子を高率に維持できることから臨床上有用と思われた．

●

●

PO66 ICSI用シャーレによる少数精子凍結保存の試み

○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】少数精子の凍結においては凍結保存容器への出し入れ操作によって精子が損失されやすい．そこで本研究ではICSI

用シャーレを用い基礎的な実験を行った．【方法】本実験に関し，インフォーム・コンセントの得られた患者からの精子を
用いた．Percoll処理後の上澄精子を培養液で洗浄後，市販凍結液（Fertipro社）と10：7で混和し，当院の精子凍結手順に
従い凍結融解し，微弱運動精子を用意した．ICSI用シャーレ（Falcon）に5μ1の希釈凍結液を10　drop並べ（シャーレ1枚

あたり非運動精子用5個，微弱運動精子用5個），40mlのミネラルオイルで覆った．マニピュレーターにて精子をdrop　l
個あたり3個入れ，2時の方向に置いた（シャーレ1枚あたり非運動精子15個，運動精子15個，計30個）．フタを閉めラッ

プで包み，液体窒素液面から5mmの蒸気中に25分静置し凍結した．融解は室温に2分おいた後ブタを外し，37℃のIVF
インキュベーター内に10分置いて解凍した．12時の方向から精子観察を開始し，観察時間はdrop当たり5分以内とした．
【結果】（実験回数10回）凍結前総非運動精子数150個中，融解後148個（9＆7％）が確認された．凍結前総運動精子数150

個中，融解後149個（993％）が確認され，40個に運動性が認められた（運動率268％）．融解後の平均精子確認時間はシャー

レ1枚あたり非運動精子2分54秒（SD＝3分5秒），運動精子6分27秒（SD＝4分10秒）で有意差はなかった．追加観察
により，5分以内に確認できなかった精子3個のうち，2個はdropの死角に存在し，残り1個は尾部の変形により精子が球
状になっていた．【結論】ICSI用シャーレを用いて精子を凍結保存可能であった．少数精子の取り扱いが比較的容易に行え，

運動性が微弱な精子ならば短時間で効率よく位置を確認できた．

●

●



●

●

●

●

●

平成20年10月1日

PO67

187（311）

精索静脈瘤を有し妊孕性のある男性の精巣容積，陰嚢深部温および精巣内酸化スト

レス

○白石　晃司1，瀧原　博史2
　厚南セントヒル病院泌尿器科1，山陽小野田市民病院泌尿器科2

【目的】精索静脈瘤は成人男性の10－20％に存在しその大部分は妊孕性を有するが，精索静脈瘤が存在しかつ妊孕性のある男性

の造精機能に関する詳細な報告はない．精巣容積，陰嚢深部温および精巣内酸化ストレスの状態を不妊症を呈する精索静脈瘤精

巣と比較することにより精索静脈瘤の病態について解析した．【対象と方法】妊孕性のある成人男性（A群，n＝100，平均37．2

歳），妊孕性があり左精索静脈瘤を有する成人男性（B群，n＝100，平均36．1歳）および不妊外来を受診し左精索静脈瘤と診断

された患者（C群，n＝100，平均3α7歳）の精巣容積を山口大学式orchidometerにて測定した．一部の患者について陰嚢深部

温測定（仰臥位から立位への体位変換による温度差）と精巣生検サンプルを用いて病理組織学的評価および4－HNE　modified　pro－

teinの検出（Western　blotting）にて精巣内酸化ストレスの評価を行った．本研究実施にあたりIRBの承認と患者の同意を得た．

【結果】左右の平均精巣容積は，215，219ml（A群），16β，1＆4　ml（B群），2α3，21．7　ml（C群）でB群においては左右と

も他の群に比べて低下を認め，B群およびC群において左精巣容積の有意な低下を認めた．　B群における4－HNE　modified　pro－

teinの発現は左右ともA群の2倍以上の増加を示した．　C群においては有意な発現充進は認められなかった．一方，　A群にお

いては陰嚢深部温は一〇2℃であったのに対しBおよびC群においては両群とも平均12℃の上昇を認めた．【考察】精索静脈瘤

の存在により陰嚢深部温は上昇するものの妊孕性のある男性の精巣容積は正常であった．精索静脈瘤による造精機能障害は温度

のみならず様々な原因が関与していることが再確認された．不妊症を呈する精索静脈瘤精巣においては酸化ストレスが元進して

いたことより何らかの機序でreactive　oxygen　species（ROS）の産生充進またはその消去機構の異常が示唆された．

PO68 左精索静脈瘤手術時に結紮した静脈数と太さは術後の精液所見改善の予測因子とな

り得るのか

○松下　知彦1，木村　将貴，寺井　一隆1，吉池　美紀2，中野　　勝，岩本　晃明3
　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教室2，国際医療福祉大学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で外科的手術により造精機能が回復し得る疾患と広く認識されている．その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回我々の有効性に関して静脈瘤のGradeが指標となるとの文献が散見されるが術後の改善予測因子は未だ不明である．
行っている精索静脈瘤低位結紮術の際の結紮静脈本数と大きさが静脈瘤のGradeや手術成績と関連があるかを検討した．【対

象および方法】当院にて精索静脈瘤と診断され手術を受けた，乏精子または精子無力症51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，結紮静脈本数を検討した．手術時の結紮静脈は直径1mmまでを軽度，1－2mmを中等

度2mm以上を高度怒張と分類しそれぞれ結紮本数を記録した．術前の精液検査結果は2～3回の平均値で評価し，術後は
全経過の平均にて評価した．【結果】対象症例の平均年齢は339歳（27－49歳）で，術前平均精子濃度2（M×106／mL運動率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軽度345％，術後はそれぞれ39．7x106／ml，424％で，有意に改善した．平均結紮静脈数は高度怒張29本，中等度36本，
52本であった．Grade3症例の精子濃度は術前後で有意に（p＝OD1）改善したほかはGrade別の術前後の精液所見に有意差
はなかった．結紮静脈本数別では高度怒張が2本以下の症例で有意な精子濃度の改善が得られた（p＝0工｝1）．また高度怒張

静脈本数にGrade1と3との間に有意差を認めた（P＝01）4）．【結論】精索静脈瘤低位結紮術時に結紮した高度怒張静脈本数

はGradeと相関する可能性がある一方，2本以下で精子濃度が有意に改善した．この臨床的意義の解釈は困難である．

PO69 精索静脈瘤は潜在的な静脈系の異常を伴っているか一精索静脈瘤の存在と前立腺静

脈叢の関連性について

●

●

○坂本　英雄12，小川　良夫1
　昭和大学医学部泌尿器科1，独立行政法人国立病院機構災害医療センター泌尿器科2

【目的】精索静脈瘤と下肢静脈瘤や冠動脈拡張症など他の血管系異常との関連性が報告され，精索静脈瘤に潜在的に血管系
の異常が伴っている可能性が示唆されている、今回，カラードプラ超音波断層法を用い蔓状静脈叢と前立腺静脈叢を走査し，

精索静脈瘤の存在と前立腺静脈叢の関係について検討した．【方法】不妊症を主訴に受診した190名および陰嚢内疾患の疑

いで受診した13例，計209例（平均年齢353歳）を対象とした．【方法】精索静脈瘤の診断はカラードプラ超音波断層法を
用い，蔓状静脈叢に1秒以上の逆流波を認め，蔓状静脈叢の最大静脈径3mm以上を満たす場合に精索静脈瘤と診断した．94
例に片側性精索静脈瘤（片側群），47例に両側性精索静脈瘤（両側群）を認め，64例では精索静脈瘤は認められなかった（非

静脈瘤群）．蔓状静脈叢および前立腺静脈叢の血管径をそれぞれ陰嚢超音波断層法，経会陰超音波断層法を用い測定した．

また，Valsalva法負荷時に前立腺静脈叢に逆流波を，　Valsalva法解除時に｝頂行波を認め，逆流波および順行波の血流速度を

測定した．【結果】前立腺静脈叢の平均血管径，逆流波および順行波の平均血流速度は両側群で片側群および非静脈瘤群よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10例では精索り大きかった（p＜αOl）．さらに片側群では非静脈瘤群より順行波の平均血流速度が大きかった（p＜OO5）．

静脈瘤手術前後で前立腺静脈叢の平均血管径逆流波および順行波の平均血流速度に有意差はみられなかった．また，蔓状
静脈叢の血管径と左右前立腺静脈叢の血管径に正の相関がみられた（右：r＝0．319，左：r＝0318，p＜00001）．【考察】両

側精索静脈瘤症例では前立腺静脈叢の血管径，逆流波および順行波の血流速度が大きく，精索静脈瘤，特に両側性精索静脈

瘤では潜在的に静脈系の異常を伴っている可能性が示唆された．
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PO70 鼠径ヘルニア根治術と閉塞性無精子症の関連についての検討

日生殖医会誌　53巻4号

●

○山口　耕平，石川　智基，千葉　公嗣，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

近年，鼠径ヘルニア根治術としてメッシュプラグ法が用いられる事が多くなっている．再発率が低いこと，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また素材の改良
によって感染の危険性が低くなってきている事から良好な治療成績が報告されているが，同法では，異物反応に伴い周囲組
織との癒着が生じ，精管内腔の狭小化ないし完全閉塞を来たし，男性不妊の原因となる可能性が考えられる．一方小児期に

メッシュプラグを用いない両側鼠径ヘルニア根治術の既往がある患者が無精子症を呈することをしばしば経験するが，こう
いった患者に対する精路再建術は困難を極める場合が多く，精巣内精子などを用いての顕微授精を施行する症例が多いのが

実情である．我々はメッシュプラグ法による両側鼠径ヘルニア根治術施行後数年経過した後，急速に閉塞性無精子症を来し
た1例を経験した．　　　　　　　　患者は30歳．1993年右鼠径ヘルニア根治術を施行され，2000年に再発，同時に左鼠径ヘルニアの発症
も認めたため，両鼠径ヘルニア根治術を施行された．不妊を主訴に2005年6月近医受診．数回の精液検査で，59，21，13，

12×106／mlと徐々に精子濃度の減少を認め，同年10月には01　x　106／mlと急激な減少を来し，以後無精子となった，精巣

容量は右19ml，左14mL明らかな精巣上体及び精管の拡張は認めなかった．染色体は46XY，ホルモン検査はFSH，　LH，
PRL　Tいずれも正常域内であった．左精、巣内精子採取術にて運動精子を確認し，凍結保存した．精管造影検査で，両側と
も内鼠径輪近傍で完全閉塞を認めたため，精路再建は困難と判断した．症例提示の他に，小児期の両側鼠径ヘルニア根治術

の既往がある患者に対しての精路再建術の可能性と実際についても検討を加えた．また当科における閉塞性無精子症患者と
鼠径ヘルニア根治術との関連についても，文献的考察を踏まえ報告する．

●

●

PO71 閉塞の原因からみた精路再建術の成績の検討

○大久保和俊1，市岡健太郎1，宗田　　武1，西山　博之i，奥野　　博2，小倉　啓司3，松田　公志4

　京都大学泌尿器科1，国立病院機構京都医療センター泌尿器科2，大津赤十字病院泌尿器科3，関西医科大学泌尿器科1

【目的】精路再建術は閉塞性無精子症の治療に有用な手術術式である．京都大学における精路再建術の成績を閉塞の原因ご
とに分類し検討した．　　　　　　　　　　【対象と方法】1985年から2007年までに閉塞性無精子症と診断し精路再建術を行った99例を対象と
した．精管精管吻合術（VV群）は50例（両側手術症例27，片側手術症例23），精巣上体精管吻合術（VE群）は42例（両
側手術症例26例，片側手術症例16）．閉塞の原因から，精管切断術後（A群），厳径ヘルニア術後（B群），精巣上体炎（C

群），原因不明の精巣上体閉塞（D群），その他の原因や複数の原因（E群）に分類し，術後精液検査での精子出現率と自然
妊娠の頻度について検討した．　　　　　　　　　　　　　【結果】A群：20例，B群：14例，　C群：9例，　D群：14例，　E群：42例であった．術後の
精了・出現率はA群：80％，B群：50％，　C群：78％，　D群：71％，　E群：60％，白然妊娠率はA群：20％，　B群：21％，　C

群：56％，D群：14％，　E群：21％であった．　C群では精子出現率，自然妊娠率ともに優れている傾向がみられた．一方で，

B群では精子出現率がやや低い傾向にあった．【結語】厳径ヘルニア術後では，骨盤内での吻合を必要とする症例や，精管

と精巣上体の両方で閉塞している症例も少なからず認められ，これらが厳径ヘルニア術後症例における精路再建術のポイン
トのひとつと考えられる．また，最近，膀ヘルニア術後の精管閉塞で再建術を行った症例も経験したので同時に提示したい．

●

●

PO72 精巣上体精子採取術（MESA）

○日比　初紀1，大堀　　賢1，園原めぐみ2，福永　憲隆2，佐野　美保2，羽柴　良樹2，浅田　義正2

　協立総合病院泌尿器科1，浅田レディースクリニック2

【目的】無精子症に対する精子採取術は手技の簡便性よりTESEが広く行われ，本来MESAの適応である閉塞性無精子症に

対しても殆ど行われなくなった．当院で行っているMESAの成績を報告する．【対象及び方法】2004年5月より2008年3
月までに行った62例のMESAを対象とした．閉塞の原因は小児期ヘルニア術7例，先天性精管欠損7例，脊髄損傷5例，
精巣上体炎4例，精管結紮術後3例，医原性3例，精路再建術失敗1例，原因不明32例であった．【結果】51例（822％）
に運動精子が回収された．一方4例（64％）がMESAで採取不能でTESEでのみ運動精子が回収され，　TESEでも精子回
収不能が7例（11．2％）あった．またMESAで回収された51例中4例は微動精子の為TESEが併用された．採取された精
子で全カップルが顕微授精を受け，39例の出産を得た．【結語】MESAは組織のミンスなどの処理は不要，　TESEより多数
の精子が採取可能，精子の処理・凍結保存も容易，など多くのメリットがある．術中に良く精巣h体を観察し，MESAで採
取された精子の質が悪い場合にのみTESEを施行するようスキルを上げていく必要がある．

●

●
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●

PO73 血清Anti－Mullerian　Hormone値による無精子症患者のTESE時精子回収可否の
予測に関する検討

●

●

○上村るり子1，藤田　和之1，山田　京子1，加嶋　克則1，田中　憲一，岡田　潤幸2

　新潟大学医歯学総合病院産婦人科1，岡田産科婦人科病院2

【目的】無精子症症例に対し精巣内精子採取術（TESE）による精子回収が試みられているが，手術を行う前に精子の回収の

可否を予測することはインフォームドコンセントを得る上でも重要である．その指標としては通常，血清FSH値，精巣容

積などが用いられているが，その有用性は充分ではないとする報告も多く，よりよい指標が求められている．我々はインヒ
ビンB値の有用性を報告してきたが，現在測定キットの販売中止により測定が困難となっている．新たな指標として血清
Anti－Mullerian　Hormone（AMH）値の有用性を検討した．【方法】当院の男性不妊外来を受診した無精子症患者45例を対

象とし，血清FSH値，インヒビンB値血清，　AMH値を測定した．　AMH値はIMMUNOTECH社のEIAキットを用いて
測定した．症例をA群：閉塞性無精子症症例6例，B群：非閉塞性無精子症で精子を回収できた症例18例，　C群：非閉塞
性無精子症で精子を回収できなかった症例21例に分け，各因子値の各群間での比較をMann－WhitneyのU検定にて行っ
た．【成績】血清AMH値の平均はA群7℃ng／ml，　B群102ng／ml，　C群35ng／mlであり，　B群はC群に比し有意に高値で

あった．AMH値はインヒビンB値と有意な相関を示した（p＝OD3）．精子回収可否の予測のカットオフ値をFSH：150mIU
／ml，インヒビンB：40pg／dl，　AMH：51ng／mlに設定すると，敏感度はそれぞれ75％，78％，84％であり，特異度はそれ
ぞれ75％，80％，86％であった．【結論】非閉塞性無精子症症例においてTESE時の精子回収の可否の予測に血清AMH値

が有用であることが示唆された．

PO74 ICSI成績から見たTESE症例の検討

○石原　優子1，片桐由起子1，北村　　衛1，佐々木由香2，福田　雄介，松江　陽一，渡辺慎一郎1，宗　　晶子1，

　渋井　幸裕，永尾　光一2，三浦　一陽，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】ICSI－ETにおいて，精巣精子症例では射出精子症例と比較して臨床成績は不良である．そこで，　ICSI成績から見た

TESE症例を後方視的に検討した．【方法】2006年1月から2008年4月までに，当院リプロダクションセンターにおいて精
巣精子（testicular　sperm　extraction：TESE）によるICSIを施行した65症例，149周期について，非閉塞性無精子症（non
obstractive　azoospermia：NOA）閉塞性無精子症（obstractive　azoospermia：OA）の別，　conventional　TESE（c－TESE），

microdissection　TESE（MD－TESE）の別，運動精子の有無，受精の有無およびFSH値，　LH値，テストステロン（T）値
の観点から臨床成績を比較検討した．【成績】65症例，149周期の内訳は，NOA　38症例，95周期，　OA　27症例，54周期で

あった．妊娠率は周期あたりNOA137％，　OA　9．26％で有意差を認めなかった．　c－TESEとMD－TESEの比較における妊
娠率は13。9％vs．125％で有意差はなかった．運動精子（＋）群と運動精子（一）群の比較においては，受精率は442％vs．

15C％と有意差を認めたものの（p＜0．001），妊娠率は11．7％vs．14β％で有意差を認めなかった．ホルモン値の検討におい

て，妊娠群と非妊娠群では，FSH　7β±53　vs．154±178，　LH　340±Mvs．613±77，　T　4733±1829　vs．3543±1105で，　FSH

値とLH値で有意差を認めた（p＝005，　p＜002）．【結論】OA群における妊娠率が低いことから，閉塞期間の長期化などで

造精機能障害を有するOA症例が今回の対象症例に多く含まれている背景が明らかとなった．また，運動精子の有無よりも
ホルモン背景が妊娠率に影響していることが示唆された．婦人科領域でもICSI対象症例の男性因子の背景により関心を示

し，ART施行前の臨床成績の説明等に関して，症例の背景に応じたデータ提示が必要であると思われた．

PO75 無精子症を合併したクラインフェルター症候群にTESE－ICSIを行い受精した一症
例

○篠原真理子，小牧　麻美，柴田　典子，小山　伸夫

　ART女性クリニック

●

●

【目的】以前はクラインフェルター症候群の患者は挙児を望めないと考えられていたが，最近TESE－ICSIによって，妊娠出

産例が報告されているが，まだ一般的ではない，今回我々は無精子症を合併したクラインフェルター症候群をTESE－ICSI
によって，精子を回収し，受精卵を獲得した一症例を経験したので報告する．【症例】夫32歳妻34歳で，1年2ヶ月の原
発性不妊で当院を受診した．3回の精液検査において3回とも精子を全く認めず，逆行性射精の所見も無く，無精子症と診
断した．また血中テストステロン値は低く，血中FSH，　LHはともに高値で，非閉塞性無精子症が疑われた．染色体検査を

行なったところ，47，XXYのクラインフェルター症候群であった．挙児希望があるため，夫婦に十分なインフォームドコ
ンセントを行なった後TESE－ICSIを行った．　TESEにおいて，精巣から2ヶ所組織を採取し顕微鏡で調べたところ，ど
ちらとも精子を認めた．うち1ヶ所のほうの精子は微弱ではあるが運動性を認めた．運動性を認めた精子をICSIに用い，
残りは組織ごと凍結保存した．妻はLong法にて卵巣刺激を行い，　TESEを行った当日に精子の回収を確認後採卵した．【結

果】21個採卵し，前培養後M2卵子20個にICSIを行った．そのうち15個が正常受精したが，　E2値が高値だったためET
キャンセルとなり，15個全部をvitrification法にて凍結・保存した．【結論】無精子症を合併したクラインフェルター症候

群においてもTESEにより運動精子を採取し正常受精卵を得ることが可能であり，　TESE－ICSI施行の意義があると考えら

れた．今後，凍結胚を融解胚移植する予定である．

●



190（314）

PO76 Klinefelter症候群におけるmicrodissection－TESEの検討

日生殖医会誌53巻4号

●

○梅本　幸裕，佐々木昌一，岩月正一郎，池内　隆人，神谷　浩行，窪田　裕樹，窪田　泰江，金子　朋功，矢内　良昌，

　郡　健二郎

　名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

当院においてKUnefelter症候群（KFS）13例のmicrodissection－TESE（MD－TESE）を経験したのでその治療成績を検討
した．KFS症例の染色体はすべて47，　XXY（全例本人同意の上で測定），手術時平均年齢31．6歳，精巣容量右25±08ml，
左2．7±09ml，血清LH1％±a7mlU／ml，　FSH572±21．8mlU／ml，　PRLll．9±3．1mIU／ml，テストステロン316±1．28ng／ml

であった．いずれの症例も精細管は高度に変性し，正常形態をほとんどとどめていなかった．13例中4例にわずかに太い精

細管が認められ，そこから精子を得ることができた，精子の確認できた4例（A群）と精子が確認できなかった9例（B群）
を分けた上でFSH，テストステロンおよび精巣容量を比較した．　FSH，テストステロンおよび精巣容量はA群，　B群で6＆8±
29．7，520±170mlU／ml，391±α72，282±1．36ng／mlそして2．1±IC，2．6±α7mlであった．これらはいずれも有意差は認

めず，FSHおよび精巣容量についてはB群のほうが値としては良好な傾向が認められた．従来までの精巣生検ではKFS症
例での精子採取はきわめて困難と考えられていた．しかしMD－TESEはKFSのようなきわめて高度な造精機能障害患者か
らも採精が可能であった．Madgarらは20例のKFSにおいて精巣容量とテストステロンがpredictive　facterになりうると
しているが今回の結果はいずれも当てはまらなかった．今後は症例を重ね採精のpredictive　facterはどのようなものなの
か，また遺伝子異常児の可能性はあるかなど検討が必要と考えられた．

●

●

PO77 自然流産症例における超音波検査所見および染色体分析結果の検討

○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】自然流産症例における超音波検査所見および絨毛染色体分析結果を比較検討すること．また染色体異常』がみられた症

例をART妊娠症例と非ART妊娠症例に分けて超音波検査所見および染色体分析結果を比較検討すること．【対象と方法】妊
娠12週までの自然流産症例で絨毛染色体分析をおこなった269例を染色体正常症例（A群：75例）と染色体異常症例（B群；

194例）に分け，A，　B群間における超音波検査所見［流産診断時の胎嚢径（GS），頭殿長（CRL），絨毛膜下血腫の有無や流

産診断前の心拍の有無］および染色体分析結果を検討した．さらにB群をART妊娠症例（C群；75例）と非ART妊娠症例
（D群；ll9例）に分け，　C，　D群間での超音波所見と染色体分析結果を検討した．染色体分析については事前に患者の同意

を得ておこなった．【結果】A，B群でGSのみ確認できた症例はそれぞれ54％，32％，　GSが小さい（＜2SD）症例は52％，

38％，CRLが小さい（＜2SD）症例は23％，41％，心拍が確認できた症例は33％，43％，血腫を認めた症例は17％，16％
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23％，38％，心拍が確認できた症例は55％，34％，血
腫を認めた症例は7％，22％であった．またC，D群において染色体異常の種類では異数性異常は87％，91％，倍数性異常

は9％，7％，その他の異常は4％，2％であった．A群ではB群と比較してGSのみ確認できた症例が有意に多く，　CRLが
小さい症例が有意に少なかった．C群ではD群と比較して心拍が確認できた症例は多く，血腫を認めた症例は少なかった（P＜
αOl）．また異数性異常症例においてC群はD群と比較して15番染色体異常が少なく，22番染色体異常が多かった（P＜α05）．

【結論】1）初期流産症例において超音波所見の違いは染色体異常の有無を反映している可能性がある．2）染色体異常を有す

る流産症例において妊娠成立過程の違い（ART妊娠か否か）により超音波所見および染色体異常に差が認められる．

●

●

PO78 不妊・不育治療中の流産例における絨毛染色体検査の検討

○苔口　昭次，村田　純江，松永　雅美，後藤　　栄，塩谷　雅英
　英ウイメンズクリニック

【目的】流産の原因は，母体側，胎児側，母児相互関係などがあげられる．不妊および不育治療中妊娠初期流産症例で，胎

児側の原因検索として染色体検査を実施し，それらの臨床的検討とその後の転帰について検討をおこなったので報告する．
【対象と方法】2005年からの3年間で不妊・不育治療中妊娠に至るも流産になり獣毛染色体検査をおこなった55例（一般不

妊治療33例，ART22例）である．患者の平均年齢は373歳（29歳から43歳），平均流産回数は29回（1から7回）であっ
た．予定手術で採取した絨毛をG－band法（SRL）にて分析した．【結果】染色体異常は43例（78．2％）存在し，常染色体

異常でトリソミーが31例（721％）と最も多く，性染色体モノソミーX6例（14．0％），構造異常3例（69％），モザイク2
例（46％），3倍体1例（23％）であった．年齢別染色体異常率は34歳以下72．3％（13／18），35歳から39歳で733％（ll／
15），40歳以上で864％（19／22），また，加齢とともにトリソミーの染色体異常は高くなる傾向があった．一一般不妊治療と

ART治療での染色体異常に差はなかった．流産回数別での染色体異常率は流産歴2回で91．7％（11／12），3回で73．7％（14

／19），4回で80％（8／10）に認めた、抗リン脂質抗体（抗PE抗体や抗PS抗体など含）陽性例で治療中流産になり，染色
体異常を認めた例は，流産回数が3回以上では667％（8／12）に認められた，染色体異常による流産後，21．9％（7／32）が
妊娠し，2＆6％（2／7）が流産となった，【まとめ】抗りん脂質抗体陽性の不育治療中の流産例に染色体検査を行い，染色体

異常が多く見つかったので，今後の治療方針の指針とするためにも積極的に染色体検査をおこなう事が必要である．

●

●
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PO79 習慣流産における精子染色体のaneuploidyに関する検討

○服部　幸雄，佐藤　　剛，岡田　英幹，大林伸太郎，中西　珠央，尾崎　康彦，杉浦　真弓

　名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学

●

●

【目的】流産の約50～70％は胎芽の染色体異常が原因であり，習慣流産でも約50％に数的異常がみられる．習慣流産での
流産絨毛における検討では，polyploidyやmonosomy　X，　trisomy　16，　triosmy　15，　trisomy　22の割合が高いと報告されて

いる．一方で習慣流産患者の夫精子染色体のaneuploidy頻度が高いという報告も散見されるが，その多くは13番，18番，

21番，X，　Y染色体について検討されている．そこで，習慣流産患者の精子において，15番，16番18番，およびX，　Y
染色体のaneuploidyについて検討した．【方法】夫婦共に染色体正常核型の習慣流産患者9組を対象とした．インフォーム
ドコンセントを得たうえで，夫精子に対して15番，16番，18番，X，　Y染色体に対する各プローブを用いたFISH法を行
い，精子5000個でのaneuploidyの頻度について検討した．【成績】症例の過去の流産回数は4．11±1．17回（mean±SD），

妻の年齢は34．2±32歳夫の年齢は356±3．7歳であった．aneuploidyのうちdisomyの検討では，精子の15番，16番，18
番染色体の頻度は，それぞれ平均0．13％，006％，004％であり，XX，　XY，　YY精子はそれぞれ平均α12％，0．05％，α04％

であった．各染色体ともにコントロール群（n＝3）との間に有意差は認められなかった．nullisomyの頻度は，各染色体と

もにOC1％未満であった．また，流産絨毛との関連についての検討では，　trisomy　l6が確認された1症例では精子disomy

16の頻度は有意に高くなく，45，Xを認めた2症例では性染色体のnullisomyは確認されなかった．【結論】習慣流産の原

因として，夫精子染色体のaneuploidyの関与は低いものと考えられた．

PO80 45歳以上の高齢女性の妊娠経過の検討

○小場紀和子，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】産婦の高齢化や補助生殖医療の普及に伴い，45歳以上の妊産婦も増加している．当院では補助生殖医療を施行して

いること，地域的な要因もあり，45歳以上の妊産婦受診が増えている．本研究ではこうした妊娠の予後を明らかにすること

を目的とした．【方法】2004年1月1日から2007年12月31日までに当院へ妊娠を主訴に受診した45歳以上の患者に関し
て妊娠に至った経過，妊娠経過，分娩経過をレビューする．【結果】45歳以上の初産婦で分娩に至った例は17例であった．

1）年齢は45歳6例，46歳6例，47歳3例，48歳1例，49歳1例であった．2）不妊治療を受けたのは13例．そのうち，
自然妊娠7例（IUI，排卵誘発を含む），補助生殖医療で自己卵子によるもの6例，提供卵子によるもの4例であった．3）羊

水検査を受けたものは4例あった．4）早期産は3例あった，5）経膣分娩が4例，帝王切開が13例で，うち経膣分娩から
帝王切開へ切り替わったのは3例あった．6）児の総数は21人．15人が単胎で，双胎と四胎が1例ずつの6人であった．NICU
に収容されたものが7人（単胎1人，双胎2人，四胎4人）．出生時に先天異常が認められたものはなかった．7）PIHが4
例にあり，うち1例は常位胎盤早期剥離になった．GDMはなく，妊娠前からの既往歴のあるものが3例あった．8）退院ま
での日数を延長したものが4例であった．【考察】45歳以上の高齢初産は自然妊娠が少なく，補助生殖医療による妊娠が多

かった．年齢が高くなるにつれて提供卵子による妊娠率も高くなった．また帝王切開率が高く，経膣から帝王切開へと切り

替わる例も多かった．産褥の退院までの日数の延長も多く見られた．年齢を考慮した慎重な管理が必要である．

PO81 抗核抗体と抗カルジオリピン抗体を指標とした自己免疫異常不育症に対する柴苓湯
の蒼〕忙製剤と白市製剤の個体的効能差

○假野　隆司，岡部美由紀，古殿　正子

　医療法人假野クリニック

●

●

【研究目的】蒼市柴苓湯無効の抗核抗体（ANA），抗カルジオリピン抗体（ACA）陽性不育症に対する白市柴苓湯の有効性をANA

価，ACA量の観点から研究した．また後方視的に両柴苓湯の適応を漢方医学的に考察した．【対象と方法】夫婦の染色体が正常

で3回以上の初期流産の既往を有する甲状腺機能障害と子宮形態異常を否定された28歳から42歳（平均34．5歳）の49例（延58

例）のANA，　ACA陽性不育症に対して蒼市柴苓湯（ツムラ；9のg／day）を2ヶ月以上（最長6ヶ月；平均34ヶ月）投与し，　ANA

（FA法，　cut　off；40倍）ないしACA　IgG，　IgM抗体（fetal　calf　serum使用ELISA法，　cut　off；100D）が低下しなかった26

例（延29例）に白戊柴苓湯（クラシエ；＆1g／day）を2ヶ月投与して（wash　out　2週間）ANA価ACA量の推移を調べた．ま
たANA，　ACAが低下した症例の「虚実」証・「気虚」証，「裏寒」証（機能的胃腸機能障害）を診断した．検査治療は充分な説
明のうえ同意を得て行った．【結果】ANAに対する蒼戊柴苓湯の抗体価低下率と妊娠予後良好率は40．0％（10／25），444％（4／9）

であり，無効例に対する白尤柴苓湯はそれぞれ50．0％（7／14），8α0％（4／5）で，両柴苓湯合算で6＆0％，5τ1％になった、ACA

に対する蒼尤柴苓湯の抗体量低下率と予後良好率は636％（21／33），667％（6／9）でありIgG抗体量は有意に低下した．白尤柴

苓湯はそれぞれ833％（10／12），100％（5／5）でIgM抗体量は有意に低下し，合算は93．9％，7＆6％であった．またANA，　ACA

低下例で「虚」，「裏寒」の診断率が有意に高率であった．【考察】自己免疫異常不育症に対する柴苓湯の効能は少なくともACA

陽性症例は抗体量低下作用に起因する．ANA，　ACA低下作用は蒼戊柴苓湯と白戊柴苓湯に個体的効能差があるため漢方医学的

な鑑別診断による使い分けが必要である．前者は「実」で「裏寒」なし，後者は「虚⊥「裏寒」が適応である．

●
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PO82

日生殖医会誌　53巻4号

抗リン脂質抗体陽性不育症症例に対する抗凝固療法が妊娠経過および分娩に与える
影響

●

○松永　雅美12，後藤　　栄1，苔口　昭次1，塩谷　雅英1

　英ウィメンズクリニック1，パルモア病院2

【目的】抗リン脂質抗体（APA）陽性不育症症例に対するヘパリンやアスピリンによる抗凝固療法が，妊娠経過および分娩

に与える影響を検討した，【対象】20061．1～2008．331の間にAPAまたは第XII因子が陽性である流産歴2回以上の不育症
例で，ヘパリンカルシウム（5000／IU／日）およびアスピリン（100／mg／日）を投与し，流産せず分娩に至った20症例を対

象とした．ヘパリンカルシウムは妊娠36週アスピリン妊娠27週までの投与を原則とした．【結果】分娩20例中，妊娠分
娩経過に何らかの問題が生じたのは以下の5例であった．症例1抗カルジオリピン抗体IgG陽性　妊娠36週で抗凝固療
法中止後PIHを発症し，妊娠38週0日緊急帝王切開にて2485gの児を分娩軽度のIUGRを認めた．症例2抗カルジオ
リピン抗体IgG，抗Phosphatidil　ethanolamine（PE）抗体陽性　妊娠7週で双胎の1児が完全流産し，大きな絨毛膜下血

腫の形成を認め，抗凝固療法を中止した．妊娠37週4日帝王切開にて3648gの児を分娩症例3PE抗体陽性　注射が苦痛
という理由にて妊娠20週でヘパリンのみ中止した．妊娠41週で正常分娩症例4抗PE抗体，抗Phosphatidil　serine（PS）
抗体陽性　胎児心奇形を認め妊娠35週で帝王切開（児の染色体異常あり）．症例5　抗PE抗体，抗PS抗体，抗Phosphatidil

inositol抗体が陽性妊娠20週で破水感の訴えがあり，一・時的（10日間）にアスピリンのみ治療を中止した．妊娠41週で正
常分娩．【結語】分娩例の中では，ヘパリンおよびアスピリンを使用して出血傾向の増悪を認めた症例は1例のみであった．

抗凝固療法を早期に中止しても正常分娩に至った症例が3症例あり，APAの種類および抗体価によっては抗凝固療法の期
間を短縮できる可能性があると考えられた，

●

●

PO83 抗リン脂質抗体陽性例の抗凝固療法の検討

○吉岡奈々子，羽原　俊宏，木多　寛恵，滝上　知里，川上　典子，刀禰美那子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，

　林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】抗リン脂質抗体が流産に関与する可能性が指摘されて久しいが，その治療指針は未だ確立されたものが存在しない．

そこで今回，抗リン脂質抗体陽性例の抗凝固療法について後方視的検討をおこなった．【対象】2006年7月から2008年5月
までに当院を受診した抗リン脂質抗体陽性例261例を対象とした．（無治療をA法，低用量アスピリン投与をB法，低用量
アスピリンおよびヘパリンまたはヘパリノイド投与をC法とした．）【結果】抗リン脂質抗体陽性例のうち人工妊娠中絶およ
び子宮外妊娠を除いた総妊娠数は526妊娠であった．生児獲得率は，A群10、8％（35／325），　B群633％（55／150），　C群784％

（40／51）と各群間に有意差（p＜0．01）が認められた．1回目妊娠時のみの生児獲得率はA群とB群，A群とC群の間には
有意差が認められたが，B群とC群の間には有意差が認められなかった．2回目妊娠時の生児獲得率を検討すると1回目妊
娠時に無治療で生児が得られなかった場合，A群とB群，　A群とC群の間には有意差が認められたが，　B群とC群の間に
は有意差が認められなかった．1回目妊娠時に低用量アスピリン投与のみの場合もB群とC群の間には有意差は認められな
かった．習慣性流産症例ではB群とC群の間には有意差が認められず，抗核抗体陽性例は2α6％（7／34），LAC陽性例は0％，
抗CLIgG抗体陽性例は8．8％（3／34），その他の抗リン脂質抗体陽性例94．1％（32／34），出血凝固系の異常41．2％（14／34）で

あった．【考察】流産もしくはIUFDの既往がなくても抗リン脂質抗体陽性と判明していれば，抗凝固療法（B法）を行う

べきであり，1回または2回既往症例に対してもB法の選択肢が有用であると考えられた．習慣性流産症例に関してはLAC，
抗CLIgG抗体だけではなく詳細な抗リン脂質抗体検査が有用であると示唆された．

●

●

PO84 抗リン脂質抗体陽性血清の絨毛癌細胞由来のPIGF産生への影響，補体の影響につ
いて

○市川　　剛，山本　樹生，青木　洋一，佐々木重胤，中澤　禎子，久野宗一郎，村瀬　隆之，千島　史尚
　日本大学医学部産婦人科

【目的】抗リン脂質抗体症候群では流産，胎児発育遅延子宮内胎児死亡を生じる．これには絨毛機能障害が関係すること

が報告されてきた．Placenta　Growth　Factor（PIGF）はVEGFファミリーに属する胎盤由来の増殖因子であり絨毛の増殖
を促進する．今回，抗リン脂質抗体の絨毛細胞機能に対する影響を検討する目的で，絨毛癌細胞培養系を用いて抗リン脂質
抗体陽性血清添加時のPIGF産生，細胞障害性に与える影響を補体の影響を含め検討した．【方法】不育症患者で抗CL／β2GPI

抗体陽性者，陰性患者よりインホームドコンセントを得て血液を採取した．絨毛癌細胞培養細胞株（JEG－3）を24穴プレー

トで培養しコンフレントの状態で，各血清を10％の濃度で添加し，24時間後の培養上清を採取PIGF濃度をELISA法にて，
絨毛癌細胞の生存率をXTT法にて測定した．さらに補体の非働化の有無につても検討した．【成績】抗CL／β2GPI抗体陽性

者血清添加により絨毛癌細胞由来PIGFの産生は有意に抑制された．絨毛癌細胞のXTT法による生存率は両者間で差を認
めなかった．しかし，抗CL／β2GPI抗体陽性者では補体を非動化すると生存率やPIGF産生に差が生ずる血清が存在した．【結

論】抗CL／β2GPI抗体陽性者より採取した血清は絨毛癌細胞由来PIGFの産生を抑制したことより，絨毛細胞においても

PIGFの産生を抑制する可能性があるが，抗CL／β2GPI抗体陽性患者では補体の影響をうける場合もあり，不育症患者では
補体の関与も考慮する必要があると考えられる．

●

●
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PO85 不育症症例における子宮形態異常の妊娠予後への影響

○定本　麻里’，中塚　幹也2，佐々木愛子1，松田　美和1，鎌田　泰彦］，平松　祐司1

　岡山大学病院産科婦人科1，岡山大学大学院保健学科2

●

●

【目的】ミュラー管の発生異常による先天的な子宮形態異常の頻度は600～1000例に1例とされるが，不育症外来でのスク
リーニングでは比較的高率に見られる．今回。当科不育症外来を受診し，先天性子宮形態異常の見られた症例の既往妊娠，

その後の妊娠予後に関して検討したので報告する．【対象・方法】2002年1月～2008年5月に当科不育症外来を受診し，通
常の不育症スクリーニング検査を施行した不育症症例のうち，弓状子宮を除く先天性子宮形態異常の見られた12症例54妊

娠を対象とした．内訳は，双角子宮（AFS分類IV型）7例，中隔子宮（AFS分類V型）5例であった．初診時の平均年齢
は32±44歳既往流産は23±13（mean±SJ）．）回，既往分娩はα16±037回であった．双角子宮症例のうち3症例にJones
＆Jones手術，中隔子宮症例のうち4症例にTCRが施行されていた．抗リン脂質抗体陽性症例は全体で37％（20例）であ
り，抗凝固療法が施行されていた．【結果】双角子宮症例の未手術群（n＝5）の生児獲得率は受診前0％（0／7妊娠），受診

後100％（7／7妊娠），手術群（n＝3）では手術前9％（1／11妊娠），手術後42％（3／7妊娠）であった．中隔子宮症例の未

手術群（n＝1）では受診前33％（1／3妊娠），受診後100％（1／1妊娠），手術群（n＝4）では手術前0％（0／7妊娠），手術

後80％（4／5妊娠）であった．妊娠継続例のうち，切迫早産による入院は，双角，中隔子宮の未手術，手術群とも10～20％

であった．全体でIUGRの発症は約3％，胎位異常の発生率は91％であり，手術による低下は見られなかった．【考察】双
角子宮症例に比較して，中隔子宮症例では手術による妊娠率上昇が大きい可能性がある．また，抗リン脂質抗体陽性症例に

対する抗凝固療法が妊娠継続の予後改善につながっており，子宮形態異常があっても，通常のスクリーニング検査は有用で
ある．

PO86 ヒト精巣組織からのヒト精子幹細胞human　spermatogonial　stem　cells（SSCs）の

分離の試み及び機能解析

●

●

○小林　秀行，永尾　光一，神戸　茂樹，永田　雅人，山辺　史人，高杉啓一郎，片岡　和義，大平　　直，田中　祝江，

　栗田　　稔，原　　　啓，三浦　一陽，石井　延久

　東邦大学医学部泌尿器科

【目的】Spermatogonial　stem　cells（SSCs）の自己複製・分化は，正常な造精機能を維持するために緻密に調節されている．

マウスSpermatogonial　stem　cells（SSCs）の分離及び無血清培養液に関してすでに確立している．しかし，ヒトに関して
は，未だ明らかではない．我々は，ヒト精巣組織より，ヒトSpermatogonial　stem　cells（SSCs）の分離を試みた．【方法】

東邦大学医学部倫理委員会の承認を受けて実験を行った．マウスSpermatogonial　stem　cells（SSCs）の表面に発現してい

るThy－1をMagnet　Activated　Cell　Sorting（MACS）を用いて，　Thy－1陽性細胞を分離する方法はすでに確立している．

Thy－1陽性細胞群にマウスSpermatogonial　stem　cells（SSCs）が多く含まれていることもすでに証明されている．我々は，

マウスと同様な方法で，Thy－1陽性細胞がヒト精巣組織より分離ができるか試みた．さらに，細胞表面マーカーの発現の確

認を行った．またThy－1陽性細胞をヌードマウスに移植し，腫瘍を形成するかどうか検討した．【結果】ヒト精巣組織より
Thy－1陽性細胞を分離することができた．　Thy－1陽性細胞での，　Oct3／4，　Alkaline　phosphatase及びNANOG，　STELLAR，

GDF3の発現を確認した．また，生殖細胞マーカーであるDAZL，　VASAも確認した．減数分裂後の生殖細胞マーカーであ
るBOULE，　TEKT1は検出されなかった．ヌードマウスへのThr1陽性細胞の接種にて奇形腫の形成はみられなかった．
【考察】Thy－1陽性細胞にヒトSpermatogonial　stem　cells（SSCs）が含まれている可能性が強く示唆された．

PO87 造精機能障害に対する活性型ビタミンDの治療効果および作用機序の検討

○平井　利明1，辻村　　晃1，山本　圭介1，福原慎一郎’，中山　治郎1，植田　知博1，木内　　寛1，高尾　徹也1，

　宮川　　康1，小池　信夫2，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，中外医科学研究所2

■

●

【目的】ビタミンDの欠乏によって造精機能が低下することはこれまでにも少数ながら報告されているが，治療としての効果やその

作用機序については未だ不明な点が多い．今回，造精機能障害に対する活性型ビタミンDの治療効果およびその作用機序について

検討を行ったので報告する．【方法】ビタミンDの治療効果に関しては，まずマウスに両側停留精巣を施行した後，2週間目に両側

精巣固定術を行い，軽度の造精機能障害モデルを作製した．これらを活性型ビタミンD製剤投与群，非投与群の2群に分け，精巣

固定術より4週間連日経口投与した後，精巣を摘除組織所見および精巣重量を測定した．ビタミンDの作用機序に関しては，マ

ウス精巣におけるVDRの局在およびmRNAの発現をそれぞれ免疫染色法，　RT－PCR法を用いて検討した．さらにオートラジオグ

ラフィー法により精巣内のビタミンDの集積部位を確認した．最後にマイクロアレイ法によりビタミンD投与・非投与群間での遺

伝子の発現変動を比較し，発現増強を認めた遺伝子の内，候補となるものを確認した．【結果】軽度造精機能障害モデルマウスにお

いて，活性型ビタミンD投与群では，組織所見・精巣重量ともに有意差はなかったものの改善する傾向は認めた．マウス精巣にお

けるVDRの局在mRNA発現，およびビタミンDの集積の確認ではセルトリ細胞で最も多く認められた．マイクロア1〆イによる遺
伝子解析ではセルトリ細胞において脂質輸送に関連するABCA1遺伝子の増強が見られた．【考察】活性型ビタミンD投与により造

精機能障害は改善する傾向を認めたが，これのみでは治療として十分な効果があるとまでは言えなかった．精巣内のVDR局在やビ

タミンD集積から，Sertoli細胞に作用することが考えられた．活性型ビタミンDは直接germ　cellに作用するのではなく，ABCA
1遺伝子の発現など，Sertoli細胞などの働きによって間接的に精巣機能の維持・改善に作用している可能性が示唆された．

●
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PO88 非閉塞性無精子症の超音波診断2　クラインフェルター症候群の精巣内超音波像

○成吉昌一，辻　祐治
　天神つじクリニック

【目的】microdissection　TESEの導入により，クラインフェルター症候群においても精巣内精子が回収され，妊娠出産例が

報告されるようになった．しかしながら，精子が回収できるかどうかの予測は，精巣の大きさやFSHの値，年齢などを検
討した報告が見られるものの，いまだ確実なものはない．そこで今回，クラインフェルター症候群の精巣内超音波像と精子

回収について検討を行ったので報告する．【対象と方法】当院にて2003年7月から2008年5月までの間にmicrodissection

TESEを行ったクラインフェルター症候群は20例で，年齢は25～43歳（平均年齢36歳）．染色体は，全例が47XXY，非
モザイク型であった．精巣容積は0．4～30ml（平均1．5ml）と小さく，内分泌検査ではFSHは高値（17．14～7294mIU／ml，

平均3462mIU／ml）であった．超音波検査（US）には，アロカSSD－3500，10MHzリニア探触子を使用し，精巣容積と精
細管の直径を計測，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を観察した．【結果】20例のうち，US

にて精巣内部のエコーパターンが不均一であったのは7例で，このうち5例で拡張した精細管が観察され，同部から精子を
回収できた．精巣内部のエコーパターンが均一であった残りの13例では，萎縮した精細管がわずかに見られるのみで，精
子が回収された例はなかった．精子が回収できたのは5例のみであったが，このうち4例で妊娠にいたり，すべて順調な経
過で，うち3例では健常なお子さんを授かられたとの連絡をいただいた．【まとめ】クラインフェルター症候群では，精細

管の多くは萎縮しており，太い精細管が混在するとコントラストがより強調されるため，精巣内のエコーパターンは不均一
になるものと考えられる．精巣の内部エコー像が不均一であれば，精子が回収できる確率は高く（5／7，71％），精子回収の

予測因子になり得るものと考えられた．

●

●

PO89 当院における人工授精の治療成績

○高田　智美，遠藤　尚江，甲　　幸恵，川嶋　正成

　五の橋レディスクリニック

【目的】人工授精は，軽度の男性不妊だけでなく，原因不明など様々な適応で施行されている治療法の一つであり，その治

療効果は6回前後が限界であるとの報告が多い．今回，当院における人工授精でどのような要素が妊娠率に影響を及ぼして

いるかを検討した．【方法】2007年4月～2008年4月までに当院で人工授精を施行した130症例344周期を対象に，年齢，
不妊期間，施行回数，排卵誘発の有無，調整前後の精液所見，原発性または続発性について後方視的に検討した．運動精子
の回収は密度勾配法を用い，精液所見の測定は精子運動解析装置（SMAS）を用いた．【結果】対象の平均年齢は350±4．1

（25～44）才，妊娠率は症例あたり20．0％，周期あたり76％であった．妊娠周期，非妊娠周期での平均年齢はそれぞれ34．2±

40（26～42）才，35．1±生1（25～44）才であり，年齢別による妊娠率の比較では加齢に伴い妊娠率は低下し，37才以上で有

意に妊娠率の低下を認めた（p〈005）．また，平均施行回数は26±2。0（1～11）回で，妊娠群では20±1．2（1～5）回であっ

た．全妊娠例のうち53．8％（14／26）が1回目で妊娠が成立しており，2回目以降では妊娠率は低下していき，6回以上施行
している症例での妊娠例はなかった、原発性不妊での妊娠率は132％（10／76），続発性では296％（16／54）と有意に続発
性不妊での妊娠率が高かった（p＜0．05）．また排卵誘発の有無や精液所見による妊娠率に有意差はみられなかった．【結論】

今回の検討では，人工授精による妊娠率は施行回数の増加および加齢により低下していくことが示された．さらに原発性不

妊症例では続発性に比べ妊娠率が低いことより，37才以上の原発性不妊症例では早期のステップアップを視野に入れていく

べきであると思われた．

●

●

PO90 子宮内膜症症例の体外受精における精子自動精子分析装置（CASA・SQA）の意義

○原田　竜也，清水　康史，岩田　未奈，石川　智則，久保田俊郎

　東京医科歯科大学医歯学総合研究科生殖機能協関学

【目的】近年，体外受精・胚移植（IVF－ET）技術の進歩により多くの不妊カップルが児を持つことが可能となったが，子宮

内膜症症例における成績は満足できるものではなく，一方で十分な運動精子が得られる例においても，conventional　IVFに

より受精卵が得られないことも多々見られる．そこで，今回我々は子宮内膜症症例での受精可能精子を判別するため，IVF
時に採取された精子を自動精子分析装置により解析を行い子宮内膜症のない症例と比較した．【方法】対象は，体外受精時

に採取された精液中の運動精子数が10x106個以上得られ，　conventional　IVFにより体外受精を行った症例とした．媒精後

約18時間の時点で前核が2つ以上みられた卵を受精と判断し，各症例を1）受精率50％以上の群，2）受精率50％未満の
群，3）受精卵の得られなかった群の3群に分け，精子自動精子分析装置（CASA・SQA）の各パラメーターとの関連を検
討し，更に子宮内膜症のない症例の結果とも比較検討した．なお，データーの使用に関しすべての患者からインフォームド
コンセントを得ている．【成績】子宮内膜症症例の各群間において運動精子数に有意な差を認めなかった．SQA精子自動精

子分析装置（SQA）においては，有意な差を認めなかった．一方で，　CASA精子自動精子分析装置（CASA）の結果では，
精子のProgressive　percentとVSLでは受精率50％以上の群で他の2群と比べ有意に高い値を示した．一方で，子宮内膜
症のない症例においては，SQAのTSC・SMIで受精率50％以上の群で未受精群に比較して有意に高い値を示したが，　CASA
の各パラメーターでは，3群間に有意な差を認めなかった．【結論】今回の結果より精子自動精子分析装置を用いることによ

り，子宮内膜症症例のconventional　IVFを行う際に受精能の高い精子をより精度よく判別することが可能になると考えら
れた．

●

●
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PO91 3D超音波解析装置を用いた卵巣刺激中の卵胞容積モニタリング～SonoAVCシス
テムの使用経験

○高野　光子，久慈　直昭，山田　満稔，持丸　佳之，浜谷　敏生，浅田　弘法，末岡　　浩，吉村　泰典

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科

●

●

【目的】卵胞発育モニターは，現在経膣2次元（以下2D）超音波画像による卵胞径を指標として行われている．しかし，こ

の方法では計測断面が測定ごとに一定とならないため，検者による差はもちろん，同一検者が2回計測しても差が生じる．

近年3次元（以下3D）超音波装置の改良により，卵胞容積を半自動的に計測するシステムが開発され，計測断面に左右さ

れない卵胞発育の指標として，その臨床的有用性が検討され始めている．今回我々は3D超音波装置であるSonoAVCシス
テムを用い，卵巣刺激時の卵胞容積の経時的変化を観察する機会を得たので報告する．【対象】当院において体外受精胚移

植を施行した不妊患者5名．【方法】1．5個の不整形卵胞について同一卵胞を異なった角度から2回以上3D計測を行い，

各卵胞の容積計測値の誤差を解析した．2．hMG製剤を用いた卵巣刺激周期において，従来の2D超音波による最大卵胞径
と，3D超音波による卵胞容積の2つの方法で2－4日ごとに卵胞計測を行い，その相関を解析した．【結果】1．角度を変え
て計測した同一卵胞（平均卵胞径15－18mm）では，容積の誤差は10％以下であった．2．2D超音波で計測した平均卵胞経
10，12，14，16mmの卵胞容積は，それぞれ082±α02，α90±α04，167±066，260±α98mlであり，同一の平均卵胞経で
も3D計測容積にかなりの差が存在し，この傾向は卵胞径が大きくなるほど顕著であった．【考察】不整形の卵胞を，角度を

変えて計測した場合でも，3Dによる卵胞容積値は一定の値を示す傾向があったことから，本法による卵胞容積計測はある
程度の信頼性があり，一方2Dによる卵胞径測定と3Dによる卵胞容積測定にはかなりの差が存在したことから，3Dによる
卵胞計測は今後標準化された排卵誘発法の新しい指標となる可能性がある．

PO92 子宮卵管造影法で疎通性を認めた卵管の卵管采所見に関する腹腔鏡での検討

○鎌田　泰彦1，清水　恵子1，松田　美和1，佐々木愛子1，野口　聡一2，中塚　幹也3，平松　祐司1

　岡山大学医学部産科婦人科’，岡山愛育クリニック2，岡山大学医学部保健学研究科3

●

●

【目的】子宮卵管造影法（HSG）は不妊症検査として広く施行されており，検査自体にも卵管因子不妊に対する治療効果が

あるとされている．しかしHSG所見が良好であるにもかかわらず，通常の不妊治療で妊娠に至らない患者は数多く経験さ
れる．そこで本研究では，HSGで疎通性を認めた卵管における，腹腔鏡での卵管采所見につき検討した．【方法】当科でHSG

を施行後に，さらに不妊原因の検索および治療目的で腹腔鏡下手術を施行した不妊症患者115例の卵管および卵管采所見に
ついて後方視的に検討した．【成績】左右卵管計229例について，HSGおよび腹腔鏡で卵管の疎通性を検討したところ，所
見が一致した正診率は852％であった．また卵管閉塞例を除外して，卵管周囲癒着の診断をした場合の正診率は58．4％で
あった．しかしHSGで癒着なしと判断された症例の57．6％（34／59例）に，卵管および卵管采周囲癒着が認められた．また

腹腔鏡下卵管通色素検査で疎通性良好と判断された左右卵管計176例を卵管采の形態で分類すると，正常形態群33例
（1＆8％），ツボミ状群95例（540％），周辺臓器との癒着群48例（273％）であった．さらに鉗子を用いて性状観察を進め
ると，ループ状の卵管采癒着や索状の卵管腔内癒着が発見される症例が正常形態群の12．1％，ツボミ状群の45．3％に認めら

れた．腹腔鏡下手術後も当科にて不妊治療を継続した患者101例のうち，妊娠したのは54例（535％）であった．タイミン
グ法・AIHによるものが36例（妊娠例の667％）で，そのうち25例は術後6ヶ月以内に妊娠が成立した．【結論】HSGや
腹腔鏡により，疎通性良好で一見正常に見える卵管にも癒着が存在し，不妊症の原因になっている可能性がある．また腹腔
鏡下に卵管采周囲癒着を認めた場合も，引き続き癒着剥離術や卵管開口術，卵管采形成術を追加することで，その後のART
によらない妊娠が期待できる．

PO93 ヒト初期胚の核形態の多様性

○大津　英子，佐藤　晶子，城戸　京子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】近年，体外受精において多核割球を認められた胚は，妊娠率が低く，また実際に染色体異常の増加が報告されてい

る．しかし，核サイクルの時期やフラグメンテーションの量などの理由により，核の状態は，はっきりと判断できないこと
が多い．そこで今回，胚の形態を保ったまま，核を染色することにより，ヒト初期胚の核の状態を調査したところ，多核割

球の他に，間期核様の核外に少量の染色体が認められた胚が比較的多く観察されたので報告する．【方法】IPN，3PNなど
の異常受精卵と廃棄希望凍結受精卵を，患者の同意を得た上で実験に使用した．DAY3まで培養し，7～9割球へ発育した胚
を対象とした．5％DAPI中に2時間4℃でインキュベートした後，蛍光顕微鏡にて鏡検した．【結果】フラグメンテーショ

ンが10％未満の形態良好胚36個280割球のうち，253割球に染色体が認められ，間期核の単核は846％（214個），多核が
9．9％（25個），中期核がα8％（2個），間期核様の核外に少量の染色体が認められた割球は47％（12個）であった．フラグ

メンテーションが10％以上の形態不良胚45個270割球のうち，166割球に染色体が認められ，間期核の単核は608％（101）

個，多核が72％（12個），中期核が151％（25個），間期核様の核外に少量の染色体が認められた割球は169％（28個）で
あった．異常受精卵と正常受精卵の間に，差は認められなかった．【考察】形態良好胚においても，間期核の外に少量の染
色体が存在する胚が認められ，この，核外に存在する染色体に核膜ができた場合に多核が生じる可能性が示唆された．また，

形態不良胚においては，中期核が多く存在し胚発育停止の原因の一つと考えられた．一方で着床前診断の固定の際に，間期

核のみに注視した場合誤診の可能性があり注意が必要である．
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●

PO94 着床前診断を目的とする3日目胚における至適単核割球選択法

○永野　　舞1，中岡　義晴1，安仁屋友香1，樽井　幸与1，大垣　　彩1，園田　桃代1，杉原　研吾1，井田　　守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3日目胚から割球を採取し固定標本を作製する．無核や多核の割球を選択すること

が，着床前診断の診断精度を低下させる原因となる．そこで我々は，7～10分割の3日目胚の割球を分離染色し，割球の大きさと
単核割球率について検討を行った．【対象】患者の同意が得られた廃棄希望受精胚のうち，形態良好な3日目胚を対象とした．【方

法】形態良好な3日目胚（7～10分割）を酸性タイロード液に浸漬して透明帯を溶解し，割球を分離回収してその直径を計測した．

インキュベーター内でHoechst33342溶液を用いて10分間蛍光染色した後に蛍光顕微鏡にて核を観察し，各分割数における割球の
大きさと単核割球率を検討した．【結果】8分割胚において，34μm以下の割球での単核割球率は00％（0／2），35μm以上39μm以

下で4α0％（2／5），40μm以上44μm以下で429％（3／7），45μm以上49μm以下で826％（19／23），50μm以上54μm以下で943％

（66／70），55μm以上59μm以下で944％（51／54），60μm以上64μm以下で100∫）％（20／20），65μm以上で3＆3％（1／3）であり，

45μm以上64μm以下において，単核割球率が有意に高率であった．さらに，7分割胚では4年m以下で500％（1／2），45μm以上
64μm以下で8＆6％（70／79），65μm以上で42．9％（3／7）であった．9分割胚では44μm以下で59．1％（13／22），45μm以上64μm

以下で88．9％（40／45），65μm以上で00％（0／2）であった．10分割胚では39μm以下で75．0％（3／4），40μm以上59μm以下で902％

（37／41），60μm以上で333％（1／3）であった．【考察】3日目胚において，8分割胚では単核割球率が有意に高率であった45μm

以上64μm以下の割球を採取の対象にすることが望ましいと考えられた，7分割胚および9分割胚においても同様の傾向がみられ
た．しかし，分割が進んだ10分割胚では59叫m以下の割球を採取の対象にすることが望ましいと考えられた．

●

●

PO95 PGD－FISH法における洗浄温度の検討

○松浦利絵子1，吉田　　淳2

　木場公園クリニックリサーチセンター’，木場公園クリニック2

【目的】当院では，完全に卵割を停止した破棄胚を用いてPGD－FISHの練習を行なっている．　FISH法による染色体分析で

は，シグナルの検出効率を高め，正確な診断を下すことが必要である．シグナルの検出効率は，割球の低張・固定処理から，

ハイブリダイゼーション，洗浄，DAPI染色に至るすべての過程が重要である．今回我々は，　probe洗浄温度がシグナル検
出に及ぼす影響について検討したので報告する．【対象・方法】患者の同意の下，5－10細胞で卵割が停止したDay5－6胚8

個を実験に用いた．Pronaseで透明体を除去し得た割球は1個ずつスライドグラスに乗せ，低張・固定処理を行った．　FISH
はDNA　probe　CEP　X／Y／18を用いた．洗浄は0，7xSSCを用い71℃。65℃，42℃で各5分処理し，　DAPI染色を行った．シ

グナル検出効率は，核が認められた標本を対象とし，診断の可否を検討した．【結果】各洗浄温度によるシグナル検出効率
は，71℃：60％（6／10），65℃：90％（9／10），42℃：60％（6／10）で，71℃は蛍光シグナルが弱く，42°Cはprobeが過剰

で診断に至らない標本があった．それに対し，有意差はないが65℃で洗浄を行なった時に最も良好な結果が得られた．【考
察】蛍光シグナルが弱い場合，画像解析ソフトによって容易にシグナルの細工が可能である．今回，probe洗浄を65℃で行

うことにより，コントラスト調整を行わず，より鮮明にシグナルが検出された．今後精度の高い着床前診断が行なえるよ
う，基礎検討を重ねる予定である．

●

●

PO96 自然妊娠後流産と体外受精後流産の概年リズムの一致性とその活用

○澤田　富夫，湯澤　香里

　さわだウィメンズクリニック

【目的】自然妊娠における流産はある確率で発生し治療の中では改善できない問題である．しかも流産率は常に一定ではな

く年間を通し時期的変動がある．いわゆる概年リズムによりヒト妊娠・流産が変動していると考えられている．生殖医療に

おける妊娠成績を検討する際にはその妊娠成績も重要ではあるが，加えて流産率が自然妊娠に比較し高いことが知られてい
る．最終的な生産率を向上させ生殖医療の成果を上げていくには流産率を減少させるのも一方と考えられる．本検討では生

殖医療における流産の概年変化が自然妊娠のその変化といかなる関係にあるかを明らかにし今後の生殖医療に貢献できうる
かを検討した．【方法】当院における不妊治療の中でIVF／ICSIを除いたいわゆる自然妊娠を過去5年間にわたり排卵日を基

準として月別に妊娠・流産率を検討した．IVF／ICSI症例では採卵日を基準として月別妊娠・流産率を検討した．妊娠・流

産率の有意差検定はt検定を用い危険率5％以下を有意差ありとした．【成績】自然妊娠例では流産は6月・10月付近に高

く約20％，3～4月及び8月付近に低く約13％であった．IVF／ICSI症例では平均妊娠率302％のうち10～11月付近に高く
（約35％），2～4月付近で低く（約25％）で有意差を認めた．流産率は全体で1＆2％であり4月（31％），10月（25％）に

高く，1～2月及び8月では低く（10～12％）有意差を認めた．自然流産率とIVF／ICSI流産率の概年変化には類似傾向が認
められた．【結論】自然妊娠における流産を避けることができないようにIVF／ICSIによる流産もある程度は避けがたい．生

殖医療の効率を上げ生産率を上昇させるには妊娠率を上げる努力をすることに加え流産率を下げることも一法と考えられ
る．そのため治療周期を概年リズムに従い流産率の低い時期に集中して行うのも有効と考える．

●

●
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●

PO97 生殖年齢女性へのTRHテスト施行による潜在性甲状腺機能低下症の診断

○水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純，杉本　　到，北村　誠司，杉山　　武，恵中　千晶，松村　康子，三浦菜々子，

　山田かおり

　荻窪病院

●

●

【目的】生殖年齢女性で潜在性甲状腺機能低下症の患者は少なからず存在し，自然妊娠に到るケースが少なくない．1999年Had・

dow氏らによる報告では妊婦の甲状腺機能低下は胎児に影響し，児の精神神経学的発育障害が指摘されている．国際ガイドラ

インではTSHを25uU／m1以下にコントロールするようにいわれているが，日本では妊娠中に甲状腺機能のクリーニング検査
は必ずしも行われていない．また潜在性甲状腺機能低下症は排卵障害や不妊症への関与も指摘されている．この度我々は不妊

を主訴に来院した生殖年齢の女性に対し，甲状腺機能を評価し甲状腺機能異常や高プロラクチン血症を疑う場合にTRHテス
トを行った．それらの症例について不妊治療，妊娠中における問題点を検討し，若干の文献も含め考察を述べる、【対象】2005

年から2007年に当院で不妊を主訴に来院された生殖年齢の女性で，月経発来より4－6日目に採取した血液検査で甲状腺機能異
常や高プロラクチン血症を疑う場合と，一・部の体外受精適応の患者にTRHテストを施行した．【方法】TRHテスト施行前値，

15分後，30分後，60分後の値を比較した．またそ不妊治療の反応と妊娠の経過を追った．【結果】TRHテストを施行した49

名のうち，施行前のTSHが2．5μU／ml未満と25μU／ml以上で分けたところ，反応に有意な差を認めた．潜在性甲状腺機能低

下症の患者で妊娠中に問題となった症例を報告する．【考察】甲状腺機能低下症は不妊症の原因の1つであり，未治療のまま妊

娠に到った場合は児の精神神経発達障害の原因となりうる．妊娠前の女性にTRHテストを施行することが不妊治療や妊娠中

の偶発症予防につながるかは不明だが，TSH値を妊娠前に25μU／ml以下にしておくことが妊娠率の改善や児の精神神経発達
障害を回避する可能性もあることより，妊娠前の女性では甲状腺機能評価をおこなうことが望ましいと考えられた．

PO98 BMIが体外受精成績に及ぼす影響

○吉田　陽子，林　　篤史，浅野　正子，笠松　真弓，森島　祥子，山下　能毅，大道　正英

　大阪医科大学産婦人科

●

【目的】肥満女性には月経異常が伴いやすく，不妊症例も多く報告されている．一方，体外受精成績とBMIの関係には相反

する報告があり，見解が一定していない，今回我々は，体外受精患者における臨床成績とBMIの関係について後方視的に
検討した．【対象】2005年1月から2008年1月まで当院にて体外受精を施行した56例【方法】対象をBMI20未満（A群），
20以上25未満（B群），25以上（C群）の3群に分け，採卵数受精率，妊娠率および内分泌環境を比較した．【結果】採i
卵数はA群で66±095個と，他群に比較し有意に低くかった．受精率，移植数は3群間に有意な差は認めなかったが，良
好胚率，新鮮胚移植における妊娠率および着床率はB群においてそれぞれ46％，19％，12％で，他群に比べ最も高かった．
【結論】今回の検討ではBMI30以上の高度肥満症例はみられなかったが，体外受精治療においてはBMIを20から25未満
に維持することが治療成績を向上させる可能性があると考えられた．

●

PO99 卵成熟を改善し体外受精妊娠率を向上する卵巣刺激法：bromocriptine－rebound
法，hMG律動的投与法，低量metformin投与法の有効性

○神野　正雄，渡邉　愛子，高橋　俊介，廣濱　　準，江口　明子

　ウィメンズクリニック神野

●

●

【目的】体外受精不成功例における主たる不成功原因は卵成熟の不良である．これに対し諸種の卵巣刺激法が開発されてきた．

本研究は諸種卵巣刺激法が体外受精不成功例に対して卵成熟を改善し妊娠率を向上するかを検討した．【方法】体外受精で1

回以上妊娠不成功であった283症例を説明と同意のうえ対象とした．体外受精を再度施行するにあたり，（1）bromocriptine－

rebound（BR）法または通常long法，（2）hMG律動的投与法またはhMG筋注法，あるいは，（3）低量metformin投与法ま
たはmetformin非投与法の各種卵巣刺激群とその対照群に，無作為かつ前方視的に振り分けた．また，（4）別の追加症例で，

DHEA，　arginine，　melatonin，またはラエンネックを臨床検討した．【成績】継続妊娠率は，（1）BR法（82例）33％，対照

群（80例）19％，（2）hMG律動的投与法（44例）20％，対照群（44例）91％，（3）低量metformin投与法（18例）56％，

対照群（15例）20％と，いずれの卵巣刺激法も対照群より継続妊娠率が有意に高かった．BR法とhMG律動的投与法は，そ
れぞれの対照群に比し，良好胚を有意に増加した．低量metformin投与法は，対象の既往体外受精での成績と比較すると，
良好胚を有意に増加した．また第一極体放出率は増加せず，胚発育改善は卵細胞質／膜成熟の改善によると示唆された．（4）

DHEA，　arginine，　melatoninは臨床上有効でなかった．ラエンネックは一部の症例で卵胞発育促進と妊娠を得た．【結論】BR

法，hMG律動的投与法および低量metformin投与法は，体外受精不成功例の胚発育，妊娠率を改善する．作用機序は，それ
ぞれprolactin，　gonadotropinおよびinsulinの作用機構に対する改善効果による卵成熟改善と示唆された．患者各個の卵巣

機能障害／低下を各個人の原因に応じて適切に修正することが，良好卵子が採れない症例の対策として必須と考える．

●
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P100 ストレス反応機構は卵巣機能と体外受精成功に重要　着床・妊娠維持を改善するた
めの新しいアプローチ

●

○神野　正雄渡邉　愛子，高橋　俊介，廣濱　　準，江口　明子
　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，流産の原因となる．そこでストレス反応機構［視床下部下垂体副腎皮質系（HPA）と交

感神経系（SAS）］と卵巣機能障害，体外受精成績との関連を検討した．またその改善による妊娠率向上を試みた．【方法】研究1：

基礎体温が異常な卵巣機能障害157例を説明と同意のうえ対象とし，8群に分け，正常』対照群18例と共に比較した．HPAは，唾

液cortisol日内変動とdexamethasone抑制試験（DST）で評価した．日内変動は正常（N）型とLM，　P，　V，　Fの4異常型に分

類した．SASは，血漿カテコラミンを比較した．研究2：体外受精178周期で，妊娠率，流産率との関連を検討した．研究3：HPA
／SASに異常のある体外受精例に，　bromocriptine－rebound（BR）法，　metformin＆／or　tonsopam投与を行い，妊娠流産率の改

善を試みた．【成績】研究1：唾液cortisol日内変動の異常率は，卵巣機能障害で48％と，正常群の0％より有意に高かった．原

因別では，習慣流産を伴うPCOS（86％），低体重（60％），　PCOS（53％），高PRL（50％）で高かった．　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．研究2：体外受精の臨床

妊娠率は各種日内変動型で差がなかったが，流産率はV／F型で50％と，N／LM／P型での19％より有意に高かった．流産率はDST
とも有意に関連し，異常群（70％未満）では50％と，正常群（70％以上）での214％より高かった．研究3：BR法，　metformin，

tofisopamによりHPA／SASおよび妊娠流産率の改善傾向を認めた．【結論】HPAの異常は卵巣機能障害の半数に認め，その検出

に唾液cortisol日内変動が鋭敏であった．　HPAとSASの異常は，習慣流産を伴うPCOSで顕著で，体外受精での流産とも関連
した．ストレス反応機構は卵巣機能と妊娠継続に深く関与し，その正常化は不妊，不育の新しい治療法につながる．

●

P101 当院におけるTESE－ICSI症例の臨床的検討

○北村　　衛1，片桐由起子1，福田　雄介’，宗　　晶子1，渡辺慎一郎1，松江　陽一，前村　俊満1，竹下　直樹1，

　渋井　幸裕1，佐々木由香1，永尾　光一2，三浦　一陽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，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1近年のARTの普及に伴い，技術も日進月歩している．男性不妊の原因の一つである無精子症に対して行われるTESEおよび

MD－TESEもその一つである．この技術の導入，普及により従来はAIDに移行せざるを得なかった症例が，自らの精子を用いて生
児を得る可能性も広がってきている，今回，当院におけるTESE－ICSI症例の臨床的検討を後方視的に行った．【方法】2006年1月～

2008年4月で，TESEおよびMD－TESEを行い，回収した精子を使用し，十分なインフォームドコンセントを得たうえで体外受精
胚移植を行った149周期，65症例のうち，精子回収同日に採卵し，ICSIを施行した21周期，20症例を対象とし，それぞれの臨床成
績の検討を行った．【成績】TESE群，　MD群においてICSIに用いた精子を運動精子の有無別（運動精子：あり（＋），なし（一））に

分類し比較検討した．（1）TESE（＋）（2）TESE（一）（3）MD－TESE（＋）（4）MD－TESE（一）．受精率（％）：（1）822（2）58．1

（3）77．3（4）0，胚分割率（％）：（1）9＆3（2）8＆0（3）85．3（4）0，良好胚獲得率（％）：（1）559（2）273（3）34．5（4）0，

胚盤胞到達率（％）：（1）441（2）13、6（3）207（4）0，ET率（％）：（1）8＆8（2）833（3）25（4）0，妊娠率（％）：（1）50

（2）0（3）0（4）0であった．TESE群とMD群では胚盤胞到達率，　ET率でTESE群が有意に高く，その他の項口では有意差は認
めなかった．TESE（＋）群とTESE（一）群ではET率のみ有意差は認めなかったが，その他の項目では（＋）群で有意に高かった．

MD（一）群では受精卵が獲得できなかった．　TESE（＋）群で妊娠例を得られた．【結論】対象症例においては，　MDの非運動精子群

で受精卵は得られなかったが，その他の周期は胚移植まで至ることができた，非運動精子群で妊娠例はなかったが，TESEの運動精

子群で妊娠例が得られ，治療としての確率は低いものの，無精子症症例でも自らの精子により妊娠に至る可能性が示された．

●

●

P102 MD－TESEにおける光学系の改良

○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，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】非閉塞性無精子症における精子回収法としてMD－TESEが近年，注目を浴びている．白くて太くて屈曲した精細管

からの精子回収率は高く，臨床上有用であるという報告がなされている．しかしながら，白濁し，太い屈曲した精細管の中

にセルトリ細胞のみ認める症例も存在する．そこで今回我々は，MD－TESEの成功率向上を目指し精細管内を透視できる光
学系を開発し，臨床上有用と思われる結果を得たので報告する．【方法】眼科用の接触型レンズを手術顕微鏡の光軸上にお

き，直接精細管にこのレンズを接触させる．さらに，光を外部光源より側方より照射することにより，精細管内を透視化し

3次元的な立体像を得る様にした．【結果】1．手術顕微鏡でMD－TESEで典型的な所見を有し，さらに本光学系を用いて精
細管内に禰漫性の均一な白色の細胞が充満し，その細胞があまり動かない場合は56B％（25／44，8症例，44回採取）で精
子，又は精子細胞を見つけることができた．2．精細管が細く，精細管内の細胞が少なく，また黄色で形が硬い細胞の場合
には精子又は精子細胞が見つかった症例は0（0／13）であった．3．精子又は精子細胞が見つかる確率は精細管内の細胞の移

動性が少ない方が多い方に比べて，見つかる率が高かった．4．MD－TESEで確認できた精子のほとんどが不動精子又は奇
形精子であり，これらの精子を用いた症例では妊娠例は0（0／4）であった．しかしながら，後期精子細胞を用いた症例では
妊娠率および流産率はSbl～Sb2：150％（81／140），333％（29／81），　Sc：195％（42／215），26、2％（ll／42）およびSd：24．2％

（74／306），31．1％（23／74）であった．【結論】本光学系を用いることにより，約70倍の倍率を得る事ができ，さらに精細管

内を3次元的に透視する事が可能となり，精細管内の細胞の大きさ，密度，色を観察する事ができた．これらの所見により，

従来のMD－TESEよりさらに詳細な細胞所見を予測する事が可能となった．

●

●
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P103 Microfluidic　sperm　sorterを用いた運動良好精子分離の粘度による影響

○松浦　宏治1，黒田　ユガ，成瀬　恵治12

　岡山大学医学部生理学1，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科システム循環生理学2

●

●

【目的】マイクロ流体原理を利用したMFSS：Micronuidic　sperm　sorterは運動良好精子を回収できるチップデバイスであ
る．その回収原理は，運動良好精子は2層流の界面を横切って回収口に辿り着く一方，不動精子および細胞等は界面を横切

ることができずに未分離口に到達する．本分離方法では，希釈精液を未処理で分離できるために遠心処理が不要となる．そ

の結果，DNAが切断されていない運動精子の回収率が従来法に比べて高い．しかし，精液サンプルが液状化されずに粘度
が高いケースもあり，その際安定した二層流が発生されずに不動精子が回収口に流されていく場合がある．この問題を解
決するためには精子希釈液および緩衝液の粘度を均一にする必要がある．緩衝液の粘度を上昇させるためにPVPを緩衝液
側に添加して，層流特性および精子分離数と粘度との関係を検討した．【方法】精子分離にはプラスチック製のMFSS（ス
トレックス社）を使用した．緩衝液はHTF（Irvine　Scientific社）を用いた．粘度比較のために，　PVP（Sigma社）濃度を

（0）0％，（1）1％，（2）2％の3種類で運動精子分離実験を行った．本実験に用いた精液は室温で1時間程度インキュベー

トすると液状化し，HTFで5倍に希釈した．【結果】不動精子が回収口に到達し始めたときの経過時間は，（0）が10分30
秒後，（1）が17分30秒後，（2）が26分後となり，PVP粘度が上昇するにつれて長くなる傾向を示した．回収後の運動精
子濃度は，（0）が1．5xlO“，（1）が30　x　104，（2）が70　x　1ぴ（cells／ml）であった．【結論】PVPなど培養液の粘度を上昇

させる物質を緩衝液に添加した場合，層流が安定し，分離時間を長くできるため，結果的に回収精子数を増加できる傾向と
なった．

P104 精液洗浄処理を行わない精子を用いた顕微授精についての検討

○中村　理果1，藤井　俊策1，山田　健市1，福原　理恵1，木村　秀崇1，福井　淳史1，水沼　英樹，渡邉　誠二2

　弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座1，弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座2

●

●

【目的】精液の遠心分離操作や培養液中の保存により，不動精子において染色体の構造異常が高率に引き起こされることか

ら，顕微授精（ICSI）において精液の洗浄・遠心処理を行わずに精子をICSIに供する治療転帰について，以前我々は報告
した．今回我々は症例の追加に加え，生児を得た症例を経験したので報告する．【対象】2006年12月から2007年12月の期

間中ICSI適応となった症例のうち，男性の感染症スクリーニング検査が陰性で膿精液症を認めず，8個以上のmetaphase－II
（M－II）卵が採取できた19症例を対象とした、【方法】M－II卵を半数ずつ，精子調整処理を行わず精液のdropletから直接

運動精子を吸引してICSIを行った群（精漿ICSI群）と，従来の密度勾配一swim　up法で精子浮遊液を調整してICSIを行っ
た群（c－ICSI群）とに分けて，受精と胚発生を比較検討した．なお精漿ICSI群では，精液から回収した精子をPVPのdrop－
let中で数回洗浄してから不動化処理を行った．【結果】精漿ICSI群とc－ICSI群の正常受精率（2PN胚率）はそれぞれ76／114

（6a7％）と77／ll7（65B％），　Day3での形態良好胚率（Bolton分類のG－IH以上）は38／44（8仕4％）と40／48（833％）で

あり，いずれも有意差は認められなかった．また，2症例で生児を得ており1症例で妊娠継続中である．【考察】精液の洗浄・

遠心処理を行わないことで精子に与えるダメージを軽減でき，従来の密度勾配一swim　up法と遜色ない結果が得られた事か
ら，新たな精子選別法としての可能性が示された．

P105 精了頭部のCrater　defectに関する研究一起源と種特異性の検討第二報一

○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　洋一1，鍬田　恵里’，赤星　孝子1，

　渡邊　誠二2，楠　比呂志3

　セントマザー産婦人科医院1，弘前大学医学部解剖学第二講座2，神戸大学農学部動物多様性教室3

■

●

【目的】ヒトの精子頭部のCrater　defect（CD）が多いとICSI後の胚発生能が低下すると近年指摘されている．今回，我々は，こ

のCDについて詳細な検討を行い，臨床上有用な所見を得たので報告する．【材料と方法】患者同意下のヒトの後期精子細胞精

巣または精巣上体精子および射出精子，ブタ射出精子ならびにマウス精巣上体精子を，油浸100倍の対物レンズを装着したノマル

スキー微分干渉顕微鏡で観察した．射出精子は，単純凍結と融解を繰り返したり（FT処理），先体反応を誘発したり，　Triton　X－100

（TX）で処理して先体や細胞膜を除いた状態のものも観察した．【結果】1．ヒトの射出精子には，形態や運動の良否に関わりなく，

ほぼ全て（962～100％）の頭部に平均1．25～190個の様々なサイズのCDが見られ，　FT，　SVまたはTX処理後でもその出現頻度

やサイズは特に変動しなかった（942～10⑪．0％，156～192個／精子）．一方，精巣，精巣上体精子および後期精子細胞では採取し

た精子ではCDの出現頻度はやや低かった（7ag～98．1％，098～125個／精子）が，後期精子細胞の凝縮中の頭部（核）にも薄らと

したCDは確認された．一方，ブタとマウスの精子頭部には，除膜処理等の有無に関わらずCDはほとんど見られなかった．2．　CD

の大きさを大中小に分け，その頻度を射出精子，精巣上体精子及び後期精子細胞で比較した結果，どのグループでもサイズ小のCD

が過半数を占め，大のCDの割合は約10％であった．3．　CDの発現部位を先体領域，赤道領域，先体後領域の3群に分けて観察
した結果，約90％以上が3者とも先体領域に認められた．【結論】CDは，ブタやマウスとは異なり，ヒトにおいては，精子頭部

に普遍的に見られる核にまで達する陥入構造で，その形成は精子細胞に始まり，精巣上体通過中も進行していく生理的成熟過程を

示している可能性が考えられた．今後，このCDの多寡と受精能との関係について精査してゆく予定である．

●
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P106 Veeck分類のピットフォール　顕微鏡内蔵型インキュベーターによる胚発生のタ
イムラプス観察とCrumble胚

4

○安藤　寿夫1，榊原　重久1，鈴木　範子’，寺西　佳枝2，天方　朋子2，矢野　有貴2，若原　靖典’，佐藤　博子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秤

【目的】Time－lapse　cinematographyでなければ検出できないCrumble胚と命名した異常分割胚の胚発生を動画で観察し，

その出現頻度や胚発生の評価を実際の臨床症例の中で行う．【対象】当院倫理委員会で臨床使用が承認済みの顕微鏡内蔵型

インキュベーター（MCOK－5M（RC），三洋電機）を用いて胚培養を行った連続92症例【方法】顕微鏡内蔵型インキュベー
ターを用いた臨床症例の胚培養により得られた新知見である1回目の胚分割であたかも2回の胚分割が完了したかのような
割球と判別のつかない巨大なfragmentを生じた胚をCrumble胚と命名し，移植胚選択基準の最下位グレードとした．この
Crumble胚が移植胚とならなかった場合には，　Day4以前の胚移植の場合でも説明同意の下，最終的に良好胚であれば凍結
することを前提に胚盤胞までの胚発生をtime－lapse観察した．【結果】92症例中48症例（52．2％）に少なくとも1個のCrum－

ble胚を認めた．当該症例の全369胚の解析により，89胚（24．1％）がCrumble胚であることが明らかとなった．1日1回
の観察であれば分割スピードが速いと誤って評価される胚も多数存在した．Crumble胚の中には，　Veeck分類においてG3
と評価される比較的良好胚が28個（31．5％）含まれていた．このうち，6個（214％）が胚盤胞に到達したが，ほとんどが

Gradeの低い胚盤胞だった．今回の検討症例中Crumble胚でなかったG3の7個中6個が胚盤胞に到達した（P＜0．01）．【考
察】Crumble胚という概念は，　Veeck分類の問題点を具体的にしつつ，　Veeck分類を再評価することにもつながることを示

唆する．Crumble胚についての研究を展開していくことがARTの発展において重要であるし，顕微鏡内蔵型インキュベー
ターは胚発生の臨床研究を一新する発展性を秘めた手段と評価できる．

●

●

P107 Day3ET時のスコアからみた，余剰胚の胚盤胞発生と着床

○塚崎あずさ1，野見山真理1，山田　耕平’，西山和加子工，宮本　恵里1，眞崎　暁子ユ，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】当院では多胎妊娠予防の観点からDay3選択的単一胚移植（eSET）を行い，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凍結胚盤胞SETを行っている．今回Day3移植時の分割期胚のスコア（1，　II，　III）

に着目し，移植余剰胚の胚盤胞発生と，そのうち良好胚盤胞についてはその後の凍結胚盤胞移植の成績について検討した．

【方法】2004年1月から2007年12月までにDay3ETを行った1300周期のうち，余剰胚を有した937周期2700個の胚を対
象とし，ET余剰胚の分割期（Day3）でのスコア別胚盤胞発生率および良好胚盤胞率を比較した．当院ではGardnerの分類

でDay53BB以上，　Day64BB以上のものを良好胚盤胞としvitrification法にて凍結している．対象期間に329周期545個
の良好凍結胚盤胞が得られた．次周期以降2008年4月までに融解したもののうち，融解時変性10個，回復が認められなかっ

た胚13個を除く245周期での凍結胚盤胞SETの着床率をDay3ET時スコア別に比較した．【結果】Day3ET余剰胚の分割
期スコア別胚盤胞発生率は，1：902％（296／328），II：73．3％（723／986），　III：330％（457／1386），良好胚盤胞率はL610％

（200／328），II：31．1％（307／986），　III：59％（82／1386）で，いずれも3群間で有意差を認めた（p＜0．01）．凍結胚盤胞SET

の着床率は1：525％（42／80），II：57，4％（81／141），　III：50、0％（12／24）で差はなかった．【結論】Day3ET余剰胚の胚盤胞

発生率および良好胚盤胞率はスコア1，II，　IIIの順に有意に低下し，その後の凍結胚盤胞SETの着床率は分割期のスコアに

かかわらず良好な成績が得られた．Day3ET時に不良胚であっても良好胚盤胞が獲得できれば良好な着床率が期待できる．

●

●

P108 当院におけるDay4桑実胚凍結の形態学的評価の検討

○小泉あずさ，宮田　広敏，福富　紀子，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，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】当院ではDay4凍結の導入によりDay5における胞胚腔が拡がりきった胚の低い生存率を改善したことから，　Day4

凍結を積極的に行っている．しかしDay4における桑実胚の中には融解後発育が不良な胚もみられる．そこでDay4桑実胚
を形態学的に評価し，凍結に適する桑実胚を後方視的に検討した．【方法】2004年3月～2008年4月の問にインフォームド

コンセントを得た後，Day4に桑実胚であった胚において凍結融解胚移植を計画した106周期を対象とした．これらの桑実
胚をcompaction率，　fragment率，ステージ別に評価し，融解後の胚発育及び着床率を比較した．胚は融解17時間後に評
価しその後移植した．【結果】compaction率75％以上胚は，融解後桑実胚のままであった胚の割合が6．4％に対し，75％
未満胚では250％と有意に高かった（p＜0∫）5）．fragment率5％未満胚の良好胚盤胞率は906％に対し，5％以上胚では
66．7％と有意に低かった（p＜0．01）．ステージ別評価では，融解後の胚盤胞到達率はcompact　morulaが73．7％に対しlate

morulaは98．2％と有意に高かった（p＜α01）．着床率はcompact　morulaが＆6％に対しlate　morulaでは243％と有意に
高かった（p＜0．01）．compaction率及びfragment率については着床率に有意差は認められなかった．【結論】late　morula

まで発育した胚であることが，Day4凍結に適する一つの指標であることが示唆された．また，　compaction率及びfragment

率も融解後の胚発育に影響がみられ考慮する必要があると考えられた．これらの指標に加え，今回検討していないDay2及
び3における割球の均等性や分割数も考慮する必要があると思われる．

●

●
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P109 凍結融解胚盤胞移植における凍結時のグレードと妊娠率

○吉田　純子1，渋井　幸裕1，花岡嘉奈子1，石田　佳江1，濱田沙蓉子1，吉益　裕子】，片桐由起子2，塩川　素子2，

　渡辺慎一郎2，松江　陽一，北村　　衛2，塚越　静香3，田宮　　親，三浦　一陽1
　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2，山王病院3，東邦大学医療センター大橋病院

【目的】近年，Vitrification法を用いた凍結融解胚盤胞移植における良好な臨床成績が報告されている．今回凍結時および融

解時の胚の形態的分類による臨床成績を後方視的に検討した．【対象と方法】インフォームドコンセントのもと当院にて2006

年1月から2007年12月にVitrification法にて凍結融解胚盤胞移植（SET）を施行した323症例，501周期，平均年齢370±
4．2歳を対象とした．胚の形態はGardner分類を用いて2群，3群，4群，5群，6群およびBB以上群とCを含む群に分類
し，臨床的妊娠率（胎嚢確認）について後方視的に検討した．【結果】年齢別妊娠率（％）は～29，30－34，35－39，40～；333，

3α5，223，107であった．形態的変化の割合（％）は，（a）2群→2群，2群→3～5群；292，70．8，（b）3群→2群，3群
→3群，3群→4～6群；29・，51．4・，457＊，（・）4群一2，3群，4群→4群4群一56群；13・0＊，554＊，315＊・（d）5群→2～

4群，5群→5群5群→6群；3a7＊，60．2＊，3．1＊であった．また，それぞれの妊娠率（％）は（a）；143，0n（b）；α0，135，

215，（c）；＆3＊＊，3α4＊＊，224，（d）；3α6，356，α0であった．細胞数別では，BB以上群から変化なし，　BB以上群→C

を含む群，Cを含む群→BB以上群，　Cを含む群から変化なし；92β＊，74＊3α3＊6軌7＊．同様に妊娠率は25、7，346，133，130

であった．（＊P＜0．01，＊＊P＜0．05）【結論】融解後は凍結時に2群であったものを除いて凍結時よりグレードが下がった胚よ

り上がった胚の方が有意に多かった．しかしグレードが下がっている胚からも一定の割合でGS陽性が出ていた．

P110 凍結胚盤胞移植の回復培養時間とそれに伴う凍結から移植にかけての胚発育が及ぼ

す妊娠率への影響の検討

●

○林　麻衣子，小倉　仁世，西垣　　新

　産婦人科西垣ARTクリニック

【目的】凍結胚盤胞移植において胚盤胞のグレードが妊娠率と関連しているとの報告は多々みられるが，融解後の回復培養

時間と妊娠率との関連についての報告は少ない．そこで今回凍結胚盤胞移植における融解直後から移植までの胚の回復培養

時間と凍結から移植にかけての胚の発育の有無が妊娠率に影響するかを検討した．【方法】2006年1月から2007年12月に
凍結胚盤胞移植を行った235周期を対象とした．胚の回復培養時間を当院の診療時間の関係上5時間未満（半日診療）：A
群と5時間以上（全日診療）：B群の2群に分け，さらに凍結から移植にかけての胚の発育を収縮している：a群と発育し
ている：b群と変化なし：c群の3群に分けたときの妊娠率との関連について検討した．今回，胚盤胞のグレードに関して
は検討しなかった．【成績】各妊娠率は以下の通り．1）回復培養時間：A群，B群のみで分けたときのそれぞれの妊娠率は
46％（35／108），54％（49／127）で有意差はなかった．2）胚発育：a群，b群，　c群のみで分けたときのそれぞれの妊娠率は

27％（16／59），45％（33／73），31（35／113）で有意差はなかった．3）A群＋胚発育：Aa群，　Ab群，　Ac群それぞれの妊

娠率は28％（12／43），56％（10／18），23％（13／57）であった．短時間で発育した群で妊娠率が有意に高かった．4）B群＋
胚発育：Ba群，　Bb群，　Bc群それぞれの妊娠率は25％（4／16），42％（23／55），39％（22／56）で有意差はなかった．【結論】

凍結胚盤胞移植において，融解直後から移植までの胚の回復培養時間の長さや凍結から移植にかけての胚発育の有無は妊娠

率に影響を与えないと考えられる．また，短時間の回復培養時間で胚が発育した群で妊娠率が有意に高い結果となったこと

が，胚の発育能の高さを示していると思われる．

●

●

P111 Conventional－IVFにおける媒精時オイルカバーの効果についての検討

○小松　雅博，石井　絵理，秋谷　　文，酒見　智子，塩田　恭子，佐藤　孝道

　聖路加国際病院生殖医療センター

【目的】当院ではconventional－IVF（clVF）の媒精時にmediumにオイルカバーを行わない方法で行ってきたが，最近の研

究ではオイルカバーをすることにより温度やpH，浸透圧の変化などを抑えられることが報告されている．そこで，媒精時
にオイルカバーをすることにより受精率，良好胚発生率，着床率，妊娠率に改善が見られるか比較検討を行った．【対象と

方法12006年1月から2008年4月までに当院でclVFを行った382周期のうち初回（当院および他院での体外受精治療例
のない症例）131周期を対象にし，媒精時のmediumuにオイルカバーを行った群（カバー群）41周期（2006年1月～2007
年8月）とオイルカバーを行わなかった（オープン群）90周期（2007年9月～2008年4月）を比較検討した．また，それ
ぞれの群を採卵数別にA群（1～4個）47周期，B群（5～8個）62周期，　C群（9～12個）20周期，に分けて同様の検討を
行った【結果】全体での検討ではカバー群とオープン群での平均年齢（3＆4±29vs39．1±35），採卵数（59±31vs5β±30），

受精率（89．7％vs847％），　Day3良好胚発生率（506％vs560％），妊娠率（2軌0％vs1＆0％），着床率（1＆7％vs98％），良好

胚着床率（20％vsll％）となり，妊娠率，着床率において有意差が認められた（P＜01）1）また，採卵数別に行った検討では

A群（1～4個）において受精率，Day3良好胚発生率に有意差が認められた（P＜OO1）【考察】今回の結果からオイルカバー
をすることにより全体に妊娠率，着床率に上昇が認められた．また採卵数の少ない症例に有効との結果が得られた．温度や

pH，浸透圧の変化を抑えられた事が有効に働いたと考えられる．
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P112 カプセル型培養器の有用性に関する研究

日生殖医会誌53巻4号

4

○佐藤　景子，原　　鐵晃津田亜矢子，井上　裕美，兄玉　尚志
　県立広島病院生殖医療科

【目的】カプセル型培養器（AIRTECH）は，使い捨てのPET製カプセル容器にプラスチックシャーレを入れ，混合ガスを
注入することにより，1台で16個の独立した環境で培養を行うことができる．今回，カプセル型培養器および30L容量小
型培養器（アステック社）を用いた胚発生の成績を比較し，胚培養におけるカプセル型培養器の有用性について検討した．

【方法】採卵された同一患者の卵子をカプセル型培養器および小型培養器に分けて培養（実験1；10症例，170個），また採

卵数の多くない患者の卵子をいずれかの培養器で培養（実験2；25症例，214個），媒精もしくは顕微授精を行い胚盤胞まで

培養した．小型培養器では，CO2およびN2ガスを庫内で混合し，カプセル型培養器では，混合ガス1（5％CO2，95％N2）を

4分間注入した後混合ガス2（5％CO2，5％02，90％N2）を毎分10ml連続注入し，気相5％CO2，5％02，90％N2，37度
湿度飽和の培養環境を維持した．統計学的検討は，X2検定を行った．【成績】カプセル型培養器および小型培養器における，

実験1の受精率，胚盤胞発生率，胚グレード3BB以上率は，各々7＆1％および831％（p＝2622），3＆0％および435％（p＝
0549），842％および467％（p＜α05）であり，実験2の胚盤胞発生率，胚グレード3BB以上率は，各々33∬％および3＆3％
（p＝α524），526％および45．9％（p＝0．504）であった．【結論】小型培養器は，培養器ごとに庫内環境を調整する必要があ

るため，1台ごとの培養環境に差が出やすい．カプセル型培養器は，混合ガスの使用で安定した培養環境が容易に維持でき，

小型培養器と同等の胚盤胞発生率および高い良好胚の作出率が得られることから，卵子や胚の培養において有用であると示
唆された．

●

P113 顕微鏡内蔵型インキュベーターの臨床導入による多胎防止の試み

○寺西　佳枝’，安藤　寿夫2，鈴木　範子2，榊原　重久2，天方　朋子1，矢野　有貴］，柿原　正樹1，佐藤　博子2

　豊橋市民病院産婦人科1，豊橋市民病院総合生殖医療センター2

【目的】撮影ポイント90以上の超多次元タイムラプス機能を持つ顕微鏡内蔵型インキュベーターの臨床導入により，妊娠率

を維持しつつ多胎減少が可能となるかを検討する．【対象】当院倫理委員会で臨床使用が承認済みの顕微鏡内蔵型インキュ

ベーター（MCOK－5M（RC），三洋電機）を事前にICを得たうえで胚選択に活用して新鮮胚移植を行った89例，対照とし
てそれ以前の89例．　　　　　　　　　【方法】移植胚数や妊娠転帰などのデータを導入前後で検討した．分割期胚移植を基本とし，胚盤胞移
植は卵管因子などに適応を限定して一部症例に行った，【結果】選択的胚移植（eSET）の症例数は，導入前38例（427％）

導入後77例（865％）と著明に増加した（P＜α0001）．通常の観察では胚の評価が困難だった桑実胚を主体としたDay4移
植が導入前2例から導入後19例に増加した．移植が移植周期あたり臨床妊娠率は導入前25B％（23／89），導入後258％（23

／89）で変化が無かった．多胎妊娠率は，173％（4／23：うち1例は単胎となった）から0％（0／23）に減少した．着床率は
導入前1＆6％（27／145）に対して導入後223％（23／103）だった（有意差なし）．【考察】顕微鏡内蔵型インキュベーターの

導入により動画による胚の評価が可能となり，細胞分裂（胚分割）にともなうfragment形成の詳細や胚発育の時間的変化

が明らかとなった．これにより，eSETに向けた患者側医療者側双方の合意形成が容易となり，結果的に多胎妊娠減少に貢
献したと考えられる．

式

●

P114 Day5初期胚盤胞胚移植とDay6胚の凍結融解胚移植の臨床成績の比較検討

○大谷　飛鳥1，杉原　研吾’，井田　　守1，園田　桃代1，中岡　義晴，福田　愛作1，森本　義晴2

　1VF大阪クリニック1，　IVFなんぱクリニック2

【目的】多胎妊娠予防の目的により単一胚移植，なかでもより高い妊娠率・着床率の得られる単一胚盤胞移植が推奨されて

いる．Day5胚盤胞移植後，余剰桑実期胚や初期胚盤胞を翌日Day6まで培養し得られた胚盤胞を凍結，その後に凍結融解
胚移植することにより良好な妊娠率が得られると報告されている．そこで，Day5での桑実期胚又は初期胚盤胞を用いた単

一胚盤胞移植と，Day6で得られた胚盤胞による凍結融解胚移植との間で妊娠率や着床率に違いが見られるかretrospective
に検討を行った．　　　　　　　　【方法】2006年1月から2008年4月までに刺激周期にてDay5に桑実期胚又は初期胚盤胞を用いて単一胚
盤胞胞移植（EBL－ET群）を行った28周期（27症例）と，　Day6にて凍結した胚盤胞を用い，ホルモン補充周期下にて凍

結融解単一胚盤胞胚移植（D6ET群）を行った36周期（33症例）を対象とした．　Day6での凍結はGardner分類のBL3BB
以上の胚盤胞を凍結した．それぞれの妊娠率・着床率・流産率・多胎率の比較検討を行った．【結果】EBLET群での妊娠
率・流産率・多胎率はそれぞれ35．7％（10／28）・30．0％（3／10）・00％（0／10），D6ET群での妊娠率・流産率・多胎率は

それぞれ333％（12／36）・250％（3／12）・α0％（0／12）となり，両群間で有意差は認められなかった．【考察】EBL－ET

群とD6ET群の間に有意な差は認められず，ほぼ同等の妊娠率が得られた．新鮮胚盤胞移植時余剰桑実期胚や初期胚盤胞が
Day6にて良好胚盤胞となれば今後も積極的に凍結融解胚盤胞移植を行っていくべきと思われた．

●

●
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P115 35歳以上40歳未満の症例における胚盤胞移植時の移植胚数の検討
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●

●

○松葉　純子，福富　紀子，宮田　広敏，小泉あずさ，横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，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年に本学会より発表された移植胚数に関する年齢別ガイドラインに沿い，昨年我々は35歳未満の胚盤胞移植時

の移植胚数について報告した．35歳未満の症例では多胎妊娠防止の観点より，2回目の移植周期であっても胚盤胞1個移植

が望ましいとの結論に至ったが，それらに含まれない35歳以上の治療周期についても多胎妊娠は深刻な問題である．そこ
で35歳以上40歳未満の症例における胚盤胞移植胚数の検討を行ったので報告する．【対象及び方法】2002年1月から2008
年4月までにインフォーム・コンセントを得た後，当院にて胚盤胞移植を行った35歳以上40歳未満の患者で胚盤胞移植を
行った症例を対象とし，移植胚数1個と2個の群に分け，治療周期1回目，2回目の妊娠率，多胎率，流産率，着床率を後
方視的に比較した．【結果】1回目の移植周期では胚盤胞1個移植群と2個移植群を比較して，妊娠率に差はみられなかった
ものの（300％vs379％，　ns．），多胎率が2個移植群で有意に上昇した（α0％vs．28£％，　p＜OC5）．しかし，2回目の移植

周期では妊娠率にて2個移植群で有意に上昇したものの（15．7％　v＆336％，p＜001），多胎率では有意な差は見られなかっ
た（0．0％　vs＆1％）．流産率，着床率についてはいずれの移植周期でも有意な差はみられなかった．【結論】35歳以上40歳

未満の症例においても35歳未満の症例と同様に，1回目の移植周期で胚盤胞を移植する場合は多胎防止の観点から1個移植
が望ましいと考えられた．しかし2回目以降の移植周期については妊娠率や多胎率を考慮した上，移植胚数を決定する事が

望ましいと考えられた．
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P116 不妊症診療における周産期医療との連携の重要性
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　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科’，埼玉医科大学総合周産期母子医療センター母体・胎児部門2

【緒言】不妊症診療におけるgoalは健康な満期産児を得ることであり，今日では概ねコンセンサスとなりつつあると思われ
る．単一胚移植により多胎妊娠を避けることも重要であるが，周産期医療との緊密な連携を図ることも不可欠であると思わ

れる．我々の施設で経験した妊娠症例を提示し，望ましい連携のあり方について考察する．【症例1】43歳未産婦．3年前
より高血圧にてARBを内服．他院のICSIで妊娠後，当科を初診．降圧剤をCa　blockerに変更し，血圧を140－150／90－100

mmHgにコントロールした．妊娠24週よりCa　blocker持続静注に変更するも，血圧コントロール不良のため，妊娠26週
3日，緊急帝王切開術を施行した．児は696g母体は肺水腫およびDICを発症し，　ICU管理を要した．【症例2】35歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未

産婦．21歳発症の慢性糸球体腎炎のため，血中Cr＞30　mg／dl，「妊娠時は人工透析への移行が必要かもしれない」と言わ
れていた．他院のIVFにて妊娠後，当科を初診人工透析の導入を検討中である．【症例3】43歳未産婦．肥満（BMI＝304），

Rh（一）．他院のICSIで妊娠後，近医診療所を受診したところ，高血圧（180／120mHg）を指摘され，当科を受診Ca　blocker

持続静注により血圧をコントロールし，2次性高血圧の精査を開始した．【考察および結論】不妊症診療に先立ち，全ての合

併症をスクリーニングすることは不可能である．しかしながら，高血圧などの生活習慣病は特に高齢不妊患者ではまれでは
ないため，ある程度のスクリーニングは重要であろう．更に，合併症を有する場合は，妊娠時のリスクに十分に配慮し，必

要であれば周産期医療施設との連携を事前に図ることなどが望ましいと思われる．

P117 単一胚盤胞移植は何回まで施行可能か
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【目的】我々は単一胚盤胞移植（以下SBT）が妊娠率を低下させずに多胎妊娠の発生頻度を下げる事に有効である事を発表

してきた．一方，複数回SBTを施行しても妊娠に至らない場合は多胎のリスク等を説明した上で例外的に2個移植を行う
事もあるが，その結果としての多胎の発生率は極めて高く，多胎の管理等に苦労する事も多い．そこで，今回は妊娠率等よ

りみた場合，SBTは何回まで行う事が可能なのかについて検討してみた．【対象と方法】対象は2005年1月～2007年12月

までの間に患者同意のうえでSBTを行った878周期とした．この症例をSBT回数別に平均年齢，妊娠率，流産率等につき
比較検討を行った．【結果】SBT878周期の平均年齢は344±4．1歳，平均移植回数は21±17回であった．妊娠周期375周
期の平均年齢は335±39歳，平均移植回数は1．9±1．5回であり，妊娠率は42．7％であった．流産周期49周期の平均年齢は

344±43歳，平均移植回数は22±1．9回であり，流産率は，131％であった．平均年齢，平均移植回数は各群間で差は認め

られなかった．次に，SBTの回数別に妊娠率，流産率の検討を行った．妊娠率はSBT1回目476％，2回目4α8％．3回目
405％，4回目31．6％，5回目366％，6回目37．5％，7回目以上は21．7％であった．また，SBT　3回目までに妊娠できる率

は893％であった．流産率はSBTI回目126％，2回目124％，3回目106％，4回目222％，5回目18．9％，6回目0％，7
回目以上は400％であり，4回目以降では流産率が上昇する傾向がみられた．【考察】以上より，SBT3回目までに妊娠でき

る率はかなり高く，また流産率はSBTの回数が3回目までは4回目以降と比較して低い傾向にあった．　SBTは4回～6回
目までの施行群でも30％以上の妊娠率となる事から，SBTは最低でも3回目までは行うべきであり，多胎発生のリスクを

考えれば，2胚移植を安易に考えず，6回目まではSBTを続けることも可能と考えられた．
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P118 当院における単一胚盤胞移植の臨床成績について
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【目的】不妊治療での多胎妊娠は社会問題となっており，そのリスクと周産期医療の現状を考えた場合，単胎妊娠を目指す

必要がある．そこで我々は，多胎防止を目的として2008年1月より単一胚盤胞移植を積極的にすすめてきた．今回，その
臨床成績について後方視的に検討したので報告する．【対象】2008年1月から3月までに当院にて単一胚盤胞移植を施行し
た121周期（新鮮胚移植37周期，凍結融解胚移植74周期）を対象とした．【方法】凍結融解胚移植については，全症例で
ホルモン補充周期での胚移植を実施した．年代・移植法別に，妊娠率，流産率および多胎率について検討した．胚盤胞の評

価はGardnerら（1999）の分類を用い，3BB以上の胚盤胞を良好胚としてその妊娠率を検討した．【結果】単一胚盤胞移植
実施率は全胚移植件数に対して531％（121／228）であり，その妊娠率は405％（49／121）であった．平均年齢は346歳
年代別妊娠率は，27～29歳83．3％（10／12），30～34歳43B％（21／48），35～39歳295％（13／44），40歳～44歳294％（5／
17）であった．新鮮胚移植での妊娠率，流産率，多胎率については，27．0％（10／37），10％（1／10），0％（0／10）であり，

凍結融解胚移植では，それぞれ，4仕4％（39／84），77％（3／39），0％（0／39）であった．3BB以上の胚盤胞を移植した場合

の妊娠率は483（43／89）であり，3BB未満の場合は1＆8％（6／32）であった．【考察】単一胚盤胞移植により多胎を防止で

きた．さらに，3BB以上の場合は，高い妊娠率を維持できた．加齢に伴い，妊娠率は低下したが，その妊娠率からは単一胚
盤胞移植を考慮することも必要と思われた．
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P119 当院における選択的単一・胚盤胞移植（eSBT）と多胎妊娠の推移
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（目的）当院ではART技術水準の向上に伴い，胚盤胞移植を行う症例が年々増加している．当院では，多胎妊娠を減らすことを目的とし

て，2005年より2個以上良好胚盤胞があるが，選択的に1個のみ胚盤胞を移植するelective　single　blastocyst　transfer（eSBT）を導入し

た、今回我々は，eSBTと多胎妊娠の推移を検討したので報告する．（対象）2002年1月から2006年12月までに，当院にて胚盤胞移植

を実施した妻年齢40歳未満772周期で，その内eSBTは268周期，2個胚盤胞移植（DBT）は415周期，その他89周期であった．当院

でのeSBTの適応条件は，34歳以下で良好胚盤胞が複数個得られた症例であるが，35～39歳でも良好胚盤胞が複数個得られた場合はeSBT

を実施した．（方法）34歳以下．35～39歳に分け，年次毎の多胎率の推移とeSBT群とDBT群の妊娠率（GS），多胎率を検討した．（結

果）胚盤胞移植周期あたりのeSBTの割合は2002年1α1％（7／69），2003年76％（5／66），2004年160％（12／75），2005年377％（97／

257），2006年4＆2％（147／305）であった．34歳以下で，胚盤胞移植を行った周期の年次毎の多胎率は，205％（8／39），239％（9／38），

200％（9／45），＆0％（11／137），3．6％（6／165）であった．35～39歳で，100％（3／30），143％（4／28），67％（2／30），67％（8／120），

50％（7／140）であった．また34歳以下の胚移植あたりの妊娠率はeSBT群554％（112／202），　DBT群5＆6％（109／186）で有意差はみ

られなかった．多胎率はeSBT群α5％（1／202），　DBT群18．8％（35／186）でDBT群が有意に高くなった．35～39歳の胚移植あたりの

妊娠率はeSBT群424％（28／66），　DBT群51．1％（117／229）で有意差はみられなかった．多胎率はeSBT群0％（0／66），　DBT群軌2％

（21／229）でDBT群が有意に高くなった．（考察）eSBTの増加に伴い多胎率が減少した．　eSBTではDBTと同等の妊娠率が得られたこ

とから，選択的に単一胚盤胞移植を実施することは，妊娠率を下げずに，多胎妊娠を抑制出来ることが可能であると考えられた．
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P120 凍結融解胚盤胞移植の検討

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

目的；凍結融解胚移植はARTにとっていまや欠かせない治療法として確立されている．さらに近年では胚盤胞においても
分割期胚と同様に安定した臨床成績を示している．そこで，今回凍結融解胚盤胞移植での臨床成績を移植胚数（単一と2つ

移植）に分けて検討を行った．対象と方法；2006年1年間で行った590人739周期の凍結融解胚盤胞移植（IVF；544周期，
ICSI；195周期）の臨床成績と妊娠予後に関する検討を行った．739周期中1つの胚盤胞を移植した周期は502で，237周期
は2つの胚を移植した．ほぼ全ての症例でassisted　hatchingを行った．結果；1個移植を行った平均年齢341歳502周期
における臨床妊娠率は3＆4％で，流産率は238％であった．子宮外妊娠は155％に認められ，一絨毛膜性双胎の頻度は155％

であり，帝王切開率は254％であった．Day5胚盤胞とDay6胚盤胞で比較したところ臨床妊娠率はそれぞれ403％（180／447）

と214％（12／56）であった．一方，2個移植を行った平均年齢344歳237周期では，臨床妊娠率42．6％で，流産率は19％
であった．子宮外妊娠率は495％，双胎の頻度は198％で帝王切開率は3α1％（双胎は85％）に認められた．双胎の分娩週
数は22週1例，19例は33週から37週で分娩に至っていた．IVFとICSIとの比較においては流産率，子宮外妊娠率，帝王
切開率に統計学的有意差はなかった．単一と2個移植では臨床妊娠率に有意差は認めないものの，子宮外妊娠および双胎の

頻度で統計学的有意差を認めた．考察：1つの胚移植においても2つの胚を移植したのと同等の妊娠率が得られた．産科的
リスクを考慮すると胚移植に関しては今後1つの胚での移植が主流となることだろう．発育遅延胚の有効利用も含め今後さ
らに凍結融解胚移植の重要性が増すことが考えられる．
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凍結融解胚盤胞においてLAH（Laser　Assisted　Hatching）は妊娠率向上につなが
るか？
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○鳥居　正子，藤田　智久，西村　　満

　西村ウイメンズクリニック

【目的】Laser　Assisted　Hatching（以下LAH）は，従来のAHに比べ簡単な操作によって透明帯を切開することが可能であ

り，且つ実施者の技術差が生じにくいなどの利点から臨床への導入が進んでいる．そこで今回，凍結融解胚盤胞移植周期を

対象にLAHが成績向上の手段となり得るか否かを検討した，【対象】当院にて凍結融解胚盤胞移植を行った2007年1月か

ら2007年10月までのLAH非実施群277周期とLAH導入後の2007年11月から2008年4月までにおける全周期での
LAH実施群104周期を対象とした．【方法】新鮮胚盤胞移植時の余剰胚，選択的全胚凍結胚盤胞をCryo－top（KITAZATO）
にて凍結し，後日，凍結融解胚盤胞移植を実施した．LAH実施群においては胚盤胞を融解後2時間回復培養し，その後0．2
M－Sucrose液中に浸透させ，人工的に囲卵腔を拡張させたところで透明帯全周の約1／4に対しLaser照射を実施更に回復

培養を2～3時間行った．LAH実施群とLAH非実施群との2群に分け，比較検討を行った．尚，　LAHはOCTAX　Laser　shot
Systemを使用し，照射出力は2．3msとした．【結果】LAH実施群，非実施群における妊娠率は404％（42／104）vs54．2％（150

／277）（p＝0008），妊娠継続症例では26．9％（28／104）vs386％（107／277）（p＝0．017）とどちらも実施群が有意に低い結果

となった．また，流産率は10C（10／100）vslO6％（28／264）（NS）と有意差は認められなかった．【結論】AHの適応基準

として凍結融解胚は有用との報告もあるため，LAHを実施することで更なる成績向上を期待したが，今回の検討では成績
の向上は認められず，むしろ妊娠率においては低下傾向を示した．しかし，LAHが有効と示唆された症例も散見されたた

め，今後LAHの適応について検討を重ねていく必要がある．

P122 演題取り下げ
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P123 day5のeSET基準設定の有効性

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，西　　裕美，森若　　治，神谷　博文

　神谷レディースクリニック
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【目的】当院では2005年より胚盤胞移植の実施件数が増加したが，多胎妊娠を予防できずにいた．そこで，2006年4月より

当院におけるeSET基準（34歳以下，　IVF2回以内，良好胚盤胞2個以上獲得）を設け，患者の同意が得られた症例に対し
1個移植を積極的に実施してきた．今回，eSET基準設定前後の成績を比較し，有効性を検討した．【方法】day5で新鮮胚

移植を実施したeSET基準設定前：2005年1月～2006年3月229症例302周期，設定後：2006年4月～2007年12月364
症例496周期を対象とし，臨床的妊娠率，流産率，多胎率を比較した．尚，受精卵はすべて5日目まで培養し，余剰胚は凍
結保存した．また，基準設定後にeSETを実施したものの，妊娠に至らなかった24症例25周期についての凍結胚移植（2
個移植含む）の成績を追加検討した．【結果】1）eSET基準設定前後の妊娠率は各々225％（68／302），232％（115／496），

流産率は19．1％（13／68），21！7％（25／115）と変化はなかった．多胎率は235％（16／68），9β％（11／ll5）となり有意に減

少した（p＜OC5）．2）基準設定後のeSET周期における妊娠率は375％（15／40）で流産多胎ともに認めなかった．新鮮
胚移植で妊娠しなかった25周期のうち，5周期は凍結胚が残っていながら継続妊娠していないため除外すると，凍結胚移植
で8例の妊娠が得られた（流産1例，多胎1例）．eSET周期での採卵あたりの累積妊娠率は657％（23／35）となった．【結

論】eSET基準を設定したことで，妊娠率を維持しながら有意に多胎率を減少させることができた．また，累積妊娠率も良
好な結果となり設定の有効性が認められた．eSET基準症例には凍結胚移植の際にも1個移植を勧めることで多胎妊娠の予
防が可能と思われるが，実際には患者の同意が得られない場合もあった．
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P124 発育遅延または形態不良胚の凍結保存は有用か？一単一胚移植時代の凍結保存のた
めの胚選択基準一

○小野光樹子，浜井　晴喜，桑田　　愛，高田　玲子，守屋　聡子，八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静，文野多江子，

　寺西　明子，繁田　　実

　医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】生殖補助医療に伴う多胎防止のために，移植胚数を1個とすることが原則となり，高い妊娠率を得るには，妊娠可

能な余剰胚を選択して確実に凍結することが重要である．従来は発育遅延胚や形態不良胚は破棄されることがあったが，こ

れらの胚でも継続妊娠が得られていることから，今回はこれらの胚の凍結保存の有用性について分析した．【方法および対

象】2004年1月から2008年2月までに新鮮Day5（新鮮区），凍結Day5（F5区）および凍結Day6（F6区）の単一胚盤胞
移植を行った669周期，438症例を対象とし，各区のGrade（Gardner分類AA：1群，　AB・BA：2群，　BB：3群，　AC・CA・

BC・CB：4群，　CC：5群）による妊娠率・流産率を検討した．また，凍結Day7（F7区）の単一胚盤胞移植を行った2周期，

2症例の妊娠の有無についても検討対象とした．なお，凍結・融解胚移植は自然周期で，凍結方法はVitrification法を用い
た．【結果】新鮮区，F5区，　F6区の年齢，移植胚のOPU回数に差は認めなかった，各区のそれぞれのGrade1，2，3，4，

5群における妊娠率は，新鮮区（550％，36．1％，350％，158％，286％），F5区（472％，434％，308％，346％“，250％），

F6区（500％，31．3％，3＆3％，9．4％a，95％）であった．　F6区の4群においてのみ，　F5区と比べて有意に低値を示した（p＜

OO5）．流産率においては3区間またはGrade間での差は認めなかった．　F7区では2症例中1症例が現在，妊娠継続中であ
る．【考察】1）Day5，　Day6胚共に形態不良胚でも凍結保存は有用である．2）Day7胚の凍結保存にて妊娠継続症例がある

ことから，凍結保存の試みは意味がある．

●

●

P125 凍結胚単一胚盤胞移植により治療成績を損ねることなく多胎妊娠を減少させること
ができる

○原　　鐵晃1，佐藤　景子1，津田亜矢子1，井上　裕美1，兜玉　尚志1，工藤　美樹2

　県立広島病院生殖医療秤，広島大学医学部産科婦人科2

【目的】生殖補助医療による多胎妊娠を減少させるには選択的単一胚移植（eSET）が適応となる．当院では新鮮胚移植の成績から

その基準を，1）35歳以下，2）3AAの新鮮胚が2個以上，3）移植回数2回とした．さらに多胎率を低下させるには単一胚移植の
適応を凍結胚移植にまで拡大する必要があり，単一凍結胚移植により，2個移植や新鮮胚1個移植より多胎率を減少できるか，治

療成績が低下しないかを検討した．【方法】平成15年7月から平成19年12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111周期（新鮮胚71周期，凍結胚40周期）および新鮮胚盤胞2個移植を行った41例，計152例を対象とした．

新鮮胚移植は，受精確認後5日目に桑実胚以上であれば行った．3BB以上の余剰胚は超急速ガラス化法で凍結し，胚融解時には補

助艀化を行った．凍結胚移植と新鮮胚移植の各群で，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】凍結胚1個移植群，2個移植群と新鮮胚1個移植群に年齢を含む患者背景に差を認めなかっ

た．臨床的妊娠率，自然流産率，子宮外妊娠率，多胎率は（43％vs．32％），（22％v＆18％），（0％v＆0％），（0％vs．0％）であり，

いずれも治療成績に差を認めなかった．凍結胚2個移植の成績59％，42％，0％と比較すると臨床的妊娠率，自然流産率，子宮外

妊娠率と差はなかったが，多胎妊娠率29％と有意（p＜005）に2個移植で高かった．また，凍結胚1個移植において3BB以上の
胚を移植した場合，それ以下の胚の移植と比べ，臨床認証率は有意に高かった（53．3％　v＆10％二p＜005）．【結論】凍結胚で単一

胚盤胞移植を行っても，新鮮胚1個移植や凍結胚2個移植と比較して妊娠率が低下することはなく，しかも，凍結胚2個移植群と
比較して多胎率を減少させるため，凍結胚移植においても移植胚数を増やす必要はないことが明らかとなった．

●

●

P126 単一胚移植において発生した一卵性双胎とその発生リスクの検討

○山本　新吾1，野見山真理1，山田　耕平1，西山和加子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】当センターは多胎妊娠防止を目的として2003年より積極的に単一胚移植（SET）を取り入れている．しかしSET
症例においても一卵性双胎（MZT）は発生している．一卵性双胎は産科的リスクも高く，予防する為の努力が求められてい
る．今回SET症例において発生した一卵性双胎の妊娠転帰を報告すると共に，手技別に発生リスクを検討した．【対象】2003

年1月から2007年12月に当センターでIVF／ICSIを行い，新鮮SET，および凍結SETを行った1833周期中，胎嚢確認し
たのは647周期であった．一・卵性双胎は8周期に発生した．【方法】ロジスティック回帰分析を用いてIVF，　ICSI，分割期

胚移植，胚盤胞移植，凍結胚移植，アシステッドハッチング（AHA）の有無が一卵性双胎発生に与える影響を比較した．【結
果】一卵性双胎の発生率は124％（8／647）であった．一卵性双胎8例中，一絨毛膜二羊膜性双胎は6例，二絨毛膜二羊膜

性双胎は2例であった．正期産は2例，早期産は4例でうち1例は心疾患で1児死亡，初期流産1例，後期流産1例であっ
た．手技別のオッズ比はIVF　1．85（95％CI：022－15．29），　ICSI　O54（95％CI：0．07－446），分割期胚移植α51（95％CI　l　O．07－400），

胚盤胞移植196（95％CI：0．25－1542），凍結胚移植0．46（95％CI：006－361），　AHA施行133（95％CI：026－679）であり，

いずれも一卵性双胎発生リスクとの関連は認められなかった．【考察】今回検討を行った手技は一卵性双胎発生リスクの有

意な増加とは関連していなかった．しかしSET施行症例においても一卵性双胎は発生しており，治療を行う際には患者に
対し一卵性双胎を含む多胎妊娠のリスクについて十分なインフォームドコンセントを行う必要があると考えられる．
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P127 下垂体ホルモン産生作用に対する塩酸メトホルミンの影響について

207（331）

○折出　亜希，金崎　春彦，宮崎　康二

　島根大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群の患者はインスリン抵抗性を示すことは良く知られており，インスリン抵抗性改善薬である塩

酸メトホルミンの有効性についての報告も多くみられる．塩酸メトホルミンの作用機序としては血中インスリンを低下さ
せ，副腎からのアンドロゲン産生を抑制すると言われ，血中LH，　LH／FSH比が優位に減少するといった報告もある．今回

我々は下垂体ホルモン産生細胞における塩酸メトホルミンの直接作用について検討した．【方法】下垂体ゴナドトロピン産

生細胞であるLβT2細胞プロラクチン産生細胞であるGH3細胞を用い，塩酸メトホルミン存在下及び非存在下における
GnRHによるLHβ及びFSHβプロモーター活性，　TRHによるプロラクチンプロモーター活性を調べた」結果】LHβ，　FSHβ，

プロラクチンプロモーター活性のbasal　activityは塩酸メトホルミンによる変化を受けなかった．しかし塩酸メトホルミン

存在下においてはGnRHによるFSHβ活性化反応が優位に増加した．　GnRHによるLHβプロモーター活性化反応，　TRHに
よるプロラクチンプロモーター活性化反応に影響は認めなかった．【考察】下垂体ゴナドトロピン，プロラクチン産生に対

する塩酸メトホルミンの直接作用について検討した，塩酸メトホルミンは間接的にゴナドトロピン分泌動態を改善するだけ

でなく，FSHに対する直接的な作用を持つ可能性が示された．

P128 メトホルミン投与がPCOS子宮内膜androgen　receptor及び着床に関連する分子の
発現に及ぼす影響

○伊藤　明子，熊耳　敦子，菅沼　亮太，小宮ひろみ，佐藤　　章

　福島県立医科大学産科婦人科学講座

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者の子宮内膜においてandrogen　receptor（AR）の過剰発現が報告されている．現
在，メトホルミンは排卵誘発を目的として使用されているが，子宮内膜に対する効果は子宮動脈血流の増加など数少ない報

告のみである．今回，PCOS子宮内膜でのARや，着床に関連することが報告されているHOXAIO，α．β3integrin，　prolactin
（PRL）発現に対して，メトホルミンが与える影響につき検討した．【方法】当院倫理委員会の承認を得，同意の得られたPCOS

患者より，メトホルミン投与前群（n＝6），投与3ヶ月群（n＝4）の子宮内膜を採取した．対照群として，良性疾患で子宮

摘出した患者の子宮内膜を用いた（増殖期；n＝5，分泌期；n＝6）．子宮内膜で上記の発現を，対照群とPCOS加療前・後
群につき，免疫染色法を用いて比較した．また，同時に内分泌・代謝的パラメーターも比較した．【成績】PCOS加療前群
では対照群に比較し，間質AR発現が充進しており，腺上皮にも強い発現が認められた．α．β3integrin，　PRLは，対照群で

は分泌期の腺上皮に強く発現していたが，PCOS加療前群ではその発現が低下していた．　HOXA10発現については，対照群
で認められた間質での発現が，PCOS加療前群では低下していた．加療後群では加療前群に比較し，　AR発現は腺上皮・間
質のいずれでも低下していた．また，加療後群でのα．β3integrin，　HOXAIO，　PRL発現は，加療前群に対しいずれも増加を

認めた．PCOS加療前後において，この期間では内分泌的・代謝的パラメーターに明らかな有意差は認められなかった．【結

論】PCOS患者のメトホルミン投与群では，子宮内膜ARや着床に関連する分子の発現に変化が認められ，メトホルミン投
与が子宮内膜環境改善に影響を与えている可能性が示唆された．

P129 不妊外来における多嚢胞性卵巣所見とインスリン抵抗性に関する検討

○東梅　久子，関　美穂子，藤澤

　虎の門病院

佳子，山口　　隆，古屋　　智，北川　浩明

’

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は，卵巣機能のみならず代謝異常とも関連することが知られている．このことから不

妊症におけるPCOS所見とインスリン抵抗性との関連を検討したので報告する．【方法】挙児を希望して当科の不妊外来を
受診した45例を対象とし，これらにおける経膣超音波検査による多嚢胞性卵巣所見の有無，不妊治療前の月経周期3～5日
目のホルモン基礎値，HOMA－IR値を測定し関連を検討した．【成績】1）不妊症45例のうちLH高値4例（9％），　T高値7
例（16％），LH高値かつT高値3例（7％），経膣超音波による多嚢胞性卵巣所見6例（13％），月経異常10例（22％）で
あった．日産婦の新診断基準でPCOSと診断されたのは5例（11％），　Rotterdam診断基準でPCOSと診断されたのは7例
（16％）であった，2）HOMA－IRは15例（33％）において高値であり，　LH高値2例，　T高値5例，経膣超音波検査による

多嚢胞性卵巣所見2例，月経異常4例であり，HOMA－IR高値のうち9例はいずれの所見もみられず，日産婦の新診断基準
でPCOSと診断されたのは2例（13％），　Rotterdam診断基準でPCOSと診断されたのは4例（27％）であった．3）当科の
不妊外来で，本対象症例6例を含む経膣超音波にて多嚢胞性卵巣所見を呈する15例において，HOMA－IR高値は7例（47％）

であり，日産婦新診断基準でPCOSと診断された8例中5例（63％），　Rotterdam診断基準でPCOSと診断された13例中7
例（54％）がHOMA－IR高値であった．多嚢胞性卵巣所見を呈する症例のうち，いずれの診断基準でもPCOSと診断され
ない症例において，HOMA－IR高値の症例はなかった．【結論】不妊外来において多嚢胞性卵巣所見を呈する症例でHOMA－
IRが高い症例が高率にみられるものの，　PCOS診断項目のいずれも満たさない症例においてもHOMA－IR高値の症例が存
在することからその取り扱いも含めて今後の検討を要する．
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P130 PCOS症例におけるメトフォルミン投与対象の選択に関する研究　有効例と無効例
の検討

○中村　康彦，上田　一之

　山口県立総合医療センター産婦人科

唱

【目的】本年，PCOS治療に対するコンセンサスとしてメトフォルミン（M）治療は耐糖能異常症例に限るべき，とする報告

が欧米より出された．そこで，本院のPCOS症例に行ったM治療の結果について，特にBMIとHOMA指数を中心として
検討を加えた，【方法】2004年4月から2008年3月までに当院不妊外来を受診した394名中PCOSと診断された55名（14％）
のうち，インフォームドコンセントの後書面にて同意を得た19名にM治療を行い，排卵の改善および妊娠の有無別に症例
を分け，BMIとHOMA指数について検討しM治療を勧めるべき症例とは？について考察した．【成績】19症例のうち，ク
ロミフェン（CC）治療に抵抗の症例は8例（421％）で，このうちM併用で排卵の改善が得られたのは，3例（375％）で
あった．Mの併用で妊娠に至った症例は6例（263％）あったが，それらは，上記3例中の2例，　CC単独で排卵を認めて
いた11例中の3例（273％），およびM併用　FSH－hCG治療の1例であった．妊娠の有無でグループ分けすると，妊娠群
と非妊娠群のHOMAは3．1±2．1（n＝5）と22±22（n＝12），また各々のBMIは291±5．9（n＝6）と24．6±54（n＝13）と

妊娠群で高値の傾向にあった．さらにHOMA指数2以上あるいは未満でグループ分けすると，　M併用で妊娠に至った症例
は，前者で8例中4例（50％）に対して後者では9例中1例のみであった．【結論】CC抵抗性のPCOS症例にMを併用す
ると，約4割に排卵の改善が得られ，こうした症例では妊娠が期待される．一一方，M併用で妊娠に至る症例はBMIやHOMA
指数高値を呈する症例が多く，M併用を考慮する際の条件になる可能性が示唆された．

●

｛

P131 メトホルミン750mg／日投与が無効なPCOS症例において，メトホルミンの継続使
用および増量は有効か

○松浦　広明，清水　聖子，後藤　智子，花田　　梓，太田　博明
　東京女子医科大学

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）では，インスリン抵抗性（IR）を有する症例が存在し，　IR改善薬の有用性が報告されている．

われわれはクエン酸クロミフェン（CC）単独投与で排卵が認められないPCOS症例において，塩酸メトホルミン（メトホルミン）750

mg／日の併用はLH／FSH比が高値の症例においてより有効であるが，　IR改善効果と直接相関しないことを報告した．今回，メトホ

ルミン750mg／日併用投与によりIRが改善しないPCOS症例におけるメトホルミン継続使用および増量が排卵誘発と妊娠に寄与する

かを検討した．【方法】対象はHOMA－R指数（HOMA－RI）＞1βのPCOS症例のうち，糖尿病，高プロラクチン血症，服薬中止を

除く33例、排卵誘発はCC　lOO－150mg　5日間内服投与を基本とし，インフォームドコンセントを得てメトホルミン750mg／日を連日

投与した．HOMA－RIが16以下に改善せず，かつ排卵を認めない症例においてメトホルミンを1500mg／日まで増量し，それ以外の

症例（IR改善and／or排卵あり）では750　mg／日を継続した．【成績】CC単独投与で10例（3α3％），　CC・メトホルミン750mg／日

併用投与で11例（333％）に排卵を認め，16例（4＆5％）のHOMA－RIが16以下に改善した．　CC・メトホルミン750mg／日併用投

与で排卵を認めない8症例のメトホルミンを増量したところ，8例全てのHOMA－RIが16以下に改善し，7例に排卵を認めた．観察
期間中に妊娠と診断した7症例（212％）はHOMA－RIが1．6以下に全て改善した．なお，服薬による有害事象を認めなかった．　Fisher

の直接確率法では排卵誘発とIR改善の間に有意な相関を認めなかったが，妊娠とIR改善の間には有意傾向（p＝α08）を認めた．【結

論】PCOSの排卵誘発におけるメトホルミンの併用効果はIR改善と直接相関しないが，750mg／日投与によりIRが改善しないPCOS

症例において，メトホルミンの継続使用および増量は排卵誘発およびrR改善に寄与し，妊娠率を改善する可能性が示唆された．

●

●

P132 低用量メトホルミン療法による不妊患者への効果

○高橋　　純杉本　　到，北村　誠司，杉山　　武，恵中　千晶，松村　康子，三浦菜々子，山田かおり，水澤　友利，

　呉屋　憲一
　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

【目的】国内に糖尿病患者数は700万人以上，耐糖能異常者を含めると1600万人以上と推定されている．又，PCO　syn．の

診断基準は未だ普遍的なものでなく，現在の基準を満たさなくても，此の症候群を疑わせる症例が数多く経験されている．

当院では，平成16年1月より通院している不妊患者に於いて，問診等で糖代謝異常が疑われた症例に対しては7590GTT
を施行し，その結果で異常が認められた症例に対してはメトホルミン療法を施行している．【成績】平成16年1月～平成19

年2月の期間に糖負荷試験を実施した結果では，日本糖尿病学会診断基準で184症例中に糖尿病型4例（22％）・境界型30
例（1仕4％）．HOMA－IRでは183例中，2．5以上34例（1＆6％）・1．6～25間39例（21．3％）．　Insulinogenic　index　30minで

168例中，05以下18例（1α7％）・α5～0．7間21例（125％）・を示し，不妊患者の中に多くの耐糖能障害例を確認した．メ

トホルミンの低用量投与の前後に施行された75gOGTT結果の比較にて，　IJ30min〈06群でHOMA－IR値及び11．30min値
の改善傾向を認めたが，HOMA－IR＞1．6群では，　insulin分泌能及びLI30min値の改善傾向を認めHOMA－IR値の僅かな低
下を認めるものの，糖負荷後血糖値及びglucose測定値累計，　insulin測定値累計に増加傾向を認めた．メトホルミンの低用

量療法では，糖負荷前のインスリン抵抗性を改善する傾向と，間接的な効果に因ると考えられるinsulin分泌能の改善が認

められるものの，糖負荷後のインスリン抵抗性については改善されず，負荷後高インスリン血症は増悪傾向に在った．メト

ホルミンが投与された50症例の内，18例（36％）に妊娠が確認され良好な治療成績と考えられた．



芦
平成20年10月1日

P133 ラット子宮におけるSULT2Blbの発現変化に関する検討
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○細川　有美，百枝　幹雄，廣井　久彦，伊藤　正典，堤

　東京大学医学部附属病院産婦人科
亮，中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，武谷　雄二

ρ

1

●

【目的】コレステロール硫酸（CS）は子宮内膜で着床期に特異的に増加する．今回CSの合成酵素SULT2Blbのラット子宮

における発現量変化及び調節機序について検討した．【方法】未熟雌ラットにPMSG（101U）とhCG（101U）を投与した群
（A群），PMSGと生理食塩水（NS）を投与した群（B群），　PMSG投与後に卵巣摘出（OVX）しhCGを投与した群（C群），

PMSG投与後にOVXしNSを投与した群（D群）の子宮におけるSULT2Blb　mRNAの発現量を定量的RT－PCR法で解析
した．また成熟雌ラットにOVX施行後，　estrogen（E）20μg／body，　progesterone（P）2mg／bodyを単独投与した子宮に

おけるSULT2Blb　mRNA発現量を定量的RT－PCR法で解析した．そして妊娠1～7日目のラット子宮におけるSULT2Blb
mRNAの発現量を定量的RT－PCR法で解析した．【結果】SULT2Blb　mRNAの発現量は，　A群では対照群と比較してhCG
投与48時間後から307％と増加し，72時間後に176％，96時間後に136％と減少を認めた．B群ではhCG投与48時間後
に187％と増加し，72時間後に146％，96時間後に176％と変化を認めなかった．C，　D群ではNS投与後に発現量の増加
を示さなかった．OVX後のE，　P単独投与群では対照群と比較して発現量が有意に低下した，妊娠ラット子宮におけるSULT

2Blb　mRNAの発現量は，妊娠1～5日目と比較して妊娠6，7日目の発現量が有意に低下した．【考察】A，　B群のラット子
宮においてSULT2Blb　mRNAの発現がhCG投与後から増加したが，　C，　D群で増加を認めないことから，　SULT2Blbの発

現にはhCG，あるいはhCGで誘導される因子が関与していることが示唆された．

P134 ラミニンと4型コラーゲンの自分泌・傍分泌機序によるヒト子宮内膜間質組織の再
構築

○田中　哲二，宇都宮智子，梅咲　直彦

　和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学

●

■

【目的】ラミニン（LMN）と4型コラーゲン（COL4）の子宮内膜間質組織における生物学的意義を検討した．【方法】内分泌

異常がなく，子宮内膜病変のない婦人科腫瘍患者の子宮内膜組織を用いて，LMN・COL4の発現を免疫組織化学的に測定し
た．子宮摘出された若年子宮筋腫患者の子宮内膜間質細胞（ESC）を分離培養した．各種細胞外基質（ECM）コーティング
細胞培養プレート上で培養し，細胞増殖形態，8Br－cAMP脱落膜化・活性化細胞死誘発刺激中の細胞形態と細胞生存率，8Br－

cAMP刺激後の生存細胞数を測定した．8Br－cAMP刺激前後のESC上のインテグリン発現量を定量フローサイトメトリーで
比較した．研究用組織採取は全患者からインフォームドコンセントを得た．【結果】LMNおよびCOL4は内膜上皮細胞内に
は検出されず，内膜間質細胞内，細胞間隙上皮下の基底膜様部に発現を認めた．陽性細胞率は増殖期後期ESCと分泌期後

期ESCにのみ有意に高く，脱落膜化ESCは強陽性を示した．インテグリン発現量は無刺激ESCでは低く，8Br－cAMP刺激
ESCでは促進された．無刺激ESCはECMにより異なる細胞増殖形態を示し，8Br－cAMP刺激ESCはECMに関係なく強
い細胞接着増殖形態を示した．8Br－cAMP刺激中の細胞生存はCOL4に比べてLMNが有意に高値を示したが，8Br－cAMP
刺激後の生存細胞数はCOL4に比べてLMNが有意に低値を示した．　LMN接着は有意に脱落膜化を抑制した．【考察】卵巣

ステロイドの周期的変動に伴いESCはLMNとCOL4を産生し，　ESC自身の増殖形態・生存率・分化を制御する．特にESC
の分化度特異的に異なる生存率調整作用を担うことで，脱落膜化間質細胞の機能的細胞群の細胞数バランスを調整している．

ESCはLMNとCOL4の自分泌・傍分泌機序により，卵巣周期に応じたヒト子宮内膜間質組織の再構築を行っている．

P135 子宮内膜の脱落膜化によるcontractilityの調節

○津野　晃寿，奈須　家栄，弓削　彰利，松本　治伸，河野　康志，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科学教室

ー
、

【目的】子宮内膜は月経周期に伴い周期的にtissue　remodelingを繰り返している．子宮内膜の脱落膜化は分泌期中期以降に

開始し，妊娠が成立した場合には分娩まで持続する．一方，妊娠が成立しなかった場合には，子宮内膜機能層は剥離して月

経が開始する．炎症細胞の浸潤や間質の増殖，浮腫が脱落膜化の際に認められ，卵巣ステロイドホルモンによって調節され
ていると考えられているが，そのメカニズムの詳細は未だ解明されていない．我々は正常子宮内膜間質細胞の3次元培養系
を用いて，tissue　remodelingの観点から脱落膜化のメカニズムについて検討した．【方法】子宮筋腫の手術時に，患者の同
意を得て採取した正常子宮内膜間質細胞を分離・培養し，dibutyryl－cyclic　adenosine　monophosphate（50　x　10’4M）＋me－

droxyprogesterone　ascetate（1．0×1『M）で14日間刺激し脱落膜化させた．さらにコラーゲンゲル3次元培養を行い，　con－

tractilityについて検討した．【結果】脱落膜化させた子宮内膜間質細胞は10％fetal　bovine　serum存在下で48時間の培養

によりコラーゲンゲルは1仕1％収縮した．一方，非脱落膜化子宮内膜間質細胞ではコラーゲンゲルは476％収縮した．さ
らにゲル収縮のメカニズムについてWestern　blot法を用いて検討したところ，脱落膜化によりα一smooth　muscle　actinの
発現が抑制されていた．同様に細胞運動，接着に関与するRho　A，　Rho－associated　coiled－coil－forming　kinase　1，　ROCK　2

の発現の発現も抑制された．【考察】子宮内膜間質細胞の脱落膜化により，contractilityに関与するα一SMA，　Rho，　ROCK

の発現が抑制された．子宮内膜間質細胞の脱落膜化には，contractilityの減少が関与していることがわかった．卵巣ステロ

イドホルモンは子宮内膜間質細胞の脱落膜化を誘導することによりcontractilityを抑制し，子宮内膜のtissue　remodeling
を調節していると考えられた．

1
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P136

日生殖医会誌53巻4号

タバコに含まれる有毒物質：カドミウムのヒト子宮内膜脱落膜化に及ぼす影響
q

○堤　　　亮，廣井　久彦，百枝　幹雄，細川　有美，中澤　史子，小泉美奈子，矢野　　哲，武谷　雄二

　東京大学医学部産科婦人科
1

【目的】喫煙はIVFの妊娠率を低下させるが，近年その機序として卵巣機能のみでなく子宮内膜の受容能も低下させる事が

明らかとなった．重金属のカドミウム（Cd）はタバコに多く含まれる有毒物質の一つであり，　Cd汚染により不妊症の有病
率が高くなることが報告されている．我々はCdの子宮内膜への影響をヒト子宮内膜脱落膜化モデルにて検討した．【方法】

正常月経周期を有する子宮摘出術を受けた患者より同意のもとに得られた子宮内膜より子宮内膜間質細胞を分離し，estra・

diol＋progesterone存在下に培養した．この脱落膜化モデルにCdCl2（0，10，100，1000nM）を同時添加し，12日間培養
した．3日毎に培養上清を回収し脱落膜化マーカーであるProlactin（PRL）濃度を測定した．また12日目に細胞から抽出
したRNAについてPRL，　insulirlike　growth　factor　binding　protein－1（IGFBP－1）の発現量を定量的RT－PCR法にて評

価した．PGE2の関与を調べる為，　indomethacin（Indo）を同時添加し，　PRLmRNAの発現を測定した．【成績】脱落膜化

モデルにおいてCd無添加群では6日目より培養上清中にPRLの分泌を認め9，12日目と経時的に分泌の増加を認めた．　Cd
（1uM）群では6，9，12日目で無添加群に比べそれぞれ45倍，29倍，3．0倍と有意にPRL分泌の増加を認めた．　Cd（1uM）

群の9日目のPRL濃度は無添加群の12日目の濃度より高値であった．　PRLmRNAはCd（luM）添加により発現量が29
倍に有意に増加した．IGFBP－1mRNAはCd（100nM），　Cd（luM）添加により発現量がそれぞれ3β倍，45倍に有意に増
加した．Indoの同時添加でPRLmRNAの発現量の変化は認めなかった．【結論】タバコの含有物質であるCdはヒト子宮内
膜脱落膜化を促進した．正常より早期に脱落膜化を起こし，子宮内膜の受容能を低下に関与する可能性が示唆された．

亀

●

P137 新規アミノペプチダーゼlaeverinの妊娠初期胎盤における発現

○堀江　昭史，佐藤　幸保，岡本　尊子，高尾　由美，藤原　　浩，小西　郁生

　京都大学医学研究科婦人科学産科学教室

【目的】ヒトextravillous　trophoblasts（EVTs）は母体の脱落膜に浸潤する．これらEVTsの機能に関係する分子を検出す

る目的でchorion　laeveに対する単クローン抗体を作成したところ，　EVTsに特異的に発現している新規のアミノペプチダー

ゼであるlaeverinが同定された．　Laeverinはその分子構造より細胞表面に存在していることが推測される．そこで今回妊
娠初期胎盤におけるlaeverinの発現部位と細胞表面への存在の有無について検討した．【対象】人工妊娠中絶を受けた患者

から，同意のもとに絨毛組織（妊娠4週から9週）を得て，それらを実験に供した．【方法】妊娠初期絨毛組織から凍結切
片を作成し，laeverin及びHLA－G，サイトケラチンー7の発現を，抗体を用いた免疫組織染色法にて観察した．初代絨毛組

織培養により分離したEVTsの細胞表面におけるlaeverinの発現を蛍光染色法で調べた．またRT－PCRを用いてlaeverin
mRNAの発現について検討した．【結果】初期胎盤のHLA－G陽性EVTs上にlaeverinの発現が観察され，細胞表面への存
在が示唆された．またlaeverin　mRNAの発現も確認された．【考察】今回妊娠初期胎盤におけるEVTsのlaeverin発現が
明らかにされ，初期胎盤形成にlaeverinが何らかの働きを演じている可能性が示された．

●

●

P138 BlastAssist　SystemにおけるDay2分割期胚の培養液交換時期に関する検討

○藤田　郁実，山本勢津子，楳木美智子，山口　美奈，松下富士代

　医療法人社団愛育会福田病院

【目的】今日胚盤胞の培養には，胚の発育段階に応じたsequential　mediumが用いられている．　Day3での培養液の交換が一

般的であるが，胚の発育は連続的で個々の胚により発育速度も大きく異なっているため，さらなる成績の向上を目指すには

より細かな培養液の交換が必要と考えられる．今回Day2で4細胞以上に分割している胚に対し，　Day2で培養液を交換し
た場合と，従来のDay3で交換した場合の培養成績について比較検討をした．【対象・方法】2003年1月から2007年12月
の間に当院にてIVFまたはICSIを施行した40歳未満の466周期を対象とした．　Day2で4細胞以上の胚をBlastAssist　Sys－

tem（BAS）1からBAS2へ交換した周期をD2群，全胚Day3で交換した周期をD3群とした．各群におけるDay3での6
細胞以上の分割胚率，VeeckのGrade1，2の良好分割期胚率とDay5～6での胚盤胞到達率，　Gardner分類3AB以上の良好
胚盤胞率について比較検討した．このうち新鮮胚移植を行った385周期の着床率，妊娠率，継続妊娠率および累積妊娠率に
ついても検討をした．【結果】D2，　D3群において不妊因子，年齢，採卵数に有意差はなかった．　Day3での良好分割期胚率

に有意差はみられなかったが，胚盤胞到達率（41B±262％vs5α5±253％，　p〈0のOl），良好胚盤胞率（26．4±208％vs34．3±

22．1％，p＜α001）ではD3群が有意に高値であった．また，新鮮胚移植後の着床率に有意差はなかったが，妊娠率（454％
vs602％，　p＜αOl），累積妊娠率（71．3％vs79．7％，　p＜005）はD3群が有意に高かった．【結論】BASでの胚培養において，

良好胚盤胞を産出するためにはDay2よりもDay3で培養液を交換した方が良いと考えられた．

¶
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●

P139 異なる培養液による胚発生効率の比較検討

○鹿苑　摩耶，清水　良彦，段　　亜儒伊津野美香，高島　明子，藤原　睦子，高橋健太郎
　滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座

●

●

【目的】体外受精胚培養において現在さまざまな培養液が市販されているが，当科では培養液を比較検討するため，またメー

カからの予期しない供給停止などの危機管理の上で2社の培養液を使用している．今回われわれは当科で使用している
Irvine社のEarly　cleavage　medium，　Multi　blast　medium（以下1群）とMedicult社のBlast　assist　system（以下M群）を

比較し，どちらがより多くの良好胚を得ることができるか検討した．【対象】2006年7月から2008年4月までに採卵し，受
精卵を均等に2社の培養液に分けられた62症例【方法】受精確認後得られた2PN胚を1群とM群に無作為に振り分けた．
それらをDay5まで培養し，　Day2あるいはDay3での良好初期胚率，　Day5での胚盤胞到達率，良好胚盤胞率を検討した．【結
果】1群とM群でそれぞれ良好初期胚率は（36C％vぶ，238％；有意差有り），胚盤胞到達率は（60．0％v．＆429％；有意差
有り），良好胚盤胞率は（38．7％v£．43．8％；有意差無し）であった．【考察】良好胚盤胞率は両群間で差は認めなかったが，

胚盤胞到達率が1群で有意に高かったことから，当科ではIrvine社の培養液を使用することでより多くの良好胚盤胞が得ら
れることが示唆された．

P140 ART完全無血清培養液の臨床応用の一例

○乾　　裕昭，赤石　一幸，栗城　瑛子，野口　香里，渡邊　百合，水野　仁二，安齋　　憲

　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】現在，ヒト体外受精では，ヒト由来アルブミン含有培養液とミネラルオイルを用いたマイクロドロップ法が主流で

ある．しかし，従来法による感染リスクと原油由来オイルによるside　effectは，改善すべき課題である．我々は，患者子宮

内膜細胞より分泌されると知られているEGF，インスリンを含有した完全無血清培養液（1シリーズメディウム）を開発し
た．マウスでの基礎研究にて安全性を確認し，日本産科婦人科学会及び院内倫理委員会の承認取得後，初期分割用培養液（1－
2）を臨床応用に供し妊娠例が得られたので報告する．【症例】症例は32歳，1妊1経産．右卵管切除による卵管性不妊の疑

い．出産後第2子希望にて，他施設と当院合わせて人工授精を11回施行するも妊娠せず，インフォームド・コンセントに
より体外受精の適応となる．2007年10月，Long法にて卵巣刺激を行い経膣超音波下採卵にて8個採卵．1％HSA添加HTF
を用いたC－IVFにて6個の正常受精を確認無作為に3個の前核期胚を1％HSA添加globalに3個を1－2にてSplit培養し
た．D2に1－2から得られた4分割胚2個を移植した．またD5まで1％HSA添加globalで培養した胚は2個が胚盤胞にな
り凍結保存した．胚移植から3週間後，エコー上子宮内に胎嚢が1個確認された．現在妊娠継続中である．【結論】体外受

精における患者子宮内膜細胞を用いた共培養は，反復施行例で約40％の妊娠率を得ている．子宮内膜細胞との共培養で得
られた情報より，成長因子・インスリンを含有した1シリーズメディウムは，体細胞とは異なる胚のメタボリズムを考慮し
たものであり，なおかつ完全無血清（アルブミンを含まない）の特徴を有している．本培養液の有用性を示唆している．

P141 当院で用いている培養液と受精に関する一考察

○西　　美佐，堀田　美穂，橋爪　淳子，北村　修一，道倉　康仁

　永遠幸レディスクリニック

1

●

●

【目的】conventional　IVFにおける受精率および異常受精率は，使用培養液によって差異があることを，昨年発表した．今

回私達は，採取卵子の卵胞径と，媒精数の2つの因子を加味して，再検討した．【対象と方法】培養液にPI　medium（Pl），

及びuniversal　IVF　medium（UIM）の2種類を用いて，2005年から2007年5月まで（853周期）は通常媒精（20万／lml）
を，2007年6月から2008年3月まで（358周期）はその半量媒精を行い，それぞれの受精率，異常受精率を比較した．ま
た，採取卵子のGnRHa導入時の卵胞径も比較検討した．【結果】Plでは正常受精率が通常媒精と半量媒精でそれぞれ，7M％，

6α0％で（p＜αOl），異常受精率は60％，1．7％であった．　UIMでは，正常受精率が775％，729％で（p＜001），異常受

精率は120％，＆7％（p＜001）となった．また，発生卵胞平均径は，正常受精がP1とUIMで176mmと1＆3mmで有意
差はなく，異常受精では204mm，1＆2mm（p＜005）となった．　UIMの半量媒精での異常受精の平均卵胞は17βmmであっ
た．【考察】P1では，異常受精率がUIMでの半量媒精の時よりも低いことと，　P1で現れる異常受精卵子の平均卵胞径は，

正常受精と比べ有意に大きいことより，P1では媒精数よりも卵子側の要因で異常受精が発生する傾向があると考えられた．

また，UIMでは異常受精率が，　Plと比べ高かったが，異常受精の発生卵胞径が正常受精と有意差のない径であり，また，

半量媒精で異常受精率は有意に低くなるが，卵胞の径は通常媒精と変わらない平均径だったということより，UIMでの異常

受精は，卵子の過熟性よりもむしろ，精子側の要因によるところが大きいと考えられ，P1と比べるとmediumによる精子
の活性化等が伺える．以上より，conventional　IVFにおいて，精製後の精子数や運動性等を考慮して培養液を選択すること
で，正常受精率を上げることが可能と思われた．
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P142 卵丘細胞との共培養による胚発育率の改善

○松葉　純子，福富　紀子，宮田　広敏，小泉あずさ，横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，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】様々な培養液の開発により，体外での受精率や分割率，胚盤胞発育率は飛躍的に上昇した．しかしそれらの胚を移
植した際の妊娠率や着床率には受精や発生ほどの上昇はみられない．これは採卵により体外に出され，移植により再び体内

に戻されるという劇的な環境の変化によるものと考えられる．このような胚へのストレスを軽減するため，体外培養環境を

体内環境に近づける工夫が行われてきた．その方法の一つとして願粒膜細胞や卵管上皮細胞などの体内で卵子や胚と自然共

培養がなされている細胞との共培養である．そこでIVF症例において，比較的容易に採取でき取り扱いが容易な卵丘細胞と

の共培養を行うことで，受精後の胚発育が改善されるのかを検討した．【方法】IVF胚において受精後の卵丘細胞との共培

養の効果を調べるため，2008年1月～5月までの期間でインフォーム・コンセントを得た後，8個以上採卵できた22症例を
対象とし，同一症例で共培養群と通常培養を行ったコントロール群とに二分した．採卵後2～3時間の前培養の後，共培養
群のみに卵丘細胞を21G針でカットした後媒精を行った．受精確認後，共培養群では卵丘細胞と受精卵をDay3まで共培養
を行い，コントロール群で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652％（105／161），コントロール群では637％（ll4／179），

多精子受精率は共培養群43％（7／161），コントロール群95％（17／179）で有意な差はみられなかった．しかしDay3にお
ける7細胞以上に発生した胚の割合，（547％v忍383％，p＜005），　Day5における胚盤胞到達率（638％vぶ35．2％，　p〈α01）

で共培養を行った群で有意に上昇した．【結論】卵丘細胞との共培養がIVF胚の発生に有効であると考えられた．今後は共

培養によって妊娠率や着床率が改善されるのかを検討したい．

●

●

P143 腹腔鏡検査結果と卵管上皮細胞の培養結果と予後について

○長木　美幸1，熊迫　陽子1，小池　　恵’，宇津宮隆史1，荒木　康久2

　セント・ルカ産婦人科1，高度生殖医療技術研究所（ARMT）2

【目的】卵管采は，卵子の捕獲の際に重要な役割を果たしている．骨盤内で腹水に浸されている卵管采の組織は，不妊患者
それぞれに違った環境に暴露されている可能性がある．そこで，卵管上皮細胞を少量採取し培養した増殖結果と患者背景，

またその後の妊娠について検討した．【対象・方法】2001年2月から2008年2月の間，腹腔鏡検査を行ったll76周期の患
者よりインフォームド・コンセントを得て腹腔鏡下で卵管采より組織を少量採取した．組織を細切後，10％血清添加α一MEM
で培養した．ディッシュ底面に細胞が付着・増殖し，60％以上がコンフルエントに達した場合，増殖良好とした．【結果】腹

腔鏡検査の所見で卵管采の形状が良好であった症例のうち増殖良好であったのは320％（181／566）であり，形状不良であっ

たうち増殖良好であったのは253％（20／79）と，形状が不良であると増殖が少ない傾向を示した．検査後の妊娠率は，形

状良好のうち316％（179／566）であったのに対し，形状不良のうちでは139％（11／79）であり，有意差が認められた．さ

らに，形状が不良であった79例中，クラミジア抗体陽性であったのは342％（27／79）と，形状良好であった566例中のlm％
（62／566）に比べ有意に多かった．抗体陽性症例における増殖良好が270％（54／200）であったのに対し，陰性では323％
（308／955）であった．抗体陽性例で増殖良好であった54例におけるその後の妊娠率が296％（16／54）であったのに対し，

増殖不良であった146例における妊娠率は205％（30／146）と，抗体が陽性であっても増殖が良好であると妊娠率は高い傾

向があった．【考察】患者の不妊因子によって腹腔内の環境は様々であると思われ，そこに曝されている卵管采の細胞を培

養することで，不妊原因と妊娠に関する知見を得ることができると思われた，

●

●

P144 当院における卵巣皮様嚢胞腫に対する卵巣機能温存を目的とした腹腔鏡下卵巣腫瘍

摘出術での工夫

○土屋雄彦，内出一郎，吉田義弘林　秀隆中熊正仁，片桐由起子，前村俊満，森田峰人
　東邦大学医療センター大森病院

【目的】近年，腹腔鏡下周辺機器の発達や手術技術の向上により，子宮筋腫や卵巣嚢腫など多くの婦人科良性疾患は腹腔鏡

下手術の適応となった．皮様嚢胞腫などの良性卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術の場合ではさらに顕著で，当科では悪性が疑

われる症例でない限りは，ほぼ全例が腹腔鏡下に手術が行われている．しかしながら，本疾患は比較的若年者に好発し，生

殖年齢と一致するため，腫瘍を摘出すると同時に，卵巣機能を温存することが重要であり，卵巣実質への侵襲を可能な限り

軽減する必要があると考えられる．そこで今回，我々は卵巣チョコレート嚢胞の摘出術で使用しているバソプレッシン局所
注入を本術式にも応用した．【対象】当院において皮様嚢腫で腹腔鏡手術を行った症例で。本術式は全て体内法で行うため

の術式であるため，嚢胞の大きさはおよそ10cm以下で片側のみ嚢腫摘出術を施行し，子宮筋腫核出術等の他の手技を行っ
ていない症例を対象とした．【方法】生理食塩水で100倍希釈したバソプレッシンを卵巣固有靱帯および卵巣嚢腫壁と正常

卵巣実質の間隙に23Gロングエラスター（八光商事）を用いて局所注入した後卵巣腫瘍摘出術を行った．【結果】卵巣嚢
腫摘出時の剥離面からの出血量は著しく減少し，これに伴うバイポーラなどのパワーソースによる凝固止血操作回数の減少

を認めた．さらに，卵巣嚢腫壁と正常卵巣実質の間隙に注入されたバソプレッシン生食により間隙を拡大し，正しい剥離面

での剥離操作が可能であった．【考察】この手術手技により，より多くの卵巣実質を温存することが可能と我々は考えてい

る．我々の行っている卵巣皮様嚢胞腫に対する腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術のバソプレッシン局所注入を紹介し，その有用性を

報告する．

●

●

●
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組織学的にみた卵巣腫瘤に対する機能温存手術の侵襲性と術後の卵巣予備能との関
連

●

●

○北島　道夫1，カーンカレクネワズ1，平木　宏一，井上　統夫1，藤下　　晃2，増崎　英明1

　長崎大学医学部産婦人科1，長崎市民病院産婦人科2

【目的】卵巣腫瘤に対して機能温存手術を行う際には，手術操作が正常組織を損傷し術後の卵巣機能に影響することが予想され，

とくに不妊や未婚の場合は注意を要する．今回，手術時の正常組織への侵襲の程度を組織学的に検討し，それらの所見と血中ホ

ルモン検査からみた術後の卵巣予備能との関連を検討した．【方法】卵巣腫瘤に対して機能温存手術を行い，術後に追跡が可能で

インフォームドコンセントを得た41例を対象とした．手術時の正常卵巣組織に対する損傷の程度を，摘出材料の病理組織標本に

おいて，正常卵巣組織あるいは線維化などの有無により点数化して評価した．卵巣予備能は，月経初期の血清E2，　FSHおよびanti－

m｛illerian　hormone（AMH）をELISA法により測定し，　E2≧45pg／mL，　FSH≧12miu／mLあるいはAMH＜Mng／mLであった
例を予備能低下ありと判断した．年齢や腫瘤の種類などの臨床所見と組織所見およびホルモン検査所見を比較検討した．【結果】41

例中，良性卵巣腫瘍（OT）が20例およびチョコレート嚢胞（EC）が21例であった．組織標本において，　OTで10例（50％），

ECで16例（76％）に卵胞が認められ，また，卵巣間質や白体あるいは線維化の存在などを加味したスコアは，　ECで有意に高かっ

た．卵巣予備能低下ありと判断したものが，OTで6例（30％），　ECで11例（52％）と，　ECで高い傾向を認め，35才未満では

ECの2例のみであった．一方，卵巣予備能低下の有無と組織スコアには有意な関連は認められず，多変量解析によれば予備能に
もっとも影響を与える因子は年齢であった．【結論】卵巣に対する手術操作は，正常卵巣組織に対して少なからず侵襲的であり，

ことにチョコレート嚢胞では顕著であることが考えられた．また，手術は年齢による生理的な卵巣予備能低下に加重的に影響す

ると考えられ，未婚や不妊女性で良性卵巣病変に対して外科療法を選択する際にはこれらを十分考慮する必要がある．

P146 卵巣嚢腫に対する腹腔鏡下手術が卵巣予備能に及ぼす影響について一anti－Mulle－
rian　hormone（AMH）を指標として一

○高島　明子L，大高　　究1，石田　洋昭1，齋藤麻由美1，安田　　豊1，川島　秀明1，齋藤　智博1，深谷　　暁1，

　矢野ともね1，木下　俊彦1，臼井　　彰2

　東邦大学佐倉病院産婦人科1，臼井医院不妊治療センター2
●

●

（緒言）腹腔鏡下卵巣嚢腫手術は増加傾向にあるが，手術が卵巣予備能に及ぼす影響に関する知見は少ない．特に子宮内膜症性嚢胞に対

しては，嚢腫摘出術が内腔の焼灼術に比較して疾痛軽減や再発率が低く，妊娠率が高いとの報告がある一方，嚢腫剥離，摘出後に卵巣

の予備能低下を示唆する文献もあり，一定の見解を見ていない．近年卵巣予備能の指標として有用とされているanti－Mullerian　hormone

（AMH）を中心に術前後の変化を術式別に検討した．（方法）片側卵巣嚢腫に対して腹腔鏡下手術を施行した15例を，子宮内膜症性嚢

胞開窓焼灼術5例（A群），子宮内膜症性嚢胞摘出術5例（B群），子宮内膜症性嚢胞以外の卵巣嚢腫摘出術5例（C群）の3群に分け，

卵巣予備能の指標として年齢，術前と術後初回月経時の卵胞期初期（月経2～5日目）に血清AMH，　inhibin　B，　FSH，　E2，を測定し比

較検討した．（結果）年齢はA群323（27－38）歳B群334（28－40）歳C群345（29－40）歳で有意差はなかった．術前後のAMH（pmol

／ml）はA群642±30．3／515±192，　B群467±164／279±41，　C群ll40±390／701±208であり，3群とも術後に低下を認め，　A群の

低下率19．8％に対し，B群4α3％，　C群3＆6％であり，嚢腫摘出術後に著しい低下傾向を認めた，　inhibinB，　FSH，　E2は術前後で有意

な変化は認めなかった．（結論／考察）AMH測定により，卵巣嚢腫の手術による卵巣予備能の低下が術直後より示唆され，嚢腫摘出術よ

りも開窓焼灼術の方が卵巣予備能の温存に優位であった．特に子宮内膜症性嚢胞では他の卵巣嚢腫と比較して術前からAMHが低い傾

向にあり，手術の際には卵巣組織へのダメージ，術後の癒着形成や再発の可能性，又ARTが普及した現在では，術後のIVF－ETへの

移行も考慮して術式を選択するべきと考えられた．今後の追跡調査を続け，年次経過による変化の検討が必要と思われた．

P147 女性悪性腫瘍患者妊孕性温存のための卵巣凍結・自家移植適応について　日本にお
ける40歳未満女性の剖検例5571例（1981－2005年）の分析

○坂本　絵里，早坂　一美，太田　百恵，菅原可奈子，斎藤　有理佐々木恵子，戸屋真由美，宇都　博文，京野　廣一

　京野ARTクリニック

●

●

【目的】女性悪性腫瘍患者の妊孕性温存のための卵巣凍結・自家移植適応の検討．【対象】1981－2005年；40歳未満の女性悪

性腫瘍患者の剖検5571例（頻度の多い7疾患）．【方法】日本病理剖検輯報検索．【結果】内訳は白血病2027例，胃癌1095

例，リンパ腫736例，乳癌648例，子宮癌428例，肺癌381例，結腸癌256例で224％（1250／5571）に卵巣移転を認めた．
年齢別卵巣移転の頻度は10歳以下：白血病（31／392＝7．9％），リンパ腫（8／76＝1α5％），肺癌（0／11），胃癌（0／1），子宮

癌（0／1），乳癌（0／0），結腸癌（0／0），11－20歳；白血病（52／511ニ102％），リンパ腫（15／140＝10．7％），胃癌（18／23＝78．3％），

肺癌（3／14＝214％），結腸癌（2／12＝167％），乳癌（0／3），子宮癌（0／3），21－30歳；白血病（34／438＝78％），胃癌（125

／207＝604％），リンパ腫（27／194＝13．9％），子宮癌（10／78＝128％），乳癌（14／72＝194％），結腸癌（14／45＝31．1％），

肺癌（13／62＝21．0％），31－39歳；胃癌（468／864＝542％），白血病（54／686＝79％），乳癌（143／573＝25．0％），子宮癌（46

／346＝133％），リンパ腫（48／326＝147％），肺癌（73／294＝24B％），結腸癌（52／199＝261％）であった．卵巣移転の頻度

は高い方から胃癌，結腸癌乳癌，肺癌，リンパ腫，子宮癌白血病の順であった．【考察】移植片のminimal　residual　disease

の迅速・正確な検出方法，原始一胞状卵胞までの体外培養の確立が望まれる．



214（338） 日生殖医会誌　53巻4号

P148 自己免疫疾患を有する患者の抗精子抗体産生頻度の性差について
●

○郡山　純子，柴原　浩章，白石　康子，平野　由紀，鈴木　光明

　自治医科大学医学部産科婦人科

【目的】我々は自己免疫疾患（AID；autoimmune　disease）と免疫性男性不妊症との関連について検討し，　AID罹患男性に

おける血中抗精子抗体（ASA；antisperm　antibody）の陽性頻度を報告してきた．　AID罹患患者では，組織傷害を起こす自

己抗体が生殖能を低下する可能性が示唆されるが，AIDの多くは女性に好発する．そこで今回，　AID罹患女性におけるASA

産生の頻度を調査し，あわせて性差につき検討した．【方法】2004年6月から2008年5月に当院アレルギー・リウマチ科を
受診したAID罹患患者のうち，インフォームドコンセントを得た男性70名，女性110名から血清を得，　Bronsonらの方法
に従い間接イムノビーズテスト（HBT；indirect－immunobead　test）を施行した．なお患者の選択に際し，ステロイドや免

疫抑制剤等による影響がないことを考慮した．【結果】各疾患の男女別患者数は，全身性エリテマトーデス8名・36名，血

管炎症候群23名・10名，関節炎35名・50名，強皮症3名・3名，多発性筋炎／皮膚筋炎0名・5名，混合性結合組織病1
名・5名，シェーグレン症候群0名・1名であった．1－IBTの結果，　AID罹患男性における血中精子結合抗体陽性率は7．1％
（5／70）であった．一方，AID罹患女性110名においては，血中ASA陽性者は存在せず，男女間に有意差を認めた（p＜0．01）．

血中ASA陽性5名のAIDの診断名は，関節炎2名（関節リウマチ1名，乾癬性関節炎1名），全身性エリテマトーデス1
名，混合性結合組織病1名，血管炎症候群1名であり，疾患別の陽性率に差を認めなかった．【考察】今回の検討では，AID

を有する患者の血中ASA産生頻度に性差を認め，男性側に潜在的なASA陽性者の存在することが明らかになった．

●

●

P149 精子不動化抗体陽性不妊男性の血中抗体が認識する精子抗原の解析

○白石　康子1，柴原　浩章1，郡山　純子1，平野　由紀1，前川眞見子2，年森　清隆2，鈴木　光明1

　自治医科大学医学部産科婦人科学講座，同附属病院生殖医学センター1，千葉大学大学院医学研究院形態形成学2

目的：抗精子抗体（anti－sperm　antibody：ASA）は男女両性が産生し，精子機能に抑制的に作用する．　ASAは，その生物

作用，Ig　class，対応抗原等に多様性がある．これまで女性不妊症と関連する精子不動化抗体につき研究が進んできたが，

不妊男性のASAに関する報告は少ない．そこで精子不動化抗体陽性不妊男性の血中抗体が認識する精子抗原を解析した．
対象と方法：1999年5月～2008年4月に自治医大病院不妊外来を受診した男性患者1640名に直i接イムノビーズテスト（di－
rect－immunobead　test：D－IBT）を施行し，陽性者には直接精子不動化試験（direct－sperm　immobilization　test：D－SIT）を

行った．更にD－SIT陽性男性血清を用い，間接イムノビーズテスト（indirect－IBT：1－IBT），間接精子不動化試験（indirect－

SIT：1－SIT），間接蛍光抗体法を施行した．2－D　Western　blot（WB）法により対応抗原の性状を解析した．結果：D－IBT

陽性者は31名（陽性率19％），D－SIT陽性者は12名（同0．7％）であった．　Informed　consentを得た2名のD－SIT陽性者
の血清で，1－IBT・1－SIT・間接蛍光抗体法を施行した結果，イムノビーズ結合部位に相当する精子抗原の局在を間接蛍光抗

体法でも確認した．うち1名のD－SIT陽性者の血清を用いた2－D　WB法で，約43kDa，　pl　62のスポットを検出した、考
察：精子不動化抗体陽性不妊男性の血中抗体が認識する精子抗原の候補を同定した．この結果は不妊女性の血中精子不動化

抗体が認識する精子抗原とは異なる．またASAには多様性があり，男性患者個々に対応抗原に差がないかも検討したい．

●

●

P150 Analysis　of　target　antigens　for　testicular　autoimmunity　in　mice

○寺山　隼人，内藤　宗和，伊藤　正裕

　東京医科大学人体構造学講座

Spermatozoa　do　not　appear　in　the　seminiferous　epithelium　until　puberty，　when　immune　tolerance　has　already　been　es－

tablished．　Therefore，　they　contain　various　autoimmunogenic　materials，　which　are　recognized　as　foreign　by　the　self　im－

mune　system　However，　the　blood－testis－barrier（BTB）formed　by　Sertoli　cells　and　the　blood－epididymal　barrier　formed

by　epididymal　epithelial　cells　protect　autoimmunogeneic　spermatozoa　from　attack　by　the　self　immune　system．　We　previ・

ously　established　that　subcutaneous　two　injections　of　viable　syngeneic　testicular　germ　cells（from　spermatogonia　to　tes－

ticular　spermatozoa）induce　experimental　autoimmune　orchitis（EAO）in　mice．　Moreover，　the　autoimmune　antigens　were

imm皿ohistochemically　detected　at　acrosomal　and　other　cytoplasmic　regions　of　developing　spermatids　but　never　on

spermatocytes　spermatogonia　or　the　supporting　tissues　of　the　seminifer皿s　tubules．　However，　more　detailed　information

about　these　autoantigens　has　not　yet　been　available．　In　the　present　studU　we　tried　to　identify　the　target　antigens　that

are　responsible　for　eliciting　the　EAO　by　immunoblotting　and　two　dimensional　gel　electrophoresi＆Additionally，　we　ana－

lyzed　more　detailed　locations　of　these　autoantigens　by　immunoelectron　microscopy

●

●

■
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P151 Morphological　responses　in　the　testis，　epidydimis　and　vas　deferens　following

neOnatal　eStrOgen　treatment　in　miCe

○内藤　宗和，寺山　隼人，伊藤　正裕
　東京医科大学医学部人体構造学

●

●

The　neonatal　estrogen　treatment　induces　morphological　changes　in　male　reproductive　organ＆It　has　been　reported　that

the　inflammatory　cells　infiltrated　into　interstitium　and　epithelium　of　the　prostate　and　semirlal　vesicles　in　mice　treated

with　estrogen　during　neonatal　period．　In　this　study，　we　observed　the　morphological　responses　of　testis，　epididymis　and

vas　deferens　in　mice　treated　with　beta－estradiol　17－cypionate　within　5　hours　after　birth　After　l2　weeks，　inflammatory

cells　were　found　to　infiltrate　into　the　epididymides　and　vas　deferentia　but　not　the　testes　in　them．　Masses　of　lymphocytes

were　locally　observed　in　the　interstitium　of　epidydimis　and　vas　deferens．　Some　lymphocytes　also　penetrated　into　the　epi－

thelial　layers　of　the　epidydimi＆In　a　few　cases，　neutrophils　emigrated　into　lumen　of　epithelial　layers　of　the　epidydimis

and　vas　deferens．　This　indicates　that　the　epidydimis　and　vas　deferens　but　not　the　testis　are　also　sensltive　to　estrogen－in－

duced　inflammation，　Iike　in　the　prostates　and　seminal　vesicle＆

P152 LPS刺激によりマクロファージに誘導される4－1BB　ligandはTNF一α産生に関し
重要な機能を持っている

○島田　茂樹，山田　秀人

　北海道大学病院産科

●

●

【目的】4－1BB　ligand（4－1BBL）のマクロファージにおける働きを明らかにし，生殖機構への関わりを解明すること．【方

法】4－1BBLノックダウン細胞や，4－IBBLノックアウトマウスの腹腔マクロファージにおけるLPS刺激後のTNF一α産生
量を検討した．後者での各転写因子の活性化についてEMSAを用いて調べた．　LPS刺激後マクロファージに産生される4－1

BBLをフローサイトメトリー，免疫組織化学染色により解析した．さらに免疫沈降法により4－1BBLと共沈する他の分子を
調べた．【成績】4－1BBLノックダウン細胞や，4－1BBLノックアウトマウスの腹腔マクロファージにおいては，コントロー

ル細胞と比較し，LPS刺激後8時間後以降のTNF一α産生が少なかった．ノックアウトマウスのマクロファージではLPS刺
激後2～4時間後に活性化されるNK一忙B，　AFIに変化はなかったが，8時間後以降CREB，　C／EBPの活性化が減弱してい
た．LPS刺激30分後にまずマクロファージの細胞質に産生される4－1BBLは，2～4時間後には細胞表面に発現しており，
この移動をBrefenadinにより阻害すると2時間後以降のTNF一α産生が減弱した．　LPS刺激2時間後以降の4－1BBLはTLR
4と共沈した．【結論】TLR4からのシグナルにより誘導される4－1BBLは，マクロファージ表面でTLR4とinteractionし
ており，これによりLPS刺激2～8時間後のマクロファージでのTNF一α産生を担っていた．現在流産モデルマウスでの4－
1BBL発現を解析し，マクロファージの妊娠成立，生殖機構への関与について検討を開始している．

P153 Human　seminal　plasma　allergyの1例

○岡村　佳則，本田　律生，本田　智子，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

【目的】Human　seminal　plasma　allergy（HSPA）は精漿中の前立腺由来糖蛋白に対する1型アレルギー反応で，性交渉直後

に局所の発赤腫脹や全身性の膨疹等を生じ，アナフィラキシーショックに至ることがある．当施設皮膚科との共診でHSPA
の診断に至った症例について報告する．【対象】症例は25歳の未経妊女性，主訴は膣内射精後に生じるショック症状である．

小児期よりのアトピー性皮膚炎の既往がある．健康男性と入籍し，以降避妊具を用いずに性交渉を行い，膣内射精に至った．

1回目には特別な症状は認められなかったが，2回目には気分不良・腹痛・葦麻疹が出現し，3回目には約2分間の意識消失
を伴うショック状態となり救急外来に搬送された．今後の妊娠や夫婦生活に対する不安のため，精査目的に紹介となった．

現病歴よりHSPAが強く疑われたため，夫婦のインフォームドコンセントを得た上で皮膚科入院とし，精漿に対するアレル
ギーについての検査を行った．【方法】夫の精液を遠心分離し，得られた精漿のPBS希釈系列を作成した．また，遠心分離

後に洗浄した精子浮遊液も準備した．まずテープスクラッチテストを行い，強度の陽性反応が出現しないことを確認した後，

その一週間後に手術室でプリックテストを施行した．【結果】精漿希釈液では，10倍および100倍希釈液で陽性反応を示し，

精漿アレルギーの存在が確認された．また，4回洗浄後の精子浮遊液（量05ml，精子数100x106／ml，運動率68％）では陰
性であった．以上の結果をふまえて4回洗浄精子浮遊液による人工授精を開始した．毎回プリックテストで陰性を確認した

後に人工授精を行うこととした．【考察】HSPAの確定診断に至った症例を経験した．挙児希望に対して，調整した洗浄精
子浮遊液で毎回プリックテストを行い，陰性を確認した上で安全に洗浄精子浮遊液を用いた人工授精を行うことができた．
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P154 ヒト子宮内膜上皮細胞におけるジエノゲストのプロスタグランジンE、産生および
アロマターゼ発現に対する作用の検討

●

〇三田　静香，清水　　豊，水口　　清

　持田製薬株式会社開発研究所

【目的】子宮内膜症においては，病巣局所でのアロマターゼ発現や疾痛関連物質のプロスタグランジンE、（PGE、）産生が病

態の進展に関与すると考えられている．本研究では，子宮内膜症治療薬であるジエノゲストの，子宮内膜上皮細胞における
PGE、産生およびアロマターゼ発現に対する作用を検討した．【方法】不死化ヒト子宮内膜上皮細胞（EM－E6／E7／TERT／PR）

の三次元培養系（スフェロイド）にジエノゲストを添加し，ELISA法により培養上清中のPGE、濃度を，　Real－Time　PCR
法によりcyclooxygenase－2（COX－2），　microsomal　prostaglandin　E　synthase－1（mPGES－1）およびアロマターゼのmRNA

発現量を測定し，ジエノゲストのin　vitroでの薬理作用を検討した．【結果】不死化ヒト子宮内膜上皮細胞のPGE2産生は，

対照群で72ng／μg　proteinであったのに対し，ジエノゲスト109，108および1『mol／Lの濃度で，それぞれ54，21およ
び1．4ng／μg　proteinでありPGE2産生抑制作用を示した．また，ジエノゲスト107mol／Lの濃度でPGE2産生酵素である

COX－2およびmPGES－l　mRNAの発現量を検討したところ，ジエノゲストはいずれのmRNA発現も抑制した．さらに，
上記の濃度でアロマターゼmRNAの発現量についても検討したところ，ジエノゲストはアロマターゼ発現の抑制作用を示
した．【結論】ジエノゲストは子宮内膜上皮細胞のCOX－2やmPGES－1の遺伝子発現を抑制することによりPGE，産生を抑
制し，また，アロマターゼ発現についても抑制作用を示すことが示唆された．これらの薬理作用は，ジエノゲストの子宮内
膜症に対する治療効果に関与している可能性が考えられた．

●

●

P155 子宮内膜症病巣におけるプロスタグランデインE合成酵素（PGES）の発現と臨床
的パラメーターとの関連

○中澤　禎子1，千島　史尚1，鈴木　美喜1，市川　　剛1，平岩由紀子1，椙田　賢司】，早川　　智2，山本　樹生1

　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野’，日本大学医学部病態病理学系微生物学分野2

【目的】近年，cyclooxygenase（COX）に加えて誘導型microsomal　prostaglandin　E　synthase（mPGES）が消化管などの

発癌や慢性炎症に関与することが報告された．この酵素はCOX産物であるプロスタグランディン（PG）H2をPGE2に変
換する酵素である．内膜症病巣局所におけるPGの合成酵素であるCOX－2，更にmPGESの発現充進を報告した．　mPGES
の子宮内膜症病態との関与について検討した．【方法】十分なinformed　consentのもと，当施設にて手術をうけた内膜症患

者28例を対象とした．婦人科疾患のため摘出した検体の子宮内膜をコントロールとした．検体は摘出後一80℃に凍結保存，

またはパラフィン包埋した組織より切片を切り出し，mPGES－1の発現を免疫組織学的に検討した．凍結検体よりRNA抽
出しRT－PCRを行いmPGESのmRNA発現について解析した．　mPGES染色性とAFS　score，　CA－125との関連について
検討した．【成績】免疫染色ではmPGESは正所性子宮内膜では僅かに陽性細胞を認めるのみであるが内膜症性嚢胞ではh
皮細胞及び間質細胞に陽性細胞を認めた．内膜症性嚢胞の殆んどにmPGES　rnRNAの発現が認められた．　mPGES染色性と

CA－125値との間に有意な相関は認められなかったが，上皮におけるmPGES染色性とAFS　scoreとの間に逆相関を認め
た．mPGES－1　mRNAの認められない症例ではcPGESないしはmPGES－2　mRNAを発現する傾向が認められた．【結論】
mPGES－1はCOX－2と共働し内膜症における局所のPGE2産生充進に関与し，更に子宮内膜症の病態にも関与する可能性
が示唆された．mPGES－1に加えてcPGES，　mPGES－2がPG合成に関わっている可能性が考えられた．

●

●

P156 LPSによる子宮内膜症細胞のPGE2産生誘導と細胞増殖および浸潤作用

○竹中　泰子，池田　綾子，田頭由紀子，渡邉　彩子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，寺川　直樹

　鳥取大医学部産婦人科

【目的】子宮内膜症患者腹水中に高濃度存在するTNFαは，　IL－8産生を誘導することによって内膜症細胞の増殖を促進する

ことを報告してきた．向炎症作用を有するLipopolysaccharide（LPS）が内膜症細胞のTNFα産生を誘導してIL－8産生を
促し，細胞増殖を促進することを明にした．本研究では，LPSが内膜症細胞のPGE2，　COX－2およびPGE2受容体であるEp
4レセプター発現と細胞増殖ならびに浸潤能に及ぼす影響について検討した．【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（n＝11）から内膜症間質細胞を分離培養した．同様に手術時に採取した良性疾患の子宮（n＝10）か

ら子宮内膜間質細胞を分離培養した．LPSを培養細胞に添加し，培養ヒ清中のPGE2蛋白の産生量をELISAで測定した．　LPS
により誘導されるCOX－2の遺伝子および蛋白発現を，　real－time　RT－PCRと免疫細胞染色で検索した．　PGE2の受容体であ

るEp4レセプターの遺伝子発現におけるLPSの影響をreal－time　RT－PCRで検索した．　LPSの細胞増殖と浸潤能への影響
をBrdU取り込みとマトリゲルインベージョンアッセイで検討した．【結果】内膜症細胞におけるPGE2産生レベルはLPS
の添加により子宮内膜細胞に比して有為に増加した．COX－2の遺伝子および蛋白発現はLPS添加により内膜症細胞に有意
な増加を認めた．Ep4レセプターの遺伝子発現はLPS添加により内膜症細胞に有意な増加を認めた．　LPSは内膜症細胞の

細胞増殖と浸潤能を有意に促進した．選択的cox－2阻害剤であるNs－398とcox－2のsiRNAの添加はLPsにより促進さ
れた細胞増殖能と浸潤能を抑制した．【考察】LPSは子宮内膜症細胞のCOX－2産生を誘導してPGE2産生を促し，細胞増殖
と浸潤能を促進することが示された．従って，骨盤内炎症が子宮内膜症の進展に関与する可能性が示唆された．

」

●

●
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●

P157 Advanced　Glycation　End　Products（AGEs）／receptor　for　AGEs（RAGE）系制

御と子宮内膜症との関連について

●

●

○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】AGEs／RAGE系制御は酸化ストレスによるAGEs増加，　VEGF誘導による血管内皮増殖／新生，可溶性分画（sRAGE）

のdetox作用など多様な生理作用が報告されている．我々は子宮内膜症とAGEs／RAGE系制御の関連性について，各種検
体中の関連因子濃度を調べ検討した．【方法】当センター倫理規定に基づき，患者同意の下で患者血漿，腹水，卵胞液検体

および病理組織切片を使用した．1）異所内膜におけるRAGEの局在を抗RAGE抗体（H－300　Santa　Cruz）による免疫組
織染色（IHC）で調べた．2）各種検体中の　sRAGE，　VEGFおよび代表的AGEとしてcarboxymethyl　lysine（CML）濃
度をEHSA法キット（sRAGE，　VEGF：QuantikineR，　USA　CML：CirculexTM，　JAPAN）を用いて測定し，　F　test後にStu－
denでsあるいはWelch’s　t－testにより子宮内膜症群と対照群において有意差（p＜0の5）を評価した．【結果】1）IHCにより

腺筋症卵巣内膜症異所内膜にRAGE局在を確認した．2）卵胞液中sRAGE，　VEGF濃度はそれぞれ子宮内膜症群：132±
31，70±3pg／mg　protein，　n＝16（mean±SD），対照群：105±27，46±3pg／mg　protein，　n＝23であり，有意に子宮内膜

症群において高値であった，3）腹水中CMLは内膜症で増加傾向（5．3±21　ng／ml，　n＝16）であったが対照群：37±15　ng

／ml，　n＝8，　P＝00514と有意ではなかった．【結論】循環血漿中においてはsRAGE，　VEGF濃度に有意差を認めなかった

が，卵胞内局所濃度では有意にsRAGE，　VEGFは内膜症群で高値であった．今回の検討から子宮内膜症病理において局所

的AGEs－RAGE系制御との関連が示唆された．

P158 体外受精における卵胞液中のAMH，　BMP2，　BMP7と受精の有無・受精卵の質と
の関係

○杉山　里英，藤東　敦也，平岩芙美子，芥川　　修，伊東　宏絵，井坂　恵一

　東京医科大学産科婦人科教室

●

●

目的　卵胞におけるステロイド合成はFSHおよび卵巣局所のさまざまな因子により調節されている．骨形成タンパク質
BMP（bone　morfhogenetic　protein）の多くは形質転換増殖因子βTGFBに属している．　BMP分子は共通して穎粒膜細胞で

のFSHによるP4産生を抑制するが，　E2産生に対する作用はリガンドによって異なっているといわれている．今回，同じ
ファミリーに属する抗ミューラー管ホルモンAMHとBMP2，　BMP7に着目し，採卵時卵胞液中のそれぞれの濃度と卵の質
との関係について検討を行った．対象原因不明不妊，卵管因子のため体外受精を施行された24症例（年齢33歳～42歳）方
法卵巣刺激法は自然周期で，採取した卵胞液は第一穿刺のものと限定し顕微授精は除いた症例に限定とした．月経周期3日

目と採卵時の血清LH，　FSH，　E2，　Pを測定した．また採卵時卵胞液中のAMH，　BMP2，　BMP7をELISAにて測定し，採
卵された卵子の成熟度，受精卵の質（Veek分類）との関係を検討した．結果BMP2とAMHは相関性あり（p＝0、0002）BMP

7とAMHは相関性あり（p＝OO17）BMP2とBMP7は相関性あり（p＝OI）009）以上よりBMP2とBMP7はAMHと同様
の動態を示した．AMH，　BMP2，　BMP7ともに採卵時血清E2，　Pとは連動性は認められなかった．受精の有無受精卵の
質に関して検討したが，AMH，　BMP2，　BMP7とは相関性は認められなかった．結語卵巣予備機能に関連があるといわれて

いるAMHとBMP2，　BMP7は同様の動態を示すことが示唆されたが，受精の有無，受精卵の質とは関連性が認められなかっ
た．

P159 加齢とAntimUllerian　Hormone値，　InhibinB値，およびFSH値の検討

○宗　　晶子1，片桐由起子’，福田　雄介1，北村　　衛1，松江　陽一，渡辺慎一郎1，渋井　幸裕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，田中　政信1，臼井　　彰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，臼井医院不妊治療センター2

　
●

【目的】AntimUllerian　Hormone；AMH（MUIlerian　Inhibiting　Substance；MIS）はFSH依存性以前の発育卵胞穎粒膜細胞

から分泌され，卵胞のリクルートメントを調節すると推察されている．またInhibinBはFSH分泌に抑制的に働き，卵胞発
育の調節に関わっているといわれている．近年，これらと卵巣予備能やART成績との関連についての報告が多く見られる
ようになった．今回，生殖年齢にある女性の血清AMH，　InhibinB，　FSH値を測定し検討した．【対象】当院の倫理委員会

申請に則り十分なインフォームドコンセントが得られた506例を対象とした．月経周期が順調で25－35日型の者とし，PCO
症例は除外した．【方法】月経周期3日目にAMH，　InhibinB，　FSHを測定し比較検討した．　AMH；ELISA法（lmmunotech，
USA），　Inhibin　B；ELISA法（DSL，　USA），　FSH；CLIA法にてそれぞれ測定した．【結果】平均年齢は35、9±4．8（22－49）

歳であった．AMH，　InhibinB，　FSHの平均値はそれぞれ37．5±2＆6pmol／ml，929±143．7pg／ml，＆3±69mlU／mlであった．

年齢とともにFSHは上昇（y＝0326x－33833，　R＝022649）し，　AMHは低下する傾向（y＝－IB708x＋10766，　Rニ03085）

を認めたが，年齢とInhibinB値に相関は認めなかった．またFSHの上昇とともにAMHは低下傾向にあった（y＝－0．0644x＋

10728，R＝02664）が，　FSHとInhibinBには相関を認めなかった．またAMH高値症例ではInhibinB値も高い傾向であっ
たが有意な相関ではなかった．【考察】卵巣機能評価の指標としてAMH，　InhibinBは他のパラメーターとともに有効に活

用でき，ART成績の予測に役立つと考えられ，今後さらに検討を加える予定である．
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P160 調節卵巣刺激への反応性と，卵胞液中のケモカインCXCL12濃度についての検討
●

○桑原　慶充，富山　僚子，峯　　克也，稲川　智子，阿部　　崇，西　　弥生，明楽　重夫，竹下　俊行
　日本医科大学

【目的】前回我々は，ラット過排卵モデルを用いた基礎実験により，ケモカインレセプターCXCR4がゴナドトロピンサージ

で発現誘導され，パラクライン機構により初期黄体化穎粒膜細胞のアポトーシスを抑制することを報告した．今回我々は，

IVF患者より採取した卵胞液に含まれるCXCR4の特異的リガンドCXCL12を定量し，調節卵巣刺激への反応性との相関に
ついて検討を行った．【方法】インフォームドコンセン｜・を得た，Long　protocolにより調節卵巣刺激を行ったIVF患者20

名（年齢35．1±48歳）を対象に，採卵時に採取された卵胞液中のCXCL12濃度をELISA法にて測定し，採卵数hCG投
与日のestradiol値との相関につき検討した．【結果】卵胞液中に20372±333．1　pg／mlのCXCL12が検出された．　hCG投
与日のestradiol値（2246β±17403　pg／ml）と採卵数（＆6±5．1個）は正の相関を示したが（r＝0、86，　p＜0．0001），卵胞液

中のCXCL12濃度とhCG投与日のestradiol値，及び採卵数との間に相関は認められなかった（r＝028，　p＝0229，　r＝028，

p＝0．245）．【結論】臨床的にCXCR4／CXCLl2シグナリングは，黄体化卵胞の持続腫大を特徴とするOHSS病態への関与が

示唆される．しかしながら，採卵時の卵胞液中のCXCLl2濃度は調節卵巣刺激への反応性に相関しないことから，　OHSSの
予測マーカーとして不適当であると考えられた、ラット過排卵モデル同様，ヒトIVFにおける調節卵巣刺激周期においても，

黄体初期のCXCR4／CXCL12シグナリングは，主にレセプターCXCR4の転写レベルで調節されているものと考えられた．

●

●

P161 ヒト卵胞液中の生理活性物質とART成績の検討

○松江　陽一，片桐由起子，福田　雄介，北村　　衛，渡辺慎一郎，宗　　晶子，渋井　幸裕，佐々木由香，石原　優子，

　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】血中ホルモン濃度による卵巣予備能評価は，確立した検査法として汎用されている．近年，卵胞液中の生理活性物

質をバイオマーカーとして，卵巣予備能を評価する報告が散見され，PCOSの病態に深く関与していると言われるアディポ

カインが注目されている．今回，我々はアディポカインの1つであるアディポネクチン（以下ADPN），ソマトメジンC（以
下IGF－1），インターロイキン6（以下IL－6），血管内皮成長因子（以下VEGF）の卵胞液中の濃度とART成績について検
討した．【方法】当病院倫理委員会承認の下，同意の得られた採卵周期患者（n＝18）から，採卵時に得られた卵胞液中のADPN，

IGF－1，　IL－6，　VEGFの濃度をELISA法にて測定し，卵胞数採卵数受精率，移植率について比較検討した．【結果】卵
胞液中のそれぞれの平均値はADPN：362±1．59μg／dl，　IGF－1：1073±34．7ng／ml，　IL－6：1827±54．Opg／ml，　VEGF：17935±

14025pg／mlであった．発育卵胞数との相関係数は，　ADPN（R＝0226），　IGF－1（R＝0．571），　IL－6（R＝0．176），　VEGF（R＝

0．149）であった．採卵数では，ADPN（R＝0．335），　IGF－1（R＝0459），　IL－6（R＝α11），　VEGF（R＝0294）であった．受

精率では，ADPN（R＝Ol52），　IGF－1（R＝α096），　IL－6（R＝α451），　VEGF（R＝α541）であった．移植率では，　ADPN

（R＝0217），IGF－1（R＝α336），　IL－6（R＝0248），　VEGF（R＝0552）であった．【結論】今回の結果では，それぞれの生

理活性物質とART成績において明らかな相関を認めなかったが，卵胞液中のADPN，　IL－6，　VEGFなどの上昇は，　ART
成績を低下させる傾向が懸念され，今後，更に症例数を増やし検討する予定である．

●

●

P162 FSH療法を施行後妊娠成立した人工透析患者の一例

○鈴木　元晴’2，高井　　泰’，大原　　健1，伊東　宗毅，斉藤　正博1，林　　直樹，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，埼玉医科大学医学部産婦人科2

【緒言】現在，不妊治療を行う際に薬剤を用いた排卵誘発は必須である．その際，排卵誘発を困難にさせる因子として，年

齢による卵巣機能の低下や多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）などが知られている．しかし，そこに母体の内分泌環境に影響す
る合併症が存在する場合，排卵誘発をさらに困難とさせる．今回，我々は挙児希望のある人工透析導入中の患者にFSH療
法を行い，妊娠に至った症例を経験したので文献的考察も踏まえて報告する．【症例】28歳，0回経妊0回経産．18歳の時
に巣状糸球体硬化症によるネフローゼ症候群の診断を受け，当院腎臓内科で治療を開始された．26歳で慢性腎不全となり血

液透析を導入された．27歳の時，挙児希望で当科受診．診察上，PCOSを認めた．クロミフェンでの排卵誘発を2回行った
が，卵胞の発育を認めなかった．次いでrecombinant　FSH（rFSH）製剤を用いて排卵誘発を行った．25単位から開始し5
日間投与後，6日目から50単位に増量し7日間投与を行った．しかし，卵胞が多数発生したため卵巣過剰刺激症候群（OHSS）
発症の危険性があるためhCG投与を見合わせた．その後，25単位固定投与を行ったが同様であった．3回目の排卵誘発は125

単位から開始した．12．5単位10日間，16．7単位3日間，25単位12日間と投与を行い，2個の卵胞形成を確認した．OHSS
を発症していないことを確認し，GnRHアナログの点鼻により排卵を促し双胎妊娠が確認された．【結語】排卵誘発の調整
が困難な症例に対して，rFSH製剤をごく低用量から開始，漸増することでOHSSを発症することなく妊娠成立に至った．

1
●
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P163 黄体機能不全に対するメラトニンおよびL一アルギニンの効果

○高崎　彰久1，水本久美子1，畠中　祥子1，嶋村　勝典1，森岡　　均1，濱崎　　正2，平松　伸子2，李　　理華3，

　谷口　　憲3，松岡　亜希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】我々は黄体機能不全の原因の大部分が黄体の血流障害によること，黄体機能不全症例に対しVitEが有効であることを報告

してきた．しかし，VitEは血流促進作用とともに抗酸化作用を有しており，また，抗酸化剤が黄体機能不全症例に対し有効であっ

たとする報告もある．そこで今回我々は作用機序を明らかにするため黄体機能不全症例に対し抗酸化作用のあるメラトニンおよび

血流促進作用のあるL一アルギニンを投与しその効果を比較検討した．【方法】血流障害（黄体周囲血管抵抗（CLRI）＞051）のあ

る黄体機能不全症例（P4＜10ng／ml）33例を対象とした，充分なインフォームドコンセントのもと対象を無治療群（10例），メラ

トニン投与群（排卵日より3rng／日，14日間：10例）およびL一アルギニン投与群（排卵日より6g／日，14日間：13例）に分類し治

療を行った．それぞれ群で黄体期中期にCLRI値および血中プロゲステロン（P4）値を測定し比較検討した．【成績】無治療群にお

いて前周期と比べCLRI値およびP4値に変化は認められなかった．また，自然寛解率を検討するとCLRI値の改善（CLRI≦051）

が認められたのは10例中2例でP4の改善（P4≧10ng／ml）が認められたのは10例中2例だった．メラトニン投与群ではCLRI値
は無治療群と変化はなく，P4値も増加傾向は認めるものの有意差は認められなかった．また，　CLRI値の改善は10例中3例，　P4値

の改善は10例中2例であった．一・方L一アルギニン投与群ではCLRI値は無治療群の055±α06に比べα430±α03と有意に減少し，

P4値も無治療群の76±＆2ng／mlから12．5±2．7ng／mlと有意に増加した．また，　CLRI値の改善は13例中13例（100％）に認めら

れ，P4値の改善も13例中3例（77％）に認められた．【結論】VitEの効果は抗酸化作用によるものというより主に血流促進作用

によるものと推測された．また，L一アルギニンは優れた血流促進効果を有し黄体機能不全の治療薬として有効であると思われた．

P164 頼粒膜細胞の黄体化におけるメラトニンの役割

○竹谷俊明L，田村博史’，李　理華1，田村　功1，谷口　憲1，浅田裕美］，松岡亜希1，嶋村勝典2，
　高崎　彰久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［，済生会下関総合病院産婦人科2

●

●

【目的】LHサージ後の卵胞内では，願粒膜細胞の黄体化に伴いプロゲステロン産生が増加する．一方，排卵現象は炎症反応
ととらえられており，活性酸素種が発生することが知られている．松果体ホルモンであるメラトニンは強力な抗酸化作用を

有し，卵胞内に高濃度に存在する．そこで今回は，排卵過程における願粒膜細胞の黄体化におけるメラトニンの役割を検討

した．【対象】1）患者に対してインフォーム・コンセントを行い同意を得た上，IVF－ETの採卵時に得られた卵胞液中のメ

ラトニン濃度，プロゲステロン濃度，酸化ストレスマーカーとして8－OHdG濃度を測定した．2）採卵時に得られた卵胞液
中より黄体化頼粒膜細胞を分離したのち，メラトニンまたは酸化ストレスとしてH、0，を添加し培養を行い，培養液中のプ
ロゲステロン濃度を測定した．【結果】1）卵胞液中のメラトニン濃度とプロゲステロン濃度の間に正の相関関係を，卵胞液

中の8－OHdG濃度とプロゲステロン濃度の間に負の相関関係を，また卵胞液中のメラトニン濃度と8－OHdG濃度の間に負
の相関関係を認めた．2）メラトニン単独添加ではプロゲステロン産生に有意な変化は認められなかった．H202添加（30－50

μM）にてプロゲステロン産生は抑制され，この抑制作用はメラトニン（10－100μg／ml）同時添加にて阻止された．尚，症

例によってはH202添加によるプロゲステロン産生抑制作用がメラトニン添加によって改善されない場合も認められた．【考

察】卵胞液中のメラトニンは抗酸化作用により穎粒膜細胞の黄体化に貢献していることが示唆された．

P165 血中AMH値はARTにおける採卵数とOHSSリスクを予測する

○中原　裕子1，山野辺千沙1，松下　克子1，濱田　啓義1，筒井　建紀2，分野由佳里’，西尾　京子1，熊谷　　恵1，

　朝倉　寛之
　医療法人愛生会扇町レディースクリニック1，大阪大学医学部産婦人科2

～
●

【目的】従来の卵巣予備能の評価はFSH，　LH，　E2などの測定によって行われてきた．近年，この卵巣予備能の新しい指標として，抗

ミューラー管ホルモン（AMH）が注目されている．このAMH値とART臨床成績との間には相関があると考えられる．そこで，本

研究ではAMH値と採卵数hCG投与直前E2濃度について検討を行った．【対象・方法】2007年1月から2008年5月までに当院でART

を行った85周期（ロング法33症例34周期，アンタゴニスト法46症例51周期）を対象とした．治療周期前の月経開始3日目に採血

した血清AMH値をもとに，採卵数E2濃度と比較検討した．血中AMH値は，2段階ELISA法（Immunotech社，＃A16507k，検
出限界07pM，　inter＆intra－assay　CV各123％，142％）にて検出した．【結果】対象患者75名の平均年齢は356±38歳であった．対

数変換したAMH値（以下LogAMH）と採卵数との間には有意な正の相関が認められた（r＝056，　p＜005）．また，　LogAMHを，下

位から上位にかけて25％おきにグループ分けを行い（A群：＜25％，B群：25－50％，　C群：50－75％，　D群：≧75％），その4群の平

均採卵数は，A：53±a6，　B：67±3．4，　C：IL2±52，　D：11B±47（平均±SD（個））と，　LogAMHが高い群ほど平均採卵数が多かっ

た．採卵数15個未満と以上での平均AMH値は，後者が前者より有意に高い値を示した（199pM対37．lpM，　p＜005）．　hCG投与前

E2濃度を3000pg／ml未満と以上のグループに分けた場合，後者の平均AMH値が前者より有意に高い値を示した（194pM対2＆9pM，

p＜005）．【考察】AMH値と採卵数ART卵巣刺激におけるhCG投与直前E2濃度に正の相関が認められた．　ART周期前にAMH値
を測定することは，採卵数やOHSSのリスクを事前に予測する上で重要であり，卵巣刺激法のプロトコール決定に有用と考えられる，

今後，さらなるAMHとART臨床成績の関連をみるために，受精率，良好胚獲得率，妊娠率などについても検討する予定である．
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P166 黄体化未破裂卵胞（LUF）治療に対するG－CSFの有用性
●

○富澤　英樹1，早稲田智夫’，藤井　亮太巨，牧野田　知1，宇津宮隆史2

　金沢医科大学生殖周産期医学’，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．我々は，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を報告してきた．今回，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
たので報告する．【方法】対象は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56症例69周期であ
る．LUF周期の次の周期にClomiphene－hCG療法に加えて，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．【成績】対象とした56例の平均年齢は33、6±a3歳平均不妊期間は362±204ヶ月，

G－CSF投与までの平均治療期間は11．0±7．7周期であった．　G－CSF投与前の確認できた全180周期中LUFを認めたのは69
周期（3＆3％）であった．Clomiphene－hCG療法とG－CSF投与によって62周期中54周期（871％）で排卵を認め（P〈005），

G－CSFによるLUF治療の可能性が明らかにされた．【結論】LUF既往がある不妊患者に対しG－CSF投与を行ったところ，
Clomiphene－hCG療法のみの排卵率と比較し，高い排卵率が確認された．このことはG－CSFが卵胞壁の破綻に深く関与し
ていることを示すと共に，今後排卵障害治療の補助薬として有用である可能性を示した．

●

●

P167 子宮内膜症に対するGn－RH　agonist療法後の卵巣機能回復に関する研究

○合阪幸三1，入山高行1，有田白峰㌧松岡　良1，森　宏之2
　小平記念・東京日立病院産婦人科1，帝京大学医学部産婦人科2

【目的】子宮内膜症の治療にGn－RH　agonistは広く用いられている．子宮内膜症は生殖可能年齢に発生することが多く，症

例の多くは不妊を主訴としていることから，治療終了後は速やかな卵巣機能回復が望まれる．今回我々はGn－RH　agonist投
与後の卵巣機能回復状況を2種類の製剤について比較検討した．【方法】院内の倫理委員会に諮り許可を得た後，十分なイ

ンフォームドコンセントにより同意の得られた重症子宮内膜症（r－ASRM：IV）47例を対象とした．対象症例をat　random
に2群にわけて，術後6ヶ月間Gn－RH　agonist療法（A群：goserelin　IBmg／4weeks，23例およびB群：leuprorelin　IB8
mg／4weeks，24例）を施行した．両群間において，最後のGn－RH　agonist投与から最初の月経開始までの期間，最初の月

経開始から排卵日までの期間，最初の月経周期における黄体期の期間および最初の月経時における血中各種ホルモン値を比
較した．【成績】最後のGn－RH　agonist投与から最初の月経開始までの期間は，　A，　Bそれぞれで，62．1±96　vs．703±124

日（p＜0．05）と，A群で有意に短縮していた．排卵は月経開始日よりそれぞれ，15．1±22　vs．193±27日目に認められ，　B

群で遅延していた（p＜005）．黄体期長は146±20vs．122±3．4日と有意差はなかった．血中のホルモン値では，　FSH：55±
1．9v＆39±1B　mIU／ml（p＜0．05），　LH：35±14　vs．29±13　mIU／ml，　estradiol：53．6±174　vs．456±1＆7　pg／mlと，　FSH

がA群で有意に高値を示した．【結論】卵巣機能はgoserelin投与群の方がleuprorelin投与群より回復しやすいことが明ら

かとなり，挙児希望のある子宮内膜症患者に対しては前者の方が投与しやすい薬剤であると考えられた．

●

●

P168 インキュベーターの違いによる培養成績の比較

○拝郷　浩佑，飯田　麻衣，新谷　智慧，本田　育子，小林　善宗
　山近記念総合病院産婦人科

【目的】胚の培養環境を考慮した時インキュベーター1台で同時に培養する件数は1件が望ましい．そのため小スペースの

培養室で複数台設置するためにはより小型のインキュベーターが必要となる．今回，一般的に使用されているASTECウオー

タージャケット式インキュベーター（APM－30D）より小型のCOOKミニインキュベーター（K－MINC－1000）を使用し培
養成績を比較した．【方法】2007年1月から2008年4月までに当院でICSIを行った39歳以下の114周期を対象とした．採
卵後，卵子は無作為にCOOKまたはASTECインキュベーターに分け培養を行った．　ICSI後3日目の形態良好胚率，5日
目の胞胚腔形成率と形態良好胚盤胞率，有効利用胚率（移植胚および凍結可能胚盤胞）を比較した．尚，本検討ではインキュ

ベーター1台で同時に培養する件数は1件，培養はBlastoAssistSystemを用いて37℃，6％CO2，5％0，，89％N，で行っ
た．【結果】平均年齢と正常受精率はCOOKで34．9歳と77％，　ASTECで34．6歳と76％だった．形態良好胚率は各39％（101
／260）と37％（67／179），5日目の胞胚腔形成率と形態良好胚盤胞率は，各64％（87／136）と19％（26／136），67％（58／86）

と24％（21／86），有効利用胚率は各50％（6＆／136）と52％（45／86）だった．全ての比較において有意な差は認められなかっ

た（P＜0、05）．【結論】今回の検討ではインキュベーターの違いによる培養成績に差はなかった．従って小スペースの培養室

においても特性と用途を考慮し選択することで，インキュベーター1台で同時に培養する件数を1件にすることが可能とな
る．

ー
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P169 クロミフェン同一周期反復投与法にて妊娠に至った症例について

○川村　　良1，神田理恵子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〉挙児希望症例の中で排卵障害に対する治療では，排卵に到るまでに使用するクロミフェンやHMGの量はどうして
も多くなってしまう．OHSSや多胎妊娠の問題を考えるとHMGの投与は行わないか出来るだけ少ない量にしたい．そこで
クロミフェンだけで成熟卵胞を得る方法としてクロミフェン同一周期反復投与法を行っている．今回は妊娠例について投与

量や多胎妊娠の有無などについて検討した．〈方法〉過去すべてのクロミフェン同一周期反復投与法による妊娠例を対象と

した．投与方法は原則的には1回目の投与は月経開始5日目から5日間行った．7日前後の休薬期間を設けて卵胞成熟が認
められなければ引き続いて2回目の投与を5日間行った．尚，すべての症例において治療方法の利害について説明し行っ
た．〈結果〉妊娠例は10例で排卵した時のその周期で妊娠した例が6例であった．クロミフェンの投与量が1日量150mg
の例が3例，100mgの例が2例，50mgの例が1例であった．人工授精を行った例は2例，分娩にいたった例は5例，すべ
て単胎妊娠でOHSSは認められなかった．その後の別の治療で妊娠した例が4例認められた．〈結論〉クロミフェンの5日
間投与に抵抗を示す症例でも同一周期反復投与法による妊娠は可能であった．また多胎妊娠の可能性も低いことが示唆され
た．

P170 不妊治療中の女性の通院実態と自己注射に関する意識

○清水　清美1，長岡由紀子2，浜崎　京子3，塩沢　直美4

　国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科1，元慶磨義塾大学看護医療学部2，中央クリニック3，浅田レディースクリ

　ニック1

●

●

【緒言】不妊治療中の女性を対象に，通院の実態とその負担を解消すべく自己注射の導入について意識調査を行った．【方法】対

象は，過排卵を目的とした連続3日以上の注射経験のある女性とした．全国を4ブロックに分け，年間250件以上の採卵を実

施している専門クリニックを便宜的抽出法にて各ブロックから2～3箇所選出し，計1200部の質問紙を配布，留め置き法にて
回収した．調査内容は，年齢・治療期間，通院の実態（通院時間・交通費），通院の負担感（家事の調整，通院時間，交通費，

仕事内容・時閲の調整，上司・同僚の調整子連れ通院）とした．負担感の測定には，1「負担はない」から4「とても負担」
とした4段階のリッカートスケールを用いた．倫理的配慮として，回答しなくても不利益がないこと，データは本研究以外に

用いないことを示した．【結果】調査期間は平成19年9月～平成20年4月，回答数974（回収率81．1％），有効回答数932（777％）

だった．平均年齢35潟（SD44）歳治療期間は2甑5（SD267）ヶ月，1回の平均通院時間7仕2（SD768）分，交通費1441．7（SD
3400）円，注射の待ち時間31．0（SD　32β）分だった．通院負担感は，子連れ通院3．18，仕事内容・時間の調整3．17，上司・同

僚の調整2B7，通院時間a50，交通費227，家事の調整2．10であった．自己注射の経験者は410名（44．0％），国（厚労省）が

自己注射を承認することに「賛成」は726名（779％），自己注射を「利用したい」は566名（6α7％）だった．「利用したい」

と回答した群は，「利用したくない」群と比較し，家事の調整，通院時間，交通費，上司・同僚の調整，仕事内容・時間の調整

において有意に負担を感じていた（＜001）．【考察】通院負担の現状から，自己注射の導入は必然と考える．しかし，少数で
はあるが，「利用したくない」意見もあり，女性の希望に応じた選択ができる医療体制の充実が必要であると考えられた．

P171 菜食主義の女性が動物性タンパク質摂取とアンチエイジングを目的とした八味地黄
丸内服で劇的に卵巣機能が改善し妊娠・分娩に至った一例

○志馬　千佳1，蔭山　　充2，志馬　裕明’，今野　　彰1，横山裕美子1，越田　光伸1

　越田クリニック1，かげやま医院2

【目的】不妊治療の現場では，体外受精にありとあらゆる西および東洋医学的治療が併用され，なんとか妊娠に至るべく苦心

惨憺している．今回，「菜食主義」の女性に動物性タンパク質の摂取と八味地黄丸内服を試みた結果，劇的に卵巣機能が改善

し，妊娠分娩に至った体外受精症例を経験したので報告する．【症例】36歳未妊女性．身長160cm，体重40k島BMI15．6．

月経は28日周期で規則正しい．1年間のタイミング療法と12回の人工授精で妊娠に至らず，38歳で体外受精を開始したが，

3回のうち1度1個の卵子を得たのみで妊娠には至っていない．月経初期のFSHが252mlU／mlと上昇しており，カウフマ
ン療法を行なってFSHが18mIU／mlまで低下した時点で卵巣刺激を試みたが，卵胞発育を認めなかった．漢方薬を併用すべ
く問診したところ，「菜食主義」で5年来肉，魚，卵類を全く摂取していなかった．栄養不良が卵巣機能低下の原因である可

能性を指摘し，動物性タンパク質の摂取をすすめた．栄養不良状態は老化に相当すると考え，八味地黄丸を処方した．2周期

後体外受精を試みたところ，FSH値は17．7mIU／mlと依然高値であったが6個の卵子を得，2個の初期胚を移植し妊娠に至っ
た．残念ながら右卵管妊娠であり，子宮外妊娠手術を実施した．術後3周期後には体重は2kg増量し，　FSHは自然に102mIU

／mlまで改善．再度体外受精を行い7個の卵子を得，2個の初期胚を移植し双胎妊娠に至った．妊娠39週時に健常双胎女児
を自然経膣分娩した．【結論】38歳ですでにFSHが上昇し著しい卵巣機能の低下を認めたが，動物性タンパク質摂取と八味
地黄丸内服により卵巣機能が劇的に改善した．不妊症でARTが必要と思われる症例の中に生活習慣に起因する妊孕能の低下

例が隠されていると思われる．不妊症を「生活習慣病」の1つと捉え，充分な問診を心がけるべきである．
●
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P172 ARTにおけるrFSH製剤と低用量hCGを用いた調節卵巣刺激について

○立木　　都1，福永　憲隆2，永井　利佳1，吉村久美子1，桑原　真弓1，佐々木美緒’，北坂　浩也1，吉村　友邦1，

　糸井　史陽1，田村　総子1，園原めぐみ1，吉田　博美1，佐野　美保1，羽柴　良樹1，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】調節卵巣刺激において，遺伝子組み換えFSH製剤（rFSH）は世界的に普及しているが，　LH成分の添加の是非につ

いては議論が続いている．当院では従来，FSH－hMG製剤を用いていたが，　rFSH製剤に切り替えた事により低容量のhCG
を添加することになった．そこで今回その臨床成績をまとめたので報告する．【方法】当院にて2007年6月から12月にFSH－

hMG製剤を用いて調節卵巣刺激を行なった（hMG群）382症例と2008年1月から4月にrFSH製剤と低用量hCGを用い
た（hCG群）156症例について臨床成績を比較検討した．【成績】hMG群とhCG群を比較すると，年齢，当院採卵回数，前
周期基礎値FSH，刺激日数，総製剤使用量，採卵前E2値およびP値採取卵数M2率，受精率，　Day2の分割率，　Day3
の良好胚数Day5の胚盤胞到達率，良好胚盤胞率，全ての項目において有意差は認められなかった．しかし新鮮胚移植の
妊娠率では，hMG群317％，　hCG群鳳2％とhMG群が有意に高かった．【結論】今回我々の使用したrFSH製剤と低用量
hCGを用いた調節卵巣刺激では新鮮胚移植の妊娠率に有意な差が認められた．しかし，胚発育においては従来から使用して

いるhMG製剤と同等の成績が得られた．そのため今後，融解胚移植を含めた採卵あたりの妊娠率を調査していく必要があ
る．さらに低用量hCGを用いた調節卵巣刺激の症例数を重ね，より適切かつ効果的な治療について検討する必要があると
考えられる．

●

●

P173 ガラス化保存ヒト卵巣組織の姉妹間移植による卵巣機能の回復

○香川　則子1，桑山　正成｜，Sherman　Silber2，森　智絵美1，生水真紀夫3，木原　真紀），加藤　恵一4，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，St　Luke　HospitaP，千葉大学医学部産婦人科3，金沢大学医学部産科婦人
　科学教室‘

【目的】われわれは超急速ガラス化によるヒト卵巣組織保存法（Cryotissue法）を開発し。そのin　vitroでの有効性を報告してきた

（生殖学会2007）．今回，本法を用いて保存した卵巣組織を姉妹に移植し，卵巣機能の回復をみた症例について報告する．【症例】患

者は31歳の女性で，T細胞型非ホジキンリンパ腫（stage4）のため，2003年に放射線照射・化学療法と骨髄移植（ドナー：患者の

姉，32歳）による治療を受けた．その後無月経となったため，2007年2月に姉より提供された卵巣を用いて，卵巣動脈縫合法によ

る卵巣移植が行われた．卵巣機能は回復せず，移植6ヶ月後に移植卵巣の摘出が行われた．この際あらかじめ（2月）ドナー卵巣

より切り出しCryotissue法により凍結保存しておいた卵巣組織片（lmmx10mmxlOmmのもの2片）を融解し，摘出卵巣と反対側
の卵巣表面（1mmx10mmx20mmほど剥離）に移植した．また，本移植術において，免疫抑制剤は使用していない．本ガラス化保

存卵巣組織移植術は，米国St　Luke　Hospitalの院内倫理委員会の承認のもとで患者の同意を得て実施された．卵巣組織の凍結保存

期間：2007年2月から約6ヶ月間．卵巣組織の凍結保存法：薄切した卵巣組織を75％EG，τ5％DMSOを含む平衡液に25分間浸
漬し，さらに20％EG，20％DSMO　を含むガラス化液に15分間浸漬後，　Cryotissue上に乗せ，液体窒素中へ直接投入しガラス化

保存した．液体窒素タンク内に保管後，融解は37℃に加温した1Msucroseを含む融解液に組織を1分間浸漬して行い，05M　sucrose

添加の希釈液に3分間浸漬し，3段階で希釈した．【成績】ガラス化保存した卵巣組織の移植後，2008年4月と5月に自然月経が発

来した．【結論】Cryotissue法は，凍結前と変わらない高い卵巣組織内卵母細胞生存率が期待できる凍結保存法である．本症例は，

一卵性双胎でない姉妹間で本法による卵巣移植を実施し，月経の発来を確認することができた世界で初の症例である．

●

●

P174 妊娠成立後に基礎体温が二相性を示した4症例の臨床的検討

○古屋　　智，関　美穂子，藤澤　佳子，山口　　隆，東梅　久子，北川　浩明

　虎の門病院産婦人科

【緒言】基礎体温（以降BBTと略す）の測定とその連続した記録は，排卵の有無やその時期の推定，さらに黄体機能を評価

する際に広く利用されている．二相性（高温相から低温相への移行）を示すBBTでは，その周期において妊娠が成立しな

かったことを一般には意味する．今回我々は，BBTが二相性を示したにもかかわらず，妊娠がその時点においてすでに成
立していると考えられた4症例を経験したので報告する．【症例1】33歳4G2P．クロミッドおよびhCGによる排卵誘発症
例．BBTの高温相からの低下とともに，月経様出血がみられた．その後にBBTが再度上昇し，その時点で子宮内に妊娠6
週相当のGSを確認した．以降妊娠は正常に経過した．【症例2】27歳OGOP．　FSH製剤およびhCGによる排卵誘発後にIUI
を施行した症例．BBTでは高温相から低温相に移行して月経様出血をみた．その後にBBTが再上昇し，その時点で右卵管
部にGSを認めて右卵管妊娠と診断し手術をおこなった．　hCG一β：4490mlU／ml．【症例3】33歳5GOP．卵胞発育にあわせ

たIUIおよび黄体補充をおこなった症例．　BBTの高温相からの低下にあわせて月経様出血あり．その後にBBTが再上昇し，

その時点で子宮内に10mmのGSと3mmの胎芽を認めた．以降胎児は正常に発育した．【症例4】28歳1GOP．　FSH製剤
による排卵誘発と黄体補充をおこなった症例．BBTの高温相からの低下とともに月経様出血があった．その後にBBTが再
び上昇し，子宮内に5mmのGSを認めた．　hCG一β11438mIU／ml．その後に進行流産となった．【考察および結論】全症例に

おいて排卵誘発および何らかの黄体補充療法を追加した周期においてBBTの低下に一致した月経様出血を認めた．その後

のBBTの再上昇時点で妊娠5～6週相当のGSを超音波検査にて確認している．日常不妊診療において，基礎体温が二相性
を示す場合に妊娠がその時点ですでに成立している可能性があり得ることを常に認識して対応する必要がある．



■

平成20年10月1日

P175 不活化クラミジア・トラコマティス
モデルマウスの作製
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（Ct）菌体を用いた遅延型過敏反応性卵管炎

●

●

○平野　由紀12，柴原　浩章12，島田　和彦12，鈴木　光明艮2

　自治医科大学医学部産科婦人科学講座1，自治医科大学付属病院生殖医学センター2

【目的】我々はC雄my4加m励吻wm（以下Cm）を経膣接種してCt性卵管性不妊症モデルマウスを樹立し，走査型電子顕微鏡を
用いて線毛上皮細胞の表面構造の経時的破壊，および修復変化を報告してきた．しかしCt初感染のみでは卵管の広範な組織傷害

を確認するに至らなかった．ところで卵管炎の病態形成は，Ct持続感染や再感染の際にChlamydia　heat　shock　protein　60が関与

する遅延型過敏反応に誘導されると報告がある，そこでCmを二期的に接種し二次感染モデルマウスを作製した．その際Cm不
活化菌体（Cmαωを用い，卵管傷害度への影響を形態学的に比較検討した．【方法】C〃田bの作成：Patton　et　al．の方法に準じ

て室温でUV20分照射後，超音波破砕．　Cm接種：5週齢雌BALB／cマウスにprogesterone投与し性周期を整えた．1週後経膣
的に初感染群にはCmを週2回ずつ計5回接種した．二次感染群として，　Crη一C脚群は初感染後，二次感染として初回接種35，38

日後にCmを接種した．同スケジュールでCm－Cm藺群では，二次感染にC御訪を接種した．　Cm藺一Cm群ではG御bを初感染に，

二次感染にCmを接種した．形態学的検討：初回接種後70日目に両側卵管を切除し，　HE染色を行い病理組織学的に比較検討し
た．【成績】初感染群における卵管内腔の分泌物増加や上皮剥離所見に対し，Cm－Cm訪，　G顕b－Cm群でより高度な線毛構造の破

壊像と，線毛の癒合所見を一部に認めた，一・方Cη1－Gπ群では更に高度な卵管内腔の多量の分泌物増加や間質部肥厚を認め，破

壊像がより著明であった．【結論】いずれのCt二次感染モデルマウス群の卵管においても，初感染群で認めなかった卵管のより

高度な破壊像を確認した．Ct不活化菌体による遅延型過敏反応も卵管傷害の重症化に関与することが示唆された，臨床的にCt

感染症例の卵管病変の重症度は多様であるが，高度な卵管傷害を形成するメカニズムの解明に本モデルを利用していきたい．

P176 Chlamydia　trachomatis感染モデルマウスにおけるToll－like　receptor　2，

について

4の発現

○島田　和彦12，平野　由紀’2，柴原　浩章12，鈴木　光明12

　自治医科大学産科婦人科1，自治医科大学生殖医学センター2

■

●

【目的】Chlamydia　trachomatis（Ct）感染によるに不可逆的な卵管障害は卵管性不妊や子宮外妊娠の原因となる．自然免疫

は急性の炎症・生体防御及びその後の獲得免疫の誘導に関わり，そのメカニズムの解明は卵管障害の新たな解決の糸口とな

る可能性がある．今回我々はCt感染に対する自然免疫で防御反応の開始のトリガーになるTLR2，　TLR4の卵管での発現部
位と発現量の時間的変化について検討した．【方法】5週齢のBALB／c雌マウスに性周期調節のためprogesteroneを投与し，

7日後（Day　O）に麻酔下にChlamydia　muridarum（Cm）1×1071FU＋buffer　30μ1を週2回，合計5回経膣接種した．コン

トロール群はbuffer　30μ1を同様に投与した．　Cm感染後7，14，21，28，35日目に卵管を摘出し，卵管周囲のswab拭い液

をとりCm抗原を確認した．卵管のTLR2，4発現および局在を免疫組織染色（酵素法）で検討した．卵管のTLR2，4のmRNA
発現量はRT－PCR法で検討した．【結果】1）Cm感染群ではDay　28，35で卵管水腫を呈した，2）TLR2はコントロール群，

Cm感染群ともに卵管上皮に発現し，　TLR4はコントロール群，　Cm感染群ともに卵管間質に発現していた．3）TLR2はDay

7でコントロール群に比しCm感染群でmRNA量が多い傾向にあった．　TLR4はコントロール群とCm感染群で差を認めな
かった．【結論】Ct感染モデルマウスにおいて感染初期にTLR2の発現が増強し，自然免疫による生体防御反応の存在が示

唆された．今後は感染後，より早期のTLR2，4の変化，および炎症・生体防御反応について検討していきたい．

P177 当科における子宮鏡下選択的卵管通水法の成績とクラミジア抗体の関連・妊娠予後
について

1

○小泉美奈子1，廣井　久彦1，丸山　正統2，藤本　晃久1，平池　　修1，藤原　敏博1，大須賀　穣’，百枝　幹雄1，

　矢野　　哲1，武谷　雄二1

　東京大学産婦人科1，丸山記念総合病院2

【目的】子宮鏡下選択的卵管通水法（選択通水）の成績とクラミジア抗体との関連及びその後の妊娠予後について検討した．【対象】2000年1

月～2007年12月の8年間に当院で子宮鏡下選択通水を施行した75症例を対象とした．対象の内訳は子宮卵管造影（HSG）にて診断された両

側卵管閉塞17例，片側卵管閉塞43例，卵管閉塞例（両側か片側か不明）1例，アレルギー歴6例，その他7例であった，【方法】閉塞卵管中，

卵管近位閉塞であり左右の判明している計74卵管（計57症例）に対して行った子宮鏡下選択通水の成績とクラミジア抗体との関連及び妊娠

予後について検討を行った．選択通水にはフレスポイト　リプロカテーテル（北里サプライ）を用い，通過性は色素逆流の有無で確認した．【結

果】HSGで卵管近位閉塞と診断された計74卵管中，選択通水で疎通性を確認できたのは31卵管であり，卵管あたりの疎通率は419％であっ

た．クラミジア抗体陽性例が57症例中23例（404％），陰性例が32例（5a1％），不明が2例であった．抗体陽性例23例中7例（304％）の

みが選択通水において疎通性を認めたのに対し，陰性例では32例中21例（65．6％）で疎通性を認め，抗体陰性例で有意に疎通率が高かった

（P＜α001），不妊治療をfollowできた症例は57症例中35症例であり，妊娠例は疎通性がみられた22症例中12例（571％：自然妊娠2例，　IUI

6例，IVF－ET4例），疎通性がみられなかった13症例中7例（538％；IVF－ET　6例，自然妊娠1例）であった．卵管疎通後妊娠した12例の

妊娠までの期間は，疎通後1年以内が8例（667％）であった．選択通水で疎通性がみられた症例の妊娠例5例のうち4例がIUIまでによる

妊娠であった．【考察】選択通水はHSGで卵管閉塞と診断された症例に対して診断価値があると考えられる．特にクラミジア抗体陰性例では

選択通水で疎通性を期待できる．また，選択通水で疎通性がみられた症例に対しては，自然妊娠が期待できるものと思われる．
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不妊検査スクリーニングにおけるクラミジア抗原DNA陽性者の治療予後
●

○塩島　　聡1，青葉　幸子2，尾崎　智哉1，佐藤　和文2，渋谷　伸一1

　聖隷浜松病院不妊内分泌秤，聖隷浜松病院臨床検査部2

【目的】クラミジア感染症は本邦の女性で最も頻度の高い性感染症であるが，無症候性のことが多い．感染は子宮頚部より

上行性に進行し付属器周囲を始め腹腔内に癒着性病変を形成し，妊孕性低下の一因となる．後方視的な検討により臨床診療
におけるクラミジア抗原検査のスクリーニング結果および陽性者の治療予後を検討した．【対象】PCR法による子宮頸管ク

ラミジアDNA抗原検査はスクリーニング目的に当科受診者の全例に対して施行した．2006－2007年の2年間に当院不妊科
外来受診者し，同スクリーニング検査を行った434症例．【方法】後方視的に年齢階層別の陽性者分布を検討した．さらに

抗原陽性者について治療経過およびその予後について評価した．【結果】当院不妊科外来受診者のクラミジア抗原DNAスク

リーニングは陽性率25％（11／434）であった．対象者全体の年齢分布（中央値±SD）は33±4β歳抗原陽性者の年齢分
布は年齢32±64となり有意差を認めなかった．抗原陽性となった11例に対しては，9例（81％）で子宮卵管造影もしくは
腹腔鏡により卵管の通過性を評価しており，うち7例（63％）で少なくとも一側の卵管閉鎖もしくは付属器周囲の癒着を認

めた．アジスロマイシン単回投与による治療は11例中1例（9．0％）で抵抗性を示し，薬剤変更による追加治療を要した．

初期スクリーニング検査以降に継続して不妊治療を行った8例のうち4例は妊娠成立し，4例は治療継続中である．【考察】

当院不妊科受診者のクラミジア抗原陽性率は一般集団と比較して特別の差を認めなかった．クラミジア抗原検査は既往の感
染を反映するものではないが，受診時の抗原陽性者では高頻度に卵管閉鎖など付属器周囲の癒着所見を認め，妊孕能の低下
を認めた．

●

●

P179 射精障害に対する精子回収法の検討

○日浦　義仁1，六車　光英1，谷口　久哲’，宮城　博恵3，下井　華代3，辻　　陽子1，岡田　英孝2，森本　義晴4，

　神崎　秀陽2，松田　公志1

　関西医科大学泌尿器科1，関西医科大学産婦人科2，関西医科大学附属枚方病院生殖医療センター3，医療法人三慧会IVFな

　んばクリニックi

●

【目的】射精障害を原因とした男性不妊症の中で特に問題となるのはanejaculationである．現在われわれはanejaculation

症例に対して精管膨大部一精嚢一前立腺マッサージ（ASAP　massage），　TESEによる精子回収をおこなっている．今回anejacu－

lationを原因としASAP　massage，　TESEをおこなった症例を検討した．【対象と方法】対象は挙児希望のanejaculation症

例で，原因，精子回収法，ART，妊娠率を検討した．【結果】症例は9例．原因は脊髄損傷2例，糖尿病2例，後腹膜リン
パ節郭清術後1例，二分脊椎1例，特発性3例であった．脊髄損傷2例はTESE－ICSIをおこない2例とも受精（＋）で治
療継続中である．糖尿病を原因とする2例はASAP　massageとTESEで精子が採取できICSI予定である．後腹膜リンパ節
郭清術後症例ではASAP　massageで採取できた精子によるICSIでは妊娠にいたらず，　TESE－ICSIで妊娠を認めた．二分
脊椎症例はTESE－ICSIで妊娠を認めている．特発性では2例がASAP　massage－ICSIで妊娠を認め，1例が希望により
TESE－ICSIをおこない妊娠を認めた．【考察】anejaculationに対する精子回収法としてはASAP　massage，バイブレーター

法，電気刺激法がある．ASAP　massageは特別な機器を必要とせず，手技も簡便であり，副作用もないことからanejaculation

症例に対しては第一選択と考える．しかし脊髄損傷や二分脊椎など膀胱直腸障害のある症例では慢性的な精路感染が存在す

ることが多く，射出精子の状態は必ずしもよくない．このような症例でもまずASAP　massageで精子を採取して精子の状
態を確認したうえでTESEを考慮することがすすめられる．

●

P180 hemizona　assayと一般精液所見・CASA運動パラメーターとの関連

○鈴木　達也12，角田　啓道3，山口千恵子3，橘　　直之12，岡島　　毅12，島田　和彦12，平野　由紀12，高見澤　聡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1，自治医科大学附属病院生殖医学センター2，自治医科大学附属病院臨床検査部3

【目的】精子受精機能障害は一般精液所見からだけで予測できないことを経験する．我々はAIH不成功例の治療継続の可否，

および初回ARTの培精法を検討するためにhemizona　assay（HZA）を施行している．今回，　HZAと一般精液所見および
CASA運動パラメーターとの関連を検討した．【対象】2002年5月から2008年5月に一般精液検査・CASA・HZAを同時
に施行した203症例．conventional　IVFによる受精率はHZA陰性（hemizona　index（HZI）≧36）75症例125周期を対象
に分析した．【方法】一般精液所見により正常精液群・精子無力症（A）群・奇形精子症（T）群・乏精子症（0）精子無力

症（OA）群・TA群・OTA群に分類しHZA陽性率との関連を検討した．また，　HZIと一般精液所見およびCASA運動パ
ラメーターとの関連性の有無も検討した．さらにHZA陰性症例のconventional　IVFにおける受精率を検討した．【結果】1）

HZA陽性率は正常精液群・A群・T群・OA群・TA群・OTA群で各々33％，39％，25％，50％，50％，69％であり，OTA
群は正常精液群・T群と比較して有意に陽性率が高かった．2）HZIと一般精液所見およびCASA運動パラメーターとの関
連では，最も相関係数が高いパラメーターはSwim　up後の前進運動精子量であったが相関係数03と低値であった．3）con－
ventional　IVF　125周期中118周期（94％）は受精率50％以上であり，全体の受精率は88％と良好であった．【考察】HZI

は一般精液所見・CASA運動パラメーターとの相関性は低く，正常精液群においても33％が陽性となり，精子受精機能を
客観的に評価するためにはHZAを施行すべきと考える．また，　HZA陰性症例ではconventional　IVFにより高い受精率を
期待できる．

」
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●

P181 荻窪病院泌尿器科における低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症患者（MHH）に
対するr－hFSH／hCG療法の臨床的検討

●

●

○大橋　正和，花輪　靖雅

　荻窪病院泌尿器科

【目的】挙児希望のMHH患者に対してr－hFSH／hCG療法の臨床的検討を行った．【対象】r－hFSH／hCG療法を施行したMHH

患者5例を対象にした．年齢：30－53歳妻年齢：29－38歳結婚期間：10M－4Y．2例が汎下垂体機能低下症合併．　Kallmann

症候群症例は無し．1例がLH単独低下症1例に他施設でエナルモン注射の既往あり．LH値：0．11－229mIU／ml．　FSH値：
0．27－1．18mIU／ml．総T値：0．07－221ng／ml．精巣容積：2－6ml．　Tanner分類：G：3－5度，　PH：2－5度と男性化にバラツキ

あり．精液所見：射精不能1例．無精子症3例．乏精子症1例．【方法】r－hFSH（ゴナールFTM　150U）／　プロファシー
5000TMを週2回～3回自己皮下注し，3M毎に，総T値，　Tanner分類，精液所見を観察した．経過観察期間：6M－15M．
【結果】総T値は3M後には2．7－11．l　ng／mlに増加した．　Tanner分類は6M後に全例がG，　PHともに5度になった．精液

所見：1例の乏精子症症例は変化無く経過．1例の射精不能症例は6M後に射精（＋）となり，15M後に精液中に精子が出
現した（100万／ml）．3例の無精子症症例中2例に精液中に精子が出現した（1例は6M後200万／ml，1例は12M後100万
／ml）．総括すると無精子症症例4例中3例（75％）の精液中に精子が出現した．未だ妊娠例は得られていない．【考察・結

語】本療法はMHH症例の造精機能獲得に有用であることが示された．今後解決すべきは「無効例に対して本治療をいつま
で続行すべきか」という課題である．

P182 最近の男性不妊症外来の現状～泌尿器科医は不妊症治療に貢献しているのか？

○伊藤　直樹，宮本慎太郎1，酒井　　茂1，前田　俊浩2，田中　俊明2，塚本　泰司2

　NTT東日本札幌病院泌尿器科1，札幌医科大学医学部泌尿器科2

●

●

【目的】補助生殖技術（ART）の進歩と普及は多くの不妊症カップルに恩恵を与えてきた．その一方で，不妊治療における

泌尿器科の占める割合は徐々に狭められている印象がある．そこで，ART時代における泌尿器科医の役割を再考する目的
で最近の男性不妊症外来の現状を検討した．【対象・方法】2004年5月から2007年12月までに男性不妊症外来を受診した
新患118例を対象とした．年齢は21－59歳（平均31．7歳），不妊期間は4－180ヶ月（平均45ヶ月）．これは同時期の新患総

数5470例の22％であった．80例（72．9％）が他院からの紹介であった．診断治療成績に関してretrospectiveに解析し
た．【結果】無精子症が59例（50％）と最も多く，閉塞性が21例，非閉塞性が38例であった．乏精子症／精子無力症が32
例（27．1％），精液所見正常が19例（1仕1％），EDや射精障害が6例（51％）であった．2例は受診後未検査であった．乏

精子症／精子無力症32例中16例に精索静脈瘤が認められた．何らかの泌尿器科的治療を行ったのは55例（56．7％）で，内

25例（455％）において精子採取，精液所見改善などが認められた．一方，治療適応があるにもかかわらず23例（195％）
が治療を拒否あるいはその後未受診となっていた．【考案】ART時代を反映し，受診者の半数は無精子症であった．泌尿器

科的治療を行った半数弱に治療効果が認められ，それなりに貢献しているが未だ不十分である．また，射精障害の頻度も少

ないことから診断精度や，治療成績をより向上させるよう努力し，ART時代の不妊治療においても泌尿器科的介入の意義
があることを啓蒙する必要があると考えられた，

P183 パートナーを有する日本人女性が持つ勃起不全治療薬の意識とその背景

〇三田　耕司

　広島大学大学院医歯薬学総合研究科腎泌尿器科

●

●

（目的）パートナーを有する日本人女性が持つ勃起不全（Erectile　dysfunction：ED）治療薬に対するイメージとその背景因

子を解明する．（対象および方法）2006年9月末の時点で534，759人の登録者を有する民間インターネット調査会社を通じ

調査を行った．女性を20才代，30才代，40才代，50才代，60才代以上の5つのカテゴリーに分類し，それぞれがほぼ均
等になるように合計2593人に対しインターネット調査を依頼し1077名（415％）から回答が得られたが，そのうちパート
ナーを有する883名を本研究の対象とした．アンケートの内容は女性ボランティアの見解と既出の報告（Mita　K　et　al．
Maturitas　2007；56：216－222．）を参考に独自に作成し，　ED治療薬に関する意識性生活および社会背景因子など合計30項

目とした．（結果）883名の年代別の人数は20才代が150名，30才代が178名，40才代が183名，50才代が183名，60才
代以上が189名であった．354％（n＝313）はED治療薬に対し悪いイメージを有していた．273％（n＝241）はED治療
薬を使用してでも性生活は必要である，と回答したにとどまったが，ED治療薬の安全性や効果が理解できた場合やED治
療薬によって生活の質が向上することが理解できれば5α7％（n＝448）および571％（n－504）はパートナーによるED治
療薬の使用を認めると回答した．ED治療薬に対する情報量の不足がED治療薬のイメージに影響を与えている，とする意
識は，ED治療薬の安全性や効果，　ED治療薬による生活の質の向上が理解できればパートナーに対するED治療薬の使用を
認める，という回答の予測因子であった．（結論）パートナーを有する日本人女性は高い割合でED治療薬に対する悪いイ
メージを持ち，その背景にED治療薬に対する情報不足が影響している可能性がある．
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P184 妊孕性が判明した患者がMumps　orchitisに罹患した場合の精巣所見の推移につい
て

●

○丸山　　修」，寺井　一隆2，佐藤　　両2，芦沢　好夫2，八木　　宏2，狩野　宗英2，新井　　学2，岡田　　弘2

　社会保険蒲田総合病院泌尿器科’，濁協医科大学越谷病院泌尿器秤

【目的】ムンプス精巣炎の造精能に対する影響の検討【対象】当院および関連施設で，実子があり妊孕性がある成人男性で，

ムンプス精巣炎に罹患した7例．【方法】精巣容積，内分泌学的検査，精液検査を経時的に実施した．【結果】患側は，左側

が1例，右側が2例，両側が4例であった．精子濃度は3例が無精子症で，4例は乏精子症であったが，7例中5例で，精
子濃度が正常化し，運動率，正常形態率も正常となった．このうち2例に自然妊娠が成立した．1例は精子濃度の改善を見

たが，正常化はしなかった．1例は無精子のままであった．無精子症が続いた1例は精路閉塞が疑われ，TESEで得られた
精子をICSIに供した．【結論】ムンプス精巣炎の精液所見は自然に改善するものが多くみられる．治療には，精路閉塞の原

因となる二次感染を防ぐために，抗生剤の投与が必要である．罹患後の精液所見の一過性変化は，輸精管の閉塞ないしは精
路通過障害の可能性が考えられた．

■

●

P185 精液中活性酸素陰性化後に自然妊娠した流行性耳下腺炎性両側精巣炎後の乏精子症
の1例および精液中活性酸素測定値の臨床的意義についての文献的考察

○岩崎　　晧u，湯村　　寧24，澤田　卓人34，小川　毅彦31，斉藤　和男］，佐藤　和彦1

　横浜市立みなと赤十字病院泌尿器科1，横浜市立大学付属市民総合医療センター泌尿器科2，横浜市立大学医学部泌尿器
　科3，横浜男性生殖医学研究会1

●

【症例】24歳男性．結婚前に流行性耳下腺炎性両側精巣炎の後の精液検査を希望して近医より紹介された．初診時精巣容積

は両側15mL硬度弾性やや軟．精液検査所見は無精子症を呈し，血中FSH値は27．5mlU／mlと高値を示していた．罹患後
6ヶ月を経過して精液中に非運動性の少数の精子を認めるようになったが，その時期には精液中活性酸素は陰性を呈してい
た．罹患後，3年を経過して精子濃度10xlO6／ml以下ではあるが運動精子が出現してきたと同時に精液中活性酸素が検出さ

れるようになった．以後経過観察中に精液中活性酸素が陰性化されたが，精液所見のそれ以上の変化がないため顕微受精を

目的に不妊クリニックに紹介を行った．しかし，受診されずに罹患後5年目に自然妊娠したとの報告を得ている．文章によ

り同意を得た上で測定された，これら経過観察中の精液中活性酸素値の変化とその臨床的な意義について，特に妊娠の可能

性についての考察，併せて未処理精液にルミノール添加により得られる化学蛍光をルミノメーターで検出し，積分値を求め
活性酸素の陽性例の活性酸素値とする私たちの方法について文献的な考察を加えて報告する．

●

P186 成人で発症した特発性中枢性性腺機能低下症の経験

○寺井　一隆1，佐藤　　両1，芦沢　好夫】，八木　　宏1，狩野　宗英1，新井　　学1，丸山　　修2，岡田　　弘】

　掲協医科大学越谷病院泌尿器科1，社会保険蒲田総合病院2

【背景】中枢性性腺機能低下症は，中枢神経系に障害がありゴナドトロピンが分泌されない病態である．そのため，先天性

の中枢性性腺機能低下症では二次性徴が障害される．また，頭部の腫瘍，外傷，出血，梗塞なども原因となり，EDや造精
機能障害がおこる．adult－onsetの特発性中枢性性腺機能低下症は1997年に初めて報告された疾患概念であり，本邦におけ
る報告はほとんどない．【代表症例】症例：35歳の男性　主訴：ED　現病歴：結婚後ED精巣容積：右20m1，左20ml　FSH
lO　mIU／ml，　LH　O5mIU／ml，　T　OO5　ng／dlLHの日内変動は消失，　GnRH負荷試験HCG負荷試験で反応を認めた為，　HCG

およびr－FSHにより治療開始した．【考察】我々はこれまで本症例を含め6例のadult－onsetの特発性中枢性性腺機能低下
症を経験した．6例の平均年齢は39歳（33－47）歳ホルモン値の平均はFSH　1．95mlU／ml（1－4．8mlU／ml），　LH　O6mIU／ml

（05－09mlU／ml），　T　59ng／ml（5－87ng／mD　6例のうち3例は第2子不妊であった．治療は全症例でHCGとr－FSHの併用

にて行い，治療結果が分かっている5例のうち3例で射出精液中に精子を確認できた．これらのことより，第2子不妊やED
を主訴に受診する症例の中に，このような症例が含まれている可能性がある．

●

●
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●

P187 ゴナドトロピン療法により自然妊娠が成立した視床下部性性腺機能低下症を原因と
する無精子症の一例

●

●

○郷戸千賀子，加嶋　克則，上村るり子，山田　京子，藤田　和之，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

【緒言】低ゴナドトロピン性性腺機能低下症による造精機能障害は男性不妊の原因としては稀である．今回われわれは，視

床下部性性腺機能低下症を原因とする無精子症症例に対しrecombinant－FSH製剤を使用したゴナドトロピン療法を施行
し，精巣容量の増加・精液所見の改善を認め，自然妊娠に至った症例を経験したので報告する．【症例】38歳男性，結婚後
3年半の不妊，性交障害にて紹介受診となり，精液検査にて無精子症の診断となった．血液検査にて卵胞刺激ホルモン（FSH）・

黄体ホルモン（LH）・テストステロンの低値を認めたが，頭部MRI検査では異常所見を認めなかった．　m－RH負荷試験
にて正常反応を示し，視床下部性性腺機能低下症と診断された．hCG単独療法（2000～4，0001U／回，2回／週）を8ヶ月間
施行し，精巣容量の増加を認めたが，精子の出現は確認できなかった．このため，インフォームドコンセントを施行し，recom－

binant－FSH製剤（150～3001U／回，2回／週）併用を開始した．併用開始6ヶ月後から精液中に精子の出現が確認され，併
用療法開始約1年後に自然妊娠が成立した．現在，順調に妊娠継続中である．【結語】低ゴナドトロピン性性腺機能低下症

を原因とする無精子症は正しく診断されれば，ゴナドトロピン療法による効果が十分に期待できる疾患であり，挙児も可能
であると考えられた．

P188 大学病院での産婦人科と泌尿器科による生殖医療センター共同運用について～1症
例報告～

○宮城　博恵1，岡田　英孝2，小野　淑子2，岡田　園子2，下井　華代1，馬場真有美1，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，関西医科大学産婦人科2，関西医科大学泌尿器科3
●

●

【目的】2年前の本学会では，大学新病院開設にあたり産婦人科と泌尿器科，そして他科やコメディカルの協力体制を整えた生

殖医療センターの設置・運用について報告した．今回センター開設後初めて，夫が脊髄損傷患者のカップルでの治療を経験した

ので報告する．【症例】夫は30歳代後半で，20年前にバイク事故による腰椎圧迫骨折で脊髄損傷を受け，両下肢麻痺・膀胱直

腸障害を認めている．2年前に結婚した妻も30歳代後半であり，今回挙児希望にて当院泌尿器科に紹介受診となった．【結果】

精子凍結保存の目的で前立腺マッサージを行い，用手法的に射出精液を得て精液検査を行ったが，運動精子は全く確認できなかっ

た．そこでTESEを施行した結果，運動精子が得られたので凍結保存した．妻は産婦人科におけるインフォームドコンセント

を経て，TESE－ICSIを目的としてLong法で卵巣刺激を行った．採卵数は8個ですべて成熟卵であり，運動精子でのICSIを施
行した．6個が受精・分割したが，移植可能な胚は2個しか得られず，Day3でそれらを移植したが妊娠は成立しなかった．【考

察】泌尿器科および産婦人科が連携して受診からTESE－ICSIまでスムーズに治療を進めることができた．また治療中，妻への

心理的サポートを重要視し，不妊症看護認定看護師による積極的な支援も行った．本症例のような脊髄損傷症例の場合，射出精

子回収では良質の精子が得られないことがあると報告されている．良好胚を得るためには，TESEにより得られた運動精子の中

から，いかに良質な精子を選別してICSIに用いるかが重要であろう．今回妊娠は成立しなかったが，今後もより高倍率で精子
頭部の細部を観察することなどにより良質精子の選別に留意し，本症例の妊娠成功につなげたいと考えている．

P189 40歳以上で不妊治療を開始した症例の成績と治療方針に関する検討

○藤本　晃久，大石　　元，平田　哲也，原田美由紀廣井　久彦大須賀　穣，矢野　　哲，武谷　雄二
　東京大学医学部産科婦人科学教室

●

●

【目的】近年，結婚年齢，挙児希望年齢の上昇とともに，高齢不妊症患者の増加が問題となっている．昨年我々は，本学会

シンポジウムにおいて，40歳以上の症例のARTの治療成績について発表したが，一・方で高齢の不妊症患者に対して，　ART

を含めどのように治療を進めていくべきかという問題もある．そこで今回，当科不妊外来を40歳以上で初めて受診し，治
療を開始した症例に関する後方視的検討を行った．【対象】2001年1月から2007年12月までに東京大学医学部附属病院女
性診療科不妊外来を受診し不妊症患者として登録された，初診時に40歳以上の症例，計184症例を対象とした．なお，second

opinion目的の受診症例など，初診から1カ月以内にdrop　outした症例については，検討から除いた．【方法】結果的に妊

娠出産に至ったかどうかを治療成功の基準とし，初診時年齢，妊娠成立時年齢，初診から妊娠に至るまでの期間，妊娠に
至った治療方法について検討した．【結果】184症例中，34症例（1＆4％）が分娩に至ったか，もしくは妊娠30週以上で継

続中であった．34症例中，18例がARTによる妊娠16例がART以外の方法による妊娠であった．妊娠成立時の年齢で比
較したところ，40歳での妊娠症例7例中5例がARTによる妊娠であったが，年齢増加と主にARTによる妊娠の割合は低
下し，44歳以上での妊娠症例3例はいずれもART以外の妊娠であった．【考察】本検討においては，少なくとも44歳以上

の症例に対してはARTの有用性は認められず，卵子の老化をARTによりrecoverすることが困難である可能性が示唆さ
れた．
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P190 43歳以上の高齢女性に対する不妊治療成績の検討
●

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

43歳以上の高齢女性に対する不妊治療成績の検討【目的】結婚・出産年齢の高齢化に伴い，不妊で受診する女性も高齢化し

ている．不妊治療の成績は年齢の影響を大きく受けるから，個々の背景に応じた対応が必要である．本研究では，妊娠率が

とりわけ低下する43歳以上の高齢女性の不妊治療成績の特徴を把握することを目的とした．【方法】2003年7月から2007

年3月までに当院生殖医療センターを初診した43歳以上の女性32例（51歳：1人，43歳：18人，44歳：6人，45歳：3
人，46歳：1人，47歳：3人，48歳：1人）を対象とし，結婚年齢・不妊期間・不妊治療の種類・FSH基礎値・転帰を検討
した．【成績】1）結婚年齢は平均367±2歳と高齢であったが，30歳未満で結婚したものも6例（19％）あり，必ずしも高

齢で結婚した症例だけではなかった．2）不妊期間はばらつきがあるが平均46ヶ月と長い傾向を認めた．3）不妊治療はIVF

を選択した症例が50％と多かった．4）FSH基礎値は平均102mIU／mlと高い傾向があった．4）4例（IUI：1例，　IVF3例）
が妊娠したが，分娩まで至ったのは1例（IUI）のみで，そのほかの症例は全て，自然流産となっていた．5）32例中2例（47
歳，48歳）のみが不妊治療を継続している．【結論】高齢の症例では，平均不妊期間が長い傾向もあり，治療成績は悪い．

また妊娠に至っても流産になる確率が高いことが示唆されたが，こうした情報は不妊治療開始前にカップルに開示される必
要がある．

●

●

P191 当院におけるDD双胎の転帰

○大野　　元，波多野美里，波多野寛子，田口　智代，高木　敦志，大野　基機

　おおのレディースクリニック

【目的】2羊膜2絨毛膜性（DD）双胎の転帰を調査し，岐阜地区の周産期医療に及ぼす影響を検討した．【対象】2005年～2007

年に体外受精にて妊娠成立し，当院での周産期管理を希望したDD双胎45例を対象とした．内訳は新鮮胚移植36例，凍結
融解胚移植9例であった．【結果】周産期管理中に問題を認めず，当院で出産した症例は23例（51％）であった．1例は哺
乳障害のため新生児搬送した．2例は癒着胎盤による出血のため分娩後に高次周産期医療施設へ搬送した．分娩前に高次周

産期医療施設へ紹介した症例は22例（49％）であった．紹介症例のうち4例は母体搬送となった．22例の紹介理由は，切
迫早産7例，前期破水4例，羊水過多4例，IUGR3例，妊娠高血圧症候群3例，前置胎盤1例であった．【考察】当院では，
妊娠35週以降の分娩は対応している．しかし，DD双胎を分娩まで管理することを試みても，約半数は他院で分娩となった．

紹介症例のほとんどが，高次施設の産科病床及びNICU病床に長期間入院が必要であった．　DD双胎の増加は，岐阜地区の
周産期医療を圧迫することにつながると考えられた，

●

●

P192 不妊治療により発生した3胎以上の多胎妊娠における1絨毛膜性妊娠に関する検討

○木内　理世，松崎　利也，村上　雅博，岩佐　　武，桑原　　章，苛原　　稔

　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野

【目的】国内で不妊治療により発生した3胎以上の多胎妊娠のうち，1絨毛膜性多胎について検討した．【対象】不妊治療に

より2000～2005年に発生した3胎以上の多胎妊娠．【方法】2000年から2002年（調査1），2003年から2005年（調査2）の
期間に発生した3胎以上の多胎妊娠について，日本産科婦人科学会の生殖補助医療登録施設を対象として行ったアンケート

調査の結果を，膜性診断に着目して再解析した．【結果】IVF／ICSIによる3胎以上の多胎では1絨毛膜成分を含む多胎
（MCMP）の割合は123％であり，排卵誘発の場合の42％に比べ有意に高率であった（p＜005，調査2）．更に，調査1，
調査2ともに凍結胚（278％，2a2％），胚盤胞（349％，423％）は排卵誘発（73％，4．2％）に比べMCMPの割合が有意に
高く，調査2では初期胚（11．1％）でも排卵誘発に比べMCMPの割合が高かった．また，調査1（5．1％）に比べ調査2（11．1％）

では初期胚におけるMCMPの割合が有意に高かった．初期の流産，自然減数の発生率はTT－triple（TT）とDT－triple（DT）

の間に差はなかった（調査1，2）．DT（214％）はTT（525％）に比べ減数手術を実施する率が有意に低かった（調査2，
p＜001）．減数手術を施行した症例では，TTでは2胎にDTでは1胎に減数される場合が多かった．【考察】IVF／ICSIで
発生した3胎以上の多胎ではMCMPの割合が高く，特に胚盤胞移植や凍結融解胚移植で高率であった．また，　DTでは減
数手術実施率が低かったが，減数する場合には単胎に減数される例が多く，1絨毛膜性の双胎部分を減数しているものと思

われた．以上より，ARTの際には周産期管理が困難なMCMPの発生にも注意を払う必要があると思われる，

●

●

●
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P193 生殖医療後品胎妊娠の周産期予後

○細川あゆみ，白田　　泉，田島　敏樹，佐藤　千歳，宮内　彰人，安藤　一道
　日本赤十字社医療センター産婦人科

●

●

【目的】当センターにおける品胎分娩の現状を後方視的に調査し，また特に周産期管理に苦慮した妊娠28週未満の分娩例に

ついて臨床経過を検討した．【方法】1995年1月から2007年12月までに当センターにて分娩された56例の品胎分娩につい
て自然妊娠群と生殖医療後妊娠群に分類して周産期予後を比較検討した．【成績】総分娩数は24，417例で，品胎分娩の頻度

は出生1000あたり23であった．品胎56例のうち自然妊娠8例，生殖医療後妊娠群48例，そのうちIVF（ICSI）妊娠23
例，排卵誘発25例であった．品胎56例を自然妊娠群，IVF（ICSI）群，排卵誘発群の3群に分類して，年齢，経妊・経産
回数膜性，頚管縫縮術の有無．入院・分娩週数分娩様式，産科・内科的合併症の有無分娩時出血量，出生児体重，AP－
GARscore，膀帯血pHについて検討した．年齢は自然妊娠群で中央値30歳排卵誘発群で32歳IVF群で34歳と有意差
を認めた（P＝044）．また出血量についても，自然妊娠群で中央値610ml，排卵誘発群で802ml，　IVF群で1045mlと有意

差を認めた（P＝0．39）．膜性の内訳をみると，1絨毛膜性が2例（自然妊娠1例，IVF妊娠1例），2絨毛膜性が17例（自
然妊娠5例，IVF妊娠7例，排卵誘発5例），3絨毛膜性が37例であり，自然妊娠群は排卵誘発群・IVF群に比べ有意に2
絨毛膜性品胎が多かった（P＝011）．28週未満で分娩になった7例を検討してみると全て生殖医療後妊娠で，このうち5例
は前期破水から子宮内感染・早産となっていた．品胎全体の新生児予後をみると，168児のうちIUFDが7児（42％），新
生児死亡は6児（36％），28週未満の分娩症例ではIUFDが5児，新生児死亡は6児であった．【結論】生殖医療後妊娠群
で母体年齢が高く分娩時出血量も多いことは，周産期合併症のリスクが高くなることを示唆しており，母胎の安全性を確保
するためにも多胎妊娠の防止をすすめていくことが望ましいと考えられる．

P194 マウス半数体精子細胞に発現するACPIN1遺伝子の単離と解析

○植田　知博12，真部　寛之3，松岡　庸洋12，宮川　　康12，辻村　　晃12，西宗　義武3，田中　宏光4，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（泌尿器科学）】，大阪大学先端科学イノベーションセンター辻村プロジェク

　ト2，大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設3，長崎国際大学薬学部分子生物学研究室4

●

●

【目的】精子形成のメカニズムを解析するため，半数体精子細胞に特異的に発現する遺伝子群の解析を進めている．その中の新規遺伝

子の1つであるACPINIについて解析を行った．【方法】精子細胞分化の完了した35日齢マウス精巣cDNA　libraryから半数体精子

細胞の出現する直前の17日齢マウス精巣mRNAを差し引いたsubtracted　cDNA　libraryから，半数体精子細胞特異的遺伝子群のク

ローニングを行なった．その中の新規遺伝子ACPIN1について，全長cDNAを精巣cDNA　libraryを用い決定した．これをプローブ
としノザンプロットを行い，さらに遺伝子産物に対する特異抗体を作成し，ウエスタンブロット，免疫染色により解析を行った．【結

果】ACPINIは，2つのORFを含む約24kbのmRNAとして精巣で強く発現し，その他にも肝臓，脾臓心臓など幅広い臓器で発
現していた．精巣においては，細胞分画により半数体精子細胞特異的に発現していることが明らかになった．精巣および，副精巣の

精子細胞では，2つのORFのうち1つのみが蛋白質に翻訳され，アクロソームに局在していた（ACPIN1）．もう1つのORFは，唾
液腺で発現するスプライスバリアントmRNAの発現に合わせて，唾液腺に特異的に翻訳されていた（SAGSINI）．　ACPINIは，染色

体上に2つのEXONとして1カ所に同定される一方，そのレトロトランスポジションしたイントロンレス遺伝子が染色体上に散在し

ていた．その中でもX染色体に存在するイントロンレスACPIN1－Xlは，　ACPINIと非常に相同性も高く，精巣で微量に転写されて
いることが明らかになった．【考察】新規遺伝子ACPINIは，その発現時期，局在より精子形成や受精に重要な役割を持つことが考

えられる．ACPIN1は，　ORFを2つ持つという特徴的なmRNAとして転写される．翻訳はそれぞれの臓器で特異的であることから，

精子での翻訳制御に興味が持たれる．さらなるACPIN1の解析は，原因不明の男性不妊症の解明に重要であると考えられる．

P195 ヒト精子のミトコンドリア活性とROSに関する解析

○黒滝　陽子1，吉田　　淳12

　木場公園クリニックリサーチセンター1，木場公園クリニック2

●

■

【目的】ヒトのICSIでは運動精子を用いたときより不動精子を用いた場合は受精率が低下する．我々は体外培養で精子の運

動能が消失すると，精子核に外部から液が流入する人為的現象を捉えた．精子への外部からの液体の流入は精子機能低下に

つながるのではないかと考えた．そこでそれらの精子への影響についてフローサイトメーター（FCM）での測定系を立ち上

げた．今回は精子のミトコンドリア膜電位（MMP），精子中片部に発現しているCaspase－3（Cas－3）活性，精子内ROSの
測定について報告する．【方法】密度勾配法を用いて精子の分画を行ないフラクション毎にMMPを測定した．活性Cas－3

は，阻害作用を利用した測定系を用い，ROS検出はDCF－DAと細胞内活性酸素が反応してDCF蛍光を発する原理を用い
て測定した．いずれも蛍光標識した検体を使用した．【結果】MMPは密度勾配法での各フラクションで沈殿精製物が一・番高

い傾向にあった．また，Caspase－3の中片部における活性も高速運動率と正の相関を示した（r＝045）．　DCF－DAでの細胞

内ROSの測定でも運動率と正の相関が見られた（r＝065）．【考察】Cas－3では高速運動率と，精子内ROS活性では運動率
と正の相関がみられたことから，いずれの活性も精子の運動による中片部の機能を反映していることが示唆された．しかし

精子内ROS測定は正常な精子ミトコンドリア代謝のスーパーオキシドを含めて検出している可能性があり，代謝の過程で

生じるスーパーオキシドが検出されない他の方法を模索しなければならないと考えられた．最近の報告では，ROSからの
DNA断片化や過酸化脂質と運動率との相関が報告されていることから，今後はミトコンドリアの活性を含む中片部の機能
が何らかの形でROSのダメージを受けている可能があることを考慮しながら解析を行なっていく予定である．
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P196 ヒト精漿中に見られる細胞外DNAの不妊病態における意義

○兼子　　智1，佐藤　健二’，宮地　系典2，石川　光也1，小川真里子1，菅原　かな’，吉田　丈児1，岡崎　雅子1，

丸茂　　健2，石川　博通2，高松　　潔

東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター婦人科1
器科2

，東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター泌尿

●

【目的】造精過程における精子産生量の指標として精子濃度が挙げられるが，消去量に関する適切な指標は知られていない，我々

は精漿内の細胞外DNA断片が消去された精細胞の遺残物であり，その定量により消去細胞量を推定できるのではないかと着想し

た．本研究はまず精漿内DNA定量法を開発し，それらの不妊病態における意義を考察した，【方法】精漿内DNA鎖から酵素処理
（DNase　I，　Nuclease　Pl，内因性酸性ホスファターゼ）により新生したd－adenosine（dAdo）を2一クロロアセトアルデヒドを用

いてエテノ化し，HPLCにより定量した．不妊を主訴として精液検査を行った患者症例のうちインフォームドコンセントが得られ

た286例を対象とした．【成績】dAdo濃度は004－541　nmoL／1（平均072±084nmol／1）に分布し，個人差が大きかった．乏精子症

群（045±054nmol／1，52例）は精子濃度正常群（0．71±α84nmol／1，216例）に比して有意（p＜α05）に低かった．両群とも無精

子症群との間に有意差は認めなかった．正常形態率15％以上群（055±α43，39例），15％未満群（0．78±0．91nmol／1，239例）間

で有意差（p＜α05）を認めた．Testosterone（T），　LH，　FSHを3群（低値，正常，高値）に分類してdAdoを比較した．　T低値

群，LH高値群は正常群に比して有意（p〈α05）に低く，FSHでは低値〉正常〉高値の順に低くなった，また，　dAdoを3群（低，

中，高値）に分類して患者背景と比較した結果，低値群では中値群に比してLHとFSHが有意に（p＜0．05）高く，運動率が低かっ

た．他の因子との間には有意差を認めなかった．【結論】本研究により，精漿内DNA濃度が種々の不妊関連因子の変動と相関する

ことが示された．今後は，精漿内DNAの起源を特定し，造精機能とどのように関連するかを追求することが望まれる．

●

P197 ART成績における精子DNA損傷率検査の意義　精子DNA損傷率とICSI症例と
の関係

○山野辺千沙1，七里　泰正2，中原　裕子1，寺崎　和幸1，畑毛　一枝1，谷岡　睦美〕，松下　克子’，分野由佳里1，

　濱田　啓義1，西尾　京子1，熊谷　　恵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，大津市民病院泌尿器科2
●

【目的】我々はこれまで精子DNAの損傷率と精液所見パラメーターやART成績との関連を研究してきた，その結果，通常媒精，　ICSI，　split－

ICSIを含むART全症例での受精数良好胚数胚盤胞数とDNA損傷化率（DNA　fragmentation　index，　DFI）の間に相関が見られることを

報告した（第133回日本生殖医学会関西支部集会，演題14）．そこで今回我々はART症例のうち，対象をICSI症例のみに絞り，胚発生とDFI

との関係について検討した．【方法】2007年1月から2008年4月に当院で実施した女性年齢が38歳以下の夫婦におけるICSI38周期を対象と

し後方視野的に検証した．ICSI適応となる判断基準は，極度の乏精子症，精子無力症であり，採卵時の精子調整後に1000万／ml以上の運動精

子が回収できなかったものとした，DFI検査の方法には，　Sperm　chromatin　dispersion　testキット（Halosperm，　Halotech－DNA）を使用し，

同意を得た男性パートナーのART実施前の染色精子200精子中におけるDNA分断化率を求めた．　p≦α05を有意差ありとした．【結果】ICSI

適応となった症例の平均DFI値277±158％となった．これは当院のDFI平均値（210±1＆5％）と比較し，有意に高いことがわかった（P＝

OO48）．また，　ICSI後の胚発育との関連について，受精率や当院独自で行っている受精3日目の胚スコアの平均との相関はみられなかったが，

移植後余剰胚からの胚盤胞形成の有無における関係ではLow－DFI（≦210％），　High－DFI（＞210％）の2群においてオッズ比（95％信頼区

間）が438（α41～4702）となった．【結論】ART周期において，　ICSI適応となる極度の男性不妊症例では精rDNA損傷率は有意に高くな

ることがわかった．またこのような症例の中でDNA損傷が増加する場合，胚盤胞形成率が低下する傾向が見られた．このことより，　ICSI症

例においてもART実施前に精子DNA損傷の程度を評価し，薬物又は外科的治療によりその低下を図る意義があることが期待された．

●

P198 精巣内精子（精巣上体精子）回収術によるART治療成績

○永井　利佳1，福永　憲隆12，吉村久美子1，桑原　真弓1，佐々木美緒’，北坂　浩也1，吉村　友邦1，糸井　史陽1，

　田村　総子1，園原めぐみ’，立木　　都1，佐野　美保1，羽柴　良樹1，浅田　義正12，日比　初紀3

　浅田レディースクリニック】，浅田生殖医療研究所2，協立総合病院泌尿器科3

【目的】当院では，無精子症および重度の乏精子症を主訴とする患者に対し，精子回収術としてTESE・MESA・ReVSAを
行っている．精子回収術により得られた精子を用いた顕微授精でのART治療成績を検討したので報告する．【対象・方法】

2004年4月から2008年3月までに当院で無精子症もしくは高度の乏精子症のため精子回収術を行った113件（TESE76件，
MESA29件，　ReVSA8件）を対象とした．顕微授精を行った94症例160周期では新鮮精子による顕微授精（17症例18周
期，平均年齢332±3．2歳）と凍結精子による顕微授精（88症例142周期，平均年齢330±3．7歳）に分類し，ART治療成
績も検討した．【結果】精子回収術により運動精子が回収できた割合は540％（61／113）で，そのうちTESEは31．6％（24／

76）でMESA・ReVSA1000％（37／37）と比べて有意に低かった．　TESEで運動精子が回収できた症例のFSHは精子が回
収できなかった症例と比較して有意差は認められなかった．新鮮精子と凍結精子を顕微授精に用いた結果，受精率，D3良
好胚率，妊娠率は新鮮精子でそれぞれ700％，31．0％，5α0％を示し，凍結精子ではそれぞれ738％，48．9％，359％であっ

た．また同様に運動精子と不動精子の比較では，運動精子でそれぞれ77，1％，4＆5％，393％を示し，不動精子でそれぞれ
371％，154％，100％であった．【考察】TESEでの運動精子回収の可否はFSHなどのホルモン値だけでは予測しがたいと
思われた．精子回収術により運動精子が回収できれば，射出精子を用いた顕微授精と同等の妊娠率が得られるが，不動精子
を用いた顕微授精では運動精子に比べて明らかに低い妊娠率となった．これにより，まずは精子回収術により運動精子を得
る事が，無精子症患者のART治療では重要であると示唆された．

●

●

●
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P199 演題取り下げ

●

●

P200 担癌患者の抗腫瘍療法後の妊孕性調査

○一倉　晴彦，小松　　潔，山口　秋人

　医療法人原三信病院泌尿器科

●

●

【目的】当院では抗腫瘍療を予定された担癌患者に長期精子凍結保存をおこなっている．今回，抗腫瘍療後の担癌患者の妊

孕性につき調査検討したので報告する．【対象と方法】1997年9月から2006年4月までに，抗腫瘍療を予定された140例の

担癌患者に精子凍結保存を行なった．35例は初診時以後来院なく，残り117例に対して1年を単位として保存継続の意思を
確認し，精液検査を適時施行した．経過中，72例が精液検査を施行され調査対象とした．原因疾患は，血液疾患例（白血病

21例，悪性リンパ腫21例，多発性骨髄腫1例，骨髄異形成症候9例，無ガンマグロブリン1例）と固形癌例（精巣腫瘍16
例，縦隔胚細胞腫3例）であった．施行された抗腫瘍療法は，標準的抗腫瘍療法34例，末梢血幹細胞を用いた超大量化学
療法12例そして骨髄移植が26例であった．年齢は，27±6歳（14～42歳），精液検査施行時期は平均3．1年±15（10～＆4
年）後であった．【結果】精液所見を標準的抗腫瘍療法，超大量化学療法，骨髄移植に分けて検討した．標準的抗腫瘍療法

では，正常22例，乏精子症ll例，無精子症1例で超大量化学療法では正常1例，乏精子症6例，無精子症13例そして骨
髄移植では，正常2例，乏精子症8例，無精子症16例であった．また，経過中自然妊娠が2例，凍結精子使用が7例あっ
た．【まとめ】抗腫瘍療後の妊孕性について調査した．今回の検討では，大量化学療法，骨髄移植後に関してはかなり厳し

い結果となった標準的抗腫瘍療法後は，1例のみが無精子症で大半が回復していた．抗腫瘍療を予定された担癌患者に精子
凍結保存は，勧められるべきと考えられているが妊孕性回復に関する情報も提供すべきと考えられた．今後，抗腫瘍療後の
担癌患者の妊孕性調査に関しては，長期にわたる調査を行う必要があると考える．

P201 染色体転座を認めた男性不妊症患者についての検討

○古橋　孝祐1，石川　智基2，松田　圭子’，橋本　洋美’，苔口　昭次1，後藤　　栄1，藤澤　正人2，塩谷　雅英1

　英ウィメンズクリニック1，神戸大学大学院医学研究科外科系講座腎泌尿器科学分野2

●

●

【目的】染色体異常は，男性不妊症において重要な遺伝要因のひとつである．我々は男性不妊症患者において，染色体転座

を有する6症例を経験したので，当院における治療ならびにインフォームドコンセント（IC）について報告する．【方法】染
色体分析は末梢血リンパ球を用いたG－band法で行った．【症例1】41歳，無精子症，精巣容積（T．V．）両側16ml．　FSH，　LH，

T全て正常範囲内，46，Y，　t（X；11）（q28；q23）．　ICの後顕微鏡下精巣精子採取術（MD－TESE）施行，　Rsd．までは認

めたが，ICSI施行せず．　Johnsen　score；JS　6．常染色体一X染色体間の相互転座は30例目の報告である．【症例2】39歳
自然流産2回の後，他院にてICSIで妊娠を得たが，その後再び流産．当院受診され46，　XY，　t（4；6）（pl4；q15）．不育症

との関連性についてICし，　ICSIを計画中．【症例3】43歳無精子症T．V．両側20ml．軽度FSH高値を認めた．46XY，
t（2；16）（q33；q21）．　ICの後MD－TESEにて精巣精子回収可能であった。　JS　6．【症例4】27歳無精子症．小児期に右

停留精巣手術の既往あり，T．V．右12cc，左10cc．左精索静脈瘤を認めた．　FSH軽度高値，46XY，　t（2；18）（p16；q22）．

ICの後同意を得て，　MD－TESE予定．【症例5】29歳，他院でICSIを2回施行されるもfailure，当院を受診．精子濃度は
1～5万／ml，　T．V．両側16cc．　FSH，　LH，　T全て正常範囲内，46XY，　t（4；14）（q35；q13）．今後ICSIについてICの予定．

【症例6】43歳，前医にてICSIを2回施行されるもfailure，その後当院を受診無精子症，遠心分離にて運動精子確認T．
V．両側16ml．　FSH，　LH高値T正常値，46XY，　t（5；15）（q353；qll．2）．　ICの後，射出精子にて今後ICSI予定．【ま

とめ】染色体転座は造精機能障害の原因となりうる．たとえ精子回収，ICSI等による授精が可能であっても，遺伝カウンセ

リングにて流産の可能性，子孫への伝播を十分に説明した上でMD－TESEまたはICSIを計画することが重要である．
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P202 メタボリックシンドロームと男性不妊症例の検討

○伊東　裕子’，佐藤　晶子2，井上　善仁｜，城田　京子1，瓦林達比古1，宇津宮隆史2

　福岡大学医学部産科婦人科’，セント・ルカ産婦人科2

【目的】現在，メタボリックシンドローム（代謝症候群）は，欧米型生活習慣に代表される高脂肪食，運動不足などエネル

ギー過剰に陥りやすい生活習慣のもとで肥満が惹起され，肥満がインスリン抵抗性の原因となり，インスリン抵抗性によっ

て，糖尿病・高血圧・高脂血症などをひきおこす．今回われわれは，メタボリックシンドロームと男性生殖を検討し今後の
課題を考察した．【方法】2006年から2008年の約2年間にわれわれの施設において同意の得られた男性ll4症例に対し，空
腹時採血および精液検査，アンケートの回収をおこなって検討をおこなった．【成績】診断基準に準じたメタボリックシン
ドローム群13症例（11．9％），要注意群36症例（330％），正常群60症例（55．0％）であった．各群間で，年齢，身長，LH，

FSHに関して有意差は認められなかった．診断基準の必須項目である腹囲とともに体重，　BMI，体脂肪率，空腹時血糖，空

腹時インスリンにおいて有意差は認められなかったものの高い傾向であった．テストステロンは，メタボリックシンドロー
ム群において正常群に比べ22303versus　35016（P＜0．001）と有意に低値であり，精液検査での精液量は295　versus　3936
（P＜α05）と有意差が認められた．【結論】今回の検討から，メタボリックシンドロームのテストステロンに対する影響が明

らかとなり，男性不妊との関連性が示唆された．今後は，男性不妊症症例に対する食生活や運動の指導も含めたメタボリッ
クシンドロームの加療も不妊治療に加えていく必要があると思われる．

●

●

P203 当院における続発性男性不妊症患者の臨床的検討

○安東　　聡，塚本　　定

　筑波学園病院泌尿器科

【目的】筑波学園病院泌尿器科を受診した男性不妊症患者のうち，続発性男性不妊症を主訴とした患者の臨床的特徴につい

て検討を行うため．【対象】2005年4月から2008年5月までに当科へ続発性男性不妊症を主訴に受診した患者27人．【方法】
患者の妊娠歴，身体所見，内分泌検査，精液検査，治療，予後について調査した．【結果】男性患者の初診時年齢は38歳（29－

55），妻の初診時年齢は35歳（29－39）であった．結婚期間は7年（1．8－12），不妊期間は2．25年（1－12）であった．内分泌

学的検査はLH29（α1未満一652）mlU／mL，　FSH471（1未満一21β）mlU／mL，　PRL795（36－17．9）ng／mL，　TT444．6（441－

627．5），FT935（7．5－14）pg／mL，　E220．4（10．1－38）pg／mLであった（調査期間中にTTからFTの測定へ変更）．精液所

見は精子濃度2610万／ml（0－2億3400万），運動率27％（0－70）で，無精子症1人，乏精子症9人，精子無力症11人であっ
た．精巣静脈瘤は6人に認め，1度は4人，2度は1人，3度は1人であった．精巣容量は右18ml（10－26），左18ml（8－24），

平均18ml（9－24）であった．男性側の最終診断は異常なし7人，乏精子症9人，精子無力症9人，包茎1人，下垂体腺腫
術後のmale　hypogonadotropic　hypogonadisml人であった．女性側の診断は異常なし7人，異常あり9人，不明10人であっ

た．治療は薬物療法12人，包茎手術1人，ART11人（ICSI4人，　IVF3人，　AIH3人，不明1人）であった．予後は3組で
妊娠に至った（IVF1人，　ICSII人，自然妊娠1人）．

●

●

P204 有害微量ミネラル元素の不妊要因に及ぼす影響

○合阪　幸三，高橋　敬一，近藤　俊彦，生川　伸二，直原　廣明，市川　文雄，北村　　凌，中村佐知子，中山　　毅
　金森　崇修，早田　孝徳，白須　宣彦，江尻　孝平，鈴木　史明，森田　福栄
　不妊・微量元素研究会

【目的】人体には微量のミネラルが存在しており，必須ミネラル元素と呼ばれる生存に欠くべからざるものがある一方，水

銀や鉛などに代表される有害なものも含まれている．今回我々は有害微量ミネラル元素と各種不妊要因との関係を多施設に
おいて調査研究した．【方法】十分なインフォームドコンセントを行い，同意の得られた日本全国16施設の不妊症患者（2

年以上の治療歴を有する症例，女性：660例，男性：651例）を対象とした．症例より毛髪（0．1g）を採取し，毛髪中の有害
ミネラル（水銀，鉛，ベリリウム，カドミウム，アルミニウム，砒素）をICP－MS法により測定し（ら・べるびい予防医学
研究所，東京，測定感度：parts　per　quadrillion，千兆分の1），不妊症例の各種不妊因子との相関を多変量解析により検討

した．不妊ではない女性：161例，男性：147例についても毛髪中の有害ミネラルを測定しコントロールとした．【成績】女
性の不妊要因では，子宮内膜症と毛髪中の水銀（odds　ratio：α126，　chi－square：3B8，　p＝0，049），およびカドミウム（odds

ratio：0034　chi－square：1005，　p＝0002）との間に有意の相関が得られた．その他の因子には有意の相関は認められなかっ
た．男性因子では，精子の運動性と毛髪中の水銀（odds　ratio：0009，　chi－square：390，　p＝0．048），およびカドミウム（odds

ratio：α003，　chi－square：427，　p＝0、039）との間に有意の相関が得られた．男女とも毛髪中の有害ミネラル濃度は正常範囲

で，異常高値を示した症例は存在しなかった．【結論】水銀とカドミウムは子宮内膜症の発症および精子の運動性に影響を

及ぼす可能性が示唆された．以上より，有害ミネラル元素は微量の変化でも不妊因子に影響を及ぼす可能性があると考えら
れた．

●

●
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P205 レボノルゲストレル（LNG）単独療法による緊急避妊の作用機序一厚生労働科学
研究（子ども家庭総合研究事業）中間報告

●

●

○矢野　直美】，大須賀　穣2，矢野　　哲2，藤本　晃久2，藤原　敏博2，北村　邦夫3，武谷　雄二2

　池下レディースクリニック広小路1，東京大学産婦人科2，日本家族計画協会3

【目的】LNGによる緊急避妊はYuzpe法と比較して同等以上の有効性を有し，副作用が少ないことが報告されている．本研

究では研究倫理委員会の承認のもとにLNGによる緊急避妊の作用機序を検討した．【対象】緊急避妊を希望する性交後72
時間以内の正常月経周期女性．【方法】来院時にインフォームド・コンセントを得てLNG（α75mg）2錠を投与した．投与
前および投与後1週間毎に血中ホルモン値測定，経膣超音波検査を施行し，3週間後あるいは出血・月経がみられるまで追
跡した．【結果】症例（n＝55）の年齢：27±6歳（mean±SD）．投与時期：月経19、1±71日目，性交後272±192時間．来

院時の卵胞径及びP4値より，第1群：卵胞期；卵胞径16mm未満かつP4〈10ng／ml（n＝17），第2群：排卵期；卵胞径16
mm以上あるいはP4：HL25ng／ml（n＝9），第3群：黄体期；P4＞25ng／ml（n＝29）に分類した．第1群は，9例で排卵
が抑制され6日以内に出血があり（E2：32－71pg／ml），4例で排卵は抑制されず6日以内に出血があり（E2：83－126pg／ml），

4例で排卵は抑制されず月経開始時期にも影響はなかった（E2191－155pg／ml）．第2群のうち投与時に発育卵胞を認めた5

例は，1週間後には排卵後であった．また，第2群では排卵後の黄体機能，月経開始時期に影響はなかった．第3群では月
経開始時期に影響はなかった．第2群で1例妊娠したが（IU％），文献的に予想される自然な妊娠率と比較して低かった．
【考察】投与日が卵胞期初期でE2低値の症例では早期の消退出血を来した．投与日が排卵期では卵巣機能・子宮内膜への影

響は確認できないが，卵管精子輸送能，受精・着床環境への阻害作用を有する可能性もある．本研究がLNGの早期承認の

一助となることを期待する．

P206 遅発思春期に対する10代女性における骨代謝の評価

○本田　智子，田浦裕三子，岡村　佳則，本田　律生，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分野

●

●

【目的】遅発思春期に対する治療は性ステロイドホルモン補充を原則とするが，挙児希望のない10代では小児科で経過観察

されていることが多い．しかしながら10代は骨塩量のスパートが起こる時期であり，その時期の持続的な低エストロゲン
（E）状態は骨塩量低下を招く恐れがある．今回我々は遅発思春期を主訴に当科思春期外来を受診した10代女性の，内分泌

状態および骨代謝について評価を行ったので報告する．【対象】2006年1月から2008年4月までの間に遅発思春期を主訴に
受診した症例のうち，E補充による治療歴がなく，他の内分泌疾患のない10代女性の4症例を対象とした．　Turner症候群
は除外した．【方法】二次性徴の程度はTanner分類で評価した．また，経腹超音波断層法またはMRI検査にて子宮，卵巣

の評価を行った．骨密度は腰椎骨密度で評価し，骨代謝マーカーとして尿中NTxと骨型ALPを測定した．【結果】4症例
のうち2例は原因不明，2例は消化管の吸収障害が基礎疾患にあった．初診時の年齢は14．3±26歳身長は1435±115cm
で一25SDに相当した．いずれの症例も骨端線の閉鎖は認められなかった．乳房発育および恥毛発育はいずれもTanner　I度

からII度で思春期発来前と考えられた．内分泌学的にはいずれもhypogonadotropic　hypogonadismの状態（E2：6．2±29pg
／ml）であった．画像診断では子宮の発育不全が認められた．骨密度はT値が60．7±40％と低値であり，尿中NTxと骨型
ALPはいずれも年齢の割に高値を呈していた．【考察】思春期遅発の症例では，低身長に加えて子宮の発育不全と骨塩量の

低下および骨代謝の克進が認められた．思春期遅発に対するE補充は，骨端線の閉鎖に注意しながら適切な時期に開始する
必要があると考えられた．

P207 17α一hydroxylase／17，20－lyase　deficiencyの1例

○吉田　至幸，北島　道夫，三浦　生子，三浦　清徳，カーンカレクネワズ，平木　宏一，井上　統夫，増崎　英明

　長崎大学医学部産婦人科

●

●

【緒言】17α一hydroxylase／1720－lyase　deficiencyは先天性副腎過形成の一型で，無月経高血圧，電解質異常，性成熟障害

等を呈するが，臨床症状の程度は多彩であり，軽症では診断が困難な場合もある．今回，血中プロゲステロン基礎値の持続

高値から本疾患を疑い，各種ホルモン検査を行い診断した1例を経験したので報告する．【症例】症例は現在25才，19才時

に原発性無月経の精査目的で当科へ紹介された．視床下部性無月経と診断され，ホルモン補充療法を開始された．24才時に

結婚し挙児希望があったため，薬物療法を中止し無月経の原因に関して再評価を行った．血圧は149／94mmHgで，乳房発
育は正常範囲内であったが，恥毛・腋毛はあるものの薄く，超音波検査で右付属器に6cm大の嚢胞があり，子宮は小さく
内膜は菲薄であった．血清E2，242pg／mL；P4，6．1　ng／mL；FSH，64miu／mL；LH44miu／mLで，　EP合剤を再開したとこ

ろ嚢胞は消失した．内服を中止しhMGを投与したところ，卵胞発育を認めたが，　P4の持続的な上昇を認めた．各種ホルモ
ン検査を行ったところ，コルチゾール，レニン，アンドロゲンおよびカリウムは低値でDOCは高値であり，17α一hydroxylase

／17，20－lyase機能低下が疑われた．その後グルココルチコイドの補充療法を開始したところ，血圧は低下し，プロゲステロ

ンの上昇も消失した．その後hMG療法を行ったところ，排卵は認められたが，子宮内膜は非薄で妊娠は成立しなかった．IVE－

ETで胚凍結を行い，　HRT周期で融解胚移植を行うこととし，現在治療中である．また，遺伝子変異についても現在精査中
である．【結論】17α一hydroxylase／1720－lyase　deHciencyはまれな疾患であるが，軽症例を含めると月経異常を呈する女性

には一定の割合で存在することが考えられる．診断には身体所見とホルモン検査ならびに遺伝子変異の検索が重要である
が，プロゲステロン基礎値の測定は，簡便で診断に有用であると考えられた．

●
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P208 機能性内膜を有する非交通性の副角を認めた単角子宮の4例

○中村　裕美，木原　真紀，川野みどり，碓井　宏和，藤田　真紀，松井　英雄，生水真紀夫

　千葉大学医学部附属病院婦人科

機能性内膜を有する非交通性副角子宮では，副角からの月経血が卵管から腹腔内へ逆流し，月経モリミナ様の症状や内膜症

を発症する．最近，われわれは，機能性内膜を有する非交通性副角子宮の4症例（16－27歳）について，月経痛および慢性

骨盤痛の軽減および内膜症腫切除を目的として手術を施行する機会を得た．臨床像と腹腔内所見および術式などとの関連に

ついて考察を含めて報告する．初診時の主訴は，4症例とも月経痛であり，いずれも術前に，画像診断により非交通性副角

子宮と診断されていた．術前の解剖の把握にはMRIが有用で，機能性内膜の存在もMRI　T2強調画像により確認すること
が可能であった．この内膜像と単角子宮内膜との連続性がないことから，非交通性と診断することが可能であった．副角は
3例で右側に，1例で左側に認められた．3例に片側の腎欠損があり，いずれも副角と同側の腎に欠損を認めた．副角側の子

宮付属器には，全例で周囲癒着と内膜症が認められた．3例に副角子宮から延びる卵管の腫大を認めた．1例では内膜症腫
の形成が認められた．いずれの症例でも単角子宮側の付属器には，癒着や内膜症所見を認めなかった．既婚例が2例あり，
いずれも過去に自然妊娠が成立していた．全例で，内膜症病巣と卵管を含めて副角を切除した．子宮内腔が比較的広かった

1例では，副角内腔を解放して内腔に連続性のないことを確認した上で副角の切除を実施した．単角子宮や副角子宮では，
子宮外妊娠が多いとされる．機能性副角子宮に妊娠が成立した場合子宮破裂をきたすことがある．逆流性と思われる内膜症
を発症し，月経痛や骨盤痛が進行性に悪化する症例も多く，手術による治療が行われる．

●

●

P209 不妊治療中に子宮内膜癌と診断し，保存的治療後に妊娠に至った1例

○山本　尚子1，武信　尚史2，堀内　　功2，小林眞一郎1，小森　慎二2，香山　浩二2

　Kobaレディースクリニック▲，兵庫医科大学産科婦人科学教室2

近年，若年性子宮内膜癌は増加傾向を示し，妊孕性温存および挙児を希望する例も増えている．若年性子宮内膜癌に多いエ

ストロゲン依存性のtypelでは黄体ホルモン療法が有効で，適応症例で奏効すれば子宮温存も可能である．今回，不妊治療
中に子宮内膜癌と診断し，保存的治療の後に再度不妊治療を行い妊娠に至った症例を経験したので紹介する．【症例】H15

年9月（32歳）に約1年半の不妊期間を経て初診．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）および夫の乏精子症と診断しAIHを7回
施行するも妊娠せず，m6年9月およびHl7年4月にICSIを施行したがいずれも妊娠には至らなかった．良好胚を移植し
たにもかかわらず着床が成立しなかったため，同年12月に子宮鏡検査を行ったところ子宮内膜の著明な増殖を認め，内膜
組織診にて子宮内膜癌と診断した，高次医療機関での精査の結果，子宮内膜癌Ia期，高分化型類内膜腺癌（G1）と診断さ
れ，十分なインフォームドコンセントのもとに子宮温存療法が選択された．Hl7年10月よりMPA　600－800mg／day投与を
開始，Hl8年10月に寛解となり妊娠を許可された．胚盤胞を凍結保存してあったため，　H19年2月，　clomiphene－FSH療
法による排卵周期に凍結融解胚盤胞移植を行うも妊娠に至らなかった．子宮内膜癌治療後より子宮内膜の発育が不良となっ

たため，同年4月からビタミンE　600mg／dayを投与開始したうえで，6月にホルモン補充周期において凍結融解胚盤胞移
植を行ったところ妊娠に至った．妊娠中は著変なく経過し，平成20年3月，妊娠40週3日にて健常児を経膣分娩した．同
年5月末現在，分娩後2ヶ月経過しているが子宮内膜癌の再発兆候は認めず保存的に経過観察中である．

●

●

P210 光が胚の発育に及ぼす影響

○是兼　真子，岩山　　広，原　　隆夫，平井　葉子，床並　香織，山下　正紀

　山下レディースクリニック

【目的】現在，不妊治療においてARTは有効な治療法の一つとなっている．その一方で，卵子や胚を体外で操作，培養する
必要があり，生体内では受けることのない光や温度等のストレスを胚が受けている可能性がある．ハムスター（Seo　et　al．

2007）やマウス（Takenaka　et　al．2007）では，胚の顕微鏡操作の際に赤色フィルターを用いることで良好な胚発育が報告

されている．そこで，我々は卵子および胚の顕微鏡操作における赤色フィルターの有効性を検討した．【対象】2008年4月

から5月にICSIを行った平均年齢351歳，平均ART回数2の回の16症例16周期を対象とした．【方法】同一症例にて採
卵できた卵子をランダムにvisible　ray区，　red　ray区の2群に分け，　ICSIを行った．また，その後の観察についてもvisible
ray区は通常顕微鏡光下で，　red　ray区では赤色フィルター光下で行った．【結果】visible　ray区，　red　ray区における受精

率，分割率，桑実期胚率，胚盤胞期胚率，形態良好胚盤胞期胚率は｛74．1（40／54），814（48／59）｝，｛975（39／40），95β（46

／48）｝，｛179（7／39），1α8（5／46）｝，｛41D（16／39），543（25／46）｝，｛5．1（2／39），21．7（10／46）｝であった．また，　visible

ray区，　red　ray区におけるDay3のフラグメントをVeeck分類で評価した結果，　G1は2＆1（9／32），3軌4（15／38），　G2は2＆1

（9／32），2＆9（11／38），G3は156（5／32），23．6（9／38），　G4は28．1（9／32），7．8（3／38）であった．【考察】顕微鏡操作に赤

色光フィルターを用いる事でフラグメントの割合が低下し，より良好な胚が得られる可能性が示された．

●

■
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P211 近赤外線法（NIR）を用いた培養液中代謝物の解析による胚評価の試み

○森田　　大，伊藤　秀行，島崎　精恵，小川　尚子，山下　直樹，竹原　祐志，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】当院は多胎防止を目的とし原則的に1胚移植を実施しているため，移植可能な胚が複数得られた場合，良好胚を選

択する必要に迫られる．しかし形態学的評価のみで，個々の胚の生殖能を正確に評価することは難しい．今回，我々はNear
Infrared（NIR）分光学アプローチを用いて，胚培養後の培養液中の化学組成を分析し，　Viability　Score（VS）に換算し単

一胚移植における形態学的評価との比較を行ったので報告する．【対象】インフォームドコンセントの得られた2006．ll．23～

2006．125採卵の単一・胚移植患者181周期【方法】形態学的に正常と判断した受精胚を20μ1のマイクロドロップ（Quinn’s　Ad－

vantage　Protein　plus　Cleavage　medium）で個別培養を行い，28～30時間培養後に回収し，近赤外線法（Near－infrared　analy－

sis）により培養液中の代謝物の測定を行った．　oH，　sH，　cH，　NHなどの化学組成特有の波長から得られた数値を基にvs

を算出し，移植後の胎児心拍（FHB）の有無を基に，形態学的評価との比較を行った．【結果】VSはFHB（＋）群032±0．14，

FHB（一）群0．25±0．14であった．それぞれの評価法の統計学的精度はNIR評価群657％，形態学的評価群265％であり，
両群間に優位な差があった．【考察】従来の形態的な評価のみでは判断が困難な場合でも，NIRによる代謝物測定判断を加

えることにより，より良好な胚の選択が可能になることが示唆された．NIRによる評価法は胚に対し非侵襲的であり，測定

必要量も7～10μ1と少なく，測定時間も1分以内と短時間のため，胚評価におき実用的な方法と考えられた．今後は更に検
討を加え，胚の評価のみならず培養液の改良などのその他の方面にも応用して行く予定である．

P212 Laser　assisted　hatching照射方法の比較検討

○赤松　芳恵，奥　　裕嗣，橋本　　周，佃　　笑美，原馬　尚子，濱　　聡子，大住　哉子，辻　　陽子，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

●

●

【目的】Assisted　hatchingの方法については様々な報告がされているが，最近ではその安全性と簡易性からLaser法が広く

普及している．Laserの照射方法も多様であるが，本研究では胚の透明帯周囲1／4を菲薄処理した群（菲薄群）と一部を開

孔した群（開孔群）で移植後の妊娠率および着床率を比較した．【対象と方法】2008年2月から2008年5月までに当院にお
いて初期胚移植（凍結融解胚移植および新鮮胚移植）を行った症例のうち，［1］透明帯が厚い［2］年齢35歳以上［3］凍

結融解胚移植［4］IVF3回目以降の条件が1つ以上該当した108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
後に実施した．対象を無作為に開孔群と菲薄群に分け，胚移植の3～4時間前にLaser法によるAssisted　hatchingを施行し，

胚移植後の妊娠率（胚移植後14日目の血中hCG≧250　mIU／mL）および着床率を比較した．菲薄群，開孔群ともにZIROS－
tk　laser　system（HAMILTON　THORNE　BIOSCIENCES）を使用し，300μsecのLaserを数回照射して行った．【結果】新
鮮胚移植の妊娠率，着床率は開孔群でそれぞれ36B％（7／19），20．6％，菲薄群でそれぞれ31．3％（5／16），14B％であり両

群間に有意な差は認められなかった．凍結融解胚移植の妊娠率，着床率は開孔群でそれぞれ265％（9／34），ll．5％，菲薄群

でそれぞれ3＆5％（15／39），30．1％であり菲薄群の着床率は開孔群に比べ有意に高い結果となった（P＜Om）．【まとめ】凍

結融解胚においては，Assisted　hatchingは透明帯のinner　layerまで開孔する方法よりも，より自然なHatchingの過程が
想定される，inner　layerを残して菲薄する方法が着床率の改善に有効であることが示唆された．

P213 子宮内膜におけるPAR－2　agonistによるケモカイン産生調節について

○古川　雄一，河野　康志，奈須　家栄，弓削　彰利，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科学教室

●

●

【目的】Proteinase－activated　receptor（PAR）は，特定のプロティナーゼにより特異的に活性化される受容体である．　PAR

ファミリーとして4つの受容体がクローニングされているが，PARI急4がトロンビンによって活性化されるのに対して，　PAR

2　は，トリプターゼ，トリプシン，血液凝固第VIIa，　Xa因子などによって活性化されるが，トロンビンでは活性化されな
い．子宮内膜におけるPAR－2の機能はこれまでほとんど報告されていない．我々は，　PAR－2　agonist刺激によるケモカイ

ンの産生調節及び，細胞内のextracellular　signal－regulated　kinase（ERK）1／2のリン酸化について検討した．【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．細胞を種々の濃度のPAR－2　agonist

で刺激し，ELISA法により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ERK1／2のリン
酸化について検討した．【結果】子宮内膜間質細胞においてPAR－2　agonistの添加でGRO一α，　IL－8，　MCP－1の産生が促進
された［GRO一α；control：7α4　pg／ml，　PAR－2　agonist　l　mM：216．5　pg／m1（p＜0工11），　IL－8；control：215．6　pg／ml，　PAR－2

agonist　l　mM：25378　pg／ml（p＜α01），　MCP－1；contro1：9278　pg／ml，　PAR－2　agonist　l　mM：1659ユpg／ml（p＜0．01）］．

さらに，トリプターゼの添加でERKI／2のリン酸化を認め，トリプターゼとPAR－2　antagonistの同時添加でERKI／2のリ
ン酸化が抑制された．PAR－l　antagonistの同時添加では抑制されなかった．【まとめ】今回の結果からトリプターゼはPAR－

2を介してERK1／2を活性化し，　MAP　kinaseの経路を経てGRO一α，　IL－8の産生を促進している可能性が示された．以上

より，トリプターゼは子宮内膜における白血球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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P214 コレステロール硫酸によるヒト子宮内膜のWntシグナル活性化とその意義

○中澤　史子，百枝　幹雄，廣井　久彦，伊藤　正典，堤
　東京大学産婦人科学教室

亮，小泉美奈子，矢野　　哲，武谷　雄二

【目的】ヒト子宮内膜においてコレステロール硫酸（CS）が着床期に特異的に増加する．近年，　Retinoic　acid　related　orphan

receptor　alpha（RORα）がCSの受容体であることが報告された．　RORαはヒト子宮内膜に発現しておりCSにより増加す

ることも明らかとなった．今回我々は，プロモーター領域にROR応答配列をもつ遺伝子Sulfatasel（SULFI）の発現，及
びその機能であるWntシグナル活性化，アポトーシスの誘導に対するCSの作用を検討した．【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，SULFIの局在をin　situ　hybridization法により確認し，分離i培養した上皮細胞（EECs）間

質細胞（ESCs）のSULFI　mRNA発現に対するCSの作用を定量的RT－PCR法にて検討した．　Wntシグナル伝達因子βcat－
eninの蛋白発現量変化と細胞内局在変化を検討するため，　CSを添加したESCsのWestern　blotting法（WB法），組織免疫

法を行った．ESCsにCSを添加し，細胞増殖試験とCaspase　3／7活性を測定し，ヘキスト染色法を用いてESCsの核の形態

変化を検討した．【結果】SULF1はヒト子宮内膜上皮及び間質ともに発現を認めた．　ESCsのSULFI　mRNA発現量はCS
添加後3，6時間で各々5倍，4倍に増加した．ESCsのβcatenin蛋白質はCS添加後24，48時間で増加し，核内に集積し
た．ESCsでCS添加48時間後にCaspaseの活性が優位に増加し，ヘキスト染色で核のクロマチン凝集を確認した．【考察】
CSはヒト子宮内膜においてWntシグナルを活性化しアポトーシスを誘導することが明らかとなった．その作用はRORαを
介したSULFI発現増加によるものである可能性が示唆された．

●

●

P215 着床不全患者における子宮内腔MMp測定の有用性

○保坂　　猛，堤　麻由子1，逢澤　純世1，町屋　　礼▲，大沼　　舞，阿部亜佳音1，秋元　　諭】，工藤　智子1，

　武田　信好1，吉井　紀子1，稲垣　　昇2，小田原　靖1

　ファティリティクリニック東京1，セントウィメンズクリニック2

【目的】ARTにおける着床不全の原因の多くは卵側因子，胚質低下にあると考えられるが，子宮内膜局所因子の関与につい

てはいまだ不明な点が多い．Inagakiらは子宮内Matrix　metalloproteinase（MMP）活性が反復着床不全例で高いことを報

告した．今回我々は，反復着床不全症例を対象に子宮内MMP活性を測定し，陽性例に対する治療予後を検討したので報告
する．【対象と方法】平成18年1月から平成19年12月までの2年間で，形態良好胚を2回以上移植して妊娠に至らなかっ
た305症例に対して子宮内MMP活性を測定した．非刺激周期の黄体中期にInagakiらの方法を用いて子宮腔内を洗浄し，

洗浄液からMMPをZymographyにより検出し，　scoringを行った．すべての患者には検査の同意を得た．　MMPscore5点
以上を陽性とし，陽性例には抗生剤とステロイドを10日間投与し，再検査を行った．投薬後のARTで妊娠に至った症例に
つき検討した．【結果】検討対象305例（平均年齢355歳）においてMMP陽性は45例（147％）であった．そのうち43
例に治療を行い，35例（814％）が陰転化した．17例（4＆6％）が後のARTで妊娠に至った．また，陽性例のうち子宮筋
腫・内膜ポリープ・腺筋症の患者である11例中9例は外科治療を行わず，5例が妊娠．内ARTで3例が妊娠に至った．一
方，MMP陰性261例中，118例（452％）がその後のARTで妊娠．子宮筋腫・内膜ポリープ・腺筋症の患者21例は外科
治療を行わず18人が妊娠に至った．【結論】反復着床不全症例に対して子宮内MMP検査を行い，15％に陽性を認めた．陽

性例に対し，抗生剤＋ステロイド治療を行ったところ，その後のARTで高い妊娠率を得られた．以上の結果より反復する
着床不全患者に対して，本検査は有用であると考えられる．

●

●

P216 分割胚移植における発育速度評価の有用性に関する検討

○和田　恵子，瀬川　智也，福田淳一郎，宮内　　修，坂本　恵美，菊池　理仁，森田　　大，内山　一男，山下　直樹，

　渡邊　芳明，勝股　克成，小林　　保，河内谷　敏竹原　祐志，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

【目的】分割胚の形態学的評価法としてVeeck分類は広く用いられているが，早期分割や多核の有無も胚の予後因子として

報告されている．当院では胚の発育速度と形態所見より独自の分類を採用しているが，評価項目の増加がラボワークを煩雑
にしていることも事実である．分割胚移植における発育速度評価の有用性について，Veeck分類との比較をもとに検討した．

【対象および方法】平成19年4月から平成20年4月までに当院で説明と同意の上Day2単一胚移植をおこなった周期中，当
院分類およびVeeck分類の両方で胚のGrade評価を行った1252周期（2～3cell胚171周期，4～8cell胚1081周期）につい
て移植周期あたりの妊娠率（血中βhCG値＞20mIU／ml）を調べた．対象はすべて43歳以下，移植時内膜厚8mm以上の症
例とした．当院分類では発育スピードを評価するために，Dayl　16：00とDay28：00の分割状態を観察し，形態学的評価と
あわせてscoringした．【結果14～8cell胚移植でのGrade別妊娠率（Gl～G4）は当院分類で34．6％，2α7％，113％，143％，

Veeck分類で36．2％，276％，216％，152％と，　Veeck分類によりGradeと妊娠率との相関性が認められた．2～3cell胚
でのGrade別妊娠率（Gl～G4）は当院分類で0％，0％，0％，α3％，　Veeck分類で65％，8．5％，59％，133％と両分類で
Gradeと妊娠率に相関は認められなかった．【考察】4～8cell胚の場合，発育途中のスピードを確認する必要性は低く，移植

時の胚の形態学的所見のみで十分であると考えられた．一方，発育速度の遅い2～3cell胚の場合は逆に形態学的評価は不要
であると考えられた．

●

●
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P217 当院における移植胚選択基準の検討

237（361）

○福富　紀子，宮田　広敏松葉　純子，小泉あずさ，横田麻里子，橋口　綾乃，日貝　千春，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

●

●

旧的】近年，単胚移植が主流となる中，1個の良好胚を選別する事が重要と考えられる．そのため胚移植を行う上で明確な

胚の選択基準が必要となる．今回，我々は分割胚および胚盤胞移植において移植胚選択基準の検討を行ったので報告する．

【方法】2004年1月から2008年3月までに当院にて培養3日目の分割胚を移植した185周期（Day3ET周期），培養5日目
の胚盤胞を移植した247周期（Day5ET周期）を対象とした．対象周期をearly　cleavage（EC）のみ移植したEC群と，　EC
胚が移植胚に含まれないNEC群に分けて，さらに培養3日目の分割胚と培養5日目の胚盤胞を形態学的に良好胚と不良胚
に分けて着床率を検討した．【結果】Day3ETにおいて，　EC群で良好胚を移植した周期の着床率は32B％，　NEC群で良好
胚を移植した周期では145％であり，EC群のほうが着床率は有意に高かった．　Day5ETにおいて，　EC群で良好胚を移植
した周期の着床率は36．7％，NEC群で良好胚を移植した周期は37B％と，同等な着床率であった．また，　EC群で不良胚し
か移植できなかった周期の着床率は11B％であり，　NEC群で良好胚を移植した着床率より有意に低かった．【結論】初期胚

移植において，良好胚を移植する際にEC胚の方が着床率は有意に高いことから，胚選択基準としてECを考慮すべきと考
えられた．一方，胚盤胞移植において，良好胚を移植する際にECの有無は着床率に関与しないことから，胚選択は形態学
的基準に基づいて行われるべきと考えられた．

P218 低刺激採卵周期における回収卵子個数別卵子発生能についての検討

○伊藤　基樹，沖村　匡史，菊池　理仁，森田　　大，青野　文仁，桑山　正成，河内谷　敏，瀬川　智也，竹原　祐志，

　加藤恵一，加藤修
　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】本来ヒトは単体動物であるため自然に排卵される卵子は周期あたり1個である．しかしながら体外受精においては卵巣刺

激により複数の卵胞から卵子を回収しており，回収されたそれらの卵子が同じ発生能を有しているのかどうかは明らかにされて

いない．今回，当院低刺激採卵による回収卵子のIn　vitroおよびIn　vivoの成績を回収卵子個数別にレトロスペクティブに解析し，

卵子1個あたりの発生能を検討したので報告する．【対象】2006年1月から2007年11月までの間に当院を受診し，同意の得られ

た患者で，卵胞液量30ml以上の卵胞から回収された正常卵子数が1，2，および3個であった7491周期（患者平均年令39．3±47
歳）を対象とした．【方法】当院低刺激採卵法（Teram⑪tα2007）にて，回収された卵子は，1，2，および3個の3群に分け，　C－

IVFあるいはICSIにより媒精し，雌雄両前核の確認後，胚盤胞発生までのIn　vitroの成績を検討した．胚移植においてはDay2
における新鮮単一一胚移植によりIn　vivoの成績を検討した．【結果】各群における受精率はそれぞれ81．7，7a9，および775％，分

割率は91．5，912，および9aO％，胚盤胞発生率53．9，53Lおよび540％であり，受精率，分割率，胚盤胞発生率においては各

群間で有意な差を認めなかった．Day2新鮮胚単一胚移植後の各群における妊娠率（GS），ならびに出産あるいは妊娠継続中の率

はそれぞれ，2a2，1＆4，および21．1，ならびに174，133，および106であり，妊娠率において各群間で有意な差を認めなかっ

たが，Day2新鮮単一胚移植後の出産あるいは妊娠継続中の率は，回収卵子数1個の群が，他の群に比べて有意に高かった。（p＜
005）【結論】低刺激採卵周期で得られた卵子は，In　vitroでは回収卵子個数にかかわらず，高い発生能を有することが明らかと

なった．さらに回収卵子1個あたりの出生率は，1個群において最も高く，卵巣刺激は最小限で十分であることが示唆された．

P219 c－IVFにおけるヒト非分割卵の後方視的原因解析

○高山　　修，斉藤　江莉，松永　陽子，大塩　達弥

　医療法人社団愛賛会東京ベイレディースクリニック

●

●

【目的】c－IVF治療周期において，卵が非分割であった原因が追究されることは少ない．我々は非分割卵の細胞骨格，染色

体の状態を観察し，後方視的に原因を考察した．【対象・方法】患者への十分なインフォームドコンセントを行った後，廃

棄および観察許諾が得られた非分割卵（38症例，134個）を対象とし，細胞骨格染色体の状態を観察した．胚は2％パラ
ホルムアルデヒドで固定した後抗αチューブリン抗体で反応させ，Alexa－nuor488標識した二次抗体で処理した．核染色
にはPropidium　Iodide（PI）を用いた．胚の観察は共焦点レーザー顕微鏡を用いて行った．【結果】観察した非分割卵のう

ち，精子進入を認めたものは119％，不進入70．1％，多精子進入22％，精子進入不明157％であった．また，8＆3％の卵
においてなんらかの紡錘体異常を認め，最も頻度が高かったのは染色体不整列と紡錘体の形態異常（500％）であった．卵

の核が確認できない，または核がfragment化したものは，216％あった，精子進入卵の750％にPremature　Chromosome
Condensation（PCC）を認めた．【考案】c－IVFにおける卵非分割は，精子不進入が主たる原因であると推定された．また

卵紡錘体に高率に異常が観察された．本解析は媒精後2－3日目の卵を固定，観察しているため，培養過程における卵の経時
劣化も考慮に入れる必要がある．卵非分割の原因は，精子側の卵進入能，卵側の精子受容能および両者の異常である可能性
が考えられた．



238（362）

P220 国内における子宮内容清掃術についてのアンケート調査

日生殖医会誌53巻4号

●

○東口　篤司1，逸見　博文1，金澤　朋扇1，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］全国における子宮内容清掃術がどのような方法でおこなわれているかを調査した［対象］北海道を除く全国の医療

施設497施設を対象とした［方法］以下のアンケート調査をおこなった　質問1：貴院はa）外来のみのクIJニック　b）19
床以下の医院　c）病院　質問2：差し支えなければ都道府県名を教えてください　質問3：妊娠11週以内の自然流産や人
工妊娠中絶に外科的処置を必要とする場合，子宮内容清掃術を1）通常，胎盤鉗子とCuretteでおこなっている　2）通常，

吸引でおこなっている　a吸引の後に原則としてCurettageもする　b吸引の後に原則としてCurettageはしない　3）胎盤
鉗子とCurettage，吸引のどちらもおこなっている［結果］497施設のうち259施設から解答があり（回答率52％），そのう

ち245施設で子宮内容清掃術がおこなわれていた．外来のみのクリニックでは1）48％　2）－a15％　2）－b　7％　3）30％
19床いかの医院では1）35％　2）－a20％　2）－b6％　3）39％　病院では1）71％　2）－a3％　2）－b3％　3）24％であっ

た．全体では1）54％　2）－all％　2）－b5％　3）30％であり，われわれが2006年におこなった北海道の181施設におけ
るデータとほぼ同等であった．関東，近畿において吸引で子宮内容清掃術をおこなっている割合が多い傾向が認められた［考

察］日本ではCurettageが主体であり，吸引で子宮内容清掃術をおこなっている施設はきわめて少なかった．過度のCurettage

は子宮内膜を薄くさせる原因となりえる．吸引による方法の普及が望まれる．

●

●

P221 子宮内膜性嚢胞における術前CA19－9の測定意義の検討

○山口　　隆，関　美穂子，藤澤　佳子，長谷川亜希子，高本　真弥，東梅　久子，古屋　　智，北川　浩明

　国家公務員共済組合連合会虎の門病院

【目的】子宮内膜症性嚢胞における術前CA19－9の測定意義をCAI25と比較し検討した．【対象】1994年から2005年に3cm以
上の子宮内膜症性嚢胞に対して腹腔鏡または開腹で嚢腫摘出術または焼灼手術を行った244症例【方法】対象を術前のCAI9－9，

CAI25の値により，　A群二CA125．CA19－9ともに基準値内の群55例，　B群：CA125のみ高値群（36　U／ml以上）56例，　C群：

CA19－9のみ高値群（35　U／ml以上）24例，　D群：CA125CAI9－9ともに高値の群109例に分類した．年令，術前痛みのある症

例の割合，不妊症例の割合，腫瘍径，r－ASRMスコァ，多房性の割合，両側性の割合，4期症例の割合，術後再発率，不妊症例
における術後妊娠率を各群間で比較検討した，【結果】年令・不妊症例の割合・多房性の割合・術後の妊娠率には各群間で有意

差は認めなかった．術前疾痛のある症例の割合はA群291％，B群57．1％，　C群5＆3％，　D群578％でA群とB・C・D群間に

有意差があり，A群で低かった．腫瘍径はA群a6±22，　B群75±25，　C群a9±26，　D群7．1±2．4でA群とB群間にのみ有
意差があり，A群で小さかった．　r－ASRMスコア（points）はA群419±309，　B群525±2軌8，　C群498±35．1，　D群522±2＆7

でA群とD群間に有意差があり，A群で低かった．両側性の割合はA群250％，　B群375％，　C群250％，　D群340％でA群
とB群間に有意差があり，A群でB群より両側性のものが少なかった．4期症例の割合はA群273％，　B群553％，　C群542％，

D群505％でA群とB・C・D群間に有意差あり，A群で4期症例は少なかった．術後再発率は術後24ヵ月でA群a2％，　B
群12．3％，C群232％，　D群14、1％でA群とC群間に有意差があり，　C群で高かった．またCAI25とCA19－9の間にはCAI9－
9（u／ml）＝10088　x　CAI25（U／ml）＋11382（r＝0818）と強い正の相関関係を認めた．【考察】子宮内膜症性嚢胞では術前の

CAI9－9は重症度をある程度反映しており，特にCAl25正常例において，　CA19－9の測定意義があると考えた．

●

●

P222 子宮内膜症細胞におけるIL－8産生に対するGnRH　agonistおよびantagonistの効
果

○都田　博子，渡邊　彩子，田頭由紀子，池田　綾子，出浦伊万里，片桐千恵子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，

　寺川　直樹

　鳥取大学医学部産婦人科

●

【目的】子宮内膜症患者の腹水中では，TNFαおよびIL－8濃度が上昇している．　TNFαは子宮内膜症細胞におけるIL－8の
産生を誘導し，細胞増殖を促進することを報告した．本研究では，子宮内膜症間質細胞のIL－8産生に及ぼす，　GnRH　agonist

およびantagonistの直接作用について検討した．【方法】患者の同意の下，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，子宮内膜から子宮内膜間質細胞を分離培養した．TNFα（0．1　ng／ml）存在下にて，　Buserelinおよ

びCetrorelix（1x10－8および1x1びM）添加時のIL－8産生量をELISAで測定し，両者で比較した．また，両細胞のGnRH
receptor発現量をWestern　Blottingによって検討した．【成績】BuserelinあるいはCetrorelixの添加により，子宮内膜およ

び子宮内膜症間質細胞での，IL－8産生が有意に抑制された．内膜症細胞では，内膜細胞と比較してIL－8産生の抑制が弱かっ

た．内膜症細胞においては内膜細胞に比較してGnRH　Receptor発現量が少なかった．【結論】BuserelinおよびCetrorelix
は子宮内膜症細胞のIL8産生を抑制することが明らかとなった．　GnRH　analogは子宮内膜症細胞に対する直接作用を有す

ることが示唆された．

●
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P223 子宮内膜症におけるTh2細胞とIL－4の意義について

239（363）

○欧陽　　卓，廣田　　泰，大須賀　穣濱崎かほり，長谷川亜希子，田島　敏樹，平田　哲也，甲賀かをり，
　吉野　　修，原田美由紀，竹村　由里，矢野　　哲，武谷　雄二

　東京大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】子宮内膜症の発症機序において免疫が重要であることが示唆されている．子宮内膜症にアレルギー性の疾患が合併

しやすいことなどから，Th2細胞の関与が示唆されているものの，これまで詳細は不明であった．我々はTh2細胞の主要
な特異的サイトカインである江一4について，子宮内膜症の進展における役割を明らかにしようとした．【対象】平均年齢35．2

才，III期またはIV期の子宮内膜症患者32名．【方法】インフォームドコンセントのもと，腹腔鏡手術時に卵巣子宮内膜症
検体を採取した．一部は，凍結切片を作成しIL－4の免疫組織染色を行った．他は，組織より子宮内膜症間質細胞（ESC）を

分離培養し，IL－4の細胞増殖に与える影響について検討した．また，　IL－4受容体発現をRT－PCRにて調べた．【結果】子

宮内膜症組織の間質にIL－4陽性細胞が認められ，その頻度は約14％であった．これらの細胞はCD3との蛍光2重染色に
よってTh2細胞であることが確かめられた．一方，　ESCにはIL－4受容体の遺伝子発現が確認された．　IL－4（OHOng／ml）

添加によりESCの細胞数とBrdU取り込みは用量依存性に有意に増加した．　IL－4の増殖作用は抗IL－4受容体抗体により抑

制された．IL－4はp38MAPK，　JNK，　ERKの各MAPキナーゼをリン酸化した．また，各MAPキナーゼの阻害剤はIL－4
のESC増殖作用を抑制した．【考察】Th2細胞は子宮内膜症組織においてIL－4を産生し，子宮内膜症の増殖を促進してい
ることが示唆された．子宮内膜症ではTh17細胞が炎症を介して促進因子として作用していることが知られており，病巣に
おけるT細胞系のネットワークを制御することが今後の治療戦略に重要かも知れない．

P224 正所性および異所性子宮内膜間質細胞におけるアポトーシス感受性

○渡邊　彩子，谷口　文紀，岩部　富夫，原田　　省，寺川　直樹

　鳥取大学医学部産婦人科

●

●

【目的】異所性子宮内膜間質細胞（ectopic　endometrial　stromal　cells：ectopic　ESC）は，正所性子宮内膜間質細胞（endometrial

stromal　cells；ESC）に比べて薬剤誘導性アポトーシスに対する抵抗性が高いが，その機序については明らかでない．本研

究では，抗アポトーシス因子として注目されているBIRC　family遺伝子発現を解析し，両細胞間で比較検討した．【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ectopic　ESCを，子宮筋腫患者の内膜からESCを分離培
養した．Staurosporine（SS）刺激によりアポトーシスを誘導し，　WST－8　aasayで生細胞数を測定した．　SS添加とアポトー

シス関連遺伝子の発現について，Apoptosis　gene　arrayを用いて検索した．　BIRC－2，－3，－4，－5の遺伝子発現量をReal　time

RT－PCRで，　BIRCの下流にあるCaspase－3および一7蛋白発現についてWestern　blottingで検討した．　BIRC－5　siRNAをec－

topic　ESCに導入してSS刺激後の生細胞数を測定した．【成績】SS添加後の生細胞数は，　ESCでは添加前の約50％であっ
たが，ectopic　ESCでは約70％とアポトーシス感受性低下を示した．　Apoptosis　gene　arrayでは，　ectopic　ESCでBIRC－5

遺伝子の強発現を認めた．SS添加後には，　ESCでBIRC－5遺伝子発現が増強したが，　ESCでは減弱した．　Real－time　RT－PCR

で，SS添加によるBIRC－5の発現がectopic　ESCで有意に増強した．　BIRC－2，－3，－4遺伝子発現においてはSS添加によ
る変化は見られなかった．ESCではectopic　ESCに比して，　SS添加によるCaspase－3および一7蛋白の強い活性化がみられ
た．BIRC－5　siRNAの導入により，　SS添加後のectopic　ESCの生細胞数は減少した．【結論】ectopic　ESCはESCに比して，

薬剤誘導性アポトーシス感受性が低いことが確認された．ectopic　ESCのアポトーシス抵抗性にはBIRC－5が関与している
可能性が示唆された．

P225 子宮内膜症を伴う不妊患者の生殖補助技術の成績とその検討

○黒田　恵司，黒田　雅子，町田　麻衣，板垣　和子，熊切　　順，菊地　　盤，北出　真理，武内　裕之，竹田　　省

　順天堂大学産科婦人科学教室

1

●

●

【目的】不妊治療において子宮内膜症患者の治療にはしばしば苦慮することがある．特に卵巣チョコレート嚢胞（OC）の取

り扱いには，手術と不妊治療のどちらを先行させるかはcontroversialな問題である．今回子宮内膜症症例のIVF／ICSIにお

ける卵巣機能を評価し検討した．【方法】2006－2007年に当院でIVF／ICSIを行った採卵112周期を対象とした．子宮内膜症

の有無はすべて腹腔鏡下に観察し，re－ASRM分類に基づいて評価した．　A群：OC術前の26周期（両側18周期），　B群：OC
嚢胞摘出術施行後の50周期（両側25周期），C群：他の目的で腹腔鏡手術を施行し，　OC以外の内膜症が確認された18周期

に分類した．またIVF／ICSIを行った非内膜症症例として卵管因子を対照のD群：18周期とした．　IVF／ICSIにおける各群の

背景および卵胞発育の状況と成績を比較検討した．【結果】re－ASRM（median）はA－C群でそれぞれ72pts，92pts，14pts

でA，B群のほとんどがstageIV期であり，　A，　B群でC群よりも有意に高値であった．各群の年齢（mean±SD）は，それ
ぞれ36β±4．6，376±28，3＆1±13，356±42歳と各群間に有意差を認めなかった（p＝α447）．D3のFSH値124，120，11．6，

6．8mlU／ml，採卵前E2値768，848，865，1501pg／ml，発育卵胞数2．6，3．1，37，112個，採取卵数14，1．6，1．8，39個で

あった．D群で有意にFSH値が低値でE2値，卵胞数，採取卵数が高値であった．しかし，子宮内膜症症例（A－C群）では
いずれの因子にも有意差は認めなかった．またキャンセル率（採卵するも胚移植できなかった確率）はそれぞれ500％，52．0％，

la7％，222％とOC群（A，　B群）で有意に高かった．妊娠率（妊娠数／胚移植周期）は154％（2／13），154％（4／26），2＆6％

（4／14），250％（4／16）であった．【結論1子宮内膜症が卵巣チョコレート嚢胞の有無のみならずその存在自体により卵巣機

能を低下させる可能性が示された．卵巣チョコレート嚢胞の手術前後で卵巣機能の変化は認められなかった．



240（364）

P226 子宮内膜症合併不妊における腹腔鏡下手術後の妊娠予後の検討

日生殖医会誌　53巻4号

●

○菅　　麻里，谷口　佳代，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

【目的】子宮内膜症は生殖年齢女性に好発し，月経時痛などの疾痛を主症状とし女性のQOLを著しく低一ドさせる．さらに，

しばしば合併する不妊も内膜症の重要な問題の1つである．今回当科における内膜症合併不妊の腹腔鏡下手術後の妊娠予後

について検討した．【対象と方法】1999年3月～2007年10月の間に当科で腹腔鏡下に子宮内膜症と診断し，同時に治療を
行った259例のうち不妊を合併していた77例を対象として，術後の妊娠予後を検討した．【結果】不妊合併症例の平均年齢

は323歳で，平均不妊期間は50．2ヶ月であった．不妊合併症例のなかで，術後6ヶ月以上経過を観察出来たものは53例で
あった．このうち軽症例（R－ASRM；1期＋2期）は16例であり，その妊娠率は81％であった．一方，重症例（3期＋4期）
37例における妊娠率は33％と軽症例に比し明らかに低かったが，妊娠例の80％が待機療法によるものであった．また軽症・
重症ともに，ほとんどの症例が術後1年以内に妊娠成立していた．さらに対象を年齢および他の不妊因子有無にわけて検討

した．その結果，35歳以上の妊娠率は18％と低かった．他の不妊因子を有する場合では，1期＋2期では他の因子のない群
と差はなかったが，3期＋4期では1＆1％と極めて妊娠率は低かった．【考察】内膜症合併不妊に対する腹腔鏡下手術は，軽

症のみならず重症例でも妊孕性改善に有効に働く可能性があると考えられた．また術後の治療方針決定の際には，重症度の

みならず年齢・他の因子の有無なども十分に考慮することが重要と考えられた．

●

●

P227 子宮内膜症手術後妊娠例の検討

○田村みどり1，石山めぐみ1，奥津　由記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付属横浜西部病院産婦人科2

【目的】子宮内膜症は不妊の原因として重要である．今回，腹腔鏡手術後に自然妊娠に至った症例を取り上げ，妊娠に関わ

る因子を検討した．【対象】【方法】2002年1月～2006年12月の5年間に，当院で腹腔鏡手術を施行した子宮内膜症205例
のうち，27例の妊娠が確認された．男性不妊，IVF等の治療による妊娠例を除く24例について手術時の所見，術式等を検
討した．【結果】平均年齢は31．8歳初診時の主訴は不妊50％，月経痛・腹痛が33％，残りは症状なしまたは不明であった．

記録のある例で平均不妊期間は4年であった．卵巣嚢胞は21例にあり，片側11例，両側10例，超音波計測上の嚢胞の最
大断面積は平均307平方cmであった．8例でGnRHaの術前投与が1～6か月行われ，うち1例には術前術後とも投薬され
た．手術開始時の所見では，卵巣周囲癒着が23例，（両側12例），卵管周囲癒着は6例が片側，4例が両側にみられていた．

19例で卵管通水を施行し，14例は両側，5例が片側通過であった．Douglas窩の内膜症病変は23例にあり，5例は閉鎖し
た状態であった．手術操作としては嚢胞のあるものは全例摘出され，14例で癒着剥離の記録があり，Douglas窩病変は全例
焼灼（bipolarまたはアルゴンプラズマ）されていた．妊娠までの期間は2～27か月で平均8、5月，転帰は流産2例，継続確

認後転院し経過不明な例が6例，生産が16例で，うち双胎2例，早産3例であった．分娩様式がわかっている例では経膣
分娩12例，帝王切開4例であった．【考察】子宮内膜症手術後の自然妊娠は，卵管因子が重篤でない例で，Douglas窩の病
変があっても焼灼した例に主としてみられた．妊娠は8割が1年以内に成立し，手術により妊娠可能と考えられた場合術後

1年妊娠が得られなければARTを考慮するという当院の従来からの方針を支持する結果であった．

●

●

P228 子宮内容除去時の子宮穿孔で開腹手術を受けたあとに手術癩痕部に発症した異所性

子宮内膜症の一例

○黒土　升蔵，木野本智子，河合　要介，針山　由美，川端　明子，成田　道彦

　豊田厚生病院

【緒言】異所性子宮内膜症は，主として肺や腸管などに発症する頻度の少ない疾患である．中でも腹壁癩痕部に発症する子宮内膜

症は極めて頻度が少なく，これまで帝王切開術後の手術癩痕部に発症した報告が散見される．今回我々は子宮内容除去術の合併

症として起きた子宮穿孔で開腹手術を受け，その3年後に手術癩痕部に異所性子宮内膜症を認めた極めて稀な一例を経験したの

で文献的考察を加え報告する．【症例】38歳2経妊2経産，平成16年前医にて自然分娩癒着胎盤があり，用手剥離を施行．そ

の3週間後に発熱と悪臭を伴う悪露があるため受診．子宮内感染の診断にて，感染した悪露を除去するため胎盤鉗子を挿入し子
宮内容除去を始めたところ，小腸が鉗子で牽引されてきたため，子宮穿孔と診断され，緊急開腹し穿孔した子宮筋層の縫合術を

受けた．その3年後，手術癩痕部に腫瘤を触れるようになり，月経時に疾痛を伴うようになったため，平成19年当院初診．下腹

部正中手術癩痕線下部皮下に径3cmの弾性硬可動性不良の腫瘤を触知した．内診所見では，子宮は正常大であり，両側付属器は

触知しなかった．血液検査は，CA125が41U／mlと軽度上昇している以外は，正常範囲内であった．　MRIでは，腹直筋上の腹壁
皮下脂肪織内に，T1，　T2強調像で低信号を示し，内部に点状高信号を伴う22　x　14×27mmの腫瘤を認めた．腫瘤の生検を行っ

たところ，多数の腺腔様構造が認められ，子宮内膜症と診断された．患者が摘出手術を希望しなかったため，GnRHアナログ療

法による保存的治療を開始した．月経の停止とともに痔痛は消失し，6コース終了後のMRIにて腫瘤径は20　x　lO×21mmと縮小
を認めた．低エストロゲン症状が強かったため，患者の希望にて経過観察となった．【考察】腹壁手術癩痕部の子宮内膜症では，

外科的切除が第一選択であると報告されているが，GnRHアナログ療法による保存的治療も有効であることが示された，

●

●

●
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ICSI後反複妊娠不成功症例に対するintracytoplasmic　morphologically　selected
sperm　injection（IMSI）を用いた治療成績の検討

○泉　　陽子，後藤　　栄，橋本　洋美，江口　素子，松永　雅美，苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

●

●

【目的】高倍率で精子選別を行うintracytoplasmic　morphologically　selected　sperm輌njection（IMSI）は，従来のICSIと比

較して良好胚率や妊娠率が向上するとの報告がある．そこでICSI後反復妊娠不成功症例に対しIMSIを実施し，過去のICSI
培養成績と比較検討した．【対象】2007年9月～2008年3月に，2回以上ICSIを実施後妊娠に至らなかった29症例に対し
てIMSI（48周期）を施行した．コントロールは同一症例の過去（2006年1月～2008年3月）のICSI周期（148周期）と
した．【方法】ICSIは精子を倒立顕微鏡200倍で運動性と形態を評価・選別し卵子へ注入した．　IMSIは630倍または1000
倍（微分干渉）にて精子頭部の形態的評価を詳細に行い選別した精子を卵子へ注入した．【結果】IMSI周期の平均年齢±SD

は393±36才，平均採卵回数±SDは16±11回であった．過去のICSI周期とIMSI周期での成績はそれぞれ，受精率6a1％
（250／378）と654％（87／133），分割率980％（245／250）と94．3％（82／87），良好分割期胚率48．6％（119／245）と549％（45

／82），胚盤胞発生率295％（36／122）と32．8％（20／61），胚移植周期当り妊娠率33％（3／92）と59％（1／17）となり有意

差はなかった．day5の良好胚盤胞率はIMSI周期で300％（6／20）となりICSI周期2£％（1／36）と比較して有意に高くなっ
た（P＜005）．【結論】ICSI後反復妊娠不成功症例に対するIMSI実施により，　day5での良好胚盤胞率が有意に高率となっ

た．IMSIはICSI後反復妊娠不成功症例に対し胚発生の改善が期待できる有用な技術であることが示めされた．

P230 IMSI（High－Magnification　ICSI）における受精率および胚発生率の検討

○恩田知幸，林　輝明，大久保毅寺元章吉
　新橋夢クリニック

●

●

【目的】従来のICSIで用いられてきた倒立顕微鏡の観察倍率（200から400倍）では困難であった精子頭部の空胞形成が，

高倍率レンズの登場により可能となった．そこで我々は高倍率観察により選別した空胞非形成精子を用いたICSIの胚発生
成績と従来ICSIの成績とを比較し，その有用性を検討した．【対象および方法】患者同意のもと，2008年3月から4月の期

間で，当院にてFSH併用クロミフェン周期で採卵し，卵子が複数個得られた患者53人（32～42歳平均年齢3a9±32歳）
からの回収卵子を，同一の技師による高倍率ICSI（以FIMSI）（n＝44）と従来ICSI（以下ICSI）（n＝97）に分け，施行
した．精子はISolate（lrvine　scientific）にて精製処理し，　ICSIおよびIMSIに供した．　ICSIは，　IX71（オリンパス）を使

用し，400倍観察にて行った．IMSIは同顕微鏡にて600倍で精査し，精子選別を行った．正常受精胚は，胚盤胞まで培養し，

胚盤胞径180μm以上，断面の栄養膜細胞10個以上に達した胚をガラス化法で凍結保存した．受精率，胚盤胞凍結率および
顕微授精から胚盤胞を凍結するまでに要した累積培養時間（以下，凍結時間）をIMSIとICSIで比較した．【結果】IMSIお
よびICSIの正常受精率は，8田％および93．8％，異常受精率は，20％および00％，胚盤胞凍結率は，33．3％および549％
であった．また平均凍結時間は，121±＆6時間および134±123時間であった．【考察】受精率，分割率においてIMSIとICSI

の成績に有意差は見られなかった．IMSIにおける胚盤胞凍結率はICSIに比べ有意に低い傾向が見られた．しかし，　IMSI
における凍結時間は，ICSIに比べ有意に短い傾向が見られた．またIMSI由来の胚盤胞移植4例中，3例に胎嚢形成を認め
た．今後，症例を重ね，IMSIの有用性の検討を続ける．

P231 着床前の血中エストラジオールおよび血中プロゲステロンの最適値について一凍結
胚盤胞移植周期による検討一

○山下　直樹，小林　　保，奥野　　隆勝股　克成，渡邊　芳明，藤田　欣子，谷田部典之，加藤　恵一，竹原　祐志，
　加藤　　修

　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】胚の着床周辺期において，着床に最適な血中エストラジオール（E）値および血中プロゲステロン（P）値が存在す

るかどうかを検討すること．【方法】凍結保存した胚盤胞を融解し，自然周期に胚移殖を行った1531周期を解析した．Eお

よびP値は移植当日の朝の静脈血を用いて測定した．着床の有無に影響を与える移植胚の質をできるだけ均一化して検討す
ることを目指した．そのために，まず前段階として，妊娠率（胎嚢確認）が一定して約50％を示す周期群の同定を行った．

その結果，解析した1531周期のうち，年齢が32－39歳卵採取から胚盤胞凍結までの所要時間が130時間以内，assisted　hatch・

ingを施行しなかった276周期がこの条件に該当した．この276周期におけるE，　P，およびEとPの比（E／P）と妊娠率
との関係を後方視的に検討した．統計的有意差はカイニ乗検定を用いて求められた．この治療を受けたすべての患者に対し
て十分な説明を行い，すべての患者から書面による同意が得られている．【成績】血中E値に対する妊娠率は二峰性を示し，

E値が140－160と200－220pg／mLの範囲で妊娠率がそれぞれ558％，706％で高値を示す傾向がみられた．血中P値に対
する妊娠率は，250－30．O　ng／mLの範囲で妊娠率が61．5％で高値を示した．　E／Pについては12｝150の範囲で妊娠率は656％

で高い傾向を示した．【結論】血中E値が140－220pg／mL，血中P値が25．0－3αO　ng／mLの範囲で妊娠率（胎嚢確認）は高

値を示し，EとPの比（E／P）が125－150の時，妊娠率が高い傾向が見られた．

■
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P232 ホルモン補充周期における凍結胚移植時の卵胞ホルモン投与法の検討
●

○宇都　博文，坂本　絵里，早坂　一美，太田奈里子，戸屋真由美，菅藤　　哲，安田　師仁，土信田雅一，中條友紀子，

　西中千佳子，太田　百恵，菅原可奈子，田村　　純，斎藤　有理，京野　廣一

　京野ARTクリニック

【目的】ホルモン補充周期における凍結胚移植時の卵胞ホルモン投与法と妊娠率を検討した報告は少ない．そこで，従来か
ら行われている生理的な変動に近い漸増法と，一定量を投与する固定法とを比較・検討した．【対象と方法】2007年12月～

2008年4月に無作為に抽出した漸増法17名・固定法20名を対象とし，インフォームドコンセントを得，前方視的に検討し
た．day3より卵胞ホルモン投与を開始し，漸増法はday3～71Estradiol　valerate（EV）4mg／日，　day8～11：6mg／日，　day

l2～15：8mg／日，　day15以降6mg／日を連日投与した．固定法はEV6mg／日をday3より連日投与した．黄体ホルモン（P）

投与は両群ともにday15からプロゲストン50mg／日を連日投与した．凍結胚移植は凍結時期に合わせてD3～5で行った．　P

投与開始時・凍結胚移植時・黄体ホルモン投与後10日目・14日目の血中E2値と子宮内膜厚・妊娠率・流産率を検討し
た．【結果】P投与開始時・凍結胚移植時・P投与後10日目・14日目の血中E2値はそれぞれ，漸増群：561．8・4703・4539・
448、7pg／ml，固定群：395．4・3806・3939・3599　pg／mlと，　P投与開始時とP投与後14日目で漸増群が有意に高かった．

また，子宮内膜厚はそれぞれ，漸増群：10、4・109・12．7・13．3mm，固定群：ll．0・110・136・144mmといつれも両群に有

意差は認めなかった．移植あたりの妊娠率は漸増群31．3％（5／16）に対し，固定群は50D％（10／20）と有意差は認めなかっ

た．流産率も両群2例つつあり，有意差は認められなかった．【結論】ホルモン補充周期における凍結胚移植時において，

簡便性や服薬コンプライアンスの点から，固定法は有効な方法であると考えられる，

●

●

P233 選択的単一胚移植（SET）でのリンパ球事前注入の有効性について

○徐　　東舜，清須知栄子

　医療法人社団徐クリニックARTセンター

（目的）以前より我々は自己リンパ球の胚移植の事前注入が着床率を高めるという報告をしてきた．今回SETでの併用でリ

ンパ球事前注入が有効であるか検討した．（対象）2007年1月から12月にSETを実施した中でインフォームドコンセント
を行い，了解が得られた症例に実施した．リンパ球注入しなかった群を従来群（57症例　64周期，既往回数　13±0．3），

リンパ球事前注入群をリンパ球群（24症例　26周期，既往回数2．1±24）とした．（方法）新鮮胚移植の場合は採卵後，融

解胚移植の場合は排卵後あるいは黄体ホルモン投与開始後それぞれ2ないし3日目後に約30mlの血液を採取し，リンフォ
プレップチューブでリンパ球を分離し経膣的に子宮内に注入した．（成績）従来群，リンパ注入群の移植当たりの妊娠率は，

それぞれ219％（14／64），375％（9／26）とリンパ球注入群が有意に高かった．流産率はそれぞれ143％（2／14），33．3％（3

／9）であった，また注入したリンパ球は722x106±319×106個であった．（結語）SETを行う際に事前のリンパ球注入が有

効であることが明らかになった．

●

●

P234 冷蔵輸送したマウス精巣上体尾部由来精子からの産子の作出

○金子　武人1，福本紀代子12，春口　幸恵12，町田　宏美】2，古賀　美佳】2，中川　佳子】2，竹下　由美12，近藤　朋子12，

　土山　修治1，樋野　興夫3，中潟　直己1

　熊本大学CARD資源開発分野1，九動2，順天堂大学医学部3

【目的】非凍結による精子輸送の実現は，ドライシッパーを必要とせず，さらには凍結融解操作により低受精能を示す系統
に対して有効な手段となる．そこで，本研究では，マウス精巣上体尾部を4℃で輸送した後，採取した精子を用いて体外受

精および胚移植を行うことで，その有用性について検討を行った．【方法】10週齢のC57BL／6雄マウスから精巣上体尾部を

摘出し，エッペンチューブに入れたパラフィンオイル中に導入した．精巣上体尾部は，宅急便（4℃）で順天堂大学から熊

本大学に輸送した．到着後すぐに精巣上体尾部から精子を回収し，過排卵処理した10週齢のC57BL／6雌マウスから採取し
た卵子と体外受精を行った．一部の卵子はレーザーによる透明帯穿孔（Kaneko　et　al．　Reprod　Med　Biol．2006）を行った後，

体外受精に用いた．翌日，得られた2細胞期胚は胚移植を行うことで産子への発生について検討した．【成績および考察】体

外受精率は，穿孔未処理区および穿孔区でそれぞれ5％および57％であり穿孔区で高い値を示した．一・方，移植成績は穿

孔未処理区で高い値を示したが，産子作出効率（受精に供した卵子数を分母としたときの産子への発生率）は穿孔未処理区

および穿孔区でそれぞれ3％および14％であった．本研究結果より，冷蔵輸送したマウス精巣上体尾部精子からの産子作
出は可能であり，透明帯穿孔卵子の利用により受精卵および産子の作出効率の向上が認められた．

●’

●
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P235 卵丘細胞による精子の取り込みとその意義

○楊　　信志1，長谷川昭子1，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，兵庫医科大学産婦人科学講座2

●

●

【目的】卵丘細胞は受精前の卵子の成熟や保護に関与し，受精後はアポトーシスにより消滅すると考えられている．よって，

受精における卵丘細胞の詳細を検討した報告は多くない．本研究では，卵丘細胞と精子を共培養することによりその相互作

用を明らかにする．また卵丘細胞が卵子に到達する精子数の制御や，卵管内ホメオスターシスの維持に係わっている可能性
について検討した．【対象】実験動物：ICR系マウス【方法】卵丘細胞は，8－10週令マウスをPMS／hCGで過剰排卵処理し
た後卵管膨大部より採取した．ビアルロニダーゼα1mg／mlを10分間処理し，細胞を拡散させ2×105　cell／mlに調製して

用いた．精子は同系の雄マウスの精巣上体尾部より採取し，6x105　cell／mlに調製し培養用スライドグラス上で，共培養し

た．培養2．5，5，10，20，30時間後に完全な形状の精子と頭部の欠失した精子を算定した．精子と卵丘細胞の関係を観察す

るため，培養10時間後に培養に用いた細胞を間接蛍光抗体法で卵丘細胞の細胞膜を，またDAPIで精子核を染色し，共焦
点レーザー顕微鏡にて観察した．【結果】共培養開始直後から精子は卵丘細胞に接着し，2時間後から頭部の欠失した精子が

観察されるようになり，30時間後に77％に達した．また欠失した精子頭部の多くは，卵丘細胞内に取り込まれていること
が明らかになった．一個の細胞内に複数の精子が観察される場合も多かった．【考察】以上の結果より，受精において卵丘
細胞は先行する精子のビアルロニダーゼにより拡散した後，後続の精子や運動性の低い精子を取り込んで，卵子に到達する

精子数を制御している可能性が考えられる．この作用は受精における多精子進入阻止や卵管の環境保持に関係すると考えら

れる．雌性生殖器官上皮は進入してくる精子や微生物を貧食作用により取り込むことが知られているが，本件研究では，卵
丘細胞がビアルロニダーゼ処理後に精子を取り込むことを初めて示した．

P236 妊娠不成功ICSI症例におけるビアルロン酸結合性精子選別法の有用性

○岩山　　広，是兼　真子，原　　隆夫，平井　葉子，床並　香織　山下　正紀

　山下レディースクリニック

●

●

【目的】精子選別法については，遠心密度勾配法，スイムアップ法および高倍率形態選別法など様々な方法が報告されてい

る．本研究では，ビアルロン酸への精子の結合能を利用した精子選別法を，妊娠不成功となったICSI症例に適用し，その
有用性を検討した，【対象】2007年12月までに妊娠の成立しなかった12症例12周期を対象とした．対象年齢は39歳以下
とした．【方法】遠心密度勾配法およびスイムアップ法より得られた精子調製液をICSIに用いた．通常選別群（Control）は，

顕微鏡下で運動性の良好な精子を選別した．ビアルロン酸選別群（HA）では，　ICSIディッシュのビアルロン酸コーティン

グ部分に精子調製液を配置し，ビアルロン酸に結合し激しく尾部を運動させている精子を用いた．これらの2群に対して，
正常受精率，良好分割胚率（Day　2，3），胚盤胞発生率および良好胚盤胞率について比較検討した．【結果】ビアルロン酸結
合性精子選別法の適用（Control　vs．　HA）により，　Day　2良好分割胚率（191％vs．5＆8％，　p〈001）および胚盤胞発生率（471％

vs．69．1％，　p〈α05）は有意に改善された．また，　HA群では，新たに4例の臨床妊娠が成立した．その他の項目については，

両群間に有意な差は見られなかった．【考察】精子のビアルロン酸への結合は，精子の成熟度，生存性および先体反応の状
態の良い指標となり，染色体の異数性異常の割合が激減することが報告されている．本研究では，それらの要因が，良好分
割胚率および胚盤胞発生率の改善に繋がったものと推測される．また，今まで顕微鏡下では盲目的に選別されていた精子が，

科学的に根拠のある形で選別できるようになることは，ICSIのオペレーターにとっては非常に心強い手技であると思われ
る．

1

●

P237 マウス卵母細胞が分泌するビアルロン酸の量と囲卵腔拡大に果たす役割

○新村　末雄

　新潟大学農学部農業生産科学科

【目的】ビアルロン酸の合成阻害剤である4一メチルウンベリフェロン（MU）処置したマウスの裸化卵母細胞（DO）につい

て，囲卵腔の大きさとビアルロン酸の分泌量を調べて対照のDOのものと比較し，卵母細胞の囲卵腔の拡大に役割を果たす
ビアルロン酸が卵母細胞で合成・分泌されたものであるのか否かを検討した．【方法】PMSG注射後48時間に胞状卵胞から
卵丘卵母細胞複合体を採取し，ビアルロニダーゼで処置して卵丘細胞を除去した．卵丘細胞を除去した70ないし80個のDO

を，α25mMのMUを含むTYH液で14時間培養した．対照として，0、1％のDMSOを含むTYH液で培養したDOを用い
た．培養前および培養後に，囲卵腔の大きさをマイクロメーターで計測するとともに，培養i液中のDOをKongtawelertと

Ghoshの方法（1990）に準じて処置し，ビアルロン酸量を競合ELISA法で測定した．さらに，α25mMのMUとともに，
各種濃度のビアルロン酸を含むTYH液で14時間培養したDOの囲卵腔の大きさも計測した．【結果】MU処置したDOに
おいて，囲卵腔は，358μmであり，対照のDOの465μmに比べて有意に小さかった．また，025mMのMUとともにα25
mg／mlのビアルロン酸を含む培養液で14時間培養したDOでは，囲卵腔は，　MUのみの処置を施したDOに比べて有意に
大きく，467μmになった．一方，ピアルロン酸は，採取直後のDOを含む培養液からは検出されなかったが，培養後7お
よび14時間では，DOI個あたり475および20．78pg検出された．また，　MUを含む培養液で14時間培養したDOでは，1
個あたり861pgのビアルロン酸が検出されたが，この値は対照のDOの2159pgに比べて有意に少なかった．【結論】囲卵
腔の拡大に役割を果たすビアルロン酸は，卵母細胞自身が合成・分泌したものであることが確かめられた．また，卵母細胞

が分泌するビアルロン酸の量は，成熟に伴って増加することも明らかにされた．



244（368） 日生殖医会誌53巻4号

■

P238 卵細胞傾斜培養によるマウス胚移動速度と培養成績

○成瀬　恵治1，松浦　宏治2
　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科システム循環生理学量，岡山大学医学部生理学2

【目的】受精卵は卵管内を移動中，圧縮・シェアーストレスなどのメカニカルストレスを常に受けていると考えられる．卵

管内の物理的刺激環境の一部を再現でき，かつ，従来の培養手順をそのまま適用可能なTilting　Embryo　Culture　System
（TECS）を開発し，複数の生物種の受精卵で，培養成績が従来法と比較して改善することを報告している．本講演では，1：

TECS培養時のマウス胚移動，および2：マウス胚培養結果について発表する．【方法】1：TECSプログラムにおける胚移動
およびに負荷される力学的刺激を検討するために独自の光学系で胚内の割球像を20倍で観察した．2：ICRマウスの凍結2
細胞期胚（アーク・リソース社）を融解し，生存胚を回収してTECS区と対照区である従来の静置培養区に無作為に分けた．

4～6個／50μldrop内で3日間37℃，5％CO，の気相下で培養iした．胚培養を行った際のTECS（ストレックス社）動作は，

傾斜角10度，傾斜保持時間1分，角速度05度／秒であった．【結果】1：従来の静置培養法と比較してTECS培養時には10
倍以上の胚移動速度（05－20　μm／sec）が観察された．この装置によって胚に負荷されるシェアーストレスはマウス胚でア

ポトーシスが起こる値（12（dyne／cm2））と比較して極めて小さいことが判明した．マウス卵管を摘出して観察した際の卵

管内胚移動速度（10μm／sec）を考慮すると，上記のTECS動作ではマウス胚に適切なメカニカルストレスが負荷されてい
ると解釈した．2：上記培養条件による胚盤胞到達率は，TECS区では59％（n＝130），対照区では46％（n＝136）となり，
有意差を認めた（p＜α05）．【考察】良好胚盤胞を得る為に有効な手段の一つであることが示唆された．

●

●

P239 培養環境がマウス胚盤胞imprinted　genes発現に及ぼす影響

○福田　雄介，片桐由起子，北村　　衛，渡辺慎一郎，松江　陽一，宗　　晶子，佐々木由香，竹下　直樹，田中　政信，

　森田　峰人
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】生殖補助技術（ART）が広く普及し，多くの児がARTで出生している一方で，　imprinted　geneの発現異常に起因

する疾患の発症がART後に報告され，体外培養に代表されるARTの種々の要因が配偶子および胚に及ぼす影響が懸念さ
れている．Imprinted　geneの発現が胎児発育に関与することが知られているが，今回我々は胎仔発育への関与が報告されて
いるimprinted　gene（∫訂2，　Pεg3，　KcHglofヱ，5nηフη）について，その発現をマウス胚盤胞においてfη励oとゴ”ifroさらに

2種類の培養液間で比較検討した．【方法】8週齢のICR系雌マウスを過排卵刺激し採卵し，10週齢のICR系雄マウス精子
にて媒精した．受精卵をKSOM／AAまたはM16で72時間培養し胚盤胞を得た（KSOM胚，　Ml6胚）．一方，過排卵刺激
した8週齢の雌マウスと10週齢の雄マウスを交配させ，72時間後に雌マウスの子宮より胚盤胞を採取した（Control胚）．
個々の胚盤胞よりRNAを抽出しreal－time　PCRを施行した．　Control　geneとしてG卯励を使用した．【結果】Control胚と

KSOM胚ではいずれのimprinted　gene発現にも有意差を認めなかったが，　Control胚に比較してM16胚ではIgf2の発現が
有意に増強した（P＜0．（）5）．またKSOM胚とMl6胚の比較では1勘2およびKcηgヱofヱにおいてM16胚で有意に発現の増強
を認めた（p＜0．05）．【考察】マウス胚盤胞において発育環境の相違がimprinted　gene発現に影響することが示唆された．

今後胚盤胞におけるimprinted　gene発現の変化が胎仔に及ぼす影響について検討する必要があると思われた．

●

●

P240 当院におけるBMI別による不妊治療成績の検討

○金村　和美，辻　　　勲，藤浪菜穂子，星合　　昊

　近畿大学医学部産科婦人科学教室

【目的】BMI別による不妊治療成績を検討することにより，やせ・肥満が生殖に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし

た．【対象】1997年1月から2006年12月までに不妊を主訴として当院を受診し，不妊症スクリーニング検査施行後，最低

6ヶ月間フォローアップ可能であった不妊症患者497例を対象とした．BMI別にBMI15以上20未満をA群，　BMI20以上25
未満をB群，BMI25以上30未満をC群，　BMI30以上35未満をD群の4群に分類し，不妊因子・治療成績について後方視
的に比較・検討した．【結果】不妊因子の検討では，排卵障害合併率はA群334％（71例／212例），B群334％（82例／235
例），C群35．8％（14例／39例），　D群81．8％（9例／ll例）で，　D群はA群・B群・C群より有意に高率であった（p〈001）．

妊娠率はA群547％（116例／212例），B群574％（135例／235例），　C群53β％（21例／39例），　D群363％（4例／11例）

で各群間において有意差を認めなかった．【考察】高度肥満症例では排卵障害合併が高率であったが，妊娠率はBMI別によ

る影響がないことが示唆された、
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●

P241 不妊女性においてBMIが妊娠率および妊娠結果に与える影響について

●

●

○船曳美也子12，田口早桐12，林　輝美1，氏野博昭巨，Khalid　Elbeltagy1

　オーク住吉産婦人科1，オークなんぱレディースクリニック2

【目的】不妊女性においてBMIが妊娠率および妊娠結果にあたえる影響を後方視的に検討した．【対象1当院に挙児希望で
受診した患者のうち，1年間，経過を追跡できたもの737名について検討した．【方法】対象を初診から1年以内に妊娠した

妊娠群と，1年以内に妊娠しなかった非妊娠群に分類した．また，妊娠群において，12週以降まで妊娠継続したものをongo－

ing　pregnancy（OPR）群，12週まで妊娠継続しなかったものを流産群とした．各群においてBMIとの関係を，カイ2乗
検定およびstudent　t検定を用い，　p＜005を有意差ありとして評価した．また，　BMIが妊娠率および流産率に与える影響

を，ロジステッィク回帰分析によって検討した．さらに，妊娠群をIVFによる妊娠群とその他の治療による妊娠群に分けて，

BMIとの関係を検討した．【結果】737名の不妊患者において，　BMIが185未満の低体重，1＆5以上25未満の普通体重，25
以上の肥満は，それぞれ143名，520名，74名であり，その内，1年以内の妊娠が認められたのは，それぞれ77名，282名，

28名であった，BMIが低値でも高値でも妊娠率は有意に減少した．また，妊娠群における流産率についても同様の結果が
得られた．【考察】肥満や極度のやせは妊娠率を減少させると考えられ，不妊治療成績の向上に体重管理が重要な要素であ
ると考えられる．

P242 不育症症例におけるBMIを中心とした臨床背景の検討

○堀内　　功，福岡　　実，中村　有里，和田　　龍田中　宏幸，鍔本　浩志，武信　尚史，小森　慎二，香山　浩二
　兵庫医科大学産科婦人科

●

●

【目的】反復する自然流産症例の原因は多岐に渡っており，またそれらが複合的に作用している可能性も示唆されている．BMI

（body　mass　index）は一般臨床において最もよく用いられている体格指数であり脂肪量とよく相関するとされる．過去の報

告によるとBMI30kg／m2以上の肥満症例はBMI基準値（19－249kg／m2）の症例に比べて妊娠初期の流産のリスクが増加す
るとの報告がある．本報告は当院不育症外来通院患者のBMIを中心とした患者背景とその治療成績の検討を目的とした．【対

象】2005年1月から2007年3月まで当院不育症外来に通院した妊娠初期に2回以上連続する自然流産の既往を持つ60症例
を検討対象とした．全症例の平均年齢は330±44歳で，平均自然流産回数は23±10回，BMIは204±20　kg／m2であった．
【結果】妊娠症例は35症例であり，そのうち妊娠継続症例は80％の28例であり再び流産となった症例は7例であった．妊

娠継続症例の平均年齢は3a3±46歳で，　BMIは202±1．8kg／m2であり再び流産となった症例の平均年齢は354±34歳で，

BMIは1α7±13kg／m2であった．この2群問のBMIに有意差は認められなかった．【結論】今回の検討では不育症の妊娠
予後とBMIの間に相関は認められなかった．

P243 BMI25以上の肥満不妊女性の体重減少により妊孕性を回復した症例～ダイエット
プログラムの有効性～

○船曳美也子1，田口早桐隅林　輝美1，氏野博昭1，中村嘉孝12
　オーク住吉産婦人科1，オークなんばレディースクリニック2

●

【目的】【対象】近年肥満の妊孕性に与える影響が注目されているが，自己流のむやみなダイエットも無排卵の原因になる．

BMI25以上の肥満不妊女性が，当院のダイエットプログラムにより減量することにより月経周期や妊孕性を回復し，妊娠に
いたったと考えられる症例を経験したので報告し，肥満と妊孕性について考察したい．【結果】（症例1）39歳　不妊歴1年．

クロミッドに反応なく，ダイエットプログラムにより，BMIを29．9から24、8と正常化させた．減量後，クロミッドに反応

し卵胞形成を認めるようになった．その後男性因子のため体外受精を施行し妊娠に至った．（症例2）40歳　不妊歴4年
挙児希望にて来院月経周期不順．LH，　FSH低値体外受精を試みたが卵胞発育がなく，ダイエットでBMIを25．9から238
と正常化させた．その後クロミッドHMGに反応し卵胞形成みとめ，人工授精にて妊娠．（症例3）38歳月経周期不順．　LH
／FSH比は1で超音波所見はPCOであった．排卵誘発剤で卵胞発育なく，ダイエットを行い，　BMIを35．8から31．4に下げ
たところ，クロミッドに反応し卵胞形成を認めるようになった．その後，受精障害のため顕微授精にて妊娠にいたる．（症

例4）42歳．月経周期は順調．LH，　FSHは正常．他院にて顕微授精を含む8年の治療歴があった．まずダイエットにてBMI

を293から253と下げ顕微授精をおこなったところ，妊娠にいたった．【考察】肥満は妊孕性に悪影響を与えることが示
唆されており，当院のダイエットプログラムが，妊孕性の回復に有効であると思われた．
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●

P244 不育症における血清中の高感度CRP，酸化LDL一β2－glycoprotein　I－CRP複合体の

検討

○菊池由加子1，佐々木愛子12，松田　美和12，清水　恵子12，鎌田　泰彦12．野口　聡一，平松　祐司12，中塚　幹也4

　岡山大学病院産科婦人科1，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科2，岡山愛育クリニック3，岡山大学大学院保健学研究科4

●

【目的】不育症における自己免疫学的傷害は直接的に，また血管障害を介して妊娠予後にも関連している．高感度CRP値は

慢性的炎症の指標の1つであり，心筋梗塞，脳梗塞，末梢血管障害など血管障害の予測因子となる．またCRPは酸化LDL
やβ、－glycoprotein　I（β，－GPI）と複合体を作り，動脈硬化病変内に存在することも知られている．今回，私達は不育症症例

において，これらの炎症マーカーを測定したので報告する．【方法】不育症の54症例（うち抗リン脂質抗体陽性38症例）を

対象，不育症のない正常婦人22症例をControlとした．同意のもと非妊娠時に採血し，血清中の高感度CRPを蛍光免疫測
定法，酸化LDL一β、－GPI－CRP複合体をEIAにて測定した、身長，体重，血圧は，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，Control群の3群間に有意差はなかった．【成績】CRP値は，抗リン脂質抗体陽性不育症群では4軌7±
71．9（mean±SJ）．）μg／dlであり，　Control群（154±1α2μg／dl）に比較して有意に高値であった．抗リン脂質抗体陰性不育

症群も429±69．3μg／dlと高値であったが有意差は見られなかった．酸化LDL一β2－GPI－CRP複合体値は，抗リン脂質抗体陽

性不育症群では6645±2821unitであり，　Control群の3022±1438　unit，抗リン脂質抗体陰性不育症群の335．1±1929　unit

に比較して有意に高値であった．CRP値と酸化LDL一β、－GPI－CRP複合体値とには相関はなかった．抗リン脂質抗体陽性の
不育症症例を，各種の抗リン脂質抗体の有無により分類したところ，抗Phosphatidylethanolamine抗体はCRP値と，抗Ph瞼
phatidylserine抗体は酸化LDL一β、－GPI－CRP複合体値の血清濃度と関連していた．【結論】抗リン脂質抗体陽性の不育症症

例におけるsubclinicalな慢性炎症は，抗リン脂質抗体陽性不育症症例における種々の病態に関与する可能性がある．

●

P245 3D－CTアンギオにて診断にいたった流産後子宮動静脈奇形／胎盤ポリープの3例

○眞鍋　修一，中原　辰夫，小林　浩治，滝川　幸子，鈴木　恭輔，梅津　朋和，後藤　真紀，岩瀬　　明，吉川　史隆

　名古屋大学医学部産婦人科

【目的】子宮動静脈奇形や胎盤ポリープは突然の多量出血で発症し，しばしば輸血や子宮摘出が必要となることがあるが近
年では子宮動脈塞栓術を行い子宮温存が可能となっている．今回我々は流産後多量出血きたした子宮動静脈奇形／胎盤ポリー

プにたいし子宮動脈塞栓術，TCRをおこない子宮温存が可能であった3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．子宮動脈塞栓術について十分に患者に説明し同意えた．【症例】症例133歳GIPO　既往歴　子宮筋腫（筋層内）H
198月　自然妊娠も15週で破水し流産となる．11月大量出血あり救急車にて来院し3DCTアンギオにて子宮動静脈奇形の
疑いにて子宮動脈塞栓術を施行．術後経過は良好であった．　症例234歳G4PO　自然流産4回　H19．10月　自然流産4回
目でD＆C行うもその後出血持続エコー上血流豊富な腫瘤認め当院に紹介となった．12月3DCTアンギオにて子宮動静脈
奇形の疑いにて子宮動脈塞栓術を施行．H2α1月子宮内腔病変認めTCR施行．術後病理では胎盤ポリープであった．　症例
335歳GIPO前医にて胎児奇形にて人工妊娠中絶術を21週で行った．その後大量出血あり，胎盤遺残の疑いにて紹介となっ
た．画像所見の結果明らかな子宮動静脈奇形は認めなかったが血流が豊富のため子宮動脈塞栓術施行．血流が減少したので
TCR施行した．術後病理では胎盤ポリープであった．【結果】3症例とも無輸血で子宮温存が可能であった．【考察】原因不

明の流産や産後の大量出血では子宮動静脈奇形や胎盤ポリープの可能性がある．子宮動脈塞栓術は子宮温存に有用であっ
た．

●

●

P246 Asherman症候群に対し，子宮鏡下癒着剥離術を施行し，自然妊娠に至った一症例

○照沼　由美1，鍋島　寛志1，村上　　節2

　岩手県立磐井病院産婦人科1，東北大学病院産科婦人科学教室2

【症例】36歳　【既往歴・合併症】特記事項なし．【妊娠出産歴】2妊1産【現病歴】5年間の不妊を主訴として前医受診．Cl（卜

miphene　Citrate（CC）－hCG療法にて妊娠するも稽留流産で流産手術（D＆C）施行．月経再開直後よりCC療法再開し1
年以上妊娠せず．子宮卵管造影（HSG）検査にて子宮内癒着所見あり加療目的に紹介となった．ホルモン検査，精液検査正

常．排卵期の超音波検査にて，卵胞発育正常も子宮内膜は2－3mmと非薄化していた．　HSG検査では，両側卵管通過性はあ

るものの子宮内腔の陰影欠損あり，外来子宮鏡検査では内子宮口を入ってすぐ器質化した癒着を認め，Asherman症候群
と診断．子宮内膜の菲薄化に対し，プレマリン‘R‘（0625mg）3錠／日にてKaufmann療法3周期施行後に子宮鏡下子宮内癒

着剥離術を施行した．手術所見：腹腔鏡下に右卵巣の小チョコレート嚢腫を切除．続いて子宮鏡手術に移った．環流液にて

子宮内腔はほとんど広がらず，子宮底までの距離が不明のため，腹腔鏡下に細径エコープローブを用い，エコーガイド下に
ローラー電極で通電せず少しずつ鈍的に剥離を進めた．子宮底付近では，まったく通電しなかったにも関わらず，子宮底部

穿孔をきたし，腹腔鏡下に＃3－0バイクリルで縫合．子宮内剥離終了後，再癒着予防目的にIUD（FD－1）を挿入した．術後
さらにKaufmann療法3周期施行しIUDを抜去．その後自然周期でタイミング指導，2周期で妊娠し経過は順調である．【考

察】今回の症例はD＆C直後からCC療法を再開継続したため，慢性的なエストロゲン不足の状態にあったと考えられ，　D＆

C時の基底膜損傷修復が阻害されたことが子宮内癒着の原因と推察された．【結語】CC療法は簡便で効果的だが，長期に亘

る連用は慎むべきと思われる．

●



●

■

●
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P247 胚盤胞栄養芽細胞採取による着床前診断の一例

○中岡　義晴1，大垣　　彩1，安仁屋友香1，永野　　舞1，樽井　幸与1，井田　　守1，杉原　研吾1，園田　桃代’，

　福田　愛作1，森本　義晴2

　1VF大阪クリニック1，　IVFなんばクリニック2

247（371）

【目的】染色体転座による着床前診断のほとんどは，割球採取が比較容易なこと，採取後の胚発育への影響が少ないこと，診断

後同周期に胚移植が可能なことから8分割期胚を用いて行われている．一方，より選別された胚を対象とできること，複数の細

胞採取が可能なことなどから胚盤胞の栄養芽細胞を採取する方法も海外で実施されている．今回，凍結保存されていた胚盤胞に

対して着床前診断を行った1症例を経験したので報告する．【対象】妻32歳夫28歳生殖補助医療を含めた不妊治療により
3回の妊娠がすべて流産となっている．不育検査で妻に相互転座46，XX，　t（2；8）（q23；q13）を認めた．夫婦に十分な遺伝カ

ウンセリングを行い日本産科婦人科学会で着床前診断の承認を得た後，他院で凍結保存されていた前核期受精卵10個と胚盤胞

4個を当院に輸送した．凍結前核期受精卵を用いた着床前診断では妊娠に至らなかった．【方法】凍結胚盤胞を融解し，収縮し

ている状態でレーザー（ZILOS－tk，　Hamilton　Thorne　Biosciences社）を用いて透明帯を約30μm開口した．胚盤胞の回復とと

もに透明帯開口部より艀化した栄養芽細胞の一部を内径約40μmのピペットで吸引固定しレーザーを用いて切断し，細胞採取し

た．採取した細胞を漸進固定法により固定した後に，TelVysion　2q，　CEP2，　CEP8（Vysis社）のDNAプローブを用いたFISH

法により染色体分析を行った．【結果】4個の凍結胚盤胞のうち，融解後1個は変性し細胞を採取することができなかった．採

取した細胞数の平均は73個であった．染色体分析結果は，モザイク1個を含めすべて異常胚であった．【考察】今回，凍結保
存されていた胚盤胞を用いて着床前診断を実施することができた．胚盤胞の細胞採取においては，細胞吸引時の刺激により収縮

する胚盤胞に対しても，胚への影響を少なく確実に数個の細胞を採取できるよう更なる工夫が必要であると考えられた．

P248 高血圧と糖尿病に気付かれないまま，卵子提供をうけ双胎妊娠となった高齢初産の

一例

○潮田まり子，石田　　剛，下屋浩一郎

　川崎医科大学医学部産婦人科

●

近年ライフスタイルの変化により晩婚化がすすみ，それに伴って不妊治療も進歩を遂げている．不妊治療の選択肢も幅広くな
り，近年では第三者の卵子提供による高齢での妊娠出産例も報告されるようになった．しかしこれらは倫理的問題のみならず，

高齢に伴って生じてくる基礎疾患の増加による妊娠管理の困難さという問題もかかえている．今回我々は高齢で，高血圧と糖

尿病に気付かれないまま卵子提供による不妊治療を行い，2絨毛膜2羊膜双胎妊娠に至った一例を経験したので報告すると共

に問題点について検討したい．症例は52歳3経妊0経産，不妊治療を33歳時から開始するも妊娠せず．200×年米国で第三
者による卵子提供を受け，体外受精を行い，2個の良好胚を子宮内に移植した．妊娠7週時に超音波検査にて2絨毛膜2羊膜
双胎を確認し，その後当科紹介となった．当科受診後糖尿病と診断され，食事療法及びインスリン療法による厳密な血糖コン

トロールを行った，その後の血糖コントロールは良好であった．また外来初診時血圧140／90mmHgと高血圧を認めたが，そ
の後の増悪は認めなかった．妊娠27週5日に全身倦怠，腹部緊満感の訴えあり，切迫早産の診断で安静入院となった．妊娠35

週4日に自然破水した為，子宮筋腫核出術後の適応で帝王切開術施行し，第1子2320gをAS　8／9，第2子2356gをAS　8／9で
娩出した．産褥経過は良好であった．産後はインスリン投与中止，血糖値は安定し退院となったが退院後に育児不安が認めら

れた．本症例では患者の妊娠に対する意識や良好胚移植数に関する知識が不十分であり，また母体合併症に対する妊娠前の配

慮も十分であったとは言い難く，不妊治療と周産期医療の接点を考える上で示唆に富む症例であると考えられた．幸いにも母

子ともに経過は順調であったが，母体の妊娠前後を考慮して不妊治療に当たる事が重要であると思われた．

P249 IVF－ET後にNuchal　Translucencyの差を認め，　PVLを発症した一絨毛膜性双胎

の1例

○中島　義之，正岡　直樹

　東京女子医科大学八千代医療センター母性胎児科

【目的】IVF－ET後妊娠は脳性麻痺のリスクが高いとの報告や，一絨毛膜性（MD）双胎ではNuchal　Translucency（NT）の

不均衡がTTTSと関連するという報告が存在する．今回，　IVF－ET後にNTの不均衡を認めたが，典型的なTTTSの臨床
経過をとらずに，PVLを発症したMD双胎の1例を経験したので報告する．【症例】34歳0経妊0経産．不妊クリニックに
てIVF－ET後MD双胎成立し紹介受診となった．妊娠10週時，　NTの不均衡（尾側の児CRL　3a3mm；NT　7mm，頭側の
児CRL　347mm；NT　lmm）を認めたが，妊娠12週時には両児ともNT異常は認めなかった．本人希望により実施した羊水
検査では正常核型であった．外来経過は順調であり，妊娠28週から予防的入院し，定期的な胎児評価を行った．妊娠経過
中は羊水過多・過少は認めず，TTTSの診断基準は満たさなかった，さらに血流ドプラにても血流異常は認めなかった．妊
娠29週より規則的な子宮収縮が出現したため，塩酸リトドリンの持続点滴を開始し，妊娠30週からは硫酸マグネシウム持
続静注も併用した．胎児心拍モニタリングでも異常所見は認めなかった．妊娠32週陣痛発来し胎位異常のため緊急帝王
切開術を行い，第1児2071g，第2児1617gの女児（discordancy　2L9％，ともにアプガールスコア8点）を出産した．両
児の出生後ヘモグロビン値もllgg／dlと10．5g／dlであり，　TTTSの古典的診断基準は満たさなかった．第2児は膀帯卵膜付

着を認め，ミルクテストでは胎盤表面のA－AおよびA－V吻合を1本ずつ認めた．贋帯動静脈血液ガス分析や胎盤病理組織
検査での異常所見は認めなかった．第1児は出生後両側のPVLを認めた．【結論】神経学的予後からみたMD双胎管理には，

従来の管理に加えNTを考慮した新たな管理が必要かもしれない．
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P250 当院におけるIVM－ICSIの成績

日生殖医会誌　53巻4号

●

○大下　里衣，福井　敬介，山路めぐみ，栗田あおい，坂井　涼子，山田　愛美

　福井ウィメンズクリニック

【目的】未熟卵体外培養（IVM）は，　PCO症例に対するOHSS回避に有効であるとされ，当院ではPCOSを中心とする排卵
誘発過剰反応例に対し積極的にIVM－ICSIを施行している．今回その臨床成績について報告する．【対象】当院にて平成13

年10月～平成20年3月までに患者同意の基でIVM－ICSIを施行した新鮮胚移植11周期，凍結融解胚移植16周期，22症例
を対象とした．また，対象症例はPCO12症例，排卵誘発過剰反応によるOHSS回避目的10症例であった．穿刺卵胞数は平
均21．8±124個（4～60）であった．【方法】排卵刺激周期において卵胞径15～18mmの時点で採卵し，得られた未熟卵をmatu－

ration　mediumで培養し，翌朝に卵丘細胞を除去した．　Mllに成熟した時点でICSIを行い新鮮胚移植あるいはホルモン補充
周期，排卵周期にて凍結融解胚移植を行った．卵胞を穿刺吸引して卵子を得られる割合（卵採取率），成熟率，受精率，お
よび妊娠率を検討した．【結果】卵採取率は2軌2％（153／524）であった．採卵された卵子は全て未熟卵であり，採卵翌日に

Mllに成熟したものをA群とし，全体の57．5％（84／146）であった．成熟に2日間有したものはB群とし，全体の32．2％（47
／146）であった．103％（15／146）は成熟に至らなかった．A群およびB群の受精率はそれぞれ590％（49／83），5α6％（28

／47）であり両群に有意差は認めらなかった．対移植妊娠率はそれぞれ313％（5／16）および0％（0／5）であった．また両

群の胚を混合移植した周期は0％（0／6）であった．OHSSは全周期において認められなかった．【考察】IVM－ICSI法によ

り2例の出産例を得た．IVM－ICSI法は，　PCO症例や排卵誘発に対する過剰反応例に対しOHSSを回避できる方法として有
用であると考えられた．また体外成熟に2日以上を要した卵子の妊娠率は低く今後の検討を要する．

●

●

P251 当院における二段階胚移植の臨床成績に関する検討

○竹内　茂人，菅谷　　健，長谷　充子，鈴木　孝明，森本　　誠，前沢　忠志，高倉　哲司

　済生会松阪総合病院ART生殖医療センター

【目的】近年，sequential　mediumを用いた胚盤法移植は，より着床能力の高い胚を選別することができ，多胎妊娠を減ら

し，高い妊娠率が得られるため，広く行われるようになってきた．しかしながら，良好分割胚，または胚盤胞を複数個移植

しても妊娠に至らない症例も存在する．今回我々は，良好分割胚，または胚盤胞を移植するも妊娠に至らない症例に対し，
子宮内膜胚受容能誘導の概念に基づいた二段階胚移植法を行ったので，その臨床成績について報告する．【方法】対象は，2006

年1月から2008年3月までに，良好分割胚，または胚盤胞を移植するも妊娠に至らず，二段階胚移植法を施行した8症例8
周期とした．胚盤胞が複数個得られそうな症例は，新鮮胚移植を行い，単一胚盤胞しか得られない症例は，凍結融解胚移植
を行った．1step目は，　Day　2またはDay3で，2step目は，　Day　5で胚移植を行った．新鮮胚移植は3例，新鮮・凍結融解

胚移植は1例，凍結融解胚移植は4例であった．対象症例の背景（mean±SD）：1）年齢（歳）：3％±35，2）採卵回数：
67±4．0，3）採卵数：32±35，4）胚移植回数：aO±α9．【結果】1）総胚移植個数：1．9±09，分割胚移植個数：L1±α4，

胚盤胞移植個数：1．1±04，2）着床率：278％（5／18），3）妊娠反応陽性率162．5％（5／8），臨床的妊娠率：50、0％（4／8），

4）継続妊娠率：37．5％（3／8），子宮外妊娠：1例，単胎妊娠：1例，双胎：2例．【結論】二段階胚移植法は，胚盤胞移植を

行っても妊娠に至らない症例や，特に高齢の良好胚獲得数が少ないIVF反復不成功例に対して，比較的早期に試みてみる1
つの方法であることが示唆された．

『

■

P252 ARTでのpoor　responderに対するDHEA（dehydroepiandrosterone）投与の効
果とその成績

○佐藤　芳昭，阿久津　正，土居有希子，小峰佳奈子

　ソフィアレディスクリニック

【目的】採卵例の30％以上が40代となり，また若年であっても数回のART不成功例が増加している．これらのpoor　re－
sponderに対して種々の工夫がなされているが，今回は卵質の向上を期待し，抗加齢ホルモンであるDHEAサプリメント
併用でARTを行った．【対象】インフォームドコンセントを得た後計ll例に対しDHEA投与の後，採卵を行った．平均
年齢は39歳（35～47歳），平均採卵回数は59回（2～15回）である．【方法】DHEA（pure　encapsulations，　incBOSTON，

US）75mg／日を2周期以上投与し，2～3週期日に低刺激採卵を行って，　IVFまたはICSI法による受精卵移植を行った．各
周期のD3に超音波による胞状卵胞数血管抵抗指数（PI，　RI，　S／Dなど），血中ホルモン測定施行，第2周期以降に低刺激

法（クロミフェン）による採卵，受精卵移植を行って，DHEA投与での効果の有無と変動妊娠の成立について検討を加え
た．【結果】D3でのDHEA投与でのデータでは非DHEA投与時（以下A）での受精率は35％から，　DHEA投与時（以下
B）では46．2％に増加．血中FSHは（A）で平均9βmiu／mlから（B）で＆4　miu／mlと低下．胞状卵胞数は（A）で平均4、0

個から（B）で平均84個と増加していた．血中E、の上昇は認められなかったが，血中testosteroneは平均24倍，　DHEA－
Sは平均27倍と著明に増加していた．子宮動脈」血1管抵抗値はRIが75％例で低下，　S／D比は63％例で低下し，　PIはほと

んど差が見られなかった．妊娠例は3例にみられた．【考察】poor　responder，頻回ART不成功例に対し，　DHEAサプリ
メント75mg／日を2周期以上投与することで，胞状卵胞数増加，受精率の改善，血中FSHの低下，子宮動脈血流改善がみ
られ，これらの症例にDHEAを2周期以上投与することは，卵質改善に有効と考えられた．

」
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●

P253 40歳以上のpoor　responderにおけるMinimal　stimulation後の凍結融解胚移植に
関するART成績の検討

●

●

○伊藤啓二朗，春木　　篤，右島富士男．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】40歳以上の高齢不妊症患者では，調節卵巣刺激に対する反応性が低い場合が見られ治療に難渋する場合がある．高齢のpoor

responderに対して，我々はMinimal　Stimulationを行い複数の胚を凍結後に融解胚移植を行う手法を多用しているが，その有用

性を検討したので報告する．【対象】2004年7月から2008年3月までにMinimal　stimulationにて採卵を行い少なくとも2個以上

の胚凍結後に融解胚移植を行った278症例を対象とし，臨床的妊娠例と非妊娠例に分けてART成績の比較を行った．なお，超音
波検査にて子宮内に胎嚢を認めたものを臨床的妊娠と定義した．【結果】年齢別の臨床的妊娠率は40歳：292％（7／24），41歳：1＆8％

（6／32），42歳：22．0％（11／50），43歳：仕1％（4／66），44歳：7．1％（3／42），45歳：5．4％（2／37），47歳：125％（1／8），46，48，

49歳では妊娠例はなかった．全体での妊娠率は12．2％（34／278）であった．胚移植方法別の妊娠率は，分割期胚移植：110％（24／

218），胚盤胞移植：9．1％（1／ll），2段階胚移植：184％（9／49）であったが，それぞれの群に有意差を認めなかった．妊娠群（P

群：34例）と非妊娠群（non－P群：244例）とで比較すると，　Day3でのLH値（mlU／ml）はP群：592，　non－P群：550（P＝0．303），

およびFSH値はP群：10．53，　non－P群：1109（P＝0．187）で有意差を認めなかった．移植胚数（個）はP群：229，　non－P群：aO6

（P＜005）で相関がみられた．移植時の子宮内膜厚（mm）はP群：1040，　non－P群1998（P＝α116）で有意差を認めなかった．

【結論】年齢的には42歳以下の症例で平均20％前後の妊娠例を認めたが，43歳以上で妊娠率が顕著に低下していた．また今回の

検討では差がみられなかったが2段階胚移植での妊娠率において高い傾向がみられたことや移植胚数を増加することにより妊娠率

が向上する傾向が認められたことから，一定数の胚凍結後に移植方法を十分吟味する必要があると考えられた．

P254 ART反復不成功例における各種対応策の検討

○鈴木康夫1，辻　敏徳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】不妊に悩む患者さんにARTは福音をもたらしているが，反復して不成功に終わる例も少なくはない．今回反復不成

功例に対する各種対策について検討した．【対象と方法】2005年4月から2008年3月の期間でARTを行い移植回数が4回
目以上であった225周期（77症例）を対象とした．その中でARTに至った適応，移植胚獲得時の排卵誘発法，発育段階，
凍結の有無，アシステッドハッチングの有無，移植個数等について検討を行った．尚実際の治療の前には全例御夫婦にイン
フォームドコンセントを行った．統計処理にはy2独立性検定を用いた．【結果】225周期（77症例）を検討したところ胚移

植時年齢；371±39才，調査期間中における移植回数；60±2．4回目，妊娠例；56周期43症例（移植周期あたり249％，
症例あたり55β％）であった．反復不成功例は男性因子（31例，40％），あるいは原因不明の適応（36例47％）でARTを
行っている例が多かった．卵獲得時の排卵誘発法別妊娠率はlong法290％（36／124），　short法22．2％（2／9），　antagonist法

20．8％（10／48），c．c．＋hMG／rFSH法18．1％（8／44）でlong法が高かった．（有意差なし）新鮮胚と凍結卵での妊娠率は新

鮮胚が1＆8％（27／144），凍結胚が358％（29／81）で凍結胚のほうが高かった．（p＜α05）初期胚と胚盤胞とでは初期胚が

1＆0％（26／144），胚盤胞は379％（33／87）で胚盤胞が高かった．（p＜005）アシステッドハッチング（AH）の有無ではAH

ありが304％（34／112），AHなしが194％（22／113）であった．（有意差なし）単一胚移植（SET）と複数胚移植（noSET）
ではSETが237％（47／198），　noSETが333％（9／27）であった．（p＜α05）【考察】年齢の上昇とともに卵の質が低下し

反復不成功の可能性は高まると考えられるが今回の移植周期あたり，症例あたりの妊娠率から，たとえ回数を重ねても様々
な工夫で良好な妊娠率が得られる可能性があることが示された．

P255 採卵術卵巣穿刺時の卵巣癒着スコアリングと卵巣血流評価に関する検討

○詠田　由美，本庄　　考，泊　　博幸，渡辺　久美，秋吉　弘美，愛甲恵利子，谷口加奈子，内村　慶子，国武　克子，

　池邉　慶子

　アイブイエフ詠田クリニック

●

●

【目的】われわれは卵巣癒着と卵巣血流，poor　responseならびに妊孕能ついて報告してきた．卵巣癒着の評価は従来腹腔鏡

検査下に行われてきたが，毎回の採卵時の卵巣を評価するものではない．今回，ARTにおける採卵術卵巣穿刺の際に卵巣
可動性から卵巣癒着を評価しスコアリングを行った．その結果と卵巣血流ならびにresponseについて検討したので報告す
る．【方法】当院でARTを施行し，両側の卵巣を穿刺採卵してスコアリングが可能であった406症例（38歳以上，　PCO，

骨盤内手術既往例除外）529採卵周期1058卵巣を対象とした．卵巣穿刺の際の卵巣可動性から，ASRM付属器癒着スコア
の卵巣癒着スコアに従い，癒着の種類を田myとdense，癒着範囲を1／3以下，1／3から2／3，2／3以上に分類し，左右両方
の卵巣でスコアリングを行った．スコアリングを元に，卵巣癒着の種類と範囲をA群；癒着なしあるいはfilmy，　B群；dense

l／3以下，C群；dense　1／3から2／3，　D群；dense　2／3以上の4群に分類した．卵巣血流の評価には外因性hCGの薬物動態

により評価する採卵時卵胞液hCG濃度／採卵時血清hCG濃度比（hCG拡散率）を用いた．【結果】4群の測定卵巣数はA群
145，B群549，　C群344，　D群20卵巣で，採卵数はA群54，　B群54，　C群40，　D群3β個と，　A群に比較しC群D群で
有意に低下した．hCG拡散率はA群0．58，　B群0．54，　C群α55，　D群α47で，　A群に比較し，　B群，　C群，　D群は有意に低

下した．【考察】卵巣癒着が強固で広範囲になるといわゆるpoor　responseならびに血流低下を認めた．採卵術の際には卵胞

吸引のみならず卵巣癒着診断を行うことで，卵巣血流を推測することが可能であると考えられた．
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P256 融解胚移植　自然排卵周期とホルモン補充周期についての検討

○松村　康子，山田かおり，三浦菜々子，恵中　千晶，水澤　友利，呉屋　憲一，高橋　　純杉本　　到，北村　誠司，
　杉山　　武

　荻窪病院産婦人科生殖医療センター

【目的】融解胚移植（F－ET）を行う際の自然排卵周期とホルモン補充周期（以下，　HR周期）の有用性を検討すること．【対

象】（1）2005年1月から2007年12月までに当施設でF－ETを行った238周期が対象．内訳は自然排卵周期が179周期，　HR

周期が59周期．2群の平均年齢は，369±39歳と376±45歳で差がなかった．それぞれの子宮内膜厚（以下，EM）と妊
娠率を比較した．（2）自然排卵周期とHR周期の比較をする為，同期間内で，自然排卵周期とHR周期の2通りの融解胚移
植を行った20名（54周期：自然排卵周期33周期＋HR周期21周期）を対象とし，それぞれのEMと妊娠率を比較した．【結
果】（1）EMは自然排卵周期では，9、47±2．04mm，　HR周期では，＆52±161mm．自然排卵周期において有意に厚かった（p＜

005）．妊娠率は自然排卵周期とHR周期で，それぞれ268％，229％で変わらなかった．（2）EMは自然排卵周期では，7．94±
1、40mm，　HR周期では，＆48±1．53mm．妊娠率は，それぞれ12．1％，143％で，両者とも差はなかった（p＜0．05）．【考察】

融解胚移植を行う場合，HR周期が必ずしも有用とは言えない可能性が示唆された．

●

●

P257 胚盤胞移植可能症例の累積妊娠率は90％を超える

○寺西　明子，桑田　　愛，文野多江子，浜井　晴喜，守屋　聡子，高田　玲子，小野光樹子，八木佳奈子，奥島　美香，

　奥井　　静，繁田　　実

　医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】近年，胚盤胞移植の導入に伴いARTの成績は改善しているが，なお一部反復不成功例を認める．そこで今回われわれは
反復採卵による累積継続妊娠率について検討し，さらに反複不成功群と早期継続妊娠群を比較検討した．【対象】2004年1月から

2007年12月の間に当クリニックにおいて初回採卵時の卵数が5個以上かつ胚盤胞1個以上の胚移植を施行した330症例を対象と
した．【方法】採卵3回目までの累積継続妊娠率を初回採卵時の胚盤胞の個数により群に分け検討した．さらに3回目までの採卵

で継続妊娠に至った早期継続妊娠群（A群；312例）と至らなかった反複不成功群（B群；18例）の年齢，採卵個数胚盤胞数，

胚盤胞形成率，良好胚の割合，胚移植個数妊娠反応陽性率，継続妊娠率，流産率を比較検討した，さらにB群での追加治療の

成績を検討した，なお，継続妊娠は妊娠9週以上の胎児心拍の持続的確認とし，良好胚はday5またはday6でGardnerの分類grade

3BB以上もしくはday3で6分割以上かつfragmentationが20％以下とした．【結果】初回採卵で胚盤胞が1個以上，2個以上，

3個以上の群において3回目までの採卵による累積継続妊娠率はそれぞれ9a5％，956％，952％であった．　B群はA群に比し採
卵個数胚盤胞数，胚盤胞形成率，良好胚の割合，妊娠反応陽性率と継続妊娠率が有意に低く，胚移植個数流産率と年齢が有
意に高かった．（p＜α05）．B群のうち9症例が採卵回数4回目4例，5回目1例，6回目1例，7回目3例で継続妊娠に至ったが，
8回以上の施行にても流産を反復し継続妊娠に至らない症例が3例あり，年齢は40から45歳と高齢であった．【考察】胚盤胞が

少なくとも1個ある症例は高率に早期継続妊娠にいたることが明らかとなった．さらに反復不成功の約半数が治療の継続により
継続妊娠にいたるが反復不成功例では年齢と流産率が高く，染色体異常などの可能性が示唆された．

●

●

P258 胚をガラス化する発育ステージが移植可能胚盤胞数に及ぼす影響

○原馬　尚子，橋本　　周，赤松　芳恵，辻　　陽子，奥　　裕嗣，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック生殖技術部門

【目的】超急速ガラス化保存技術の確立により胚の生存性をほとんど損なわずに保存することが可能となり，ヒト生殖医療

現場では前核期あるいは胚盤胞期でガラス化保存することが主流となっている．しかしながら，どちらのステージでのガラ
ス化保存がART成績をよりサポートできるか十分に検証されていない．そこで，本研究では同一症例の前核期胚を用いて，
前核期あるいは胚盤胞期でガラス化した胚の移植可能胚盤胞率を前方視的に比較検討した．【対象，方法】平成18年6月～

平成19年12月に前核期胚5個以上得られ，十分なインフォームドコンセントが得られた34周期を対象とし，230個の前核
期胚をランダムに2群に分け，一方を前核期でガラス化し（PN群），他方を胚盤胞期まで培養し，移植可能胚をガラス化し
た（Bla群）．その後，　PN群を融解後，培養し，移植可能胚盤胞期胚数を計測した．また，　Bla群は融解後，生存した移植

可能胚数を計測した．ガラス化はCryotopによるvitrification法により行った．移植可能胚盤胞はGardner分類に基づくBL
3以上で内細胞塊B以上の胚盤胞と形態良好なBLIとBL2とした．【結果】PN群の移植可能胚盤胞率は156％（22／141）と，

Bla群の移植可能胚盤胞率は247％（22／89）に比べ，有意差は認められなかったものの（P＝0088），低下する傾向が認め
られた．【考察】有意な差は認められなかったものの，胚盤胞をガラス化するほうが前核期胚をガラス化する場合に比べ，

最終的に得られる移植可能胚盤胞が増える傾向が認められた．十分な数の前核期胚が得られた場合，胚盤胞まで体外培養し，

凍結融解するほうが効率的に移植可能胚が得られ，凍結融解試薬にかかるコスト面から考えても経済的であると考えられ
る．

●

●
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ARTのための低毒性，完全無血清の安全なガラス化保存システムの開発：Cryo－
Nano－Hole　Vitrification　system

●

●

○水野　仁二，乾　　裕昭，栗城　瑛子，赤石　一幸，野口　香里，渡邉　百合，安齋　　憲

　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】我々はクライオナノホールガラス化コンテナ（容積1β一49nl）を開発し，完全無血清，かつこれまでのガラス化保

存に必用とされている凍結保護物質（CPAs）の濃度を従来の半分以下の15－6％に下げマウス卵子／胚の生存性を調べ，そ
の有効性を検証した．【方法】マウス卵子と胚（GV～BL）は常法により採取した，クライオナノホールガラス化コンテナは，

プラスティック板にレーザー照射により正確に直径150μm（体積1潟nl），200μm（3．lnl）and　250μm（49n1）の穴を開け作

製した．卵子／胚は5種の濃度（30，15，12，9，6％）のCPAsを含むガラス化液にて保存し，生存率とBLへの発生率を調
べた．ガラス化保存培養後BLに発育した胚の一部はETし，胎仔への発育を確認した．【成績】各濃度のCPAsを含む各試
験区のマウス卵子／胚の生存率と発育率は，合計544個の卵子／胚を用い，合計30回の試験結果より算出した．15％区の総
平均生存率と発育率は939％（215／229），98．6％（136／138）であった．12％区は690％（78／113），9α2％（46／51）．9％区

は4＆7％（37／76），955％（21／22），6％区は341％（15／44），80％（8／10）であった．15％区でガラス化保存後BLに発

育した30個のETで12匹（40％），12％区では28個のETで12匹（429％）の正常な胎仔が得られすべて正常に発育した．
【考察】完全無血清，かつ低濃度のCPAs（15－6％）によるマウス卵子／胚の「Cryo－Nano－Hole　Vitrification　system」を完

成した．本研究はナノリットルオーダーの超微量のガラス化保存液と共に卵子及び胚をガラス化することによりCPAs濃度
をガラス化の常識を覆す15－6％にまで下げることができることを実証し，安全なガラス化保存法開発の扉を開き，ARTの
take　home　baby　rateの向上に寄与するものと推察される．

P260 長期ART治療を経てAIDにて妊娠に至った夫婦に対する一・考察

○奥島　美香，奥井　　静，八木佳奈子，浜井　晴喜，桑田　　愛，高田　玲子，守屋　聡子，小野光樹子，文野多江子，

　寺西　明子，繁田　　実

　府中のぞみクリニック

●

●

（目的）長期治療患者の心理変化について振り返り，適切な援助について考察する．（対象）N夫婦，初診時妻27歳，夫28歳．

平成8年結婚平成12年他院にて乏精子症と診断当院紹介される．顕微授精合計21回．採卵2回目に初め妊娠するが8週IUFD．
採卵10回目と13回目に化学的妊娠反応陽性．その後，夫婦共染色体検査を施行．夫は均衡型相互転座による染色体異常と診断

後，採卵8回施行したが妊娠に至らず．他院にてAIDI回目で妊娠．20年5月末現在妊娠29週．（方法）7年間の治療期間中，
夫婦面接において，特に心理変化が大きいと感じられる夫婦の言動と看護師の援助を振り返る．結果妻は妊娠できるという期待・

不安・失望をもちながら，継続しなければ妊娠できないという義務と焦操感で治療を繰り返していた．夫は治療に対し妻からの

情報に頼る受身の状態であった．そこで担当看護師は，来院時付き添い必要に応じて夫婦面接を行った．（結果）次第に夫は妻に

対する負い目や自分自身の葛藤など心の内を明らかにし，夫婦が自ら治療方法を選択できるように変化していった，採卵19回目

頃より，年齢的な限界を感じ，同じ治療を繰り返すことがよいのか，新たな治療を選択すべきなのか，大きな葛藤の時期を迎え

た．夫婦は着床前診断を希望しカウンセリングを受けたが断念，AIDを選択し妊娠に至った．（考察）治療が長期に及ぶと患者の

不安や迷いは大きくなるため，特定の看護師が夫婦を対象として担当し援助していくことが必要である．治療中，夫婦に対して

適切な情報提供を行い，夫婦が考え自分達に照らし合わせ行動を起す時間を十分考慮して関わることが重要である．治療におい

て主体は夫婦であり，夫婦の絆を深める事ことを念頭に看護師は援助することが重要である．さらに治療終結時患者がこれま

での治療期間について意味づけするプロセスが必要である．今後もN夫婦を長期的に支援していくことが課題である．

P261 不妊治療時の健康状態とその一因

○保刈　光代1，柴田　文子2，長柴　美幸’，岩渕　清美1，五十嵐睦子1，面川　夏江1，山川　敦子’，安部　裕司1

　CMポートクリニッグ，横浜創英短期大学看護学科2

●

●

【目的】不妊治療を受ける患者の健康状態と治療に対する考えや行動との関係を明らかにする．【対象】不妊治療を行ってい

る患者133名【方法】調査期間；平成20年4月15日～4月28日．調査方法；口頭で調査協力を依頼し，封筒で回収した．
倫理的配慮として，調査の匿名性を確保し，配布に際しては，口頭及び紙面で調査協力および結果の発表の了解を得た．回

収率100％．有効回答125名95．4％．調査内容；治療時の対処行動に関する自作の質問紙とGHQ健康調査30を行った．【結
果】対象の年齢は35～39歳代台が多く，不妊治療期間は3～5年が多かった．通院病院は2箇所が多かった．GHQ健康度
調査では30点中最高点は27点で最低点は0点，平均点は＆7点であった．治療が上手く行かないときの気持ちとして，悲
しみの感情をもつ734％，怒りの感情を持つ121％，ショック状態26．6％，次への期待60．5％であった．受診結果について

夫に話す75B％，記録に残す476％，日記にする153％，親しい人に話す315％であった．　GHQの得点を3段階に分け違
いを検討した．治療での感情面と健康状態との関係では，GHQ得点が高いものの方が怒りの感情（p〈αOl），ショック状態

（p＞α05）の割合が高く，次への期待（p＜α05）はGHQ得点が低いものの方に割合が多かった．また，受診の結果を親し

い人に話す（p＜0刀5）はGHQが中等度得点群に多かった．年齢，転院経験治療の別での違いは見られなかった．【考察】
GHQの得点の平均点は8．7であり，やや正常域より高かった．特にGHQ得点が高いものが治療についてもネガティブな感
情を持ちやすい．治療法や回数とは関係が見られないため，個人の対処規制やパーソナリティとの関係を考える必要がある．
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P262 滋賀県不妊専門相談センターにおけるメール相談の状況

日生殖医会誌53巻4号

¶

○橋村　富子1，高島　明子2，清水　良彦2，藤原　睦子2，高橋健太郎2，野田　洋一2

　滋賀医科大学医学部附属病院1，滋賀医科大学医学部女性診療科2

【目的】滋賀県不妊専門相談センター・におけるメール相談の状況を明らかにすることである．【方法と対象】対象：相談利用

者41名．方法1相談者の背景及び相談内容の分析．調査期間：2007年4月1日～2008年3月31日．【結果】相談件数は41
件であり，相談者は全て妻からであった．年齢は30～34歳が18件（440％）で最も多く，次いで35～39歳13件（31．7％）
と30代が約7割を占めた．治療状況は，治療中22件（537％），非治療19件（4仕3％）と約半数ずつであった．治療期間
は1年未満が9件（40．9％）で最も多く，次いで2年未満5件（22£％）であった．相談目的は（1）情報収集3件（7．3％），

（2）悩み，不安，不満のみ0件，（3）情報収集及び悩みの両方が38件（92．7％）であった．加えて，相談内容を（1）情報

収集，（2）治療に関する相談（3）治療外に関する相談に分け，更に各分類を分析した（重複あり）．情報収集の内訳は15

項目とし，総計151件であった．項目別で｝よ検査が最も多く27件（1＆0％），次いで体外受精22件（156％），人工授精13

件（8．6％）となっていた．病院情報は16件（10石％）であった．治療に関する相談の内訳は7項目とし，総計91件であっ
た．項目別では，治療への迷いが最も多く34件（37．4％），次いで不妊への不安24件（2a4％），受診への迷い10件（ll．0％）

となっていた．治療外に関する相談の内訳は7項目とし，総計27件であった．項目別では，精神的な面に関する訴えが10
件（37、0％）と最も多く，次いで自分自身のこと7件（259％）となっていた．【考察】相談者は何れも情報収集に対するニー

ズが高いことが判明した．相談者の情報を求めるレベルは様々であり，相談者及び相談内容に応じ，わかりやすい言葉で簡
潔に対応することが重要であると考える．

●

●

P263 不妊医療チームにおける看護師の役割分担に関する現状認識と期待一不妊治療経験
者と医療職の比較一

○矢野　恵子1，八木橋香津代2，塩沢　直美3，此川　愛子1，大橋　一友5

　中部大学生命健康科学部保健看護学科1，スズキ記念病院2，浅田レディースクリニッグ，渋川中央病院1，大阪大学大学院
　医学系研究科5

●

【目的】不妊治療の進歩に伴い，医師，看護師，胚培養士，医療事務職，心理職など様々な専門職がチームを組んで治療に取り組むのが一

般的となりつつある．今回，不妊医療チームメンバーのうち看護師に焦点を当て，チーム内での役割分担の現状と期待を明らかにし，今後

の看護師の役割分担の在り方を検討することを1・1的として調査・分析を行った．【方法】日本不妊カウンセリング学会の協力を得て，会員

が所属する医療機関に依頼し協力への了解が得られた施設を通じて医療職および不妊治療経験者に対する，任意・無記名（依頼書に明記）

のアンケート調査を実施した．不妊医療関連の23業務について，役割分担の現状と期待について回答を求めた．（2006年10月～2007年1

月）【成績】治療経験者110名（うち有効109名），および医療職270名より回答が得られた（回収率4＆7％）．治療経験者は，看護師は972％，

不妊領域の専門家である不妊看護認定看護師は3α3％が知っていると答えた．看護師の業務分担の現状については，検査関連説明，治療関

連説明，「検査関連相談（有意に医療職の方が多かった：P＜005），施設の構造やシステムについての相談，妊娠成立後の相談・カウンセリ

ング（有意に治療経験者の方が多かった：P＜005）の5業務について，治療経験者・医療職共に50％以上が看護師が行っていると認識し

ていた．不妊看護認定看護師については（共に勤務している医療職29名，知っていると答えた治療経験者33名対象），前述の4業務と検

査目的に関する相談，検査結果に関する相談，治療方法関連相談，期待される治療結果関連相談，治療結果関連相談心理的問題に関する

相談・カウンセリングの10業務について，共に50％以上が認定看護師が行っていると認識していた．認定看護師の役割期待については共

に50％以上の項目はなかったが，「共に勤務」または「知っている」と答えた人の方が殆どの項目で有意に多い結果であった．

●

P264 生殖医療の現場における看護職と心理職の連携一事例を通し両者の役割と連携のあ
り方を考える一

○永島百合子1，荒木　晃子2，森山　弘恵1，先久　　幸1，坂本　ルミ1，内田　昭弘1

　内田クリニック1，立命館大学衣笠総合研究機構人間科学研究所2

【目的】看護職と心理職が連携し，意思決定を行うことができた事例を通し，両者の役割を明らかにし，今後どのように連携を

していくことが望ましいかを考察した．尚，事例に関して倫理的な配慮に努めた．【対象】妻：S氏　30代前半　早発卵巣不全

低エストロゲン療法を行っているが，排卵は認められず，医師からは「FSHが高いため，排卵が起こるかわからない」と説明
されている．【経過】初回の心理カウンセリング後，「患者から聞いても良いのだと言われ安心した．自分の身体の状態が知りた

い．」と話され，経過の振り返りから始めた．「先生から妊娠の可能性が無いと言われるのが怖い．」と話されていたが，「先生の

話を聞いてみようと思う．」と気持ちの変化がみられた．医師より，妊娠は非常に難しいことを告げられ，涙を流される場面も

見られた．看護師より状況を心理上に伝え，2回目の心理カウンセリングでは，夫との今後の関係や様々な選択肢を含めた専門

的なカウンセリングが行われた．その結果，「今よりゆっくり治療を継続する」「仕事との両立を前提にする」と意思決定をされ

た．【考察】心理職はチーム医療の一員ではあるが，医療者とは位置づけが異なる．だからこそ患者と医療者との橋渡しの役割

を担える．看護職は，医療者として最も患者に近い位置にあり，患者が必要とした時に適切な援助が行える．S氏に対して，医
学的な情報提供を行い，また医師に事実を確認するべきかという気持ちの揺れに対しては，答えを出せるまでその時間を共有す

ることで，気持ちに変化をもたらしたと考えられる．両者の連携により，2回目の心理カウンセリングで，意思決定をするに至っ

たと考える．看護職心理職間では情報の連携が必要であり，両者がどう関わるのかを，常に話し合っていく必要があると考え

られた．今後も様々なケースを通して，両者がいかに連携するべきかを，更に検討していく必要があると考えている．

●

●

●



●ー

●

平成20年10月1日

P265 生殖医療における治療に関する説明と患者の理解

○柴田　文子1，保刈　光代2，安部　裕司2

　横浜創英短期大学看護学科1，CMポートクリニック2
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【目的】医療の現場で医師の説明を聞いた患者の理解について実態を把握するために調査を行った．【対象】不妊治療を行っ

ている患者133名，【方法】調査期間；平成20年4月15日～4月28日．調査方法；口頭で調査協力を依頼し，封筒で回収
した．調査の匿名性を確保し，配布に際しては，口頭及び紙面で調査協力および結果の発表の了解を得た．回収率100％．
有効回答9＆5％．調査内容；説明に関する自作の質問紙で行った．【結果】対象の年齢は35～39歳代台，不妊治療期間は3～

5年が多かった．妊娠の仕組みの理解は，「説明を聞いたことがある」が58％であり，自らが「説明できる」は427％であっ

た．知識を得る手段はネット771％，本664％，医師61£％であった．医師の説明がわからないときは，「調べる」が672％
で，「医師に質問する」が54．2％であった．医師より説明を聞いて「戸惑ったが黙っていた」33．6％，「わからないが，うな

ずいた」366％，「医師に任せようと思った」324％，「何を聞いて良いかわからなかった」344％であった．治療に関しては

「よく理解している」59．5％，「説明を受けたことはわかる」87％，「夫に説明できる」733％であった．治療を含む妊娠の成

り立ちについて説明の理解では10問の設問に対し，正答は最高10問，最低点2問，平均6．7問であった．「何を聞いてよい
かわからない」と医師の説明がわからなくても「うなずいた」（p＜α01）「戸惑ったが黙っていた」（p＜0．01）では，何をき

いてよいかわからないと回答した群に「うなずいた」「黙っていた」行動が多くみられた．しかし，治療を含む妊娠の成り
立ちの正答と患者の理解の認識間には相関は見られなかった．【考察】医師の説明に何を聞いてよいかわからないために質

問ができない現状がある．また妊娠の成り立ちに関する正しい理解の有無と患者自身が理解していると認識していることに
は相関がなく，患者の認識と実際の理解には違いがあると考える．

P266 女性患者の意識調査～医師の説明の理解度に関連する要素とサポートのあり方の検
討～

●

●

○馬場真有美1，岡田　英孝2，川畑　仁美1，下井　華代’，宮城　博恵1，小野　淑子2，岡田　園子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】検査・治療を受ける対象者がその必要性を理解し，治療法を選択することは重要である．しかし，限られた診療時間の中で，対

象者がどのように理解しているかを探ることは容易ではない．そこで対象者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，医師の説明の理解度，質問のしやすさ，理解度を高めるために望む事柄

についてである．【結果】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．医師の説明の理解度は「よくわかった」

28名（406％），「わかった」35名（507％），「普通」6名（＆7％）であった，「よくわかった」理由には「よく話を聞いてくれた」，「質

問の回答が得られた⊥「図示」が挙げられた，質問のしやすさでは，57名（8a6％）が「しやすい」と答えているが，医師の説明の理

解度が低くなるにつれ，「質問の時間がほしい」，「詳しく聞きたい」，「資料がほしい」など理解度を高めるための希望を表す言葉や，「専

門用語はわからない」，「説明がほしい」など不満を表す言葉がみられた．理解度を高めるためには，「図示」，「資料の提供⊥「詳しい説

明」，「質問のしやすさと適した回答」，「こちらの話を聞いてもらう」が挙げられた．【考察】医師の説明の理解度には，対象者の理解を

容易にするための工夫，質問のしやすさ，対象者の話を聞く時間の提供が関連していることが伺えた．治療初期の患者が多い当院では

対象者の予備知識の向上と夫婦で取り組みができることを目的とした「不妊基礎セミナー」参加への呼びかけや診療時間内に効率よく

質問できるよう看護師が橋渡しの役割を担うこと，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．

P267 生殖医療におけるPatient　Safety－ART施設における安全管理の取り組みの現状
調査と生殖医療を受ける患者が抱く安全に対する意識調査一

●

■

○福田貴美子1，中村　　静，久保島美佳1，園田　敦子1，江頭　昭義1，大塚未砂子1，吉岡　尚美1，蔵本　武志1，

　鮎澤　純子2

　蔵本ウイメンズクリニック1，九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学講座2

【目的】生命の継承を担う生殖医療において人・胚・配偶子の取違えを防止する安全管理は急務の課題であるが，先行研究はほとんど

ない．そこで，本邦のART施設における安全管理の取り組みの現状と生殖医療を受ける患者が抱く安全に対する意識調査を行い，今

後の生殖医療における患者安全のあり方について検討した．【方法】2007年12月～2008年1月に無記名回答によるアンケート調査を

行った．対象：（1）ART登録施設594施設（2）当院でARTを受けている患者100名（無作為抽出）．研究における倫理的配慮につ

いては，九州大学大学院医療経営管理研究倫理審査専門委員会の承認を得た．【結果】（1）回答114施設，回収率は191％，医療事故

を『身近に感じたことがある』施設は49％，これまで実態として明らかではなかった『胚や配偶子の取違え事故』などの重大事故も

起こっていることが明らかとなった，（2）回答64名，回収率64％．『身近に想像できる医療事故』について4＆4％と最も多くの患者

が『取違え』としながらも，生殖医療の安全に対する意識のなかで質問33項目中『取違え』の不安は30番目であった．最も不安のレ

ベルが高かったのは「生まれてくる児に対する未知のリスク』で，『医療事故』よりも高いという結果が明らかとなった．【考察】ART

施設からの回収率は低いが，医療事故の実態の一部が明らかとなり，今後の生殖医療の安全管理を考える上で意義深い．今後は，回答

の得られなかった施設も含め，実際に起こっている医療事故について情報共有するなど，ART施設全体で医療事故防止の取り組みを

行う必要があると考えられた．また，患者の意識調査からは，未知のリスクを抱える医療であるということを医療従事者として十分考

慮した上で，より広い前方視的追跡調査とそれに伴う情報整理を行い，精神面も含めたサポートを行う必要があると考えられた．
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P268 不妊患者における避妊歴のとらえ方について

○佐藤　孝道，秋谷　　文，酒見　智子，塩田　恭子，小松　雅博，石井　絵理

　聖路加国際病院生殖医療センター

日生殖医会誌　53巻4号

【目的】不妊診療を行っていると，極端に短い不妊期間で受診するものがいる．こうした症例には高齢のほか，もともと月
経不順，子宮内膜症など不妊になるかも知れない要因をもっていることが多い可能性があるが，避妊の実施経験も関係する
可能性がある．本研究では，避妊の実施経験が，極端に短い不妊期間で受診する要因となるか否かを検討した．【方法】2003

年7月から2008年3月までに当院生殖医療センターを受診し，受診時問診票に記入のあった1199例を対象とし，問診票の
記入から得られる避妊歴と初診時不妊期間の関係を検討した．【結果】1）避妊したことがないと回答した526例の初診時年

齢は364±4．6歳，結婚年齢は304±4潟歳不妊期間は3a6±32．2か月であった．2）避妊したことがあると答えた673例の
初診時年齢は357±44歳，結婚年齢は30．0±42歳，不妊期間は296±2α1か月であった．避妊したことがあると答えた群
の方で，受診までの不妊期間が短い傾向があったが，それ以外の因子では大きな差はなかった．3）不妊期間が3か月以下
で受診したものを極端に不妊期間が短いと考えると，避妊歴がない群では19例（36％），避妊歴がある群では44例（65％）

がそれに該当し，有意に（p〈α05）避妊歴がある群の方に多かった．4）不妊期間が3か月以下の群で避妊歴がないものの
平均年齢は36．6±36歳，避妊歴があるものの平均年齢は35．9±42歳で差がなかった．【結論】避妊歴がある場合は，極端に

短い不妊期間で不妊治療を開始しようとする傾向があることが明らかになった，

●

●

P269 不妊治療後の産褥精神不安に対する検討

○田中威づみ，田中　　温永吉　　基，粟田松一郎，姫野　憲雄
　セントマザー産婦人科医院

【目的】不妊治療後，特にARTによる治療の結果，妊娠出産に至った母親は，自然妊娠出産やタイミング法，　AIH法
による妊娠出産に至った方に比べて，より精神的負担が強いと思われる．不妊治療後，妊娠，出産に至れば，不妊ストレ
スからは開放されても，新たに妊娠，出産，育児という現実に直面する．不妊治療後に目的を達成した安堵感から燃え尽き

た状態となり，母性を育むゆとりのないまま出産を迎える．このような方の中で強い産褥精神不安もみられた．そこで当院
での不妊治療後，妊娠出産された方に対して産褥アンケート調査を行い，比較検討をした．【方法と対象】本年2月より5

月までの3ヶ月間に，産褥3～5日目の褥婦にマタニティブルーズ自己質問票によるアンケート調査を行った．対象は65名
で，自然妊娠による，出産群，タイミング法，AI｝1法治療による妊娠，出産群，　ARTによる妊娠，出産群の3群に分けた．

また出産方法を自然分娩，帝切分娩に分け，年齢別にも分けて検討した．【結果】マタニティーブルーズ自己質問票より，

マタニティーブルーズ得点を算出し3群間で比較検討した．白然分娩では，有意差は無いもののART妊娠出産群で他の
群に比べ高い傾向がみられた．自然妊娠出産群では帝切分娩で自然分娩よりも得点が高かった．年齢別検討ではいずれも
差はみられなかった．また，得点が8点以上のマタニティブルーズの範麟に入るものはART群で3例，タイミング法，　AIH
法群で1例，自然妊娠群で1例認めた．【結論】不妊治療後，特にART治療後に出産に至った方では，自然分娩ではマタニ
ティブルーズ得点は自然妊娠出産群，タイミング法，AIH法治療による妊娠，出産群に比べ高い傾向を認めた．帝切分娩
では得点は高くなり，年齢別の関係はみられなかった．以上より，自然妊娠，出産群では帝切された方や，不妊治療後では，

ART治療をされた方の精神不安が強いということに配慮する必要がある．

●

●

P270 ART卵巣刺激におけるGnRHアンタゴニスト投与法に関する検討

○吉岡　尚美，大塚未砂子，江頭　昭義，杉岡美智代，福田貴美子，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】GnRHアンタゴニスト（以下GnRHant）を用いたART卵巣刺激法は簡便であるがその至適投与法についてはまだ検
討の余地がある．当院では，当初は最大卵胞径でGnRHant投与開始を判断していたが，2006年4月に院内血清ホルモン測定
を開始し，卵胞径と当日の血清ホルモン値で投与の有無を決める方法へ変更した．投与法別の治療成績を検討しGnRHant至

適投与法について考察した．【対象及び方法】対象はGnRHant投与に同意の得られた39歳以下のIVFまたはICSI施行例で，

採卵回数3回以下，卵巣刺激の前周期にHRTを行っていないものとした．　A期間（2002年4月～2006年3月）最大卵胞径14～

15mmよりGnRHantを連日025mg皮下投与し，　hCG投与日まで連続投与．　B期間（2006年4月～2008年3月）最大卵胞径
及び当日の血清ホルモン値でGnRHant投与の有無を決め，連続投与に限らず投与．両期間の治療成績及びGnRHant投与日数
別の妊娠率を検討した．【結果】A期間101周期（平均年齢3＆8歳），B期間54周期（345歳）．以下A／B期間の順に，平均
採卵数70±4．7／10刀±5．1，平均受精卵数34±2B／5β±36，平均FSH／HMG総投与量1383±450／1751±358単位，平均投与日

数73±19／84±1．6日といずれもB期間で有意に高値であった．一方GnRHant投与日数の平均は3．1±1．0／24±09日とB期間

で有意に短縮した．ET当りの妊娠率は36．0％（31／86）／51．2％（21／41）とB期間で高かった．　GnRHant投与日数別妊娠率（ET

当り）はA期間で1日5α0％（2／4），2日23．1％（3／13），3日3＆1％（16／42），4日35，0％（7／20），5日以上429％（3／7），

B期間で順に，400％（2／5），556％（10／18），364％（4／11），6a7％（4／6），100％（1／1），投与日数増加により妊娠率が低

下する傾向は認めなかった．【考察】GnRHant投与には，卵胞径だけでなく当日の血清ホルモン値を考慮する方が望ましいと

考えられる．しかし，GnRHant投与日数と妊娠率には直接の関連は見られず個々の症例によるものが大きいと考えられる．

●

●

吋
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P271 FSH基礎値とClomiphene－RecombinantFSH卵巣刺激

○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】FSH基礎値は卵巣予備能を示す指標のひとつともいわれており，　FSHの基礎値が高い周期ではその値が低い周期と

比較してよい結果が得られないという報告もある．その一方で体外受精を希望する患者は長期間の不妊治療を行っている場

合も多く，早く妊娠して出産したいという願望もあり，早い周期での採卵を希望するためFSH基礎値が高くても採卵する
こともしばしばある．今回はFSH基礎値の違いによって胚盤胞到達率に違いがあるかどうかの検討を行った．【対象と方法】

対象は2006年1月から2007年12月に間に患者同意の下Clomiphene－RecombinantFSH卵巣刺激による採卵を行った720
周期であった．FSH基礎値（IU／1）はFSH＜10・10≦FSH＜15・FSH≧15の3群に分け，年齢は30歳未満・30歳～34歳・
35歳～39歳・40歳以上の4群に分けて比較検討を行った．【結果】30歳未満の群ではFSH基礎値は他の年齢群と比較して
低い傾向にあった．またその群ではFSH基礎値が高い周期においても良好な胚盤胞到達率であった．すべての年齢群にお

いてFSH≧15であっても他の群と比較して胚盤胞到達率が著しく低下することはなくいずれの群も約半数以上の受精卵が
胚盤胞に到達していた．35歳～39歳・40歳以上の群では採卵を施行しても回収卵が得られない周期が10％以上の周期でみ
られた．【結論】受精卵が獲得できればいずれの群においても約半数以上の胚が胚盤胞に到達したが，年齢が高い患者でFSH

基礎値が高い場合は回収卵が得られない場合も多く，採卵個数が少なくなる傾向があるために胚盤胞が獲得できない周期も
目立つ結果となった．

●

●

P272 Minimal　stimulation　protcolとしてのFlare　cycle　IVF／ICSIの成績

○福井　敬介，山路めぐみ，大下　里衣，栗田あおい，坂井　涼子，山田　愛美

　福井ウィメンズクリニック

【目的】当院ではMinimal　stimulation　protcolとして1st　lineにNatural　cycle法（NC法）を，2nd　lineにGnRHaのflare－

up効果を利用した方法（FC法）を施行している．今回FC法の臨床的有用性についてNC法との比較検討を行った．【方法】

平成13年10月～平成20年3月までに当院にてNC法の反復不成功例（363周期182例）をFC法の対象とし，患者同意の
基でCD3～7よりナファレリン400μg／dayを5～7日間投与した．卵胞発育不良の場合はHMG／FSH製剤を追加投与し，主
席卵胞径が16～18mm以上となった時点をHCG投与日としIVF／ICSIを行った．　NC法（1062周期387例）と採卵キャン
セル率，発育卵胞数HCG投与日の血清E2値，　LH値及びP4値，妊娠率，胚盤胞到達率（day5）を比較検討した．【結果】
NC法及びFC法における採卵キャンセル率，平均発育卵胞数はそれぞれ2957％（314／1062）及びa89％（25／363），　m3±

α18個及び3．19±296個でありFC法で有意にキャンセル率は低下し卵胞数は増加した．　HCG投与日のE2値LH値，　P4
値はそれぞれ286．3±1025pg／ml及び827．8±55＆7pg／ml，1134±969mIU／ml及び555±生11mIU／ml，051±0．20ng／ml及

びα92±102ng／mlとFC法においてE2，　P4は有意に高くLHは有意に低い値を示した．　FC法における対移植妊娠率は
171％とNC法の15．0％と有意差はなかった．胚盤胞到達率は375％（9／24）および51．4％（18／35）とFC法において高い
傾向を示した．　　　　　　　【考察】NC法においてLH　surgeや排卵でキャンセルを繰り返す症例や反復不成功例に対してFC法は有用
であることが示唆された．FC法では平均3個の卵子が得られ，副作用も少なく有用なMinimal　stimulation法の一つと考え
られた．

●

P273 排卵誘発剤，排卵誘発法別の卵の質の評価について

○永吉　　基，田中　　温，粟田松一郎，姫野　憲雄，田中威づみ，竹本　洋一，鍬田　恵里

　セントマザー産婦人科医院

【目的】卵の質の評価法の1つとして，妊娠率があげられるが，これにはホルモンや子宮内膜の状態などの要素が入り，卵

の正しい評価とは，必ずしも言えない．従来，顕微授精時の卵の状態をG1，　G2，　G3に分類しているが，今回G2，　G3を5
段階に分類し評価した．　　　　　　　　　　　【方法】排卵誘発剤は（A）FSH＋HMG，（B）HMGのみを使用し，　GnRHアゴニストのshort法と
GnRHアンタゴニスト法を行った．【結果】（1）short法において，受精率（A）935％，（B）7生1％，分割率（A）904％，
（B）749％，GnRHアンタゴニスト法において受精率（A）6a1％，（B）723％，分割率（A）565％，（B）743％，（2）い
ずれの排卵誘発剤，排卵誘発法においても，細胞質が粗穎粒状になっているもの（a）の占める割合が高かった．（3）short

（A）G2（a）734％，（B）G2（a）593％，（A）G2（a）1．9個，（B）G2（a）12個，（A）G3（a）21個，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）G3　（a）1，4
個，（4）GnRHアンタゴニスト（A）G2（a）569％，（B）G2（a）5＆6％，（A）G3（a）14個，（B）G3（a）1£個，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）short
法において，妊娠率（A）500％（18／36），（B）37．1％（13／35），流産率（A）167％（3／18），（B）231％（3／13），GnRH

アンタゴニスト法において妊娠率（A）400％（14／35），（B）5＆3％（21／36），流産率（A）2＆6％（4／14），（B）190％（4／

21）【結論】1GnRHアゴニストのshort法においてFSH＋HMG，　GnRHアンタゴニスト法ではHMGの方が質の高い卵が
得られた．2G2，　G3の細分化による卵の評価は，今後卵の質を知る上で，より良き指標となるものと考えられた．
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P274 Letrozoleとフォリスチム少量投与の使用経験

○森若　　治，八木亜希子，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，IVF－ETにおいて前回排卵誘発で多数の卵胞が発育

し，同様の排卵誘発ではOHSSが懸念される症例に対し，アロマターゼ阻害剤であるLetrozoleとフォリスチム少量投与の
併用を行い，妊娠例を得たので報告する．【対象・方法】2007年3月から2007年12月まで，前回の排卵誘発でGnRHアゴ
ニストを用い，発育卵胞数15個以上，あるいはE2値が2500　pg／ml以上の症例で，今回Letrozole　とフォリスチム50単
位から排卵誘発を開始した14症例16周期（新鮮胚移植）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Letrozoleを一日一錠，五日間内服させ，同時にフォリスチム50単位の連日投与を開始し，卵胞の発育の程度

に応じて，hMG製剤を追加した．症例により，　GnRHアンタゴニスト（Cetrorelix）を投与した．【結果】GnRHアゴニス
ト使用による前回排卵誘発では，発育卵胞数2α7個，採卵数12β個，MII数ll4個，受精数71個，　E2値2693pg／ml，総

投与数128＆3単位であり，Letrozole＋フォリスチムによる今回の排卵誘発ではそれぞれ46個，3．8個，3．7個，30個，4415

pg／ml，56α9単位であり，すべてに有意差を認めた．15周期に胚移植を行い，4例妊娠妊娠率は胚移植あたり267％，症
例あたり286％であった．【考察】Letrozoleとフォリスチム少量投与による排卵誘発法はOHSSを起こすことなく，安全に

少数の良好卵を採取し，新鮮胚移植することができ，有用であることが示唆された．

●

●

P275 クラミジア感染症と反復子宮外妊娠の関連性

○沖　　利通，河村　俊彦，新谷　光央，儀保　晶子，横山　律子，桑波田暁子，山崎　英樹，堂地　　勉

　鹿児島大学病院女性診療センター

【目的】子宮外妊娠症例におけるクラミジア抗体の有無が，臨床成績や妊娠に及ぼす影響について検討した．【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を

行った卵管妊娠67例を対象とした．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．

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】クラミジア抗体陽性例は
陰性例に比較し，卵管周囲癒着の頻度が高い（90．5％vs536％），卵管癒着：が高度（476％vs3B％），等の特徴があった．術後

の卵管疎通性などに差はなかった．反復子宮外妊娠5例はいずれもクラミジア抗体陽性で，卵管癒着を認めた．【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ったが，短期的臨床成績にクラミジア感染は影響を与えなかっ
た．しかし，クラミジア抗体陽性所見は反復外任のリスク因子になりえた．【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．反復子宮外妊娠のリスク因子として，ク

ラミジア感染は重大な影響を与えると考えられた．

●

●

P276 妊孕性温存に関しての乳癌専門医に対するアンケート調査

○早坂　一美，坂本　絵里，田村　　純太田　百恵，菅原可奈子，斎藤　有理，佐々木恵子，安田　師仁，土信田雅一，

　菅藤　　哲，京野　廣一

　京野ARTクリニック

【目的】妊孕性温存に関する乳癌（女性癌　第1位）専門医の認識度把握【対象】北海道・東北で乳癌専門として従事する
医師67名中，返答の得られた26名．【方法】アンケート調査（無記名）．【結果】回収率は3＆8％（26／67），専門医の内2

名が女性，22名が男性，2名が記載無し，年齢は40－49歳が15名と最も多く，50－59歳が5名，60歳以上が6名であった．
40歳未満女性の妊孕性温存に関して19名は認識していたが，6名は認識していなかった．レトロゾールを卵巣刺激に使用
することやその長所について知っているが5名で，知らないが20名であった．凍結時期と乳癌治療開始まで残された期間
の関係について，卵子（未婚），受精卵（既婚），卵巣（未婚，既婚）について知っている・知らないが各々，10・15，5・20，

（13・13，11・15）名であった．卵巣を摘出することに関しては知っているがll名，知らないについては15名であった．
実際，妊孕性温存の相談を受けたことがある医師は17名，無いが9名，乳癌治療前に卵巣機能が低下あるいは不全となり，

将来自分の子供を持つ機会がなくなる可能性について説明していますかについて23名がはいと答えていた．今後，妊孕性
温存の説明ならびに積極的に温存をすすめていただけるかについて，はいが22名，いいえが0名であった．【考察】これか

ら患者・行政への啓蒙はもちろんであるが，乳癌専門医師とも密に交流をもち，妊孕性温存に関しての現状ならびに最新情

報（1，レトロゾール使用により血中E2を抑制して卵を採取できること　2，卵子・卵巣を採取するタイミング　3，卵子・
受精卵・卵巣凍結の適応や採取時期の違いと長所・短所　4，化学療法前後の卵巣機能など）をご理解いただくことにより，

道が開けてくることが示唆された．

●

ザ
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P277 子宮筋腫核出術術後癒着防止に対するGnRHaの応用の可能性について
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○水野　智子，古井　辰郎，日江井香代子，山本　晃央，今井　篤志
　岐阜大学医学部附属病院産科婦人科

●

●

【目的】婦人科開腹術は術後その後の骨盤内臓器の癒着により慢性痔痛，消化管閉塞など様々な合併症の原因となる．また，

若年者においては卵管因子による不妊症を引き起こす．特に子宮筋腫核出術では本来妊孕性温存手術であることより，術後

の骨盤内臓器の癒着防止は非常に重要な要素である．術前の子宮筋腫の発育を抑制する事を目的としGnRHaの術前投与が
多く行われている．GnRHa投与が術後癒着を減少させる可能性についての動物をモデルとした研究報告がある．我々は，
不妊を主訴とする子宮筋腫核出術患者における術前GnRHa療法の術後癒着に与える効果を前方視的に検討した．【対象およ
び方法】子宮筋腫核出術術前の不妊症患者15症例に本研究への参加の同意を得た．10症例は術前10－12週間および術後4
週間酢酸ブセレリン900μg／日の投与を行い，5症例はコントロールとした．術後癒着については子宮筋腫核出後の帝王切開

時もしくはセカンドルックラバロスコピーによって評価し，Diamondらの方法（1996）によって4段階に分類した．なお癒
着防止機序の検索として，子宮筋腫核出術時に腹水を採取しEIA法を用いてplasminogen　activator（PA）およびplasminα

gen　activator　inhibitor（PAI）を定量した．【結果】15症例中adhesion　scorelが4症例でうちGnRHa投与群は2症例であっ

た．adhesion　score2および3は3症例あったが全てコントロール群であった．また，腹水中のPAIにはGnRHa群とコン
トロール群ではそれぞれ5．9±3．2，4．8±3．6と差がなく，PAIでは1α6±6．3，277±93と有意にGnRHa群で高値を示した．

【考察】症例数は少ないものの，今回の検討でGnRHa投与群では高度な癒着症例は認めずその術後癒着防止に対する臨床的

有効性とその機序としてPAIの増加が関与している可能性が示唆された．

P278 腹腔鏡下に経腹的採卵術を必要とした卵巣高位の1例

○中川　浩次1，黄木　詩麗2，堀川　　隆2，齊藤　英和2，西　　弥生1，江崎　　敬1，杉山　里英1，杉山　カー1，

　井上　正人1

　杉山産婦人科生殖医療科1，国立成育医療センター不妊診療科2

●

●

補助生殖医療の際の採卵術は，ほとんどの症例で経膣超音波ガイド下採卵術が施行されている．しかしながら，経膣超音波で卵

巣の描出が不可能な卵巣の位置異常の症例に対しては，経腹的アプローチが必要となる．今回，腹腔鏡下に経腹的採卵術を必要

とした卵巣高位の1例を経験したので報告する．症例は33歳，経妊0回．2002年成育医療センター不妊診療科を受診．経膣超
音波で両側の卵巣は描出できず，子宮卵管造影検査にて，双角子宮を示し，両側卵管が頭側に過剰に引き伸ばされていたため骨

盤腔内を観察し治療方針を決める目的で，2003年腹腔鏡を施行した．子宮はハート型を呈し，左右の卵管は骨盤腔を超えて頭

側に延長していており，左右の卵巣は卵管采近傍に認めた．卵管の通過性は良好であったが，子宮から卵管采までの距離が非常

に離れていること，卵管の動きが制限されていることから自然妊娠は困難であると考えたため，体外受精を行うこととした．左

右の卵巣は，総腸骨静脈の直上に位置しており，採卵術の際の血管損傷を回避するため腹腔鏡下に経腹的採卵術を行う方針とし

た．GnRH－a　long法で卵巣刺激を行い，卵胞発育モニタリングは経腹的に超音波を用いて行った．6月6日，腹腔鏡下に経腹的
採卵術を施行した．気腹法で行い，トロッカーは2か所（カメラ挿入部含む）で行った．腹腔鏡で観察しながら経腹的アプロー

チで採卵術を施行した．9個の卵子を回収し，採卵後3日目に2個の胚を子宮に移植し，余剰胚を凍結保存した．この時の移植

で流産となり，余剰胚の融解胚移植でも妊娠に至らなかったため，2004年6月再度，腹腔鏡下に経腹的採卵術を施行した．卵

巣が骨盤外に存在し，経腹的アプローチで採卵術を施行せざるを得ない場合，大血管や腸管の近傍に卵巣が位置することが予測

され，安全に採卵術を行うためには腹腔鏡下に経腹的採卵術を行うことも一つの選択肢になり得ると考えられた，

P279 ART麻酔におけるBISモニターの有用性

○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】ART　では検査，治療など多岐に渡って麻酔が使用されている．当院では1990年よりプロポフォールを中心とした

バランス麻酔を，採卵を始め多くのART患者に施行し，満足のいく結果を得ている．今回，麻酔を更に安全に運用するた
めに，BIS（Bispectral　Index）モニターを使用した．これにより術中管理が容易となり，臨床上有用であったので報告する．

【対象と方法】平成20年2月より5月までの期間にプロポフォール麻酔を行った採卵60症例，腹腔鏡検査，GIFT法，　ZIFT

法の20症例で検討した．採卵ではプロポフォール初回投与量は，80mgを2回に分けて静注後，6mg／kg／hrで維持量とし，

以後は必要に応じて20mgつつ追加投与した．腹腔鏡検査，　GIFT法，　ZIFT法ではケタミン30mg静注を施行．すべて笑気
吸入麻酔を併用した．また症例によりペンタゾシン6mgと9mgの分割投与も行った．これらをBISモニター使用群（BIS
目標値45～60）と非使用群に分けて検討を試みた．【結果】BISモニター使用群，非使用群でプロポフォール総投与量，手

術時間に差はみられなかった．覚醒遅延例はみられなかったが，術後鎮痛薬を使用した症例は対照群で3例，BIS群で1例
であり，制吐剤を使用した症例はなかった．いずれの群も術中覚醒症例はなかった．【考察】患者の鎮静度のモニターとし
て，近年用いられるようになったBISモニターは，適切な麻酔深度をモニタリングすることが可能である．　BISモニター使

用により麻酔薬の使用量を減少させ，特に麻酔の過剰使用による深麻酔の防止の面でも有効であるといわれている．今回の
我々の使用経験からも，過剰な鎮静による深麻酔が防止でき，術後覚醒の確認も容易であり，麻酔の安全管理上有用である
と思われた．

L
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P280 多のう胞性卵巣症候群（PCOS）に対するグリスリンの効果

日生殖医会誌53巻4号

●

○富永國比古

　ロマリンダクリニック

【目的】PCOSは，生殖年齢の女性の5－10％を占め，臨床的に重要な疾患と認識されつつある．治療法としては，近年，イ

ンスリン抵抗性改善薬の有効性が多く報告されている．ところで，キノコの一種であるマイタケは，分子量約2万のグリコ

プロテインであるグリスリンを含有し，グリスリンはインスリン抵抗性を改善する作用があることが報告されており，イン
スリン抵抗性症候群に深いかかわりがあるPCOSに対して，有効であるか否か検討した．【対象と方法】苛薬甘草湯（以下，

TJ68）投与群を比較対照として，無作為化割付試験を行った．対象者は，2007年に公表された日本産科婦人科学会・生殖／

内分泌委員会の診断基準に基づいてPCOSと診断し，説明の上，同意が得・られた患者30例であった．【結果】1）グリスリ

ン投与群における排卵率（対周期）は，TJ68投与群に比べて有意に高かった（489％vs．154％，　P＝OI）011），対症例での

排卵率は，グリスリン投与群に高い傾向が見られた（6仕7％vs30B％，　p＝OO581），2）治療前後の内分泌パラメーターの変

化を見ると，グリスリン投与群におけるエストラジオール値，および，エストラジオール／テストステロン比が，治療後に

有意に増加していた（それぞれ，p＝0．032，　p＝0038），3）治療効果を比較するため，　Multiple　Logistic　Regression　Analysis

を行い，交絡因子（BMI，　HOMA－IRなど）を補正して得られた結果によれば，グリスリン投与群ではTJ68投与群に比べ
て，1466倍，排卵が得られ易いことが分かった．【考察】以上の事実から，グリスリンは，PCOSに有効であることがわかっ
た．その薬理学的機序は，インスリン抵抗性の改善効果のほかに，卵巣穎粒膜細胞のくアロマターゼ発現の抑制〉を解除し

ている可能性も考えられる．

●

σ

P281 高脂血症改善薬の多嚢胞性卵巣症候群への使用経験

○北澤　正文1，中野　貴史2，野口　崇夫’，林田　綾子1，久野　達也’，武田　信彦1，林　　正路’，稲葉　憲之1

　濁協医科大学医学部産婦人科学教室1，匠レディスクリニック2

【目的】今回，インスリン抵抗性改善効果が認められている高脂血症改善薬であるコレスチミドをPCOSに応用し，その排

卵改善効果を経験したので報告する．【方法】2007年11月から2008年3月までの5ヶ月間，PCOSと診断され高脂血症，
糖尿病が合併または血縁者に同病態を有する3症例を対象とした．投与方法は，コレスチミド30g／dayを連日内服し，月
経開始3日目あるいは5日目にクロミフェン150mg／day（5日間）の投与を開始した．コレスチミド（3，0g／day）併用前後
のLH，　FSH，　PRL，　E2，　P，総コレステロール（T－cho），中性脂肪（TG），　HDL－cho，空腹時血糖（FBS），　HbAlc，　BMI

を測定し，効果判定を行った．また，hCG切り替え日の平均発育卵胞数，平均発育卵胞径，平均子宮内膜厚，および排卵の
有無を観察した．本治療は等施設の倫理委員会に承認され，インフォームドコンセントを得て行った．【成績】1．LH／FSH

比は2．27／563と1以下に改善した．2．T－choおよびTGの値は低下し，　HDL－choの値は上昇した．また，　FBS，　HbAlc

は若干の低下を認め，BMIにおいて各症例とも平均157低下した．3．クロミフェン＋コレスチミド併用療法ではクロミフェ
ン単独療法に比較し，発育卵胞数（3個）の増加，平均発育卵胞径（195mm）の増大，子宮内膜厚（146mm）の肥厚を認

め，治療周期中2例の妊娠（単胎妊娠で継続中）を認めた．【結謝高脂血症治療薬であるコレスチミドがコレステロール
の改善効果，体重減少効果および糖尿病改善だけではなく，PCOSにおいても排卵改善効果あることが示唆された．引き続

き症例を増やし検討して行きたい．

●

●

P282 クロミフェン無効PCOS症例に対する腹腔鏡下卵巣多孔術（Laparoscopic　Ovarian
Drilling）の有用性

○菅谷　　健，竹内　茂人。前沢　忠志，森本　　誠鈴木　孝明，長谷　充子，高倉　哲司

　済生会松阪総合病院産婦人科ART・生殖医療センター

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は卵巣多嚢胞性変化に内分泌学的異常を伴う症候群として知られている．通常クロミフェン

療法を第一選択とし，無効例に対してはゴナドトロピン療法が選択されるが，重症0｝ISSの発生，多胎妊娠発生のリスクが高く，

それらのリスクを回避する目的でARTを選択する場合も多い．一方卵巣襖状切除術に代わる外科的治療法として腹腔鏡下卵巣多孔

術（LOD：Laparoscopic　Ovarian　Drilling）の有用性が報告されるようになった．　LODの治療機序は爽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分泌増加によると推測されているが理論的裏付けは十分ではない．当院ではクロミフェン療
法無効例やOHSS発症の既往を有するPCOS症例に対し積極的にLODを施行し比較的良好な成績を得たので報告する．【方法】2007

年の日産婦学会PCOS新診断基準を満たすPCOS：130症例のうちクロミフェン療法が無効であった24症例を対象にLODを施行し
LOD前後の内分泌学的所見および術後妊娠転帰について検討した．【成績】LOD前後のホルモン値の変化はLH（mIU／ml）：前

1152±296，後604±335，FSH（mIU／ml）1前7．22±148，後731±158，　LH／FSH比：前166±0、58，後α84±046で術後のLH

値，LH／FSH比が有意に低下した．またLOD術後，自然周期：10例（4L7％），クロミッド周期：8例（33．3％），クロミッド＋HMG

周期：1例（42％），合計19例（792％）に妊娠が成立した．LOD施行から妊娠成立までの期間は平均75ヶ月でOHSS発症は1例
もなく，すべてが単胎妊娠であった．また第1子出産後，自然周期：2例，クロミッド周期：2例，合計4例に第2子妊娠が成立し
た．【結論】LODは術後通院治療の負担軽減，　OHSS発症・多胎妊娠予防の点で有用性が高い治療法と考えられた．しかし無効例も

存在しLODの適応判断にはいまだ議論の余地があると思われ，治療の個別化のためには更なる病態の解明が必要と考えられた．

●

ザ
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P283 腹腔鏡下手術後妊娠した多嚢胞性卵巣症候群の長期効果

○肥後　貴史1，高橋　典子1，大里　和広1，長山　由佳1，戸枝　通保2

　古賀総合病院産婦人科高度生殖医療センター1，とえだウイメンズクリニック2

●

多嚢胞性卵巣症候群に対し腹腔鏡下手術（ドリリング）は有効であるとされているが，効果が長期継続するのかはっきりし

ていない．今回同手術後に妊娠成立していない症例と妊娠成立し妊娠終了後に再度妊娠を希望してきた症例の状況を分析し
たので報告する．【対象】当病院産婦人科高度生殖医療センターに平成14年9月から平成20年4月までに受診した症例で，

不妊内分泌部門に登録された挙児希望のあるLH／FSH＞1の185例を対象とした．【方法】妊娠成立していない症例と妊娠
成立後に再度妊娠を希望し受診した時の排卵の状況を検討した．【結果】治療上必要な排卵誘発で卵巣過剰刺激症候群を生

じたために腹腔鏡下手術（ドリリング）を行ったのは25例であった．手術後の排卵の状況は容易になっていた．このうち15

例に妊娠が成立し，再度妊娠希望で受診したのは7例であった．妊娠していない症例10例の現在の排卵誘発状況は長期に
フォローできた8例中4例は変化無かったが4例は排卵誘発が困難となっていた．妊娠終了後再度受診時の排卵の状態は，
自然排卵が5例，クロミッド使用が1例，HMG使用が1例であった．　HMGが必要であった症例は卵巣過剰刺激症候群を生
じたため再度腹腔鏡下手術を行った．7例全てに妊娠が成立した．【考察】妊娠成立していない8例中4例で排卵誘発が困難

となり，再度妊娠を希望し受診した7例中6例で，排卵誘発が容易であったことは，腹腔鏡下手術を行い妊娠成立した多嚢
胞性卵巣症候群で，手術効果が長期継続していることを示唆するものと考えられた．

P284 PCOSの単一卵胞発育にrecFSH低用量投与法はどこまで有用か？

○楠原　浩二

　楠原レディースクリニック

●

●

【目的】Clomid無効なPCOSの排卵誘発に，海外では単一卵胞発育を目的としたrec．FSH低用量投与法が有効との報告があ

るが，日本人女性を対象としたデータは少ない．そこで今回，rFSHを3種類の低用量投与法で行ない，その有用性を検討
した．【方法】対象はPCOS症例21例・24周期である．　rFSHの投与法は［A法］rFSH（フォリスチムR）501U／日x7日
間＋751U／日×7日間のステップアップ法が4周期．［B法］rFSH751U／日×7日間＋1001U／日×7日間のステップアップ法

が8周期．［C法］rFSH501U／日×14日間＋751U／日×7日間の12周期である．【結果】24周期中13周期542％で排卵を誘
発し得た．9周期375％は多数卵胞発育のためhCG投与をキャンセルした、2周期＆3％は排卵に至らなかった．24周期中
単一卵胞発育は8周期333％であった．2卵胞発育は3周期125％，3卵胞発育は2周期＆3％であった．さらに，これを3
投与法で比較すると，A法4周期では単一卵胞発育はなく，2周期が2卵胞，残り2周期は多卵胞発育のためhCG投与をキャ
ンセルした．B法8周期では3周期37．5％が単一卵胞発育，残り5周期は多卵胞発育のためhCGをキャンセルした．　C法12
周期では5周期41．7％が．単一卵胞発育を，1周期＆3％で2個卵胞，2周期167％で3個卵胞発育を，2周期167％は多卵
胞発育のためhCG投与をキャンセルした．　rFSHの3投与法を比較すると単一卵胞発育にはC法が417％と最も高く，か
つ多卵胞発育によるhCGキャンセル率も167％と最も低率であった．【考察】PCOSの排卵誘発にはrFSH501Uからスター
トし14日間継続するstep　up法が単一卵胞発育率が最も高く，かつ多卵胞発育によるhCG投与キャンセル率が低い点から
有用と考えられた．

治
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P285 GnRHアゴニスト（スプレキュア）によるLHサージを用いたIVM－IVFの試み

○福田　愛作1，河内山まどか】，杉下　陽堂1，井田　　守1，杉原　研吾1，園田　桃代1，中岡　義晴1，森本　義晴2

　1VF大阪クリニック1，　IVFなんばクリニック2

【目的】未熟卵体外受精胚移植法（IVM－IVF）は多嚢胞性卵巣症例（PCO）に対して卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の危険性

のほとんどない比較的新しいART治療の選択肢である．我々はメトフォルミン前投与，引き続く採卵周期での少量FSH投与
後にHCGを投与し採卵を行い良好な妊娠率を得ていた．今回，　HCGに代わりGnRHアゴニストによる内因性LHサージを用
いた採卵を行いその効果を検討した．【対象】2006年6月から2007年12月にかけて当院にてインフォームドコンセントの下

に新鮮胚移植IVM－IVFを実施した40歳未満の68症例（68周期）を対象としRetrospectiveに検討した．【方法】ART適応
PCO症例に対し少なくとも1か月間メトフォルミン1500mg／日投与した．採卵周期7日目より超音波モニターを開始し卵胞径

に応じFSH（最大総量450単位）を投与，卵胞径が10mmに達した時点でHCG10000単位（HCG群：40周期）もしくはGnRH
アゴニスト（スプレキュア）150μgを2回投与（GnRHa群：28周期）し36時間後に採卵を実施．得られた未成熟卵を26時
間10％SSS（lrvine　scientific）添加IVM　medium（MediCult）にて成熟培養し，得られた成熟卵にICSIを実施，　Day3胚に

　　　　　　【結果】HCG群とGnRHa群で，患者平均年令は322歳と326歳平均採卵数は＆6個と10．7個，26時間後成熟て移植した．

率は474％（163／344）と44．1％（132／299），胚移植率は7α0％（28／40）と679％（19／28），胚移植あたり妊娠率は4仕4％（13

／28）と421％（8／19）と，すべてのパラメータにおいて両群で有意な差は認められなかった．【考察】GnRHaを用いLHサー

ジを利用したIVM－IVFにてHCGと同様の臨床成績が得られた．内因性LHサージによりOHSSの可能性がさらに減少するば
かりでなく，GnRHaは患者自身で投与可能であり，　IVM－IVFをよりpatient　friendlyなものとすることができる．出生児に

対する影響や倫理面を含めた検討が今後の課題である．GnRHaを用いたIVM－IVFは世界で初めての試みである．
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P286 当院における子宮外妊娠の経膣的アルコール局注療法の成績

○柿沼　敏行1，長田　尚夫’，山本　範子1，永石　匡司1，菅野　　光1，山本　樹生】，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，加藤レデイースクリニック2

【目的】近年，高感度検査薬の開発や経膣超音波断層法画像の改良から，子宮外妊娠の早期診断が可能となり，臨床症状発
現前に治療を開始する機会が多く，その治療法は多様化してきている．今回，子宮外妊娠におけるメソトレキセート（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，安全性について検討した．【対象・方法】2006年4月

1日から2007年12月31日の期間に，当院で子宮外妊娠と診断された50例を対象とした．経膣超音波ガイド下に，23ゲー
ジPTCD針を用い，子宮外妊娠部位に無水エタノールを局注した，治療前，治療2時間後の血中β一hCG値の推移をもって
効果を判定した．【結果】平均年齢は356歳44例（88％）が体外受精による症例であった．妊娠部位は，卵管38例，卵
管間質部7例，子宮頚管4例，腹膜1例であった．35例（70％）が無水エタノール局注により外科的療法を回避することが
でき，15例（30％）は，無水エタノール局注無効症例として腹腔鏡下子宮外妊娠根治術を行った．また，無水エタノール局

注による副作用は全例において認められなかった．【結語】子宮外妊娠における無水エタノール局注療法は，MTXにかわる

新しい治療法として，その有効性，安全性が示唆された．

亀
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P287 当院における子宮外妊娠症例に対するMTX療法

○藤岡　聡枝，林　　篤史，浅野　正子，笠松　真弓，森島　祥子，吉田　陽子，山下　能毅，奥田喜代司，大道　正英

　大阪医科大学産婦人科

【目的】子宮外妊娠に対する治療として，急性腹症を呈する症例への外科的治療の必要性は論を待たないが，無症状あるい

は軽度の自覚症状を有するのみの例では，外科的治療の対象とせずMTX投与による治療を検討する余地がある．また一般
的に，MTX投与前の血中hCG濃度が5000　mIU／ml以下であること，子宮外妊娠部位の長径が3cm以下であること，妊娠
部位の胎児心拍が確認出来ないこと，以上を満たす症例に対する成功例は95％と非常に高く，MTX療法の適応基準とされ
てきた．当院では適応基準を超えた症例においてもインフォームド・コンセントが得られた場合にはMTX療法を積極的に
行っている．今回，その有用性について後方視的に検討した．【方法】2006年1月から2008年5月までの間，当院において
子宮外妊娠と診断され，インフォームド・コンセントを得てMTX療法を施行した16症例を対象とした．16例中，投与前
hCG値が50001U／ml以上の症例が6例，うち1例は問質部妊娠で，胎児心拍を認めた．　MTX投与は50　mg／m2を単回筋
肉内注射をとし，投与後4日目から7日目のhCG値において15％以上の低下がみられた症例を成功例とした．不成功例に
対しては同量を追加投与した．【成績】1例のみアクチノマイシンDの追加投与を要したが，全例で保存的治療のみでhCG
値の陰性化を確認し，有用性を認めた．【結論】緊急手術に対応できる施設においては，直ちに手術が必要である症例を除

き，全ての子宮外妊娠症例に対してMTX療法を治療の選択肢に含めるべきと考えられた．

σ

亀

P288 エストロゲン・プロゲスチン合剤による緊急避妊後に生じた子宮外妊娠の1例

○松下　　宏，田村　正毅，倉林　　工

　新潟市民病院産婦人科

【緒言】緊急避妊法とは性交後に行う避妊法であり，現在わが国では性交の72時間以内と，その12時間後エストロゲン・
プロゲスチン合剤を内服する方法（Yuzpe法）が行なわれている．本法の失敗率は約2％程度であり，失敗例での子宮外妊
娠は非常に稀である．【症例】21歳大学生，未経妊．性交時にコンドームが膣内に脱落したため，緊急避妊ピルを希望し
近医受診．ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠を処方され，36時間後より指示通りに内服した．性交24日後よ
り少量の性器出血を認め，3日後には月経様の出血となったが，止血しないため，性交47日後に前医受診．妊娠反応陽性，

子宮内に胎嚢を認めず，子宮外妊娠が疑われ紹介となった（妊娠8週6日）．経膣超音波断層法では両側附属器の腫大や，

ダグラス窩に液体貯留は認めなかった．尿中hCGは8401U／1と低値であり，外来にて経過観察とした．妊娠9週4日，尿
中hCGが48001U／1と上昇，また左附属器に低エコー領域を認め，入院となった．臨床症状はなく，子宮外妊娠流産を疑い
自然吸収を期待した．妊娠10週5日には尿中hCGは12001U／1に低下したが，2日後になり腹痛出現，超音波断層法で腹腔
内出血を認め，緊急手術を施行した．左卵管膨大部の腫大，卵管采よりの持続的な出血が認められ，左卵管切除術を施行し
た．摘出病理標本では絨毛組織は認めるものの，胎児成分は認めず，左卵管妊娠流産と考えられた．【結語】非常に稀なYuzpe

法による緊急避妊後の子宮外妊娠の1例を報告した．世界的には，緊急避妊ピルはYuzpe法と比較し副作用が少なく，よ
り有効率が高いノボゲストレル単独製剤によるものにとってかわりつつある．一方で，ノボゲストレル単独製剤による避妊

失敗例では子宮外妊娠が増加する可能性が示唆されている．
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P289 不妊治療周期に既に子宮外妊娠であった3例

○若原　靖典】，安藤　寿夫1，柿原　正樹2

　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
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子宮外妊娠は生殖医療後の妊娠において，よく遭遇する疾患であり，我々は常にそれを念頭において診療を行っている．し

かし，非典型例もあり，早期発見が困難なこともあるが，最近では，医療側に対する患者さんの要求水準が高く，また，医

療側の結果責任が問われることも多くなっており，我々はより注意深く診療にあたる必要がある．最近経験した不妊治療周

期に，既に子宮外妊娠であった3例を報告する．症例131歳　女性　G（0）P（0）前医にて，月経周期12日目に左卵巣に
21mmの卵胞を認め，また，　LH陽性であった．排卵後5日目に，腹痛あり，卵巣出血の疑いで当院へ紹介となった．入院
のうえ，経過観察とした．症状軽快し，10日目に退院となった．退院後8日目に，再度，腹痛にて来院した．超音波にて，

液体貯留を認めた．尿中hCG　22，290mIU／ml．子宮外妊娠の疑いで，緊急手術を行った．右卵巣妊娠であった．症例233歳

女性　G（3）P（1）SA（1）右卵管妊娠（1）当院にて，　Day　2胚の融解胚移植を行った．胚移植後14日目の妊娠反応は陰

性であった．胚移植後17日目に月経発来した．基礎体温は低温相となった．体外受精目的でクロミフェンを投与した．月
経16日目，左右にそれぞれ卵胞を一個ずつ認めた．基礎体温が高いとのことで，妊娠反応を行ったところ陽性であった．

尿中hCG　2560mlU／ml．子宮外妊娠の疑いで，手術を行った．左卵管妊娠であった．症例333歳　女性　G（0）P（0）既
往歴：特記すべきことなし　現病歴：前医にて，FSHで排卵誘発を受けていた，　hCG投与後15日目に，激しい下腹部痛が
出現し，当院へ救急車で搬送となった．超音波にて，上腹部に及ぶ液体貯留を認めた．尿中hCG　43，000mlU／ml．子宮外妊

娠の疑いで，緊急手術を行った．左卵管妊娠破裂であった．いずれの症例も，早期発見は困難であると考えられるため，こ
のようなことも起こりえることを予め患者さんに情報提供することが必要と考えられた．

P290 当院における早期分割確認時の細胞数の検討

○橋口　綾乃，宮田　広敏，福富　紀子，松葉　純子，小泉あずさ，横田麻里子，日貝　千春，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

⑨

【目的】当院では胚選択の基準の一つに早期分割（Early　Cleavage：EC）の確認を行っている．　EC確認時に3細胞以上であっ

た胚の発育，妊娠率を1細胞や2細胞であった胚と比較した．【方法】2004年1月から2008年3月の間に体外受精を行った
症例のうち，インフォームドコンセントを得てECを確認し，1細胞胚，2細胞胚，3細胞以上胚に区別して培養したIVF535
周期，ICSI413周期を対象とした．これらの胚におけるDay3の8細胞胚への発育率及びDay5の胚盤胞到達率を比較した．
また1細胞胚のみを移植した周期（1細胞群），2細胞胚を1個以上移植した周期（2細胞群），3細胞以上胚を1個以上移植
した周期（3細胞以上群）で妊娠率を比較した．【結果】1細胞群，2細胞群，3細胞以上群は各々，8細胞胚への発育率がIVF：

98％，324％，28β％，ICSI：116％，37．3％，379％で1細胞群が他の2群に比べて有意に低かった（P＜005）．初期胚移
植の妊娠率はIVF：21．6％，347％，α0％，　ICSI：123％，24．3％，　OO％で各群の間に有意差が認められた（P＜0．05）．胚盤

胞到達率はIVF：4α9％，603％，302％，　ICSI：267％，559％，20．0％で2細胞群が他の2群に比べて有意に高かった（P＜

α05）．胚盤i胞移植の妊娠率はIVF：373％，41．1％，100％，　ICSI：33．3％，414％，00％で3細胞以上群と他の2群の間に

有意差が認められた（P＜0．05）．【結論】EC確認時の細胞数を，形態学的評価に加えて胚選択の指標とすることは有用であ
ると考えられた．

P291 顕微授精対象者の卵胞液中のホルモン値と胚のグレード

○槙田まさみ，佐藤　節子，横田美賀子，横田　英巳，横田　佳昌

　横田マタニティーホスピタル生殖医療センター

【目的】排卵直前の卵胞液中の各種ホルモン値を測定し，卵胞液のホルモン環境が受精後の胚に及ぼす影響について検討し

た．【対象と方法】2006．9～2006．10に顕微授精を目的に採卵を実施した13症例（21～39歳）について患者の承諾を得て，

採卵可能な全ての卵胞から個別に卵胞液を採取した．各種ホルモン値（E2，　P，　hCG，　Total－Testosterone）と液量を測定

し，妊娠群（A）と非妊娠群（B）における媒精3日目胚の質との相関を検討した．刺激はGnRH－agonistを用いたLong法
によりhCG　5ρ001Uを投与した35～36時間後に採卵した．【結果】採取した125個の卵胞から103個の卵が得られた内，99
個がMII期卵でICSIを行った．授精率67．7％であった．13症例中7例妊娠（妊娠率53β％　7／13），流産1例．平均移植個

数は1β±06個，GS7個が確認された（着床率31．8％7／22）．A群とB群の卵胞液中の平均E2値6934±2823ng／mlと5024±

1432μg／m1，　T－T値はa2±1．7ng／mlと5．0±1βng／mlであり，卵胞液中のE2値及びT－T値はA群がB群に比べて有為
に高い結果であった．D－3で良好胚（GIG2）獲得卵胞液中のA群とB群のE2値は723±208ng／mlと533±127μg／ml，　T－
T値はa7±19　ng／mlと51±α9　ng／mlとそれぞれA群がB群に比べて有意に高く，　hCG値に関してもA群が1536±475
mIU／mlでB群が1340±2軌6mIU／m1でA群が高い傾向が見られた．【考察】良好胚が得られた卵胞液は，　hCG，　E2，　T－T

濃度が高い傾向があり，卵胞液中のhCG濃度の取り込みには個体差があり，この取り込みが卵胞液中の黄体ホルモン，特
にE2，　T－Tに作用し，受精直前の卵の質に強く関わっていることが示唆された．
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P292

日生殖医会誌　53巻4号

胚発生におけるintracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injectionの有

効性について

ψ

○内山　一男12，家田　祥子1，藤城　栄美’，貝嶋　弘恒1，加藤　　修2

　みなとみらい夢クリニック1，加藤レディスクリニック2

1

【目的】ICSI時の精子選別を高倍率で行い，形態的良好精子を厳選するintracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　in－

jection（IMSI）法が注目されている．今回，　IMSIと通常のICSIを比較し，胚の発生におけるIMSIの有効性について検討

した．【対象および方法】IMSIは2008年4月から5月の期間で，患者同意の得られた射出精子使用の65症例（年齢38．7±

39歳）168個の卵子で実施した．精子は通常核形で空胞を認めない物を選別し，高倍率用微分干渉用フィルター設置のOLYM－

PASUS　IX71を用い，100倍油浸対物レンズにより1000から3000倍で行った．対照は2006年1月から2007年7月の期間
でICSI施行の729症例（年齢385±26歳），1664個の卵子とした．　ICSIはNikon　TE2000　MC装置を用い200倍で精子を
選別し行った．両法の受精，分割，胚盤胞発生，および拡張期胚盤胞到達率について比較した．【結果】IMSIとICSIそれ
ぞれ，受精率845％（142／168）対859％（1430／1664），分割率970％（128／132）対975％（1345／1380），胚盤胞発生率614％

（54／88）対572％（625／1093），および拡張期胚盤胞到達率534％（47／88）対420％（459／1093）であった．受精から胚盤

胞への発生に差は認められなかったが，拡張期胚盤胞への到達はIMSIが有意に高率となった．（X2検定：P＜α05）【結論】

以上の結果から，受精率，分割率は同率となったが，胚盤胞発生でIMSIが高率傾向となり，拡張期胚盤胞への到達では有
意に高率となった．厳選された精子をICSIすることで胚発生の改善が認められたことからIMSIは胚盤胞発生に有効である
ことが示唆された．

P293 IMSI（Intracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection）は果たして臨

床的に有効か

o

夕

○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，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】ノマルスキー微分干渉装置を用いた油浸レンズで精子頭部を観察すると容易にヒト精子頭部にCrater　defect（CD）を確

認することができる．近年，この大きなCDは胚発生に悪影響を及ぼすと報告されている．今回我々はこの点について検討を行っ

た．【方法】患者の同意をもとに得られた卵子23個を対象とし，形態正常で大きなサイズのCDを有する精子のみをICSIした群

とCDが全くないか，又は非常に小さなCDをもつ精子のみをICSIした群との胚発生能について検討してみた．油浸100倍の対
物レンズを装着したノマルスキー微分干渉顕微鏡（Nikon　ECLIPSE　TE300）で観察した．精子は3％PVPの中に浸漬し，それぞ
れのCDの特徴を持つ精子を注入した．　ICSIは，1，000倍で確認した後，20⑪倍の倍率下で選別した精子を他の小滴メデイウム内

に移さず同一視野下に，コーティングしたガラス底培養ディッシュにミネラルオイルを被せたシャーレ内で施行した．【結果】IMSI

はガラス板上で行わねばならず，切断した尾部がガラス上に付着し，操作がやりづらかったが，技術を習熟すれば，卵子1個1

分以内に注入は可能であった．大きなCDをもつ精子をICSIしたA群，　CDが認めない又は，非常に小さなCDを持つ精子をICSI
したB群及び通常のICSIにおけるC群の受精率，胚盤胞への発生率はそれぞれA群6α9％（14／23），50．0％（7・〆14），　B群85．7％

（54／63），54．9％（28／54）及び，C群7α8％（167／236），510％（85／167）でそれぞれに優i位な差異は認められなかった．さらに，

A群の中で拡張胚盤胞に至った胚2個の内細胞を7種の染色体（13番，16番，18番，21番，22番，X，　Y）のプローブでFISH
染色した結果，異数性を認めた細胞は0％（0／13，0／9）であった．【結論】胚発生レベルでの3者間に優位差は認められず，又流

産の主因と考えられる異数染色体の発生は認めなかった．今後は移植後の着床率に差があるかどうかについて検討していきたい．

P294 凍結保存精子を用いたc－IVFの有効性の検討

○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】凍結保存精子を用いる体外受精では，c－IVFよりも顕微授精が選択される傾向がある．しかし精液性状良好な症例

では，調整後十分な運動良好精子が回収されればc－IVFでも受精が可能な場合もある．そこで凍結保存精子を用いc－IVF
を行った症例の成績を比較し，その有効性を検討した．【方法】当院にて2003年1月から2008年2月までに凍結保存精子
を用いc－IVFを行った34症例40周期（凍結群），2007年3月から2008年2月までに新鮮精子を用いc－IVFを行った113
症例139周期（新鮮群）を比較検討した．精子凍結保存はTest　Yolk　Bufferを用いて行い，融解後は密度勾配遠心法ののち

Swim－up法で運動良好精子を回収し媒精を行った．【結果】凍結群の受精率70．0％，分割率992％，妊娠率387％に対し，
新鮮群ではそれぞれ670％，98．8％，31．5％であり有意な差は見られなかった．また凍結群の凍結保存時の精液所見平均値
は，精子数llM×106／ml（38－208），運動率65．6％（40－84），精液量3．lml（α6－95），新鮮群ではそれぞれ10L8xlO6／ml（235－

209），629％（27－85），3のml（α6－74）であり有意な差は見られなかった．　c－IVFを行うも受精せず移植キャンセルだった

症例の割合は，凍結群5D％，新鮮群72％であり有意な差は見られなかった．【考察】凍結保存精子を用いたc－IVFでは新
鮮精子を用いた場合と同等の成績が得られ，受精せず移植キャンセルとなる割合も変わらなかった．精液所見に問題がなく
十分な運動良好精子が回収された症例に対しては，凍結保存精子でもc－IVFもしくはsplit　ICSIで十分に対応できるものと

思われた．
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P295 前核顕微注入法を用いた細胞質内ミトコンドリア混在の回避

○青野　文仁，桑山　正成，河野康二郎，竹原　祐志，加藤　　修

　加藤レディスクリニック

■

●

【目的】卵細胞質置換は，高齢不妊患者の卵細胞質に起因する不妊の治療や細胞質遺伝型であるミトコンドリア（Mt）病患

者卵子の治療法となる可能性が示されており，すでにその有効性が証明されている（Kuwayam乱2002）．しかしながら常法

の細胞膜融合法を用いた場合，核と共にMtが持込まれ，結果的にドナー卵子内で2種類のMtが混在する．このMt混在
は一般に自然界では存在せず安全性が不明なため，本技術の臨床応用上の妨げとなっている．我々はこの問題を解決するた

め，Mt混在を防止する新しい細胞質置換技術の開発を試みた．【方法】インフォームドコンセントの得られた廃棄前核胚を

供試した．60％SSS加修正P1中で細胞膜を破砕して前核を摘出した．前核周辺の細胞質は，マイクロマニピュレーターに
取り付けたガラスピペットで反復ピペッティングを行い，洗浄，除去した．核移植は，前核を内径15または25μmのガラ
スピペットを用い，あらかじめ両前核を吸引除去した胚に直接，顕微注入した．前核注入したドナー胚は，10％SSS加Cleav－

age　Medium（SAGE）で発生培養を行った．顕微注入30分後に細胞膜が正常に維持されていた胚を生存，さらに前核が正
常に確認できた胚を核移植成功と判定した．【成績】核移植後の胚生存率は，15μm区で93％（37／40），25μm区では50％
（20／40），と，顕微注入ピペットの内径が細い区で高率であった．また核移植成功率は，15μm区で76％（28／37），25μm区

で70％（14／20）であった．　　　　　　　　　　　　【結論】胚から細胞質フリーで摘出した前核を，直接顕微注入法で核移植することが可能である

ことが明らかとなり，同法によりMt混在を防止し，安全にMt病患者および高齢不妊患者由来不育卵子を治療できる可能
性が示唆された．

P296 均衡型相互転座保因者に対する着床前診断による妊娠出産例の報告

○青山　直樹，黒田　知子，山寺　里枝，河内谷　敏，瀬川　智也，加藤　恵一，竹原　祐志，加藤　　修
　加藤レディスクリニック

●

●

当院不妊治療外来において妻が相互転座保因者である夫婦に対し，日本産科婦人科学会の倫理委員会による認可を得て，着
床前診断（PGD）を施行し出産例が得られたので報告する．【対象患者】妻が46，　XX，　t（1；22）（q25；ql1．2）転座保因者

（36歳）で習慣流産（6回）の既往がある夫婦（夫は正常核型）．【方法】クロミフェンおよびhMGを用いて排卵誘発し採卵，

IVFを施行した．8細胞期にて機械的開孔法を用いて透明帯を切開し，外径45μmの吸引ピペットにおいて割球を1個生検
した．摘出した割球は，Munneら（1998）の方法を一部修正し低張処理後，1ml注射器を用いたカルノア固定液ディスペン

サを用いて固定した．診断は2回のFISHを行ない，1ラウンドではTel　lq（赤）およびTe122q（緑）（Cytocll社）を用
い洗浄後続いて，centromere　1（緑）を用いた．胚は5日目に胚盤胞にてガラス化凍結保存し，判定後に融解し，移植した．

【結果】初回の採卵で2個のMII卵子を回収し，割球生検後，2個の胚盤胞を凍結した．診断の結果は，交互分離（正常ま

たは均衡型）および3：1分離を示したため，交互分離胚を移植したところ妊娠が得られ，夫婦の希望により出生前診断を施

行したところ，母親由来の均衡型を示した．37週2日で2198gの男児を出産し，現在までに異常所見は認めていない．【考
察】当院において2008年4月に新たな7症例に関して日本産科婦人科学会より認可を得たが，今後も対象症例は増加傾向
にある．更に学会の着床前診断に関する見解において対象外の患者からの問い合わせも増加してきている．特に流産の既往

はないが，既に夫婦由来の派生染色体により不均衡型の児を出産している症例に関しては，当院における立場上，対応を断
念せざるを得なかった．しかしながら症例の増加や，患者の強い希望もあり今後はこのような症例も学会への申請を予定し

ている．このように着床前診断においては倫理的な問題など，多くの課題が残っていると考えられた．

P297 PGDにおける正診率についての検討

○竹本　洋一，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，鍬田　恵里1，赤星　孝子1，

　渡邉　誠二2，楠　比呂志3

　セントマザー産婦人科医院’，弘前大学医学部解剖学第2講座2，神戸大学農学部動物多様性教室3

●

●

PGDにおいてFISH法によるシグナルの判定は，その胚の構造異常を判定する重要な役割を担っている．　FISHを行う際
体外受精後3日目の8細胞期胚より採取した1～2個についてPGDを行うため，その判定結果が正確であるかどうかは大変
重要である．そこで今回我々は，シグナル判定の正確性について有用な結果を得たので報告する．なお，PGDを施行した患
者の同意を得て不均衡型と判定された廃棄胚2個を用いて判定結果の正確性を検討した．【対象】ll番の長腕と22番の長腕

の均衡型相互転座症例についてPGDを行った．【方法】1．体外受精後3日目の良好8細胞期胚3個より採取した割球につ

いてCEP，　LSIおよびサブテロメアのDNAプローブを用いてFISH解析を行った．2．正常型または均衡型と判定された胚
は移植を行った．3．不均衡型と判定された廃棄胚を5日目まで培養し，その割球を出来る限りばらばらにし，スライドグ
ラスに固定した核板についてFISH解析を行った．【結果】1．　FISH解析の結果，正常型と判定された胚は3個中1個であっ

た．2．不均衡型と判定された胚において8細胞期胚より採取した割球のFISHシグナル数はCEP　ll（2）LSI　22q（3）Tel
llq（2），およびCEP　11（2）LSI　22q（1）Tel　llq（3）であった．3．廃棄胚のFISH結果の一致率はそれぞれ96B％（30
／31），919％（34／37）であった．【考察】1．日本産婦人科学会より申請認可のあった14症例中，PGDを施行した12症例

（19周期）におけるFISH結果について，妊娠継続中（4例），出産（3例）の染色体検査の結果はPGDにおけるFISH結果
と全て一致したことから，PGDにおけるFISH法による判定は正確であった．2．極一部の核板に不一・致が見られたが，シ
グナルの重複によるものではないかと考えられた．
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P298 ART妊娠症例におけるインプリント遺伝子発現の検

○片桐由起子，福田　雄介，北村　　衛，石原　優子，佐々木由香，宗　　晶子，渡辺慎一郎，松江　陽一，渋井　幸裕，

　前村　俊満，竹下　直樹，間崎　和夫，田中　政信，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，ARTによるエピジェネティクスへの関与が報告されている．エピジェネティクスの一つにインプリンティングが

挙げられ，インプリント遺伝子発現と胎児発育との関係が知られている．今回我々はARTによる妊娠症例におけるインプリント

遺伝子発現を，自然妊娠症例と比較検討した．【方法】2005年6月から2007年3月までに当院で分娩となった正期産単胎1302症
例を対象とした．症例は受精方法によりART群と自然妊娠（spontaneous　conception：SC）群に分類し，さらに出生時体重によ

り3群に分類した（S群く2500g，2500g≦C群く350093500g≦L群）．当院倫理委員会申請に則りインフォームドコンセントの
得られた胎盤組織から抽出したRNAを用いて，胎児発育への関与が報告されているインプリント遺伝子（1GF2，　H19，　KCIV（⊇1

0Tユ，　CDKMC）発現をreal－time　PCR法にて分析した．【成績】胎盤のインプリント遺伝子発現分析では，　ART群においてS

群ではC群と比較しH19発現に減弱を認めた（〆0．02）．しかしながら，　SC群でも同様にS群においてC群よりHヱ9発現は減

弱したψ＜0．05）．SC群ではS群とC群の比較においてKCNQ10τ1発現の増強を認めたが，（p＜α05），　ART群ではKCNQ10T
1発現に変化はなく，その一方でCDKNI　C発現に抑制を認めた（p＜0．01）．　SC群のL群においてはHヱ9発現が有意に増強した

が（ρ〈αOI），∬GF2，　KCNQヱOT1，　CDKM　Cに変化を認めなかった．【結論】ART群とSC群の比較において，インプリント遺

伝子発現に変化を認めたことから，ARTがインプリンティングに何らかの影響を及ぼしていることがヒト胎盤組織において確認
された．しかしながら，インプリント遺伝子発現変化は，自然妊娠でも生じていることが示され，今後さらに検討を加える必要

があると考えられた．さらに，これらインプリント遣伝子発現変化の臨床的意味について検討していく必要があると思われた．

●

●

P299 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向上の為の検
討

○田中　　温1，永吉　　基】，粟田松一郎1，姫野　憲雄1，田中威づみ〕，竹本　洋一，鍬出　恵里1，赤星　孝子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】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，卵子間の核置換は将来的に

は有用ではないかと考え，基礎実験を行ってきた．本実験は全て患者の同意の下に行われた．今回は核置換後の胚発生能を向上させる為，

電気融合の条件を検討し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．サイト

カラシンB　5μg／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．In　vitroおよびin　vivo　matured　M－II　oocytesのSpindleはほぼ100％，第1極体下に認められるが前者で

は20～30％が離れた部位に存在した．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i後Zimmermanの融合液で電気融合を行った．従来機器のELCTRO　CELL　FUSION

LFIO1をLF201に変え，融合条件を交流12V／sec＋直流23V〆45msecを交流10V／sec＋直流10V／45msecに低下させた，電気融合後，　IITF

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），電気融合率は旧型で769％（21／26），新型

では81．8％（18／22）と上昇した，2．核置換後の受精率，分割率および胚盤胞への発生率，ハッチング率は，旧型では7a2％（16〃21），66．7％

（14／21），3＆1％（8／21），250％（2／8），新型では83、3％（15／18），667％（12、18），3＆9％（7／18），77．1％（4／7）であった．【結論】新型

電気融合機で電圧を下げる事により核置換後の融合率が向上したが胚盤胞への発生率に優位差は認められなかったが胚の質は向上した．

●

●

P300 当院におけるOCTAX　polarAIDETMを用いたICSIの成績

○小島　章弘坂本　知巳
　婦人科さかもとともみクリニック

【目的】紡錘体を視覚化することができるpolarAIDEを用いて，　ICSIによる受精成績を検討した．【方法】2005年7月～2007

年4月に当院でICSIを施行した症例で，　polarAIDE導入前39症例94周期323個，導入後59症例ll3周期301個を対象と
し，紡錘体確認時間，紡錘体確認時間による受精率の差，導入前後の受精率，特に低受精症例と乏精子症症例における受精

率の変化を比較検討した．施術前に全症例に対して，採取された卵と精子の説明をしており，polarAIDEについても説明し

患者の同意を得たうえで治療を開始している．【結果】紡錘体は採卵後3時間以内に43。9％確認できた．3時間を過ぎると
減少したが，12時間以降に再び紡錘体を確認できる頻度が一ヒ昇した．採卵後12時間以内に紡錘体が確認できた場合の受精

率834％（156／187）に対し，12時間以降では873％（62／71）であり差が無かった．polarAIDE導入前の受精率69．0％（223
／323）に対し，導入後は801％（241／301）となった（P＜0002）．紡錘体の確認できた卵の受精率83B％（217／259）に対し，

非確認は57．1％（24／42）であった（P＜α0001）．低受精率症例の受精率は，導入前333％（14／42）に対し，導入後744％
（29／39）となった（P＜α001）．乏精子症症例は，導入前73．9％（54／73）に対し，導入後80．6％（54／67）となった，【結論】

紡錘体は採卵後3時間以内に半数以上が出現し，12時間以降にも紡錘体は出現したが，紡錘体の出現時間による受精率の差

は認められなかった．紡錘体を確認できた卵にICSIを施行することで受精率が向上した．低受精症例で導入後受精率が向
上したが，乏精子症症例では差は認められなかった．【考察】polarAIDEを使用することは，受精率を向上させる有用な手

段であると考えられた．

●

●

●
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P301 高齢妊娠における血中hCG値はIVF－ETの妊娠予後を反映しない

○澤本　佳苗，奥　　裕嗣，赤松　芳恵，佃　　笑美，橋本　　周，右島富士男，伊藤啓二朗，春木　　篤，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

●

●

【目的】IVF－ETで妊娠が成立した症例の妊娠4週辺りの血中hCG値が妊娠の予後を反映するとの報告がある．しかし，同

じhCG値でも加齢と共に出産に至る例が減少傾向にある事に着目し，年齢とhCG値が妊娠継続に及ぼす影響と流産症例に
おける胎児染色体異常の割合について検討した．【対象】2003年10月～2007年12月の間に当院において胚移植（新鮮胚移
植，凍結融解胚移植）を実施した症例のうちGSが1個のみ確認された1039症例を対象とし，妊娠10週までの妊娠経過と
hCG値（4週0～3日）との関連を年齢別に調べた（39歳以下vs　40歳以上）．加えて絨毛染色体検査を実施した112症例に
ついて胎児染色体異常の有無を調べた．【方法】1039症例を39歳以下と40歳以上の2群に分け，それぞれhCG値〈100mIU
／mL　lOO－500mIU／ml，500－1000mIU／ml，＞1000mIU／mlの場合で，妊娠10週までの流産率を比較した（流産率＝流産件

数／GS陽性件数×100）．また絨毛染色体検査を実施した症例を同条件で2群にわけ胎児染色体異常の割合を比較した．本研
究は十分なICを得た後，実施した．【結果】hCG値〈100mIU／mlで39歳以下の流産率は61．5％（24／39），40歳以上では75．0％
（6／8），100－500mlU／mlでそれぞれ23．6％（116／492），500％（28／56），500－1000mlU／mlでそれぞれ12．5％（35／281），346％

（9／26），＞1000mlU／mlでそれぞれ13．6％（17／125），250％（3／12）であった．　hCG値100－500，500－1000mlU／mlの区で

hCG高値でも40歳以上の流産率は39歳以下に比べ有意に上昇した（P＜00001）．また，流産症例中39歳以下で6仕3％（59
／89），40歳以上で87％（20／23）に胎児染色体異常が認められた．【考察】今回の調査からhCGが高値を示した場合でも40

歳以上では39歳以下に比べ流産率が上昇する事が明らかとなった．また40歳以上の流産症例のほとんどに胎児染色体異常
が認められ，加齢に伴い染色体異常が増加し，その結果流産を引き起こすことが考えられた．

P302 HCG投与時E，値3500以上5000　pg／ml未満症例における新鮮胚移植後妊娠率と
OHSS発症率の検討

●

●

○杉原　研吾1，大谷　飛鳥1，杉下　陽堂1，井田　　守1，園田　桃代1，中岡　義晴’，福田　愛作】，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】COH（Controlled　ovarian　hyperstimulation）により，採卵数増加に伴う良好胚の選択が可能になった．一方，　PCOS（Pol予

cystic　ovary　syndrome）の患者などではOHSS（Ovarian　hyperstimulation　syndrome）のriskが高くなる．高エストロゲン状態

における着床不全の可能性，妊娠時OHSS増悪のriskを回避するため全胚凍結も選択されるが，凍結によるdamageおよび融解時
生存率，費用も問題となる．当院では全胚凍結を行う指標をHCG投与時のE、値が5000pg／ml以上としている．今回，　E，値3500以

上5000未満で新鮮胚移植を行った症例についてその後のOHSS発症率と臨床成績を検討し，全胚凍結が望ましいE、基準値を再検
討した．【対象】2006年1月から2007年12月においてCOH（long，　short，　GnRHantagonist）を行い，　HCG投与時E2値が3500

以上5000未満でcIVF，　ICSI後新鮮胚移植を行った68周期（65症例）を対象とした，【方法】当院刺激protocolではCOHを月経

3日目より開始，月経7日目より経膣超音波検査を随時行い，主席卵胞径18mm以上が複数出現した日にHCG5000単位を投与して

いる．その際のE，値が3500以上4000未満（A群），4000以上4500未満（B群），4500以上5000未満（C群）の3群に分け，妊娠
率，OHSS発症率などを比較検討した．なおOHSSの診断は日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告に従った，【結果】3群間で
患者年齢，移植個数に差は認められなかった．妊娠率はA群57、5％（23／40），B群591％（13／22），　C群500％（3／6）で差はなかっ

た．OHSS発症率もA群2α0％（8／40），　B群273％（6／22），　C群33．3％（2／6）と有意な差は認められなかった．【考察】HCG投

与時E2値3500以上5000未満での3群間の妊娠率とOHSS発症率に明らかな差は認められなかった．　E、値3500以上5000未満全体

での新鮮胚移植の高い妊娠率（553％）を考慮すると今後もOHSSに注意しながら新鮮胚移植を選択するべきであると考えられた．

●

●

P303 当院におけるARTにより妊娠した分娩症例の周産期合併症の検討

○渡辺慎一郎，片桐由起子，福田　雄介，北村　　衛松江　陽一，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リプロダクションセンター

【目的】不妊治療による卵巣刺激や体外受精の社会的浸透によりARTによる妊娠・分娩が増加している．そこで，今回当院

におけるART後に妊娠した分娩症例の周産期合併症について検討を行った．【方法】平成17年1月から平成19年12月に，
体外受精胚移植を施行した579症例871周期のうち妊娠症例を対象とし，そのうち分娩まで経過追跡が可能であった57例
の周産期合併症について検討した．他院への紹介症例と妊娠継続中の症例は除外した．【成績】平均年齢：33．9歳，正期産

93．0％（53／57），平均分娩週数：38．3，平均出生体重2904g，平均APGARスコア，1分：平均84点，5分：平均90点．分
娩様式は，経膣分娩4＆5％（20／44），吸引分娩70％（3／44），帝王切開術46．5％（20／44）．合併症は，早産7．0％（4／57），

切迫流早産123％（7／57），双胎（2卵性双胎）＆8％（5／57），胎盤位置異常』（前置胎盤，低置胎盤）53％（3／57），前期破

水175％（10／57），骨盤位105％（6／57）胎児奇形1B％（1／57），合併症なし53％（3／57）．【結論】ART治療後に妊娠し

た分娩症例は，妊娠合併症のリスクが高く，帝王切開術の可能性が高くなるが，平均年齢が30歳代前半では，正期産で正
常体重児を健康な状態で生むことができるという傾向にあった．

●
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●

P304 当院の採卵手術における出血量の検討

○茂木　絵美，野原　　理，新川　唯彦，佐久本哲郎

　豊見城中央病院産婦人科

【目的】体外受精の採卵手術は，そのほとんどが超音波ガイド下の経膣的な採卵法で行われている．近年の報告では採卵時

の出血量は術前，術後のHct値等より約230ml程度であることが報告されている．しかし採卵方法は施設により若干異なる
ため出血量，重大な副作用の発生する率は施設問で差があると考えられる．当院では原則として，卵巣（膣壁）を左右それ

ぞれ1回のみ穿刺する方法で採卵を行っている，今回当院の採卵法による出血量を術前・術後の採血より算出し，当院の採

卵方法の有効性，安全性を検討した．【方法】対象は2008年4月～5月までに体外受精胚移植を目的に経膣的に採卵手術を
施行した14例．採卵手術はHCG注射後36時間後に静脈麻酔下で施行した．手術は超音波プローブでガイドをする者と卵
胞穿刺をする者の2人に分かれて行った．ガイドをする者は片手で超音波プローブを操作し，もう片方の手で腹壁より卵巣

を圧排，変位させることにより1回の腔壁・卵巣穿刺で片側すべての卵胞の吸引を行った．採卵前々臥採卵後1日目のHb，
Hct値を測定し，身長・体重あるいは体表面積で補正することにより手術時の出血量を予測した．また採卵率（採卵数／12mm
以上の卵胞数），受精率，手術時間を調べた．【結果】平均年齢は40£±50才，平均採卵個数は51±52個，平均受精数は33±

32個（受精率69％）であった，また平均手術時間は1572±111秒であった．術前，術後のHb，　Hctの変動はそれぞれ0．15±

0．3g／dl，053±0．8％であり，術中の出血量は，身長・体重から，あるいは体表面積からの補正でそれぞれ206±326ml，238±

38．1mlであった．【考察】術者2人による卵巣（膣壁）1回穿刺法による採卵手術は出血量，採卵時間とも他の報告より少

なかった．また，採卵率（採卵数／12mm以上の卵胞数）704％，受精率694％も他の報告と差はないことから，本方法は

より安全に施行できる採卵手技であると考えられた．

●

●

P305 内膜症性嚢胞症例でIVFET後に腹膜炎併発，腹腔鏡下手術と化学療法で寛解後，
endotoxin再上昇に抗菌剤で拮抗，　HRT凍結融解胚盤胞e－SETで妊娠が成立した
一・例

○岡本　純英1，秋吉　俊明1，峰　　尚美1，南　　志穂1，田中　麻子1，山口ますみ】，福田　裕子’，鶴田　千鶴1，

　山下ひとみ1，小無田明美1，藤下　　晃2

　ART岡本ウーマンズクリニッグ，長崎市民病院産婦人科2

18年1月10日初診29歳挙児希望前医に不妊相談2年間timing法と非洗浄AIH3回を受ける．当院で洗浄精子AIH3回
を追加途中から左側卵巣に内膜症性嚢胞が出現MRI診断後direct　ART．8月22日GnRH　recFSH　HMG　HCGでCOH夫
前立腺炎でICSI実施．15個卵胞穿刺15個採卵11個の成熟卵にICSI　9個が受精8細胞期胚2個胚移植5日後39℃の熱発
と腹痛骨盤腹膜炎で緊急入院腹腔鏡下手術と化学療法で寛解，入院中にHCG　2941U／L生化学妊娠．余剰胚9個中追加成
熟培養で良好胚盤i胞ExBl（4BA），　ExBl（4BC）およびBl（3BB）3個が得られVitrification凍結保存した．9月19日退院
10月2日の膣分泌物細菌培養でKlebsiella　pneumoniae　3＋とEnterococcus　sp　3＋を検出．　metronidazole内服と洗浄．19

年1月19日月経血endotoxin4仕3ng／ml検出levofloxacin内服2月19日endot⑪xinl10　ng／ml　Escherichia　coli　3＋検出2

月26日fosfomycin子宮腔内還流levonoxacin内服およびmetronidazole膣錠7日間で3月19日endotoxin26ng／mlに下
降．4月8日CPETのHRTを開始膣分泌物にStaphylococcus　epidermidis　3＋　月経血にEnterococcus　sp　2＋を検出
levofloxacin内服fosfomycin還流およびmetronidazole膣錠を投与胚盤胞Bl（3BB）を融解胚移植するも妊娠無し．4月23

日のendotoxin値は225pg／ml．5月10日月経血endotoxinが2000ng／ml超，　Enterococcus　sp　3＋とKlebsiella　pneum（＞
niae　3＋を検出levofloxacin内服で6月16日endotoxicin　O8pg／m未満gardnerella　vaginalis　3＋metronidazole内服洗浄後

enterococcus　sp　l＋．7月ll日月経血endotoxin　2000pg／ml超を示しlevofloxacin内服で8月10日のendotoxin41pg／ml．

9月10日CPETのHRTを開始9月10日endotoxin77pg／mlと上昇傾向のためlevonoxacin投与下に9月29日ExBl（4
BA）を融解e－SETし10月9日HCG　3561U／L陽性となり，妊娠が成立．12月13日，産科紹介，妊娠9ヶ月on　going．結

語endotoxinのmonitoringは有用である．

●

●

P306 薬物療法により成熟精子が出現し，生児をえた無精子症例
●

○桑波田暁子，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

【症例】症例は45歳男性，パートナーは26歳女性であった．同棲してから4年間避妊していないが，妊娠しないため某産
婦人科を受診．女性側は，基礎体温は2相性で問題なし．内分泌検査でも異常所見は認めなかった．精液検査で無精子症を

指摘され，2004年7月当科を紹介受診．精液検査で，量2．5ml総精子濃度　0　運動精子　0で，濃縮法でも運動精子みら

れず．2004年9月　八味地黄丸　開始　2004年10月　無精子症　量25ml総精子濃度　0　運動精子　0　濃縮法でも運
動精子みられず．2004年11月濃縮法でわずかに運動精子みられる．2005年2月　量2．5ml総精子濃度　200万　運動精
子　100万／ml　2005年2月　入籍　2005年4月　患者の同意の下にIVF－ICSI（顕微授精）胚移植を施行．2006年2月　3200
g　男児出生．【考察】本症例は当初無精子症と診断されたが，3回目の再検によりわずかな運動精子を認めることができ，

さらに，漢方療法で運動精子濃度が高くなり，結果的に睾丸生検することなく，生児を得ることができた．【結論】無精子

症の症例でも，あきらめずに再検・漢方療法などの結果，運動精子が認められる場合もあることが明らかになった．患者が

希望し同意が得られれば，無精子症の症例でも待機的に管理する方法もひとつの選択肢となりうる．

●
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●

P307 経腹超音波ガイド下採卵術により生児を獲得した2症例の経験

○若山　明彦，屋宜　千晶，銘苅　桂子，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

■

●

【はじめに】筋腫による子宮腫大により経膣超音波下に採卵手術が困難な症例に対して経腹超音波ガイド下採卵術（TAOPU：

trans　abdominal　ovum　pick　up）を施行し生児を獲i得した2例を経験したので，その適応，合併症について検討した．【方
法】術前にbowel　preparationを行い，静脈麻酔，仰臥位で18G採卵針を用い，安全に施行しうる卵胞のみを穿刺した．卵

巣刺激はlong　protocol法にて行った．【症例】＜症例1＞年齢32歳，　OGOP，不妊期間5年，2回の筋腫核出術の既往あるも

子宮は膀下3横指に達し，原因不明不妊にてIVFの適応とした．　IVF1回目は採卵数1個，未受精であった．　IVF2回目は

採卵数4個，ET2個で妊娠成立した．37週6日選択的帝王切開にて児を得ている．＜症例2＞年齢37歳，2POP，不妊期間
1年，多発性筋腫に対し2回の筋腫核出術の既往歴があるも子宮は膀上に達し，卵管因子の適応でIVFとした．　TAOPUは
5回施行され採卵数はそれぞれ3，4，4，8，7個であり，6回目の融解胚移植周期にて妊娠成立した．妊娠28週1日胎盤早
期剥離にて緊急帝王切開を施行，児は1138g，　Ap5／8点であった．術中DICとなり出血10885gで多量の輸血を要したが術

後の経過は良好で，NICU管理中の健児をえた．2周期のhCG投与前のE2平均値28806　pg／mlに対し平均採卵数は44個
であり，安全に施行しうる卵胞のみを穿刺したためE2値に比較して採卵数は少なくならざるを得なかったが，腸管損傷や
血管損傷などの合併症なく施行できた．【結論】TAOPUを腸管損傷や血管損傷などの合併症なく安全に施行でき，妊娠・
分娩症例を経験した．TAOPUは経膣採卵が困難な症例の選択肢のひとつとなりうると考えられた．

P308 Oosight　Imaging　Systemを用いた，より安全な顕微授精の取り組み

○小嶋　哲矢，小林　一彦，末包　博昭

　武庫之荘レディースクリニック

●

●

【目的】従来，顕微授精（ICSI）を行う際に，第一極体を12時，あるいは6時になるように把持し，3時あるいは6時方向

からマニピュレーションをおこなうことが一般的である．しかしながら，紡錐体が偏移して位置する卵子も存在し，顕微操
作により万一紡錐体を破壊することにより正常受精卵が得られなければ，胚移植をキャンセルせざるを得なくなる症例も存
在する．当院では2007年6月よりOosight　Imaging　System（以下Oosight）を導入した顕微授精に取り組んでいる．今回，

Oosightの顕微授精成績に及ぼす効果について検討した．【対象】体外受精・顕微授精の実施に関し，ご夫婦に説明の上，文

書にて同意を得た．2007年6月より2008年4月の間に，当院で顕微授精をおこなった20症例，68個の成熟卵に対しOosight
を用いた．コントロールとして，2007年5月末までの顕微授精症例25例，88個を用いた．【方法】68個の胚の紡錐体の偏
移につき検討した．また，Oosight群，コントロール群間での授精率・卵割率を比較検討した．顕微授精操作は熟練した技

師が1名でおこなった，【結果】今回検討した，68個の成熟卵をOosightで観察したところ，66個（97．1％）の卵子で紡錘

体は12時に位置し，3時方向に位置していたのは2個（29％）であった．顕微授精の成績は，授精率Oosight群93％，対
象群92％，分割率Oosight群90％，対象群90％とパラメーターに優位差を認めなかった．【考察】紡錘体の位置が偏移し
ている卵子が約3％と少ないため，本法を用いても劇的な授精率・胚分割率の向上は望めなかった．しかしながら，Oosight

を用い，あらかじめ紡錘体の位置を把握することは，従来法より安全に顕微授精をおこなうことができ，とくに低反応群あ
るいは自然周期体外受精などで，取得卵子が少ない症例に対し，患者満足度を向上させることにつながる可能性を示唆した．

P309 Poor　responder症例に対する手術療法における戦略一受精卵凍結を先行させる意義
について

●

●

○松永　茂剛高井　　泰，大原　　健，伊東　宗毅，斉藤　正博，林　　直樹，関　　博之，宇津木希栄，小笹　尚子，
　松本　香子

　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

【緒言】子宮筋腫や卵管留水症などに対して，着床環境を改善するために手術療法を要する症例は少なくない．しかしながら，poor　responder

などの難治症例では，術後の妊娠の可能性は必ずしも高いものとは言えないため，手術そのものを躊躇せざるをえないのも事実である．こ

のような症例に対して，我々は，生殖補助医療（ART）を手術に先行させ，凍結受精卵が得られた後に手術を行い，融解胚移植で妊娠に至っ

た症例を経験したため，報告する．【症例1】31歳未産婦．先天性巨大結腸症のため，幼児期の手術歴あり．他院のART　3回で妊娠せず，

FSH＝132であり，　poor　responderと考えられた．画像診断で両側卵管留水症と診断クロミッドを用いたARTを施行し，3・4回目で胚

盤胞を1個ずつ凍結保存した後，腹腔鏡下両側卵管切除術を施行した．術後2ヶ月で融解胚移植を施行し，単胎継続妊娠に至った．【症例2】

34歳前夫との間に1児を分娩後，子宮内膜症性嚢胞摘出術の既往あり．重症乏精子無力症のため，当科でARTを2回するも妊娠に至ら

ず，poor　responderと考えられた．画像診断で両側卵管留水症と診断クロミッドを用いたARTを2回施行し，胚盤胞を1個ずつ凍結保存

した後，腹腔鏡下右卵管切除および癒着剥離術を施行した．手術翌月に融解胚移植を施行し，単胎継続妊娠に至った．【症例3】31歳，未産

婦，他院でクロミッドを用いたARTを9回施行するも，妊娠せず．子宮内腔を圧排する直径9cmの子宮筋腫を認めた．ロングプロトコル

で胚盤胞を2個凍結保存した後，GnRHアナログを開始し，腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行した．術後3ヶ月で融解胚移植を施行し，単胎

継続妊娠に至った．【考察および結論】poor　responder症例や高齢患者においては，手術後にARTを施行しても必ずしも高い妊娠率が期待

できず，手術そのものの意義が失われかねない．今回の我々の試みは，こうしたジレンマに対する一つの解決策を示していると思われる．

●
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座長 演題分類

固

東口　篤司　　受精・胚・着床　V

安藤　寿夫　　子宮外妊娠　II

■

井坂　恵一

和泉俊一郎

市川　智彦

乾　　裕昭

今井　篤志

岩下　光利

囹

受精・胚・着床　III

妊孕能温存手術・内視鏡　1

男性不妊

受精・胚・着床　IV

妊孕能温存手術・内視鏡　n

ART　XIII

後山　尚久　　診断・検査　II

宇津宮隆史　　受精・胚・着床　II

団

大須賀　穣

大橋　一友

大道　正英

岡田　　弘

囲

片渕　秀隆

片寄　治男

加藤　　修

兼子　　智

目

北川　浩明

北澤　正文

北脇　　城

京野　廣一一

■

久慈　直昭

久保田俊郎

蔵本　武志

回

高　　栄哲

郡　健二郎

小林眞一郎

近藤　宣幸

子宮内膜症　II

統計　II

ART　I

男性不妊　1

生殖免疫

男性不妊　VI

ARTI
精子　II

妊娠・流産・不育　I

ART　VII

卵子・卵胞発育・女性生殖器　IV

ART　VIII

卵子・卵胞発育・女性生殖器　II

ART　III

ART　XII

男性不妊　IV

男性不妊　II

受精・胚・着床　1

精子　III

演題番号 日付

P216～P220

P286～P289

10月24日（金）

10月24日（金）

46～49　　　　10月24日（金）

P143～Pl47　　10月23日（木）

14～18　　　　10月23日（木）

P210～P215　　10月24日（金）

P275～P279　　10月24日（金）

P300～P304　　10月24日（金）

P174～P178

24～27

P221～P224

PO31～PO35

PO96～PlOO

PO67～PO71

P148～P153

Pl99～P203

06～09

PO62～PO66

10月24日（金）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

PO77～PO80　　10月23日（木）

Pl38～P142　　10月23日（木）

Pl58～P162　　10月24日（金）

P250～P254　　10月24日（金）

POO6～PO10

P106～P110

P295～P299

P179～P183

PO72～PO76

PO36～PO40

P194～P198

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

会場

271（395）

開始　終了

ポスター会場（2）　　11：12～11：47

ポスター会場（3）　　15：42～16：10

第2会場　　　　　9：00～9：40

ポスター会場（3）　　11：05～11：40

第2会場　　　　　9：40～10：30

ポスター会場（2）　　10：30～11：12

ポスター会場（3）　　11：05～11：40

ポスター会場（3）　　15：00～15：35

ポスター会場（1）　　15：42～16：17

第3会場　　　　　9：50～10：30

ポスター会場（2）　　15：00～15：28

ポスター会場（1）　　16：42～17：17

ポスター会場（3）　　10：30～11：05

ポスター会場（2）　　16：00～16：35

ポスター会場（3）　　16：00～16：42

ポスター会場（2）　　11：05～11：40

第1会場　　　　　9：50～10：30

ポスター会場（2）　　11：05～11：40

ポスター会場（2）　　10：30～10：58

ポスター会場（3）　　10：30～11：05

ポスター会場（1）　　10：30～11：05

ポスター会場（3）　　10：30～11：05

ポスター会場（1）　　11：05～11：40

ポスター会場（3）　　16：00～16：35

ポスター会場（3）　　11：05～11：40

ポスター会場（1）

ポスター会場（2）

ポスター会場（2）

ポスター会場（2）

10：30～11　：05

16：35～17：10

10：30～11　：05

10：30～11　：05



272（396） 日生殖医会誌53巻4号

座長 演題分類 演題番号 日付 会場 開始　終了

固

齊藤　　英和　　　卵子・卵胞発育・女性生殖器　VI　　P168～Pl73

佐藤　孝道　　カウンセリング・看護　　69～72

10月24日（金）

10月24日（金）

ポスター会場（1）　　15：00～15・42

第4会場　　　　　9：50～10：30

●

■

塩谷　雅英

繁田　　実

神野　正雄

受精・胚・着床　VI

その他

カウンセリング・看護　II

P229～P233

P204～P209

P260～P264

10月24日（金）

10月24日（金）

10月24日（金）

ポスター会場（2）　　10：30～ll：05

ポスター会場（2）　　15100～15：42

ポスター会場（3）　　15：00～15：35

団

末岡　　浩

菅沼　信彦

杉浦　真弓

卵子・卵胞発育

受精・胚・着床　II

妊娠・流産・不育　II

Ol～05

PO41～PO46

60～63

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24E（金）

第1会場　　　　　9：00～9：50

ポスター会場（2）　　11：05～11：47

第3会場　　　　　9：50～10：30

固

千石　一雄　　ART　IX P255～P259 10月24日（金） ポスター会場（3）　　11：05～11：40

囲

高橋健太郎

竹下　俊行

田中　　温

田中　忠夫

田中　哲二

田原　隆三

内視鏡

生殖免疫

ART　II

統計　1

カウンセリング・看護　1

妊娠・流産・不育　III

POI6～PO20

64～68

37～41

PO25～PO30

PO21～PO24

P240～P244

10月23日（木）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

ポスター会場（1）

第4会場

第1会場
ポスター会場（1）

ポスター会場（1）

ポスター会場（2）

10：30～11　：05

9：00～9：50

9：00～9：50

16：00～16：42

11　：05～11　：33

15：00～15：35

■

筒井　建紀　　ART　VI Pl22～P126 10月23日（木） ポスター会場（3）　　11：05～11：40

国

寺田　幸弘　　受精・胚・着床　VII P234～P239 10月24日（金） ポスター会場（2）　　11：05～ll：47

■

堂地　　勉　　診断・検査　1

富山　達大　　受精・胚・着床　III

PO91～PO95

PO47～PO52

10月23日（木）

10月23日（木）

ポスター会場（2）　　16：35～17：10

ポスター会場（2）　　16：00～16：42

困

永尾　光一　　男性不妊　III

楢原　久司　　受精・胚・着床　1

PO86～PO90

19～23

10月23日（木）

10月23日（木）

ポスター会場（2）　　16：00～16：35

第3会場　　　　　9：00～9：50

囮

西山　博之　　男性不妊　V P184～Pl88 10月24日（金） ポスター会場（1）　　11：05～ll：40

囮

林伸旨卵子・卵胞発育・女性生殖器IPOO1～POO5

原　　鐵晃　　ART　IV　　　　　　　　PI11～Pll6

10月23日（木）

10月23日（木）

ポスター会場（1）　　10：30～11：05

ポスター会場（3）　　16：35～17：17
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座長 演題分類

省
　
蝋
　
難
遍
浩
牛
　
難
　
知
期
裕
難
　
距
　
修
欝
　
嚇
哲
齢
観
蹴
　
淳
鰍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
固

報
■

翻
㌶
酪
圏
縦
目
鞠
麟
欝
目
酬
固
朝
㌶
囹
細
鑛
爵
目
鶉

子宮内膜症　1

カウンセリング・看護　IH

PSOS　II

ART　X

ART　II

子宮内膜

妊孕能温存手術・内視鏡

卵子・卵胞発育・女性生殖器　IH

卵子・卵胞発育・女性生殖器　V

統計

精子　1

妊娠・流産・不育　IV

精子

PSOS　I

統計　III

子宮内膜症　III

ART　III

ART　XIV

子宮内膜症

子宮外妊娠　1

妊娠・流産・不育　H

妊娠・流産・不育　I

ART　V

ART　XI

演題番号

57H～54H

962P～65四
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4

9
白
0
∂

－
⊥
9
一P
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日付

10月23日（木）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月23日（木）

10月24日（金）

10月23日（木）

10月24日（金）
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　273（397）

開始　終了

16：42～17：10

15：35～16：10

15：00～15：42

10：30～11　：05

11　：05～11　：40

16：42～17：17

9：40～10：30

16：00～16：35

11　：05～11　：40

9：40～10：30

10：30～11　：05

15：35～16：10

9：00～9：40

16：00～16：42

15：00～15：35

15：28～15：56

9：50～10：30

15：35～16：10

9：00～9：40

16：42～17：10

10：58～11　：33

9：00～9：50

10：30～11　：05

10：30～11　：05



一

（五十音順）
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平成20年10月1日

※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

悶

Aplin，　John　65

回

Elbeltag兄Khalid　P241

■

Jaspe島Melinda　65

■

Khalid，　Elbertagy　PO38

国

Robertson，　Sarah　65

日

Silbe鳥Sherman　Pl73

固

愛甲恵利子

合阪幸三

相澤嘉乃

青井陽子

青木洋一

青木陽一

青野展也

青野文仁

青葉幸子

青山直樹

赤石一幸

赤澤由起子

赤星孝子

赤松芳恵

秋谷　文

秋元　諭

秋吉俊明

秋吉弘美

明楽重夫

芥川　修

阿久津正

P255

P167，　P204

39

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

PO84

32，PO18，　P307

P294

25，P218，　P295

PO52，　Pl78

P296

P140，P259

Pll8

43，P105，P297，P299

P212，　P258，　P301

53，PO80，　PIl1，

P190，　P268

P215

P305

P255

59，P160

23，Pl58

P252

一　般　演　題

阿久津英憲

朝倉寛之

浅田弘法

浅田裕美

浅田義正

浅野正子

芦沢好夫

東口篤司

安達知子

安仁屋友香

阿部亜佳音

阿部　純

阿部　崇

安部裕司

天方朋子

天野奈美子

網田光善

新井　学

荒井真衣子

荒木晃子

荒木康久

荒瀬　透

有田白峰

有地あかね

有馬　薫

有馬隆博

粟田松一郎

安齋　憲

安藤一道

安東　聡

安藤寿夫

安藤　索

■

飯田修一

飯田尚美

飯田麻衣

家田祥子

五十嵐豪

POO8

Pl65，　P197

POO7，　POO8，　PO91

49，P164

PO46，　PO72，　P172，

P198

PO98，　P287

17，Pl84，　P186

POI6，　P220

PO33

56，PO94，　P247

P215

PO30

59，Pl60

P261，　P265

P106，P113

PO38

01

17，P184，P186

33，POO5

P264

P143

61，62

P167

PO64

PlO7，　Pl26

58

11，43，P102，　P105，

P269，　P273，　P279，

P293，　P297，　P299

P140，　P259

PO54，　Pl93

P203

POO4，　PO24，　P106，

Pl13，　P289

44

PO17

PO48

P168

P292

POO1

277（401）

五十嵐司

五十嵐秀樹

五十嵐睦子

生川伸二

井口智佳子

井口裕樹

池内隆人

池田綾子

池田美樹

池田有希

池邉慶子

井坂恵一

石井　愛

石井絵理

石井延久

石神美紀

石川香織

石川聖華

石川智則

石川智基

石川博通

石川雅一

石川雅彦

石川光也

石田恵理

石田　剛

石田洋昭

石田佳江

石塚文平

石原　理

石原優子

石丸忠之

石山めぐみ

泉　陽子

泉谷知明

磯辺明子

磯部哲也

井田　守

板垣和子

市岡健太郎

市川　剛

PO55

01

P261

P204

PO38

POO3

PO76

P156，P222

70

41

P255

23，P158

27，PO41

53，PO80，　P111，

P190，　P268

50，PO86

PO61

54

PO64

PO90

15，PO70，　P201

71，P196

PO53

39

P196

39

P248

PO56，　P146

PO47，　PlO9

POOI，　POIl，　P227

19，P162

PO74，　P161，P298

30

PO11，　P227

P229

29，P226

05

PO58

56，PO94，　P114，

P247，　P285，　P302

26，P225

PO26，　PO71

PO84，　P155



278（402）

市川智彦　　54

市川文雄　　06，P204

一倉晴彦　　P200

市下美智子　PO38

伊津野美香　P139

糸井史陽　　PO46，　P　172，　P　198

伊藤明子　　40，P128

伊藤啓二朗　P253，P301

伊藤直樹　　P182

伊藤秀行　　P211

伊東宏絵　　23，Pl58

伊東裕子　　P202

伊藤正則　　POI1

伊藤正典　　P133，P214

伊藤正裕　　Pl50，　P151

伊藤実香　　31

伊東宗毅　　Pll6，P162，P309

伊藤基樹　　P218

稲垣　昇　　P215

稲川智子　　59，Pl60

稲葉憲之　　P281

乾裕昭　P14qP259
井埜まり絵POO1
井上統夫　　36，72，P145，　P207

井上正樹　　PO15

井上正人　　PO20，　PO43，　PO49，

　　　　　　PO63，　P278

井上裕美　　PO57，　Pll2，　P125

井上善仁　　P202

猪鼻達仁　　PO63

今井篤志　　P277

今野　彰　　P118，　Pl71

今野真佐子　Pl18

今本　敬　　54

苛原　稔　　45，Pl92

入山高行　　P167

岩城多瑛子　23

岩佐　武　　Pl92

岩坂　剛　　P107，P126

岩崎　晧　　P185

岩下光利　　44

岩瀬　明　　POO4，　P245

岩瀬　愛　　POO6

岩田京子　　46，47

岩田未奈　　PO90

岩月正一郎　PO76

岩渕清美　　P261

岩部富夫　　Pl56，　P222，　P224

岩本豪記

岩本晃明

岩山　広

目

上嶋高志

上田一之

植田知博

上野桂子

上村るり子

宇賀神智久

宇賀神奈月

潮田まり子

氏野博昭

後山尚久

臼井　彰

碓井宏和

薄田　亮

内出一郎

内田昭弘

内田聡子

内田　浩

内田律子

内野聡美

内村慶子

内山一男

宇津木希栄

宇津宮隆史

宇都宮智子

宇都博文

楳木美智子

梅咲直彦

梅津朋和

梅本幸裕

海野信也

目

江頭昭義

江口明子

江口素子

江崎　敬

江尻孝平

恵中千晶

遠藤　匠

遠藤尚江

遠藤久誉

P119

38，PO68

P210，　P236

48

Pl30

18，PO87，　P　194

69，PO21

PO73，　P187

10，33，POO5

29，P226

P248

P241，P243

06

Pl46，　P159

P208

PO64

34，Pl44

PO60，　P264

05

61，62

PO48

19

P255

P216，　P292

P309

58，69，PO21，PO93，

Pl43，　P166，　P202

Pl34

22，P147，P232

PO42，　Pl38

Pl34

POO4，　P245

PO76

PO53

27，PO41，P267，　P270

08，PO99，　P100

P229

PO43，　PO49，　P278

P204

PO19，　PO35，　PO97，

Pl32，　P256

54

PO89

PO44

日生殖医会誌　53巻4号

遠藤雄史　　PO40，　PO65，　PO66

■

黄木詩麗　　P278

逢澤純世　　P215

欧陽　卓　　P223

大石　元　　P189

大垣　彩　　56，PO94，　P247

大久保和俊　PO26，　PO71

大久保毅　　P230

大里和広　　PO22，　P283

大塩達弥　　P219

大下里衣　　P250，P272

大島佐江子　Pll9

大島裕子　　PO43，　PO49

大須賀穣　　04，28，31，P177，

　　　　　　P189，　P205，　P223

大住哉子　　P212

太田邦明　　34

太田智佳子　64

太田奈里子　22，P232

太田信彦　　PO29

太田博明　　Pl31

太田百恵　　Pl47，P232，P276

大高　究　　P146

大谷亜衣　　P123

大谷飛鳥　　P114，　P302

大津英子　　58，PO93

大塚未砂子　27，70，PO41，P267，

　　　　　　P270

大月純子　　63，PO32

大坪　瞳　　PO41

大沼　舞　　P215

大野　元　　P191

大野基機　　P191

大場　隆　　P153，　P206

大橋一友　　52，P263

大橋正和　　P181

大畠紀子　　POll

大林伸太郎　57，PO79

大原　健　　Pll6，Pl62，P309

大原基弘　　PO61，PO64，　P120

大平　直　　PO86

大堀　賢　　PO72

大道正英　　PO98，　P287

大村直輝　　PO64

大類恵美子　PO53

岡垣竜吾　　19
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岡崎雅子　　71，P196

岡崎倫世　　40

岡島　毅　　P180

岡田園子　　P188，P266

岡田英幹　　PO79

岡田英孝　　Pl79，　Pl88，　P266

岡田弘　17，P184，P186

岡田正彦　　PO15

岡田潤幸　　PO73

岡野真一郎　POO3

岡部美由紀　PO81

岡村州博　　10，33，POO5

岡村智佳子　PO55

岡村佳貝‖　　　P153，　P206

岡本加奈子　05

岡本純英　　P305

岡本尊子　　68，P137

小川修PO26
小川毅彦　　P185

小川尚子　　P211

小川真里子　71，P196

小川良夫　　PO69

沖　　禾り通　　　P275，　P306

荻田和秀　　65，66

沖村匡史　　25，P218

奥　裕嗣　　P212，　P253，　P258，

　　　　　　P301

奥井静P124，P257，P260
奥島美香　　P124，　P257，　P260

奥田梓　46，47
奥田喜代司　P287

奥津由記　　PO11，P227

奥野　隆　　07，PO34，　P231

奥野　博　　PO71

奥山明彦　　18，PO87，　Pl94

小倉仁世　　PllO

小倉啓司　　PO71

尾崎智哉　　PO52，　P　178

尾崎康彦　　57，PO79

小笹尚子　　P309

長田尚夫　　P286

小澤伸晃　　55，62

小田佳奈子　20

小田英之　　61，62

小田原靖　　P215

落合恵子　　41

小野淑子　　P188，　P266

小野政徳　　61，62

小野光樹子

小野寺勇太

小原　愛

面川夏江

鮎澤純子

折出亜希

恩田知幸

囲

P124，　P257，　P260

PO　13

PO55

P261

P267

P127

P230

カーンカレクネワズ　30，36，72，

　　　　　P145，P207

貝嶋弘恒

各務真紀

香川則子

柿沼敏行

柿原正樹

掛川　亮

蔭山　充

可西直之

笠松真弓

梶原　健

加嶋克則

鹿苑摩耶

加田日出美

片岡和義

片桐千恵子

片桐由起子

片渕秀隆

片寄治男

勝股克成

加藤淳子

加藤　修

加藤聖子

加藤恵一・

加藤祐美

加藤龍太郎

金崎春彦

金澤朋扇

金森崇修

金谷美希

P286，　P292

61，62

41，P173

P286

P113，P289

PO12

Pl71

POI5

PO98，　P287

19

PO73，　P187

P139

03，POO6

50，PO86

P222

21，50，PO47，　PO74，

P101，　P109，P144，

P159，P161，P239，

P298，　P303

Pl53，　P206

38，40

P216，　P231

24

07，25，41，POO2，

PO34，　PI73，　P211，

P216，　P218，　P231，

P286，　P292，　P295，

P296

05

25，PO34，　Pl73，

P218，　P231，P296

PO43，　PO49

25

P127

POl6，　P220

P204

P123

金山尚裕

金子清美

兼子　智

金子武人

金子朋功

金子奈央

金田安史

金村和美

假野隆司

狩野宗英

甲　幸恵

鎌田泰彦

神谷恵理

神谷直人

神谷博文

神谷浩行

河合要介

川内博人

川上典子

川口里恵

川島秀明

川島将彰

川嶋正成

河内谷敏

河野康二郎

河野照美

川野みどり

河野康志

川端明子

川畑仁美

河村和弘

河村俊彦

河村寿宏

川村　良

瓦林達比古

神崎秀陽

神田理恵子

菅藤　哲

神戸茂樹

目

木内　寛

菊地　盤

菊地裕幸

菊池理仁

菊池由加子

279（403）

PO45，　PO51

70

71，P196

P234

PO76

PO61

66

PO31，　P240

PO81

17，Pl84，　P186

PO89

PO85，　PO92，　P244

P116

54

Pl23，　P274

PO76

P228

PO53

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

24，55

PO56，　P146

29，P226

PO89

07，25，PO34，　P216，

P218，　P296

P295

70

P208

P135，P213

P228

P266

02

P275，　P306

PO61，PO64，　P120

P169

P202

P179，　Pl88，　P266

P169

22，P232，　P276

PO86

18，PO87

26，35，P225

P294

25，PO34，　P216，　P218

P244



280（404）

木多寛恵

北川浩明

北坂浩也

北澤正文

北島道夫

北出真理

北村栄子

北村邦夫

北村修一・

北村誠司

北村　衛

北村　凌

北宅弘太郎

木塚文恵

吉川史隆

城戸京子

絹谷正之

絹村和美

木内理世

木下俊彦

木野本智子

木原真紀

儀保晶子

木村和彦

木村　正

木村秀崇

木村将貴

京野廣一

清須知栄子

金城　洋

■

久慈直昭

楠比呂志

楠原浩二

工藤　晶

工藤智子

工藤美樹

国武克子

久野宗一郎

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

PO77，　P129，　Pl74，

P221

PO46，　P172，　Pl98

P281

30，36，72，P145，

P207

26，35，P225

14

P205

P141

PO19，　PO35，　PO97，

Pl32，　P256

21，PO47，　PO74，

P101，PlO9，　P159，

P161，P239，　P298，

P303

P204

67

49

POO4，　P245

PO93

POO3

P118

P192

PO56，　P146

P228

P173，　P208

P275，　P306

PO29

65，66

11，64，PO27，　P104

PO68

22，P147，　P232，　P276

PO25，　P233

PO43，　PO49

POO7，　POO8，　POgl

P102，P105，P293，

P297，　P299

P284

54，PO44

P215

P125

P255

PO84

久野達也

久保島美佳

久保田俊郎

窪田尚弘

窪田裕樹

窪田泰江

熊谷晶子

熊谷恭子

熊谷　仁

熊谷　恵

熊耳敦子

熊切　順

熊迫陽子

熊澤恵一・

倉智博久

倉林　工

蔵本武志

栗城瑛子

栗田あおい

栗田　稔

黒田恵司

黒田知子

黒田　浩

黒田雅子

黒田ユカ

黒滝陽子

黒土升蔵

桑田　愛

鍬田恵里

桑波田暁子

桑原　章

桑原真弓

桑原慶充

桑山正成

■

小池浩嗣

小池信夫

小池　恵

小泉あずさ

小泉智恵

小泉美奈子

高　栄哲

P281

70，P267

PO90

24

PO76

PO76

06

57

02

P165，P197

40，P128

26，35，P225

Pl43

65，66

01

P288

27，70，PO41，P267，

P270

P140，P259

P250，　P272

PO86

26，35，P225

P296

24

26，35，P225

PlO3

P195

P228

P124，P257，P260

11，43，P105，　P273，

P297，　P299

P275，　P306

45，P192

PO46，　P172，　Pl98

59，P160

25，41，POO2，　PO34，

Pl73，　P218，　P295

PO48

PO87

Pl43

PO50，　P108，　P115，

P142，P217，P290

62

P133，　Pl36，　P177，

P214

14
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甲賀かをり

河内山まどか

郷戸千賀子

香山浩二

香山晋輔

郡健二郎

郡山純子

古賀美佳

苔口昭次

越田光伸

小島加代子

小嶋哲矢

小島章弘

越光直子

見玉尚志

児玉英也

後藤　栄

後藤智子

後藤真紀

小西郁生

此川愛子

小場紀和子

小林一彦

小林眞一郎

小林　保

小林秀行

小林浩治

小林善宗

駒　由佳

小牧麻美

小松　潔

小松雅博

小峰佳奈子

小宮ひろみ

小無田明美

小森慎二

呉屋憲一

小山伸夫

是兼真子

近藤安希子

近藤憲一

近藤俊彦

31，P223

　P285

P187

16，PO10，　P209，

P235，　P242

65，66

PO76

P148，P149

P234

09，PO78，　PO82，

P201，P229

17，Pl18，　P171

P107，P126

P308

P300

69

PO57，　Pll2，　Pl25

02

09，PO78，　PO82，

P201，P229

P131

POO4，　P245

68，P137

P263

PO80

P308

37，PO23，　P209

07，P216，　P231

50，PO86

POO4，　P245

PO20，　P　168

PO48

PO75

P200

53，PO80，　P　111，

P190，P268

P252

40，P128

P305

16，PO10，　P209，

P235，　P242

PO19，　PO35，　PO97，

Pl32，　P256

PO75

P210，　P236

PO38

08

P204
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近藤朋子　　P234

近藤宣幸　　16

固

斉藤江莉

斉藤和男

斎藤　滋

斉藤寿一郎

齋藤智博

齊藤英和

斉藤正博

斎藤　学

齋藤麻由美

斉藤幸代

斎藤有理

坂井和貴

酒井　茂

酒井　操

坂井涼子

榊原重久

榊原秀也

酒見智子

坂本絵里

坂本知巳

坂本英雄

坂本恵美

坂本ルミ

佐川典正

佐久川直子

佐久本哲郎

櫻井友義

佐々木愛子

佐々木恵子

佐々木重胤

佐々木志野

佐々木昌一

佐々木直子

佐々木美緒

佐々木由香

笹渡由花里

指山実千代

定本麻里

佐藤晶子

佐藤　章

佐藤　綾

P219

P185

31，55

P227

PO56，　P146

P278

p116，　Pl62，　P309

PO16，　P220

PO56，　P146

24

22，P147，　P232，　P276

P117，　P271

P182

PO21

P250，　P272

P106，P113

39

53，PO80，　Plll，

Pl90，　P268

P147，P232，P276

P300

PO69

P216

PO60，　P264

PO12

12

P304

42

PO85，　PO92，　P244

22，P147，P276

PO84

38

PO76

P159

PO46，　P172，　Pl98

21，50，PO74，　P　101，

P159，　Pl61，P239，

P298，　P303

PO61

69，PO21

PO85

58，PO93，　P202

40，P128

39

佐藤和彦

佐藤和文

佐藤嘉兵

佐藤景子

佐藤健二

佐藤孝道

佐藤　卓

佐藤節子

佐藤　剛

佐藤千歳

佐藤博子

佐藤舞子

佐藤美穂子

佐藤幸保

佐藤芳昭

佐藤理絵

佐藤　両

佐藤　亘

里見操緒

佐野美保

澤井　毅

澤田卓人

澤田富夫

澤本佳苗

山海　直

■

施　　佳

塩川素子

塩沢直美

塩島　聡

塩田恭子

塩谷雅英

塩見明美

繁田　実

七里泰正

地主　誠

篠原一朝

篠原真理子

柴田典子

柴田文子

柴原浩章

P185

PO52，　P178

03，21，48，POO6，

POO9

PO57，　P　112，　P　125

42，71，P196

53，PO80，　Pll1，

P190，　P268

42

P291

PO79

PO54，　Pl93

PO24，　P106，　Pll3

POO6

PO63

68，Pl37

P252

37，PO23

17，P184，　Pl86

02

59

PO46，　PO72，　P172，

P198

PO63

Pl85

PO96

P301

03，POO6

04

PO47，　P　109

P170，　P263

PO52，　P178

53，PO80，　Pll1，

P190，　P268

09，17，PO78，　PO82，

P201，P229

PO24

Pl24，　P257，　P260

Pl97

35

PO34

PO75

PO75

P261，　P265

P148，　P149，　P175，

Pl76，　Pl80
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渋井幸裕

渋谷伸一・

島　博基

島崎精恵

島田和彦

島田茂樹

嶋田奈央子

島貫洋人

嶋村勝典

清水　綾

清水清美

清水恵子

清水聖子

清水雅司

清水誉子

清水康史

清水　豊

清水良彦

志馬千佳

志馬裕明

下井華代

下田ちはる

下屋浩一郎

徐　東舜

生水真紀夫

白井安砂子

白石晃司

白石康子

白須宣彦

白田　泉

城田京子

申　湖水

新川唯彦

新谷智慧

神野正雄

新谷光央

団

末岡　浩

末包博昭

菅かほり

菅　麻里

菅沼亮太

菅野　光

菅間優里

菅谷　健

50，PO47，　PO74，

P101，P109，P159，

P161，　P298

PO52，　Pl78

16

P211

P175，　P176，P180

P152

07

PO29

P163，P164

PO61

P170

PO92，　P244

P131

PO45，　PO51

PO51

PO90

Pl54

Pl39，　P262

P118，　P171

17，P118，P171

P179，　Pl88，　P266

14

P248

PO25，　P233

PO15，　Pl73，　P208

PO43，　PO49

PO67

P148，　P149

P204

PO54，　P　193

P202

14

P304

P168

08，PO99，　P　100

P275，　P306

42，POO7，　PO91

P308

PO64

29，P226

40，P128

P286

PO44

P251，　P282
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菅原かな

菅原可奈子

杉　俊隆

杉浦真弓

杉岡美智代

杉下陽堂

椙田賢司

杉野法広

杉原研吾

杉本　到

杉本和宏

杉本公平

杉山　武

杉山里英

杉山カー

鈴木恭輔

鈴木孝明

鈴木達也

鈴木　直

鈴木範子

鈴木寛規

鈴木啓悦

鈴木史明

鈴木雅洲

鈴木雅代

鈴木美喜

鈴木光明

鈴木元晴

鈴木康夫

鈴木有香

鈴木幸成

諏訪友美

自

清田圭子

瀬川智也

関　隆宏

関　博之

関美穂子

千木野みわ

先久　幸

71，Pl96

P147，　P232，　P276

55，57

55，57，PO79

27，PO41，P270

POI1，P285，　P302

P155

49，P163，P164

56，PO94，　Pl14，

P247，　P285，　P302

PO19，　PO35，　PO97，

Pl32，　P256

14

24

PO19，　PO35，　PO97，

P132，　P256

23，PO43，　PO49，

P158，　P278

PO43，　PO49，　P278

POO4，　P245

P251，P282

P180

POO1，POIl

P106，P113

Pll9

54

P204

PO17

44

P155

P148，　P149，　Pl75，

Pl76，　P180

P162

P254

PO43，　PO49

P119

PO43，　PO49

P119

07，25，PO34，　P216，

P218，　P296

PO44

Pll6，P162，P309

PO77，　Pl29，　P174，

P221

39

PO60，　P264

千石一雄　　12

目

宗　晶子

宗田　武

添田明美

園田敦子

園田桃代

園原めぐみ

■

田浦裕三子

高美貴子

高井　泰

高江正道

高尾徹也

高尾由美

高木敦志

高倉哲司

高崎彰久

高島明子

田頭由紀子

高杉啓一郎

高田玲子

高田智美

高田晋吾

高野裕子

高野光子

高橋暁子

高橋絵理

高橋和子

高橋敬一

高橋健太郎

高橋　純

高橋俊介

高橋俊文

高橋典子

高橋則行

高橋由香里

高松　潔

高見澤聡

高本真弥

21，PO74，　P101，

P159，P161，P239，

P298，　P303

PO26，　PO71

24

70，P267

56，PO94，　P114，

P247，　P285，　P302

PO46，　PO72，　P172，

P198

P206

PO39

Pl16，　P162，　P309

POO1，POIl

l8，　PO87

68，P137

P191

P251，P282

P163，P164

PO56，　P139，　P146，

P262

P156，P222

PO86

P124，P257，P260

PO89

18

PO63

POO7，　POO8，　PO91

Pll9

24

PO63

54，PO44，　P204

Pl39，　P262

POI9，　PO35，　PO97，

P132，P256

08，PO99，　P100

01

PO22，　P283

POOl

PO44

71，Pl96

Pl80

P221
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高山　修

滝上知里

滝川幸子

瀧原博史

田口早桐

田口智代

武井恵理子

武井智美

竹内茂人

武内裕之

竹内正義

竹下千恵

竹下俊行

竹下直樹

竹下由美

竹田　省

武田信彦

武田信好

竹谷俊明

武谷雄二

竹中亜希

竹中泰子

武信尚史

竹原俊幸

竹原祐志

竹村由里

竹本洋一・

田島敏樹

田島博人

橘　直之

立花眞仁

達富郁海

辰巳賢一

田中麻子

田中　温

田中威づみ

P219

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

POO4，　P245

PO67

P241，P243

P191

PO53

POll

P251，P282

26，35，P225

08

46，47

55，59，P160

21，P101，P159，

P161，P239，P298，

P303

P234

26，35，P225

P281

P215

49，P164

04，28，31，P133，

Pl36，　P177，　P189，

P205，　P214，　P223

P117，P271

P156

P209，　P242

PO12，　POI3

07，25，PO34，　P211，

P216，　P218，　P231，

P295，　P296

31，P223

11，43，P105，　P273，

P297，　P299

PO54，　P193，　P223

42

P180

10，33，POO5

P118

17

P305

11，43，P102，P105，

P269，　P273，　P279，

P293，　P297，　P299

11，43，P102，　P105，

P269，　P273，　P279，

P293，　P297，　P299
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田中啓子

田中憲一

田中耕平

田中忠夫

田中哲二

田中俊明

田中俊誠

田中祝江

田中宏光

田中宏幸

田中政信

田中美穂

田中恵美

谷内麻子

谷岡睦美

谷口加奈子

谷口佳代

谷口　憲

谷口　武

谷口久哲

谷口文紀

田畑光恵

田宮　親

田村　功

田村　純

田村博史

田村総子

田村正毅

田村みどり

樽井幸与

樽見　航

段　亜儒

■

千島史尚

千葉公嗣

茄原弘光

張　　慶

張　　波

■

立木　都

塚越静香

塚崎あずさ

塚本　定

塚本泰司

佃　笑美

27，PO41

PO73，　Pl87

PO　17

24

P134

Pl82

02

PO86

Pl94

P242

Pl59，　P239，　P298

P119

P123

P227

P197

P255

29，P226

49，Pl63，　Pl64

66

Pl79

Pl56，　P222，　P224

PO20，　PO63

PO47，　P109

49，P164

P232，　P276

49，Pl63，　P164

PO46，　P172，　Pl98

P288

PO11，　P227

56，PO94，　P247

POOl

Pl39

PO84，　Pl55

15，PO70

PO32

65，66

PO15

PO46，　P172，　Pl98

PO20，　PO47，　PO63，

P109

P107，P126

P203

P182

P212，　P301

辻　麻美

辻　　勲

辻　敏徳

辻　祐治

辻　陽子

辻村　晃

津田亜矢子

土屋雄彦

土山修治

筒井建紀

堤　　治

堤麻由子

堤　　亮

恒松良祐

津野晃寿

角田啓道

鍔本浩志

鶴田千鶴

出浦伊万里

寺井一隆

寺川直樹

寺崎和幸

寺田さなえ

寺田幸弘

寺西明子

寺西佳枝

寺村岳士

寺元章吉

寺山隼人

照沼由美

固

土居有希子

堂地　勉

東梅久子

戸枝通保

床並香織

土信田雅一

年森清隆

栃山　愛

刀禰美那子

登内恵美

POOg

PO31，P240

P254

PO88

P179，　P212，　P258

18，PO87，　P194

PO57，　P　112，　P　125

34，P144

P234

65，66，P165

PO20，　PO63

P215

P133，　P136，P214

05

P135

P180

P242

P305

P222

17，PO68，　P184，

P186

P156，P222，P224

P197

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

10，33，POO5

P124，　P257，　P260

PlO6，　P113

PO12，　PO13

P230，　P286

P150，　Pl51

P246

P252

P275，　P306

PO77，　P129，　Pl74，

P221

P283

P210，　P236

22，P232，　P276

P149

PO38

PO36，　PO37，　PO59，

PO83

PO43，　PO49

泊　博幸

富澤英樹

富永國比古

富山達大

富山僚子

戸屋真由美

鳥居正子

困

内藤宗和

直原廣明

永井　敦

永井　泰

永井利佳

永石匡司

永尾光一

中岡義晴

長岡由紀子

中潟直己

中川浩次

中川佳子

長木美幸

中熊正仁

中込　才

中澤禎子

中澤史子

中澤留美

長柴美幸

中島義之

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

仲田正之

永田雅人

詠田由美

中塚幹也

中西珠央

中野貴史

中野　勝

永野　舞

中林　章

中林正雄

中原辰夫
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P255

P166

P280

PO50，　P108，　Pl15，

P142，　P217，　P290

59，P160

22，P147，　P232

P121

P150，　P151

P204

PO32

63，PO32

PO46，　P　172，　P198

P286

50，PO74，　PO86，　P101

56，PO94，　Pll4，

P247，　P285，　P302

Pl70

P234

PO43，　PO49，　P278

P234

P143

34，P144

Pl69

PO84，　P155

Pl33，　P136，　P214

Pll7，P271

P261

P249

61，62

41

PO45，　PO51

PO60，　P264

22，P232

14

PO20，　PO63

PO86

P255

PO85，　PO92，　P244

57，PO79

P281

PO68

56，PO94，　P247

42

PO33

POO4，　P245
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中原裕子

永渕恵美子

中村佐知子

中村　静

中村拓実

中村忠治

中村仁美

中村裕美

中村康彦

中村有里

中村嘉孝

中村嘉宏

中村理果

中山治郎

中山摂子

中山　毅

中山雅博

長山由佳

永吉　基

奈須家栄

鍋島寛志

並木幹夫

納谷幸男

楢原久司

成田道彦

成吉昌一

成瀬恵治

難波　聡

圓

雄
修
美
佐
生

末
　
裕
美
弥

村
新
西
西
西
西

西井　修

西尾京子

西垣　新

西川明花

西中千佳子

西宗義武

西村　満

西山博之

西山和加子

丹羽幸子

P165，　P197

27，PO41

P204

70，P267

Pl19

PO63

65，66

P208

P130

P242

P243

PO48

11，64，P104

18，PO87

PO33

P204

P157

PO22，　P283

11，43，P102，　PlO5，
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●

「第11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21年1月24日（土）

会　場：持田製薬株式会社　本社内「ルークホール」

　　　　東京都新宿区四谷1－7

世話人：RMB編集委員

　　　　代表世話人　　　　　今井　裕

　　　　第11回当番世話人　神崎秀陽

会費：1，000円

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）

Session　A　座長　　神崎秀陽（関西医科大学　産科学婦人科学）

①大須賀　穣（東京大学産婦人科）

　「子宮内膜症の発症機序についての検討」

②丸山　哲夫（慶応義塾大学産婦人科）

　「ヒト子宮における再生と幹細胞」 ●

Session　B　座長　　堤　　治（医療法人財団順和会　山王病院）

③松林　秀彦（東海大学産婦人科）

　「生殖医療における自己抗体と血液凝固」

④杉浦　真弓（名古屋市立大学産婦人科）

　「習慣流産の診断と治療」

●

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．

生殖医療専門医の皆様へ

　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専門医更新ポイント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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●
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