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第58回日本生殖医学会学術講演会・総会のお知らせ

　　　　　　　　　　　（第1回会告）

　第58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　生殖医療の未来を見据えて

会期：2013年 11月14日（木）

　　15日（金）

　　16日（土）

幹事会，理事会

学術講演会，総会，総懇親会

学術講演会

会場：神戸国際会議場
　　　　　〒650－0046神戸市中央区港島中町6－9－1

　　　　　TEL：078－302－5200　FAX：078－302－6485
　　　　　http：／／kobe－cc．jp／kaigi／

神戸ポートピアホテル

　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－10－1

　TEL：078－302－1111　FAX：078－302－6877
　http：／／www．portopia．co．jp／

プログラム概要（予定）：

　特別講演：（未定）

　招請講演：（未定）

　会長講演：（未定）

　教育講演：（未定）

　ワークショップ：（未定）

　シンポジウム：（未定）

　一般演題（口演・ポスター）

演題登録期間　未定

事前参加登録　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24年10月

　　第58回日本生殖医学会学術講演会・総会

会長　　藤澤　正人（神戸大学泌尿器科教授）

大会に関するお問合せ先

　　　　　　　第58回日本生殖医学会総会・学術講演会　運営事務局

　　　　　　　神戸大学腎泌尿器科学教室内

　　　　　　　　〒650－0017　兵庫県神戸市中央区楠町7－5－1

　　　　　　　　TEL：078－382－6155／FAX：078－382－6169



報　　告

　　新・生殖医療専門医制度細則による

認定研修施設・研修連携施設の申請のご案内

　生殖医療従事者資格制度委員会では，2011年4月1日からすでに運用を開始しております新・生

殖医療専門医制度細則に基づく生殖医療専門医認定のための研修開始登録の準備を今年も進めてお

ります．

　認定研修施設の指定を受けるための申請を予定している生殖医療専門医の皆様におかれまして

は，下記タイムスケジュールを参照の上，認定研修施設の申請ならびに必要に応じて研修連携施設の

申請も合わせて行っていただくようご案内申し上げます．

新細則による認定研修施設申請に関するタイムスケジュール

2012年12月下旬
認定研修施設・研修連携施設申請案内ならびに関連書類を本学会ホー
ムページ上に掲載．

2013年1月末日 認定研修施設・研修連携施設　申請締切．

2013年2月下旬（予定） 認定研修施設・研修連携施設決定．

2013年3月上旬（予定） 認定研修施設・研修連携施設の一覧表を本学会ホームページ上に掲載．

2013年3月下旬（予定）
認定研修施設・研修連携施設に認定証（指定番号）を送付（認定日は2013
年4月1日）．

　また，新・生殖医療専門医制度細則に基づく生殖医療専門医認定のための2013年度研修開始申請

書の受付は2013年4月1日～6月上旬頃の期間内に行う予定です．詳細は本会ホームページに最新

情報を随時掲載いたしますので，ご確認くださいますようお願い申し上げます．

2012（平成24）年10月

　　　　　　日本生殖医学会　理事長　吉村　泰典

生殖医療従事者資格制度委員会委員長　市川　智彦



報　　告

平成25年4月に更新予定の生殖医療専門医（旧指導医）の更新申請について

　生殖医療従事者資格制度委員会では，平成20年4月に認定された生殖医療専門医（旧指導医）が

平成25年3月に認定期間を終了するため，現在，更新に向けた準備をすすめております．

　下記に，現在予定している「生殖医療専門医の更新に関連した注意点」を記載しますので，対象者

はご一読ください．

　なお，更新手続きの詳細（必要書類の様式など）に関しましては，対象となる専門医に対して，12

月下旬を目途に，更新関係書類一式を郵送しますので，それを用いて更新手続きをお願いいたしま
す．

「生殖医療専門医の更新に関連した注意点」

L更新対象者
　該当する生殖医療専門医は平成19年度に申請・試験が行われ，平成20年4月に認定された専門

医です（本報告の最後に一覧表で示します）．

皿．更新手順の予定（以下の日程は諸事情により若干変更される場合があります）

1．更新手続きの申請書類を事務局から対象者に送付　　　　　　　　　　　平成24年12月下旬

2．更新手続きの締切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年2月中旬

3．生殖医療従事者資格制度委員会および理事会での審査　　　　　　　　　平成25年3月中旬

4．申請者に通知し，専門医証を送付　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年3月下旬

皿．更新条件

①生殖医療従事者講習会に5年間で3回以上出席

②生殖医療従事者講習会，日本生殖医学会および支部会等への参加で5年間で150単位以上

③②を満たさない場合は，国際学会出席，学術論文，学会発表などを参考とする．

④継続的に生殖医療の診療を行ってきた実績の証明書類

（注意点）

1）①および②に関しては，本会ホームページ上で各人に状況をご確認いただいていますが，今回

　　の更新対象者には，申請書類送付時（12月下旬）に再度状況をご連絡致します．

2）③に関しては，証明できる書類（発表論文，発表時の抄録集，参加証や会費領収証などのコピー

　　など）をご用意ください．

3）④に関しては，別途用意する様式に記載して提出していただきます．

N．更新を延期できる場合

　旧・生殖医療専門医制度細則第18条にもとづき，今回は条件を満たすことができない専門医に関

して，生殖医療従事者資格制度委員会が妥当と判断する理由（例えば妊娠分娩留学など）がある

限りにおいて，原則として1年間に限り更新を延期することができます．延期を希望する場合には，



別途定める様式（申請書類一式に同封します）で申し出ていただくことになります．

　具体的な「延期を妥当と判断できる場合」の例については，申請書類一式に同封します．

　なお，延期中は専門医資格を停止いたしますので（事務連絡のみ致します），ご留意くださいます

ようお願いいたします。

平成24年10月

　　　　　　　日本生殖医学会　理事長　吉村　泰典

生殖医療従事者資格制度委員会　委員長　市川　智彦

今回の生殖医療専門医更新対象者一覧（五十音順，敬称略）

部
　
村
山
尾
口
野
林

磯

奥
河
小
高
谷
平
向

哲也，伊藤知華子，岩崎

裕嗣，奥田喜代司，小澤

寿宏，河村　和弘，北村

伸夫，坂本　英雄，佐藤

徹也，高橋　俊文，高見

文紀，東梅　久子，中野

由紀，藤原　睦子，古谷

　学，村上　弘一，村川

　晧，岩橋　和裕，大須賀　穣，

伸晃，柏崎　祐士，片岡　尚代，

誠司，熊谷　　仁，栗岡　裕子，

健二，菅原　準一，杉野　法広，

雅司，高見澤　聡，竹村　昌彦，

英子，中林　　章，奈須　家栄，

健一・，松岡　庸洋，三橋　洋治，

晴生，村田　昌功，入幡　哲郎

（計40名）



　　　　　　　　第57回

日本生殖医学会学術講演会・総会

プログラム

会期：平成24年（2012年）11月8日（木）・9日（金）

会場：長崎ブリックホール，長崎新聞文化ホール

会長：増崎　英明

　　　（長崎大学医学部産婦人科教授）



平成24年10月1日 3（147）

第57回日本生殖医学会学術講演会・総会を
　　　　　　　　開催するにあたって

　2012年11月8日から2日間，長崎において第57回日本生殖医学会総会お

よび学術講演会を開催いたします．日本不妊学会という懐かしい名称は，今

は日本生殖医学会に変わりましたが，名称の変更は単に診療における便宜的

なものではなく，そこには次の世代への祈りのような想いが込められている

ように思います．

　腹腔鏡検査の権威であった産婦人科医のステプトー博士と胚培養に熟練し

たエドワード博士は，腹腔鏡下に卵巣から卵子を採取し，体外で受精・培養

して子宮内へ戻すという方法をヒトにおいて成功させ，1978年には世界最初の体外受精児であるル

イーズ・ブラウン嬢が誕生しました．文字にすると何でもないことですし，現在では日本で毎年2

万人が体外受精で出生しているわけですが，当時は「試験管ベビー」とよばれ賞賛の一方で危惧や

反対意見が噴出し，宗教界からは性交渉なしにヒトを造ったとして鴛々たる非難を浴びました．そ

れにも関わらず，彼らのもたらした体外受精は，やがて世界中で広く行われるようになり，その後

の30年以上にわたり不妊症に悩む人たちに大いなる福音をもたらしてくれました．

　体外受精に問題がなかったわけではありません．エドワードとステプトーの卵管閉塞を対象とし

た最初の妊娠成功例が異所性妊娠（卵管間質部妊娠）であったことは彼らの共著である『試験管ベ

ビー』に書かれている通りですし，現在でも諸外国の報告の中には体外受精児における先天奇形，

染色体異常，遺伝子異常の頻度は一般集団より高いとするものがあります．一方で，生殖医療によ

る多胎妊娠の急激な増加が周産期医療を圧迫し，生殖医療の医師と周産期の医師とが対立するよう

な時期がありました．しかし日本産科婦人科学会や日本生殖医学会から数度にわたる移植胚数制限

の勧告がなされ，その結果，最近では3胎以上の多胎は激減し，さらに双胎妊娠も確実に減少しつ

つあります．今後は多胎妊娠のさらなる減少を目指すとともに，生殖医療によって産まれてきた子

供たちの長期間の経過観察とデータ収集も必要でしょう．医療は常に進歩すると考えられがちで

す．しかし忘れてならないのは，医療は同時代への貢献のみならず，次の世代を生きるものにとっ

ての進歩でもあらねばならないということでしょう．

　生殖の使命は生命の継続であり，生殖医療によって産まれた新しい生命は世代を超えて引き継が

れます．ですから生殖医療の是非は後の世代の視点からも常に検証され続けなければならない．す

なわち生殖医療の現場に未だ存在していない子供たちの視点を常に念頭におく必要があるだろうと

思います，ヒトの始まりは一個の受精卵ですが，そこには父と母というふたりの「いのち」が関わっ

ています．ヒトの生命は，生殖を通じて永続することができるのです．ヒトは「いのち」の手綱を

父母から受け取り，文化の継承を通じて世界と対話し，やがてその手綱を次の世代へ手渡して終わ

ります．

　今回の日本生殖医学会の長崎開催にあたり，副題を「家族の絆を求めて」としたことの気持ちは

連綿と続く生命の絆をイメージしてのことであります．

　「いのち」はガラスのように繊細ですが，鋼のように強靭でもあります．そのことは胎児や新生

児の「躍動と脆さ」を見ていれば分かることです．日本生殖医学会の担うべき使命は，このような

「いのち」の創出と継続に関わる仕事です．健全な生殖を支援し，健やかな後の世代を創出する，

会員の皆様は「いのち」の支援者としての自覚と誇りを持って，日々の研讃に励まれていることと
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思います．第57回目の本学会は以上のような期待と緊張をもって皆様をお迎えしたいと考えてお

ります．

　時は過ぎて2010年のノーベル生理学医学賞はエドワーズ博士に贈られました．一方で日本生殖

医学会は本年度より一般社団法人として新たな歩みを始めようとしています．長崎という西端の地

にできるだけ多くの会員の皆様がご参集され，学術と友好の数日間を過ごされることを，心よりお

願いする次第であります．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年9月5日

　　　第57回日本生殖医学会学術講演会・総会会長

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産婦人科分野教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　増崎　英明



平成24年10月1日

　　　　　　　　　　　　　　　日　程　概　要

　学術講演会

　　　会期：2012年11月8日（木）・9日（金）※10日（土）市民公開講i座

　　　会場：長崎ブリックホール（メイン会場）

　　　　　　〒852－8104　長崎市茂里町2－38　TEL：095－842－2002

　　　　　　長崎新聞文化ホール（ポスター会場：メイン会場の正面）

　　　　　　〒852－8104　長崎市茂里町3－lTEL：095－844－2412

　総会

　　　日時：2012年11月8日（木）13：10～14：10

　　　会場：長崎ブリックホール1階「第1会場（大ホール）」

　幹事会

　　　日時：2012年11月7日（水）14：00～15：00

　　　会場：長崎ブリックホール3階「国際会議場」

　理事会

　　　日時：2012年11月7日（水）16：00～18：00

　　　会場：長崎ブリックホール3階「国際会議場」

　総懇親会

　　　日時：2012年11月8日（木）18：30～20：30

　　　会場：ホテルニュー長崎3階「鳳風閣」

　　　　　　〒850－0057　長崎市大黒町14－5　TEL：095－826－8000

　第2回生殖医療従事者講習会

　　　日時：2012年11月9日（金）15：00～17：00

　　　会場：長崎ブリックホール3階「第2会場（国際会議場）」
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会場周辺図

■　市内経路

　　　　　　　　　　　　　　1撫山町灘・耀天主堂

　　　　　　　　　　　麟飛、パi…i鮮鞠禦

　　　長崎県立総合体育館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●長崎原爆資料館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　範浜口m一

　　　　　　　　　　長山奇県医噸贈病r鱗居

　　長崎新聞文化ホール」羅1・坂本町タ峰地

　　長崎ブリックホール　fi　鞍演上駅前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌鷲町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　路面電車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱町

禦
中〆

難難凝屋

■ブリック周辺
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会場案内図

2F

〒852－81　04長崎市茂里町2－38

　TEL．095－842－2002 F1
西ロ車寄せ

混
ま
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〒852・8104長崎市茂里町3・1
　TEL　O95－844－2412

2F

※参加受付，PC受付，クローク，
　ランチョンチケット配布デスクは

　　。　1“　ノ、一レ　1Fです．

3F

回

＿2Fより∋・
あじさい つつじ つばき
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学会参加者へのお知らせ

1．参加費と参加受付

　本学術講演会は，ICカードを用いた参加受付を行います．会員の方でICカードをお持ちでない方は必ずIC

　カードを取得してください．

　1）学術講演会参加費

　　　■会員・非会員

　　　　ICカード／事前決済の場合　　　　15，000円

　　　　当日クレジット／現金決済の場合　16，000円

　　　■初期研修医　　　　　　　　　　　無料

　　　■医学部学生　　　　　　　　　　無料（※当日，学生証をご提示ください．）

　　　■総懇親会参加費は無料です．

　　　1）ICカードをお持ちの方は，オンライン事前決済又は，当日ICカードの電子マネー（Edy）でお支払

　　　　いが可能です．

　　　2）当日ICカードの電子マネー（Edy）でお支払いの方は，事前に参加費をチャージ（入金）してからご

　　　　来場ください．チャージは，コンビニエンスストア等で可能です．

　　　3）詳しくは，（http：／／www．rakuten－edy．c〔xjp／／howto／charge／index．html）をご参照ください．

　2）生殖医療従事者講習会参加費　　　　10，000円　（生殖医療コーディネータv－…は5，000円）

　　　※当日忘れずにICカードをお持ちのうえ，講習会会場前受付にて参加登録手続きをしてください．

　　　※事前登録いただいた方のみご入場いただける定員制です．事前登録先着順で定員に達しましたら受付期

　　　　間中であっても受付を終了いたします．

　　　※上記2）では事前登録とはなりませんのでご注意ください．

　　　※生殖医療コーディネーターでご参加予定の先生は本会事務局へお問いあわせください．

　3）受付時間

　　　ll月8日（木）8：00～17：30

　　　11月9日（金）8：00～17：00

2．ICカードの発行について

　1）ICカードの申請は「会員」の方に限ります．「非会員」の方は当日会場で受付をしてください．

　2）下記に該当する方は，ICカードの申請をしてください．

　　　■日本生殖医学会「会員」かつ日本産科婦人科学会「会員」の方

　　　　※産婦人科関連学会でICカードを取得されていない方．

　　　■日本生殖医学会「会員」で日本産科婦人科学会「非会員」の方

　　　　（泌尿器科，基礎など他部門の方）

　3）すでにICカードをお持ちの方は，そのままご利用いただけますので申請の必要はありません．

　4）ICカードの種別

　　　産婦人科ICカード・0＆G　CARD（保有者：日本生殖医学会会員かつ日本産科婦人科学会会員）

　　　生殖医学会ICカード・JSRM　CARD（保有者：日本生殖医学会会員）

　5）ICカードをお持ちの方は，オンライン事前決済，又は，　ICカードの電子マネー（Edy）でお支払いが可能

　　　です．

　　　電子マネー（Edy）のチャージは学会会場でも可能ですが，混雑が予想されるため，できるだけ事前にコ

　　　ンビニエンスストア等でお済ませください．

　　　詳しくは，（http：／／www．edy．jp／howto／charge／index．html）をご参照ください．
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6）日本生殖医学会学術講演会では今後もICカードを使用いたしますので，「会員」の方は必ず取得してくだ

　さい．

　※ICカードに関するお問合せや，インターネットをご利用されない方は，下記事務局までご連絡ください．

　　　　【ICカード担当事務局】

　　　E－mail：IC－card＠macc．jp

TEL：03－5275－1195／FAX：03－5275－1192

3．事前登録について

　1）ICカード申請期間：9月5日（水）～10月5日（金）

　2）ICカード発送：10月下旬予定

　3）事前決済期間：9月5日（水）～11月5日（月）

　　　※ICカード申請時のID・パスワードで，　ICカードがお手元になくても，学術講演会ホームページ（http：／／

　　　　www．jsrm．or．jp／jsrm57／participation．html）より事前決済が可能です．

　　　※参加費の事前決済方法は，クレジットカード，コンビニ決済またはPay－easy（ペイジー）から選択可能

　　　　です．

4．プログラム抄録集

　学会誌が講演抄録集を兼ねていますので，当日は必ずご持参ください．

　当日販売は，3，000円です（数に限りがございます）．

　※当日配付用プログラム（別刷）はご用意しておりませんので，ご了承ください．

5．総懇親会のご案内

　下記の通り，懇親会を開催いたします．多数のご参加をお待ちしております．

　日時：2012年11月8日（木）18：30～20：30

　会場：ホテルニュー長崎3階「鳳風閣」

　　　　〒850－0057　長崎市大黒町14－5　TEL：095－826－8000

　参加費：無料

6．各研修出席申請について

　1）日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会の会員の方

　　　専門医研修出席証明シール及び研修参加証（開催期間中に1枚ずつ）が発行されます．

　　　※ICカードをお持ちの方は，当日忘れずにICカードをお持ちいただき，専用窓口にご提示ください．

　　　※研修出席証明シールの再発行はできません．必ず当日会場でお受け取りいただき，大切に保管してくだ

　　　　さい．

　2）日本泌尿器科学会会員の方

　　　専門医の資格更新に際して必要な参加学術集会として算入できます．本学術講演会参加章（領収書）で後

　　　日申請可能です．

7．生殖医療専門医／専攻医の皆様へ

　以下の講演会・講習会に参加・受講された方には日本生殖医学会生殖医療専門医専攻医ポイント・単位が加算

　されます．

　「0＆GCARD」又は「JSRM　CARD」（写真入りICカード）を忘れずにお持ちください．

　※お忘れになりますとポイント単位の加算ができない場合がございますので，ご注意ください．

　※生殖医療従事者講習会参加費（10，000円）は，クレジットによる事前決済でお支払いが可能です．
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■第57回日本生殖医学会学術講演会

○すでに生殖医療専門医の方（2008年4月1日～2010年4月1日認定）…10点

02006，2007，2011，2012年4月1日認定の生殖医療専門医の方

　　　　　　　　　　　　　　…学会ホームページ上「新・生殖医療専門医制度細則」をご確認ください．

⇒総合受付でICカードでの参加費決済・参加登録をされますと自動的に加算されます．それ以外の場合は

　事務局デスクにお越しいただき本人確認の手続きが必要となりますので，ICカードはお忘れなくご持参

　ください．

○生殖医療専攻医（新制度で生殖医療専門医申請予定の方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…申請に必要な参加学術講演会として算入できます．

⇒総合受付でICカードでの参加費決済・参加登録をされますと自動的に加算されます．それ以外の場合は

　事務局デスクにお越しいただき本人確認の手続きが必要となりますので，ICカードはお忘れなくご持参

　ください．

■生殖医療従事者講習会　ll月9日（金）15　00～17100　※事前登録でのご参加のみ受付いたします

○すでに生殖医療専門医の方（2008年4月1日～2010年4月1日認定）…30点

02006，2007，2011，2012年4月1日認定の生殖医療専門医の方

　　　　　　　　　　　　　　…学会ホームページ上「新・生殖医療専門医制度細則」をご確認ください．

⇒講習会会場前受付にて，「0＆GCARD」又は「JSRM　CARD」（写真入りICカード）をご提示ください．

○生殖医療専攻医（新制度で生殖医療専門医申請予定の方）

　　　　　　　　　　　　　　…学会ホームページ上「新・生殖医療専門医制度細則」をご確認ください．

⇒講習会会場前受付にてICカードをご提示ください．

8．ランチョンセミナー

　ランチョンセミナーはチケット制です．

　セミナー当日，長崎ブリックホール1階のチケット配布デスクでチケットをお受け取りのうえ，各セミナー会

　場へお越しください．

　＜チケット配布時間＞

　11月8日（木）8：00～ランチョンセミナー開始まで

　11月9日（金）8：00～ランチョンセミナー開始まで

　※チケット配布は，チケットが無くなり次第，順次終了させていただきます．

9．企業展示会

　長崎ブリックホール内におきまして企業展示ブースを設けますので，皆様ご覧ください．

10．託児所

　　今回，託児所はご用意しておりません．ご希望の方は，下記学会場近隣の託児施設になりますので，料金等直

　　接お問い合わせください．

　　ベビー＆キッズランドざぼんちゃん　TEL：095－849－2204
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座長・演者の先生方へのお知らせ

1．座長の先生方へのお知らせ

　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次座長席にお着きの上，進行係にお声をお掛け

　ください．

　セッションの進行につきましては，座長に一任いたします．

　一般演題（口演）は，発表6分，討論3分の計9分を厳守し，円滑な運営にご協力をお願いいたします．

2．口演発表者へのお知らせ

　1）PC受付

　　　・本学会での発表はすべてPC発表となっております．スライドやビデオの使用はできません．

　　　・セッション開始の30分前までにPC受付へPC本体またはデータ（USBまたはCD－R）をお持ち込みく

　　　　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）を行ってください．

　　　・パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．

　　　・PC受付のパソコンは台数が限られております．　PC受付のパソコンを使用しての長時間のデータ修正は

　　　　ご遠慮ください．会場ではレイアウト修正のみとし，データ修正等は事前に済ませてから会場へお越しく

　　　　ださい．

　　　・試写終了後，ご発表の15分前までに各会場内前方左手のPCオペレーターにお声掛けの上，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くださいますようご

　　　　協力をお願いいたします．

①発表データ（USBまたはCD－R）をお持ち込みの方へ

　・ソフトは，以下のものをご使用ください．

　　Windows版PowerPoint　2003／2007／2010

　　※Macintoshをご使用の方は，　PCをお持ち込みください．

　　※動画ファイルをご使用の方は，PCをお持ち込みください．

　・フォントはOS標準のもののみご使用ください．

　・会場スピーカーに音声は流せません．

　・画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．

　・CD－R（RW不可）への書き込みは，　ISO9660方式をお使いください．

　　※パケット方式ですと，会場PCで読み込めない恐れがあります．

②ノートPC本体をお持ち込みの方へ

　・バックァップとして，必ずメディアもご持参ください．

　・会場スピーカーに音声は流せません．

　・画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．

　・PC受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行ってください．

　　※PCの機種やOSによって，出力設定方法が異なります．

　・プロジェクターとの接続ケーブルの端子は，Dsub－15ピンです．

　・PCによっては専用のコネクタが必要になりますので，必ずお持ちください．

　　※特にvAIo，　iBook等小型Pcは，別途付属コネクタが必要な場合がありますので，くれぐれもご注

　　　意ください．

　・スクリーンセーバー，省電力設定は事前にご解除ください．

　・コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．

　　※内蔵バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．
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3．一般演題（ポスター・一一一）発表者へのお知らせ

　※今回，口演でのポスター発表はございません，学術講演会期間（2日間）通してのポスター掲示になります．

　1）参加受付終了後，ポスター受付にお越しのうえ，各自所定の位置にポスターを貼付してください．

　2）ポスター作成に関しては，下記をご確認ください．

　3）掲示および撤去の時間は次のとおりです．

　　　■掲示時間　11月8日（木）　9：00～11：00

　　　■撤去時間　ll月9日（金）16：00～17：00

　　　※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のでご了承ください．

　　　　処分をご希望の方も必ずポスターをパネルから外し，付近の床にまとめてください．

【ポスターにつきまして】

　・会場に演題番号を表示した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○印）を明記したものを縦20cm×横70cm以内で作成し，演題番号の横に貼付してください．

　・画鋲は，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以内であれば枚数等に制限はありません．

　　　20cm　　　　　　　　　70cm

演題番号 　　　　演題名
所属演者名（発表演者に○）

‡　2・・m

160cm

90cm

4．大会に関するお問合せ先：

　第57回日本生殖医学会学術講演会

　〔本部事務局〕

　　〒852－8501長崎市坂本1－7－1

　　長崎大学医学部産婦人科学教室

　　TEL：095－819－7363／FAX：095－819－7365

　〔運営事務局〕

　　〒102－0083　東京都千代田区麹町4－7麹町パークサイドビル402

　　（株）MAコンベンションコンサルティング

　　TEL：03－5275－1191／FAX：03－5275－1192／E－mail：info＠macc．jp
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演題発表時の利益相反状態開示方法について

　本会では平成23年9月2日に利益相反に関する指針を制定いたしました．学術講演会におきましても

演題発表時に利益相反状態開示を義務付けております．方法は以下の通りといたします．

1．開示しなければならない筆頭演者

全ての発表において，利益相反状態の有無にかかわらず開示しなければなりません．

2．口頭発表における開示方法

演題名・演者名・所属のスライドの次のスライド（第2スライド）に，以下に示す雛形に準じたスライド

を呈示した上で，利益相反状態の有無を述べてください．演題名・演者名・所属のスライドがない場合は，

このスライドが第1スライドとなります．

〈利益相反状態にある場合の雛形〉

第○○回日本生殖医学会学術講演会

　利益相反状態の開示

　筆頭演者氏名：○○　○○

　所　属：△△△△産婦人科

私の今回の演題に関連して，開示すべき利益相反状態は以下のとおりです．

　　　　役員・顧問職／寄付講座所属　　　○○製薬株式会社

　　　　講演料など　　　口口製薬株式会社

　　　　研究費／奨学寄付金　　　株式会社×xファーマ

〈利益相反状態にない場合の雛形〉

第○○回日本生殖医学会学術講演会

　利益相反状態の開示

筆頭演者氏名：○○　○○

所　属：△△△△産婦人科

3．ポスター発表における開示方法

口頭発表に準じます．利益相反状態の有無に応じて上記の雛形に準じたものを印刷し，発表ポスターとと

もに掲示してください．
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※上記の雛形（PowerPoint）は日本生殖医学会ホームページからダウンロードできます．

　http：／／www．jsrm．or．jp／about／companystatute＿coi」titml

※開示する利益相反状態は第57巻4号（本号）に掲載される抄録（もしくは講演要旨）提出前1年間の

ものとします，なお，第57巻4号（本号）に抄録（もしくは講演要旨）が掲載されない発表については，

発表前1年間のものとします．

※利益相反状態の有無の基準は本会の「利益相反に関する指針」に則し，以下の通りです．

（1）企業や営利を目的とした団体の役員，顧問職寄付講座に所属する者については，1つの企業ま

たは団体からの報酬額が年間100万円以上．

（2）研究に関連した企業の株の保有については，1つの企業について1年間の株による利益（配当，

売却益の総和）が100万円以上，または当該企業の全株式の5％以上．

（3）研究に関連した企業，団体からの特許権使用料については，1つの特許権使用料収入が年間100

万円以上．

（4）研究に関連した企業，団体から，会議の出席（発表）に対し，研究者を拘束した時間・労力に対

して支払われた日当（講演料など）については，一つの企業または団体からの年間の日当が合計50

万円以上．

（5）研究に関連した企業，団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については，

1つの企業または団体からの年間の原稿料が合計50万円以lt

（6）研究に関連した企業，団体から提供された研究費については，1つの研究に対して支払われた総

額が年間200万円以上．奨学寄付金（奨励寄付金）については，1つの企業または団体から1名の研

究代表者に支払われた総額が年間200万円以上，

（7）その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行，贈答品など）については，1つの企業または団体か

ら受けた報酬が年間5万円以上．
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第1日目 11月8日（木）
　　」ピ　　　＝■■　　　　　　7　　　　　． 竺一2　▲　＝

国陸▲．　＝ ▲
　1　　　ロ
　．

▲

8・40～850開会式

9：00
　　8：50～9：40招請講演Fertility　preservation：frorn

auto　to　allografting　of
OVarian　tiSSUe．

座長：石塚文平
演者：Jacques　Donnez

9．40～1030 9’40～1025

10：00
Regenerative　Medicine　in　Repro－
duction（セミナー・生殖と再生医療）

　座長：今井　裕　千石一雄
瀦： 綴腸D°nnez

　9．40～11：40

シンポジウム1

排卵誘発における

　　　9：40～11．40
　　　シンポジウム2

無精子症の取り扱いに関する
　　　　問題と展望

　　　不育症

（O－OO1～O－OO5）

　座長：藤原　浩

副作用低減の工夫 10：25～10，52
座長：峯岸　敬

座長：岡田　弘
子宮腺筋症（0－006～0－008）

　104D～11．10　教育講演1
培養液中化学物質の受精胚および

齋藤英和
　　　永尾光一
演者：小川毅彦

座長：梁　善光

11：00 　　　配偶子へ及ぼす影響
座長：岡村　均　　演者：牧野恒久

演者：折坂　誠
　　　中村康彦

高　栄哲
白石晃司 10：52～川46

　］1：10～11：40　教育講演2
　命を救うのに理由はいらない
　　一国境なき医師団の活動
座長：松山俊文　　演者：黒崎伸子

森下美幸
京野廣一

山口耕平
田井俊宏

　　診断検査
（○－009～0－014）

　座長：森田峰人

12：00
1200～12．50 12：00～12：50 1200～1250 12：00～］2：50

　ランチョンセミナー1

　　座長：峯岸　敬
　　演者：大須賀穣
共催：武田薬品工業（株）

ランチョンセミナー2

　座長：神崎秀陽
　演者：百枝幹雄
共催：持田製薬（株）

ランチョンセミナー3

　座長：水沼英樹
　演者：苛原　稔
共催：MSD（株）

　　　　第17回
男性不妊症手術フォーラム

協賛：（株）キースマック

13：00

1310～14．10
総会

14：00 ．　崎　〉，　■　，　耐　・　”　．　崎　・

14：20～1450理事長講演
生まれてくる子どものために

一生殖医療管見一
座長：田中俊誠　　演者’吉村泰典

14’50～1520
15：00 会長講演 停　r令ヲ　．　．　r ・　シ　ウ　ヲ　■　r　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　宇　．　V　w　・　〒　・　令　．　ヲ　●　＄　■　■　■　診　’　1　●　．　．　’　・　r　r　噺 r　　・．　←崎　’　声，　ト可　呼　．．シ　．

家族のきずな～生殖・遺伝・倫理～
座長：吉村泰典　　演者：増崎英明

15：20～16：20

特別講演1

生殖細胞分化過程に於ける

16：00
エピジェネティック因子動態

　　座長：武谷雄二
演者：小路武彦

16：20～17：2G

特別講演2
医療訴訟における「カルテの記載・不
記載」「診療ガイドライン」の取扱い

17：00 （医療側の死命を制する“カルテ等 、　．■　．　■　ψ　ト■　白　．　s　■⑰　　　¶■・　ト　診　角．・　．　．　．　診．　　・　耐　．　・レ　”　．・

の記載不備”ど診療ガイドライゾ）

座長：増崎英明　　演者：福崎博孝

，’．イ

18：00

19：00 ．．■◆■■．●．」‘・．㎡

》．A9、“．A「9．

20：00 浪　　　　　　　　　　　　’　±　み‘　c　≠　’　司　与　・　．　（　㎡
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9：00

”　　ト　　7「　、

940～1025 940～1010　　　　　　　　教育講演3
多因子疾患である子宮内膜症の真の調節因子とは？

　　　PGD
（0－015～0－019）

一
EndometrlOSIS

　座長．原田　省

　　amultl－facto旧l　d旧ease
yet　to　know　more一
　　　演者：カーンカレク

9DO～nOO
ポスター掲示

10：00

座長：高橋健太郎

10’20～1 1層50
10：25～1

座長：矢野

　　　　　　　101
高齢不妊（0－020～0－023）

　　　　　　　　　哲
座長：小澤寛樹

　　　　ワークショップ1

生殖領域と性同一性障害の関わり

1101～11．46 久保田俊郎
11100

子宮内膜症 演者：中根秀之

（O－024～O－028）

座長：大須賀穣

井上統夫
難波祐三郎
齋藤有紀子

，●　司　．呼・　逼　■．φ　●　i　■■■　r・・　，？　．．　．　・

12：00～1250
12：00

ランチョンセミナー4

座長：齋藤英和
演者：片桐由起子

共催：フェリング・ファーマ（株）

．■’▼．■‘▲w・‘±▲劔’エ，　　　　　　　　　　　　●　　・ 」．‥■」 ・．▼← 13：00

8．50～17’50

企業展示
、　ト　　　　イ」ゾ

、Av’A司

．　，．づ　印　可　．◆．　’　．　．◆　’・　・　右． か◎’　、　崎　却，　，、　肉　■ 14：00

11：00～17：50

’PA．・’P 「「A1、 ポスター閲覧

■　”　晶　・　（　エ　‘　．　．　十　． ’崎直右．L’㎏’．r1．・．，．マ・，’婚　■←●■‘●■●● ・　．◆　、1　・　． 15：00

’　．ε　、．・　．　．4　．■1　’ ，　■　・　東4●　●　・7 ■　．　▼1　．　‘　． 16：00

、、∀’．」、

．　．．　■金　L　垣　イひs　ト　舟　■吟◆　，　●　．ひ◆　　　　　　　　　　　　　　　　び　．w・　“　．　．r， ◆・　．　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、印　‘’晶　■　’‘ 17：00

．‥晶■・ふ‥▲．■‥ ・　■・　ト　‘■　■　，　　　　　　　　　　　　　　　，　A， ・．　・〉　・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　L晶　’■　・　．
◇　±‥　晶■　‘ふ’・　．　．　■合・　．㊨　・　．　　　　　， 18：00

▼．A ．　1 ‘＜ト　．’　　、¢▼　‘　　，

’・．・，■、r ◆　．　．　．　・　　　　　　　　　　　L　．　・　．　・　．　．　．　”　吟　．　． 19：00
18．30～2030
総懇親会

ホテルニュー長崎

3F 鳳園閣

・．〉．・．． ●　■　〆◆”　r　ぐ．千ト ，　．　．　マ　■　　　　　　　　　．　　■　，㎡　，■　．　」ユ　r．　． 20100
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第2日目 11月9日（金）
吉　　　▲　　＝ 一必 2　違　＝
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．
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▲
　」‘　　身
　・

▲

8’40～9．］0 8：40～9’40

9：00

　　　　　教育講演4
　　悪性腫瘍と男性不妊症
座長：藤澤正人　　演者：辻村　晃

　　　8140～］0：40
　　　シンポジウム5

医育機関・公的病院における

　　　ワークショップ2

まれな疾患から学ぶ：女性不妊
8：40～10：40

シンポジウム7
　　　　　9．10～9．40
　　　　　教育講演5
老化卵子救済のための卵細胞質提供
座長：森　崇英　　演者：田中　温

生殖医療の実践と後継者育成
　～その展望と問題点～
　　　座長：木村　正

座長：倉智博久　水沼英樹
演者：神野正雄　浅田義正
　　福田愛作　河原井麗正

生殖医療と遺伝力ウンセリング：

　　　　最近の諸問題

　　　座長：杉浦真弓

10：00

　　　　9：40～10：10
　　　　　教育i溝演6
　　不妊治療の将来の展望
座長：星　和彦　　演者：平田修司

　　柴原浩章
演者：遠藤俊明

　　鈴木達也

　　　　9．40～10：40

　　　ワークショップ3

まれな疾患から学ぶ：男性不妊

　　平原史樹
演者：澤井英明

　　三浦清徳

　　10「0～lO40教育講演7
子宮内膜症の病態を探る一私たちの研
　　　究から見える治療戦略一
座長：北脇　城　　演者：楢原久司

安藤寿夫
田中宏幸
桑原　章

座長：市川智彦　年森清隆
演者：太田茂之　田口俊章
　　本田秀美　己斐秀樹

鈴森伸宏
高井　泰

11：00 1050～11：50
特別講演3

　声‘■　4　．　」・　． 舟　■　’頃，　」　■　， ■r▼、■●r

福島原発事故と放射線健康
リスク管理

，　　4　《”　＾　狼
●　■A　　‘・　芦　．　　　　　　　　　　　　　．．　4◆　．、　1　．

座長：片峰　茂
演者：山下俊一

12100
12：00～1250 12：00～1250 12：00～1250 12：00～12’50

ランチョンセミナー5 ランチョンセミナー6 ランチョンセミナー7 ランチョンセミナー8

座長：堤　　治 座長：吉村泰典 座長：柴原浩章 座長：西井　修

演者：北出真理　金尾祐之 演者：増崎英明 演者：柳田　薫 演者：吉田　淳
共催：日立アロカメディカル（株） 共催：MSD（株） 共催：富士製薬工業（株） 共催：メルクセローノ（株）

13：00
1300～1400 1300～1345

　　　　1300～15．OO
　　　シンポジウム3
中枢と性腺の機能制御に関する

　　　1300～15’00
　　　シンポジウム6

男性不妊症に対する治療法の
　　　　現況と課題

生殖医療における倫理を考える
　　（長崎遺伝倫理研究会）

出席者：増崎英明　　福崎博孝
　　　近藤達郎　　児島達美

　　排卵誘発
（0－041～0－045）

　座長：梶原　健

　最近の話題
座長：苛原　稔

座長：岩本晃明 篠原俊一郎　五味香織
13：45～1439

14：00
　　生水真紀夫
演者：松崎利也

　　産賀崇由
　　　北原慈和

　　布施秀樹
演者：小宮　顕

　　今本　敬
　　菅藤　哲
　　小谷俊一

　　　　14：00～15：00
周産期，腫瘍，女性医学領域と
　　生殖医学会との座談会
他領域からの生殖医療への要望
司会：吉村泰典

　基礎2（卵巣）

（0－046～0－051）

座長：井上善仁

李　理華
梅本幸裕 演者：海野信也　片渕秀隆 14：39～15：24

堂地　勉　峯岸　敬 lVF－ET　1
15：00

（0－052～O－056）

15’00～17：00
　　15．OO～1554
基礎1（受精・胚発育）

座長：佐久本哲郎

シンポジウム4 （0－029～0－034） 15．24～16：09

高度乏精子症に対する
ラボワークの質の向上

1500～1700
座長：河野康志 　　lVF－ET2

（0－057～0－061）

16：00 座長：寺田幸弘
　　　立花郁夫

第2回
15：54～16：48

座長：肥後貴史

演者：江頭昭義
生殖医療従事者講習会

凍結融解胚移植 16’09～1654
高橋　如 （O－035～0－040） lCSl
武田信好『藤井好孝

座長：蔵本武志 （0－062～O－066）

座長：本田律生

17：00
｜7’OO～1710閉会式

’「A「、”

18：00 ㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　◆印ふト’●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r、・ ●　ト，　，　づ　十　トφ　’・1　・　ト　ト　’　・◆・　，　可　‘必　・　臣
．　．・，　ト

w’　・　ト1　ガ’　【
．　’・　⇒　1∨　’

19；00 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，、、　●■，唱　●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，一．　．　．，．　．　・「 ．1▲”，■・．

1　A，　1㎏　、　‘噺　1戸　〆　．

20：00 ．　　　　　　　　　　q　・　ト7、　甫．　．．
．　．　－1　．　“　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　▼　・　．　f　才　，　「　．　■　タ　“　．　．　．　，　，　■　．　“　哨　　　　　　　　　　　　　　◆　’　る　ぢ

w・令●．・鯵●’・．「ト◆・’「．、．・・㎡．．
，　　’　・．●　．　“．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　4　．　・　印　■　．．’　・・　1
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8：40～9：20

8’40～934 ディベート①

男性不妊（基礎）

（0－067～0－072）

　子宮腺筋症の治療戦略
座長：杉野法広　深谷孝夫
演者：北出真理　北島道夫

9：00

座長：白石晃司
920～1000
ディベート②

934～1019 子宮筋腫：取るか取らないか

基礎3（子宮） 座長：岩下光利　堤　　治
演者：平松祐司　村上　節

（0－073～0－077）
10’OO～1040

10：00

座長：松崎利也 ディベート③
高齢女性の問題：不妊治療と妊娠予後

〆．．∨‘「’、’イ’、∨’「．．1㎡’A1・∵．
座長：石原　理　竹下俊行
演者：久保隆彦　見尾保幸

●　，マ、　●　■　rマ，　●　，　■マヲ　■　■　’　　ヲ　■　■　’マー　工千　■▼　，　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■　㎡ 11：00

r　9．　P　　へ　　　　　，　　r、　ト．　　rr　●　　　　rr　，　　　　　　●　卜　　r　」’　．　　．　　◆　．　　．　．

12：00～12：50
12：00

ランチョンセミナー9 8：40～］6．00

座長：竹田　省 ポスター閲覧

演者：田中　温
共催：（株）北里コーポレーション 8．40～1700

企業展示

1300～13’45
13：00

着床

（O－Oフ8～0－082） 13：00～15．OO

座長：藤下　晃 シンポジウム8

　13’45～14’30
男性不妊（臨床）1

（0－083～O－087）

非配偶者間生殖医療の問題点

　　座長：宇都宮隆史

　　　　久具宏司
　　演者：久慈直昭

14：00

座長：小林秀行 田中　温

14：30～15：15
DOGの会2名

男性不妊（臨床）2
（0－088～0－092） 15：00
座長：山口耕平

15900～15：54

τ5：15～16：00 妊孕性温存（女性）

看護・カウンセリング （0－102～0－107）

（O－093～0－097） 座長：菅沼信彦

座長：大場　隆

16100～16：36
15：54～16：39 16：00

その他 妊孕性温存（男性）

（0－098～0－101） （0－108～0－112）
1600～17：00

座長：三浦清徳 座長：中村元一 ポスター撤去

17：00

〉■∨■直、● ∨〉ρ’」

．・． ・十　．噺司　●　・　．　、・・　’　・．㎡　． 18100
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ピ‘十■」【‘ε‘十■，、‘・’．⊥《“’，工q．．’
．’　P・　〉．

■　「へ　，　．．’　　　　　　　　　，　「↑，　・，　“ ，　●　・　’4．　●　■．　　　　　　　　　　　　　　　ヲ　’・　＋．　●　r■ウ　．　舟♪　．　＋　．． ．　ユ．’　、　．　’　　　　　　　　　．．　『　・　．『丁　工　・　有 ．マ町　　　　　　　　　　’▼　「　．　．1▼ 20：00
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講

講

演

演

演

演

周産期，腫瘍，女性医学領域

と生殖医学会との座談会

Regenerative　Medicine　in
Reproduction

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

ワ　ー　ク　シ　ョ　ッ　プ

デ　　ィ　　ベ　　ー　　ト

生殖医療における倫理を考
える（長崎遺伝倫理研究会）

ランチョンセミナー

般 演 題
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理事長講演　・11月8日（木）14、20～14、50第1会場

　生まれてくる子どものために一生殖医療管見一

　　　　座長：田中　俊誠（上田市立産婦人科病院）

　　　　演者：吉村　泰典（慶雁義塾大学産婦人科）

会長講演　・11月8日（木）14、50～15，20第1会場

　家族のきずな～生殖・遺伝・倫理～

　　　　座長：吉村　泰典（慶鷹義塾大学産婦人科）

　　　　演者：増崎　英明（長崎大学産婦人科）

特別講演1　・11月8日（木）15，20～16，20第1会場

　生殖細胞分化過程に於けるエピジェネティック因子動態

　　　　座長：武谷　雄二（労働者健康福祉機構）

　　　　演者：小路　武彦（長崎大学大学院医歯薬総合研究科長）

特別講演2　・11月8日（木）16、20～17、20第1会場

医療訴訟における「カルテの記載・不記載」「診療ガイドライン」の取扱い

（医療側の死命を制する“カルテ等の記載不備”と

　　座長：増崎　英明（長崎大学産婦人科）

　　演者：福崎　博孝（福崎博孝弁護士事務所）

診療ガイドライン”）

特別講演3　・11月g日（金）lo，50～11，50第1会場

　福島原発事故と放射線健康リスク管理

　　　　座長：片峰　　茂（長崎大学学長）

　　　　演者：山下　俊一一（福島県立医科大学副学長）

招請講演　・11月8日（木）8、50～9、40第1会場

　Fertility　preServation：

　　　　座長：石塚　文平（聖マリアンナ医科大産婦人科）

　　　　演者：

from　auto　to　allografting　of　ovarian　tissue．

Jacques　Donnez　（Universit6　Catholique　de　Louvain，　Cliniques　Universitaires　St．　Luc．）

教育講演1　・11月8日（木）10、40～11，10第1会場

　培養液中化学物質の受精胚および配偶子へ及ぼす影響

　　　　座長：岡村　　均（熊本生殖医学研究所）

　　　　演者：牧野　恒久（有隣厚生会東部病院）

教育講演2　・11月8日（木）11、lo～11，40第1会場

　命を救うのに理由はいらない一国境なき医師団の活動

　　　　座長：松山　俊文（長崎大学医学部長）

　　　　演者：黒崎　伸子（国境なき医師団日本会長）
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教育講演3　・11月8日（木）g，40～10、lo第6会場

　多因子疾患である子宮内膜症の真の調節因子とは？

　－Endometriosis：

　　　　座長：原田　　省（鳥取大学産婦人科）

　　　　演者：カーンカレク（長崎大学産婦人科）

日生殖医会誌57巻4号

amulti－factorial　disease　yet　to　know　more一

教育講演4　・11月g日（金）8、40～g、10第1会場

　悪性腫瘍と男性不妊症

　　　　座長：藤澤　正人（神戸大学泌尿器科）

　　　　演者：辻村　　晃（大阪大学泌尿器科）

教育講演5　・11月g日（金）g，lo～9・40第1会場

　老化卵子救済のための卵細胞質提供

　　　　座長：森　　崇英（愛寿会同仁病院）

　　　　演者：田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

教育講演6　・11月g日（金）g，40～10，10第1会場

　不妊治療の将来の展望

　　　　座長：星　　和彦（スズキ記念病院）

　　　　演者：平田　修司（山梨大学産婦人科）

教育講演7　・ll月g日（金）lo，10～10，40第1会場

子宮内膜症の病態を探る一私たちの研究から見える治療戦略一

　　　座長：北脇　　城（京都府立医科大学産婦人科）

　　　演者：楢原　久司（大分大学産婦人科）

周産期，腫瘍，女性医学領域と生殖医学会との座談会

　他領域からの生殖医療への要望

　　　　司会：吉村　泰典（慶雁義塾大学産婦人科）

　　1）周産期

　　　　　　海野　信也（北里大学産婦人科）

　　2）婦人科腫瘍

　　　　　　片渕　秀隆（熊本大学産婦人科）

　　3）女性のヘルスケア

　　　　　　堂地　　勉（鹿児島大学産婦人科）

　　4）生殖医療

　　　　　　峯岸　　敬（群馬大学産婦人科）

＞11月9日（金）14：00～15：00　第3会場

Regenerative　Medicine　in　Reproduction　レ11月8日（木）9：40～lo：30第1会場

　（セミナー・生殖と再生医療）

　　　　座長：今井　　裕（京都大学大学院農学研究科）

　　　　　　　千石　一雄（旭川医科大学産婦人科）

　　1）From　safety　issues　in　ovarian　tissue　transplantation　to　the　artificial　ovary　concept

　　　　　　Jacques　Donnez（Universit6　Catholique　de　Louvain，　Cliniques　Universitaires　St．　Luc．）

　　2）早発卵巣不全患者の卵子の再生：休眠原始卵胞の活性化による成熟卵子の産出

　　　　　　河村　和弘（聖マリアンナ医科大学産婦人科）
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シンポジウム1　・11月8日（木）g，40～11，40第2会場

排卵誘発における副作用低減の工夫

　　　　座長：峯岸　　敬（群馬大学産婦人科）

　　　　　　　齋藤　英和（国立成育医療センター不妊診療科）

S1－L卵胞発育の基礎知識アップデート

　　　　　　折坂　　誠（福井大学産婦人科）

S1－2．　PCOSに対する排卵誘発の工夫

　　　　　　中村　康彦（山口県立総合医療センター産婦人科）

S1－3．　PCOSの病態改善を目指した排卵誘発法

　　　　　　森下　美幸（札幌医科大学産婦人科）

S1－4．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者におけるIUIならびにARTのための排卵誘発について一副作用軽減

　　　　の工夫一

　　　　　　京野　廣一（京野アートクリニック）

シンポジウム2　・11月8日（木）g，40～11，40第3会場

　無精子症の取り扱いに関する問題と展望

　　　　座長：岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

　　　　　　　永尾　光一（東邦大学泌尿器科）

S2－1．精巣組織培養法は無精子症を治療できるか

　　　　　　小川　毅彦（横浜市立大学泌尿器科）

S2－2．

　　　　　　高　　栄哲（金沢大学泌尿器科）

S2－3．非閉塞性無精子症に対する内分泌療法～効く症例と効かない症例～

　　　　　　白石　晃司（山口大学泌尿器科）

S2－4，低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対するホルモン療法の実際

　　　　　　山口　耕平（神戸大学泌尿器科）

S2－5．閉塞性無精子症に対する精路再建術（射精管開放術を含む）

　　　　　　田井　俊宏（東邦大学泌尿器科）

染色体異常（Y染色体微小欠失も含む）のある無精子症にどう対応するか、

シンポジウム3　・11月g日（金）13，00～15、oo第1会場

　中枢と性腺の機能制御に関する最近の話題

　　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　　　　　生水真紀夫（千葉大学産婦人科）

S3－1．胎生期の低栄養が成長後の性機能と視床下部kisspeptinに及ぼす影響

　　　　　　松崎　利也（徳島大学産婦人科）

S3－2．霊長類のGnlH：同定と機能解析

　　　　　　産賀　崇由（早稲田大学教育・総合科学学術院／先端生命医科学センター）

S3－3．卵巣におけるLH受容体の発現調節について一miRNAと分子シャペロンに着目して一

　　　　　　北原　慈和（群馬大学産婦人科）

S3－4．ラット穎粒膜細胞の黄体化に伴うSteroidogenic　Acute　Regulatory（StAR）遺伝子，　Cyp19a1（aromatase）

　　　　遺伝子発現のepigenetics制御の関与

　　　　　　李　　理華（山口大学産婦人科）
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シンポジウム4　・11月g日（金）15，00～17、oo第1会場

　高度乏精子症に対するラボワークの質の向上

　　　　座長：寺田　幸弘（秋田大学産婦人科）

　　　　　　　立花　郁夫（スズキ記念病院）

S4－1．高度乏精子症に対する当院の取り組み

　　　　　　江頭　昭義（蔵本ウィメンズクリニック）

S4－2．重度男性不妊症例に対するラボ対応

　　　　　　高橋　　如（セントマザー産婦人科医院）

S4－3．高度乏精子症における精子選別のテクニック

　　　　　　武田　信好（ファティリティクリニック東京）

S4－4．少数精子凍結保存に対する取り組み

　　　　　　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）

シンポジウム5　・11月g日（金）8，40～lo、40第2会場

医育機関・公的病院における生殖医療の実践と後継者育成～その展望と問題点～

　　　座長：木村　　正（大阪大学産婦人科）

　　　　　　柴原　浩章（自治医科大学産婦人科）

S5－1．一地方大学における生殖医療の現況

　　　　　遠藤　俊明（札幌医科大学産婦人科）

S5－2．自治医科大学附属病院生殖医学センターにおける生殖医療の現状と課題

　　　　　鈴木　達也（自治医科大学産婦人科）

S5－3．企業経営に学んだ当施設カイゼンの歴史と今～診療，教育，そして研究～

　　　　　安藤　寿夫（豊橋市民病院総合生殖医療センター）

S5－4．兵庫医科大学における生殖医療の現状と問題点

　　　　　田中　宏幸（兵庫医科大学産婦人科）

S5－5．大学病院における生殖医療の現状と問題点　徳島の場合

　　　　　桑原　　章（徳島大学産婦人科）

シンポジウム6　・11月g日（金）13、oo～15、oo第2会場

　男性不妊症に対する治療法の現況と課題

　　　　座長：岩本　晃明（国際医療福祉大学）

　　　　　　　布施　秀樹（富山大学泌尿器科）

S6－1．特発性精子形成障害の治療の現況と課題

　　　　　　小宮　　顕（富山大学泌尿器科）

S6－2．精索静脈瘤

　　　　　　今本　　敬（千葉大学泌尿器科）

S6－3．無精子症に対する治療の現状と課題一AIDを早まるな一

　　　　　　菅藤　　哲（国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科）

S6－4．

　　　　　　小谷　俊一（中部労災病院泌尿器科）

S6－5．精子形成障害に対する遺伝子治療に向けた基礎的研究

　　　　　　梅本　幸裕（名古屋市立大学泌尿器科）

男性不妊症の原因としての勃起不全・射精障害一治療法の現況と課題一
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シンポジウム7　・11月g日（金）8，40～10，40第4会場

生殖医療と遺伝カウンセリング：最近の諸問題

　　　　座長：杉浦　真弓（名古屋市立大学産婦人科）

　　　　　　平原　史樹（横浜市立大学産婦人科）

S7－1．生殖医療に必要な遺伝カウンセリングの概要

　　　　　　澤井　英明（兵庫医科大学産婦人科）

S7－2．母体血中DNAを用いた胎児診断

　　　　　　三浦　清徳（長崎大学産婦人科）

S7－3．習慣流産と遺伝カウンセリング

　　　　　　鈴森　伸宏（名古屋市立大学産科婦人科）

S7－4．卵子凍結，卵子提供，卵子幹細胞

　　　　　　高井　　泰（埼玉医科大学産婦人科）

シンポジウム8　・11月g日（金）13、oo～15、oo第6会場

　非配偶者間生殖医療の問題点

　　　　座長：宇都宮隆史（セントルカ産婦人科）

　　　　　　　久具　宏司（東邦大学医療センター大橋病院）

S8－1．我が国に於ける非配偶者間人工授精治療の現状と展望

　　　　　　久慈　直昭（慶雁義塾大学産婦人科）

S8－2．卵子提供の現状と今後の課題

　　　　　　田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

　　　　DOGの会から2名

ワークショップ1　・11月8日（木）10：20～ll：50第6会場

　生殖領域と性同一性障害の関わり

　　　　座長：小澤　寛樹（長崎大学精神科）

　　　　　　　久保田俊郎（東京医科歯科大産婦人科）

WS1－1．性同一性障害の臨床と生殖に関する問題

　　　　　　中根　秀之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座精神障害

　　　　　　　　　　　　リハビリテーション学分野）

WSl－2．地方における性同一性障害に対するホルモン療法の現状と問題点

　　　　　　井上　統夫（長崎大学産婦人科）

WSI－3．性同一性障害に対する性別適合手術

　　　　　　難波祐三郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科）

WS1－4．性同一性障害とARTにおける倫理一摘出細胞の研究利用と人権・人格の尊重一

　　　　　　齋藤有紀子（北里大学医学部附属医学教育研究開発センター）

ワークショップ2・11月g日（金）8、40～g，40第3会場

　まれな疾患から学ぶ：女性不妊

　　　　座長：倉智　博久（山形大学産婦人科）

　　　　　　　水沼　英樹（弘前大学産婦人科）

WS2－1．

　　　　障害のエビデンス

　　　　　　神野　正雄（ウィメンズクリニック神野）

WS2－2．重症巨大子宮腺筋症から学ぶ不妊治療の適応と限界

　　　　　　浅田　義正（浅田レディース名古屋駅前クリニック）

子宮腺筋症による難治性不妊に対する10年間の不妊治療より学ぶ：insulin抵抗性による子宮内膜着床能
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WS2－3．

WS2－4．

妊娠成立に成功した原因を異にする月経血貯留2症例

　　福田　愛作（医療法人三慧会IVF大阪クリニック）

1　70r一水酸化酵素欠損症の1例

　　河原井麗正（千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学）

ワークショップ3　・11月9日（金）9：40～10：40第3会場

　まれな疾患から学ぶ：男性不妊

　　　　座長：市川　智彦（千葉大学泌尿器科）

　　　　　　　年森　清隆（千葉大学形態形成学）

WS3－L無精子症に合併したLeydig　cell　tumorで精巣保存を行った3例

　　　　　　太田　茂之（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

WS3－2．　TESE－ICSIで不成功だった症例に対するゴナドトロピン療法で射出精子が改善しICSIで出産に至った1例

　　　　　　田口　俊章（タグチIVFレディースクリニック）

WS3－3．精子膨化試験で生存を確認した精巣内不動精子を用い，顕微授精・胚移植により妊娠に至ったKartagener

　　　　症候群疑いの一例

　　　　　　本田　秀美（小嶋ウィメンズクリニック）

WS3－4．生まれてくる児の権利を考え男性ガン患者の精子凍結とそれを用いた生殖補助医療実施の可否を緊急の倫

　　　　理委員会で検討した症例

　　　　　　己斐　秀樹（亀田総合病院不妊生殖科）

ディベート①・ll月9日（金）8、40～9、20第6会場

　子宮腺筋症の治療戦略

　　　　座長：杉野　法広（山口大学産婦人科）

　　　　　　　深谷　孝夫（高知大学産婦人科）

　　1）外科療法の立場から

　　　　　　北出　真理（順天堂大学産婦人科）

　　2）薬物療法の立場から

　　　　　　北島　道夫（長崎大学産婦人科）

ディベート②・11月9日（金）9，20～10，00第6会場

　子宮筋腫：取るか取らないか

　　　　座長：岩下　光利（杏林大学産婦人科）

　　　　　　　堤　　　治（山王病院）

　　1）主に周産期の視点から

　　　　　　平松　祐司（岡山大学産婦人科）

　　2）主に不妊症の視点から

　　　　　　村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

ディベート③・ll月9日（金）10，00～10、40第6会場

　高齢女性の問題：不妊治療と妊娠予後

　　　　座長：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　　　　　竹下　俊行（日本医科大学産婦人科）

　　1）周産期医療の立場から

　　　　　　久保　隆彦（国立成育医療センター産科）

　　2）生殖医療の立場から

　　　　　　見尾　保幸（ミオファティリティクリニック）
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生殖医療における倫理を考える（長崎遺伝倫理研究会）　・11月9日（金）13、00～14、00　第3会場

出席者：増崎　英明（長崎大学産婦人科）

　　　　福崎　博孝（福崎博孝弁護士事務所）

　　　　近藤　達郎（長崎みさかえの園）

　　　　児島　達美（純心大学人間心理学）

　　　　篠原駿一郎（長崎大学名誉教授）

　　　　五味　香織（毎日新聞社）

ランチョンセミナー1　・11月8日（木）12、oo～12、50第1会場

　子宮内膜の臨床・研究における最新の動向

　　　　座長：峯岸　　敬（群馬大学産婦人科）

　　　　演者1大須賀　穣（東京大学産婦人科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2　・11月8日（木）12：00～12，50第2会場

　将来の妊娠を目指した子宮内膜症の管理

　　　　座長：神崎　秀陽（関西医科大学産婦人科）

　　　　演者：百枝　幹雄（聖路加国際病院女性総合診療部）

共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー－3　・ll月8日（木）12：00～12，50第3会場

不妊治療による多胎妊娠の最近の動向と予防法

　　　　座長：水沼　英樹（弘前大学産婦人科）

　　　　演者：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー4　・11月8日（木）12，00～12、50第6会場

　高齢卵巣機能低下症例における卵胞発育

　　　　座長：齋藤　英和（国立成育医療センター不妊診療科）

　　　　演者：片桐由起子（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）

共催：フェリング・ファーマ株式会社
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ランチョンセミナー5　・11月g日（金）12，00～12，50第1会場

座長：堤　　　治（山王病院）

演者：北出　真理（順天堂大学産婦人科）

　　　金尾　祐之（倉敷成人病センター婦人科）

共催：日立アロカメディカル株式会社

ランチョンセミナー6　・11月g日（金）12：00～12、50第2会場

　長崎県におけるHPV感染と対策一子宮頸がん撲滅にむけて

　　　座長：吉村　泰典（慶麿義塾大学産婦人科）

　　　演者：増崎　英明（長崎大学産婦人科）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー7　・ll月g日（金）12、oo～12、50第3会場

　ホルモン補充周期の凍結胚移植について一最近の話題一

　　　座長：柴原　浩章（自治医科大学産婦人科）

　　　演者：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）

共催：富士製薬工業株式会社

ランチョンセミナー8　・11月g日（金）12：00～12，50第4会場

木場公園クリニック流，ペンを用いた私の卵巣刺激

　　　座長：西井　　修（帝京大学溝口病院産婦人科）

　　　演者：吉田　　淳（木場公園クリニック）

共催：メルクセローノ株式会社

ランチョンセミナー9　・ll月g日（金）12：00～12、50第6会場

超音波下における閉塞卵管の再疎通の為のカテーテリゼイションの検討

　　　座長：竹田　　省（順天堂大学産婦人科）

　　　演者：田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

共催：株式会社北里コーポレーション
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一
般演題（ロ演）

第1日目　11月8日（木）第4会場

不育症　レ　11月8日（木）9：40～10：25第4会場

座長　藤原　　浩（京都大学）

O－001．

O－002．

O－003．

O－004．

O－005．

3回以上の反復生化学的流産症例の予後についての臨床的検討

　○松本由紀子，十倉　陽子，緒方　誠司，山田　　聡，水澤　友利，岡本　恵理，苔口　昭次，

　　塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

抗CLβ2GPI抗体陽性不育症症例における他の抗リン脂質抗体の陽性率に関する検討

　○生野　寿史1’，高橋麻紀子1），吉田　邦彦1），能仲　太郎2），高桑　好一P

　　　l噺潟大学医歯学総合病院産婦人科，2県立六日町病院産婦人科

着床障害，反復生化学的妊娠症例に対する不育症的検索の必要性

　○杉　　俊隆，堺　　利枝

　　　杉ウイメンズクリニック不育症研究所

男性相互転座保因者とロバートソン型転座保因者のART予後

　○大津　英子，城戸　京子，佐藤　晶子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

習慣流産におけるSγCP3遺伝子変異の解析

　○水谷　栄太，鈴森　伸宏，大林伸太郎，尾崎　康彦，杉浦　真弓

　　　名古屋市立大学医学部医学研究科産科婦人科学教室

子宮腺筋症　レ11月8日

O－006．

0－007．

O－008．

（木）10：25～10：52　第4会場

　　　　　　　　　　　座長’梁　　善光（帝京大学ちば総合医療センター）

子宮腺筋症における子宮内膜厚および子宮内膜血流の検討

　○高崎　彰久1），西本　裕喜い，水本久美子D，丸山　祥子1），藪内　恭子D，坂口　優子U，

　　嶋村　勝典’）r森岡　　均P，濱崎　　正2），平松　伸子2）

　　　D済生会下関総合病院産婦人科，2｝済生会下関総合病院中央検査科

当科における子宮腺筋症に対する機能温存手術

　○楠木　　泉，伊藤　文武，秋山　　誠，佐々木　綾，関岡祐輝子，菅沼　　泉，北脇

　　　京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学

当科における子宮腺筋症切除術の治療成績

　○嘉本　寛江，佐川　義英，古村　絢子，寺田幸二郎，落合　尚美，中村　泰昭，中川

　　中江　華子，五十嵐敏雄，梁　　善光

　　　帝京大学ちば総合医療センター

城

圭介，
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診断・検査　＞11月8日（木）10：52～11：46

O－009．

O－010、

O－011．

0－012．

O－013．

0－014．

第4会場

　座長：森田　峰人（東邦大学医療センター大森病院）

hCG拡散率を用いたジェノゲストの卵巣血流に対する効果の検討

　○本庄　　考，詠田　由美

　　　医療法人IVF詠田クリニック

不妊治療開始前のスクリーニング検査についての検討

　○高島　明子，竹下　直樹，大高　　究，瓜田麻由美，安田　　豊，木下　俊彦

　　　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

超音波断層法下に卵管通過障害を治療するNEW－FTカテーテルの開発

　○伊熊慎一郎1），田中威づみD，御木多美登D，茅原　　誠1），永吉　　基P，田中　　温〕，

　　竹田　　省Z」

　　　uセントマザー産婦人科医院2リll頁天堂大学医学部産科婦人科学

当院不妊症，不育症患者における甲状腺スクリーニング検査（米国甲状腺学会ガイドライン2011を用

いて）

　○齋藤　依子IJ，浅井のりこ1’，金谷　美加D，上條　桂一2）

　　　1医療法人社団いちご会美加レディースクリニック，2）上条内科クリニック

抗ミュラー管ホルモン（AMH）値は多嚢胞性卵巣症候群の診断マーカーとなるか？

　○羽原　俊宏，阿部　未聖，中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，

　　青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，林　　伸旨

　　　岡山二人クリニック

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）婦人における血中抗ミューラー管ホルモン（AMH）値測定の診断的意義

について

　○林　　正路D，庄田亜紀子川，根本　　央2〕，河津　　剛3｝，望月　善子P，北澤　正文1），

　　渡辺　　博P，深澤　一雄］）

　　　1’as協医科大学医学部産婦人科．2根本産婦人科，：‘｝かわつクリニック

第1日目　11月8日（木）第5会場

PGD　レ11月8日（木）9：40～10：25　第5会場

座長：高橋健太郎（滋賀医科大学）

O－015．

O－016．

O－Ol7．

全ゲノム増幅技術がもたらす多様な着床前遺伝子診断ストラテジーと診断精度の検討

　○佐藤　　卓D，末岡　　浩D，中林　　章12），佐藤　健二1i，泉　　陽子1’，高橋　香織’），

　　櫻井　友義P，大澤　淑子D，水口　雄貴D，吉村　泰典］）

　　　1慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，2医療法人社団中林病院

トリプレット病における着床前診断の特徴と留意点

　○中林　　章12），末岡　　浩2），泉　　陽子2），高橋　香織2i，佐藤　　卓2｝，櫻井　友義2），

　　村越　行高2），佐藤　健二2），大澤　淑子Zl，吉村　泰典2」

　　　1医療法人社団中林病院産婦人科，2慶雁義塾大学医学部産婦人科

染色体異常に起因する着床前診断（PGD）の有用性に関する検討

　○田中　　温t），竹本　洋一t），田中威づみP，伊熊慎一郎1），永吉　　基い，楠　比呂志2）

　　　ljセントマザー産婦人科医院2神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室
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O－018．当院における均衡型染色体構造異常保因者夫婦に対する着床前診断の検討

　　　　　○黒田　知子，竹原　祐志，青山　直樹，川崎　奈美，福田淳一郎，阿部　　崇，加藤　恵一，

　　　　　　加藤　　修

　　　　　　　加藤レディスクリニック臨床遺伝診断部

O－019．習慣流産症例に対して着床前診断（PGD）を行い妊娠・出産に至った一例

　　　　　○橋田菜保子，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　　　医療法人矢野産婦人科

高齢不妊　b11月8日（木）10：25～11：01第5会場

座長1矢野　　哲（東京大学）

O－020．高齢女性に対する生殖補助医療の適正化にむけて

　　　　　○青木　洋一，北出　真理，菊地　　盤，熊切　　順，黒田　恵司，地主　　誠，祖川　侑子，

　　　　　　板垣　和子，町田　麻衣，竹田　　省

　　　　　　　順天堂大学産婦人科

O－021．40歳以上の不妊症例～治療継続の指標とは～

　　　　　○宗　　晶子，片桐由起子，福田　雄介，三枝美智子，北村　　衛，府川　敦子，佐々木由香，

　　　　　　松江　陽一，森田　峰人

　　　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

O－022．高齢不妊患者の治療終結と卵巣機能について

　　　　　○勝股　克成P，河内谷　敏2｝，松本　恒和2］，和田　恵子川，阿部　　崇D，福田淳一郎1｝，

　　　　　　篠原　一朝D，奥野　　隆1），小林　　保II，山崎　裕行V，土山　哲史D，青山　直樹1），

　　　　　　加藤　恵一D，竹原　祐志い，加藤　　修1‘

　　　　　　　’加藤レディスクリニック，2｝神戸元町夢クリニック

O－023．40歳以上の不妊患者におけるARTの予後規定因子の検討

　　　　　〇三宅　友子D，原田美由紀L）1，藤本　晃久2J，大須賀　穣21，大石　　元L）平田　哲也2」，

　　　　　　長谷川亜希子2），藤井　知行2），矢野　　哲21，上妻　志郎2）

　　　　　　　1）公立昭和病院産婦人科，2東京大学産婦人科

子宮内膜症　b11月8日（木）11：01～11：46第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：大須賀　穣（東京大学）

O－024．生殖年齢女性の血清，月経血，腹水中のHMGB1濃度の検討

　　　　　　○清水　恵子12｝，鎌田　泰彦12），酒本　あい121，田淵　和宏121，松田　美和L2］，刀禰美那子2），

　　　　　　　中塚　幹也23’，平松　祐司1・2）

　　　　　　　　］）岡山大学医学部産科婦人科，2個山大学病院31岡山大学大学院保健学研究科

O－025．フィブリンゲル3次元培養システムを用いた子宮内膜症in　vitroモデルの確立とその超微形態学的研究

　　　　　　○梶原　　健，内野　聡美，石原　　理

　　　　　　　　埼玉医科大学産科婦人科学

0－026．子宮内膜症病巣におけるTolHike　receptor－7，9mRNAの発現と臨床的パラメーターとの関連

　　　　　　○千島　史尚，林　　忠佑，市川　　剛，加藤恵利奈，松浦　眞彦，山本　樹生

　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野

O－027．子宮内膜症におけるDNA　methyltransferase（DNMTs）発現に関する検討

　　　　　　○柿沼　敏行］・2），Matthew　Dysoni’，　Diana　Monsivais”，小野　政徳1），　Serdar　Bulun”，生水真紀夫2）

　　　　　　　　】ソースウェスタン大学医学部産婦人科，2千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学



34（178）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌57巻4号

O－028．TGFb1およびプロゲステロンの子宮内膜と子宮内膜症におけるmatrix　metalloproteinases（MMP）調

　　　　節機構

　　　　　　○伊東　裕子12・3），Patrick　Keller2），宇津宮隆史3），宮本　新吾1｝，　Ruth　Ann　Word2｝

　　　　　　　　Dms岡大学医学部産婦人科，2）Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　University　of　Texas

　　　　　　　　Southwestern　Medical　Center，3）セント・ルカ産婦人科
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第2日目　11月9日（金）第3会場

基礎1（受精・胚発育）　レ11月9日（金）15：00～15：54第3会場

座長　河野　康志（大分大学）

O－029．マウス雌生殖器内における精子膜変化と受精能獲得

　　　　　○近藤　　玄D，渡邊　仁美い，竹尾　　透21，中潟　直己21

　　　　　　　P京都大学再生医科学研究所，2熊本大学生命資源研究・支援センター

0－030．組換えヒトアルブミンとミオイノシトールを加えた無血清胚培養液の使用によるウシ胚盤胞の胚質の改善

　　　　　○村上　正夫，江頭　昭義，蔵本　武志

　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック

0－031．一胚培養における新知見一胚盤胞培養液中からノルエピネフリンが検出される

　　　　　○中田久美子D，中山　順樹2），池上加代子2］，中西　　彩2i，阿部　　睦2），渡邊ひとみ2‘，

　　　　　　池澤　有加2），岩本　武夫3），山下　直樹L’i

　　　　　　　1仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，Z）山下湘南夢クリニック，

　　　　　　　3）東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究室）

O－032．マウス着床前胚におけるリソソーム活性の変化と卵の品質管理に関する研究

　　　　　○山本　　re　LL）　〉，塚本　智史21，原田　竜也1］，久保田俊郎1）

　　　　　　　1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学，

　　　　　　　2放射線医学総合研究所研究基盤センター生物研究推進課

0－033．ライブセルイメージングによる1前核胚の詳細な解析

　　　　　○糸井　史陽1，山縣　一夫2｝，野老美紀子1），福永　憲隆1‘，浅田　義正1i

　　　　　　　D医療法人浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所，

　　　　　　　2大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター

O－034．ヒト初期胚におけるMNB胚形成過程の動的解析

　　　　　○甲斐　義輝，岩田　京子，鎌田八代生，古山紗也子．的場　由佳，サージャント晴香クレア，

　　　　　　溝口　千鶴上田美奈子，土江　佑佳，今城　昭史，湯本啓太郎，井庭裕美子，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ブセンター

凍結融解胚移植　レ11月g日（金）15：54～16：48

O－035．

O－036．

0－037．

第3会場

　座長：蔵本　武志（蔵本ウイメンズクリニック）

胚移植成績への影響因子および胚移植日の至適E2値一ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植に

おける検討一

　〇湯　　暁暉，藤原　敏博，土屋富士子，高橋　和子，黒澤　貴子，渡邊　倫子，野間　　桃，

　　仲田　正之，両角　和人，保母るつ子，富坂　美織猪鼻　達仁，堤　　　治

　　　医療法人財団順和会山王病院リプロダクションセンター

D2分割胚の透明帯の厚さはその後の凍結胚盤胞移植の妊娠率に影響を及ぼすか

　○齊藤紗恵子，齋藤　祥子，嶋村　　純，高山　　修，神谷　奈々，高橋　彩香，城石　裕子，

　　松岡　祐太，清水　葉子，清水　絢也，石井　康夫，中村　拓実，藤城　栄美，貝嶋　弘恒

　　　みなとみらい夢クリニック

ホルモン補充周期融解胚移植でのE2値と移植胚時期選択の検討

　○阪本　美香12），園原めぐみ12｝，胡桃沢智子12），加納　博美’2｝，立木　　都121，福永　憲隆］21），

　　小栗　久典12｝，羽柴　良樹12），浅田　義正’2，S）

　　　P浅田レディース名古屋駅前クリニック，21浅田レディース勝川クリニック，

　　　3）浅田生殖医療研究所
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O－038．

0－039．

O－040．

日生殖医会誌　57巻4号

ナノバブル含有培養液を用いたヒト凍結融解胚盤胞の回復培養についての新しい試み

　○中田久美子1，中山　順樹2），池上加代子2〕，中西　　彩Z［，阿部　　睦2），渡邊ひとみ2｝，

　　池澤　有加2），西本　聖廣3），高橋　正好3】，山下　直樹2‘

　　　1仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，21山下湘南夢クリニック，

　　　3産業技術総合研究所環境管理技術研究部門

ART後単胎妊娠例の周産期予後一新鮮胚移植例と凍結融解胚移植例の比較検討一

　〇熊田　絵里，安藤　一道，滝戸なほみ，津村　志穂中川　潤子，宮内　彰人

　　　日本赤十字社医療センター

複数個ある胚盤胞から妊孕性の高い1個を選ぶ為には？

　○永井　利佳】2），福永　憲隆IL3），北坂　浩也121，吉村　友邦12），田村　総子12），長谷川　望12）

　　加藤　道高12］，中山　　要1・2，，竹内　基子12｝，青柳　奈央12），児嶋　瑛子12，，大野　浩史IZI，

　　安江香友子121，羽柴　良樹2｝，浅田　義正123｝

　　　1浅田レディース名古屋駅前クリニック，2｝浅田レディース勝川クリニック，

　　　3浅田生殖医療研究所

第2日目　11月9日（金）第4会場

排卵誘発　レ11月9日（金）13：00～13：45第4会場

座長：梶原　　健（埼玉医科大学）

O－041．

0－042．

O－043．

O－044．

0－045．

原因不明不妊に対する極低刺激rhFSH法

　○福井　淳史，船水　文乃，横田　　恵，福原　理恵，前田あかね，佐々木幸」工中村　理果，

　　水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科

FSH自己注射目盛固定1日複数回実施法の考案と一般不妊治療および生殖補助医療での実施

　○山口　恭平t），北見　和久1），高橋明日香1，，伴野　千尋1’，吉田　光紗1），廣渡　芙紀11，

　　寺西　佳枝1），矢野　有貴い，小林　浩治u，皆元　裕子2｝，高柳　武志2｝，鈴木　範子2）．

　　安藤　寿夫2）

　　　1i豊橋市民病院産婦人科，2豊橋市民病院総合生殖医療センター

黄体化未破裂卵胞（LUF）に対するG－CSFの治療効果について

　○柴田　健雄川，藤井　亮太P，牧野田　知）1，宇津宮隆史LI

　　　1｝金沢医科大学産科婦人科，2）セント・ルカ産婦人科

E2補充によりARTを施行した卵巣機能低下症例の検討

　○松江　陽一，片桐由起子，福田　雄介，三枝美智子，北村　　衛，府川　敦子，佐々木由香，

　　宗　　晶子，渋井　幸裕，雀部　　豊，森田　峰人

　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

高LH血症性排卵障害症例に対するアロマターゼ阻害剤の使用経験

　○平池　春子P，合阪　幸三い，兵藤　博恵D，平池　　修2），小畑清一郎引

　　　v小畑会浜田病院，2東京大学医学部附属病院産婦人科
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基礎2（卵巣）　レ11月9日（金）13：45～14：39第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：井上　善仁（浜の町病院）

0－046．卵子成熟抑制因子（oocyte　maturation　inhibitor；OMI）の同定とその機能解析：C－type　natriuretic　pep－

　　　　tide（CNP）による卵子成熟抑制と2次卵胞発育促進作用

　　　　　　○河村　和弘V，西島　千絵ll，吉岡　伸人U，杉下　陽堂P，高江　正道D，洞下　由記1’，

　　　　　　　石山めぐみ21，石塚　文平2［，田中　　守D，鈴木　　直II

　　　　　　　　l聖マリアンナ医科大学産婦人科，2）聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

O－047．第一減数分裂中期にてH202処理した卵の核移植による成熟能の改善

　　　　　　○小林　　護，竹内　　巧，吉田　　淳

　　　　　　　　木場公園クリニック

O－048．周排卵期のマウス卵巣における，オステオポンチンの発現調節及び局在解析

　　　　　　○桑原　慶充，富山　僚了，小野　修一，山下恵理子，峯　　克也，明楽　重夫，竹下　俊行

　　　　　　　　日本医科大学産婦人科

0－049．トロンビン／活性型プロテインCシグナルは排卵期のプロゲステロン産生を調節する

　　　　　　○高江　正道12｝，河村　和弘12），佐藤　可野U，樽見　　航P，岡本　直樹1］，西島　千絵12），

　　　　　　　吉岡　伸人12’，杉下　陽堂12），洞下　由記LZ），石山めぐみ1　L’1，石塚　文平’2），田中　　守い，

　　　　　　　鈴木　　直IJ

　　　　　　　　I聖マリアンナ医科大学産婦人科t2聖マリアンナ医科大学生殖医療センター

0－050．メラトニンは活性酸素による穎粒膜細胞のDNA損傷を軽減する

　　　　　　○田邊　学田村博史，李　理華，田村　功，浅田裕美山縣芳明，杉野法広
　　　　　　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

O－051．ラット卵巣の排卵及び卵胞閉鎖におけるTNFαの及ぼす影響

　　　　　　○山本　由理田中　　優，福島千恵美，矢野　祐也，谷口　友香桑原　　章，苛原　　稔

　　　　　　　　徳島大学産科婦人科

lVF－ET1　レ11月9日（金）14：39～15：24　第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐久本哲郎（ALBA　OKINAWA　CLNIC）

0－052、40歳以上での単一胚移植における新鮮胚と凍結胚の比較

　　　　　　○廣永真衣子，山口　賢一，赤澤由起子，高橋悠里子，越田　光伸

　　　　　　　　医療法人越田クリニック

0－053．体外受精反復不成功例に対する一戦略，ダナゾール・プライミング法

　　　　　　○舘林　美希，石川　弘伸，黒田　侑子，田中亜理佐，野々口耕介，西川　裕子，木下　勝治，

　　　　　　　渡辺由美子，山口　剛史，田村　　出，森　　崇英，渡邉　浩彦

　　　　　　　　醍醐渡辺クリニック

O－054．TSH正常高値症例のART治療成績

　　　　　　○光成　匡博，吉田　壮一

　　　　　　　　よしだレディースクリニック内科・小児科

0－055．若年不妊患者におけるARTの妊娠成績に影響を及ぼす因子の解析

　　　　　　○秋谷　　文，百枝　幹雄塩田　恭子，酒見　智子，熊耳　敦子，堀内　洋子，彦坂　慈子，

　　　　　　　小松　雅博，中村　　希

　　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部
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0－056．胚発育速度が出生時性比に与える影響の検討

　　　　　○緒方　誠司，松浦　まき，緒方　洋美，水澤　友利，岡本　恵理，松本由紀子，山田　　聡，

　　　　　　苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

IVF－ET2　＞11月9日（金）15：24～16：09　第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：肥後　貴史（古賀総合病院）

0－057．ヒト卵胞液を用いた体外成熟培養（IVM）についての検討

　　　　　○猪野友香里P，荒木　泰行2），堀川　　隆II，佐藤　雄一⑪，政井　哲兵V，藤村　佳子い

　　　　　　　t）医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

O－058．ピアルロン酸含有培地を用いた体外成熟（IVM）卵子における紡錘体観察

　　　　　○長瀬　祐樹［，池上　美希1ト，吉岡麻衣子L’，久我　　彰1，山本　佑司い，堀　明日香P，

　　　　　　松田有希野b，米澤　潤一〕t臼井　　溢｝，松浦　俊樹l

　　　　　　　bかばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

0－059．Embryo　ScopeTMの特性を利用した胚盤胞形成の予測因子の解析

　　　　　○中山　　要lL｝，永井　利佳123｝，福永　憲隆123），北坂　浩也121，吉村　友邦1・L｝，田村　総子12），

　　　　　　長谷川　望12｝，加藤　道高1・L’），竹内　基子121，青柳　奈央］2i，児嶋　瑛子12〕，大野　浩史’2），

　　　　　　渡邊　紘之121，羽柴　良樹1・2），浅田　義正1・2；11

　　　　　　　］j浅田レディース名古屋クリニック，2“浅田レディース勝川クリニック，3）浅田生殖医療研究所

O－060．当院における胚盤胞到達率とグレード別妊娠率・流産率の検討

　　　　　○山脇友記子，山田　裕子，小坂　真世，小林　健治，田口　俊章

　　　　　　　　タグチIVFレディースクリニック

O－061．胚盤胞グレードと移植個数による妊娠率の違い

　　　　　○黄木詩麗萩原千加子，川嶋美智子，中村忠治，矢内原敦

　　　　　　　矢内原ウィメンズクリニック

ICSI　レ11月9日（金）16：09～16：54　第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：本田　律生（熊本大学）

O－062．IMSIシステムで定量的に判定した運動精子の頭部形態異常率とDNA断片化の相関

　　　　　○宇津野宏樹，岡　　賢二，山本　綾子，内川　順子，鈴木　昭久，塚原みほ子，山崎　悠紀，

　　　　　　塩沢　丹里

　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科学教室

0－063．βHCG陽性症例における妊娠転帰から見たIMSIの有効性

　　　　　○内tll一男，上野　　智，沖村　匡史，加藤　恵一，竹原　祐志，加藤　　修

　　　　　　　加藤レディスクリニック培養部

O－064．IVFでの受精障害既往がある症例に対するLA－ICSIの有用性について

　　　　　○江副　郁恵，岩佐　　萌，富樫　　伶，中野　英之

　　　　　　　中野レディースクリニック

O－065．ICSI受精障害に対するCaイオノフォアによる人為的卵子活性化の効果

　　　　　○小山　伸夫，木下　和雄，山口ゆうき，中村　千夏，小牧　麻美，柴田　典子

　　　　　　　ART女性クリニック
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0－066．ICSI受精障害症例に対する再活性化処理の有効性の検討

　　　　　○永渕恵美子1），江頭　昭義1｝，田中　啓子D，友原　　愛1），峰　　千尋’），伊福　光枝1〕，

　　　　　　大坪　　瞳D，南　　綾子1），松隈　豊和D，村上　正夫P，中島　　章1），大塚未砂子1），

　　　　　　吉岡　尚美D，荒木　康久2’，蔵本　武志い

　　　　　　　’蔵本ウイメンズクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

第2日目　11月9日（金）第5会場

男性不妊（基礎）　b11月9日（金）8：40～9：34第5会場

座長　白石　晃司（山ロ大学）

0－067．ヒト精子形成過程におけるヒトSEPTIN12遺伝子の解析

　　　　　○宮本　敏伸，宮川　博栄，岡部　公香千石　一雄

　　　　　　　旭川医科大学医学部産婦人科

0－068．抗perinuclear　theca　MN13抗体を使った新しい精子評価法

　　　　　○伊藤　千鶴P，大和屋健二12〕，兼子　　智3｝，年森　清隆D

　　　　　　　u千葉大学大学院医学研究院形態形成学，2）千葉大学バイオメディカル研究センター，

　　　　　　　3東京歯科大学市川総合病院産婦人科

0－069．マウス精子形成におけるRA－GEF－2のノックアウトマウスを用いた機能解析

　　　　　○岡田　桂輔1），山口　耕平1），江夏　徳寿1），李　　福平D，松下　　経D，千葉　公嗣1），

　　　　　　三宅　秀明1），藤澤　正人1），前田　和宏2］，Shymaa　E　Bilasy3｝，枝松　裕紀2），片岡　　徹2）

　　　　　　　1神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学，2神戸大学大学院医学研究科分子生物学分野，

　　　　　　　3’Faculty　of　pharmacy，　Suez　Canal　University

O－070．Multiplex　PCRと蛍光ビーズサスペンションアレイ（Luminex法）を用いたAZF微小欠失検出ツールの

　　　　開発

　　　　　○飯島　将司U，杉本　和宏山，前田　雄司1），高　　栄哲1），並木　幹夫D，吉田　　淳Z）

　　　　　　　u金沢大学大学院医学系研究科泌尿器科学，2木場公園クリニック

0－071．中鎖脂肪酸食により改善された，Adipose　triglyceride　lipase（ATGL）欠損マウスの生殖能

　　　　　○正木　秀武，中村　仁美，熊澤　恵一一，藤森　由香，後安　聡子，筒井　建紀，木村　　正

　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

O－072．精子形成期のポリ（ADP一リボシル）化反応は初期胚遺伝子発現制御に関与する

　　　　　○井原　基公12・3］，Mirella　L．　Meyer－Ficca2〕，　Richard　M．　Schultz3］，　Jessica　Bader2），菅原　準一），

　　　　　　八重樫伸生1），Ralph　G．　Meyer2）

1）東北大学医学部産婦人科，2℃enter　for　Animal　Transgenesis　and　Germ　Cell　Research、　School

of　Veterinary　Medicine，　University　of　Pennsylvania，3）Department　of　Biology，　University　of

Pennsylvania／Center　for　Research　on　Reproduction　and　Women’s　Health

基礎3（子宮）　レ11月9日（金）9：34～10：19第5会場

座長　松崎　利也（徳島大学）

0－073．ヒト子宮内膜間質細胞脱落膜化におけるミネラル⊇ルチコイド受容体と細胞内脂肪滴の解析

　　　　　○黒田　恵司1・2），Radha　Venkatakrishnan2），　Siobhan　QuenbyL〕，竹田　　省P，　Jan　J　Brosens2）

　　　　　　　1〕順天堂大学産科婦人科学教室，2）Division　of　Reproductive　Health，　Warwick　Medical　SchooL

　　　　　　　CIinical　Science　Research　Laboratories，　University　of　Warwick



40（184）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌57巻4号

0－074．ヒト子宮内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化によって誘導されるmanganese　superoxide　dismutase（Mn－

　　　　SOD）遺伝子発現への転写因子C／EBPβの関与

　　　　　○田村　功，田邊　学，李　理華前川　亮浅田裕美佐藤　俊山縣芳明，
　　　　　　田村　博史，杉野　法広

　　　　　　　山口大医学部産科婦人科

O－075．着床期子宮局所におけるマクロファージの体外での再構築

　　　　　○中村　仁美，正木　秀武，藤森　由香，熊澤　恵一，大八木知史，筒井　建紀，木村　　正

　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科

O－076．単一の新規マーカーにより分離されたヒト子宮内膜間葉系幹細胞の機能解析

　　　　　○升田　博隆12），丸山　哲夫11，吉村　泰典1），Caroline　Gargettz）

　　　　　　　D慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，2’Monash　University　Monash　lnstitute　of　Medical　Research

O－077．ヒト子宮内膜幹細胞のin　v’vo解析・同定システムの開発

　　　　　○宮崎　　薫い，丸山　哲夫P，升田　博隆u，小田　英之2，内田　明花3｝，内田　　浩D，

　　　　　　吉村　泰典U

　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2）永寿総合病院，3東京歯科大学市川総合病院

着床　レ11月9日（金）13：00～13：45第5会場

O－078．

0－079．

0－080．

O－081．

O－082．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤下　　晃（済生会長崎病院）

帝王切開を原因とした続発性不妊症（帝王切開癩痕症候群）の診断・治療・予防のポイント

　○谷村　　悟，舟本　　寛

　　　富山県立中央病院産婦人科

増殖期中の単回子宮内膜損傷は反復着床不全患者の次周期胚移植成績を向上させる

　○北宅弘太郎，林　　輝美，多田　佳宏，船曳美也子，田口　早桐，中村　嘉孝

　　　医療法人オーク会

Pentoxifylline，　Vitamin　E，　Vitamin　Cによる薄い子宮内膜の血流改善の証明

　○東口　篤司P，逸見　博文1］，斎藤　　学2｝，板橋　詠子2）

　　　DKKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2｝KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

lVF治療前に実施する子宮鏡検査の重要性

　○北村　誠司1），田巻　智慧1），松村　康子1〕，桐明　千晶D，佐藤　仁美い，佐々木幸子1｝，

　　平岡謙一郎川，吉江　正紀2），宇都　博文21，吉田　宏之2’，杉山　　武21

　　　D荻窪病院虹クリニック，21荻窪病院産婦人科

多嚢胞性卵巣症候群の子宮内病変診断における細径子宮硬性鏡の有用性

　○沖利通，堂地勉
　　　鹿児島大学病院女性診療センター

男性不妊（臨床）1　芦11月9日（金）13：45～14：30第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：小林　秀行（東邦大学医療センター大森病院）

0－083．精巣内精子採取術（TESE）で採取した精細胞の精細胞分化過程判定における正確性と精細胞Mapの有

　　　　用性

　　　　　　○奥田　英伸］J，竹澤健太郎U，木内　　寛1，高尾　徹也IJ，宮川　　康い，辻村　　晃D，

　　　　　　　野々村祝夫P，岡本　吉夫2），田中　宏光3s

　　　　　　　　l）大阪大学大学院医学系研究科病態制御外科学泌尿器科，2｝岡本クリニック，

　　　　　　　　3）長崎国際大学薬学部薬学科分子生物学研究室
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0－084．凍結TESE精子融解時におけるペントキシフィリン含有培地添加の効果

　　　　　○松隈　豊和1），江頭　昭義D，田中　啓子い，大坪　　瞳1，永渕恵美子D，石井　　愛1），

　　　　　　峰　　千尋1｝，伊福　光枝1），南　　綾子II，村上　正夫li，中島　　章P，大塚未砂子U，

　　　　　　吉岡　尚美D，荒木　康久2），蔵本　武志1）

　　　　　　　1臓本ウイメンズクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

O－085．Azoospermic　factor（AZF）微小欠失症例に対する治療成績

　　　　　○服部　裕充1’，中條友紀子D，飯島　将司2），高　　栄哲2），並木　幹夫2），京野　廣一V

　　　　　　　D京野アートクリニック，2金沢大学大学院医学系研究科

O－086．AZF領域の欠失とTESE成績
　　　　　○小堀　善友1，，太田　茂之1｝，宋　　成浩肋，新井　　学D，越田　光伸2’，辰巳　賢一3㌦

　　　　　　稲垣　　昇斗’，出居　貞義5），丸山　　修6），寺井　一隆7｝，岡本　恭行8），岡田　　弘1「

　　　　　　　1掲協医科大学越谷病院泌尿器科，2越田クリニック，3梅ヶ丘産婦人科，

　　　　　　　4）セントウィメンズクリニック，5大宮レディスクリニック，6）社会保険蒲田総合病院泌尿器科，

　　　　　　　7）順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科，8三聖病院泌尿器科

O－087．後期精子細胞を用いた顕微授精の臨床成績一新鮮胚と凍結胚との比較一

　　　　　〇田中　　温D，赤星　孝子l」，竹本　洋一1），田中威づみD，伊熊慎一郎D，永吉　　基P，

　　　　　　楠　比呂志Z）

　　　　　　　Dセントマザー産婦人科医院2神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

男性不妊（臨床）2　レ11月9日（金）14：30～15：15第5会場

座長：山ロ　耕平（神戸大学）

O－088．染色体異常のないNOAも，非モザイククラインフェルター症候群患者も，　TESE－ICSIでの挙児成功率

　　　　は35歳で低下する

　　　　　○小堀　善友D，太田　茂之］），宋　　成浩D，新井　　学1），越田　光伸2｝，辰巳　賢一3｝，

　　　　　　稲垣　　昇［，出居　貞義5｝，丸山　　修6），寺井　一隆7｝，岡田　　弘V

　　　　　　　1燭協医科大学越谷病院泌尿器科，2越田クリニック，3梅ヶ丘産婦人科，

　　　　　　　4｝セントウィメンズクリニック，5大宮レディスクリニック，6）社会保険蒲田総合病院泌尿器科，

　　　　　　　7）順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科

O－089．非閉塞性無精子症の超音波診断：精巣内エコーパターンと病理所見との比較

　　　　　○成吉　昌一D，池田　　稔2），辻　　祐治13）

　　　　　　　川天神つじクリニッ久2池田クリニック，3｝恵比寿つじクリニック

O－090．精索静脈瘤の精巣への影響は進行性である一painful　varicoceleでの検討一

　　　　　〇近藤　宣幸12）

　　　　　　　PiEf立川西病院泌尿器科，2｝兵庫医科大学病院泌尿器科

O－091．非閉塞性無精子症患者における精子回収とストレス関連タンパクの発現

　　　　　○松下　　経1］，山口　耕平ユ），江夏　徳寿P，李　　福平1，岡田　桂輔1），安藤　　慎2），

　　　　　　千葉　公嗣IJ，三宅　秀明1），藤澤　正人P

　　　　　　　P　tsg戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野，2聖隷三方原病院泌尿器科

O－092．男性性機能からみた「タイミング法」

　　　　　○井口　裕樹

　　　　　　　いぐち腎泌尿器クリニック
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看護・カウンセリング　レ11月g日（金）15：15～16：00第5会場

座長：大場　　隆（熊本大学）

O－093．不妊治療継続中の精神的負担感に影響を与える個人的要因についての研究一曖昧さ耐性・認知的統制・

　　　　レジリエンスとの関連一

　　　　　〇門田　貴子，金子　京子，杉山喜代美，定本　幸子，大月　順子，寺田さなえ，吉岡奈々子t

　　　　　　羽原俊宏，林　伸旨

　　　　　　　医療法人社団岡山二人クリニック

O－094．生殖医療から発信する新たな家族支援ネットワーク（1）～「島根モデル」と選択情報誌「ファミリー・

　　　　aim・パスポート」医療・福祉・行政の連携と協働でつくる家族支援拠点の創成～

　　　　　○荒木　晃子12｝，永島百合子P，先久　　幸1），森山　弘恵］），野々村佳代D，弓岡　英里ll，

　　　　　　内田　昭弘い

　　　　　　　P内田クリニック，2立命館大学客員研究員

O－095．ART施設における看護師外来～院内と院外の相談の比較から不妊症看護認定看護師に対する期待の考

　　　　察～

　　　　　○久保島美佳，村上貴美子，蔵本　武志

　　　　　　　医療法人蔵本ウイメンズクリニック

0－096．生殖医療から発信する新たな家族支援ネットワーク（2）～生殖医療専門施設で治療以外の選択肢情報

　　　　を患者へ提供する必要性の検討～

　　　　　○永島百合子い，荒木　晃子12），先久　　幸①，森山　弘恵1），野々村佳代］），弓岡　英里1｝，

　　　　　　内田　昭弘い

　　　　　　　U内田クリニック，2位命館大学客員研究員

0－097．患者の受療行動に対する高度生殖補助医療助成制度が与える影響

　　　　　○中村　牧子，福原真友子，内田　玄祥t内田　律子，杉本　利幸，茅木　千明，大條

　　　　　　天野ちはる，赤井麻里子，宮原　祐子，河西　美和，山本　太陽

　　　　　　　医療法人幸せのめばえ静岡レディースクリニック

淳子，

その他　〉　11月9日（金）16：00～16：36第5会場

座長：三浦　清徳（長崎大学）

0－098．

O－099．

O－100．

0－101．

Social　abuseと出自を知る権利の相関に関する理論的考察

　○宮嶋　　淳

　　　中部学院大学人間福祉学部

多嚢胞性卵巣症候群に対する食酢の及ぼす効果

　○木村　文則］），高島　明子1］，清水　良彦い，竹林　明枝u，喜多　伸幸川，高橋健太郎2），

　　村上　　節P

　　　】滋賀医科大学産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学地域周産期医療講座

ART施設における防災対策と事業継続計画（BCP）への取り組みの実情調査

　○朝倉　寛之，西尾　京子

　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

ターナー（TS）女性の不妊治療にかかわる問題点の検討

　○中村　朋美川，榊原　秀也L，，永田　智子1・2～，吉崎　敦雄1・3），平原　史樹U

　　　1横浜市立大学医学部産婦人科，2〕大和市立病院3藤沢市民病院



平成24年10月1日 43（187）

第2日目　11月9日（金）第6会場

妊孕性温存（女性）　レ11月9日（金）15：00～15：54第6会場

座長’菅沼　信彦（京都大学）

0－102．

0－103．

0－104．

O－105．

O－106．

O－107．

乳癌患者の生殖医療の課題：生殖医療医に対するアンケート調査より

　○加藤　友康1｝，田村　宣子21，清水千佳子31，坂東　裕子4），溝田　友里51，山本精一郎51，

　　藤原　康弘3）

　　　V国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科，2東京医科歯科大学歯学総合研究科腫瘍外科，

　　　3国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科，

　　　4筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学乳腺・甲状腺外科，

　　　5国立がん研究センターがん対策情報センター

子宮体部初期癌に対する局所切除は可能か一子宮体部初期癌の病理より

　○山崎　玲奈，田中　政彰，野村　一人，井上　正樹

　　　金沢大学医学部産婦人科

腹腔鏡下卵巣悪性腫瘍妊孕性温存手術の適応と限界

　○岩本　豪紀，藤田　　裕大田　昌治

　　　武蔵野赤十字病院産婦人科

絨毛性腫瘍に対する化学療法後の卵巣予備能マーカーとしての抗ミュラー管ホルモン値測定の有用性に

ついて

　○大須賀智子，森　　正彦，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，岩瀬　　明，

　　吉川　史隆

　　　名古屋大学医学部産科婦人科

「子宮移植」の臨床応用に対する一般市民の意識調査

　○平井園子D，三原　誠21．木須伊織3〕，林　文子脱亀田知美5㌧菅沼信彦1）

　　　】京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，

　　　2｝東京大学医学部附属病院形成外科・美容外科，3慶雁義塾大学医学部産婦人科、

　　　4凍京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻，5滋賀医科大学医学部看護学科

子宮移植は可能か？～再建外科・移植外科医の立場から～

　〇三原　　誠ll，木須　伊織21，阪埜　浩司2｝，青木　大輔2’，吉村　泰典2｝，原　　尚子い，

　　荒木　　淳1），飯田　拓也1：光嶋　　勲1），菅沼　信彦3），林　　文子v，平井　園子3｝

　　　D東京大学医学部形成外科・美容外科，Z慶応大学医学部産婦人科，

　　　3）京都大学医学部人間健康科学部，°　］；ll京大学医学部保健学科

妊孕性温存（男性）　レ11月9日（金）15：54～16：39第6会場

座長：中村　元一（福岡山王病院）

O－108．

O－109．

精子凍結（主に男性悪性腫瘍患者）の現状と課題

　○佐藤　有理服部　裕充，中條友紀子，土信田雅一，戸屋真由美，京野　廣一

　　　京野アートクリニック

当院における担癌患者に対する精子凍結保存の現状

　○寺田さなえ，羽原　俊宏，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，青井　陽子，

　　定本幸子，大月順子，杉山喜代美吉岡奈々子，林　伸旨

　　　岡山二人クリニック
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O－110．

O－111．

0－112．

日生殖医会誌　57巻4号

抗癌化学療法後の無精子症に対する精巣内精子採取術と内分泌療法の検討

　○白石　晃司，松山　豪泰

　　　山口大学大学院医学系研究科泌尿器科科学分野

がん化学療法にて精子凍結保存した患者への情報提供に関する現状調査

　○奥島　美香奥井　　静，弥園亜紀子，三本由里子，辻坂　晴美，八木佳奈子，寺村　聡子，

　　繁田　　実

　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

悪性腫瘍患者における精子凍結保存の現状と使用成績についての検討一国内3施設での調査結果一

　〇内田　将央U，末富　崇弘D，大久保和俊2［，市岡健太郎3［，小濱　奈美ti　1，宮崎　　淳1），

　　中山　貴弘5｝，畑山　　博5），西山　博之v

　　　l筑波大学附属病院腎泌尿器外科，L’｝京都大学医学部附属病院泌尿器科，

　　　3）いちおか泌尿器科クリニック，P足立病院生殖内分泌医療センター，5足立病院産婦人科
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一
般演題（ポスター）

掲示時間　11月8日（木）　9：00～11：00

閲覧時間　11月8日（木）　11：00～11月9日（金）　16：00

　　ポスター会場1（長崎新聞文化ホール　2階　翔鶴の間）

lVF－ET1

P－001．

P－002．

P－003．

P－004．

P－005．

卵巣刺激法別の胚盤胞発生率と卵割速度に関する検討

　○池田　千秋1・21，下中麻奈美1），櫛野　鈴奈1），藤田　陽子12｝，中尾　佳月P，島田　昌之2】，

　　根岸　広明D

　　　Dウィメンズ・クリニック大泉学園，2広島大学大学院生物圏科学研究科

当院におけるART症例の卵巣刺激別臨床成績に関する検討

　○奥田　　剛，近藤　哲郎，岩崎　信爾，田原　隆三

　　　昭和大学産婦人科学教室

LH含有量の異なるhMG製剤投与による新鮮胚移植の着床率への影響

　○渋谷　智子，清須知栄子，伊藤　真理，新居　　遥，徐　　東舜

　　　医療法人社団徐クリニックARTセンター

採卵前の血中プロゲステロン値に関する検討

　○横田麻里子，松葉　純子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，

　　貴志　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

完全自然周期およびレトロゾール（フェマーラ，FEM）使用周期における主席および小卵胞由来卵子の

胎嚢形成率と生産率の検討

　○恩田知幸，大久保毅，林　輝明，寺元章吉
　　　新橋夢クリニック

IVF－ET2

P－006．

P－007．

P－008．

採精から媒精までに要した時間と培養成績の関係

　○泉　　陽子u，中西　桂子1），増田　　裕2i，後藤　　栄ti

　　　］後藤レディースクリニック，2藍野病院

精液採取からconventionaHVFまでの所要時間の超過は受精率の低下を招く

　○宮本麻梨恵，中野　達也，松本　由香，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，

　　姫野　隆雄，大西　洋子，井上　朋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　　　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

第2極体観察は，媒精およびICSI後4．5～5時間で十分有用である

　○室井　美樹11，高見澤　聡11，唐松　美佳D，圓成寺真見U，菅藤　　哲2〕，岩本　晃明1），

　　柳田　　薫い

　　　u国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター，2）国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科
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P－009．IVF時の卵丘細胞の早期裸化処理は良好胚盤胞の発生に影響を与える

　　　　　○細川　由起，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，

　　　　　　貴志　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－010．採卵から胚移植までの時間が妊娠率に与える影響

　　　　　○澤村　茂樹，高岸　　舞原田　菜摘

　　　　　　　こうのとりWOMEN’S　CAREクリニック

日生殖医会誌　57巻4号

上野紗也香，大原　知子，

lVF－ET3

P－Ol1．　Single　mediumはSequential　mediumに比べ有用か

　　　　　○吉貝　香里，堀　紗耶未，澤田　富夫

　　　　　　　さわだウィメンズクリニック

P－Ol　2．当院のヒト胚体外培養におけるインスリン添加の有用性について

　　　　　○中西　　彩，中山　順樹，池上加代子，中田久美子，阿部　　睦，渡邊ひとみ，池澤　有加，

　　　　　　山下　直樹

　　　　　　　山ド湘南夢クリニック

P－Ol　3．ピアルロナン・ピアルロン酸を含む2種類の胚移植用培養液を用いた移植成績の比較

　　　　　○杉本　利幸，山本　太陽，花村　浩美，植松真希子，大澤　真穂，山縣　瑞穂，内田　律子，

　　　　　　内田　玄祥

　　　　　　　静岡レディースクリニック

P－014．新しい採卵針Swemed　SenseTMは有用か？

　　　　　○岡野真一郎，絹谷　正之，楠田　朋代，福永　恵美，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳

　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

P－015．AMHとインヒビンBの穎粒膜細胞中の濃度に関する検討

　　　　　○羽田野景子1），濱田　千代Z’，新村　朋美川，長谷川　瑛），臼田　三郎’1），伊東　宏絵川，

　　　　　　輿石　　真2｝，井坂　恵一い

　　　　　　　u東京医科大学産科婦人科，2旧立総合病院産婦人科，

　　　　　　　3独立行政法人国立病院機構横浜医療センター産婦人科，4｝うすだレディースクリニック

P－016．卵胞内環境と胚の評価

　　　　　○中川真喜子’、，佐藤　節子V，横田美賀子D，横田　英巳b，横田　佳昌U，荒木　康久2｝

　　　　　　　1医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル生殖医療婦人科，2」高度生殖医療技術研究所

lVF－ET4

P－017．Day4における胚の発生程度と性比の検討

　　　　　○上野紗也香，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，

　　　　　　貴志　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－018．単一胚盤胞移植における胚の形態評価とその妊娠予後

　　　　　○土屋富士子，高橋　和子，富坂　美織野間　　桃，湯　　暁暉，渡邊　倫子，保母るつ子，

　　　　　　黒澤　貴子，仲田　正之，猪鼻　達仁，藤原　敏博，堤　　　治

　　　　　　　医療法人順和会山王病院リプロダクションセンター
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P－019．当院における良好胚盤胞到達率に関する検討～day3分割胚のグレードとの相関～

　　　　　○橋本　朋子，楠原　浩二，松本　和紀

　　　　　　　医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック

P－020．前日にcompaction形成がみられなかった培養5日目の胚盤胞の妊娠率について

　　　　　○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，細川　由起上野紗也香，大原　知子，

　　　　　　貴志　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－021．補助生殖医療（ART）における不良胚による妊娠の周産期予後

　　　　　○中川　浩次P，西　　弥生D，杉川　里英2｝，小代　裕子1】，高橋　千絵1），壽圓　裕康D，

　　　　　　金城　　洋1），栗林　　靖2），杉山　カー】）

　　　　　　　い杉山産婦人科生殖医療科，2’杉山産婦人科丸の内

lVF－ET5

P－022．

P－023．

P－024．

P－025．

P－026．

2個胚移植の妥当性について一多胎率の減少を目指して一

　〇北坂　浩也12），福永　憲隆】23、，永井　利佳12），吉村　友邦12’，田村　総子L2h，長谷川　望12’t，

　　加藤　道高’2；，中山　　要1・2」，竹内　基子1・L），大野　浩史21，児嶋　瑛子12J，青柳　奈央121，

　　小栗　久典1・21，羽柴　良樹’2〕，浅田　義正123｝

　　　1浅田レディース名古屋駅前クリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，

　　　3浅田生殖医療研究所

当院におけるSETの現状と適応についての再検討

　○森嶋かほる，藤本　晃久，大石　　元，平田　哲也，原田美由紀，堤　　　亮，大須賀　穣，

　　矢野　　哲，藤井　知行，上妻　志郎

　　　東京大学医学部附属病院女性診療科・女性外科

良質胚盤胞移植における妊娠不成功症例の検討

　○江口　明子，末永めぐみ，平田　瑠美，篠原真理子，栗野早央理川崎　裕美，伊藤　正信，

　　松田　和洋

　　　松田ウイメンズクリニック

胚移植後の安静時間は，本当に必要か？

　○林　　奈津，小早　菜月，野尻　由香，藤田　智久，野村　昌男，北川　武司，古井　憲司

　　　医療法人社団愛育会産科婦人科クリニックママ

胚移植後のベッドでの安静は必要か？

　○中村　理果D，福井　淳史P，福原　理恵］】f佐々木幸江1），前田あかね2），船水　文乃u，

　　横田　　恵D，水沼　英樹’）

　　　1泓前大学医学部産科婦人科，2泓前大学医学部附属病院

lVF－ET6

P－027．ART施行回数と妊娠の関係について

　　　　　○鮫島まち子，鈴木　　綾，樋本　美穂，井上須美了・，

　　　　　　　陣内ウィメンズクリニック

岩崎　　遥，陣内　彦良
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P－028．第2子不妊で生殖補助治療（ART）を実施した夫婦の背景と治療成績の比較

　　　　　○水澤　友利，松浦　まき，緒方　洋美，十倉　陽子，山田　　聡緒方　誠司，松本由紀子，

　　　　　　岡本　恵理，苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－029．不妊治療における第2子希望患者についての検討

　　　　　○高田　玲子，濱井　晴喜，千川　　愛，寺村　聡子，小野光樹子，杉本　貴章，服部　友子，

　　　　　　八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静，寺西　明子，大濱　尚子，早川ひとみ，岩橋　和裕，

　　　　　　繁田　　実

　　　　　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

P－030．初回体外受精（ARTエントリー）時年齢からみたその後の生産率の検討

　　　　　○岩崎　信爾，東　　美和，近藤　哲郎，奥田　　剛，田原　隆三T岡井　　崇

　　　　　　　昭和大学医学部産婦人科学教室

lVF－ET7

P－031．

P－032．

P－033．

P－034．

P－035．

当院で経験した重症卵巣過剰刺激症候群の2例

　○茅原誠田中威づみ，御木多美登伊熊慎一郎，永吉基田中温
　　　セントマザー産婦人科医院

円錐切除後に頸管狭窄をきたした挙児希望症例の管理～狭窄の解除と子宮内膜炎の治療を行い体外受精

で妊娠に至った1例～

　○清水　良彦1），木村　文則b，辻　俊一郎V，竹林　明枝1＞，高島　明子1），喜多　伸幸P，

　　村上　　節D，高橋健太郎2），藤原　睦子3｝

　　　1滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学医学部地域周産期医療学講座，

　　　3希望が丘クリニック

lVF－ETにて妊娠成立した精液アレルギーの一例

　○田中　麻理，西山和加子，山田　耕平，宮本　恵里，山本　新吾，塚崎あずさ，小林　倫子，

　　古賀　美佳，岩崎　聡美，佐護　　中，有馬　　薫，野見山真理小島加代子，岩坂　　剛

　　　医療法人社団高邦会高木病院不妊センター

体外受精一凍結融解胚移植後に胞状奇胎を発生した1例

　○松村　聡子1），持丸　佳之D，荒瀬　　透U，齋藤　　優21，藤城　栄美3），中村　拓実3），

　　貝嶋　弘恒3｝，中野眞佐男U

　　　1）けいゆう病院産婦人科，2神奈川レディースクリニッ久3｝みなとみらい夢クリニック

非定型的な経過で妊娠した4例

　○土信田雅一，戸屋真由美，佐藤　有理，服部　裕充，中條i友紀子，京野　廣一

　　　京野アートクリニック

lCSI1

P－036．初回split－ICSIの有用性

　　　　　○峰　　千尋D，江頭　昭義D，永渕恵美子D，田中　啓子1），友原

　　　　　　大坪　　瞳い，南　　綾子1），松隈　豊和川，村上　正夫V，中島

　　　　　　吉岡　尚美P，荒木　康久2，蔵本　武志1）

　　　　　　　1蔵本ウイメンズクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

愛川，伊福　光枝v，

章P，大塚未砂子i］，
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P－037．当院における初回ART症例に対するIVF／ICSI　splitの有効性の検討

　　　　　○福島千恵美V，桑原　　章D，矢野　祐也P，山本　由理1｝，谷口　友香1），田中　　優P，

　　　　　　檜尾　健二2’，苛原　　稔1）

　　　　　　　1徳島大学病院産科婦人科，2独立行政法人国立病院機構香川小児病院産婦人科

P－038．ICSI施行症例における体外受精併施による精子受精能再評価の試み

　　　　　○小濱　奈美P，中山　貴弘1），山瀬　亜弥1），藤脇あや奈1’，加藤　由起1），矢野　樹理2］，

　　　　　　山出　一郎2），眞田佐知子2’，須藤　慎介2），須戸　龍男2），戸城えりこ2｝，畑山　　博2）

　　　　　　　1財団法人足立病院生殖内分泌医療センター，2同産婦人科

P－039．当院におけるrescue－ICSIの試み

　　　　　○上野奈緒子，桑名　真弓，杉本ゆき恵，本田　秀美，小嶋　康夫

　　　　　　　小嶋ウィメンズクリニック

P－040．当院における媒精7時間後のrescue　ICSIの現況

　　　　　○山本　新吾，西山和加子，山田　耕平，宮本　恵里，塚崎あずさ，小林　倫子，古賀　美佳，

　　　　　　岩崎　聡美，田中　麻理佐護　　中，有馬　　薫，野見山真理小島加代子，岩坂　　剛

　　　　　　　医療法人社団高邦会高木病院不妊センター

P－041．c－IVFとrescuelCSIにおける媒精法での受精率に差はあるのか？（培養成績の比較も含めた検討）

　　　　　○中村　忠治，黄木　詩麗萩原千加子，川島美智子，矢内原　敦

　　　　　　　矢内原ウィメンズクリニック

P－042．One　day　old　ICSIにより妊娠に至った2症例

　　　　　○丸山　仁子，名越　一介

　　　　　　　医療法人宝生会名越産婦人科

lCSI2

P－043．

P－044．

P－045．

P－046．

P－047．

動物由来Hyaluronidaseとrecombinant　Hyaluronidaseを使用したICSI成績の比較

　○中務　結貴，平田　　麗，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，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

不完全裸化がICSI後の胚の発育に与える影響

　○前田　知子，山本勢津子，楳木美智子

　　　愛育会福田病院

非初回顕微授精症例における卵子紡錘体可視の有無と妊娠予後およびCrumble胚との関係についての検討

　○高柳　武志’1，北見　和久21，高橋明日香2），伴野　千尋2），山口　恭平2），吉田　光紗2’，

　　廣渡　芙紀2｝，寺西　佳枝2，，矢野　有貴2｝，小林　浩治2〕，皆元　裕子D，鈴木　範子D，

　　安藤　寿夫1）

　　　1豊橋市民病院総合生殖医療センター，2豊橋市民病院産婦人科

年齢別の紡錘体可視／不可視におけるICS［成績

　○中原　裕子1），荒木　康久2），朝倉　寛之v

　　　D医療法人愛生会扇町レディースクリニック，’高度生殖医療技術研究所

細胞膜が脆弱な卵に対するICSI成績向上のための工夫一内径の異なるインジェクションピペットを用

いて一

　〇山本みずきV，千木野みわD，宇佐美友希1），古野　敦子2j，北川　雅一2、，片山　佳代2），

　　浜之上はるか1），大島　　綾U，吉田　　浩2），湯村　　寧P，村瀬真理子11，榊原　秀也31，

　　野口　和美v，平原　史樹3i

　　　D横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，

　　　2横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市立大学附属病院産婦人科
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P－048．PVP使用はピエゾICSIの成績を向上させるか

　　　　　○上畑みな子，森田　　大，松永　利恵，山中菜保子，廣澤　利和，

　　　　　　渡辺　真一，桑波田暁子，越知　正憲

　　　　　　　おち夢クリニック名古屋

日生殖医会誌　57巻4号

齋藤麻美子，和田　知久，

lCSI3

P－049．

P－050．

P－051．

P－052．

P－053．

P－054．

lCSIに凍結精子を使用する有用性一周産期データによる安全性の検討一

　〇白井安砂子1），加藤　祐美P，三嶋　典子D，大島　裕子D，鈴木　有香P，登内　恵美D，

　　小代　裕子V，壽圓　裕康2），金城　　洋D，西　　弥生D，中川　浩次li，杉山　里英2’，

　　栗林　　靖2），杉山　カーP，井上　正人2’

　　　P杉山産婦人科生殖医療科，L）杉山産婦人科丸の内

無精子症における精巣内精子と精巣上体精子を用いた顕微授精の治療成績に関する検討

　○加嶋　克則，渡邊亜由子，八幡　哲郎，高桑　好一

　　　新潟大学医学部産科婦人科

凍結精巣精子を用いたICSI症例の臨床成績

　○北村　　衛い，片桐由起子13），福田　雄介”s），宗　　晶子13J，松江　陽一］・3j，三枝美智子1　S｝，

　　佐々木由香3），府川　敦子3），田井　俊宏L’3〕，小林　秀行L’・3　］，安部　裕司］“，永尾　光一31，

　　森田　峰人1）

　　　1｝東邦大学医療センター大森病院産婦人科，2東邦大学医療センター大森病院泌尿器科，

　　　3｝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

Split－ICSI周期におけるPICSI法を併用した臨床成績の比較

　○伊福　光枝IJ，江頭　昭義D，永渕恵美了D，友原　　愛b，田中　啓子ll，峰　　千尋1’，

　　大坪　　瞳U，南　　綾子D，松隈　豊和D，中島　　章1‘，大塚未砂子V，吉岡　尚美U，

　　荒木　康久2），蔵本　武志D

　　　1）医療法人蔵本ウイメンズクリニック，2高度生殖医療技術研究所

HA－ICSIに用いるピアルロン酸（SpermSlow，　Origio）の精子先体反応および運動性への影響

　○千木野みわい，山本みずきい，宇佐美友希1），古野　敦子2［，北川　雅一2’，片山　佳代L），

　　浜之上はるか1’，大島　　綾］），吉田　　浩2J，湯村　　寧P，村瀬真理子P，榊原　秀也3〕，

　　野口　和美1），平原　史樹3｝

　　　1横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，

　　　z横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市立大学附属病院産婦人科

採卵数の少ない症例にICSIは必要か

　○大井なぎさ，原田美由紀，藤本　晃久，大須賀　穣大石　　元，平田　哲也，堤　　　亮，

　　森嶋かほる，渡辺　裕子，増澤　菜美，藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　　　東京大学医学部附属病院産婦人科

受精・胚・着床1

P－055．ARTにおける無加湿型インキュベーターの有用性に関する検討

　　　　　○富樫　　伶，岩佐　　萌，江副　郁恵，中野　英之

　　　　　　　中野レディースクリニック
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P－057．
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当院における無加湿型インキュベーターの培養成績

　○兼子　由美，飯泉　文香，土屋翔太郎，松井　有紀，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満

　　　西村ウイメンズクリニック

無加湿培養器の導入とその有効性について

　○濱井　晴喜，小野光樹子，寺村　聡子，高田　玲子，千川　　愛，中平　理恵，岩橋　和裕

　　早川ひとみ，大濱　尚子，寺西　明子，繁田　　実

　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

無加湿型培養器におけるガス供給方式の違いがヒト受精卵の培養に与える影響について

　○後藤　優介，緒方　洋美，十倉　陽子，山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀子，

　　岡本　恵理，苔口　昭次塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

受精・胚・着床2

P－059．

P－060．

P－061．

P－062．

P－063．

P－064．

P－065．

無加湿型タイムラプスインキュベーター（EmbryoScope）を用いた胚培養の試み

　○溝部　大和，秋吉　俊明，松尾　　完，坂口　摩姫，上田　泰子，福田　裕子，松尾　恵子，

　　福嶋　倫子，山口　敦巳，岡本　純英

　　　医療法人ART岡本ウーマンズクリニック

無加湿型タイムラプスインキュベーター（EmbryoScope）を用いた胚の動的評価の試み

　○松尾　　完，秋吉　俊明，溝部　大和，坂口　摩姫，上田　泰子，福田　裕子，松尾　恵子，

　　福嶋　倫子，山口　敦巳，岡本　純英

　　　医療法人ART岡本ウーマンズクリニック

タイムラプス胚観察インキュベータを用いた胚盤胞培養～培養成績不良症例に対する臨床使用～

　○渡辺　真一V，上畑みな子P，田中　豊美D，松永　利恵］｝，山中菜保子い，齋藤麻美子］），

　　廣澤　利和1｝t和田　知久1），森田　　大D，伊東　雅子12），水野　涼子U，佐々木雅弘肋，

　　桑波田暁子い，越知　正憲肋，堀内　俊孝3）

　　　uおち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，3）県立広島大学大学院総合学術研究科

タイムラプス胚観察インキュベータを用いた凍結のための胚盤胞選別t－　Day5初期胚盤胞から凍結可能

な良好胚盤胞率の向上～

　○松永　利恵D，上畑みな子D，小林　勇毅D，宮田　佳苗P，和田　知久1｝，齋藤麻美子D，

　　廣澤　利久’｝，渡辺　真一1），森田　　大D，伊東　雅子L3［，水野　涼子1），佐々木雅弘’1，

　　桑波田暁子D，越知　正憲’1，堀内　俊孝2）

　　　1）おち夢クリニック名古屋，2県立広島大学大学院総合学術研究科，3藤田保健衛生大学産婦人科

EmbryoScopeTMを用いた前核の観察とその後の胚発生能について

　○岸田　拓磨，小島　章弘，坂本　知巳

　　　婦人科さかもとともみクリニック

タイムラプス観察に基づいた規定単一胚移植プロトコール

　○安藤　寿夫1】，北見　和久2i，高橋明日香2），伴野　千尋2），山口　恭平2｝，吉田　光紗2」，

　　廣渡　芙紀2〕，寺西　佳枝2，，矢野　有貴2），小林　浩治2），皆元　裕子川，高柳　武志ll，

　　鈴木　範子1〕

　　　1豊橋市民病院総合生殖医療センター，2豊橋市民病院産婦人科

タイムラプスシネマトグラフィーによる分割期胚の形態ならびに時間的評価による妊娠・出産予後

　○寺西　佳枝’｝，北見　和久1），高橋明日香1），伴野　千尋P，山口　恭平1’，吉田　光紗li，

　　廣渡　芙紀1），矢野　有貴lI，小林　浩治’），皆元　裕子2），高柳　武志2），鈴木　範子2j，

　　安藤　寿夫2］

　　　1豊橋市民病院産婦人科，2豊橋市民病院総合生殖医療センター
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受精・胚・着床3

日生殖医会誌　57巻4号

P－066．

P－067．

P－068．

P－069．

P－070．

新しい重症卵巣機能障害の治療法：sitagliptinによる食後糖代謝是正は卵胞・胚発育，妊娠率を改善する

　○神野　正雄V，渡邉　愛子1；竹内　正義2｝，日浦　理絵’），廣濱　　準1’，畠山　尚久1）

　　　bウィメンズクリニック神野，2金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域糖化制御研究分野

ART反復不成功例において，メラトニンは成熟障害，胚質を改善し，妊娠率を増加させる

　○池間　　鈴，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，奥　　裕嗣

　　　レディースクリニック北浜

L－carnitineは摂取は胚盤胞到達率を改善する

　○小嶋　哲矢P，小林　一彦P，末包　博昭2）

　　　1武庫之荘レディースクリニック，2宋包クリニック

マクロファージ活性化漢方製剤（MACH）は胚質不良症例に対して有効か？

　○橘　　直之1），鈴木　達也】21，池田　伴衣12［，島田　和彦12b，平野　由紀12｝，柴原　浩章12｝，

　　鈴木　光明L・2）

　　　1）自治医科大学産科婦人科学講座，2’自治医科大学附属病院生殖医学センター

当院における新鮮胚移植ならびに凍結胚移植時の体重と出産時所見の調査

　○宮田　広敏），木下裕巳子い，長谷川真実II，永澤　千佳t」，西　　　修い，鈴木　康夫2）

　　　い西ウイミンズクリニック，2）鈴木レディスホスピタル

受精・胚・着床4

P－071．

P－072．

P－073．

P－074．

P－075．

ヒト卵子のMll期における紡錘体面積を指標とした胚評価法

　○泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，竹原　侑希，川窪　雄一，本庄

　　詠田　由美

　　　アイブイエフ詠田クリニック

採卵後2日目の分割期胚における形態学的評価と妊娠成績について

　○辻　　優大，緒方　洋美，田中　里美，古橋　孝祐，十倉　陽子，山田　　聡，緒方

　　水澤　友利，松本由紀子，岡本　恵理苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

胚の分割速度と胚盤胞発生率との関係からみたDay2移植胚の選別基準

　○北元香菜子D，橋爪　淳子1｝，前多亜紀子D，新　　博美u，中橋美貴子ll，丹羽　幸子li，

　　藤井　玲名D，田中　真理］），山崎　玲奈2］，野村　一人21，道倉　康仁tl

　　　l金沢たまごクリニック，2）金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学

凍結単一胚移植からみた培養3日目の移植胚選択基準の設定

　○西中千佳子，八木亜希子，田中　恵美，金谷　美希，神谷　恵理，本間　寛之，藤本

　　森若　　治，神谷　博文

　　　神谷レディースクリニック

day2胚移植とday3胚移植での妊娠率および流産率の比較

　○山本　佑司1｝，池上　美希P，長瀬　祐樹V，吉岡麻衣子’1，久我　　彰b，堀　明日香b，

　　松田有希野D，米澤　潤一P，臼井　　溢2’，松浦　俊樹D

　　　1｝かばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

考，

誠司．

尚，
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P－076．体外受精における胚移植日の検討　day2とday3およびday4とday5の比較

　　　　　○天野奈美子12〕，小畠美智子’），神田真由美’，鷲尾　奈美’）f青柳さやか1），小森江利子D，

　　　　　　吉川　香織川，紫藤　千鶴D，大越　唱子L’｝，生田あかね】），青木　　愛い，小池　尚子］），

　　　　　　中村　嘉孝］21

　　　　　　　1医療法人オーク会オーク住吉産婦人科，2医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック

凍結融解胚移植1

P－077．

P－078．

P－079．

P－080．

P－081．

P－082．

P－083．

体外受精後早期の凍結処理が，受精・胚発生に与える影響に関する検討一災害時など長期電源喪失時の

生殖資源のrescueを目指して一

　〇菅沼　亮太］），奥津　美穂］），鈴木　　聡’｝，小宮ひろみD，柳田　　薫21，藤森　敬也1）

　　　い福島県立医科大学医学部産婦人科，2国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

液体窒素非接触ガラス化法により凍結保存したヒト胚の発生能について

　○水野　里志］），大垣　　彩1［，宮地　志wa1’i，春木　　篤’），福田　愛作D，森本　義晴2i

　　　DIVF大阪クリニック，2）IVFなんばクリニック

Rapid－iTM法と従来のストロー法を用いた胚盤胞凍結融解成績の比較

　○城戸　京子，後藤　香里，熊迫　陽子，小池　　恵，佐藤　晶子，長木　美幸，大津　英子，

　　宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

凍結融解胚移植周期における融解溶液中のトレハロース濃度が融解後の胚の生存率と臨床成績に及ぼす

影響

　○松尾　幸城，高橋　俊文，原　周一郎，五十嵐秀樹，倉智　博久

　　　山形大学医学部産科婦人科

凍結胚盤胞移植に於けるAssisted　hatchingの必要性についての検討

　○大橋　浩栄，大桃　幸夫，荒川　　修

　　　荒川・大桃エンゼルマザークリニック

凍結融解胚におけるLaser　assisted　hatchingの効果

　○川窪　雄一，泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，竹原　侑希，本庄　　考，

　　詠田　由美

　　　アイブイエフ詠田クリニック

タイムラプス解析で検討したヒト凍結融解分割期胚の補助艀化療法がその後の胚発生に与える影響につ

いて

　○佐東　春香緒方　洋美，片田　雄也，緒方　誠司，十倉　陽子，山田　　聡，水澤　友利，

　　松本由紀子，岡本　恵理苔口　昭次塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

凍結融解胚移植2

P－084．凍結融解胚盤胞移植におけるEmbryo　Glueの有用性に関する検討

　　　　　○鈴木　孝明，中川　　藍，村田　紋香，森本　　誠，東　理映子，竹内　茂人，高倉　哲司，

　　　　　　菅谷　　健

　　　　　　　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター
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P－085．凍結融解胚盤胞移植におけるピアルロン酸添加培養液Embryo　Glu♂の検討

　　　　　○渡邉　英明，笹野　りえ，中山　朋子，山口　結加，清家　　歩，金子　志麻，石橋　和見，

　　　　　　塚本　佳奈，菊本　晃代，長谷川久隆，齋藤　　優，小林　淳一

　　　　　　　神奈川レディースクリニック

P－086．EmbryoGlu♂が凍結融解胚盤胞移植に及ぼす影響について

　　　　　○中山　雅博，今野　　彰，山岡　絵美，笠井　真子，山崎　友貴，山田　昌宏

　　　　　　　ASKAレディースクリニック

P－087．凍結融解胚移植におけるピアルロン酸添加移植用培地（Embryo　Glue）の使用効果について

　　　　　○下中麻奈美，櫛野　鈴奈，池田　千秋，藤田　陽子，根岸　広明

　　　　　　　ウィメンズ・クリニック大泉学園

P－088．当院の凍結融解胚移植におけるEmbryoGlueの臨床成績とその有効性について

　　　　　○土屋翔太郎，松井　有紀，飯泉　文香兼子　由美，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満

　　　　　　　西村ウイメンズクリニック

凍結融解胚移植3

P－089．

P－090．

P－091．

P－092．

P－093．

P－094．

融解胚移植のホルモン補充における経皮，経ロエストラジオール製剤の比較検討

　○黒澤　貴子，藤原　敏博，渡邊　倫子，富坂　美織野間　　桃，湯　　暁暉，土屋富士子，

　　保母るつ子，両角　和人，仲田　正之，堤　　　治

　　　医療法人財団順和会山王病院リプロダクションセンター

ホルモン補充周期での凍結融解胚盤胞移植におけるエストラジオール製剤の違いによる臨床成績の比較

　○尾崎　智哉，飯泉　文香，土屋翔太郎，兼子　由美，松井　有紀，佐藤　和文，西村　　満

　　　西村ウイメンズクリニック

凍結融解胚移植の内膜調整法についての検討

　○宇佐美友希D，村瀬真理子1］，大島　　綾11，浜之上はるか1〕，湯村　　寧1’，山本みずき1）f

　　千木野みわ1），古野　敦子21，北川　雅一，片山　佳代2），吉田　　浩2），榊原　秀也3i，

　　野口　和美P，平原　史樹：IJ

　　　l横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，

　　　2横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市立大学附属病院

凍結胚移植におけるUtrogestan膣座薬の使用経験

　○逸見　博文］〕，東口　篤司U，金澤　朋扇D，斎藤　　学2｝，板橋　詠子L，

　　　lKKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2，KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

ホルモン補充周期におけるプロゲステロン坐剤の投与経路を直腸内とすることの有効性について

　○岡本　恵理藤井　美喜，十倉　陽子，緒方　誠司tIII田　　聡，水澤　友利，松本由紀子，

　　苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

当院における凍結融解胚移植時のプロゲステロン膣座薬に対する患者使用感について

　○藤井　美喜松浦　　操，岡本　恵理，水澤　友利，山田　　聡，緒方　誠司，松本由紀子，

　　苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック
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凍結融解胚移植4

P－095．

　　　　　　○久保

　　　　　　　矢野

P－096．

　　　　　　○大村

　　　　　　　大原

P－097．

　　　　　　○滝口

　　　　　　　水谷

P－098．

　　　　率の検討

　　　　　　○久我

P－099．

　　　　　　○林

P－100．

　　　　　　○谷口

　　　　　　　檜尾

凍結融解胚移植5

　P－101．

　　　　　　○後藤

　P－102．

　　　　　　○岡

　P－1　03．

　　　　　　○橋口

　　　　　　　貴志
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ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植の臨床成績に影響を及ぼす因子の検討

　　　　　敏子，橋田菜保子，菅　　愛佳，白石　美穂村上　亜紀，大橋いく子，景浦　瑠美，

　　　　　浩史

　　　矢野産婦人科IVFセンター

クロミフェン使用とその後のホルモン補充周期での凍結融解単一胚盤胞移植の臨床妊娠成績

　　　　　直輝1，有地あかね1L，村松　裕崇］2），諏訪　友美1），門前　志歩IL小峰　祝敏】，

　　　　　基弘u，清水　康史D，許山　浩司1〕，依光　　毅D，河村　寿宏1）

　　　1佃園都市レディースクリニック，2）北里大学大学院獣医学系研究科

ホルモン補充周期下凍結融解胚移植における薄い子宮内膜に対するペントキシフィリンの効果

　　　　　修司L　L’），小林　　勉2），園原めぐみ12〕，立木　　都’Z）丁福永　憲隆12），廣岡　　孝】21，

　　　　　哲也IZ」，五十嵐健治LL）L，小栗　久典’2J，羽柴　良樹2），浅田　義正1・2）

　　　い浅田レディース名古屋駅前クリニッ久2］浅田レディース勝川クリニック

35歳以上のホルモン補充周期におけるSEET法を用いた凍結融解胚盤胞移植の着床率および継続妊娠

　　　　　　彰1］，池上　美希1］，長瀬　祐樹P，山本　佑司’1，吉岡麻衣子11，堀　明日香1），

　　松田有希野1］，米澤　潤一1〕，臼井　　溢2［，松浦　俊樹11

　　　1）かばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

凍結融解単一胚盤胞移植の成績からみた自然周期移植の有用性

　　　　麻衣子，小池　弘子，梶原多恵子，西垣　　新

　　　産婦人科西垣ARTクリニック

自然周期における凍結融解胚盤胞移植における妊娠率の検討

　　　　　友香1），桑原　　章い，福島千恵美D，矢野　祐也］’、山本　由理1，田中　　優い，

　　　　　健二2’，苛原　　稔u

　　　l徳島大学産科婦人科，2香川小児病院不妊治療センター

lmplantation　windowを考慮したDAY5凍結胚盤胞の早期融解の試み

　　　　　香里，城戸　京子，小池　　恵，佐藤　晶子，熊迫　陽子，長木　美幸，大津　英子，

　　宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

Day5およびDay6凍結胚盤胞における妊娠率の変化

　　　　　奈緒高橋由香里，大平　千愛，岡部　美紀，後藤　詩織，上田　昌美，村田みどり，

　　山内久美子，藤田　真紀，武藤　聡子，高橋　敬一

　　　高橋ウイメンズクリニック

年齢及び形態によるDay6凍結胚盤胞の生存率の比較

　　　　　綾乃，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，

　　　　　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター
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P－104．凍結融解単一胚盤胞移植における胚盤胞凍結実施日別の臨床成績

　　　　　○中川　　藍D，村田　紋香’），鈴木　孝明1），森本　　誠’lf竹内　茂人1　L’），高倉　哲司2），

　　　　　　菅谷　　reL2）

　　　　　　　D済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター，2｝済生会松阪総合病院産婦人科

P－105．Day7凍結胚盤胞の移植成績

　　　　　○渡辺　真一D，上畑みな子1〕，田中　豊美11，松永　利恵1｝，山中菜保子D，齋藤麻美子D，

　　　　　　廣澤　利和川，和田　知久1〕，森田　　大1），伊東　雅子1・2｝，水野　涼子D，佐々木雅弘D，

　　　　　　桑波田暁子D，越知　正憲”，堀内　俊孝3）

　　　　　　　Dおち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，3県立広島大学大学院総合学術研究科

凍結融解胚移植6

P－106．

　　　　　　○齋藤

　　　　　　　清水

P－107．

　　　　　　○佐藤

P－108．

　　　　　　○先久

P－1　09．

　　　　　　○田中

P－110．

凍結時における胚盤胞サイズの変更が妊娠率に及ぼす影響

　　　　　祥子，嶋村　　純，高山　　修，神谷　奈々，高橋　彩香，城石　裕子，齊藤紗恵子，

　　　　　葉子，松岡　祐太，清水　絢也t石井　康夫，中村　拓実，藤城　栄美，貝嶋　弘恒

　　　みなとみらい夢クリニック

凍結胚盤胞移植における融解2時間後の拡張と形態学的評価および妊娠成立の関係

　　　　　景子，宗藤　朋美，渡邊　陽子，西村加奈子，見玉　尚志，原　　鐵晃

　　　県立広島病院生殖医療科

凍結融解胚移植における胚の凍結のタイミング及び形態評価と妊娠との関係の検討

　　　　　　幸，弓岡　英里，森山　弘恵，野々村佳代，永島百合子，内田　昭弘

　　　内田クリニック

凍結融解胚盤胞移植における融解後の胚の回復と臨床成績との検討

　　　　　順子V，堀田　美穂1，高山　陸斗P，幸松　美佐】1，東野　教子1），安田　明子い，

　　向橋貴美子1），藤波　隆一】s北村　修一v，道倉　康仁2〕，山崎　玲奈3），野村　一人3｝

　　　I」永遠幸レディスクリニッ久2金沢たまごクリニック，

　　　3）金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学

凍結融解胚盤胞移植におけるグレード別に見た妊娠成績および妊娠予後の検討

　○塚越　静香1［，渋井　幸裕li，塩川　素子D，樺山　彩香1’，，倉持　麻衣1），吉田　純子11，

　　吉益　裕子u，石田　佳江u，北村　　衛2），宗　　晶子2），祖母井　英い，花岡嘉奈子P，

　　田宮　　親い，三浦　一陽1）

　　　いキネマアートクリニック，2）東邦大学医療センター大森病院産婦人科

凍結融解胚移植7

P－111．

　　　　　　　松田

P－112．

　　　　　　　首藤

胚盤胞培養における移植胚選択基準～最良質胚は移植すべきか凍結すべきか～

　○篠原真理子，末永めぐみ，平田　瑠美，栗野早央理江口　明子，川lll奇　裕美，

　　　　　和洋

　　　松田ウイメンズクリニック

当科での凍結融解胚移植における児獲得までの移植回数の検討

　○田中理恵子12），工藤　正尊11，井平　　圭1），宇田　智浩D，中谷真紀子t），保坂

　　　　　聡子1’，西　　信也3｝，大河内俊洋4），水上　尚典1），櫻木　範明1］

　　　1）北海道大学産婦人科，2｝釧路赤十字病院産婦人科，3江別市立病院産婦人科，

　　　4おおこうち産科婦人科

信正藤伊

い芳昌
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P－113．再凍結胚移植の有用性および安全性についての検討

　　　　　○西村　　満，飯泉　文香，土屋翔太郎，松井　有紀，兼子　由美，佐藤　和文，尾崎　智哉

　　　　　　　西村ウイメンズクリニック

P－114．11年間凍結保存した胚を融解移植し妊娠が成立した1例

　　　　　○岡野真一郎，絹谷　正之，楠田　朋代，福永　恵美，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳

　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

P－115．単一胚盤胞移植から発生した二絨毛膜二羊膜性双胎で生児を得た一例

　　　　　○糸数　　修，上原　　尚，山内　　悠，中里　和正

　　　　　　　ウィメンズクリニック糸数

AH

P－116．

P－117．

P－118．

P－119．

ヒトIVF胚のHatching部位の検討

　○松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，

　　貴志　瑞季，椎名　　薫，森本　有香，富山　達大

　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

胚盤胞移植反復不成功例におけるzona　freeの有用性

　○菊地　裕幸，鈴木　麻美，山田　健市，村川　晴生，吉田　仁秋

　　　吉田レディースクリニックARTセンター

Laser　Assisted　Hatching実施後の胚のhatching状態とICMの関係性について

　○清水　美紗，村松美保子，吉村　俊和

　　　社会医療法人財団新和会八千代病院

Rescue的なassisted　hatchingが有効であった透明帯硬化によるhatching障害の一例

　○中山　貴弘D，小濱　奈美D，川村　悠喜D，久保田　彩1］，釜本　早紀1，，山出　一郎L’｝，

　　矢野　樹理21，井上　卓也21，立入智恵子e），草開恵里子2］，畑山　　博2）

　　　’財団法人足立病院生殖内分泌医療センター，2同産婦人科

PGD

P－120．

P－121．

P－122．

着床前診断後の胚発生および妊娠率，流産率についての検討

　○竹本　洋一，高橋　　如、中嶋　美紀，加藤　由香，赤星　孝子，田申威づみ，伊熊慎一郎，

　　永吉　　基，田中　　温

　　　セントマザー産婦人科医院

着床前遺伝子診断において遺伝子型が疾患の重篤性と必ずしも一致しない疾患に対する適応の取り扱い

　○大澤　淑子】2’，末岡　　浩D，泉　　陽子D，佐藤　　卓1），高橋　香織加，佐藤　健二D，

　　谷垣　礼子1’，樋口　泰彦2），吉村　泰典い

　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2聖母病院産婦人科

筋強直性ジストロフィーの着床前遺伝子診断の適応の再考～周産期合併症と表現促進現象の観点から～

　○泉　　陽子，末岡　　浩，五十畑　葵，高橋　香織，佐藤　　卓，櫻井　友義，佐藤　健二，

　　中林　　章，大澤　淑子，吉村　泰典

　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室
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P－123．着床前遣伝子診断の移植可能胚獲得効率～遺伝形式ごとの分析～

　　　　　○泉　　陽子，末岡　　浩，五十畑　葵，高橋　香織，佐藤

　　　　　　中林　　章，大澤　淑子，吉村　泰典

　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室

日生殖医会誌57巻4号

卓，櫻井　友義佐藤　健二，

P－124．着床前遺伝子診断の安全性と出生児の予後調査一新たなフォーマットファイルの作成一

　　　　　〇佐藤　健二P，末岡　　浩】）f泉　　陽子IL高橋　香織D，佐藤　　卓D，中林　　章2），

　　　　　　谷垣　礼子3），大澤　淑子V，吉村　泰典い

　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科，2｝中林病院3埼玉社会保険病院産婦人科，vag母病院産婦人科

ARTの予後1

P－125．凍結融解胚盤胞移植によって生まれた児の出産体重についての検討

　　　　　○後藤　哲也，岡　　親弘

　　　　　　　東京HARTクリニック

P－126．非ART妊娠，新鮮胚移植妊娠，凍結融解胚移植妊娠で出生時体重に差はあるか

　　　　　○柴田美智子，伊藤啓二朗，佃　　笑美，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，

　　　　　　姫野　隆雄，大西　洋子，井上　朋子，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

P－1　27．新鮮胚移植および凍結融解胚移植により妊娠し出生した児の比較検討

　　　　　○溝部　大和ll，秋吉　俊明D，松尾　　完b，上田　泰子ll，福田　裕子い，松尾　恵子1），

　　　　　　福嶋　倫子P，江口　二郎2｝，山口　敦巳V，岡本　純英D

　　　　　　　D医療法人ART岡本ウーマンズクリニッ久21国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

P－128．卵活性化処理を施行し妊娠分娩に至った受精障害症例の出生児調査

　　　　　○大垣　　彩D，水野　里志IJ，宮地　志wa1），松本　寛史D，古武　由美II，藤岡　聡子IL

　　　　　　森　　梨沙v，井田　　守い，春木　　ee　1），福田　愛作1），森本　義晴2J

　　　　　　　1）医療法人三慧会IVF大阪クリニック生殖技術部門，21医療法人三慧会IVFなんばクリニック

P－1　29．当院での移植胚の種類と出生児体重の傾向について

　　　　　○橋爪　淳子1ト，前多亜紀子］］，新　　博美】〕，中橋美貴子い。丹羽　幸子P，北元香菜子い，

　　　　　　藤井　玲名川，田中　真理1、山崎　玲奈z〕，野村　一人21，道倉　康仁’j

　　　　　　　1金沢たまごクリニック，2金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科

P－130．IVF児のフォローアップ

　　　　　○北村　誠司い，田巻　智慧D，松村　康子D，桐明　千晶1、，平岡謙一郎P，佐藤　仁美P，

　　　　　　佐々木幸子b，吉江　正紀2），宇都　博文2），吉田　宏之LM，杉山　　武2」

　　　　　　　1荻窪病院虹クリニック，2）荻窪病院産婦人科

P－131．ART出生児の発育・発達に関する研究

　　　　　○鈴木　孝太P，久慈　直昭2’，田中　　温3i，宇津宮隆史゜，吉村　泰典L’J，山縣然太朗い

　　　　　　　t’llJ梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座，2慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，

　　　　　　　3）セントマザー産婦人科医院4）セント・ルカ産婦人科

P－132t当院の生殖医療における出生児の体重および胎盤重量の検討

　　　　　○石田　恵理，巽　　国子，清水　美和，松井　大輔，浦野　晃義，萩原　美幸，齊藤　隆和，

　　　　　　齊藤　英和

　　　　　　　国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科
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ARTの予後2

P－133．ART後の流産絨毛染色体検査結果が正常であった絨毛と対応する夫精子のメチル化解析

　　　　　○佐藤　晶子’2），小池　　恵D，城戸　京子1］，後藤　香里b，熊迫　陽子D，長木　美幸’），

　　　　　　大津　英子｝1，宇津宮隆史t）

　　　　　　　1｝セント・ルカ産婦人科，L）東北大学大学院医学系研究科

P－134．ART流産症例の絨毛染色体検査結果の検討

　　　　　○山下　直樹，岡田　尚子，山崎友紀子，梅崎　絵梨，齊藤　優子，黒田ちひろ，栗山理英子

　　　　　　　山下湘南夢クリニック

P－135．治療法年齢及び生殖補助医療（ART）と流産児染色体の関係

　　　　　○宮崎　友佳い，大垣　　彩D，古武　由美1），森　　梨沙D，藤岡　聡子D，井田　　守u，

　　　　　　春木　　篤D，福田　愛作い，森本　義晴2）

　　　　　　　1）医療法人三慧会IVF大阪クリニック，2｝医療法人三慧会IVFなんばクリニック

P－136．初期流産における染色体異常発生頻度に関する検討

　　　　　○村田　紋香，中川　　藍，鈴木　孝明，森本　　誠，東　理映子，竹内　茂人，高倉　哲司，

　　　　　　菅谷　　健

　　　　　　　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

P－137．不妊治療における流産回数と胎児染色体異常の関連性

　　　　　○松本　由香，赤松　芳恵，佐藤　　学，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄，大西　洋子，

　　　　　　井上　朋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

P－138．当院の絨毛検査の現況について

　　　　　○清須知栄子，渋谷　智子，伊藤　真理，新居　　遥，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－139．医療補助生殖後単胎妊娠と後期流産の関連

　　　　　○滝戸なほみ，熊田　絵里，津村　志穂，中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道

　　　　　　　日本赤十字社医療センター

不育症

P－140．

P－141．

P－142．

P－143．

比較的高齢不育症例における流産リスク因子の検討

　○小野　修一，阿部　　崇，富山　僚子，峯　　克也，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行

　　　日本医科大学産婦人科

Decidual　polypの形成を繰り返し，3回の流産に至った一例

　○安藤　智子1），新保　暁子1），江口　智子P，正橋　鉄夫2］

　　　v　IZi古屋第一赤十字病院，2｝まさはしレディスクリニック

原因不明習慣流産症例における解毒酵素遺伝子多型と免疫療法の効果に関する検討

　○能仲　太郎，高橋麻紀子，高桑　好一

　　　新潟大学医学部産婦人科

妊娠の有無におけるNK細胞産生サイトカインについて

　○横田　　恵t福井　淳史，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，福原　理恵，水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科学教室
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P－144．染色体検査において均衡型転座以外の変異が認められた不育症症例の妊娠予後に関する検討

　　　　　○吉田　邦彦1），高橋麻紀子D，能仲　太郎2），生野　寿史D，高桑　好一U

　　　　　　　D新潟大学医歯学総合病院産婦人科，2｝県立六日町病院

P－145．不育症における血管障害：頸動脈と指尖微小血管の脈波測定

　　　　　○田淵　和宏12｝，中塚　幹也13｝，酒本　あい12｝，松田　美和t2），清水　恵子1Z），鎌田　泰彦12｝，

　　　　　　平松　祐司12｝

　　　　　　　1個山大学病院産婦人科，2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科，3岡山大学大学院保健学研究科

P－146．不育症夫婦の精神的ストレスと相互の認識

　　　　　○尾嶋真由子加，中塚　幹也1・2．：1］，高郷　真希1），田淵　和宏15’，酒本　あいt・5］，松田　美和1’i），

　　　　　　清水　恵子tJ「），鎌田　泰彦P，平松　祐司】5），片岡久美恵23’

　　　　　　　u岡山大学病院産科婦人科，2，岡山大学大学院保健学研究科，3岡山県不妊専門相談センター，

　　　　　　　4倉敷中央病院5個山大学大学院医歯薬学総合研究科

高齢不妊

P－147．

P－148．

P－1　49．

P－150．

当院の分娩症例における妊娠出産の高齢化と生殖補助医療の影響についての検討

　○村上　雅博，清川麻知子，檜尾　健二

　　　香川小児病院産婦人科

晩婚化，晩産化に対し何ができるのか～妊娠，出産年齢の意識調査結果より～

　○若杉　聡美，種部　恭子

　　　女性クリニックWe富山

当院における高年者の体外受精治療成績の検討

　○石松　正也

　　　石松ウイメンズクリニック

速やかなステップアップにより生児を得た子宮内膜症合併高齢女性の1例

　○大内　久美，鈴木　裕美，田中久実子，唐木田貴子，奈良　和子，己斐　秀樹

　　　亀田総合病院不妊生殖科

基礎1（卵子）

P－151．

P－152．

P－153．

第二成熟分裂中期（M－11）染色体置換における電気融合を使用しない卵細胞質提供について

　○田中　　温P，赤星　孝子1），竹本　洋一D，田中威づみ’｝t伊熊慎一郎U，永吉　　基1），

　　楠　比呂志21，渡邉　誠二31

　　　Uセントマザー産婦人科医院，2｝神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，

　　　3弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

体外成熟培地へのdibutyryl　cAMP添加がウシおよびヒト未成熟卵子の核成熟とICSI後の胚発生に及ぼ

す影響

　○可児知加了U，和田　知久］1，上畑みな子’1，桑波田暁子II，越知　正憲P，堀内　俊孝2）

　　　加おち夢クリニック名古屋，2県立広島大学大学院総合学術研究科

卵子のミトコンドリア遺伝子から解析した胚発生に関わる因子に関する検討

　○村越　行高121，末岡　　浩2’，五十畑　葵2｝，泉　　陽子2），高橋　香織2｝，佐藤　　卓21，

　　櫻井　友義2），田島　博人3，，佐藤　健二2’，中林　　章2），吉村　泰典2）

　　　v川崎市立川崎病院産婦人科，2慶雁義塾大学医学部産婦人科，3埼玉社会保険病院
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P－154．

P－155．

P－156．

P－157．

H202による酸化ストレスがM－1期卵の体外成熟と発生に与える影響

　○小林　　護，竹内　　巧，吉田　　淳

　　　木場公園クリニック

年齢による卵子，頼粒膜細胞の変化がミトコンドリアDNAと胚発生に及ぼす影響

　○村越　行高1・2］，末岡　　浩2’，五十畑　葵21，泉　　1湯子2），高橋　香織｝，佐藤　　卓2］，

　　櫻井　友莞，田島　博人3，，佐藤　健二21，中林　　章21，吉村　泰典L）

　　　D川崎市立川崎病院産婦人科，2慶鷹義塾大学医学部産婦人科，3埼玉社会保険病院

ラット卵で発現するNeurofilament－Hは卵の変性および成熟時にリン酸化される

　○高橋　則行1’，樽見　　航11，杉下　陽堂1］，浜田　直美1），伊藤　正則2），河村　和弘P，

　　田中　　守v，鈴木　　直ll，石塚　文平3）

　　　1聖マリアンナ医科大学医学部産婦人科，2東京医科歯科大学教養部生物学，

　　　3聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

MAPK阻害薬が卵の活性化に与える影響

　○矢野　祐也1），桑原　　章U，福島千恵美い，谷口　友香D，山本　由理1，田中　　優V，

　　檜尾　健二2），苛原　　稔D

　　　l穂島大学病院産科婦人科，L）香川小児病院産婦人科
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基礎2（胚発育）

P－158．

P－159．

P－1　60．

P－161．

P－162．

マウス体外受精（conventional　v．s．　ICSI）初期胚のRNA　Seq解析

　○高木　清考P，幸田　　尚2】，石野　史敏L｛，久保田俊郎D

　　　D東京医科歯科大学医歯学総合研究科生殖機能協関学，

　　　2）東京医科歯科大学難治疾患研究所エピジェネティクス分野

体外操作における光（短波長）が胚発育に及ぼす影響

　○吉村　友邦12｝，福永　憲隆1　L’　3｝，永井　利佳’21，北坂　浩也12｝，田村　総子12［，長谷川　望12），

　　加藤　道高12｝，中山　　要12，竹内　基子12i，青柳　奈央1・2ト．大野　浩史12i，児嶋　瑛子12），

　　小栗　久典121，羽柴　良樹ユ2｝，浅田　義正123｝

　　　D浅田レディース勝川クリニック，2浅田レディース名古屋駅前クリニック，

　　　3浅田生殖医療研究所

スフィンゴシンー1一リン酸のマウス胚発生能に及ぼす影響

　○山本　晃央IJ，古井　辰郎］），鈴木　紀子2），鈴木真理子2），水野　智子2｝，牧野　　弘21，

　　森重健一郎L21

　　　1｝岐阜大学医学部附属病院産科婦人科，2岐阜大学大学院医学研究科産科婦人科

着床前期胚発生に関わる新規遺伝子Zto’の発現および機能解析

　○小川　誠司1・2），浜谷　敏生II，山田　満稔D，阿久津英憲2），奥村　典子D，菅原　かな’2〕，

　　井上　　治い，山田　朝子1’，久慈　直昭い，吉村　泰典D

　　　l慶慮義塾大学医学部産婦人科，

　　　2独立行政法人国立成育医療研究センター研究所生殖・細胞医療研究部

ヒト胚の長期体外培養の動的解析から見た問題点と初期胚単一胚移植の臨床的意義

　○サージャント晴香クレア，岩田　京子，鎌佃八代生，古山紗也子，的場　由佳，甲斐　義輝，

　　溝口　千鶴，上田美奈子，土江　佑佳，今城　昭史，湯本啓太郎，井庭裕美子，見尾　保幸

　　　ミオ・ファティリテイ・クリニックリプロダクティブセンター
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基礎3（卵巣）

P－163．アンドロステンジオンによる卵成熟阻害作用：単一卵胞培養系を用いた解析

　　・　　○樽見　　航1｝，伊藤　正則1），河村　和弘1・2），高橋　則行川，洞下　由記］J，塚本　早苗2），

　　　　　　田中　　守1｝，鈴木　　直v，石塚　文平3｝

　　　　　　　］｝聖マリアンナ医科大学産婦人科，L’）聖マリアンナ医科大学生殖医療センター，

　　　　　　　3高度生殖医療技術開発講座，4東京医科歯科大学教養部生物学

P－1　64．ART代替血清添加培地を用いたマウス未発育卵胞の体外培養について

　　　　　○持田菜穂子，長谷川昭子，荻野　　舞池田ゆうき，田中　宏幸，小森　慎二

　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室

P－165．SIPは酸化ストレスによる穎粒膜細胞のアポトーシスをPl3K－Akt経路を介して阻害する

　　　　　○中原　辰夫，岩瀬　　明，森　　正彦，大須賀智子，近藤　美佳，杉田　敦子，中村　智子，

　　　　　　後藤　真紀，吉川　史隆

　　　　　　　名古屋大学産婦人科

P－166．ピオグリタゾンの卵胞発育促進作用の検討

　　　　　○原　周一郎，高橋　俊文，松尾　幸城，五十嵐秀樹倉智　博久

　　　　　　　山形大学医学部産婦人科

P－167．タンポポT－1エキスはマウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させ，中年マウス排卵数を増加した

　　　　Dandelion　T－1　extract　up－regulates　reproductive　hormone　receptor　expression　in　mice

　　　　　O部　　　輝12戊，本田　謙一3’P，野崎　利晃1）

　　　　　　　加株式会社徳潤医薬研究所，2産業医科大学薬理研究室，3」和泉市立病院産婦人科，

　　　　　　　P大阪市立大学産婦人科

P－168．穎粒膜細胞におけるAMP－activated　protein　kinase（AMPK）の役割

　　　　　○宇津宮由布子，河野　康志，川野由紀枝，奈須　家栄，楢原　久司

　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科

基礎4（その他）

P－169．

P－1　70．

P－171．

P－172．

ヒト間葉系幹細胞から子宮内膜間質細胞への分化誘導

　○菅原　かなil，浜谷　敏生D，小川　誠司P，山田　満稔V，奥村　典子1i，福永　朝子1），

　　井上　　治］），久慈　直昭1｝，梅澤　明弘2），吉村　泰典い

　　　t慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2）国立成育医療研究センター生殖細胞医療研究部

月経時の子宮内膜修復過程において，血小板は子宮内膜上皮のintegrityを増強させる

　○杉並　　興，佐藤　幸保，堀江　昭史，松本　久宣，谷　　洋彦，藤原　　浩，小西　郁生

　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室

低酸素環境のヒト子宮内膜におけるSDF－1とHIF－1αの検討

　○都築　朋子，岡田　英孝，ちょう寿勇，西垣　明実，下井　華代，宮城　博恵，安田　勝彦，

　　神崎　秀陽

　　　関西医科大学産科婦人科

子宮内膜および子宮内膜症組織におけるIAPファミリー発現に関する検討

　○上垣　　崇，谷口　文紀，高井　絵理，出浦伊万里，岩部　富夫，寺川　直樹，原田　　省

　　　鳥取大学医学部産婦人科
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P－173．羊膜より樹立したHAM細胞のドーパミン産生ニューロンへの分化誘導の検討（第2報）

　　　　　○玉川　朝冶’2），石渡　　勇U，井口めぐみD，時枝由布子1），岡根　夏美1），石渡　　巌］），

　　　　　　石渡恵美子1），石渡千恵子11，中村　幸夫21

　　　　　　　1石渡産婦人科病院2理化学研究所バイオリソースセンター細胞材料開発室

中枢

P－174．29歳で診断に至ったKallmann症候群の女性の1例

　　　　　○伊藤　史子D，佐々木瑠美2］，本田　智子P，岡村　佳則IJ，本田　律生D，田代　浩徳い，

　　　　　　大場　　隆い，片渕　秀隆11

　　　　　　　い熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野，2慌尾市民病院

P－175．成熟期のLPSに対するLH抑制の反応性は，生後早期のLPS投与により長期的な影響を受ける

　　　　　○中澤　浩志，松崎　利也，岩佐　　武木内　理世，Gereltsetseg　Ganbat，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婦人科

P－176．幼若期のglucocorticoid曝露はKiss1－GnRH機構とは独立した機序で雌ラットの思春期発来遅延をもた

　　　　らす

　　　　　○木内　理世，松崎　利也，岩佐　　武，中澤　浩志，Gereltsetseg　Ganbat，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婦人科

P－177．RFRP　mRNA　expression　during　estrous　cycle　in　the　rat　hypothalamus

　　　　　OGereltsetseg　Ganbat，　Toshiya　Matsuzaki，　Takeshi　Iwasa，　Riyo　Kinouchi，　Hiroshi　Nakazawa，

　　　　　　Minoru　Irahara

　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Institute　of　Health　Biosciences，　The　University　of

　　　　　　　Tokushima　Graduate　School

P－178．ヒト末梢血におけるゴナドトロピン値とキス〔プチン濃度の検討

　　　　　○折出　亜希，金崎　春彦，堀内あさみ，太田　浩子，宮崎　康二

　　　　　　　島根大学医学部産婦人科

PCOS

P－179．

P－1　80．

P－181．

P－182．

幼若ラットへの外因性アンドロゲン投与による多嚢胞性卵巣モデルの検討～投与期間の違いは卵巣形態

にどのような影響を及ぼすのか～

　○池田　桂子1），馬場　　剛D，清水亜由美D，森ド　美幸1［，遠藤　俊明1［，木谷　　保2），

　　斉藤　　豪’I

　　　l）札幌医科大学産婦人科，2）エナレディースクリニック

多嚢胞性卵巣（PCO）を伴う排卵障害の重症度予測にAMHは指標となりうるか？

　○和田　　篤，北　　直喜，川崎　彰子，相野谷陽子，原　由紀子，枝元　直子，岡本　　一

　　　筑波学園病院産婦人科

多嚢胞性卵巣症候群での体外受精胚移植の臨床成績に影響するリスク因子の検討

　○福原　理恵，福井　淳史，鴨井　舞衣，船水　文乃，横田　　恵，中村　理果，水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科

アンドロステンジオンを測定できない場合に，PCOSを診断できないリスクについて

　○清水亜由美，遠藤　俊明，馬場　　剛，長澤　邦彦，森下　美幸，久野　芳佳，池田　桂子，

　　斉藤　　豪

　　　札幌医科大学産婦人科
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P－183．多嚢性卵巣症候群（PCOS）に対するLaparoscopic　ovarian　drilling（LOD）の有効性に影響を及ぼす因

　　　　子の検討（追試）

　　　　　○横須賀治子U，拝野　貴之1），野口　幸子い，鴨下　桂子］），斉藤　幸代D，飯倉　絵理1’，

　　　　　　川口里恵1㌧林　 博2㌧杉本公平D，岡本愛光1㌧田中忠夫ll

　　　　　　　1東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科，2）恵愛病院生殖医療センター

P－184．卵巣過剰刺激症候群による脳梗塞後，腹腔鏡下卵巣多孔術により自然排卵が回復し妊娠し得た一例

　　　　　○荻野弓希子li，川内　博人］J，高木　綾子2），沼尾　彰子1），石川　雅一〕t恩田　貴志P

　　　　　　　D北里大学医学部産婦人科，L’）独立行政法人国立病院機構湘模原病院

P－1　85．単孔式腹腔鏡下未熟卵採卵および卵巣多孔術施行後，未熟卵体外培養（IVM），顕微授精（ICSI），自然

　　　　周期による融解胚移植を経て妊娠成立したPCOSの1例

　　　　　○平田　哲也，藤本　晃久，大石　　元，原田美由紀，長谷川亜希子，森嶋かほる，櫻橋　彩子，

　　　　　　甲賀かをり，平池　　修，大須賀　穣，藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　　　　　　　東京大学医学部女性診療科，産科

排卵誘発

P－186．

P－187．

P－－1　88．

P－189．

P－1　90．

P－191．

P－1　92．

アンタゴニスト周期におけるhMGによる卵巣刺激開始の有効性の検討

　○中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，村上貴美子，江頭　昭義，榊　　美緒，蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

排卵障害例に対する遺伝子組換え卵胞刺激ホルモンを用いた低用量漸増法の臨床成績についての検討

　○春木　　篤1［，堀内　理菜P，森　　梨沙1｝，井田　　守P，福田　愛作b，森本　義晴2｝

　　　DIVF大阪クリニック，211VFなんばクリニック

原因不明不妊症を対象としたrFSHを用いた卵胞発育賦活法の有用性および安全性

　○船水　文乃，福井　淳史，横田　　恵，前田あかね，佐々木幸江，中村　理果，福原　理恵，

　　水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科

投与時期を遅らせたクロミフェン療法にて3回の妊娠・分娩に至った排卵障害を伴う挙児希望例

　○川村　　良，鈴木　絢子，神田理恵子

　　　総合病院厚生中央病院

AMH低値例に対するアロマターゼ阻害剤による排卵誘発の検討

　○越知　正憲1），上畑みな子1），松永　利恵1，，廣澤　利和1］，渡辺　真一［，伊東　雅子12】，

　　水野　涼子D，佐々木雅弘1’，桑波田暁子1‘

　　　いおち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科

ART（Assisted　Reproductive　Technology）における個別医療化に向けたDecision　Treeによる解析

　○吉野　　剛，福島　史久，本河　孝介，田仲　昭宏，金子　芳子，田中威づみ，伊熊慎一郎，

　　永吉　　基，田中　　温

　　　セントマザー産婦人科医院

GnRH　agonistを用いたPOF症例に対する排卵誘発

　○桑波田暁子12），水野　涼子D，佐々木雅弘u，越知　正憲D，堂地　　勉2）

　　　1）おち夢クリニック名古屋，2鹿児島大学産婦人科
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着床

P－193．

P－194．

P－195．

P－196．

P－197．

P－198．

P－199．

タバコとカフェインが着床を妨げる

　○田口早楓多田佳宏北宅弘太郎，船曳美也子，林　輝美中村嘉孝
　　　オーク住吉産婦人科

再胚移植が胚に与える影響

　○平田　　麗121，中務　結貴P，斉藤　寛恵D，新藤　知里P，川上　典子”，青井　陽子1），

　　寺田さなえP，吉岡奈々子v，羽原　俊宏D，林　　伸旨1）

　　　D岡山二人クリニック，L’）岡山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

Sphingosine－1－phosphateはヒトextravilbus　trophoblastの浸潤調整に寄与している

　○松本久宣，佐藤幸保，谷　洋彦杉並　興，堀江昭史藤原　浩，小西郁生
　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室

子宮内膜隆起病変が胚の着床に及ぼす影響について

　○桑波田暁子12），水野　涼子P，佐々木雅弘P，越知　正憲V，堂地　　勉2）

　　　1）おち夢クリニック名古屋，2鹿児島大学産婦人科

着床障害が疑われる症例に対する子宮内膜ブラシ刺激の効果

　○生田　克夫，永谷　　都，古田　麻緒

　　　いくたウィメンズクリニック

凍結融解胚移植における子宮因子の妊娠率に及ぼす影響についての検討

　○苔口　昭次片岡　信彦，岡本　恵理山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀子，

　　十倉　陽子，緒方　洋美，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

子宮の帝王切開擁痕部に貯留する分泌液に対し，胚移植前にGn－RHの長期投与と分泌液の反復吸引・

洗浄を行い着床した2症例

　○佐藤　　修

　　　苫小牧市立病院産婦人科

AMH1

P－200．

P－201．

P－202．

AMHは卵の質を評価する指標となり得るか？

　○政井　哲兵”，堀川　　隆1］，大谷香央里1），松岡　典子1），猪野友香里D，小林はつ美u，

　　天田　千尋1），大場奈穂子D，藤村　佳子1），荒木　泰行21，佐藤　雄一1）

　　　P高崎ARTクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

同一症例におけるAMH値の時間的変化の追加検討

　○立木　　都IJ，園原めぐみ1・2・3），阪本　美香123），胡桃沢智子12・3），加納　博美123），福永　憲隆12，3），

　　小栗　久典1・Z・3｝，羽柴　良樹1・2・3），浅田　義正’23）

　　　P　［iEl療法人浅田レディースクリニック，2〕浅田レディース勝川クリニック，

　　　3）浅田レディース名古屋駅前クリニック

不育症・不妊症におけるAMHと妊娠継続について

　○浅井のりこ，齋藤　依子，金谷　美加

　　　医療法人社団いちご会美加レディースクリニック
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P－203．40歳以上の症例においてAMHが低値であっても卵巣刺激は有効である

　　　　　○佃　　笑美，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄，大西　洋子，

　　　　　　伊藤啓二朗，中岡　義晴，井上　朋子，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

P－204．AMH値と生活習慣，患者背景との関連一喫煙，アルコール，カフェイン摂取は卵巣予備能を減少させ

　　　　るか？一

　　　　　〇楠田　朋代，岡野真一郎，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳，福永　恵美，絹谷　正之

　　　　　　　絹谷産婦人科

AMH2

P－205．AMH低値にもかかわらず妊娠に至った64症例の検討～AMHだけで排卵誘発法は決まらない～

　　　　　○石川　弘伸，舘林　美希，田中亜理佐，野々口耕介，木下　勝治，渡辺由美子，山口　剛史，

　　　　　　田村　　出，森　　崇英，渡邉　浩彦

　　　　　　　醍醐渡辺クリニック

P－206．40歳以上の患者におけるAMH値と妊娠予後との相関についての検討

　　　　　○田島　敏秀121，後藤　哲也1｝，向田　哲規｝，岡　　親弘1，，高橋　克彦3）

　　　　　　　v東京HARTクリニック，21慈誠会病院3広島HARTクリニック

P－207．AMH低値症例の妊娠成績の検討

　　　　　○西垣　　新，小池　弘子，林　麻衣子，梶原多恵子

　　　　　　　産婦人科西垣ARTクリニック

P－208．抗ミュラー管ホルモン（AMH）値と生児獲得率・流産率の相関検討

　　　　　○鴨下　桂子D，川口　里恵い，野口　幸子］J，伊藤　由紀川，横須賀治子」，，飯倉　絵理｝，

　　　　　　斉藤　幸代川，拝野　貴之ti，林　　　博21，杉本　公平1］，大浦　訓章川，岡本　愛光川，

　　　　　　田中　忠夫1）

　　　　　　　D東京慈恵会医科大学附属病院，2恵愛病院生殖医療センター

P－209．チョコレート嚢胞・皮様嚢腫の手術後にAMHが低値となり，　ART施行により妊娠・分娩に至った一症例

　　　　　○森若　　治，金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，神谷　恵理本間　寛之，藤本　　尚，

　　　　　　神谷　博文

　　　　　　　神谷レディースクリニック

診断・検査

P－210．妊娠初期の血中βHCG測定の妊娠予後判定の有効性

　　　　　○永吉　　基，田中威づみ，伊熊慎一郎，田中　　温

　　　　　　　セントマザー産婦人科医院

P－211．自然周期におけるLH　surge時の卵胞径に関する検討

　　　　　○大原　　健），高井　　泰1），五味　陽亮1｝，一瀬俊一郎1），板谷　雪子D，松永　茂剛1｝，

　　　　　　斉藤　正博1〕，関　　博之D，伊東　宗毅2），神谷　恵理3’，林　　直樹’a）

　　　　　　　D埼玉医科大学総合医療センター産婦人科，2）赤心堂病院産婦人科，

　　　　　　　3）神谷レディースクリニック，vミューズレディースクリニック

P－21　2．リピオドールを用いた子宮卵管造影方法の検討とその治療成績

　　　　　○寺田　陽子，神山　　茂，佐久本哲郎，徳永　義光

　　　　　　　ALBA　OKINAWA　CLINIC
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P－213．Primary　Ovarian　lnsufficiency（POI）の原因解析

　　　　　○吉岡　伸人V，西島　千絵1，，杉下　陽堂川，高江　正道D，洞下　由記P，河村　和弘川，

　　　　　　田中　　守L」，鈴木　　直加，石塚　文平2｝

　　　　　　　1｝聖マリアンナ医科大学病院産婦人科，2聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター

P－214．不規則な起床時刻・睡眠時間の基礎体温への影響

　　　　　○吉田　丈児，内田　明花，宮田あかね，片野坂潤子，岡崎　雅子，吉丸　真澄仲村　　勝

　　　　　　小川真里子，兼子　　智，高松　　潔，石川　博通，丸茂　　健

　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター

P－21　5．不妊患者における麻疹抗体価保有率について

　　　　　○中尾　佳月，櫛野　鈴奈，根岸　広明

　　　　　　　ウィメンズ・クリニック大泉学園

P－216．初経の無いことで受診した若年女性12症例の検討

　　　　　○安澤　彩子，中村　康彦，上田　一之

　　　　　　　山口県立総合医療センター産婦人科

P－217．当院における血清クラミジア抗体陽性女性の検討

　　　　　○内田　明花，宮田あかね，吉丸　真澄仲村　　勝小川真里子，岡崎　雅子，片野坂潤子，

　　　　　　兼子　　智，吉田　丈児，丸茂　　健，石川　博通，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

性分化異常・先天異常

P－218．稀な先天性Muller管異常症2例に対する生殖外科治療についての考察

　　　　　○橋場　剛士，松澤由記子，和地　祐一，岩下　光利

　　　　　　　杏林大学医学部産科婦人科学

P－219．ターナー症候群の骨密度に関する検討～女性ホルモン補充療法開始年齢について～

　　　　　○甲村　弘子1・2），小玉美智子3［，西尾　幸浩2）

　　　　　　　P大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科，2）大阪警察病院産婦人科，

　　　　　　　3旧本生命済生会付属日生病院産婦人科

P－220．子宮奇形における妊孕性

　　　　　○岡田　真紀，浅田　裕美，田邊　　学，李　　理華，田村　　功，山縣　芳明，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

P－221．出生児にBeckwith－Wiedemann症候群が疑われた顕微授精・凍結融解胚移植後妊娠の一例

　　　　　○松山　玲子，東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，佐久川直子，高本　真弥，山口　　隆，

　　　　　　北川　浩明

　　　　　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院リプロダクションセンター

P－222．酸化再生セルロースを用いて造腫術を行った1例

　　　　　○熊澤由紀代D，熊谷　　仁v，児玉　英也2），寺田　幸弘D

　　　　　　　’）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座，

　　　　　　　2）秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻母子看護学講座

P－223．顕微授精によるトリソミー21モザイク（15％）新生児の一例

　　　　　○難波　　聡，木村真智子，新澤　　麗，菊地真理子，田谷　順子，鈴木　元晴三木　明徳

　　　　　　梶原　　健，岡垣　竜吾，板倉　敦夫，石原　　理

　　　　　　　埼玉医科大学産科婦人科
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P－224．機能性子宮を有する腫上部欠損症の治療に腹腔鏡・子宮鏡下手術の併用が有用であった一例

　　　　　○高木　綾子1、，川内　博人2），荻野弓希子2’，沼尾　彰子2’，石川　雅一2｝，恩田　貴志2｝

　　　　　　　1独立行政法人国立病院機構相模原病院2）北里大学医学部産婦人科

子宮内膜症1

P－225．

P－226．

P－227．

P－228．

P－229．

P－230．

P－231．

内膜症性卵巣嚢胞とその摘出術が血中AMH値へ与える影響について

　○藤田　　裕，岩本　豪紀，大田　昌治

　　　武蔵野赤f”字病院産婦人科

腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞摘出術後のAMHの低下と経過観察例の妊娠予後の検討

　○見玉　尚志，原　　鐵晃

　　　県立広島病院生殖医療科

当科における子宮内膜症例に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術および焼灼術の手術成績

　○林　　篤史，山下　能毅船内　祐樹，福田真実子，樋口　容子，山本　　輝，吉田　陽子，

　　川邉紗智子，林　　美佳，大道　正英

　　　大阪医科大学産婦人科

子宮内膜症合併不妊症における腹腔鏡下手術の臨床成績に関する検討

　○竹内　茂人，菅谷　　健，東　理映子，中川　　藍，村田　紋香，長谷　充子，鈴木　孝明，

　　森本　　誠，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

子宮内膜症合併不妊における腹腔鏡手術がART成績に及ぼす影響について

　○福井　敬介，坂井　涼子，大下　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，山路めぐみ

　　　福井ウィメンズクリニック

重症子宮内膜症性不妊に対するARTの有効性についての検討

　○辻　　　勲，網　　和美，藤浪菜穂子，塩田　　充

　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室

10－20歳代・未婚の子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術の予後の検討

　○都築たまみ，泉谷　知明，谷口　佳代，前田　長正，深谷　孝夫

　　　高知大学産婦人科

子宮内膜症2

P－232．

P－233．

P－234．

薬用ハーブ・パルテノライドのマウス子宮内膜症組織への効果

　○高井　絵理，谷口　文紀，上垣　　崇，出浦伊万里，岩部　富夫．寺川　直樹，原田　　省

　　　鳥取大学産科婦人科

子宮内膜症性不妊患者におけるGDF9発現の臨床的検討

　○川邉紗智子，山下　能毅，福田真実子，中井　香奈，小野　賀大，山本　　輝，樋口　容子，

　　吉田陽子，林　美佳，林　篤史，林　正美，大道正英
　　　大阪医科大学産婦人科

選択的nuclear　factor－KB阻害剤BAY　11－7085により引き起こされる子宮内膜症細胞のアポトーシスの

検討

　○西田　正和，奈須　家栄，河野　康志，楢原　久司

　　　大分大学医学部産科婦人科
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P－235．cDNAマイクロアレイによる子宮内膜症におけるDNAメチル化の異常の検討

　　　　　○川野由紀枝1，，奈須　家栄11，高井　教行D，古川　雄一2），阿部　若菜IL津野　晃寿’｝，

　　　　　　甲斐健太郎IJ，楢原　久司’〕

　　　　　　　】大分大学医学部産科婦人科学教室，2’中津市立中津市民病院

P－236．子宮内膜症間質細胞におけるmiR－196bの発現低下は増殖促進とapoptosis抑制を介して子宮内膜症の

　　　病態形成に関与する

　　　　　○阿部　若菜，奈須　家栄，川野由紀枝，河野　康志，楢原　久司

　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科

P－237．子宮内膜症の子宮内膜NK細胞における月経周期内変動の消失

　　　　　○太田　博孝

　　　　　　　秋田赤十字病院婦人科

P－238．子宮内膜症，子宮腺筋症および子宮筋腫の病巣と正所性子宮内膜における組織ストレス反応に関する検討

　　　　　○今村　健仁］1，カーンカレク’，北島　道夫D，藤下　　晃2〕，石丸　忠之31，増崎　英明い

　　　　　　　b長崎大学産婦人科，2】済生会長崎病院3）佐世保中央病院

子宮腺筋症

P－239．

P－240．

P－241．

子宮腺筋症合併不妊2症例の治療および妊娠予後に関する検討

　○菅谷　　進，保坂　眞美，近藤　　正，岡田　潤幸

　　　新潟県厚生連上越総合病院生殖医療センター

子宮腺筋症のタイプとMMPsの発現様式について

　○岩原　由樹，原田　竜也，岩田　未菜，石川　智則，久保田俊郎

　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学

妊娠・出産に至った子宮腺筋症症例の臨床的検討

　○岡村　佳則，本田　律生，伊藤　史子，水溜絵津子，本田　智子，内野貴久子，大場　　隆，

　　片渕　秀隆

　　　熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学

異所性妊娠1

P－242．

P－243．

P－244．

異所性妊娠を繰り返した症例の検討

　○中江　華子，佐川　義英，古村　絢子，寺田光二郎，嘉本　寛江t中村　泰昭，落合　尚美，

　　中川　圭介，五十嵐敏雄，梁　　善光

　　　帝京大学ちば総合医療センター産婦人科

D5－ET後に膀胱子宮窩腹膜に腹腔妊娠を生じ，妊娠初期に腹腔鏡下手術を施行した1例

　○塩島　　聡，松本美奈子，青葉　幸子，村松　正子，今井　　伸，渋谷　伸一

　　　聖隷浜松病院不妊内分泌科

ホルモン補充周期による凍結融解胚移植後の卵巣妊娠の1例

　○平岡　毅大，原田美由紀，平池　　修，森嶋かほる，平田　哲也，大石　　元，甲賀かをり，

　　藤本　晃久，大須賀　穣，藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　　　東京大学医学部付属病院産婦人科学教室
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P－245．単一胚盤胞移植後に発症した子宮内外同時妊娠の一例

　　　　　○高橋　七瀬熊切　　順，山田　敦子，祖川　侑チ，青木　洋t地主

　　　　　　菊地　　盤，北出　真理，竹田　　省

　　　　　　　順天堂大学産婦人科

日生殖医会誌57巻4号

誠黒田　恵司，

異所性妊娠2

P－246．

P－247．

P－248．

P－249．

P－250．

当科で治療した卵管間質部妊娠に関する検討

　○田中　麗子，山本　奈理，井上　善仁，江頭　活子

　　　国家公務員共済組合連合会浜の町病院産婦人科

最近経験した卵管間質部妊娠の3症例

　○井平　　圭D，工藤　正尊U，宇田　智浩），保坂　昌芳D，中谷真紀子D，田中理恵子U，

　　首藤　聡子D，西　　信也2［，大河内俊洋3J，水上　尚典D，櫻木　範明D

　　　D北海道大学産婦人科，2江別市立病院，3おおこうち産科婦人科

帝王切開癒i痕部妊娠の2例

　○福田真実子，林　　篤史，樋口　容子，吉田　陽子，川邉紗智子，林　　美佳，林　　正美，

　　山下　能毅，大道　正英

　　　大阪医科大学産婦人科

帝王切開痕痕部妊娠に対する腹腔鏡下手術一治療に成功した3症例の報告一

　〇福士　義将，和田真一郎

　　　手稲渓仁会病院産婦人科

子宮頸管妊娠に対して保存的療法を施行し生児を得た3例

　○小島　淳哉DL羽田野景子1’，岩佐　朋美1），伊東　宏絵D，内海　靖子2｝，岩城　妙子3i，

　　井坂　恵一

　　　1）東京医科大学産科婦人科，2）うつみやす子レディースクリニック，

　　　3）いわきたえ子レディースクリニック

ポスター会場2（長崎新聞文化ホール　3階　真珠の間）

男性不妊（基礎）

P－251．

P－252．

P－253．

先体反応過程における精子膜と先体膜タンパク質の変化

　○大和屋健二’L’｝t伊藤　千鶴D，年森　清隆1）

　　　］）千葉大学大学院医学研究院形態形成学，2千葉大学バイオメディカル研究センター

c－kit発現を評価基準とした造精障害に対する漢方薬剤の効果に関する探索研究

　○谷垣　礼子い，末岡　　浩2〕，田島　博人1），佐藤　健二z），中林　　章3｝，佐藤　　卓21，

　　泉　　陽子2’，細井　美彦a’，吉村　泰典z）

　　　1埼玉社会保険病院産婦人科，2慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，3中林病院，

　　　4近畿大学生物理工学科

精巣におけるFeminization　Factorlb（Femlb）のアンドロゲン調節作用

　○岩月正一郎12’，佐々木昌一1］，梅本　幸裕D，池内　隆人v，神谷　浩行い，窪田　裕樹1；

　　窪田　泰江L［，矢内　良昌D，藤田　圭治Lh，郡　健二郎D

　　　P名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野，2｝社会医療法人宏潤会大同病院泌尿器科



平成24年10月1日 71（215）

P－254．精液中ROS（reactive　oxygen　species）は密度勾配遠沈法により除去可能か？

　　　　　○竹島　徹平’2），黒田晋之介2〕，湯村　　寧2），野口　和美3｝，岩崎　　晧V，高島　邦僚4），

　　　　　　池田万里郎4），近藤　芳仁4〕

　　　　　　　1横浜市立みなと赤十字病院泌尿器科，

　　　　　　　L）横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，

　　　　　　　3横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器・腎移植科，

　　　　　　　川医）俊英会海老名レディースクリニック

精子凍結保存

P－255．

P－256．

P－257。

P－258．

P－259．

P－260．

当院における射出凍結精子を用いたIVF－ETの成績について

　○青葉　幸子1ト，松本美奈子21，村松　正子1】，塩島　　聡2），今井　　伸3’，渋谷　伸一2］

　　　D聖隷浜松病院臨床検査部，2聖隷浜松病院不妊内分泌科，3壁隷浜松病院泌尿器科

クライオトップを用いた極少数精子凍結法による臨床成績

　○高橋　　如D，廣瀬　美穂1），岡部　美咲’），中嶋　美紀1），加藤　由香D，赤星　孝子］），

　　竹本　洋一），田中威づみD，伊熊慎一郎1），永吉　　基P，田中　　温D，楠　比呂志2’

　　　川セントマザー産婦人科医院2榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

単一精子ガラス化凍結保存した高度乏精子症患者の臨床報告

　○遠藤　雄史，藤井　好孝，黒土　升蔵本山　洋明

　　　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニックIVFセンター

当院における卵黄を含まない精子凍結保存液の運動精子回収率の検討

　○宮田　広敏1‘，木下裕巳子1），長谷川真実1），永澤　千佳］），西　　　修’［，鈴木　康夫2）

　　　1西ウイミンズクリニック，2鈴木レディスホスピタル

Cell　SIeeperを用いて凍結保存された精子におけるDNA損傷化率の評価

　○藤井　好孝，遠藤　雄史，黒土　升蔵本山　洋明

　　　倉敷成人病クリニック体外受精センター

精子凍結による凍結解凍精液中の活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）levelの変化

　○保田　賢吾い，湯村　　寧2），黒田晋之介2）．小林　将貴2’，竹島　徹平2），加藤　喜健2［，

　　山本みずき2），千木野みわ2），岩崎　　晧2），野口　和美2）

　　　D東芝林間病院泌尿器科，2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科

男性不妊（臨床）1

P－261．

P－262，

P－263．

非閉塞性無精子症に対するmicrodissection　TESEの精子採取後の妊娠についての検討

　○増田　　裕P，山下　正紀2），岩山　　宏2｝，石山　　舞2），下田　美怜2’，東　　治人3）

　　　1藍野病院泌尿器科，2仙下レディスクリニック，3大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座

超音波プローブを用いた精細管径評価デバイスの開発一micro－TESE術前精子回収の予測因子として一

　〇石川　智基引，吉田　　淳2’，塩谷　雅英：3）

　　　P石川病院2木場公園クリニック，3英ウィメンズクリニック

非モザイク型クラインフェルター症候群に対するMicro－TESEの成績

　○宮川　　康D，竹澤健太郎ll，奥田　英伸1），木内　　寛D，高尾　徹也P，辻村　　晃’），

　　松岡　庸洋2｝，高田　晋吾3】，松宮　清美3｝，野々村祝夫1）

　　　u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講座，2健保連大阪中央病院泌尿器科，

　　　3）大阪警察病院泌尿器科
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P－264．当院で施行したKlinefelter症候群のTESE14症例の検討

　　　　　○姫野　隆雄前沢　忠志，大西　洋子，井上　朋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　IVFなんばクリニック

P－265．精子回収可能であった非閉塞性無精子症患者における顕微授精治療の検討

　　　　　○服部　幸雄1’，佐藤　　剛1），出原　麻里P，梅本　幸裕2），佐々木昌一L’），杉浦　真弓’）

　　　　　　　1名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科，

　　　　　　　2名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学

P－266．経皮的穿刺吸引により回収した精子を用いて妊娠にいたった精液瘤を有する男性不妊症の1例

　　　　　○湯村　　寧D，小林　将貴］1，加藤　喜健1），竹島　徹平D，黒田晋之介D，保田　賢吾P，

　　　　　　野口　和美u，千木野みわ2】，山本みずぎi，村瀬真理子2｝

　　　　　　　D横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科，

　　　　　　　2横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター婦人科

男性不妊（臨床）2

P－267．

P－268．

P－269．

P－270．

P－271．

P－272．

P－273．

当院における後期精子細胞を用いた顕微授精

　○中嶋　美紀1），廣瀬　美穂1〕，岡部　美咲い，高橋　　如］），加藤　由香1；赤星　孝子1），

　　竹本　洋一D，田中威づみD，伊熊慎一郎n，永吉　　基II，田中　　温ll，楠　比呂志2’

　　　vセントマザー産婦人科医院2神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

射出精子が約100％奇形のため妊娠に至らなかったが，後期精子細胞により妊娠出産に至った1症例

　○中嶋　美紀1｝，廣瀬　美穂’｝，岡部　美咲D，高橋　　如1），加藤　由香］），赤星　孝子1），

　　竹本　洋一i，田中威づみV，伊熊慎一郎い，永吉　　基U，田中　　温1］，楠　比呂志2｝

　　　1）セントマザー産婦人科医院2神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

電気刺激及びlonophore，　Puromycinを用いた卵子活性化の検討

　○加藤　由香1］，高橋　　如い，中嶋　美紀D，赤星　孝子1），竹本　洋一一，田中威づみい，

　　伊熊慎一郎1），永吉　　基II，田中　　温1｝，渡邉　誠二2）

　　　1）セントマザー産婦人科医院，2泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

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（MHH）に対するr－hFSH／hCG療

法の臨床的検討

　○大橋　正和，宮崎　保匡，増田　　彩

　　　荻窪病院泌尿器科

当科でのhCG＋r－hFSH自己注射による男性低ゴナドトロピン性性腺機能低下の治療経験

　○天野　俊康，今尾　哲也，竹前　克朗

　　　長野赤十字病院

非閉塞性無精子症患者に対するHCG療法の試み

　○小林　秀行，田井　俊宏，永尾　光一，中島　耕一

　　　東邦大学医学部泌尿器科

NOA患者においてBMIは精子の採取率に影響を与えるか？

　○日比初紀P，大堀　　賢い，浅田　義正2）

　　　’協立総合病院泌尿器科，2医療法人浅田レディースクリニック
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男性不妊（臨床）3

P－274．

P－275．

P－276．

P－277．

P－278．

P－279．

精索静脈瘤とPeak　Retrograde　Flowの関連性についての検討

　○萩生田　純，石川　博通，勝井　政博，古内　　徹，丸茂　　健

　　　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

精索静脈瘤に対する単孔式腹腔鏡下内精索静脈結紮術の初期経験

　○加藤　喜健12】，保田　賢吾U，黒田晋之介］｝，竹島　徹平U，小林　将貴P，湯村　　寧】1，

　　野口　和美1〕

　　　1横浜市大附属市民総合医療センター生殖医療センター，2j大口東総合病院

精索静脈瘤術後残存に対し経皮的塞栓術が著効した一例

　○倉橋　寛明P，杉本　盛人U，石井　和史2），松本　裕子1’，公文　裕巳1）

　　　D岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学，2岡山市立市民病院泌尿器科

思春期および子供の精巣静脈瘤患者に対する精索静脈瘤手術が精巣容量に与える影響

　○江夏　徳寿，山口　耕平，岡田　桂輔，松下　　経，李　　福平，千葉　公嗣，三宅　秀明，

　　藤澤　正人

　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

当科における精索静脈瘤患者の手術治療経験

　○小林　将貴t2［，湯村　　寧2），齋藤　和男2），黒田晋之介Lb，保田　賢吾2），加藤　喜健21，

　　竹島　徹平LA，岩崎　　晧LU，野口　和美2）

　　　D国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院泌尿器科，

　　　2横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科

精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の治療成績

　○伊藤　直樹P，田中　俊明2｝，前田　俊浩2），藤本　　尚3），森若　　治3｝，神谷　博文3）

　　　i’NTT東日本札幌病院泌尿器科，2｝札幌医科大学医学部泌尿器科，3榊谷レディースクリニック

男性不妊（臨床）4

P－280．

P－281．

P－282．

Sperm　motility　lndex（SMI）と精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）の関連性の検討

　○黒田晋之介12｝，湯村　　寧2），保田　賢吾2），小林　将貴2），竹島　徹平2），加藤　喜健2），

　　岩崎　　晧2），野口　和美2〕，高島　邦僚3），池田万里郎3），近藤　芳仁3］

　　　い国際親善総合病院泌尿器科，

　　　2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科，

　　　3海老名レディースクリニック

精子特性分析機（SQA－V）を用いた媒精方法の選択について

　○青野　一則U，関　　隆宏11，菅　かほりい，田島　博人2），田中　雄大1）

　　　Dメディカルパーク湘南，2埼玉社会保険病院

swim　up後の運動精子濃度がc－IVFの受精率に及ぼす影響～精子運動解析装置SMASを用いた精子運

動性の解析～

　○加藤　道高12〕，永井　利佳1・2・3），福永　憲隆］23），北坂　浩也12｝，吉村　友邦12），田村　総子12｝，

　　長谷川　望121，中山　　要12），竹内　基子12’，青柳　奈央】2），児嶋　瑛子12），大野　浩史12’，

　　安江香友子12｝，渡邊　紘之12’，浅田　義正123）

　　　1）浅田レディース名古屋クリニック，2浅田レディース勝川クリニック，3桟i田生殖医療研究所
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P－283．先天性精管欠損症の超音波診断

　　　　　○中野　和馬1），成吉　昌一2」，寺井　一隆3），菅藤　　哲41，辻　　祐治121

　　　　　　　い恵比寿つじクリニッ久2）天神つじクリニック，3）順天堂大学泌尿器科，

　　　　　　　4）国際医療福祉大学塩谷病院

P－284．性機能障害による男性不妊症の臨床的検討

　　　　　○今井　　伸v，塩島　　聡2〕，松本美奈子2），渋谷　伸一，青葉　幸子31

　　　　　　　1聖隷浜松病院泌尿器科，2聖隷浜松病院不妊内分泌科，3聖隷浜松病院ハートユニット

男性不妊（臨床）5

P－285．無精子症を契機に診断され，高位精巣摘出後に妊娠に至った精巣ライディッヒ細胞腫の一例

　　　　　○田尻　翔太，中川　　誠松下富士代，永野　明子，松木　祐枝，邑上沙揺子，岩政　　仁

　　　　　　　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

P－286．精巣adrenal　rest　tumorを伴った21水酸化酵素欠損症に合併した乏精子症の一例

　　　　　○千葉　公嗣，山口　耕平，江夏　徳寿，岡田　桂輔t李　　福平，松下　　経三宅　秀明，

　　　　　　藤澤　正人

　　　　　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

P－287．不妊症を契機に発見された47，　XYY症候群の1例

　　　　　○尾崎　由美，永尾　光一，田井　俊宏，小林　秀行，澤田　喜友、竹内　康晴，黒田加奈美，

　　　　　　関戸　哲利，中島　耕一

　　　　　　　東邦大学医学部泌尿器科

P－288．ヨウ素125密封小線源治療後に自然妊娠し挙児を得た1例

　　　　　〇三木　健太］1，木戸　雅人1），青木　　学2），頴川　　晋い

　　　　　　　1東京慈恵会医科大学泌尿器科，2東京慈恵会医科大学放射線科

P－289．男性不妊症外来で偶然発見された精巣腫瘍の3例

　　　　　○松井　幸英，田井　俊宏，尾崎　由美，小林　秀行，鈴木　九里，中島　耕一，片桐由起子，

　　　　　　永尾　光一

　　　　　　　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

P－290．長期の抗生剤治療を要した無症候性bacteriospermiaの1例

　　　　　○堀内　洋子，中村　　希，小松　雅博，彦坂　慈子，秋谷　　文，熊耳　敦子，酒見　智子，

　　　　　　塩田　恭子，百枝　幹雄

　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部

AIH

P－291．

P－292．

P－293．

当院における続発性不妊症に対するAIHの妊娠率の検討

　○岩佐　　萌，富樫　　伶，江副　郁恵，中野　英之

　　　中野レディースクリニック

子宮内精子注入法の治療成績に影響を及ぼす因子についての検討

　○櫛野　鈴奈，下中麻奈美，池田　千秋，藤田　陽子，中尾　佳月，堀川　道晴，根岸　広明

　　　医療法人社団レニア会ウイメンズクリニック大泉学園

人工授精（AIH）の施行時期の違いによる妊娠率および黄体化未破裂卵胞（LUF）の検討

　○邑上沙揺子，中川　誠松ド富士代，永野明子，松木祐枝，田尻翔太，岩政　仁
　　　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町
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P－294．当院における配偶者間人工授精（AIH）の検討

　　　　　○石橋　和見渡邉　英明，中山　朋子，松川　結加，清家　　歩，笹野　りえ，金子　志麻，

　　　　　　塚本　佳奈，菊本　晃代，長谷川久隆齋藤　　優，小林　淳一

　　　　　　　神奈川レディースクリニック

内視鏡1

P－295．

P－296．

P－297．

P－298．

P－299．

腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠の転帰

　○神山　　茂1），平田真由美2），高山　尚子2｝，寺田　陽子t］，徳永　義光1），佐久本　薫2、，

　　佐久本哲郎’l

　　　Dアルバ沖縄クリニック，2沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

腹腔鏡手術における子宮筋腫核出後の再発および妊娠に関する検討

　○西山　幸江，木下　孝一，南　　元人，宮村　浩徳伊東　雅子，西尾　永司，西澤　春樹，

　　塚田　和彦，廣田　　穰，宇田川康博

　　　藤田保健衛生大学

当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の，不妊治療および妊娠予後解析

　○和田真一郎い，福士　義将如，藤本　　尚2’，森若　　治2｝，神谷　博文21

　　　i）手稲渓仁会病院産婦人科，2神谷レディースクリニック

子宮筋腫合併不妊症における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠予後の検討

　○小谷　泰史t梅本　雅彦，辻　　　勲，網　　和美，藤浪菜穂子，塩田　　充

　　　近畿大学医学部

腹腔鏡下に施行した子宮頸部筋腫に対する子宮筋腫核出術の一例

　○内出　一郎］），高島　明子21，竹下　直樹2｝，安田　　豊2〕，大高　　究2），木下　俊彦L）　1，，

　　森田　峰人3）

　　　D東京腎泌尿器センター大和病院レディースセンター，

　　　2凍邦大学医療センター佐倉病院産婦人科，3東邦大学医療センター大森病院産婦人科

内視鏡2

P－300．

P－301．

P－302．

P－303．

不妊診療における日帰り腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術の現状と問題点

　○杉山　里英加，栗林　　靖1」，壽圓　裕康2），中川　浩次L’｝，許LI　1浩司3），杉山　カー2ト

　　　D杉山産婦人科丸の内，2】杉山産婦人科生殖医療科，3佃園都市レディースクリニック

当院にて腹腔鏡手術を行った体外受精センター症例の臨床的検討

　○黒土　升蔵D，遠藤　雄史ll，藤井　好孝1），本山　洋明1｝，安藤　正明2）

　　　V倉敷成人病センター体外受精センター，2倉敷成人病センター婦人科

腹腔鏡下手術の不妊症診断治療における有用性の検討

　○野間　　桃，湯　　暁暉，保母るつ子，土屋富士子，黒澤　貴子，仲田　正之，藤原　敏博，

　　堤　　　治

　　　山王病院リプロダクションセンター

卵管鏡下卵管形成における細径卵管鏡の破損リスクと使用法の検討

　○末岡　　浩，高橋　香織，佐藤　　卓，泉　　陽子，佐藤　健二，吉村　泰典

　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室
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P－304．

P－305．

日生殖医会誌57巻4号

FT術後早期妊娠症例の後方視的検討

　○佐藤　健二’1，末岡　　浩1），泉　　陽子1｝，高橋　香wal’，佐藤　　卓Jl，中林　　章2），

　　吉村　泰典｝1

　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科，2）中林病院

当院における腹腔鏡下卵管手術後の妊娠に関する検討

　○伊東　雅子，塚田　和彦，坂部　慶子，宮村　浩徳西山　幸江，加藤　利奈，西尾　永司，

　　関谷　隆夫，廣田　　穰，宇田川康博

　　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科学科

子宮鏡1

P－306．

P－307．

P－308．

P－309．

子宮腔内癒着症に対するTCR施行例の臨床的検討

　○堀　　久美1i，大沢　政巳D，辰巳　佳史’1，浅野　美幸11，佐藤真知子1），伊藤知華子2），

　　都築　知代U，上條　浩子い，山田　礼子］］，成田　　収P

　　　l城田育成会成田病院，2｝レディスクリニックセントソフィア

当科における子宮腔内癒着症に対する子宮鏡下手術

　○山本　奈理，田中　麗子，江頭　活子，井上　善仁

　　　浜の町病院産婦人科

子宮鏡下手術後にAsherman症候群を認めた2症例

　○筒井　建紀1’i，熊澤　恵一）t中村　仁美P，大八木知史11，正木　秀武V，後安　聡子P，

　　藤森　由香川，朝倉　寛之2），木村　　正D

　　　l大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人学，L）扇町レディースクリニック

子宮鏡下手術によって著明な低Na血症を引き起こした1例

　○宇都　博文1ト，吉江　正紀川，吉田　宏之ti，北村　誠司Lh，杉山　　武”

　　　P荻窪病院産婦人科，2｝虹クリニック

子宮鏡2

P－310．

P－311．

P－312．

P－313．

小さい頸管ポリープの存在とET時の所見の検討

　○多田　佳宏，北宅弘太郎，林　　輝美，船曳美也子，田口　早桐，中村　嘉孝

　　　オーク住吉産婦人科

不妊症に対する子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術の意義

　○小泉美奈子IJ，能瀬さやかll，長谷川亜希子1），国府田きよ子2，松岡　　良1）

　　　II小平記念東京日立病院2｝Kレディースクリニック

不妊症患者における子宮内膜ポリープの治療とその効果に関する検討

　○大石　　元，平池　　修，宮本雄一郎，長阪　一憲，丸山　正統，藤本

　　藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　　　東京大学医学部附属病院産科婦人科

子宮鏡下手術における術前のジエノゲスト投与による子宮内膜菲薄化の検討

　○土屋　雄彦，中熊　正仁，前村　俊満，片桐由起子，森田　峰人

　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

晃久，大須賀　穣，
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症例

P－314．

P－31　5．

P－316．

P－317．

P－318．

妊娠成立の妨げとなるPeritoneal　inclusion　cystの2症例

　○吉田　光紗ib，北見　和久II，高橋明日香い，伴野　千尋P，山口　恭平La，廣渡　芙紀lt

　　寺西　佳枝li，矢野　有貴v，小林　浩治11，安藤　寿夫21

　　　1豊橋市民病院産婦人科，2豊橋市民病院総合生殖医療センター

胸腺腫に対する胸腺全摘出術後にPOIを呈した患者血清中の自己抗体解析

　○岡本　直樹1，佐藤　利行3i，佐藤　可野い，星名真理子u，川越　雄太u，塚本　早苗u，

　　河村　和弘1），田中　　守u，鈴木　　直P，加藤　智啓3），石塚　文平2）

　　　D聖マリアンナ医科大学産婦人科，2聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座，

　　　3聖マリアンナ医科大学生化学

子宮内膜症性気胸のため，不妊治療が困難となった2症例の検討

　○山口　　隆，矢野美穂子，藤澤　佳子，松山　玲子，佐久川直子，高本　真弥，東梅　久子，

　　北川　浩明

　　　国家共済組合連合会虎の門病院産婦人科

不妊症検査中にsolitary　fibrous　tumorと診断され，治療後にICS｜にて妊娠成立した1例

　○渡邊亜由子LI，加嶋　克則1‘，高桑　好一21，

　　　D新潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2噺潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター

病側卵巣摘出後に排卵が回復し自然妊娠に至ったテストステロン産生英膜細胞腫の1例

　○林　真理子D，石川　雅彦U，古野　敦子V，岡本　真知D，平原　史樹21，古屋　充子3｝

　　　D大和市立病院産婦人科，2横浜市大附属病院産婦人科，3横浜市大附属病院病理

ポスター会場3（長崎新聞文化ホール　3階　珊瑚の間）

妊孕性温存1

P－319．

P－320．

P－321．

P－322．

妊孕性温存治療後，排卵誘発にて妊娠分娩した子宮体癌la期の1例

　○小泉　幸司，伊木朱有美，佐保　知織，萩山　容子，井上　　彩，小泉　絵理，森　　美妃，

　　小泉　雅江，鍋田　基生，濱田　雄行，松原　圭一，那波　明宏

　　　愛媛大学大学院医学系研究科生殖病態外科学

若年性子宮体癌／複雑型子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存療法後の生殖医療に関する検討

　○井上　　治，浜谷　敏生，進　　伸幸，山上　　亘，阪埜　浩司，内田　　浩，丸山　哲夫，

　　久慈　直昭，末岡　　浩，青木　大輔，吉村　泰典

　　　慶応義塾大学医学部産婦人科

MPA療法後に著明な内膜菲薄化にも関わらず，妊娠成立した一例

　○田頭ユキコU，入江　　隆P，田代　稚恵P，東　　幸弘引，高尾　成久Z）

　　　1）松江市立病院産婦人科，2）八重垣レディースクリニック

当院における子宮体癌・子宮内膜異型増殖症症例に対する不妊治療についての検討

　○大八木知史，筒井　建紀，熊澤　恵一，橋本　香映中村　仁美，正木　秀武，藤森　由香，

　　後安　聡子，坂田　正博，木村　　正

　　　大阪大学医学部産婦人科
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P－323．当科における子宮内膜異型増殖症／類内膜腺癌に対する妊孕性温存治療の成績

　　　　　○宇田　智浩1），工藤　正尊1），井平　　圭1｝，中谷真紀子D，田中理恵子1），保坂　昌芳V，

　　　　　　首藤　聡子1），西　　信也2’，大河内俊洋3），水上　尚典い，櫻木　範明1）

　　　　　　　u北海道大学病院産婦人科，2）江別市立病院，3おおこうち産婦人科

妊孕性温存2

P－324．

P－325．

P－326．

P－327．

P－328．

卵巣未熟奇形腫に対し，妊孕能温存手術，化学療法を施行した後，妊娠に至った1例

　○大田　昌治，藤田　　裕岩本　豪紀

　　　武蔵野赤十字病院

卵巣癌1c期抗癌剤治療後の低AMH，高FSH症例に対し八味地黄丸を投与し自然妊娠に至った1例

　○坂部　慶子，西尾　永司，伊東　雅子，木下　孝一，塚田　和彦，宇田川康博

　　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科教室

妊孕性温存手術を施行した悪性卵巣腫瘍患者における術後の卵巣予備能の評価

　○森　　正彦，岩瀬　　明，大須賀智子，近藤　美佳，中村　智子，杉田　敦子，中原　辰夫，

　　後藤　真紀，吉川　史隆

　　　名古屋大学産婦人科

化学療法後早発卵巣不全に至り，ホルモン療法を実施した結果妊娠分娩に至った一例～当院におけるが

ん・生殖医療の取り組み

　○杉下　陽堂，塚本　早苗，星名真理子，西島　千絵，吉岡　伸人，高江　正道，洞下　由記，

　　石山めぐみ，河村　和弘，石塚　文平，田中　　守，鈴木　　直

　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科

乳がん患者において化学療法が卵巣予備能に与える影響についての検討一血清AMH値を用いて一

　〇後藤　真紀，杉田　敦子，大須賀智子，森　　正彦，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，

　　岩瀬　　明，吉川　史隆

　　　名古屋大学医学部産婦人科学教室

妊孕性温存3

P－329．

P－330．

P－331．

非ヒト霊長類における卵巣ガラス化保存および未成長卵母細胞の体外培養

　○本橋　秀之，岡田　浩典，岡田　尚巳，石橋　英俊

　　　（独）国立精神・神経医療研究センター神経研究所

ガラス化法による卵巣組織凍結の実際

　○星名真理子P，橋本　　周2〕，塚本　早苗P，杉下　陽堂D，河村　和弘］），森本　義晴2｝，

　　石塚　文平3），田中　　守P，鈴木　　直u

　　　u聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター，211VFなんばクリニック，

　　　：’）聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

慢性活動性EBウイルス感染症における凍結未受精卵の融解胚移植の経験

　○藤野　祐司U，脇本　栄子D，中村　嘉宏2），小池　浩嗣D，堀　真由子D，駒　　由佳川，

　　土谷　綾子川

　　　1藤野婦人科クリニック，L’北摂総合病院産婦人科
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P－332．

P－333．

79（223）

凍結融解未受精卵を用いたTESE－ICSIにて妊娠に至った1例

　○臼井　　彰D，久保　春海’），横田のぞみ1），高橋　暁子］），鈴木　晶子n，河原　佳奈1），

　　宗　　晶子2），高島　明子4），田井　俊宏3），安部　裕司5〕，永尾　光一3），齊藤　英和6），

　　森田　峰人2）

　　　1医療法人社団ひとみ会臼井医院不妊治療センター，2｝東邦大学医療センター大森病院産婦人科，

　　　3東邦大学医療センタ・・一・大森病院泌尿器科，’ll東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科，

　　　5℃Mポートクリニック，6）国立成育医療センター周産期診療部不妊診療科

妊孕性温存目的で黄体期に排卵誘発を行い採卵，卵子保存を行った1例

　○塩田　恭子，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，酒見　智子，小松　雅博，中村　　希

　　　聖路加国際病院生殖医療センター

妊孕性温存4

P－334．

P－335．

P－336．

子宮移植は可能か　～世界初の霊長類における自家子宮移植後の妊娠出産報告～

　○原　　尚子1），三原　　誠D，木須　伊織2），飯田　拓也い，荒木　　淳D，光嶋　　勲1），

　　林文子3㌧阪埜浩司2㌔青木大輔2㌧吉村泰典2㌧平井園子41，菅沼信彦4｝
　　　U東京大学形成外科・美容外科，2慶応大学産婦人科，

　　　3東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻母性看護学・助産学分野，

　　　4京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

子宮移植は可能か？～トルコでの臨床応用報告～

　○荒木　　淳V，三原　　誠1｝，飯田　拓也］），原　　尚子V，林　　文子2），木須　伊織3），

　　阪埜　浩司3’，青木　大輔3），吉村　泰典3），菅沼　信彦4）

　　　1東京大学医学部形成外科・美容外科，2）東京大学医学部保健学科，3慶応大学医学部産婦人科，

　　　4｝京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻

子宮移植における現況と課題～産婦人科の視点から～

　○木須　伊wa1），阪埜　浩司li，三原　　誠2），原　　尚子2〕，荒木　　淳2，，林　　文子3），

　　平井　園子1），菅沼　信彦P，青木　大輔D，吉村　泰典’）

　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2東京大学医学部形成外科・美容外科，

　　　3）東京大学医学部保健学科，；）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

妊孕性温存5

P－337．

P－338．

P－339．

当科における精子凍結保存の取り組み

　○河井　清佳，川内　博人，板倉　彰子，荻野弓希子，石川　雅一，恩田

　　　北里大学医学部産婦人科

がん治療のための精子凍結保存を行った症例の検討

　○小松　雅博，中村　　希，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，熊耳

　　塩田　恭子，百枝　幹雄

　　　聖路加国際病院生殖医療センター

悪性腫瘍に対する精子凍結保存期間に関する検討

　○東梅　久子，矢野美穂子，藤澤　佳子，松山　玲子，佐久川直子，山口

　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院リプロダクションセンター

貴志

敦子，酒見　智子，

隆，北川　浩明
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P－340．小児がん患者の妊孕性温存治療の選択までの看護師の関わり

　　　　　○中村　　希，小松　雅博，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，熊耳　敦子，酒見　智子，

　　　　　　塩田　恭子，百枝　幹雄

　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部

P－341．配偶子・性腺凍結保存技術に関する大学生の意識調査

　　　　　○長谷川　徹D，中塚　幹也23｝，田淵　和宏24），酒本　あい2．1），松田　美和24｝，清水　恵子24｝，

　　　　　　鎌田　泰彦24｝，平松　祐司2：la

　　　　　　　D岡山赤十字病院産婦人科，2岡山大学病院産科婦人科，3周山大学大学院保健学研究科，

　　　　　　　tl岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

看護1

P－342．

P－343．

P－344．

P－345．

P－346．

P－347．

当院を受診していない人への援助～看護師無料相談を実施して～

　○弥園亜紀子，八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静，三本由里子，辻坂　晴美，繁田　　実

　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

ARTの個別説明の有用性

　○小池弘子，梶原多恵子，林麻衣子，西垣　新

　　　産婦人科西垣ARTクリニック

不妊症患者が長期間継続治療するための要因

　○矢口美幸，田代みどり，高橋美知子，山下友佳里北岡芳久，白石悟
　　　大田原赤十字病院看護部

当院における不妊を主訴にした初診患者の現状と今後の課題～看護師の初診時の関わりから得られたこ

と～

　○宇佐美恵子

　　　東京北社会保険病院

不妊治療中の生活の質と生活習慣

　○柴田　文子V，安部　裕司L’1

　　　1横浜創英短期大学看護学科，2℃Mポートクリニック

不妊治療中の男性の思いを反映したケアの検討一アンケートの自由記載より

　○川元　美里，村上貴美子，久保島美佳，中村　　静，吉岡　尚美，大塚未砂子，中島　　章，

　　蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

看護2

P－348．

P－349．

P－350．

患者と共有できるIVFスケジュール表を活用して

　○福井　孝子，上野ゆき穂，高尾　成久

　　　八重垣レディースクリニック

ARTによる妊娠・出産を経験した患者が産科医療施設で特別な対応をされたと感じたか

　○桑名　真弓，杉本ゆき恵，上野奈緒子，本田　秀美，小嶋　康夫

　　　小嶋ウィメンズクリニック

不妊症診療の待ち時間短縮に効果があった看護部門による会計処理の改善対応

　○西尾　京子，朝倉　寛之

　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック
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P－351．不妊治療専門クリニックで親子待合閉鎖後の状況報告

　　　　　○小野　雅子，今村　静香，伊藤　　蘭，上畑みな子，桑波田暁子，越知　正憲

　　　　　　　おち夢クリニック名古屋

P－352．在宅自己注射におけるヒヤリ・ハットアンケート調査

　　　　　○亀井　里砂，河野　絢子，後藤　裕子，上野　桂子，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

P－353．プラセンタ自己注射のアンケート結果

　　　　　○塩沢　直美，福山八知代，出居　貞義

　　　　　　　医療法人地塩会大宮レディスクリニック

81（225）

看護・カウンセリング

P－354．

P－355．

P－356．

P－357．

P－358．

P－359．

相談受付の設置について

　○金子　京子，門田　貴子，大月　順子，定本　幸子，杉山喜代美，寺田さなえ，吉岡奈々子，

　　羽原俊宏，林　伸旨
　　　医療法人社団岡山二人クリニック

卵巣機能不全女性における不妊の受容と成長

　○小泉　智恵1），菅沼　真樹2‘，高江　正道3），杉下　陽堂3），吉岡　伸人3、，西島　千絵3［，

　　洞下　由記3），河村　和弘3｝，田中　　守aJ，鈴木　　直‘），石塚　文平5）

　　　1独立行政法人国立成育医療研究センター母性医療診療部，21東海大学文学部心理・社会学科，

　　　3）聖マリアンナ医科大学産婦人科生殖医療センター，則聖マリアンナ医科大学産婦人科，

　　　5聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

当科における遺伝カウンセリングの現状について

　○江川　恵子，吉野　直樹栗岡　裕子

　　　島根県立中央病院産婦人科

長期不妊治療患者のサポートについての検討～家族について考える機会を通して～

　○小松原千暁1），澤部麻衣子1L荻野友貴子1〕，福田　愛作1），森本　義晴2｝

　　　1）医療法人三慧会IVF大阪クリニック，2）医療法人三慧会IVFなんばクリニック

「妊娠に至らず治療終結した元患者を囲む会」を開催して

　○松元恵利子，越光　直子，篠田多加子，後藤　裕子，上野　桂子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

治療体験者を招いての患者会（オープングループ）の取り組みと課題

　○河野　絢子，関　こずえ，斉高　美穂，亀井　里砂，後藤　裕子，上野　桂子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

情報管理1

P－360．

P－361．

ARTオンライン登録の省労力化への試み

　○平田　　麗121，中務　結貴’1，斉藤　寛恵D，新藤　知里1｝，川上　典子P，青井　陽子P，

　　寺田さなえ1），吉岡奈々子1），羽原俊宏1’，林　伸旨1）

　　　1個山二人クリニック，2岡山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

データベース管理システムを用いた業務の効率化を目指した当院の取り組みについて

　○井上須美子，鮫島まち子，鈴木　　綾，樋本　美穂，岩崎　　遥，陣内　彦良

　　　陣内ウィメンズクリニック
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P－362．IVF管理システムと取り違え防止システムを併用した当院の取り組み

　　　　　○中澤　留美，坂井　和貴，竹中　亜希，松山　毅彦

　　　　　　　厚仁病院産婦人科

P－363．データベースおよび電子カルテと連携した取り違え防止システム

　　　　　○平田　　麗12），中務　結貴1｝，斉藤　寛恵1），新藤　知里1】，川上　典子D，青井　陽子1），

　　　　　　寺田さなえD，吉岡奈々子1’，羽原　俊宏P，林　　伸旨’～

　　　　　　　D岡山二人クリニック，2岡山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

P－364．ART妊娠転帰の正確な情報収集を求めて：神奈川県における試み

　　　　　○河村　寿宏，安部　裕司，和泉俊一郎，児島　孝久，佐藤　芳昭，町田　稔文，中山　昌樹，

　　　　　　可世木久幸，東條龍太郎

　　　　　　　神奈川県産科婦人科医会異常分娩先天異常対策部

P－365．IVF病歴管理システムの運用

　　　　　○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

　　　　　　　厚仁病院産婦人科

情報管理2

P－366．ART施設での電子化患者予約管理システム・業務管理システムの運用

　　　　　○古賀真菜美，得能　典子，村上　真央，小原由香子，泊　　博幸，本庄

　　　　　　　医療法人IVF詠田クリニック

P－367．ART施設での妊娠管理リレーショナルデータベースの運用

　　　　　○小原由香子，古賀真菜美，得能　典子，村上　真央，泊　　博幸，本庄

　　　　　　　医療法人IVF詠田クリニック

P－368．ART施設での電子化凍結胚保存管理法（cryo－dBase）

　　　　　○村上　真央，小原由香子，古賀真菜美，得能　典子，泊　　博幸，本庄

　　　　　　　医療法人IVF詠田クリニック

P－369．ART施設での電子カルテの導入とART－dBaseの運用

　　　　　○得能　典子，村上　真央，小原由香子，古賀真菜美，泊　　博幸，本庄

　　　　　　　医療法人IVF詠田クリニック

P－370．情報共有化システムを用いたアンケート調査

　　　　　○杉山喜代美，門田　貴子，大月　順子，定本　幸子，金子　京子，平田

　　　　　　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相談部

考，詠田　由美

考，詠田　由美

考，詠田　由美

考，詠田　由美

麗，青井　陽子，

その他1

P－371．

P－372．

アンケート結果からみた患者説明に対する培養士トレーニングの在り方

　○鈴木　麻美，菊地　裕幸，山田　健市，村川　晴生，吉田　仁秋

　　　吉田レディースクリニックARTセンター

当院で実施している胚培養士外来について

　○古橋　孝祐，緒方　洋美，片田　雄也，角本　知世，十倉　陽子，

　　水澤　友利，松本由紀子，岡本　恵理苔口　昭次塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

．

1田　　聡，緒方　誠司，
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P－373．不妊患者がよく訴える身体症状に対する低反応レベルレーザー治療（LLLT）の効果

　　　　　○白石　美穂，景浦　瑠美，村上　亜紀，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　　　矢野産婦人科IVFセンター

P－374．妊娠期黄砂エアロゾル曝露による胎仔への影響と雄性出生仔生殖機能への影響

　　　　　○吉田　成一〕，Miao　Hei）．嵐谷　奎一2］，市瀬　孝道D

　　　　　　　P大分県立看護科学大学看護学部，2産業医科大学医学部

P－375．不妊患者の卵子提供に対する意識：第三者の関与する生殖補助医療に関するアンケート調査の結果から

　　　　　○島薗　洋介，日比野由利

　　　　　　　金沢大学医薬保健研究域医学系環境生態医学・公衆衛生学

その他2

P－376．

P－377．

P－378．

P－379．

P－380．

筋腫合併不妊症患者における筋腫核出術の意義について

　○安里こずえ，平敷　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一

　　　琉球大学医学部産婦人科

ART妊娠における分娩時出血量の調査

　○中村　友紀，山崎　香織，杉原　一廣，金山　尚裕

　　　浜松医科大学産婦人科学教室

不妊女性のBMI（Body　Mass　lndex）が妊娠にあたえる影響

　○船曳美也子1・L），田口　早桐IL）ト，林　　輝美121，多田　佳宏D，北宅弘太郎1：中村　嘉孝い

　　　Dオーク住吉産婦人科，2）オークなんばレディースクリニック

不妊外来における子宮頸部・内膜細胞診異常一632名の検討から

　○宮田あかね，吉田　丈児，吉丸　真澄片野坂潤子，岡崎　雅子，内田　明花，仲村

　　小川真里子，兼子　　智，石川　博通，丸茂　　健，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

月経前気分不快障害（PMDD）症状評価票による診断と薬物療法の効果判定

　○熊耳　敦子’），佐藤　孝道121

　　　1明理会中央総合病院婦人科，2武久レディースクリニック

勝
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理事長講演

生まれてくる子どものために一生殖医療管見一

吉村　泰典

慶慮義塾大学医学部産婦人科

　1978年，イギリスの生理学者のエドワーズ博士と産婦人科医のステプトー博士により体外受精児であるルイー

ズ・ブラウンが誕生した．地道な生物学の成果と不妊治療が合従して登場したこの体外受精・胚移植技術は，宿志

を実現した観があり，革新的な不妊症の治療法として導入され，瞬く間に全世界に普及していった．これまでに全

世界で400万人以上，わが国でも20万人以上の子どもが，この生殖技術によって誕生している．エドワーズ博士

はこの体外受精・胚移植技術を開発し，生殖医療にブレークスルーを起こした業績により，2010年のノーベル生

理学・医学賞を受賞した．生殖医療に従事するわれわれ臨床医にとって正しく宿望を遂げた受賞といえる．

　この先端医療はそれまで全く妊娠を望めなかった夫婦でも子どもがもてることを可能にしたが，一一方では技術の

進歩に伴い，新たな医学的，社会的，倫理的，法律的な問題を提起するようになった．さらには生命の起源に対す

る考え方，家族観や社会観を大きく変える医療として捉えられるようになってきている．生殖医療における倫理は

生まれる子どものための倫理であるといってよい．配偶子より胚がつくられ，そこで初めて人としての尊厳が生ま

れる．胚は正しく生命の萌芽であり，それを取り扱う生殖医療者には高風な倫理観が要求される．その倫理認識は

妊娠の成立のみならず，生まれた子どもの成長や発育にまで傾注されるべきである．生殖医療においては，自律性

の尊重をはじめとするクライエントの権利論を主張する者がいるが，子の尊厳が一義的に考えられることが望まし

い．そのためにまず医療者側がなすべきことは，生まれた子どもとその家族の長期追跡体制を確立することである．

周産期医療に携わる者だけではなく，生殖補助医療に従事した者が生まれた子どもの長期予後に注意を払うべきで

あり，責任をもつべきである．

　時空を超えた絶対的な倫理というものはなく，倫理観とは時代とともに，また技術開発とともに変化するもので

ある．医療技術の進歩は新たな倫理的問題や社会的状況を産み出すことになる．医療における倫理問題は科学技術

の進展と不可分であり，大きな影響を受けることになる．体外受精を契機として従来の不妊治療はその過去と訣別

し，妊娠が不可能と考えられていたクライエントに大いなる福音をもたらすこととなった．このように体外受精・

胚移植の技術は人類にとって素晴らしい贈り物である“プロメテウスの火”であるといえる．しかしながら，その

技術の普及によりわれわれに新たな災いをもたらすことになった“パンドラの箱”という両面を持ち合わせている

ことも事実である．向後この技術をどのように利用し，発展させていくかは大いに人間の知恵が問われるところ

である．

略　歴

1975年慶雁義塾大学医学部卒業後，1981年に生殖内分泌学で医学博士を取得．1983年より米国ペンシルバニア病

院でresearch　fellow，1984年より米国ジョンズホプキンス大学でinstructorを経て，1986年より藤田保健衛生大

学医学部産婦人科講師，1990年より杏林大学医学部産婦人科助教授，1995年より現職．

現在　日本産科婦人科学会理事，日本生殖医学会理事長，日本産科婦人科内視鏡学会理事長，日本生殖内分泌学会

理事，日本更年期医学会理事，日本受精着床学会理事，日本哺乳動物卵子学会理事，日本女性心身医学会理事など

を務めている．学会外活動としては，厚生科学審議会専門委員，法制審議会委員，内閣府総合科学技術会議専門委

員，文部科学省科学技術・学術審議会専門委員，日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会委員などを務めて

いる．

専門は，生殖生理学，生殖医学，臨床内分泌学．
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会長講演

家族のきずな～生殖・遺伝・倫理～

増崎　英明

長崎大学産婦人科

日生殖医会誌57巻4号

　フランスのラマルクは1809年『動物哲学』で初めて「進化」について理論立てた．ラマルクはナポレオンのエ

ジプト遠征に同行し，そこでキリンを見た．彼はどうしたら首が長くなるか考えた挙げ句，首を長くしようとする

努力が子孫に伝わり，次第に首を長くするに至ったと思いついた．それから50年後，イギリスのチャールズ・ダー

ウィンはラマルクとは違った「進化論」を思いついて『種の起源』を書いた．生きものは無駄なほどに大量の子孫

を残す．子孫はわずかながら違いがあって，環境に適応したものは生き残るし，そうでないものは死滅する．環境

が変化すれば，さらに適応できた個体だけが生き残る．それを想像以上の期間くり返せば，やがて新しい種を生じ

るだろう．生物に変化をもたらす要因は，ラマルクの「能動」に対してダーウィンは「受動⊥すなわちアプリオ

リなものではないと思いついたのである．ダーウィンは1859年に自説の要約として初めて『種の起源』を上梓し

た．現代でいう意味の「科学的」とは言えぬまでも，論理的思考の人々を納得させるには十分な思想だったので，

彼の理論は多くの人に受け入れられた．ただしダーウィン自身にも最後まで確信できなかったことがある．それは

すなわち「遺伝」の仕組みである．ダーウィンは遺伝について間違った考えを持ったまま『種の起源』を書いた．

だが彼と同時代の人物が正しい答えを握っていた．それはオーストリアの修道士メンデルである．メンデルは，液

状ではなく粒子状の物質が形質を運んでいる，ということをエンドウ豆の交配実験から証明した．ダーウィンは自

説を20年間隠していたが，メンデルの遺伝の説は35年間のあいだ誰に気づかれることなく眠っていた．メンデル

が見つけた「遺伝子」は，たいへんな時間をかけて形質を変化させるための因子であった．宗教界からの非難を恐

れたダーウィンがもっとも欲していた答えは，まさにその宗教界のただ中にいるメンデルが握っていた．皮肉な話

である．

　生きものが「進化」するためには，異なった「遺伝子」を掛け合わせる必要がある．掛け合わせるために「進化」

した仕組みは「男と女」という仕組みである．他人であった「男と女」が「父と母」となって連結する．そうして

「家族のきずな」が初めて形成される．そこには「遺伝子」と，それをつなぎ合わせた末に到達する「進化」が存

在すると一・応は考えられる、だがことはさほどに単純ではない．「進化」の途上に出現したヒトは「遺伝子」を人

為的に操作しようとする．ダーウィンの「進化論」を知って，人為的な遺伝子の操作を最初に思いついたのはダー

ウィンの従兄弟で天才でもあったゴルトンである．ゴルトンの理論によれば，優秀な遺伝子を集めれば（劣悪な遺

伝子を排除すれば），より優秀な個体を生じる．ヒトでいえば，知能の平均値や優れた形質の個体数を，それなり

の長い時間をかけて増加させる．そう信じてゴルトンは「優生学」を思いついた．「優生学」は当時の魅力的な思

想としてイギリスから世界中へ広まり，さまざまな形で差別を正当化する論理として浸透していった．

　そして現在である．それなりに長い時間，しかし生物としては極めて短い期間，ヒトは医学・医療をヒトの幸福

のために用いようと努力してきた．樹でいえば幹にあたる部分は今後も動かせないほど進歩したが，梢の部分は常

に新しい波にさらされ流動的である．そのような先端の医学・医療に，果たして小さな「優生学」の亡霊が生まれ

てはいないだろうか．ゴルトンをはじめ，優生学を信奉した人はすべて善意からそれらを始めた．悪意から始めた

ものはいない．ダーウィンとメンデルとゴルトン，19世紀半ばの博物学者を通して，生殖・遺伝・倫理の問題を

紐解いてみたいと思う．

略　歴

学歴・職歴

昭和52年3月
平成3年10月
平成11年10月

平成23年4月

長崎大学医学部卒業，昭和61年4月　長崎大学医学部産婦人科助手，

長崎大学医学部産婦人科講師，平成11年6月　長崎大学医学部産婦人科助教授，

ロンドン大学留学，平成18年8月　長崎大学医学部産婦人科教授，

長崎大学病院副病院長，現在に至る
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特別講演1

生殖細胞分化過程に於けるエピジェネティック因子動態

小路　武彦

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻組織細胞生物学分野

89（233）

　哺乳類の雌雄生殖細胞は，それぞれ連続的で規則的な分化過程を経て形成されるものであるが，それらの細胞増
殖や分化制御機構を理解する上で，DNAのメチル化やヒストン蛋白修飾等のエピジェネティック因子動態の細胞
単位での解析が必須と思われる．更に，両過程に特徴的な高頻度の生殖細胞死への関与も興味を引く．特に，精子
形成過程に注目すると，恒常的に精子換算で25－75％の生殖細胞がアポトーシスにより消失している．我々は，こ
のアポトーシス誘導機構を解明するため，様々なマウス精巣実験モデルを検討し，正常精巣でのアポトーシス誘導
はBaxの細胞内再分布を伴うミトコンドリア依存的な機構により，また虚血再灌流等の障害精巣ではFas－FasL
系の関与を明らかにしてきた．しかし，正常精巣でミトコンドリアに細胞死誘導を引き起こさせる「引き金」機構
に関しては殆ど知られていない．そこで，精子形成過程が規則的なクロマチン凝集の過程であることから，細胞死
誘導へのクロマチン凝集異常の関与を疑い，クロマチン凝集と遺伝子の不活性化を調節するエピジェネティック因
子であるDNAのメチル化状態を検討した．この際従来の方法ではDNAメチル化の細胞単位での解析は困難で
あったので，新たにイソシゾマー性制限酵素を利用することにより，切片上で認識塩基配列のメチル化及び非メチ

ル化部位を視覚的に分別局在し且つ定量を可能とする方法論HELMET法を開発した．例えばCCGGのメチル化
状態の検討では，メチル基の有無によりその切断能力が異なるHpallとMspIを連続的に作用させ，それぞれの切
断部位をターミナルトランスフェラーゼによりビオチンー16－dUTP或いはジゴキシゲニンー11－dUTPで標識し，最
終的に蛍光免疫組織化学的にシグナルを検出し，共焦点レーザー顕微鏡にて定量的に解析した．その結果，分化段
階依存的なDNAメチル化状態の変化が見い出され，　step　llから完成精子に至る精子細胞で顕著な脱メチル化が
認められた．アポトーシス細胞では，分化段階に関わらずCCGG及びGATCGの脱メチル化が認められた．更に，
DNAメチル化阻害剤である5－azadCの腹腔内投与により，精祖細胞で有意なメチル化シグナルの減少が見い出さ
れ，同時に精祖細胞のアポトーシス誘導と精母細胞のS期の延長が認められた．また，ヒストンH3Lys4のトリメ
チル化がDNAの低メチル化と同時に生じることが判明し，エピジェネティック因子動態の異常とアポトーシス誘
導の関連が強く示唆された．尚，卵子形成過程調節へのエピジェネティック因子の関係は未だ不明であるが，穎粒
膜細胞ではDNAメチル化レベルが卵丘部位で顕著に増大する等今後の検討を必要とする．

略　歴
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東京大学大学院理学系研究科博士課程修了（理学博士）
東海大学医学部細胞生物学教室（助手）
同講師

長崎大学医学部解剖学第三講座（講師）
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（Oregon　Regional　Primate　Research　Center，　Visiting　Scientist）

長崎大学医学部解剖学第三講座（助教授）
長崎大学医学部解剖学第三講座（教授）
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（教授）
長崎大学副学長（国際担当）

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　研究科長

日本組織細胞化学会　常任理事（編集担当）
Acta　Histochemica　et　Cytochemica（Editor－in－Chief）

日本臨床分子形態学会　常任理事（長期計画担当）
日本解剖学会　理事（2011年4月一九州支部長）
日本Cell　Death学会　理事

日本顕微鏡学会　九州支部長

社団法人　長崎県国際親善協会　理事
長崎県研究事業評価委員会委員

分子組織細胞化学，細胞生物学，生殖生物学
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特別講演2

医療訴訟における「カルテの記載・不記載」「診療ガイドライン」の取扱い

（医療側の死命を制する“カルテ等の記載不備”と“診療ガイドライン”）

福崎　博孝

福崎博孝弁護士事務所

　医療訴訟において，裁判所は，医師等の「医療関係者の証言」や「診療記録」によって「具体的な診療経過」「患

者の状態」を事実として認定し，その認定された事実を前提として「医療者の過失の有無」を規範的に判断します．

もちろん，そこでは，「医療者の過失」と「悪しき結果」との問の「因果関係の存否」についての裁判所の認定や

規範的判断がなされることもあります．そして，医療事故の経緯などの事実認定については，「カルテ・看護記録

等の診療記録」が最も重要な証拠とされ，カルテ等に“特定の医療行為の有無が記載されているか否か”が，その

事実認定の決め手となります．また，事実が認定されたとしても，裁判所は，一一定の医学的規範を前提として過失

（注意義務違反）の有無を判断しなければならず，その際には，医学成書，医学論文等が重要な役割を果たします

が，近時では，その中の1つとして「診療ガイドライン」の存在が大きくクローズアップされています．わが国の

臨床医療においても，分野ごとに多くの診療ガイドラインが策定され，医療現場で利用されているようですが，医

療訴訟の場においても，（医療者にとって良い意味でも悪い意味でも）その重要性が増大しつつあるように思われ
ます．

　そこで，医療訴訟などの訴訟の現場において，裁判所が“カルテなど「診療記録」の記載又は不記載をどのよう

に取り取り扱っているのか”，“医療者の過失の判断の際に「診療ガイドライン」をどのようなものとして取り扱っ

ているのか”という点について，過去の裁判例を参考にしながら，「裁判所の現在の考え方の傾向」を分析してみ

ました．

　象徴的な表現を借りれば，おおむね次のようにいえそうです．少なくとも，医療者は，医療事故訴訟になったら，

このような取扱いになりかねないことを自覚しておくべきです．

　（1）カルテ等の記載又は不記載（記載不備）の取扱い

　　　①カルテ等に記載の無いことは，無かったこと！　②カルテ等に記載の有ることは，有ったこと！

（2）裁判所における「医療ガイドライン」の取扱い

　　医師は，当時の医療水準に照らし「社会通念上期待される合理的行動から逸脱したと評価される場合」に過

　　失責任を負う．診療ガイドラインに従った医療行為が実施されなかった場合には，診療ガイドラインに従わ

なかったことにつき特段の合理的理由があると認められない限り，医師としての合理的裁量の範囲を逸脱す

るものというべきである．

略　歴

1979年3月
1981年4月
1988年4月
1993年4月
1995年11月

1998年4月
2002年5月
2004年9月
2006年4月
2010年4月
【主要著書】

九州大学法学部卒

長崎県弁護士会に弁護士登録

日弁連消費者問題対策委員会委員

長崎県弁護士会消費者問題特別委員会委員長

日弁連阪神・淡路大震災緊急対策本部「自然災害に対する保障制度検討小委員会」委員長代行
（財）長崎県医師会顧問（現）

（財）県民ボランティア振興基金理事（現）

日本赤十字社長崎原爆病院医療安全委員会委員（現）

日本司法支援センター長崎地方事務所所長（法テラス長崎所長）（任期4年）

（長崎労働局）長崎労働審議会委員（現）

「地震・噴火・津波災害に対する国民的保障制度」（自由と正義1997年8月号117頁）

「消費者契約法等の実務」（日弁連研修叢書「現代法律実務の諸問題」平成17年度研修版561頁）

「カード被害救済の法理と実務」（民事法研究会）（2011年3月）
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特別講演3

福島原発事故と放射線健康リスク管理

山下　俊一

福島県立医科大学副学長

　東京電力（株）福島第一原発事故の健康影響を考えるにあたり，「放射能と放射線」についての理解が不可欠で

す．その上で，広島，長崎の原爆被災という歴史的視点から原子力の平和利用への道，東西冷戦構造時代にその崩

壊の予兆となったソ連時代のチェルノブイリ原発事故について「放射線の健康影響」という視点から全体を傭鰍す

る必要があります．次に，健康影響を知る為には，放射線の生物影響を理解することが重要です．生命現象から紐

解けば，遺伝子，細胞，組織，臓器等の各レベルから個体への放射線影響が，多くの場合確率論的な事象として惹

起されること，すなわち，遺伝子損傷と修復という両面からの生物学的な健康リスクの理解が重要となります．

　生殖医学に関わる放射線被ばくの影響は，受精から出生に至るまでに自然現象としてみられる正常な生命誕生プ

ロセスに対する阻害因子の一一つとなります．異常な細胞死から微小組織環境障害，臓器不全，その結果，流産や奇

形のリスク上昇から，将来にわたる発がんリスク等の有無が問題となります．この場合も高線量被ばくでは確定的

影響が主であり，その結果閾値（安全域）の存在が知られています．しかし，低線量被ばくによる確率的な遺伝子

損傷に基づく影響が，胎児にどの程度危険なのかは線量のみならず，それぞれの発達時期に関する複雑な交絡因子

の関与も考慮される必要があります．

　その上で，今回の福島原発事故では，日本産科婦人科学会をはじめ多くの学術専門団体が，的確かつ迅速な関連

情報を医療関係者に発信し，風評被害に惑わされる事無く，福島においても妊産婦の健康が守られた事は感謝の念

に耐えません．事故直後の放射性降下物，とりわけ放射性ヨウ素の甲状腺への影響，それに引き続き懸念されてい

る放射性セシウムによる微量放射線被ばくの問題をどのように論理的に理解し，長期にわたる多くの困難にいかに

立ち向かうのかが現場では問われています．

　福島県では全県民の健康見守り，すなわち健康管理調査事業が，昨年5月いち早く県が主導性を発揮し，国の復

興支援の中で立ち上がりました．全県民を対象とした基本調査（初期4ヶ月間の外部被ばく線量推計）と，避難住

民を中心とする詳細調査が福島県立医科大学を中心に開始されています．未曾有の事故遭遇によるトラウマ，環境

汚染に伴う二次被害への不安など，身体影響のみならず精神・社会心理的影響も大きいものがありますが，とりわ

け妊産婦への対応が，藤森敬也教授を中心に展開されています．

　本講演では，県民健康管理調査事業（http：／／fukushima－mimamori．jp／）について外部被ばく線量の推計結果を

含め，詳細調査の概要を一部紹介させて頂きます．これら長期にわたる県民の健康見守り事業が，福島県の復興と

再生の一助になることが期待されています．今後とも先生方のご支援とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます．

略　歴

専門分野：内分泌学，甲状腺学，放射線災害医療学．

略歴；1978年3月長崎大学医学部卒業．1984年7月UCLA　Cedars－Sinai　Medical　Center内分泌研究員．1990年

10月長崎大学医学部教授．2004年12月WHOジュネーブ本部（世界保健機関）放射線プログラム専門科学官．2011

年7月長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長を休職．福島県民健康管理調査検討会座長．

主な学会活動：日本甲状腺学会理事長，日本内分泌学会監事．第22期日本学術会議会員．チェルノブイリ医療協

力22年，セミパラチンスク地域医療改善プロジェクト17年．英文論文431編，邦文222編．
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招請講演

Fertility　preservation：from　auto　to　allografting　of　ovarian　tissue．

Jacques　Donnez

Department　of　Gynecology，　Universit6　Catholique　de　Louvain，　Cliniques　Universitaires　St．　Luc．

　　Advances　in　the　diagnosis　and　treatment　of　childhood，　adolescent　and　adult　cancer　have　greatly　increased

the　life　expectancy　of　young　women　with　cancer，　but　have　resulted　in　a　growing　population　of　adolescent　and

adult　long－term　survivors　of　childhood　malignancies，　who　may　experience　premature　ovarian　failure（POF）and

infertility　as　a　result　of　aggressive　chemotherapy　and　radiotherapy　treatments（indicated　for　both　cancer　and

bone　marrow　transplantation（BMT））．

　　Ovaries　are　very　sensitive　to　cytotoxic　treatment，　especially　to　radiation　and　alkylating　agents，　which　are

classified　as　high　risk　for　gonadal　dysfunction．　The　type　and　dose　of　chemotherapeutic　agent　are　known　to　in－

fluence　the　progression　to　ovarian　failure，　with　alkylating　agents　increasing　the　risk　of　POF　by　a　factor　of　9．

Cyclophosphamide　is　the　agent　most　commonly　implicated　in　causing　damage　to　oocytes　and　granulosa　cells　in

adose－dependent　manner．　This　follicular　destruction　generally　results　in　the　loss　of　both　endocrine　and　repro－

ductive　functions，　depending　on　the　dose　and　the　age　of　the　patient．　Indeed，　Larsen　e亡al．　reported　a　four－fold

increased　risk　of　POF　in　teenagers　treated　for　cancer，　rising　to　27－fold　in　women　between　21　and　25　years　of

age．

　　Several　options　are　currently　available　to　preserve　fertility　in　cancer　patients　and　allow　them　to　conceive

when　they　have　overcome　their　disease：embryo　cryopreservation，　oocyte　cryopreservation　and　ovarian　tissue

cryopreservation．　The　choice　of　the　most　suitable　strategy　depends　on　different　parameters：the　type　and　tim－

ing　of　chemotherapy，　the　type　of　cancer，　the　patient’s　age　and　partner　status．

　　The　only　established　method　of　fertility　preservation　is　embryo　cryopreservation，　according　to　the　Ethics

Committee　of　the　American　Society　for　Reproductive　Medicine，　but　this　option　requires　the　patient　to　be　of　pu・

bertal　age，　have　a　partner　or　use　donor　sperm，　and　be　able　to　undergo　a　cycle　of　ovarian　stimulation，　which　is

not　possible　when　chemotherapy　has　to　be　initiated　immediately　or　when　stimulation　is　contraindicated　ac・

cording　to　the　type　of　cancer．

　　Cryopreservation　of　oocytes　can　be　performed　in　single　women　who　are　able　to　undergo　a　stimulation　cycle，

although　the　effectiveness　of　this　technique　is　still　low，　with　pregnancy　and　delivery　rates　ranging　from　l　to

5％per　frozen　oocyte．

　　Cryopreservation　of　ovarian　tissue　is　the　only　option　available　for　prepubertal　girls，　and　for　woman　who　can－

not　delay　the　start　of　chemotherapy．　Ovarian　tissue　can　theoretically　be　frozen　using　three　different　ap－

proaches：as　fragments　of　ovarian　cortex，　as　entire　ovary　with　its　vascular　pedicle　or　as　isolated　follicles．　The

indications　for　cryopreservation　of　ovarian　tissue　in　case　of　malignant　and　non－malignant　disease　are　summa－

rized　in　a　recent　review．　For　patients　who　need　immediate　chemotherapy，　ovarian　tissue　cryopreservation　is

the　only　possible　alternative．

　　The　main　aim　of　this　strategy　is　to　reimplant　ovarian　cortical　tissue　into　the　pelvic　cavity（orthotopic　site）or

aheterotopic　site　like　the　forearm　or　abdominal　wall　once　treatment　is　completed　and　the　patient　is　disease－

free．

　　To　date，　we　have　performed　ll　reimplantations　of　cryopreserved　ovarian　cortex．　All　of　them　have　recovered

their　ovarian　function．

　　To　date，　there　are　201ive　births　in　the　world，5are　in　our　department．
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略　歴

Academic　Positions

　　1980－1986　　　　　Lecturer．　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　University　of　Louvain．

　　1984　　　　　　　Ph．D．（These　d’Agr6gation　de　l’Enseignement　Sup6rieur）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Catholic　University　of　Louvain．

　　1986－present　　　Professor，　Catholic　University　of　Louvain

　　1986－present　　　Head　of　Department

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Gynecology，　Catholic　University　of　Louvain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cliniques　Universitaires　St．　Luc．

　　1992－present　　　Full　Professor　and　Chairman，　Catholic　University　of　Louvain

Awards

－Doctor《Honoris　Causa》，　University　de　Guangzhou（Canton）　（China）　（2002）

－Atlee　Professor，1995（Halifax，　Canada）

－Award　for　the　outstanding　contribution　to　the　field　of　Human　Reproduction

（10th　World　congress　on　Human　Reproduction，1999，　Salvador，　Bahia，　Brazil）

－Award　of　excellence　in　Endoscopy（ESGE）（Paris，　France，2000）

－1．S．　Puvan　Memorial　Awards，　Penang（2005）

－Honorary　Professor　of　the　University　of　Buenos　Aires（November　2008）

President

European　Society　of　Gynecological　Endoscopy　（ESGE）　（1994－1996）

World　Endometriosis　Society（WES）（1998－2000）

International　Society　of　Gynecological　Endoscopy　（ISGE）　（2002－2005）

Groupement　des　Gyn6cologues　et　Obst6triciens　de　Langue　FranCaise　de　Belgique（GGOLFB）（2004－2006）

International　Society　for　Fertility　Preservation　（2007－2010）
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教育講演1～7

周産期，腫瘍，女性医学領域と
　　生殖医学会との座談会

Regenerative　Medicine
　in　Reproduction



平成24年10月1日 97（241）

教育講演1

培養液中化学物質の受精胚および配偶子へ及ぼす影響

牧野　恒久

（社）有隣厚生会東部病院

背景：ヒトの生活環境には，5，000－6，000万種類の化学物質が存在すると推察される．これらの化学物質に接触せ

ず生活することは不可能だが，一方で我が国のみでも，有機水銀による胎児性水俣病カドミウム汚染によるイタ

イイタイ病近くは胆管がんに関与する化学物質の存在など数多くの事例が発生している．母児環境における化学

物質暴露の検討は端緒に着いたばかりであり，生殖補助技術下の化学物質暴露の研究は極めて少ない．

研究方法：研究の手法として，体外受精一胚移植に用いられる培養液などの分析を行う前に以下のいくつかの事項

を検討しなければならない．（1）検討対象とする化学物質の選択．（2）それらの化学物質の測定法の開発（3）母

児環境における化学物資の信頼に足る暴露値．（4）暴露値の範囲内で検討しうる毒性評価法の開発．検討対象物質

として，身辺に普遍的に存在する樹脂関連の物質（ビスフェノールA，フタル酸エステル類ポリ臭素化ジフェ

ニルエーテル，有機フッ素系化合物，アルキルフェノール等），喫煙関連物質，各種農薬，重金属類を候補とし，

鋭敏で特異性に優れた質量分析測定法を開発した．その後，母体血，膀帯血，羊水ならびに胎脂に含まれる各化学

物質を測定した．暴露量の範囲内で生じうる健康影響検討手法としてES細胞ならびにヒトiPS細胞のepigenetic

profileの変化に注目した．すべてこれら結果をreferenceとして，現時点で内外から入手しうる全ての胚培養液

gametesの調整液，添加血清液などを入手し分析した．

研究結果：開発された測定法は厚生労働省の化学物質測定のガイドラインに採用された．これらによる母児試料の

分析値はO．1－10ppbのレベルであった．しかしながらこれら暴露量の範囲内でいくつかの物質はepimutagenと

して各種細胞のmetylation　profileを変化させた．体外受精一胚移植に供せられる培養皿培養液ボトルなどの各

種容器からの化学物質の漏出は認められなかった．一方，培養液，配偶子調整液などの一一部からは生体暴露量の10－

100倍のフタル酸エステル類，ポリ臭素化ジフェニルエーテルなどが検出された．培養液などに添加されたヒト血

清液からは特に高濃度のこれら物質が検出された．

結語：これまで，体外受精一胚移植過程で，枯死した細胞や非受精卵にはそれ以上の関心が払われず，胚培養液，

配偶子調整液の環境化学物質の暴露状況は不明であった．一連の検討を通じて，生殖補助技術における化学物質暴

露環境を今一度検証すべきと思われる．

（本研究は厚生労働省科学研究補助金「化学物質リスク事業　H20一科学一一般一〇〇2」にて行われたことを付記する）

’，

略　歴

1939年東京都生まれ．慶雁義塾大学医学部および同大学医学部大学院卒．同大学医学部産婦人科学教室へ入局後，

米国ハーバード大学医学部生殖生理学研究所へ留学．ハーバード大学医学部産婦人科学教室講師を経て帰国．東京

歯科大学助教授，慶鷹義塾大学助手・専任講師を経て，1995年より東海大学医学部産婦人科学教室主任教授に．2003

年より同大学医学部診療部部長を兼任．1972年米国産婦人科学会賞．1974年北里賞など．2000年より2011年ま

で厚生労働省化学物質リスク事業研究の主任研究者．2005年東海大学医学部非常勤教授　（社）有隣厚生会東部病

院院長．
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命を救うのに理由はいらない一国境なき医師団の活動

黒崎　伸子

特定非営利活動法人国境なき医師団日本会長

　この半世紀以上の画期的な医療の質の向上によって，先進国では寿命が延び，この四半世紀では移植医療などを

含む最先端の医療の恩恵を受ける人々の数も増えています．しかし，その一方で，何十年経過しても紛争が繰り返

される国・地域や，頻繁に飢饅に襲われる地域では，医療ヘアクセスができないために失われていく命が未だに減

らないのが現実です．これらに対し，1971年に設立されたのが“国境なき医師団（Medecins　Sans　Frontireres，

以下MSF）”です．

　第57回日本生殖医学会の増崎英明・本会会長は，「生殖の使命は生命の継続である．だからこそ，医療は同時代

への貢献のみならず，次世代を生きるものにとっての進歩でなくてはならない」と強調されています．MSFが行っ

ている医療は，この理想から遠くかけ離れたものかも知れませんが，同会長と同様な思いで，「ガラスのように繊

細，でも，時に鋼のように強靭な“いのち”」に日々向き合っています

　2011年，MSFは，世界の68の国と地域で436のプログラムを運営し，治療した患者数は外来8，300，000人，入

院445，000人でした．この年，分娩数は帝王切開も含め192，000件．私たちにとっては，妊娠・分娩に関わる緊急

事態を最小限にすること，つまり，性と生殖に関する健康を享受するという権利を，世界のすべての女性たちのた

めに守ることが私たちの使命です．この状況において，この数年，我々が直面している課題について報告します．

1）紛争や自然災害，それに続く緊急事態での出産前後の母児への医療：国際的には妊婦死亡率や乳児死亡率の低

　下が達成されていますが，個々の妊婦への対応が基本です．母児ともに救命！が理想ですが，まずは，母体の

　救命を優先するのが限界ある資源での現状です．だからこそ，妊婦健診や家族計画の普及などが重要としてい

　ます．（2011年MSFは821，800の周産期健診を行いました．）

2）HIV／AIDS母児感染予防：2011年PMTCT（Prevention　of　mother－o－child　transmission）：2011年，　PMTCT

　治療を受けた妊婦は10，500人，新生児は10，100人．現在，新たなプロトコールを導入したところです．

3）妊娠出産による合併症：人道的援助の視点で，遷延分娩の合併症として問題となっているフィスチュラ治療プ

　ログラムを数カ所で実施

4）性的暴力：紛争地や大量難民キャンプなどで多くみられる性的暴力ですが，性感染症防lhや心理ケア，社会的・

　法的支援を，2011年は14，900例に対して行いました．

　以上のような途上国での現状を理解できる機会となることを祈っています．

略　歴

専門分野：外科…　　小児外科，外科一般

長崎県出身．長崎大学医学部卒業．

東京女子医科大一般外科および聖隷浜松病院外科で研修．

長崎大学医学部付属病院第一外科，国立小児病院外科などで小児外科医として勤務．

2001年から健康保険諌早総合病院・独立行政法人国立病院機構，長崎医療センター小児外科医長・外科医長等を経て，

2012年現在は黒崎崎医院および市立大村市民病院で勤務．

2001年より国境なき医師団（MSF）の医療援助活動に参加し，スリランカ（3回），ヨルダン，インドネシア（2

回），リベリア，ナイジェリア，ソマリア，及び東日本大震災の緊急援助活動の為の宮城県へと，計10回派遣され，

外科医として活動に従事．

2005年3月から6月および，2009年3月から2010年3月まで国境なき医師団日本副会長を務める．2010年4月
より国境なき医師団日本会長．
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多因子疾患である子宮内膜症の真の調節因子とは？

－Endometriosis：amulti－factorial　disease　yet　to　know　more一

カーン　カレク

長崎大学医学部産婦人科

　子宮内膜症は主に性成熟期女性に好発するエストロゲン依存性の慢性炎症性疾患である．本疾患の病態生理や病

因については未だ不明な点が多い．これまで多くの施設から種々の報告がなされ，子宮内膜症においては，エスト

ロゲンに加えて，いくつかの免疫担当細胞や初期あるいは2次的炎症メディエーターがその発育・増殖に関与して

いることが示唆されている，

　私どもは，これまでの子宮内膜症病変や浸潤マクロファージでの研究から，子宮内膜症での初期炎症メディエー

ターとして，細菌性エンドトキシン（LPS）の役割について検討している．子宮内膜症では，子宮内膜症のないコ

ントロールに比して，月経血あるいは腹水中のLPS濃度が有意に高く，それらがToll－like　receptor　4（TLR4）を

介した子宮内膜症の増殖に関与している．骨盤内におけるエンドトキシンの産生源として，子宮内膜症の月経血で

は，コントロールに比して大腸菌（Escherichia　Coli）のコロニー形成が有意に充進していた．本講演では，月経

血への細菌混入の機序に関して私どもの最近の知見を述べる予定である．

　子宮内膜症の骨盤では，骨盤内炎症，内膜症病変の増殖・進展，疹痛刺激など種々の程度の物理的あるいは化学

的な組織ストレス反応が生じていると考えられる．このような観点から，私どもは，活動性の内膜症腹膜病変では，

ストレス反応が元進しており，TLR4を介した内膜症の増殖において，炎症とストレス反応とのあいだにクロストー

クが存在することを認めた．エストロゲン依存性疾患である子宮内膜症では，エストロゲンとLPSが相互に協働

して，骨盤内炎症および子宮内膜症の増殖を元進させていると考えられる．

　以上のことから，私どもは子宮内膜症における新たな病態仮説として，「bacterial　contamination　hypothesis」を

提唱したい．子宮内膜症は単一の因子では説明することが困難であり，骨盤局所における炎症反応，ストレス反応，

およびエストロゲンの相互の協働作用が子宮内膜症の増殖調節に関わっていると考えられる．今後のさらなる検討

が子宮内膜症の病態の理解には不可欠であるが，子宮内膜症における膣内潜在性感染に関する私どもの新たな知見

は，エストロゲン低下作用を主とした従来の薬物療法に加わる新たな治療方策の開発に連なることが期待される．

略　歴

学歴・職歴

1984：ダッカ大学医学部卒業

1996：医学博士（長崎大学）

1998：長崎大学医学部産婦人科　客員研究員

2000～現在：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　助教

賞罰

2003：第23回日本エンドメトリオーシス研究会　優秀演題賞

2004：GOod　PreSentatiOn　Award　at　9th　World　Congress　of　Gynecological　Endocrinology

2010：Best　paper　award　at　ISIR／’JSRI　joint　meeting，　Osaka
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悪性腫瘍と男性不妊症

辻村　　晃

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科）

　一般に，悪性腫瘍患者は内分泌環境やメタボリック因子の変化から，生殖機能が悪化する．さらに，悪性腫瘍に

よる栄養状態の低下や，ビタミン，ミネラル，微量元素の不足も生殖機能を悪化させる要因と考えられている．白

血病などの血液疾患や精巣腫瘍は生殖年齢層に好発することから，男性不妊症への影響は避けられない．一側に精

巣腫瘍を発症しただけで，対側精巣を含めた造精機能が低下することも，よく知られた事実である．ただし，悪性

腫瘍そのもののによる男性不妊症への影響より，悪性腫瘍に対する治療がもたらす晩期合併症としての男性不妊症

の方が臨床上，重要であろう．放射線治療の精巣への影響は古くから知られてきた．最近の研究では，4Gy以上の

照射で精細胞への障害が治療後残存するとされている．しかし，骨髄移植前の全身照射や精巣への悪性腫瘍細胞浸

潤に対する照射などの特殊な場合を除いて，通常，放射線治療時には精巣は遮蔽保護される．従って，臨床的に

問題となるのは，やはり抗癌剤による治療である．一般に，抗癌剤は分裂速度の激しい細胞一癌細胞一に取り込ま

れることで，分裂，増殖の停止を期待するものである．ただし，常に精子へと分裂，分化を続ける精原幹細胞は，

癌細胞同様の障害を受ける．すなわち，いかなる抗癌剤による治療でも，治療後，一日．造精機能は低下する．この

変化は可逆的であるものの，障害が強いと不可逆的になり，無精子症となる．治療後の造精機能を規定する因子と

しては，使用する抗癌剤の種類が挙げられる．ナイトロジェン・マスタード誘導体であるブスルファンや，アルキ

ル化剤であるサイクロフォスファマイドは造精機能への影響が大きい．また，使用された抗癌剤の総量も重要とさ

れ，サイクロフォスファマイドでは総量10g／m2以上の使用で治療後，造精機能障害が持続するとされている．

　これらの晩期合併症としての男性不妊症（無精子症）を考慮して，以前から抗癌剤投与前に精子保存が施行され

ている．しかし，悪性腫瘍と宣告されれば，悪性腫瘍からの完治こそが切望される関心事となり，完治後の晩期合

併症である男性不妊症まで考慮する余裕がないことも多い．実際抗癌剤投与を予定された生殖年齢患者の50－70％

が将来的な挙児を希望する一方で，実際にはそのうち24％の人しか精子保存を行っていないという報告がある．

抗癌剤投与後，無精子症に陥った場合，残された挙児獲得の可能性は精巣内から精子を採取する外科的治療であり，

最近では，MD－TESEが施行されることが多くなった．しかし，成績は必ずしも良好とは言えない．

　本講演では，悪性腫瘍，およびその治療がおよぼす男性不妊症への影響に加えて，精子保存の現状と治療後の無

精子症に対する対応につき，まとめてみたい．

略　歴

経　　歴：

昭和57年3月
昭和63年3月
平成2年7月～
平成8年7月～
平成9年9月～
（平成10年5月20日～平成12年5月19日

平成17年1月～
平成22年11月～

大阪教育大学教育学部附属高校天王寺校舎卒業

兵庫医科大学卒業

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター泌尿器科医師

大阪大学医学部泌尿器科学　医員

大阪大学医学部泌尿器科学　助手

　　　　　　　　　　　　米国ニューヨーク大学泌尿器科および細胞生物学臨床研究員）

大阪大学医学部泌尿器科学　講師

大阪大学医学部泌尿器科学　准教授

受賞歴
平成18年度

平成19年度

社団法人日本泌尿器科学会総会賞（排尿基礎部門）

日本アンドロロジー学会　学術奨励賞
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老化卵子救済のための卵細胞質提供

田中　　温

セントマザー産婦人科医院

　卵子の老化は細胞質（カリオプラスト）の質によって大きく影響されるといわれており，老化卵子の救済法とし

て，除核後の若い卵子に老化卵子の染色体を注入する細胞質置換が注目されている．今回我々は，第二成熟分裂中

期のM－II期卵子に細胞質置換を行い，老化卵子救済に有用かどうかを検討してみた．

　ドナー卵子は，体外受精にて多数の卵子が採れた患者より提供を受け，レシピエント卵子はICSI目的で採取し

たGV期又はM－1期卵子を体外培養し，　M－II期となった卵子を老化卵子のモデルとして用いた．なお，全ての卵

子は患者の同意を得た上で使用した．

　卵子をサイトカラシンB（5μg／ml）の中に15分浸漬後，ノマルスキー微分干渉装置付き倒立顕微鏡下にて，染

色体を少量のカリオプラストと共に除去した．除核後の囲卵腔内にレシピエント卵子のカリオプラストを注入し，

HTF内で30分培養i後，電気融合（交流12V／秒，直流23V／45p秒）を行った．その後顕微授精を行ない，　Sequen・

tial　Mediaで5日間培養し，胚盤胞の発生率を観察した．なお，細胞質置換を行わずにICSIした胚をコントロー

ル群とした．センダイウイルスを用いて融合する場合は，5倍希釈とし，センダイウイルスの沈殿後に短時間浸漬

した後，CCB内でとり出したレシピエントのカリオプラストを除核した細胞質に注入した．

　M－II期の染色体の確認率は，新鮮卵子では92．3％（36／39），体外培養卵子では95％（38／40）であった．レシ

ピエント卵子の染色体検査では，娘染色体の早期分離が21／22（95．5％）と高値であったが，異数性は4．5％（1／22）

と低値であった．

　全てのカリオプラストが除核後のドナー卵子に注入でき，80．6％（25／31）が電気融合した．センダイウイルス

では，100％（15／15）が融合した．電気融合による卵子の活性化率は4％（1／25）で，電気融合後，センダイウイ

ルスによる融合後およびコントロール群の受精率，分割率，胚盤胞発生率は，〔受精率：762％（16／21），100％

（15／15），59．0％（58／98）〕〔分割率：66．7％（14／21），80．0％（12／15），48．0％（47／98）〕〔胚盤胞発生率：38．1％（8

／21），40．0％（6／15），3．4％（3／98）〕であった．8細胞期胚の内細胞塊の染色体を調べた結果，異常の発生率は13．6

（3／22）であった．

　細胞質置換による胚盤胞発生率は，体外培養卵子を顕微授精した場合に比べて有意に高値を示した．現在のとこ

ろ，染色体の確認率や電気融合の成功率も高く，M－II期卵子の細胞質置換は，臨床上有用となる可能性が示唆さ

れた．

略　歴

昭和51年3月

昭和57年3月

昭和57年4月

昭和58年7月

平成2年4月

順天堂大学医学部　卒業

順天堂大学医学部産婦人科大学院　卒業

順天堂大学医学部第一病理学教室　入局

越谷市立病院産婦人科　医長

セントマザー産婦人科医院　院長
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不妊治療の将来の展望

平田　修司

山梨大学医学部産婦人科学講座

　一昨年ノーベル賞を受賞したEdwards博士らが1978年に世界初の体外受精一胚移植に成功したことを画期とし

て，難治性の不妊症に対する体外受精や顕微授精などの生殖補助医療（ART）の応用が始まった．技術的改良に

よりARTの応用範囲は年々拡大し，現在，我が国では，　ARTによる妊娠・分娩が出生児の約2％を占めるまで

に至った．しかしながら，これほどまでに発達したARTによっても，夫婦のどちらかで配偶子が得られない症例

では，その夫婦と遺伝的に親子関係のある児を妊娠させることは不可能である．そうした症例においては配偶子の

ドネーションでのみ妊娠が可能であるというのが現状である．

　羊のDollyを先駆けとして，種々の動物種において，除「核（厳密には，紡錘体であるが，便宜上，核と称する）」

した未受精卵に体細胞核を移植して得られた体細胞クローン胚から個体（体細胞クローン動物）が作出されている．

このことは，未受精卵細胞質に，分化が終了した体細胞の核を初期化する能力があることを示す．体細胞クローン

胚から得られる「クローン胚由来の胚性幹細胞（nuclear　transfer－derived　embryonic　stem　cells；ntES　cells）」

は，受精卵由来のES細胞と同様に分化万能性を持ち，それらから分化誘導した細胞・組織は，体細胞核のドナー

と同一の遺伝情報を持つ．

　NtES細胞は，個体のあらゆる組織・細胞に分化し得る能力を有するので，配偶子の得られない不妊症症例（無

精子症や両側卵巣摘出後）であっても，体細胞由来のntES細胞を樹立し，それを分化誘導して精子や卵子を作出

することによって，「自分自身」の配偶子を得ることが理論的には可能である．この方法によれば，夫婦のどちら

かで配偶子が得られない症例でも，その夫婦と遺伝的に親子関係のある児を妊娠させることが可能となる．

　しかしながら，このような体細胞クローン技術を用いた体細胞からの配偶子の誘導は，技術的には，体細胞クロー

ン胚の作出率，体細胞クローン胚の正常性，そして何より，ntES細胞のin　vi　t’roにおける減数分裂の誘導，等，

解決すべき課題が多い．また，倫理的にも，クローン胚作出のために必要な未受精卵を確保，そして何より，生命

の萌芽である胚を犠牲にしてntES細胞を樹立することの是非，等，多くの課題がある．

　本講演では，体細胞クローン胚の作出，体細胞クローンマウスの作出，ならびにntES細胞の樹立およびその分

化誘導について，教室のデータを中心に概説する．Dollyの誕生以前は，哺乳類における体細胞クローン動物の作

出は「ほぼ不可能」と考えられていたが，信念を持った研究者の努力によって「可能」となった．体細胞からの配

偶子のin　v輌亡roにおける誘導も，現状では「かなり困難」と考えられるが，必ずや「可能」となり，不妊治療の新

たな地平が切り拓かれるであろう．

略　歴
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山梨医科大学附属病院産婦人科　助手

山梨医科大学産婦人科学講座　講師

山梨医科大学産婦人科学講座　助教授

山梨大学大学院医学工学総合研究部産婦人科学講座　助教授（大学名変更）

山梨大学大学院医学工学総合研究部産婦人科学講座　准教授（呼称変更）

山梨大学大学院医学工学総合研究部産婦人科学講座　教授

現在に至る
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教育講演7

子宮内膜症の病態を探る一私たちの研究から見える治療戦略一

楢原　久司

大分大学産科婦人科

　子宮内膜症は全女性の3～10％に発生し，慢性骨盤痛，月経痛，性交痛や不妊などの症状を呈する．そのため，

子宮内膜症患者のquality　of　lifeは著しく低下する．本講演では，まず，子宮内膜症の病態を解明するために私た

ちが取り組んでいる研究の視点を，以下のようにいくつか紹介する．

　子宮内膜症の発生機序としての月経血の逆流現象は多くの女性に認められるのに，子宮内膜症は一部の女性にし

か発症しない．したがって，月経血逆流説のみでは子宮内膜症の発生機序は説明できない．その説明として，子宮

内膜症ではapoptosisの制御に異常が生じることにより，子宮内膜症細胞が子宮外でも生存・増殖し，子宮内膜症

の病態が形成されることが挙げられる．そこで，私たちは，多くの組織でapoptosisに関わるIFN－Yに着目し，正

常子宮内膜問質細胞と子宮内膜症間質細胞との差異を検討した．

　子宮内膜症病変では，月経周期に伴い周期的に出血，凝血，吸収を繰り返して癩痕化し，周囲と癒着しながら増

悪する．その結果，病状は進行し，不妊症や月経痛，慢性骨盤痛，性交痛などの症状の原因となる．この癒着・搬

痕化のメカニズムを探るため，子宮内膜症間質細胞をcollagen　gel内で培養し，　contraction　assayを行い，正常

子宮内膜間質細胞との違いとその分子機構について検討した．

　子宮内膜症における月経痛，慢性骨盤痛，性交痛などの疾痛に対し，手術療法とともに多くの薬物療法が行われ

ている．このうち，エストロプロゲスチン（EP製剤）やプロゲスチン（ジエノゲスト）は，これらの疾痛に対す

る効果がEBMとして認められているものの，その作用機序や痔痛以外の作用については十分明らかではない．そ

こで，前述のcollagen　gel　contraction　assayを用いてエストロプロゲスチンやプロゲスチン（ジエノゲスト）の

作用機序について詳細に検討した．

　以上の検討における結果をそれぞれ考察し，また，時間が許せば，最近得られた結果から，エピジェネティック

修飾などの新たな治療薬の可能性について述べる．そして，現段階での私たちの研究の到達点と今後の展望を呈示

し，それらによるイメージ形成を通じて会員の皆様の診療や研究に多少なりとも役立つことができればと考えてい

る，
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大分医科大学医学部（産科婦人科学）助手

米国テキサス大学（産科婦人科・生化学科）留学（研究フェロー）

大分医科大学医学部附属病院（産科婦人科）講師

大分医科大学保健管理センター　産婦人科学校医

米国テキサス大学（産科婦人科）客員教授

大分医科大学医学部（産科婦人科学）助教授

大分大学医学部（産科婦人科学）助教授

大分大学医学部（産科婦人科学）教授，現在に至る
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周産期，腫瘍，女性医学領域と生殖医学会との座談会

司会　吉村　泰典（慶雁義塾大学産婦人科）

演者　海野

　　　片渕

　　　堂地

　　　峯岸

信也（周産期・北里大学産婦人科）

秀隆（婦人科腫瘍・熊本大学産婦人科）

　勉（女性のヘルスケア・鹿児島大学産婦人科）

　敬（生殖医療・群馬大学産婦人科）

日生殖医会誌57巻4号

【概要】

　生殖補助医療の進歩により，多くの不妊症に悩むカップルが子どもを授かることができ，生殖医

療は今後も必須の治療法であることに疑念の余地はない．

　一方，キャリアの継続やそれに伴う晩婚化など女性のライフスタイルの変化に伴い，本邦におけ

る妊娠・出産年齢は高齢化している．高齢化に伴い妊孕能は低下するため，高齢女性に対する不妊

治療は増加している．また，生殖年齢における癌治療や早発閉経などによる不妊女性，あるいは先

天的な子宮奇形に伴う不妊女性の中には，卵子提供や代理母などを求めて海外への渡航治療を選択

するケースが知られている．

　以上のような社会背景の中で，生殖医学会が胚移植数を制限することで生殖補助医療に伴う多胎

妊娠は減少している．しかし，高齢女性や卵子提供による妊娠では産科合併症の危険性が高まるの

ではないかという新たな問題も指摘され，不妊治療に伴う先天異常などを含む周産期リスクの評価

と対策には，生殖医療から周産期医療までの継続したフォローアップが重要と思われる．また，生

殖年齢の女性における子宮がんの罹患を予防することは大切であり，HPVワクチン接種と子宮頸

癌検診の必要性や，月経異常は子宮内膜癌のリスク因子でありその治療は重要であることなど，社

会への啓発が必要である．婦人科腫瘍による子宮摘出に伴う両側付属器の取り扱いに関して，生殖

内分泌あるいは女性のヘルスケアの立場からみると両側付属器の温存は，卵巣機能の温存と将来の

骨粗髪症，心疾患などの予防に重要である．一方，婦人科腫瘍の立場からは将来の卵巣あるいは卵

管癌の発症を予防する効果を期待できるため，特に家族性卵巣癌などの遺伝背景を有するものには

予防的付属器摘除の選択も考慮される．いずれの選択にもメリットとデメリットとが存在するた

め，多角的な見地からそれぞれの症例に対するベストな治療法の選択が重要と思われる．

　本座談会では，生殖内分泌領域が他領域と連携して取り組む必要がある様々な問題を明らかにし

たい．
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Regenerative　Medicine　in　Reproduction

（セミナー・生殖と再生医療）

1）From　safety　issues　in

　　　concept

ovarian　tissue　transplantation　to　the　artificial　ovary

Jacques　Donnez，　Marie－Madeleine　Dolmans

Department　of　Gynecology，　Universite　Catholique　de　Louvain，　Cliniques　Universitaires　St．　Luc．

　　Reversing　treatment－related　premature　ovarian　failure　using　autotransplantation　of　frozen－thawed　ovarian

tissue　harvested　before　chemo－radiotherapy　is　becoming　an　increasingly　realistic　prospect　for　clinical　applica－

tion，　since　more　than　201ive　births　have　already　been　reported　with　this　technique．　Our　objective　is　to　offer

young　patients　at　risk　of　premature　ovarian　failure　after　treatment，　safe　fertility　preservation　options．

　　One　major　concern　raised　by　the　transplantation　of　ovarian　cortical　fragments　in　cancer　patients　is　the　po－

tential　risk　that　the　cryopreserved　ovarian　tissue　might　harbor　malignant　cells　that　could　induce　a　recurrence

of　the　disease　after　reimplantation．

　　Hematological　malignancies　and　breast　cancer　are　the　most　frequent　indications　for　ovarian　tissue　cryo－

preservation．　Both　carry　the　risk　of　ovarian　metastasis．

　　We　therefore　decided　to　conduct　a　study　to　evaluate　the　presence　of　malignant　cells　in　human　cryopre－

served　ovarian　tissue　from　patients　with　advanced　breast　cancer　disease　and　chronic　myeloid　leukemia　or

acute　lymphoblastic　leukemia（ALL）．

　　In　each　case，　histology，　polymerase　chain　reaction　for　disease－specific　markers　and　xenografting　were　used

to　test　the　frozen－thawed　ovarian　tissue．　PCR　results　show　that　malignant　cells　may　be　present　in　ovarian　tis－

sue　from　leukemic　patients，　and　also　from　advanced－stage　breast　cancer　patients．　Xenografting　experiments

show　that　malignant　cells　present　in　ovarian　tissue　from　patients　with　ALL　could　proliferate　after　thawing．

　　Nevertheless，　when　appropriate，　these　patients　should　still　benefit　from　fertility　preservation　techniques．

Ovarian　tissue　cryopreservation　is　often　the　only　option　we　can　offer　to　leukemic　patients，　due　to　the　lack　of

time　for　ovarian　stimulation　or　because　of　their　prepubertal　age．　For　these　patients，　follicle　culture　with　in　vi－

tro　maturation　could　be　a　solution；another　option　could　be　grafting　of　isolated　follicles．　Research　in　this　excit・

ing　field　has　to　continue，　in　order　to　develop　different　possibilities　for　fertility　preservation　that　will　allow　us

to　propose　the　most　appropriate　option　to　patients，　according　to　disease．

略　歴

Marie－Madeleine　Dolmans　earned　her　medical　degree　from　the　Universit6　Catholique　de　Louvain　in　Brussels，

in　2000　and　her　PhD　degree　on“Cryopreservation　and　transplantation　of　human　ovarian　tissue”in　June　2006，

with　Professor　Jacques　Donnez　and　Anne　Van　Langendonckt　acting　as　promoters．　Her　research　work　focuses

on　human　ovarian　follicle　isolation　and　transplantation．　Currently，　she　is　an　associate　professor　in　the　depart・

ment　of　gynecology　at　the　UCL，　working　half　time　in　clinics（infertility）and　half　time　in　research．
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Regenerative　Medicine　in　Reproduction

（セミナー・生殖と再生医療）

2）早発卵巣不全患者の卵子の再生　休眠原始卵胞の活性化による成熟卵子の産出

河村　和弘

聖マリアンナ医科大学産婦人科准教授生殖医療センター長

　早発卵巣不全は40歳以下の女性が続発性無月経を呈する病態で，一般女性の1％に認められる．血中FSH濃度

は更年期レベルの高値を示し，卵胞発育は認められず不妊となる．現在早発卵巣不全の治療としては，カウフマン

療法などのホルモン補充療法（HRT）を行いつつ偶発的な卵胞発育をとらえるか，ゴナドトロピン投与による卵

巣刺激が試みられている．当大学では，HRTとゴナドトロピン療法を軸に様々なプロトコールを試し，一定の成

果を上げてきたが，その成績は限定的で新たな治療法の開発が必要であった．第三者からの提供卵子（ドナー卵子）

を用いた体外受精胚移植は1つの方法であるが，本邦では普及していない．その理由の1つとして，他人の卵子で

はなく自分の卵子で自分の子を得たいという強い思いがあると考えられる．

　卵巣には，卵子の源である多数の原始卵胞が休眠した状態で存在している．通常卵巣内では，毎月～1000個の

原始卵胞が活性化されて発育を開始し排卵に至る．原始卵胞の数は出生以降増加することはないと考えられてお

り，加齢と共に減少していく．早発卵巣不全患者では，早期に原始卵胞が減少していくものの，完全に消失してい

る患者は少ない．原始卵胞の活性化機構は不明であったが，我々は最近，マウスおよびヒトの原始卵胞において，

PTEN（phosphatase　and　TENsin　homolog）阻害剤とPI3K（phosphatidylinositol－3　kinase）活性化剤を用いた

休眠原始卵胞の人為的活性化に成功した．原始卵胞における細胞増殖，分裂シグナル経路であるPI3K経路を一時

的に刺激することで原始卵胞が活性化され卵胞が発育を開始する．本法の臨床応用は，成熟卵子を産出する能力が

失われた早発卵巣不全患者から卵子産出能を再生させ，これらの患者が自らの卵子で妊娠可能となる技術的break

throughになると期待される．本法の安全注を動物実験にて確認した後，我々はこの技術を臨床応用し，早発卵巣

不全患者が自らの卵子を産出してIVF－ETにより不妊治療を行う試みを，倫理委員会の承認と患者の同意の下に

世界に先駆けて行った．同意を得られた早発卵巣不全患者から卵巣を腹腔鏡下で摘出し，ガラス化法により凍結保

存した．至適な時期に凍結卵巣組織を解凍して断片化したのち，PTEN阻害剤，　PI3K活性化剤による原始卵胞活

性化処理を行い，卵巣断片を再度腹腔鏡により卵管漿膜下に自家移植した．移植後に経膣超音波検査にて卵胞発育

（胞状卵胞）が認められ，rFSH投与により卵胞を発育させhCG投与後に排卵前卵胞から成熟卵子の採取に成功し

た．本講演では，我々が取り組んでいる早発卵巣不全患者に対するこの新たな不妊治療について概説する．
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3月～現職
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シンポジウム1

「排卵誘発における副作用低減の工夫」

S1－－1．卵胞発育の基礎知識アップデート

折坂　　誠

福井大学・産科婦人科

　卵胞の発育プロセスは，下垂体性ゴナドトロピン（特にFSH）への依存度に応じて，①原始卵胞～1次卵胞～2

次卵胞までの「gonadotropin－independent　growth（ゴナドトロピン非依存性発育）」と，②前胞状卵胞から胞状

卵胞への移行期に相当する「gonadotropin－responsive　growth（ゴナドトロピン反応性発育）」，さらには③胞状卵

胞が成熟し排卵へと至る「gonadotropin－dependent　growth（ゴナドトロピン依存性発育）」の，3つのステージ

に大別される．このうち，①と②に相当するゴナドトロピンに依存しない前半プロセスはInitial　recruitmentと称

され，月経周期のFSH作用に完全に依存する③のCyclic　recruitmentとは分けて考える必要がある．すなわち，

我々がゴナドトロピン製剤を用いて排卵誘発を試みることができるのは，胞状卵胞以降のCyclic　recruitmentの

ステージのみであり，Initial　recruitmentのプロセスを制御することは未だ不能である．

　Initial　recruitmentにおける卵胞発育のmain　regulatorは卵巣内の局所因子であり，近年は特に卵胞を構成する

卵子～穎粒膜細胞～英膜細胞の細胞間クロストークが注目を集めている．例えば，卵子由来のgrowth　differentia－

tion　factor　9（GDF9）は，頼粒膜細胞アポトーシスと卵胞閉鎖を抑制することによって，初期卵胞の生存に寄与

している．また，黄膜細胞由来のアンドロゲンは初期の卵胞発育を促進するが，このアンドロゲン作用を制御して

いるのは卵子由来のGDF9である．最近になり，休止状態の原始卵胞が発育を開始するメカニズムにおいて，細

胞内シグナル伝達系の1種であるPI3K／Akt経路の活性化が極めて重要であることも明らかになっている．

　Cyclic　recruitmentに際し，　FSHは願粒膜細胞における強力なアポトーシス抑制因子であり，卵胞閉鎖を抑制

する中心的なプレーヤーである．卵胞期のFSH作用はインヒビン等を介して徐々に減弱していくが，この現象は

単一卵胞の選択メカニズムと認識されている．FSH刺激により増大した胞状卵胞では，穎粒膜細胞においてLH

受容体が発現誘導される結果，卵胞がLHに対する依存度を深めつつ成熟プロセスへと移行していく．至適レベル

のLHは卵胞や卵子の成熟に極めて重要な役割を担うが，過剰なLH刺激は卵胞の早期黄体化や卵子の質低下を招

くことも知られている．

　本講演では，「排卵誘発における副作用低減の工夫」を論ずるにあたり，ぜひ押さえておきたい卵胞発育に関す

る基礎的知見について，文献的考察を中心に概説していきたい．

略　歴

昭和44年

平成5年

平成6年～

平成11年～

平成15年～17年

平成18年

平成19年～

平成20年～

平成22年～

平成24年～

富山県で出生

福井医科大学　卒業

直ちに，福井医科大学・産科婦人科学教室に入局

京都府や石川県の関連病院に勤務

福井医科大学・産科婦人科学　助手

文部科学省在外研究員としてカナダ・オタワ大学に留学

Outstanding　Research　Contributions　as　Postdoctoral　Fellowで表彰

医学博士号（甲）取得

福井大学医学部附属病院・産科婦人科　病棟医長

福井大学医学部附属病院・産科婦人科　講師

福井大学医学部附属病院・産科婦人科　外来医長

福井大学医学部附属病院・産科婦人科　病棟医長

福井大学医学部・産科婦人科　副科長
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「排卵誘発における副作用低減の工夫」

Sl－2．　PCOSに対する排卵誘発の工夫

中村　康彦

山口県立総合医療センター産婦人科

　PCOSは，多くの病態生理が解明されてきたが，その挙児希望に応える治療方法の選択肢は少なく，クロミフェ

ンとFSH製剤が依然として排卵誘発方法の主役である．排卵誘発は単一排卵・単胎妊娠が理想であるが，　PCOS

症例では特に発育卵胞数のコントロールが難しいことから，多胎妊娠やOHSSといった女性あるいは児に悪影響

を及ぼす副作用に悩まされる．我々は，クロミフェンを150mg／dayにまで増量しても卵胞発育を得られない症例

には，クロミフェンの2－step投与を行っている．また，ゴナドトロピン療法へ進む前に同意の得られた患者には，

メトフォルミン併用療法を試みている．しかし，内服剤で卵胞発育が得られない場合や妊娠に至らない症例では，

ゴナドトロピン療法・ARTへとstep　upせざるを得ない．

　2004年4月～2011年12月までに当院を受診したPCOS患者は78名であり，これは不妊患者の11．2％を占めて

いた．平均年齢は31．1±4．1才，BMIは219±3．9，原発不妊の割合は69．2％で，妊娠54例69．2％，流産9例16．7％，

多胎妊娠4例7．4％，OHSS　21例26．9％を認めた．クロミフェン単独投与で排卵の得られた症例は42例53．8％で，

排卵周期が5割に満たない16症例を加えると，クロミフェン単独投与に反応した症例は58例74．4％であった．

クロミフェン単独療法で妊娠に至った12例は，いずれも前者のグループであった．クロミフェン2－step療法を行っ

た症例は22例あったが，14例63．6％で排卵周期が得られ，3例13．6％が妊娠に至った．クロミフェン・メトフォ

ルミン併用療法を行った症例は28例あったが，排卵周期の得られた症例は19例679％で，9例32．1％が妊娠に

至った．クロミフェンを主体とした内服薬治療により24／78（30．8％）の症例が妊娠に至っており，多胎やOHSS

の発生は無かった．

　FSH－hCG療法では，投与開始量を75単位とした18症例で14例77．8％に排卵を認め，3例の妊娠1例のOHSS

を認めた．100単位で開始した12例は，すべて排卵に至り，1例の妊娠2例のOHSSを認めた．150単位で開始

した29例もすべて排卵に至り5例の妊娠1例の多胎，15例のOHSSを認めた．

　講演では，上記の臨床データを中心にPCOSの排卵誘発について考えてみたい．　PCOSの多くはoligomenorrhea

でありamenorrheaは少ない．既往妊娠（続発不妊）や今回自然妊娠した症例もあり，生体は排卵・妊娠すべく自

ら動いている．PCOSの排卵障害は卵巣での主席卵胞選択過程の障害であり，その仕組みの改善が排卵誘発におけ

る副作用軽減のカギである．ここに一工夫加える術がクロミフェン無効症例に対する新たな治療につながると思わ

れる．

略　歴

1957年（昭和32年）福岡県北九州市小倉にて出生．1982年（昭和57年）に山口大学医学部を卒業し，直ちに産

科婦人科学教室（鳥越　正教授）に入局し，産婦人科医として臨床研修をスタートした．山口大学医学部附属病院

および県内関連病院にて研修の後，1984年にII」口大学大学院へ進学し，加藤　紘前教授の下で生殖内分泌の基礎

研究を開始した．その後，1986～88年，アメリカ，カンザス大学，生理学教室（ポール・テラノバ教授のもと）で

卵巣生理（卵胞発育・卵胞閉鎖・排卵）に関する基礎研究に従事した．帰国後は再び山口大学大学院にて卵巣生理

に関する基礎的研究（卵巣内肥満細胞やマクロファージの関与，活性アミン，IL－L　NO，メラトニンの役割）を

大学院生とともに行ってきた．この間，「preovulatory　follicleに対するIL－1αの影響」に関する論文で学位を取

得している．1990年（平成2年）からは山［大学附属病院で生殖医療の臨床責任者となり，1992年には同院で体

外受精治療を立ち上げた．若手研究者の教育・育成，臨床指導を行いつつ，臨床研究（生殖生理と不妊症）にも従

事してきた．これら成果は100編を超える基礎および臨床論文としてpublishされている．一方で，山口県内の不

妊問題にも積極的に取り組み，2000年からは山口県不妊相談事業の実施責任者として県内の健康福祉センターの

協力のもと，無料の相談事業を開始し，現在もその会長として活動している．2004年からは，現在の山口県立総

合医療センターに移り，婦人科の責任者として臨床（生殖医療～婦人科癌治療まで）に携わり，一方で生殖医療セ

ンターを立ち上げART治療を軌道に乗せ，生殖医療専門医制度認定研修施設としての認可を得て後輩の指導にあ

たっている．また現在山口県のART管理責任者としても活動している．
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「排卵誘発における副作用低減の工夫」

S1－3．　PCOSの病態改善を目指した排卵誘発法

森下　美幸

札幌医科大学産婦人科

　多嚢胞性卵巣症候群PCOSの排卵誘発の際に注意すべき副作用は卵巣過剰刺激症候群OHSSの発症である．重

症OHSSでは，血管透過性の充進により血管内脱水がおこり，易血栓形成状態が認められたり，腎血流の減少に

より乏尿になり，また肝血流の減少により肝障害を発症することもある．OHSSは明らかに医原性であり，この発

症は可能な限り避けるべきである．

　OHSSの発症は，　PCOSではゴナドトロピン製剤を使用した時に起こり易い．従ってOHSS対策としては，ゴナ

ドトロピン製剤を使わずに排卵誘発をするか，使ってもできるだけ少量のゴナドトロピン製剤の投与で排卵誘発が

できれば，OHSSの発症率は低減できる．　PCOSの病態を出来るだけ改善し，少しでも自然排卵に近い状態にでき

ればOHSSの発症は防げると言える．

　PCOSでは様々な異常徴候を合併する．男性ホルモンの高値，　LH／FSHの高値インスリン抵抗性，抗ミュー

ラー管ホルモンAMH高値などが代表的である．

　一般的にPCOSの排卵誘発に使用する薬剤の第一選択はクエン酸クロミフェンCCである．このCCで排卵が惹

起されることが多いが，上記の異常徴候は改善しない．

　CC無効例に対して，腹腔鏡下卵巣多孔術LODを実施することがあるがこのメカニズムについては不明なこと

が多い．

　最近卵巣予備能を反映しているとして注目されているマーカーにAMHがあるが，先ほども触れたようにPCOS

患者のAMHは高値を示すことが多い．　AMHには初期卵胞のリクルートを抑制する作用ならびにFSHに対する

閾値を上げる作用があることも報告されている．つまり高AMHの状態は排卵誘発にとっては，抑制的に作用して

いる可能性がある．従って，本研究ではLODが高AMHを低減させるかどうかを排卵誘発効果とともに検討した．

　また，PCOSではインスリン抵抗性を合併していることが多く，　CC無効例にインスリン抵抗性改善薬を併用す

ることで排卵効果が助長される．インスリン抵抗性改善薬には，ビグアナイド系のメトフォルミンが使用されるこ

とが多いが，われわれは，多彩な作用をもつチアゾリジン系インスリン抵抗性改善薬であるピオグリタゾンを用い

てその効果を検討した．

　結果は，LODにより，排卵障害が軽減し，卵巣性アンドロゲンであるテストステロンTとアンドロステンジオ

ンAが有意に低下し，さらにAMHも低下することが判明した．

　またCCにピオグリタゾンを併用すると，インスリン抵抗性は勿論T，　A，　AMHが有意に低下し，排卵効果

が得られた．

　以上のことから，PCOSに対するゴナドトロピンの副作用であるOHSS発症を防ぐためには，　LODあるいは，

CCにピオグリタゾンを併用し，病態を改善することが極めて有用であることが判明した．

略　歴

札幌出身．

2001年

2010年

2011年

札幌医科大学卒業．同年札幌医科大学産婦人科教室入局．

道内関連病院研修．

健保連大阪中央病院研修

札幌医科大学産婦人科助教　（ここから生殖医療とかかわるようになりました）
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「排卵誘発における副作用低減の工夫」

S1－4．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者におけるIUIならびにARTのための排
　　　　卵誘発について一副作用軽減の工夫一

京野　廣一

京野アートクリニック（仙台）／京野アートクリニック高輪（東京）理事長

　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は不妊患者の4－7％を占め，アジアではその1／3が肥満型，2／3がやせ型に分類

される．インスリン抵抗性や高アンドロゲン血症は肥満型に多く，LH／FSH比高値はやせ型に多くみられる．肥

満型に対する治療としては減量やメトフォルミン療法を，やせ型に対しては経口避妊薬の前投与が有効と考えてい

る．PCOS患者における妊娠率は他の不妊原因に比べて良好で，注意すべきは副作用としての卵巣過剰刺激症候群

（OHSS）や多胎妊娠の軽減である．タイミングや人工授精においては単一卵胞発育が目標であり，クロミフェン

が第一選択であるが，クロミフェン無効の場合に，rFSHの低用量漸増療法（初期投与37．5－501U）が有効である．

単一卵胞発育率，排卵率，妊娠率も高く，OHSSや多胎妊娠率も低く，推奨される．一方，体外受精においてはOHSS

さえ回避すれば，単一胚移植することで多胎妊娠を防止できる．従来よりGnRHアゴニスト・ロング法がPCOS

患者の排卵誘発法として推奨されているが，妊娠率は高いものの，OHSSが必発である．当院ではOHSSの予防

ならびに採卵後の対策として，1）卵巣刺激法としてレトロゾール（月経周期3日目より25－5Dmgを5日間投与）

を併用するGnRHアンタゴニスト療法を採用する，2）重症化が予測される場合，　triggerとしてGnRHアゴニス

トを代用するか，最少投与量hCG25001Uを使用する．それでもリスクがさらに高まると予想される場合には全胚

凍結して，数周期後にホルモン補充周期（HRT）に移植することで，回避可能であり，妊娠率も高い．とは言え，

OHSSは油断大敵であり，発表時に症例を提示するが，細心の注意を払って診療すべきである．また，排卵誘発を

ほとんどしない未成熟卵子の体外成熟培養（IVM）も副作用軽減として推奨される．排卵誘発をしないので費用

が安価であること，副作用が無いこと，通院回数が少なくてすむこと，採卵時期に幅があり，スケジュールを決め

やすいなどの長所がある．一方，採卵や卵子鏡検に熟練を要すること，成熟率が低いこと，核と細胞質の成熟のア

ンバランスや胚と子宮内膜との同期化に問題があり，妊娠率がやや低いことが短所である．IVMは世界で1000名

以上の児が生まれ，安全性についても多数報告されるようになってきたが，実施している施設が限定されており，

いまだ研究段階である．

略　歴

1978年

1983年

1995年

2007年

2012年

福島県立医科大学卒業

東北大学チームの一員として日本1－3番目の体外受精妊娠・出産に成功

レディースクリニック京野を開院（現　大崎市）

京野アートクリニックを開院（仙台市）

京野アートクリニック高輪を開院（港区）

日本産科婦人科学会専門医，日本生殖医学会生殖医療専門医，JISART副理事長，日本IVF学会副理事長，日本

受精着床学会倫理委員・理事，日本哺乳動物卵子学会理事，日本生殖医療心理カウンセリング学会常務理事，日本

低温医学会理事，東北ART研究会代表世話人，など．卵巣刺激法，胚盤胞培養，未成熟卵子の体外成熟培養，凍

結（卵子・精子・卵巣組織），妊孕性温存，男性不妊，体外培養（卵巣・精巣組織），卵子活性化などに興味を持ち，

これまで150以上の論文・学会発表（英文・和文）がある．
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「無精子症の取り扱いに関する問題と展望」

S2－1．精巣組織培養法は無精子症を治療できるか

小川　毅彦

横浜市立大学学術院医学系泌尿器病態学

【目的】器官培養法（組織培養法）は20世紀初頭あるいはそれ以前から，生物学の研究に用いられてきた実験手法

である．精巣組織培養法は精子形成をin　vitroで再現する手法として1960年代に精力的に研究されたが，精子形

成は減数分裂途中で止まってしまい，半数体の完成をみることは無かった．我々は，この精巣組織培養法に再注目

し，様々な改良を加えてin　vitroでの精子形成系開発を試みた．さらに精子形成不全を示す突然変異マウスを用い

て，精巣組織培養法により，精子形成不全を治療する試みを行った．

【材料と方法】実験には，減数分裂特異的にGFPを発現する2種類のトランスジェニックマウス（Acr－GFPとGsg

2－GFP），および精子形成不全を示す突然変異マウスSl／Sldを用いた．これらマウスの仔の精巣組織片をアガロー

スゲルに乗せて培養液と気体層の境界に置き，様々な条件で培養した．また，マウス精子幹細胞を培養して増殖さ

せ，それらを別の精巣の精細管内に注入移植し，その精巣組織片を培養して（体外移植培養法），精子形成を誘導

した．培養下で得られた精子細胞・精子で顕微授精実験を行った．

【結果】組織片をアガロースゲルに乗せて培養液と気体層の境界に置き，34℃，無血清培地（KSR添加，あるいは

AlbuMAX添加）を用いた条件で，　Acr－GFPとGsg2－GFPが広汎かつ長期間発現した．それらの精巣組織片では，

減数分裂を経て，精子形成が完成できたことを確認した．産生された精子細胞・精子からは，顕微授精により健康

な産仔が得られた．また精巣組織片を凍結保存し，解凍後に培養する実験でも精子形成が誘導され，精子が産生で

きることが確認された．体外移植培養法では，注入された精子幹細胞は精細管内で増殖・分化し，精子形成が確認

された．そこで得られた精子細胞を用いた顕微授精でも産仔が得られた．Sl／Sldマウスの精巣組織を培養して種々

のサイトカインを添加して培養した結果，精子形成が誘導できることも確認した．

【考察・結論】上記の結果は，マウス精巣組織を用いたものであるが，哺乳類において精子幹細胞からin　vitroで

妊孕能のある精子産生に成功したのは世界初であり，今後はヒトを含む他種動物の精巣組織片にも応用できる可能

性がある．また精子形成不全を示す突然変異マウスの精巣組織を用いた培養で，精子形成を誘導できたことは，男

性不妊症の治療法として，この方法がもつ可能性を示したと考える．

略　歴

【学歴】

昭和60・3・31

平成1・3・31
【職歴】

平成1・4・1
平成1・9・1
平成3・7・1
平成5・9・1
平成6・6・2
平成7・11・1

平成10・7・1

平成11・4・1

平成15・4・1

平成17・4・1

平成19・4・1

横浜市立大学医学部卒業

横浜市立大学大学院医学研究科修了（病理学専攻）

横浜市立大学医学部病院　泌尿器科

横浜南共済病院　泌尿器科医師

川崎市立井田病院　泌尿器科医師

横浜市立大学医学部附属浦舟病院泌尿器科助手

国立横須賀病院　泌尿器科医師

米国ペンシルベニア大学獣医学部生殖生理学教室　客員研究員（Ralph　L．　Brinster研究室）

横浜市立大学医学部附属病院　泌尿器科（助手）

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター　泌尿器科　講師

横浜市立大学医学部泌尿器科講座　講師

横浜市立大学医学部泌尿器病態学　準教授

名称変更に伴い　同　准教授

現在に至る
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S2－2．染色体異常（Y染色体微小欠失も含む）のある無精子症にどう対応するか．

高　　栄哲，並木　幹夫

金沢大学大学院医学研究科泌尿器科学

1．男性不妊症における染色体異常
男性不妊症にみられる染色体異常の第1位はクラインフェルター症候群であり，第2位はY染色体長腕上の微小
欠失である．

2．クラインフェルター症候群
頻度は比較的高く，約1，000人に1人の割合である．病因は母方減数分裂期の相同染色体不分離によると考えられ

ている．精巣は小さく無精子症となる．外性器の発達や性機能は正常である場合が多い．また，モザイク型では，

時に精子形成も認めるが，無精子症が大半である．TESE（testiculal　sperm　extraction）によって精子採取が可能

な症例も多く．この場合ICSI（Intracytoplasmic　sperm　injection）によって挙児を得ることもできる．

3．転座
男性不妊症において，相互転座やロバートソン転座の頻度が高いとされている．均衡型転座の染色体数は46であ
り，不均衡型転座であるロバートソン転座は45である．前者は，2本の染色体間で染色体断片あるいは腕全体を
交換しているため，染色体数に過不足はない，後者は，各染色体（13，14，15，21，22番）末端の着糸点と染色

体短腕のセントロメア近傍で切断された断片が融合するため，染色体数が減じる．均衡型転座保因者は400人に1
人と頻度が高く，精液所見に異常を伴うことは少ない．ロバートソン転座は，セントロメア近傍のヘテロクロマチ
ン領域の部分が失われるので，遺伝子に影響しないと考えられ，精液所見にも異常はないとされているが，逆に精

子所見に影響がでるという報告もある．

4．Y染色体微小欠失
Y染色体長腕遠位側に精子形成領域AZF（azoospermia　factor）が存在し3つの領域a，　b，　cに分類されている．

（1）AZFa領域欠失
ヒトゲノムに内在する内因性レトロウイルス（HERV）の染色体内相同再組換えの結果生じた欠失である．その精
巣組織型はSertoli　cell　onlyで，精液所見は無精子症である．　TESEの適応はない．

（2）AZFb領域欠失
AZFc領域を含めたこの領域は，リピート配列からなりパリンドローム構造をもつ．相同リピート配列間の染色体
内相同再組み換えの結果，欠失が生じる．組織学的にはmaturation　arrestであり，減数分裂が完成しない．精液

所見は無精子症であり，TESEの適応はない．

（3）AZFc領域欠失
この領域のパリンドローム構造は，さらに小さなパリンドローム複合体からなり，相同組換えによって欠失が生じ

る．AZFc領域全欠失は乏精子症や正常精液所見を呈するものまである．さらに，　AZFc領域部分欠失は精子数に
全く影響を与えない場合が多い．無精子症の場合TESEの適応がある．しかし，男児に対しては，　Y染色体の微
小欠失が伝播されることが知られているので，インフォムドコンセントが重要である．

略　歴

昭和60年3月
昭和60年7月
昭和61年4月
昭和62年7月
平成2年7月
平成3年3月
平成3年7月
平成6年7月
平成8年7月
平成11年4月
平成16年4月
平成19年4月
平成22年8月
現在に至る

広島大学医学部医学科卒業
大阪大学付属病院泌尿器科研修医
大阪府立成人病センター泌尿器科医員
健康保険組合大阪中央病院泌尿器科医員
大阪大学医学部泌尿器科研究生・医員
米国国立衛生研究所（NIH）research　associate留学

大阪大学医学部医学博士号
公立学校共済組合近畿中央病院泌尿器科医長
金沢大学附属病院泌尿器科助手
金沢大学附属病院泌尿器科講師
金沢大学大学院医学系研究科助教授
金沢大学大学院医学系研究科准教授
金沢大学医薬保健研究域医学系　集学的治療学（泌尿器科学）病院臨床教授
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S2－3．非閉塞性無精子症に対する内分泌療法～効く症例と効かない症例～

白石　晃司，松山　豪泰

山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野

　我々は非閉塞性無精子症（non－obstructive　azoospermia：NOA）に対しmicrodissection　TESE（micro－TESE）

を施行するも精子採取が不可能であった症例に対しhCGをベースにした内分泌療法（Hum　Reprod　2012）を行い，

これまでに37例中7例（19％）に2回目のmicro－TESEにて精子採取が可能であった．他施設においても有効か

ら無効であったというさまざまな報告を受けており，適応症例の選択のほかにmicro－TESEの方法，胚培養i士の

技術の差など施設問で多くのパラメーターの差が存在することが考えられる．我々はゴナドトロピン正常症例，精

巣容積が6ml以下の症例（硝子化した精細管が多く含まれているケースが多いため），クラインフェルター症候群

などの染色体異常症例は除外している．

　1回目のmicro－TESE時の組織学的検討にて，精粗細胞でのarrestやSertoli　cell　only（TESE組織の処理にて

germ　cellが認められた場合は内分泌療法を施行）のケースでは内分泌療法は無効であった．精子採取可能であっ

た7例中3例はprimary　spermatocyteでのarrestであり，4例はhypospermatogenesisであったことから内分泌

療法にて全体的な成熟精子への分化（spermiogenesis）が促進され，2回目のmicro－TESEにて容易に精子採取が

可能となったのではないかと考えられた．Intratesticular　fluidを採取し精巣内テストステロン濃度（ITT）を測

定したところ内分泌療法によりITTは著明に上昇することを確認しており，我々が行っている内分泌療法はある

程度成熟したgerm　cellのテストステロン依存性のステップにおいてのみ精子形成を促進しうると考えられた．

　一方で，micro－TESEにて精子が採取できた部位においては採取できなかった部位に比べ，　EGF　familyの分子

の発現が高く，内分泌療法によりこれらの増殖因子の発現が充進しており（J　Androl　2012），それらの増殖因子は

hCG刺激によりLeydig細胞より分泌されることを観察している（En　docrin　ology　2006，2007）．内分泌療法前後の

精巣内のproliferating　nuclear　cell　antigen（PCNA）の発現を解析したところ，　spermatogoniaにおけるPCNA

の発現は明らかに充進していた．つまり内分泌療法はspermatogoniaレベルの未熟なgerm　cellのDNA合成にも

影響を及ぼしている可能性が示唆され，今後early　maturation　arrest症例に対する内分泌療法の再検討を行って

いく．

略　歴

【学歴，職歴】

1995年3月

2001年3月

2001年4月

2002年4月

2004年4月

2007年4月

2009年1月

山口大学医学部卒業

山口大学大学院医学研究科博士課程修了

総合病院小野田市立病院泌尿器科

山口県済生会下関総合病院泌尿器科

米国アイオワ大学薬理学（ボスドク）および泌尿器科（クリニカルフェロー）

あいち小児センター泌尿器科および関連病院

山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野助教
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S2－4．低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対するホルモン療法の実際

山口　耕平，藤澤　正人

神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

　低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（male　hypogonadotropic　hypogonadism，　MHH）は，視床下部一下垂体一

精巣軸の内，視床下部，或いは下垂体機能が障害されてゴナドトロピン分泌が低下し，続発性の性腺機能の低下を

来す比較的稀な疾患である．原因としては特発性，Kallmann症候群に代表される遺伝性，また脳腫瘍や外傷など

の二次性に大別されるが，いずれの原因にせよ，assisted　reproductive　technology（ART）全盛の昨今にあって

も，男性不妊症疾患の中で，たとえ無精子症であっても投薬のみで治療し得る可能性の高い，数少ない疾患の一つ

であり，その診断・治療に精通することは重要である．本邦でもリコンビナントゴナドトロピン製剤の自己注射の

保険適応が認められ，また下垂体機能低下症ないしゴナドトロピン分泌異常症が特定疾患医療受給の対象になり，

以前よりも容易に治療導入・継続できるようになった現在，その重要性はさらに増しつつあると考えられる．しか

し，症例を積み重ねる中で様々な課題も浮き彫りになってきている．診断に関しては，二次性徴の発来がない或い

は遅延している，また多少二次性徴の発来はあっても不妊であるといった患者背景や，類宙官体型や性器の発育不

良，精巣容量の倭小化など身体所見を把握した上で，内分泌学的検査としてFSH，　LH，プロラクチン，テストス

テロン値の測定を行い，MHHの存在が疑われる症例に対しては，続いてGnRH負荷試験，　HCG負荷試験などの

ホルモン負荷試験を行うことによって障害部位を同定し，更に頭部MRIないしCT検査で器質的疾患の有無を確

認して確定診断に至るとされているが，診断の根拠の一つとして重要なFSH，　LH及びテストステロンの診断基準

値は曖昧なままで，依然として明確な数値は確立されていない．治療に関しても，ゴナドトロピン補充療法の投与

間隔や容量，或いはHCG製剤とFSH製剤の併用に関して明確に確立されたレジメがなく，個々の症例によって

治療法が異なるのが現状であると思われる．また，例えば小児期発症例ではいつ，どのような治療をどれくらいの

期間継続すべきなのか，前治療は妊孕性の獲得に影響するのか，といった発症時期や目的別に異なる治療法のレジ

メの確立や，少なからず存在するゴナドトロピン補充療法無効例の予測因子の同定や，無効例に対する対処法など，

考慮すべき課題は多い．

　これらの課題をふまえ，今回，これまでの諸家の報告と当科での治療経験からMHHの診断と治療に関して，最

新事情を報告し，今後の展望について述べる予定である．

略　歴

学歴・職歴

学歴　平成8年3月

　　　平成9年4月

　　　平成15年3月

　　　平成16年4月

　　　平成20年3月

長野県立松本深志高校卒業

神戸大学医学部医学科入学

神戸大学医学部医学科卒業

神戸大学大学院医学研究科入学

神戸大学大学院医学研究科修了（博い第1936号（神戸大学））

職歴　平成15年6月

　　　平成19年10月

　　　平成21年9月

　　　平成22年8月

神戸大学医学部附属病院研修医

神戸大学医学部附属病院医員

神戸大学医学部附属病院特定助教

神戸大学医学部附属病院助教

現在に至る
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S2－5．閉塞性無精子症に対する精路再建術（射精管開放術を含む）

田井　俊宏1），永尾　光一・ll，松井　幸英D，尾崎　由美1），小林　秀行1〕，鈴木　九里li，

中島　耕一い，片桐由起子2〕

1東邦大学医療センター大森病院泌尿器科学，2）東邦大学医療センター大森病院産婦人科学

　男性不妊症の15－20％は無精子症であり，その15％は閉塞性無精子症といわれる．精路の閉塞は精巣上体，精

管，射精管で生じ，さまざまな原因が考えられる．その治療の一つの顕微鏡下精路再建術は精管閉塞部を手術用顕

微鏡を使用して再吻合する手術である．主に閉塞部位が明らかであるパイプカット後の再建，鼠径ヘルニア術後の

精管閉塞，精巣上体炎などによる閉塞の解除が主な目的である．また，射精管閉塞に対しては内視鏡的射精管切開

術を施行している．

　当院では精管精管吻合術で術後6ヶ月，精管精巣上体管吻合術で1年までが精子出現の可能性があると考え精液

検査を施行している．また，自然妊娠に十分な精液所見が得られなくとも，精子の出現が得られれば，人工授精（AIH）

などの併用で妊娠が期待できる．また，射出精子が得られない場合を考え，希望者に対して精巣生検を行い，凍結

保存を行っている．

　全国29施設の成績では精子の出現率は63％，自然妊娠率は22．4％と報告されており，顕微授精（ICSI）による

妊娠率21．1％に対して，差を認めない．そのため，顕微授精（ICSI）での侵襲，費用，流産などを考えると精管

吻合術は精管閉塞の治療の第一選択と考えられる．

　1992年から2011年までの20年間において，当院で行った精路再建術の成績としては計191例の手術を行い，

パイプカット後の精管吻合101例，厳径ヘルニア術後の閉塞72例，精巣上体炎11例，原因不明の精管閉塞7例で

あった．観察期間内において追跡可能であった症例において，パイプカット後の精管吻合84例で精子出現が72例

（85．7％），2010年のWHO基準で正常範囲の運動精子が認められたものは36例（42．4％）であった，また，鼠径

ヘルニア術後65例において精子出現が33例（50．7％），正常範囲が15例（23．0％），精巣上体炎後11例では精子

出現が3例（27．2％），正常範囲が2例（18．2％），原因不明の精管閉塞では精子出現が3例（42．9％），正常範囲が

2例（28．6％）であった．

　全体の成績としては追跡可能であった163において，精子出現が111例（68．1％），正常範囲が55例（33．7％）に

認められた．

　2007年から2011年の5年間において，射精管閉塞に対して2例の的射精管切開術を施行し，1例にWHO基準

で正常範囲の運動精子が認められた．

　これらの結果の詳細なデータ解析とともに，最新の知見を加え発表を行う．

略　歴

1998年4月

2004年3月

2004年4月

2006年4月

2009年4月

順天堂大学医学部入学

順天堂大学医学部卒業

順天堂大学浦安病院初期臨床研修医

順天堂大学泌尿器科学講座入局

順天堂大学医学部大学院入学

アンドロロジーを学ぶため，東邦大学大森病院泌尿器科に研究生として研修開始　現在に至る



118（262） 日生殖医会誌　57巻4号

シンポジウム3

「中枢と性腺の機能制御に関する最近の話題」

S3－1．胎生期の低栄養が成長後の性機能と視床下部kisspeptinに及ぼす影響

松崎　利也，岩佐　　武，苛原　　稔

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究産科婦人科学分野

　出生前後の低栄養やストレスが神経・内分泌機構の発達に影響を与え，発育後の健康状態にまで影響を及ぼすこ

とが知られている．このような神経・内分泌機構の長期的変化はプログラミングと呼ばれ，その発症の一部に低栄

養やストレスに伴うグルココルチコイドの過剰作用が関わるとされる．一方，生殖領域においても，出生前後の低

栄養やストレスが性成熟の遅延や性周期の障害を引き起こすが，その機序については十分解明されていない．我々

は生殖機能に必須の役割を果たすキスペプチンが，低栄養やストレスに対して感受性を持ち，キスペプチンの発現

低下を介して性腺系が抑制されることを，ラットを用いた動物実験で解明した．更に，生殖機能における低栄養に

よるプログラミングとキスペプチンの関係について検討を行った．

　妊娠後半期に50％の摂食制限を与えた母獣から出生した仔（UN）は自由摂食母獣からの出生仔（NN）に比べ，

出生時の体重が有意に軽かったがその後急速に発育し日齢12以降では両群に差を認めなくなった．雌においてUN

はNNに比べ視床下部のKissl　mRNA（キスペプチン遺伝子）の発現が低く，膣開口が遅延した．一方，両群の

脳室内にキスペプチンを慢性投与すると，膣開口の時期に差を認めなくなった．この結果から胎生期の低栄養によ

りキスペプチンの発現／作用が低下し，思春期発来が遅延すると考えられた．また，UNを生後に過栄養で哺育し

た場合も，通常栄養で哺育した場合と膣開口日に差はなかった．次に，グルココルチコイドによる性腺系抑制の長

期的影響について，母獣（ラット）にデキサメタゾンを投与して出生した仔，および生後早期にデキサメタゾンを

脳室内，腹腔内に投与した仔の性成熟（膣開口）の遅延について機序を検討したが，Kissl　mRNAの発現低下は

見られなかった．

　以上から，1．低栄養の母獣（ラット）から出生した仔ではキスペプチンの作用が長期的に低下し，膣開口が遅

延すること，2．その影響は生後の過栄養によって解除することはできないこと，3．妊娠中にグルココルチコイド

を投与された母獣から出生した仔では，膣開口は遅延するがKissl　mRNAの発現は低下しないこと，4．生後早期

にグルココルチコイドを投与された仔も同様であることが明らかになった．なお，新生仔期に低栄養やストレスを

経験したラットにおいてキスペプチンの作用が長期的に低下し，性成熟が遅延することが報告されている．以上を

合わせ，出生前後の低栄養やストレスによる性成熟の遅延の一部に，キスペプチン作用の低下が関わることが判明

した．一方，このようなキスペプチン作用の低下はグルココルチコイドの作用によるものではないと考えられた．

略　歴

学歴

昭和63年3月
平成7年1月
略歴

昭和63年5月
平成元年4月
平成5年4月
平成9年4月
平成12年7月

平成13年7月
平成14年ll月

平成16年4月

平成22年4月

徳島大学医学部医学科　卒業

徳島大学大学院医学研究科博士課程　修了

徳島大学医学部附属病院　医員（研修医）産科婦人科

徳島大学大学院医学研究科入学（平成7年修了）

小松島赤十字病院産科婦人科　医師

徳島大学　助手　医学部附属病院

ハーバード大学医学部／マサチューセッツ総合病院

Reproductive　Endocrine　Unit　研究員

（主任　Prof．　William　F　Crowley，　Jr）

徳島大学　助手　医学部附属病院　産科婦人科（復職）

徳島大学　講師　医学部　女性医学分野

同　大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　女性医学分野

（平成21年4月より産科婦人科学分野に名称改変）

徳島大学准教授　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
（現在に至る）
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S3－2．霊長類のGnlH　同定と機能解析

産賀　崇由，筒井　和義

早稲田大学教育・総合科学学術院／先端生命医科学センター

　2000年に我々はウズラの脳から生殖腺刺激ホルモンの合成と放出を抑制する生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホル

モン（GnIH）を発見した．最近，我々はヒトの視床下部から2種のGnlH（hRFRP－1とhRFRP－3）を同定した．

成熟ペプチドの構造はMPHSFANLPLRF－NH2（hRFRP－1）とVPNLPQRF－NH2（hRFRP－3）であり，共通の前

駆体タンパクから生成されることが明らかになった．免疫組織化学法により，ヒトGnIH免疫陽性神経繊維は正中

隆起と生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）ニューロンに投射していることが明らかになった．　GnIH受容

体mRNAは下垂体の生殖腺刺激ホルモン産生細胞に発現していた．ヒトGnlH（hRFRP－3）の構造はヒツジGnIH

（oRFRP－3）と同じであり，ヒトGnlHの機能解析はヒツジを用いて行った．ヒツジ下垂体を組織培養して，ヒト

GnIH（hRFRP－3）をGnRHと同時に培地に添加すると，　GnRHによる生殖腺刺激ホルモンの合成と放出の促進効

果が抑制された．また，ヒトGnlH（hRFRP－3）をヒツジに静脈投与すると，生殖腺刺激ホルモン放出のパルスの

振幅が抑制された．以上のヒツジを用いた機能解析により，ヒトGnIH（hRFRP－3）は生殖腺刺激ホルモンの合成

と放出を抑制することが分かった．今後はヒトの下垂体を用いた機能解析が必要である．これまでの我々の研究に

より，GnIHニューロンの神経繊維は様々な脳領域に分布しており，　GnIHの脳における多様な生理作用が示唆さ

れた．そこで，我々は霊長類のアカゲザルの脳からGnlH前駆体と成熟ペプチドを同定し，　GnlHニューロンの神

経繊維の分布を詳しく解析した．質量分析により，アカゲザルの脳から1種のGnlH（rmRFRP－3）を同定した．

免疫組織化学法により，GnIHニューロンの細胞体は視床下部の脳室周囲核に存在し，その神経繊維は正中隆起

視索前野，中脳領域に分布することが分かった．さらに，GnIHニューロンの神経繊維は視索前野にあるGnRH－1

ニューロン，中脳領域にあるGnRH－IIニューロン，弓状核にあるプロオピオメラノコルチン（POMC）ニューロ

ンやドーパミンニューロンに投射することが分かった．以上の結果により，GnlHは正中隆起に終末するGnIH

ニューロンから放出されて下垂体に直接作用するだけでなく，GnRHニューロンの活動を抑制することにより生殖

腺刺激ホルモンの合成と放出を抑制すると考えられる．さらに，視索前野や中脳領域に投射するGnlHニューロン

は性行動などの本能行動を制御すると考えられる．

略　歴

2005年3月

2005年4月

2005年7月

2010年4月

2010年4月

2011年4月

2011年4月

広島大学大学院生物圏科学研究科修了（学術博士）

広島大学総合科学部・非常勤職員研究員（2005年6月まで）

カリフォルニア大学バークレー校統合生物学部・博士研究員（2010年3月まで）

東京医科歯科大学教養部・特任助教（2011年3月まで）

早稲田大学理工総研・客員研究員（2012年3月まで）

東京医科歯科大学教養部・非常勤講師（現在に至る）

早稲田大学教育・総合科学学術院・研究助手（現在に至る）

主な業績

鳥類や哺乳類を実験材料として用い生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン（GnIH）や生殖腺刺激ホルモン放出ホ

ルモン（GnRH）の分子構造，発現制御機構，生理作用を主に研究しました．
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S3－3．卵巣におけるLH受容体の発現調節について一miRNAと分子シャペロンに

　　　　着目して一

北原　慈和

群馬大学医学部附属病院産科婦人科学

　LH受容体は，卵巣の黄膜細胞に発現を認め，　FSHの刺激が加わることにより，卵胞の発育とともにその穎粒膜

細胞においてもLH受容体の発現量が増大する．そして，　LHサージに反応して願粒膜細胞からのEGF様物質の

放出を誘起して排卵に至る．この間，穎粒膜細胞に発現したLH受容体は，　LHサージ後，急激にその発現量が低

下する（down　regulation）．そして，黄体形成期に再度LH受容体の発現量が増加することとなる．このような排

卵前後におけるダイナミックなLH受容体の発現のメカニズムを理解することは，　LHを介する排卵や黄体形成の

機構を解き明かす一助となる可能性が高いと考えられる．そこで，今回は2つの視点からLH受容体の発現調節を

傭鰍してみた．1つは，転写後の発現調節に大きな役割を果たしていると考えられ，最近注目を浴びているmi－

croRNA（miRNA）に着目し，　LH受容体の発現調節に特異的なmiRNAを同定し，その機能解析を行った．もう

一つは，分子シャペロンの1つであり，細胞内の小胞体内に主に存在するGRP78（Hsp　A5）に着目し，翻訳後の

LH受容体蛋白に対する影響について検討を行った．

　miRNAは，19～23塩基からなる1本鎖RNAで，それ自体は遺伝情報をcodingしていない．　mRNAの3末端

非翻訳領域に結合することにより，翻訳の制御やmRNAの分解などに関与していると考えられている．そこで，

ラットの未熟な願粒膜細胞の初代培養系にFSHを添加しLH受容体を発現，　hCG添加によりdown　regulationを

引き起こすと，我々が着目したmiRNAは，　LH受容体発現量と鏡像的に増加していた．さらに，　miRNAを添加

するとLH受容体の発現量は低下し．　miRNAのinhibitorを添加すると逆にLH受容体の発現量は増加した．また，

ルシフェラーゼアッセイにてmiRNAの結合部位も確認することができた．これらの結果より，転写後のLH受容

体の発現調節にmiRNAが関与していることを示すことができた．

　GRP78は分子シャペロンの1つである．分子シャペロンは，細胞内においてポリペプチドが機能を持ったタン

パク質に成熟するのを促したり，タンパク質がオルガネラに移入する際に必要となる．タンパク質の折り畳み機構

を手助けしたりする，補助因子の一つである．そこで，分子シャペロンの働きの1つである，タンパク質の成熟に

関与する点に着目し，ヒトLH受容体が恒常的に発現しているcell　lineにおいて，　GRP78を強発現させた場合の

LH受容体の変化を観察した．すると，　western　blotにおいて，成熟型のLH受容体である85KDaのバンドが増大

し，未熟型のLH受容体である65KDaのバンドが減少していた．これは，　GRP78と用量依存性に変化していた．

これより，LH受容体の翻訳後の発現調節において，分子シャペロンが関与していることが示唆された．

　卵胞成熟排卵や黄体形成における，LH受容体の発現調節機構に関しては，まだまだ不明な点も多い．今後，

LH受容体の調節機構の解明と，病態との関連を明らかにすることで，排卵障害の治療法の改善に貢献したい．

略　歴

2006年

2008年

2009年

2012年

群馬大学医学部卒業

群馬大学医学部産科婦人科学教室入局　同年　群馬大学医学系研究科大学院入学

日本生殖内分泌学会　学術奨励賞受賞

同大学院卒業　同年　群馬大学医学部附属病院産科婦人科学　医員
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S3－4．ラット穎粒膜細胞の黄体化に伴うSteroidogenic　Acute　Regulatory（StAR）

　　　　遺伝子，Cyp19a1（aromatase）遺伝子発現のepigenetics制御の関与

李　　理華，杉野　法広

山口大産婦人科

　排卵期のLHサージにより，卵胞内では急速にプロゲステロン合成が進む．このプロゲステロンは卵胞破裂とそ

の後の黄体化に不可欠である．穎粒膜細胞では，プロゲステロン合成の律速段階であるStARの遺伝子発現がLH

サージ後短時間で急速に増加する一方で，LHサージ前に高い発現を示すCypl9alは，　LHサージ後急速に減少す

る．このようにLHサージによりステロイド産生がプロゲステロン合成にシフトするように両遺伝子は発現調節さ

れているが，そのメカニズムについては十分解明されていない．近年，遺伝子の発現調節において，promoter領

域のメチル化やピストン修飾といったepigeneticsな変化が，クロマチン構造を変化させることで転写因子のDNA

への結合が変化し，転写調節に重要な働きをしていることが分かってきた．我々はStARやCyp19a1遺伝子が急

速に変化するLHサージから排卵までの短期間に焦点を当て，穎粒膜細胞の黄体化に伴う両遺伝子のpromoter領

域のepigenetics制御について検討した．

　3週齢雌ラットにPMSGとhCG投与による排卵誘発を行い，　hCG投与後，排卵が起こる12時間後までの卵巣

から穎粒膜細胞を回収し，以下の検討を行った．StAR　mRNAはhCG投与後に急速に増加し4hでピークとなり

以後12hまで高値が維持され，　Cyp19al　mRNAはhCG投与後に徐々に低下し12hで著明に低値を示した．　StAR

とCyp19alのpromoter領域のヒストン修飾の変化を検討したところ（ChlP　assay），　StAR　promoter領域ではhCG

投与後転写促進に働くヒストン修飾の変化がみられ，一方でCyp19alのpromoter領域ではhCG投与後転写抑制

に働くピストン修飾の変化がみられた．そこでヒストン修飾の変化が実際にクロマチン構造の変化に関与するかを

検討した（DNase　accessibility　assay）．　StAR　promoter領域ではhCG投与後クロマチン構造の弛緩が認められ，

一方Cyp19al　promoter領域ではクロマチンの凝i集が認められた．次に，クロマチン構造変化に伴う転写因子のpro－

moter領域への結合変化を検討した（ChlP　assay）．　StAR　promoter領域ではクロマチン構造の弛緩に伴い，転写

因子C／EBPβは結合が増加し，一方でCyp19al　promoter領域ではクロマチンの凝集に伴い，転写因子CREBは

結合が低下した．尚，両遺伝子promoter領域は高度に低メチル化状態で，　hCG投与により変化は認めなかった．

　LHサージによる穎粒膜細胞の黄体化に伴い，急速に発現が上昇するStAR　mRNAと，低下するCypl9al　mRNA

の発現制御には，promoter領域でのヒストン修飾によるクロマチン構造変化を介したepigeneticsな変化が関与

していることが明らかとなった．

略　歴

平成17年3月

平成19年4月

平成20年4月

平成24年3月

平成23年4月より

山口大学医学部医学科　卒業

山口大学　産科婦人科学講座　入局

山口大学大学院医学系研究科　入学

同上修了

山口大学医学部附属病院　周産母子センター助教，現在に至る．
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S4－1．高度乏精子症に対する当院の取り組み

江頭　昭義

蔵本ウイメンズクリニック

　生殖補助医療技術（ART）の進歩に伴い高度乏精了・症などの症例に対してICSIを施行する症例が増加しており，

DNAの損傷の少ない質の高い精子を選別する重要性が増してきている．これまで，実際に卵子に注入する精子が

正常か否かを倒立顕微鏡ドで判断する方法として運動性の良好な精子はDNA　fragmentationが少ないことや，精

子頭部が巨大な場合は染色体異常を示す割合が高いことをもとに，運動性と形態評価により精子を選別してきた．

精液調整には，培養液による洗浄や遠心処理が必要となるため精子に与える影響も配慮しておく必要がある．精液

処理法によっては，精子DNAのfragmentationを誘起し，その結果胚質の低下や流産率が増加することなども報

告されている．さらに，精液中に白血球が多数観察された場合などは，精漿中の活性酸素が上昇し精子運動能を低

下させることや，活性酸素による精子核DNA断片化を誘起するなどの影響も考慮し可能な限りそれらを除去する

処理が必要である．最近では，高倍率で精子頭部の微細構造を観察し精子を選別するIMSI法（lntracytoplasmic

morphologically　selected　sperm　injection）の導入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．通常の400－600倍では観察できない精子頭部の小さな空胞を観察できるIMSIシステムは臨床成績の改善が期

待できる．精子は中片部にある中心体により精子星状体を形成し，その後の発生には精子中心体が大きな役割を担

うため，IMSIにて精子中片部の形態評価も重要であることが報告されている．妊孕性を有している男性の射出精

子でも頭部に空胞を全く認めない精子は数％しか存在せず，高度乏精子症などでは，精子の探索に時間を要するこ

ともあり，これに加え空胞のない正常な精子の探索時間にかなり要することにより卵子のagingの問題が発生す

る．卵子の妊孕性はhCG投与後38－41時間までが最も高いことが報告されており，さらに採精してから媒精まで

に時間を要した場合，受精率には差はないが，その後の胚発生が低下することや，射出精子・凍結融解精子ともに

精子処置後のインキュベーション時間が長くなるほど精子DNA断片化が増加することも報告されている．そのた

め，高度乏精子症の症例などに対しては，IMSIシステム等で精子形態評価後に形態良好な少数精子を事前に凍結

保存し，採卵個数に応じた必要最低限の精子を融解し，良好な運動精子を短時間で探索が可能であれば，より迅速

にICSIが行えるなど利点がある．そのためには安全にかつ効率よく少数精子を凍結保存し，良好な運動精子回収

が得られる精子凍結法の確立も重要であると考えられる．本シンポジウムでは，当院で行っている高度乏精子症へ

の対策について紹介する．
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S4－2．重度男性不妊症例に対するラボ対応

高橋　　如

セントマザー産婦人科医院

　男性不妊において乏精子症は，程度により軽度，中等度および重症に区分され，精子数が100万／ml以下の場合

を重症といい，その中でも精子数が1個や2個という極少数のものを高度乏精子症と呼ぶが，こうした症例に対す

るラボワークについては，統一されたプロトコールがなく，施設ごとに対応が異なっているのが現状である．本シ

ンポジウムでは，当院での高度乏精子症例に対するラボワークを紹介し，これらの症例の妊孕能についてICSIの

結果から得られた知見について報告する．

　当院では，採精容器として90mmのプラスチック滅菌シャーレを患者に渡し，採精室で採精後ラボまで持参し

てもらい，患者の氏名などを確認して受け取る．精液は，液化後，シャーレのまま倒立顕微鏡下で性状を観察し，

精子数はBurker－Turkの血球計算盤を用いて計数し，所見によっては，再度，採精を依頼することもある．検査

の結果，高度乏精子症と診断された症例では，精液の3～5倍量のO．3％HSA添加HTFを用いて共洗いしながら

シャーレ内の精液全量をガラス試験管に回収する．次に特注のシリコン製ピペットを装着した1mlシリンジを用

いて精液が完全に液化するまでピペッティングを行い，1，300　rpmで10分間遠心して上清を除去する．得られた

沈殿物は，60mmディッシュに予め作製しておいた80μ1の10％SPS添加HTFの4dropsのうちの3dropsに入

れて精子を探索する．残りldropは見つかった精子の回収場所として用い，沈殿物の量が多い場合には，複数の

ディッシュを使用する．探索の際ねばり強く観察することが肝要で，それによって治療に供することができる精

子をひとつでも多く回収することができる．見つかった精子が形態良好で運動していれば直ちに凍結し，不動であっ

た場合にはニグロシン・エオシン染色で生死を判別する．運動していなくても形態良好で生きていれば，HOST

法を併用したICSIの適応対象となり，外観の微細構造の観察が可能なIMSIを用いれば，より良好な精子を選別

することも可能である．なお，精子が確認された症例では，患者夫婦に映像を供覧しながら検査結果を説明する．

　当院において2008年から2011年までの期間中に，1回の射出精液中の精子数が数個であった症例の対移植あた

りの妊娠率は，新鮮胚移植と凍結胚移植の場合で，それぞれ28．1％（25／89）と43．8％（21／48）で，流産率はそれ

ぞれ52．0％（13／25）と38．1％（8／21）であった．新鮮胚移植での成績を新鮮精子と凍結精子を用いた場合に分け

て比較すると，妊娠率はそれぞれ27．5％（22／80）と333％（3／9）で，流産率はそれぞれ50．0％（11／22）と66．7％

（2／3）であった．

　妊娠が難しいとされていた高度乏精子症例でも，適切な処理の下に精子が回収できれば，ARTで産子を得るこ

とが可能である．また凍結保存法の改善により簡便かつ効率的に少数精子を保存することも容易になりつつある

が，いずれにせよ1個でも多くの精子を回収する努力が不可欠であり，そのための統一されたラボワークを確立さ

せねばならない．
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S4－3．高度乏精子症における精子選別のテクニック

武田　信好，土屋亜佳音，

ファテイリティクリニック東京

小田原　靖

【はじめに】

ICSIの適応となるTESE・MESA症例および高度乏精子症例では，全体の精子数が少なく多大な労力と時間を費

やしても，生存精子の判定と選別および必要な精子数の確保が難しいことがある．当院では効率の良い選別法を模

索しながら，精子運動解析装置SMASを用いた精液検査結果を基に運動精子濃度と運動能による精子選別法のマ

ニュアル化を進めてきた．

【精子選別法】

精子数が少ない症例別調整法の指針を示す．①良好運動精子濃度（直線速度25pm／sec以上，37℃）が1000万／全

精液量以下である症例は80％Percoll密度勾配遠心法にて調整する．②運動精子濃度が10～100万／精液全量以下

である症例はPercollクッション法にて調整する．③運動精子濃度が10万／精液全量以下である症例は培養液を用

いた洗浄法にて調整する．次に，①～③について精子調整後の運動精子評価をしておき，ICSI施行時にSwim－out

法を施行して精子を直接ピックアップする．Swim－out法は，　ICSIディッシュに運動精子分離用培地を展開して調

整した精子浮遊液を接触させ，その境界より遊走してきた精子を分離するものである．精子分離用培地の選択は，

前進運動精子が得られた症例には粘性の高いSperm　slow　R‘を用い，微動運動精子または前進運動精子が極端に少

ない症例には培養液を用いる．同様に，④TESE・MESAにおいて精子数が多いと判断した症例は，クッション

法にて調整し，⑤精子数が少ないと判断した症例は洗浄法にて調整する．そして精子数と運動能によりSperm

slow　kまたは培養液を選択してSwim－out法を施行する．また，③～⑤において極端に少ない微動運動精子または

不動精子しか得られなかった症例は，ペントキシフィリン添加（最終濃度1mg／ml）による精子運動性賦活法と

Swim－out法を併用することで効果的に生存精子を選別できる．⑥IMSI施行症例は密度勾配遠心法または洗浄法

にて調整し，運動能に応じて10％PVPやSperm　slow”｛‘を用いたSwim－out法を施行する．いずれの場合も精子

数の確保に時間がかかることが多く，前もって十分に数を集めることが重要である．その後，卵子をICSIディッ

シュに乗せ，さらに集めた精子に形態的選別を加えるなどの配慮も必要である．

【おわりに】

ICSI施行における最も重要な要素は，生存精子を確実に細胞質へ注入することであり，さらに形態的かつ運動能

に優れているものが望ましい．IMSIは形態的評価に優れ，効果的な症例が存在する可能性がある．しかし，精液

検査成績が悪い症例ほど良好形態運動精子を回収することが困難になる事が多く，今後さらに良い選別法の開発が

望まれる．
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S4－4．少数精子凍結保存に対する取り組み

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

　高度乏精子症患者において精子数が10個以下のような場合，一般的な精子凍結保存法では精子の損失が大きい．

極少数精子を凍結保存するためには特別な方法が必要とされる．現在までに極少数精子の凍結保存容器として，

Empty　zona　pellucida，　Plastic　dish上のdroplet，　Mini－straw，　Micropipette，　Cryoloop，　Copper　loop，　Volvox

globator　algaeならびにAgarose　gel　microsphereなどが試みられてきた．当院ではCell　Sleeper（Nipro）あるい

はCryotop（Kitazato）を用いた方法を開発した12）．

　凍結液はSpermFreeze（FertiPro）と培養液を7：10で混和した液を用いる．凍結保存容器はCell　Sleeperある

いはCryotopを用い，液体窒素蒸気で凍結する．それぞれ融解後は精子をICSI針でICSI用シャーレに回収する．

どちらも融解後の精子の回収率はほぼ100％で，蘇生率も一般的な精子凍結法と同等の成績が得られている．

　Cell　Sleeperはトレイ上に微小滴があるため開放的で，マイクロマニピュレーターによる精子の取り扱いが容易

に行える．またトレイは適度な大きさと形状なので，取り扱いやすい．市販品なので日本国内ならば入手しやすい．

Cell　Sleeperでは無精子症患者の精巣内精子を凍結保存し，融解後の精子をICSIすることで挙児が得られてい

る3）．また容器内への液体窒素の浸漬防止対策として，Cell　Gatch（Nipro）に封入する方法を検討中である．一方，

Cryotopは世界の多くの国で入手可能で，すでに胚の凍結に使用している施設ならば，すぐにでも試行可能である．

また，Cell　Sleeperよりも凍結融解での作業工程が少なく，簡単に行える．融解後は高さが低いドロップ中で精子

を探すため，精子を見つけやすいといった特徴もある．Cryotopでは無精子症患者の精巣内精子を凍結保存し，融

解後の精子をICSIすることで受精卵は得られているが，妊娠例はまだない．

1．Endo　Y　et　al．　Journal　of　Mammalian　Ova　Research．28：47－52，　2011．

2．Endo　Y　et　al．　Reproductive　BioMedicine　Online．24：301－307，　2012．

3．Endo　Y　et　al．　Fertility　and　Sterility．　in　press，　2012．
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S5－1　．一地方大学における生殖医療の現況

遠藤　俊明

札幌医科大学産科・周産期科／生殖内分泌科

　本テーマは，地方医育機関でのマンパワーの現況を抜きにして議論はできないことをまず強調したい，ここ数年

産婦人科を志す若手医師が増加傾向にある．北海道もその例外ではなく，一時の最悪の時期と比べると産婦人科医

の総数は増えている印象がある．ただ，まだまだ充足していると言うには程遠い現状である．当施設は公立大学法

人として，北海道の地域医療に貢献することが設立の目的の一つである．ただ医科大学として，教育，研究，臨床

の3本柱を実践することも当然の責務である．しかし大学本体の充実をはかることと地域医療を守ることは，相反

している現実がある．

　当施設の生殖医療の実践を考えるとき，地域医療としての分娩実施施設の確保を前提とした集約化という産科医

療の改変を抜きにして語ることはできない．地域の勤務医のQOLの確保も重要で基幹病院の産婦人科医師は回復

傾向にある．ただその人員を確保するために，大学本体のマンパワーは改善に至っていない．

　当施設の場合，産婦人科は「婦人科」と「産科・周産期科／生殖内分泌科」の2つの診療科からなっている．生

殖医療は後者の診療科に属しているため，生殖医療担当医師が同時に産科診療も行っている．このような実情から，

採卵や胚移植と分娩や産科手術が重なることもしばしばで，医師の割り振りに苦慮することが珍しくないt

　ここ数年は，当科の生殖医療担当常勤医師は，極めて少人数である．この限られた人数のスタッフが担当する生

殖医療に関する業務内容は，外来診療，入院診療業務，ART，手術のほか，系統講義，臨床実習対応，後期研修

医指導，学位研究指導などである．また地域支援業務もある．さらに生殖医療専門医や後継者の育成というもっと

も重要な責務がある．ただ極めて厳しい状況ではあるが，若干の状況改善の兆しがある（？）．

　このような状況の中では，目標の完全な達成は困難であるが，地方医育機関としてどこまで達成できればよしと

するのか，本シンポジウムを通じて自己評価し，その現状を紹介し，改善策を模索したい．
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S5－2．自治医科大学附属病院生殖医学センターにおける生殖医療の現状と課題

鈴木　達也

自治医科大学産婦人科

　自治医科大学は地域医療の充実を目的に1972年栃木県に設置され，今年開学40周年を迎えた．1974年に附属

病院が開院し，不妊治療も含めた産婦人科診療が開始された．1995年にはARTを導入し，2007年には安全かつ

より高い不妊治療の成功率の提供を目的として，本学附属病院に生殖医学センターを開設し，今日に至っている．

ハード面に関しても病院リニューアル計画に伴い，産婦人科外来とは別に生殖医学センターを新設することとな

り，本年3月に外来部門の移転が終了し，2015年の採卵・培養室の最終移転を待機している状況である．

　本学附属病院は栃木県だけでなく，近隣の県からも多くの患者が受診する3次医療機関である．2011年の分娩

件数は1061件，婦人科手術件数は588件と非常に多く，産科および婦人科診療に多くの医師を必要とし，そのた

め生殖医学センター医師は現在5名と少ない．その中でも生殖医学センター受診患者数，ART症例数は増加し2011

年の採卵件数は197件，凍結融解胚移植件数は149件，今年は7月までで採卵件数133件，凍結融解胚移植件数99

件と昨年を上回ることが予想される．

　8月現在生殖医学センターに属している医師5名の内訳は生殖医療専門医2名，産婦人科専門医2名および産婦

人科専攻医（後期研修医）1名．また，日本生殖医療カウンセリング学会認定生殖医療相談士の資格を持つ看護師

3名，日本哺乳動物卵子学会認定胚培養士2名を擁し，より質の高い生殖医療の提供を心掛けている．

　当科の専攻医は産科および婦人科を6ヶ月毎に研修し，その後生殖医学センター，NICUおよび麻酔科の研修を

各々3ヶ月受け，産婦人科専門医として必要な技術・知識を修得できるよう研修システムが構築されている．生殖

医学センターを研修する3ヶ月の間に生殖医療に関する論文を抄読会で発表し，さらに生殖医療に関する演題を学

会で発表をすることにより，生殖医療に関心を持ってもらえるよう指導している．

　以上が自治医科大学附属病院生殖医学センターの大まかな現状であるが，大学病院で生殖医療を継続していくこ

とへの困難さ，問題点も数々存在する．本講演ではそれらの問題点を提示し，克服するために我々が取り組むべき

課題につき論じたいと思う．

略　歴

平成9（1997）年新潟大学医学部卒．

同年　　　　　　　千葉大学産婦人科研修医．

平成11（1999）年　自治医科大学産婦人科シニアレジデント．

病院助手，助手（助教）を経て平成21（2009）年　自治医科大学産婦人科講師．
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S5－3．企業経営に学んだ当施設カイゼンの歴史と今～診療，教育，そして研究～

安藤　寿夫

豊橋市民病院総合生殖医療センター

　胚着床の基礎研究でタイムラプスシネマトグラフィー（TLC）に出会い，衝撃を受けた．これをきっかけに，　TLC

を生殖補助医療（ART）に完全導入した新規システムの構築を目指していたところ，　ARTにも使用されているイ

ンキュベーターに顕微鏡を内蔵させた研究用装置を見つけたので，2005年夏，メーカーにいろいろ提案してART

にカスタマイズした1号機製作が始まり，次年度予算での購入が決定した．その頃，ARTの基盤を有する当施設

への赴任が急に決まり，当施設で2号機を購入できたのは2007年6月となった．以来，タイムラプスイメージン

グインキュベーター（TLII）と命名したこのシステムを軸として，診療，教育，研究を行ってきた．ただし，2006

年3月着任時には，医師の地域偏在や産婦人科医師不足，公立病院の累積赤字と人員削減多胎などによる周産期

医療のひっ迫などの諸問題により，TLIIだけへの専念など許されない状況だった．そんな折，幸運にも手にした

地元発グローバル企業の経営学のエッセンスを紹介した書物は，TLIIをフル活用しながら単一胚移植を完全実施

してこれらの諸問題を一・括して解決する方向へと導いてくれた．「平準化によるムダ取り」「離れ小島は不信感のも

と」「多能工」「現場の知恵を知識に加える」「成功体験の呪縛ほど恐ろしいものはない」「お客様のための改善で仕

事の芽を育てる」「危機感なきものは会社を去れ」「一・見無茶な目標をたてよ」「失敗はみんなの前にさらけ出せ」

「忙しい人ほど時間の使い方がすぐれている」「自分ができないことを人に頼むな」といった言葉やフレーズは，心

に響いた．これらの経営的手法を取り入れた結果，効率性，収益性，組織力，個人力，接遇，医療安全の向上への

意欲が少しずつスタッフに芽生えた．生殖医学は学際的で統合的な臨床医学でもあり，自施設で強い分野の情報発

信と弱い分野の情報入手を欠かさぬようにもしている．たとえば，卵巣刺激法については，テーラーメイド法を採

用し，多種多様な方法の習熟に努めた、胚移植法については，経膣エコー下に変更して若手医師全員に習得させて

2011年5月より完全実施した．これからの時代，周産期医療において総合病院でハイリスク妊産婦を扱うがごと

く，生殖医療においても総合病院でハイリスク妊産婦予備群を産科や各診療科連携のもとに扱うことができれば理

想である．臨床研修医制度の下では，若手医師の在籍期間は3～4年程度であり，生殖医療研修の継続が確約され

ない．転勤してきた後期研修途中の産婦人科医の教育態勢についても，課題が多い．我が国の生殖医療を世界のトッ

プレベルに押し上げた先生方諸先輩の足元にも及ばないほど，これまでの歩みは小さく，明るい展望は開けていな

い．

略　歴

出生地1名古屋市．1987年名古屋大学医学部医学科卒業．臨床研修後，1993年名古屋大学大学院医学研究科修了，

医学博士取得．同年米国ワシントン大学（セントルイス）医学部留学，ゴナドトロピンの分子生物学的研究を行う．

帰国後1995年より名古屋大学医学部産科婦人科学教室助手となり生殖補助医療と内視鏡手術を習得．ヒト卵管上

皮細胞株を樹立し共培養の研究などを行う．2003年日本産科婦人科学会シンポジウム：着床機構の調節機能でシ

ンポジスト．同年日本不妊学会学術奨励賞受賞（座長の柴原先生と同時受賞）．2006年名古屋大学医学部附属病院

助教授を経て豊橋市民病院不妊センター部長．施設名等改称を経て現在に至る．2010年『第1胚分割異常は胚発

生予後不良因子である」で日本産科婦人科学会優秀演題賞受賞，
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S5－4．兵庫医科大学における生殖医療の現状と問題点

田中　宏幸

兵庫医科大学産科婦人科学講座

　兵庫医科大学産婦人科講座において，開講（1973年）以来不妊外来は重要な診療領域である．1983年には補助

生殖医療（ART）を開始し，抗精子抗体による免疫性不妊症に対して日本で最初の体外受精による妊娠出産に成

功して以来，2011年までの累積症例は1201例に達している．ART治療が一般化し，専門とする病院やクリニッ

クが多数存在する現在，兵庫医科大学病院における治療数は，1988年の不妊症347例（初診患者の13．7％），体外

受精90周期に対し，2011年は47例，体外受精15周期と減少し，不妊外来を担当する医師も2名である．一方，

1992年からは関連する公的病院でもART治療を開始し，これらの施設も含めた2011年のART治療数は1217周
期に及んでいる．指導的立場にある生殖医療専門医3名を始め，担当する医師9名の体制で，後継の育成に携わっ
ている．

　一般に医育機関には標準的・普遍的・科学的な医療と，一般施設ではできない，先進的・独創的・特異的な医療

が求められるが，効率と経済性とは相容れないこれらをいかに実践するかは克服するべき問題点である．

　ARTを中心とする生殖医療は一般化し，専門とする病院やクリニックが多数存在する現在，大学病院が生殖医

療分野にどのようにアプローチしていくのか，貢献できるのかを考えるとき，大学病院独自の分野の開拓が必要と

思われる．大学病院では種々の専門分野において先進的治療が行われ，それらの中には，生殖能への影響を考慮す

るべき症例が少なくない．我々は化学療法などで生殖能力の失われる患者に対して，生殖細胞の保存・体外発育・

成熟（卵巣・精巣・卵子・精子・幹細胞など）の研究ならびに臨床応用を行っているが，精子バンクの実績は大学

病院で30年，関連施設でも20年に及んでいる．生殖細胞の保存・体外発育・成熟（卵巣・卵子）の基礎研究にも

取り組んでおり，基礎的な研究を元にした臨床への応用として，未発育卵胞の体外培養系の確立を目指しており，

その現状を紹介する．

　我々は人材交流（海外留学や留学生の受け入れなどを含めて）も積極的に行っており，現在までに留学経験者16

名，留学生の受け入れは27名に及んでいる．これらは国際的な視点に立った後継者の育成に役立っている．

　我々の，生殖医療の実践と後継者育成について，現状と問題点について考えていきたい．

略　歴

学歴

平成2年3月5日
平成3年4月1日
平成7年3月31日

兵庫医科大学医学部医学科卒業

兵庫医科大学大学院医学研究科入学

兵庫医科大学大学院医学研究科単位取得退学

職歴

平成2年6月1日
平成7年4月1日
平成8年7月1日
平成10年7月1日
平成ll年4月1日
平成12年7月1日
平成14年4月1日
平成16年10月1日
平成19年1月1日
平成20年4月1日
平成22年9月1日
平成23年10月19日
平成24年4月1日
現在に至る

兵庫医科大学病院　産科婦人科　臨床研修医

兵庫医科大学病院　産科婦人科　医員

市立川西病院　産科婦人科　副医長

生長会　府中病院　産科婦人科　副医長

　　　　　　同　　　　　　　　医長

兵庫医科大学　産科婦人科学講座　助手

　　　　　　同　　　　　　　　　病棟医長

兵庫医科大学　産科婦人科学講座　学内講師

兵庫医科大学　産科婦人科学講座　講師

　　　　　　同　　　　　　　　　医局長
米国Loma　Linda大学医学部Center　for　Perinatal　Biologyに留学

兵庫医科大学　産科婦人科学講座　講師

　　　　　　同　　　　　　　　　医局長
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S5－5．大学病院における生殖医療の現状と問題点　徳島の場合

桑原　　章

徳島大学病院産科婦人科

　卒後臨床研修必須となった2004年以降，産婦人科医師不足が問題となり，大都市圏，地方都市圏，僻地，その

各々で具体的対策が実施されてきた．特に地方においては多くの公的病院大学病院が産科，悪性腫瘍，手術など

の急性期医療に限られた人的資源をつぎ込み，生殖医療を実践する余裕は失われつつある．加えて，30年前には

東北大学，徳島大学など一部の大学病院のみで実施されていた生殖補助医療（ART）であったが，普及の一途を

たどり今や，ARTはどこでも誰でも普通に受けられるべきだと患者の多くが感じる＝・　ARTのカジュアル化が進行

中である．その結果，生殖医療専門医育成のためのひとまずの基準となる年間採卵100件を超える施設は3大都市

圏以外の医育機関では10施設に満たないのが現状である．

　一方でARTを普通のレベルで行うために要求される量的，質的基準は年々厳しくなっている．インターネット

や報道などを介する情報が十二分に満ちあふれ，超高齢化したベテラン患者にf分な説明と適切な治療を行うため

に医師として求められる基準は以前より高い．さらに，胚盤胞培養や凍結融解胚移植のため週末を含むラボワーク

は必須となり，移植胚数の制限が極限に近くまで進んだなかで，妊娠率を維持するためには一定の規模とチーム医

療が求められる．

　徳島大学病院は県内唯一の総合周産母子センターとして年間650件前後の分娩，600件前後の手術を行ってい

る．生殖医療分野は生殖医療専門医4名，産婦人科専門医5名，培養士2名（兼任を含む）が担当し，県内ART

の約1／3に相当する年間240件程度を実施している．

　医育機関における今日の生殖医療を考えるとき，状況に応じて何を目的とするか，改めて考える時期が来ている．

学部，初期研修の間に生殖医療に触れ，産科婦人科に興味を抱くことは少なくない．さらに，産婦人科専攻医研修

中にARTを含む生殖医療を実感することは，生殖医療に対するバランス感覚を持つ産科婦人科医師を育成するた

めにも，今後重要と思われる．さらに今後の日本の生殖医療の発展のためには，ARTを生殖医療の中心に据えて

外来，ラボを含む生殖医療の全責任を持てる，そして患者と生まれてくる児に心を配れる生殖医療専門医を育成す

ることが医育機関でARTを行う意義と考え，本講i演ではその課題を論じる．

略　歴

学歴・職歴

平成2年3月
平成2年5月
平成7年3月
平成7年3月
平成7年4月
平成10年5月

平成12年4月

平成18年4月

徳島大学医学部医学科卒業

徳島大学医学部附属病院　医員（研修医）

徳島大学大学院医学研究科博士課程修了

博士（医学）（徳島大学甲医第519号）

徳島大学医学部附属病院　医員

米国ユタ大学医学部産婦人科　研究員

徳島大学医学部附属病院　助手

徳島大学病院　講師

（現在に至る）
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「男性不妊症に対する治療法の現況と課題」

S6－1．特発性精子形成障害の治療の現況と課題

小宮　　顕

富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学

　不妊症の原因の約半数は男性側に有り，特発精子形成障害がその半数を占めるとされているが，男性因子に関す

る一般の理解は未だ充分得られてはいない．そこで今回，最近3年間に当施設の男性不妊症外来で診断治療を行っ

た209症例について検討した．年齢の中央値は35歳であった．女性パートナーの年齢の中央値は32歳であり，35

歳以上が31％を占めていた．自主的に受診した症例は26例（12．4％）と少なく，産婦人科医からの紹介が128例

（61．2％），女性パートナーの産婦人科受診を契機に当施設を受診した症例が21例（10．0％），泌尿器科医からの紹

介が28例（13．4％）であった．男性不妊症の原因の検索を行った結果，やはり特発性精子形成障害が88例（42．1％）

と最も多く，精索静脈瘤を認めた症例が49例（23、4％），閉塞性無精子症が10例（4．8％）と続いた．一方，28例

（13．4％）では精液所見に異常を認めなかった．非閉塞性無精子症を30例に認めたが明らかな原因の無い症例が19

例であった．無精子症に対してはTESE－ICSIを中心とした治療が必要になるが，無精子症を除いた特発性精子形

成障害を有する症例に対しては，経験的な薬物療法が行なわれる．当施設では主に漢方薬を個々の症例の証にあわ

せて用いている．無精子症を除いた特発性精子形成障害の症例は上記209例中75例あり，このうち55例（73％）

で柴胡加竜骨牡蛎湯や補中益気湯を用いていた．漢方薬により精漿中のサイトカインなどが変動し，通常の精液検

査での精液所見やCASA（SMAS）でみた客観的な精子運動能，あるいは精子の高次構造の改善が期待できる．

強拡大顕微鏡で3700倍または6400倍に精子を拡大して観察を行うと，漢方薬での治療3ヶ月後に有意に精子頭部

の空胞形成の低下が認められた．しかしながら，このような薬物治療のみでは妊娠率は20％前後とやはり限界が

あり産婦人科的な治療が必要になる．先の75症例のうち52例（69．3％）で産婦人科的治療が必要と判断され，中

央値5ヶ月程度の泌尿器科的治療後にART専門クリニックへ紹介となっていた．女性パートナーの年齢はART

専門クリニック紹介例で中央値33歳（35歳以上が33．4％），紹介していない症例で31歳（35歳以上が32．0％）で

あり前者で有意に高く，女性パートナーの年齢が重要な因子である．一・方で，ARTを用いずに得られた妊娠の有

無と，精子頭部の空胞形成には相関があり，妊娠例では有意に大きな空胞を持つ精子の割合が低かった．この指標

を用いると感度74％特異度73％でARTを用いない妊娠の有無を予想できた．特発性精子形成障害の治療に際し

ては，やはり治療初期から産婦人科治療を平行して行うことも重要であり，産婦人科医との緊密な連携が不可欠で
ある．

略　歴

学歴

1986年4月
1992年3月
1994年4月
1998年3月

千葉大学医学部入学

千葉大学医学部卒業

千葉大学大学院医学研究科入学

千葉大学大学院医学研究科修了

職歴

1992年6月
1993年4月
1997年4月
1998年4月
1998年10月
2000年10月

2003年4月
2006年4月
2007年3月
2007年12月

医員（研修医）（千葉大学医学部附属病院泌尿器科）（1993年3月まで）

研修医（千葉労災病院泌尿器科）（1994年3月まで）

医師（沼津市立病院泌尿器科）（1998年3月まで）

医員（千葉大学医学部附属病院泌尿器科）

助手医学部（千葉大学泌尿器科）（2002年9月まで．2000年10月より研究休職）

リサーチフェロー（ジョンズ＝ホプキンス大学泌尿器科）（2003年3月まで）

医学部附属病院助手（千葉大学）（2006年3月まで）

医学部附属病院講師（千葉大学）（2007年2月まで）

千葉県がんセンター泌尿器科医長

富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学講座准教授
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S6－2．精索静脈瘤

今本　　敬い，内海　孝信1），佐塚　智和］），川村　幸治V，二瓶　直樹‘，市川　智彦D，

高橋　敬一
D千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学，2）高橋ウイメンズクリニック

　精索静脈瘤は一般成人男性の8－23％に認められ，その多く（75％）は正常な造精機能を有する一方，男性不妊

症患者の21－39％で本症を認めるとされる．手術療法（精索静脈結紮術）については，2003年に7つの臨床研究

をmeta－analysisで解析し手術の効果を疑問視するreviewが報告されたが，それらの多くは対象症例に程度の軽

い静脈瘤（subclinicalやGrade　1）を多く含んでいた，近年報告された4つのRCTに関するmeta－analysis（Eur

Urol，60：796－808，2011），及び14の臨床研究に関するmeta－analysis（J　Urol，187：1540－1547，2012）では，いず

れも手術による有意な精液所見改善効果が示されている．更に，精液所見の改善のみでなく自然妊娠率の有意な上

昇を示す，比較的質の高いRCT結果が報告された（Eur　Urol，　59：455－461，2011）．ただしこれも大規模RCTとは

いえず（コントロール群72例，手術群73例），今後のさらなる研究が必要である状況に大きな変わりはない．

　当科では本症に対し以前は高位結紮術，その後は腹腔鏡下結紮術を経て，2001年からは顕微i鏡下低位結紮術を

行っている．本術式ではより精巣に近い部位での結紮が可能であるとともに，顕微鏡下に確実に精巣動脈周囲の細

静脈を処理できるため再発率が低い．また顕微鏡下にリンパ管を温存することで陰嚢水腫などの合併症も少ない．

2001年8月から2011年12月までに，50例に対し本手術を施行した．そのうち術前の精液検査所見に異常を認め

た症例は33例で，術後精液検査所見は改善：20例，改善なし：8例，不明：5例であった．術後の自然妊娠を2

例に認め，うち1例で挙児を得た．AIHでの妊娠を2例（うち1例が流産）に，　IVF－ET，　ICSIでの妊娠を各々1

例に認めた．

　これまで，治療が妊娠率向上に寄与するかどうか明確な結論は出ておらず，ART全盛の現在では静脈瘤に対す

る治療の意義が問われている．しかしながら，手術により進行する精巣機能障害を食い止める意義もあることや，

非閉塞性無精子症に対するMD－TESEの精子回収率改善，　ICSIの治療成績改善効果，ひいては精子DNAの質の

改善も報告されている．また，精索静脈瘤術後の精液所見改善により，TESEの回避やICSIからIUI，　IVFへと

いった不妊治療のステップダウンが期待できると考えられる．

　今回は，精索静脈瘤を呈する男性不妊症診療の現況と課題について，当科における治療経験と最近の文献を交え

考察する．

略　歴

1996年

2002年

2004年

2007年

2009年

千葉大学医学部卒業

千葉大学大学院医学研究科博士課程（外科系）修了，学位取得

千葉大学医学部附属病院　助手（泌尿器科）

千葉大学医学部附属病院　講師（泌尿器科）

University　of　California，　San　Francisco（UCSF），　AUA／JUA　Academic　Exchange　Program

（米国カリフォルニア州サンフランシスコ市）
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S6－3．無精子症に対する治療の現状と課題一一AIDを早まるな一

菅藤　　哲D，山崎　一恭2），辻　　祐治31，岩本　晃明”

D国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科，2個際医療福祉大学病院腎泌尿器外科，3恵比寿つじクリニック，1）国際医療

福祉大学病院リプロダクションセンター

（目的）男性不妊診療は高度生殖医療もしくは泌尿器科診療の片手間に行われており，患者の視点からは充実した

診療が提供されているとは言い難い．そのためか男性不妊診療に関しては施設間の温度差の存在は否定できない．

特に無精子症への対応については施設問で大きく異なる．無精子症ということで即，或は型の如く精管造影と精巣

生検をされて非配偶者間人工授精（AID）を勧められたのはさほど昔のことではない．このたび筆者はこれまでに

実施した360例のsimple／microdissecton　TESEの結果につきサーベイランスを行い，その結果に基づきTESE－

ICSIがAIDに比べて本当に正しい選択なのか検証を加えた．

（方法）筆者（筆頭）はこれまで国際医療福祉大学病院リプロダクションセンターの他，複数の生殖医療専門施設

と連携して診療を行ってきた、対象を2004年10月から2012年5月までに筆者（筆頭）が術者としてsimple／micr（）・－

dissection　TESEを行った360例の転帰につき後ろ向きに検証した．

（結果）精子回収率（Sperm　Retrieval　Rate：SRR）はOAが71／71（100％），　NOAが89／244（37％），クライン

フェルター症候群（KS）が18／45（40％）であった．　Sertoli　Cell　Only（SCO）のSRRは35／148（24％）であり，

それ以外のMaturation　Arrest（MA）とHypospermatogenesis（HS）の総計は54／96（56％）であった．　KSで

は年齢37歳以下では17／36（47％）であったが，年齢38歳以上では1／9（11％）であった．胚移植まで行った症

例の累積臨床妊娠率はOAが42／58（72％），　NOAが51／76（67％），　KSが10／14（71％）であった．臨床妊娠確

認後妊娠継続中の症例を除いた生児獲得率はOA　32／36（89％），　NOA　32／38（84％），　KS　6／6（100％）であった．

出生児体重はOAが2062～3835g（n＝31，　median＝3102g），　SCOが2096～4194g（n＝16，　median＝3026g），　SCO

以外のNOAが1844～3796g（n＝18，　median　＝　3125g），　KSが1084～4118g（n＝6，　median＝3038g）であった．

2000g以下のケースはNOA（HS）の1例（1844g）が前置胎盤KSの1例（1084g）がHELLP症候群を合併し
ていた．次に切開側と精子回収可否について検討を行った結果，両側精巣を切開して片方から精子が回収されず対

側から精子が回収された率はNOAが9／157（6％），　KSでは4／31（13％）であった．

（考察）このたびの検討の結果，従来AIDに進んでいたNOA症例においても挙児のチャンスは決して少なくない

ことが確認された．また出生児においても明らかな生物学的なリスクは確認されなかった．しかし不妊因子の継承

の可能性については否定できず，長期のサーベイランスが全く行われていない現状の課題として認識された．

略　歴
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2006．1～2007．3
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2010．4～

Tohoku　University　School　of　Medicine，　Dept．　of　Urology

Shirakawa　Kosei　General　HospitaL　Dept．　of　Urology

Tohoku　University　School　of　Medicine，　Dept．　of　Urology

Iwaki　Kyouritsu　Hospital，　Dept．　of　Urology

Fukushima　Accident　Hospital，　Dept．　of　Urology

Sendai　City　Hospital，　Dept．　of　Urology

Tohoku　University　School　of　Medicine，　Dept．　of　Urology

Degree　of　Ph．D．

Sendai　Shakai　Hoken　Hospital，　Dept．　of　Urology

Institute　of　Development，　Aging　and　Cancer，　Tohoku　University

Tohoku　University　School　of　Medicine，　Dept．　of　Urology

The　Burnham　Institute（La　Jolla，　U．S．A．）

Tohoku　University　School　of　Medicine，　Dept．　of　Urology

Tohoku　Kosei　Nenkin　Hospital，　Dept．　of　Urology

Kyono　ART　CIinic，　Dept．　of　Urology

International　University　of　Health　and　Welfare　Shioya　Hospital，　Dept．　of　Urology
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S6－4．男性不妊症の原因としての勃起不全・射精障害一治療法の現況と課題一

小谷　俊一

中部労災病院泌尿器科

男性不妊の原因となる男性性機能障害：男性不妊症というと，すぐに精子数の減少や運動性の低下などが原因とし

て思い浮かぶが，男性性機能障害（勃起不全や射精障害など）も重要な原因の1つであることを忘れてはならない．

特に生殖年齢層で挙児希望例での性機能障害は大変深刻な問題である．

　1996年～1998年に男性不妊症を積極的に扱っている全国10の大学病院を対象に施行された調査（厚生科学研究）

では男性不妊症4076名の内，男性性機能障害が原因と考えられた症例が203名（5％）あり，精巣因子3306名

（81％），精路因子567名（14％）に次ぐ第3の原因であることが判明している．また岩本らは自施設での19年間

の男性不妊外来患者1686名中，性機能障害は73名（4，3％）と報告している．これらのデータから男性不妊症の4～

5％が男性性機能障害であることが想定される．男性性機能は　1）性欲（性的興奮）2）勃起3）性交4）射精5）

極致感（快感オルガズム）の5つに大別される．通常は　1）から5）までが順次連係して発現して初めて正常

な男性性機能と考えられ，この内1つ以上欠けるか，もしくは不十分なものを男性性機能障害と呼んでいる．具体

的には，性欲低下，性嫌悪症，勃起不全（erectile　dysfunction：以下ED），射精障害（ejaculatory　dysfunction：

以下EjD）などの病態がある．これら男性性機能障害の内，男性不妊症の原因となる病態は1）ED　2）自慰・膣

内射精ともに不能（emission　lessまたは逆行性射精）3）膣内射精のみ不能　4）性欲低下・性嫌悪症が挙げられる．

治療法の現況と問題点：極論を言ってしまうと，これら男性性機能障害の内，ED，膣内射精不能，性欲低下・性

嫌悪症などは精液採取がマスターベーションで可能であるため，カップルの納得さえあれば配偶者間人工授精など

の生殖補助医療技術を使用して妊娠の可能性がある．しかし，自然妊娠をカップルが希望する場合は病態別の正攻

法による治療をあくまでも優先すべきと考える．一方，自慰・マスタ・…ベーションともに射精不能例では何らかの

方法で人工的に射精を誘発するか，精巣内精子採取などの生殖補助医療技術が必要となるため，泌尿器科専門医へ

のコンサルトを要する．1）EDの治療：第一選択はPhosphodiesteraseType5阻害剤（以下PDE5阻害剤）である．

有効率は70％前後と高く，精子への催奇形性もない点から推奨されるのであるが，若いカップルでは意外と拒否

反応を示す例が多い点や，生活習慣病合併例などで無効例がある点が問題となる．2）膣内射精不能はすべてが心

因性の原因であるが，この治療法は射精訓練や性交の工夫などの行動療法しかなく治療に難渋する．3）自慰・マ

スターベーションともに射精不能例は逆行性射精とemission　lessの2つがあり，泌尿器科の真価が発揮できる領

域である．

略　歴

昭和51年

昭和51年5月～昭和52年3月

昭和52年4月～昭和59年9月
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昭和60年7月～平成3年1月
平成3年2月～現在

平成12年4月～

昭和61年4月

昭和62年4月

平成13年4月1日
平成21年4月1日

三重大学医学部卒業

中部労災病院にて臨床研修医

中部労災病院泌尿器科医師

名古屋大学医学部泌尿器科助手

中部労災病院泌尿器科副部長

中部労災病院泌尿器科部長

名古屋大学医学部臨床講師兼任

日本泌尿器科学会専門医（専門医登録番号861104号）に認定

日本泌尿器科学会教育施設指導医（指導医登録番号870060号）に認定

日本性機能学会専門医（第105号）

日本生殖医学会生殖医療専門医（登録番号0342）
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S6－5．精子形成障害に対する遺伝子治療に向けた基礎的研究

梅本　幸裕，佐々木昌一，岩月正一郎，窪田

名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

裕樹，郡　健二郎

【背景】生殖医療は体外受精を可能にしたことで，飛躍的に進化した．男性不妊症治療についても，顕微鏡下精巣

内精子採取術（microdissection－testicular　sperm　extraction：micro－TESE）が登場したことにより，顕微授精（in－

tracytoplasmic　sperm　injection：ICSI）を組み合わせることで挙児を得ることが可能になった、これは大きな進歩

である反面，造精機能のない子供が生まれていることも考えられる．さらにmicro－TESEにおいて精子が見つか

らない患者も少なくない．その中で男性不妊症においてはAZFはじめさまざまな造精機能に関する責任遺伝子が

見つかっている．

　そこで私たちは，男性不妊治療において完全な精子形成を目指すことが本来の目的であると考えた．将来的には

精巣内へ遺伝子導入による治療を考え，種々の方法で精巣内への遺伝子導入を試みた．さらに，導入する遺伝子の

候補をモデルラットを用いて検索した．

【方法】遺伝子導入方法については3種類の方法①電気刺激（エレクトロポレーション）法②アデノウィルス

ベクター法，③リポフェクション法を選択した．それぞれの導入方法についてreporter　geneとしてLacZ遺伝子

を用い，各導入方法での導入効率や組織変化を比較検討した．また造精機能障害のモデルラットを用いて，造精機

能に関与する可能性の遺伝子群を網羅的に検索した．

【結果】導入方法については各方法で精巣内への導入はロ∫能であった．エレクトロポレーション法については全細

胞に導入可能であり，簡便であった．細胞障害も認められたがこの障害は回復が期待できるものであった．アデノ

ウィルスベクター法については精細胞には導入されず体細胞にのみ導入された．細胞障害もわずかであった．リポ

フェクション法については方法は簡便であったが，導入効率が悪く，細胞毒性についても考慮する必要があった．

　次に停留精巣モデルラットを用いての結果は，停留精巣側で発現が半分以下に低下していた遺伝子は18026遺伝

子中，213認めた．これらの遺伝子をノックダウンあるいはノックインすることで造精機能に関係する遺伝子の検

索が可能になると考えられた．

【まとめ】精巣内への遺伝子導人法についてはさまざまな方法が行える．つまり体細胞に導入したいときはアデノ

ウィルスベクター法を選択し，精細胞自身に導入したいときはエレクトロポレーションを選択する，といったこと

が期待できる．しかしまだまだ男性不妊症関連の導入すべき遺伝子については，臨床治療に結びつく決定的なもの

は難しく，倫理面も含めさらなる検討が必要である．

略　歴

平成16年3月
（職歴）

平成7年4月
平成9年7月
平成10年7月
平成12年7月
平成15年7月
平成18年4月
平成19年1月
平成21年4月
平成22年9月

名古屋市立大学大学院医学研究科　修了

名古屋市立大学医学部泌尿器科学講座研修医

豊川市民病院勤務（泌尿器科）

愛知県厚生農業協同組合連合会更生病院勤務（泌尿器科）

大同病院勤務（泌尿器科）

国家公務員共済組合連合会名城病院勤務（泌尿器科　医長）

名古屋市立大学医学部助手（大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野）

同　上　病院講師（大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野）

同　上　腎・泌尿器科学分野　医局長

同　上　講師（医局長兼務）

現在に至る
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S7－1．生殖医療に必要な遺伝カウンセリングの概要

澤井　英明

兵庫医科大学産科婦人科学

　生殖医療は配偶子形成～受精～着床～胚の発育～胎児という生命の萌芽の過程を取り扱うことから，本質的に遺

伝医療とは密接な関係を有している．しかし，かつての不妊治療は排卵調節や人工授精，卵管形成などが中心で，

技術的に受精現象そのものを扱うわけではなく，遺伝医療との接点は少なかった．その転機となるのが，体外受精・

胚移植という生殖補助技術（ART）の導入である．本来ならばこの時点で，遺伝カウンセリングが生殖医療にも

取り入れられるべきであったと思われるが，当時の日本においては，遺伝カウンセリングは遺伝相談と呼ばれて小

児科領域を中心に限定的に実施されているに過ぎなかった．しかし遺伝カウンセリング自体の認識が向上してきた

ことと，その後のARTの発展が著しく，顕微授精や着床前診断の導人に伴い，徐々に遺伝カウンセリングの重要

性が認知されてきた．遺伝カウンセリングの必要性については，不妊治療を受けるカップルにとってのARTの遺

伝的リスクや未解明の点を理解するという点が強調されるが，実際にはARTを提供する医療者側にとっても，一

定の確率で生まれる先天異常や染色体異常のリスクをあらかじめ理解してもらっておくということは，そうした際

のトラブルを未然に防ぐという大きな意味を持つ．

　ARTが標準的な不妊治療として定着してきた背景は，その高い治療効果とともに安全性にも大きな問題がない

と判明してきたからである．しかし，各種報告をみると，出生時にわかる先天異常や染色体異常を有する児の出生

や出生後悪性腫瘍やゲノム刷り込み現象による疾患の発症率が自然妊娠より増加する可能性があること，自然妊娠

が困難な遺伝的要因による造精機能障害に顕微授精を行った場合は，要因が次世代の男児に伝わる，といった課題

もある．生殖医療における遺伝カウンセリングの具体的なポイントは，不妊治療のARTにおける遺伝カウンセリ

ングについては，1）ARTで出生した児の一般的な先天異常のリスク，2）ART妊娠の出生児と悪性腫瘍発症につ

いて，3）ゲノム刷り込み現象（インプリンティング）の異常による疾患発症について，4）顕微授精と染色体異常

妊娠との関連，5）Y染色体の微小欠失　といった点である．また不育症における遺伝カウンセリングについては，

1）染色体構造異常について，2）着床前遺伝子診断の意義　といった点が重要である．本シンポジウムにおいては

これらの点について概説する．

略　歴

学歴

昭和59年3月31日 高知医科大学（現在の高知大学）医学部卒業

職歴

昭和59年6月1日　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学　研修医

昭和62年7月1日　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学　医員

平成元年6月16日　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学　助手

（平成3年10月1日から平成4年12月28日までアメリカ合衆国ピッツバーグ大学病理学

平成11年7月1日
平成18年1月1日

平成22年4月1日より現職

兵庫医科大学　先端医学研究所　発生・生殖部門

京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻

ディネータユニット准教授

兵庫医科大学　産科婦人科学　准教授

　客員研究員として留学）

講師

遺伝カウンセラー・コー
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S7－2．母体血中DNAを用いた胎児診断

三浦　清徳，増崎　英明

長崎大学医学部産婦人科

　母体血漿中へ流入するcell－free　fetal　DNA（cff－DNA）は妊娠7週頃から検出され，その供給源の一つは胎盤

である．したがって，絨毛採取あるいは羊水検査を行う前に，母体の血液検査で，胎児の性別，Rh型，染色体異

常の有無などを診断することが可能になった．そこで，母体血中のDNAを用いた胎児診断について，私どもの研

究成果を加えて概説する．

1．cff－DNAを用いた出生前診断

　X連鎖性疾患保因者の妊婦が出生前診断を希望する場合，遺伝子解析には絨毛採取が必要であるが，検査に伴う

破水あるいは流産の危険性がある．そこで，妊娠7週から妊娠11週に母体血漿中のcff－DNAを用いたPCR法に

よる児の性別判定を行い，女児であれば妊娠16週頃に性別の確認のために羊水検査および超音波検査を行うとい

うストラテジーは，絨毛採取のリスクを回避することにつながる．また，Rh血液型不適合妊娠では，　Rh（＋）の

胎児血の流入でRh（一）の母体が感作されると抗Rh抗体が産生される．したがって，胎児血の混入が予想される

分娩絨毛採取あるいは羊水検査を行った場合などは，抗ヒト免疫グロブリンの予防投与を考慮する必要がある．

欧米の一部の施設では，Rh血液型不適合妊娠の有無を確認するため，母体血漿中のcff－DNAを用いてPCR法に

より非侵襲的に胎児のRh型を診断している．最近では，　DNAマイクロアレイ技術，次世代高速シークエンス技

術など網羅的な遺伝子解析技術の開発に伴い，断片化されたDNAの定量法が急速に進歩した．母体血漿中に浮遊

するcff－DNA流入量を次世代高速シークエンス法で定量することで，21トリソミーの胎児と正常核型の胎児にお

けるcff－DNA流入量の差を高精度に識別することが可能になり，　cff－DNAを用いた21トリソミーの診断は一部

の国々ですでに臨床応用されている．一方で，cff－DNAの供給源の一つは胎盤であるため，本法には絨毛採取と

同様にconfined　placental　mosaicismのリスクが指摘されており，トリソミーを指摘された場合には確認検査とし

ての羊水検査が必要である．

2．遺伝カウンセリングの必要性

　母体血漿中の胎児DNAを用いた胎児診断は非侵襲的かつ簡便であるがゆえに，本邦における出生前診断にも広

く行われることが予想される．この場合，妊婦が検査の内容とその意味を理解することは重要であり，母体血清マー

カーやNuchal　translucencyにより医療現場で生じたような混乱は回避しなくてはならない．その為には検査の前

に必ず遺伝カウンセリングを行うシステムが必要である．また，診断に関与する医療者は，最新技術を用いて診断

可能なことと，実際にその技術を臨床応用して診断することとの間には，大きな隔たりがあることを常に認識して

おくことが重要である．

略　歴

1995年3月31日
1995年5月16日
1999年4月13日
2003年7月1日
2006年4月1日
2011年4月1日
2012年4月1日

長崎大学医学部卒業

長崎大学医学部附属病院産婦人科

ハーバード大学医学部，ボスドクフェロー

長崎大学医学部・歯学部附属病院産婦人科

長崎大学病院産婦人科

佐世保市立総合病院産婦人科

長崎大学病院産婦人科

研修医

助手

講師

医長

准教授

専門医

日本産科婦人科学会専門医，生殖医療専門医，周産期（母体・胎児）専門医，

超音波専門医（日本超音波医学会），臨床遺伝専門医・指導医
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S7－3．習慣流産と遺伝カウンセリング

鈴森　伸宏

名占屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学・臨床遺伝医療部

　習慣流産の原因は，夫婦いずれかが均衡型相互転座保因者，子宮奇形，抗リン脂質抗体，その他に分類される．

習慣流産夫婦の7～8％に染色体構造異常がみられ，一一部は均衡型転座保因者である．転座の位置はさまざまで，

位置によって流産率が異なるという報告もある．一方，ロバートソン型転座は習慣流産の0．7％，乏精子症男性の

3．4％にみられる．

　均衡型相互転座は染色体の2箇所に切断が起こり，それぞれの断片を交換して再結合した結果おこる染色体の構

造異常で，不妊症や不育症と関連し，妊婦が均衡型相互転座の保因者なら次の妊娠で自然流産する率は50－90％（文

献によっては72％，夫が保因者なら61％）と報告されている．我々のデータで習慣流産の集団では2．9％は夫婦

のいずれかが転座保因者であり，妊娠15－17週で羊水染色体分析をしたときに胎児不均衡型転座の確率は一・般に約

5～10％で多発奇形，成長障害，精神発達遅延など起こりうる．胎児不均衡型転座の多くは妊娠初期に自然流産す

る．また，転座切断点によってはFISH法を併用する必要がある．

　遺伝カウンセリングについては，習慣流産の精査で夫婦の染色体検査を施行して，均衡型相互転座などが判明し

たときは，保因者が過大な責任を感じたり，離婚の原因になったりすることもあるため，慎重な対応が大切である．

また，羊水染色体分析にて均衡型相互転座で，両親が正常核型，すなわちde　novoである場合は，約7～10％に

表現型の異常があるとされ，クライエントは妊娠継続するかの判断に迷う．また，抗リン脂質抗体症候群では，初

期流産だけでなく，妊娠中期以降の子宮内胎児発育遅延や胎児死亡のリスクがあり，抗凝固療法などについてカウ

ンセリングが重要である．一方，習慣流産と遺伝子多型についての研究が進んできている．

　着床前診断は，所属施設や日本産科婦人科学会の倫理委員会承認を要し，日本産科婦人科学会の2010年のガイ

ドラインでは，「原則として重篤な遺伝性疾患児を出産する可能性のある，遺伝子変異ならびに染色体異常を保因

する場合に限り適用される．但し，重篤な遺伝性疾患に加え，均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣

流産（反復流産を含む）も対象とする」となっている．体外受精の技術を用い卵割期の受精卵の1細胞を採取して

間期核FISH分析し正常または均衡型転座の胚を移植することによって，表現型正常の児を得ることが技術的には

可能である．しかし，転座保因者においても原因不明習慣流産に対するスクリーニングにおいても自然妊娠と比較

して生児獲得率が改善できることは証明されていない．現時点の着床前診断のメリットは流産を減少させることの

みである．今回，習慣流産と遺伝カウンセリング，遺伝子多型などについて概説する．

略　歴

平成5年3月
平成5年4月～3年間
平成8年4月

平成12年3月
平成12年6月～
平成12年9月～2年間
平成14年9月～
平成16年4月～現在

平成19年4月～

平成22年7月～現在

三重大学医学部卒業

国立名古屋病院　研修医，レジデント

名古屋市立大学大学院医学研究科入学

大阪市立大学第1解剖　研究員

名古屋市立大学大学院修了，医学博士

名古屋市立大学医学部　産科婦人科学　助手

米国ベイラー医科大学　病理学　助手

名古屋市立大学　生殖遺伝医学・生殖発生医学　助手

名古屋市立大学病院　産科病棟医長

名古屋市立大学大学院　産科婦人科学　講師

名古屋市立大学病院　臨床遺伝医療部　副部長

名古屋市立大学大学院　産科婦人科学　准教授
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S7－4．卵子凍結，卵子提供，卵子幹細胞

高井　　泰

埼玉医大総合医療センター産婦人科

1．卵子凍結

海外では卵子バンキング等に関連した卵子凍結が行われ，既に数千人の出産例があると推定され（Kuwayama　and

Leibo，2010），悪性腫瘍女性患者に対するがん・生殖医療ネットワークも構築されている．一一方，我が国ではA－

PART（不妊・生殖補助医療国際学会）日本支部に所属する20施設で白血病などに罹患した未婚女性に対する卵

子凍結保存に2007年から取り組んでおり，最近2例の妊娠例が報告された．凍結卵子1個あたりの着床率は従来

6－8％と報告されており（Cobo　et　al，2008），凍結受精卵に比べて良好とは言えない．化学療法前の乳癌患者に対

する生殖補助医療は無再発生存期間を悪化させないと報告されているが（Azim　et　al，2008），母児への安全性と妊

娠率を両立し得る卵巣刺激法を検証・確立することが必要である．我が国全体でのがん・生殖医療ネットワークの

構築が求められる一方，健康な未婚女性に対する卵子凍結が一部で施行されており，議論を要する．

2．卵子提供

日本生殖医学会では2009年に第三者の卵子を用いた体外受精を認める報告書をまとめた．国内の25施設からなる

日本生殖補助医療標準化機関（JISART）では独自のガイドラインを策定し，これまでに8件9人の出産例を報告

している．一方，国内卵子提供ではこれまでに72件81人が，タイや米国における海外卵子提供では90件130人

の妊娠例が確認されているが（報道による），実態は不明である．海外卵子提供では妊娠率を上昇させるために複

数の受精卵を胚移植することが多く，多胎率が高い．卵子提供妊娠では母体年齢に関係なく妊娠高血圧症候群のリ

スクが高いと報告されているが，多胎では更に高率となり（Wiggins　et　al，2005），我が国の周産期施設にとって

負担となっている．遺伝医療が身近となり，出生児が出自を知る権利が尊重される今日では，親が子に卵子提供の

事実を告知することが望ましい．我が国では卵子提供に関する法整備が遅れていたが，最近，日本産科婦人科学会

では法案の素案の検討が開始された．

3．卵子幹細胞

胚性幹細胞（ES細胞）や人工多能性幹細胞（ips細胞）から卵子を分化させることが試みられているが，いかな

る種でも受精可能な卵子を得られていない．最近，我々はヒト卵巣組織を融解した細胞懸濁液から，生殖細胞特異

的なDDX4（DEAD　box　polypeptide　4）に対する抗体を用いたFACS（蛍光活性細胞分離法）によって，卵原幹

細胞（OSC）とみられる細胞を分離した（White　et　al，2012）．同様の方法でマウス卵巣から分離された細胞をGFP

で標識して成体マウスの卵巣に移植したところ，GFPを発現した成熟卵子が得られ，マウス精子との体外受精で

胚盤胞が得られた．ヒトOSCは4ヶ月以上分裂・増殖し，少数の卵母細胞や卵子も産生されることが示唆された．

更にGFP標識ヒトOSCをヒト卵巣組織片に注入し，この組織片を免疫抑制マウスに異種移植すると，1－2週間後

に卵母細胞特異的蛋白を発現するGFP陽性細胞を擁した未熟な卵胞を認めた．倫理的・法的理由からヒトOSCか

ら得られた卵子をヒト精子と受精させていないが，以上の知見は雌性生殖細胞は出生後に増殖しないという従来の

学説の変更を迫る画期的な発見であるとともに，悪性腫瘍患者の妊孕能温存や卵子生成メカニズムの研究，OSC

から抽出したミトコンドリアによる卵の質の改善などにも応用が可能と思われる（Woods　and　Tilly，2012）．

略　歴

平成3年3月
平成3年6月
平成9年4月
平成10年3月
平成11年12月

平成13年3月
平成15年4月
平成16年4月
平成19年1月

東京大学医学部医学科卒業

東京大学医学部附属病院産婦人科

日本学術振興会特別研究員

東京大学大学院医学系研究科　博士課程　卒業

東京大学医学部附属病院　産婦人科　助手

日本学術振興会海外特別研究員　米国マサチューセッツ総合病院Research　Fellow

東京大学医学部附属病院　女性外科　助手

埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科　講師

同　准教授
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「非配偶者間生殖医療の問題点」

S8－1．我が国に於ける非配偶者間人工授精治療の現状と展望

久慈　直昭

慶雁義塾大学産婦人科

　非配偶者間人工授精（Artificial　lnsemination　with　Donor’s　Semen，以下AID）は，現在でも無精子症、男性を夫

とする夫婦にとって，家族をつくる重要な選択肢である．

　AIDに使用される精液は，現在我が国においては匿名の提供者から得る，とされている．しかし最近になって，

様々な理由によってAIDで生まれた事実を知り，提供者の情報を求める権利（出自を知る権利）を訴える方たち

が我が国でも現れてきている．

　子どもたちにとって提供者の情報は自己のアイデンティティー確立に重要であるとともに，提供者や遺伝的な同

胞からの遺伝情報の取得，近親婚の回避という医学的な理由からも重要である．一方で，もし匿名性を破棄した場

合におきる提供者の数的・質的変化や，それによっておきる長期的な本治療への影響も考慮しなければならない．

これは，海外において不妊治療が比較的容易に受けられるようになった今口ではますます大きな問題となろう．

　一方出自を知る権利の基礎となる，親となった不妊夫婦が子どもにAIDで生まれた事実を話す（告知）かどう

かも大きな問題である．海外各国では医療者が夫婦に告知することを勧める傾向が強くなっているが，それでも告

知をさける多数の親がいることも全世界的な事実である．親が告知をしない理由は様々であるが，そもそもこの治

療が可能な限り自分たちの子どもを普通の環境の中で育てたい，という願いから始まり，少なくともその結果子

どもがうまれてから数年間は多くの場合親子が幸せに暮らすことができるという事実も見過ごすことはできない．

　本発表では，現在AIDによって生まれた子どもの両親（あるいは治療を希望する夫婦），提供者の求めているも

のを過去のデータから考察し，生まれてきた了・どもの福祉を最大限考慮して作られた海外の枠組みを例に，我が国

においてそれを実現するために解決すべき問題点を考察してみたい．

略　歴

職歴：

昭和57年5月

昭和62年7月

昭和63年7月

平成5年6月
平成13年4月

慶磨義塾大学医学部研修医（産婦人科）

米国オクラホマ大学留学（昭和62年12月まで）

総合荻窪病院出向（平成5年5月まで）

慶鷹義塾大学助手（医学部産婦人科学）

慶雁義塾大学専任講師（医学部産婦人科学）t現在に至る
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シンポジウム8

「非配偶者間生殖医療の問題点」

S8－2．卵子提供の現状と今後の課題

田中　　温

セントマザー産婦人科医院

　最新の生殖補助医療を用いても妊娠が不可能な症例として，精巣内精子も認められない無精子症（原発性無精子

症）と卵子の形成が認められない絶対不妊症（ターナー症候群，早発閉経など）が存在する．このような場合に挙

児を得るには，第三者から配偶子や胚の提供を受ける道しか残されていない．

　そこで一般社団法人JISARTは生殖補助医療に係わる標準化機関として，2003年報告書及び社団法人日本産科

婦人科学会の倫理審議会答申の内容も踏まえて，今日における精子又は卵子の提供による体外受精の民間実施基準

としてのガイドラインを作成した．

　JISART理事会は，　JISART倫理委員会で承認された，友人または姉妹からの非配偶者間体外受精について2例

の実施容認を決定，日本産科婦人科学会，厚労省に対して，経緯を説明し，平成20年3月に卵子提供体外受精実

施を組織として決定した．その後，平成21年に2例の正常児の出産を一般に公表し，さらに学会でも発表した．

　現在JISARTでは6施設が卵子提供を実施しており，2012年6月末日現在の申請件数は26件で，提供者は，実

姉が10件，実妹が11件，義理の妹が3件，友人が2件であり，23件が承認され，1件が審議待ちである．承認案

件23件中，8件が出産し，4件が妊娠中である．

　今後，案件数が増大することが予想されること，本来的には，案件の倫理審査には実施医療機関施設において行

うべき事項であること，この2点が考えられたことにより，施設内倫理委員会が発足した．これによりJISART

ガイドラインに基づいて，非配偶者間体外受精の臨床案件を実施しようとする医療機関が，自ら倫理委員会（施設

内倫理委員会）を設置し，審査を行い，その後，JISART倫理委員会が適応に係わる審査を行う2段階審査方式を

可能とした．このような施設内倫理委員会での直接審議が可能となったことにより，卵子提供に係わる倫理委員会

と卵子提供に係わる家族との関係が緊密化し，児および家族のフォローアップにより親密な支援体制がとれるよう

になり，今後の卵子提供の一般化を進める上で有用なことと考えられる．

　卵子提供でなければ挙児が得られない患者は，かなりの数が存在する．高齢の女性に体外受精を何十回か行った

後に子を得たということは，我が国では美談としてとらえられる傾向があるが，その子に将来発生するかもしれな

いリスクを考慮するならば，今後は卵子提供を積極的に行うことも視野に入れるべきである．

　我々は，JISARTのガイドラインに従って倫理委員会の厳しい管理下においてARTを行っているが，その適性

さは，時代の流れの中で倫理委員の考え方によって変化していくであろう．いずれにせよ，卵子提供の妥当性を担

保するには，早期の立法化が必要と考える．

略　歴

昭和51年3月

昭和57年3月

昭和57年4月

昭和58年7月

平成2年4月

順天堂大学医学部　卒業

順天堂大学医学部産婦人科大学院　卒業

順天堂大学医学部第一病理学教室　入局

越谷市立病院産婦人科　医長

セントマザー産婦人科医院　院長
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非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ

Dl　Offspring　Group

以下の目的を掲げ，2005年にDIで生まれた当事者3人が集まってスタート

・AIDで生まれた当事者同士が，一人で悩まず互いに話し合える場をつくること

・ この技術の抱える問題について，生まれた人の立場から社会に訴えていくこと

具体的には，当事者同士で集まる場をつくったり，講演会等を企画し，DIの抱える問題について訴える活動を行っ

ています．

【これまでの活動】

2005．01

2005．ll

2006．08

2007．12

2008．08

当事者3人が集まる

第1回講演会「子どもが語るAID」

第2回講演会「AID討論会」

第3回講演会「生殖技術について，今考えてほしいこと」

冊子「子どもが語るAID／生殖技術について，今考えてほしいこと」作成

プログ「生殖技術について，今考えてほしいこと」開設

http：／／blog．canpan．info／do9／

第4回講演会「生殖技術で生まれた子どもたちからのメッセージ」

【発行物・「子どもが語るAID」1

子ども帽るA霊0恥。膨＿t．1’，、．．．ss，・翻鱒

子どもが語るAID

一生殖技術について，

（A5版12p）

今考えてほしいこと一

内容：

・ AIDの基本的情報

・AIDで生まれた人が抱える問題
・ 現在の生殖技術

・ 解決への道

・ AIDで生まれた方々へ

，ltM技衛について、今考えてほしいこと

ASPはew｝卑挫間糸ら行われてい尊にもかかわらず．その實毎は鵯らかで罐ありま

せん。しかし箪三袈から舜提褒を受ける生尾担衝は、輔子だけでなく研子の冑僕や枝

頂出慮と．ピんどん七漱していくk・一方で亨．A泊苺生庶れた当事鳴助立響から、與

在起こつでいる態増在閣らかにし．鯛涜への遵、そし“rこれからの鷺鱒鱗笥についτ、

鯵で考えるきつ剤，になれば尊爆い．この研子をつくり字Vk，
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ワークショップ1

「生殖領域と性同一性障害の関わり」

WS1－1．性同一性障害の臨床と生殖に関する問題

中根　秀之

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座精神障害リハビリテーション学分野

　性同一性障害（Gender　identity　disorder；以下GID）とは，異性の一員として生き，受容されたいという願望

を持ち，通常，外科的治療やホルモン療法によって自分の身体を自分の好む性に可能な限り一致させたいという願

望を伴う人々のことを指すとICD－10によって定義されている．長崎大学病院精神神経科では，平成14年からGID

外来を立ち上げ，精神科領域の治療を行っている．当科GID外来では，日本精神神経学会による性同一性障害の

診断と治療のガイドラインに沿った精神科領域の治療に加え，各患者の性格的傾向や発達の問題の検討のため心理

検査も実施している．GID外来受診者に対しバウムテスト，ロールシャッハテスト，　MMPI，　SCT，　WAIS－IIIと

多種類の検査を行い，様々な角度からGID患者の心理傾向についての検討を行っている．

　近年の傾向として，若年者層の受診が増えつつあることや，GID以外のその他の疾患を併発している患者の受

診が多くなっている．日本精神神経学会による性同一性障害の診断と治療のガイドラインも2012年には第4版に

なり，性ホルモン療法の開始年齢の引き下げや，二次性徴抑制治療のガイドラインへの追加など若年者に対する身

体的治療の適応が拡大されている．

　さらに性同一性障害における補助生殖医療について，平成22年，性同一性障害の女性が「性同一性障害者の性

別の取扱いの特例に関する法律」の適用により戸籍上「男性」となった後に他の女性と法的に婚姻し，さらに第三

者の男性から精子の提供を受けて非配偶者間人工授精（AID）の手技を経てもうけた．こうした子について，法務

省は法律ヒの夫婦の「嫡出子」と認めず，非嫡出子として扱うよう求めていたことが報じられた．明らかになった

だけで，同様の事例は全国で6例あるといわれている．これらの事例を巡って，性同一性障害における補助生殖医

療の議論が始められた．このように，性同一性障害においては，医療的にも社会的にも解決するべき課題があり，

医療者の対応が求められていると言えよう．

略　歴

1．プロフィール

　1988年に香川大学医学部卒業．医師国家試験合格後，九州大学精神神経科に入局，1995年に九州大学大学院医

　学研究科博士課程内科系専攻（精神神経科）を修了しt医学博士の学位を授与．以後，九州大学医学部附属病院

　助手（精神科神経科），宮崎医科大学医学部助手（精神科），財団法人厚生年金事業振興団九州厚生年金病院精神

　科医長，佐賀大学医学部助手（精神医学講座），肥前精神医療センターにて精神科医として勤務した．2001年か

　ら，長崎大学医学部附属病院精神神経科の助手となり，講師を経て，2005年8月から長崎大学准教授（長崎大

　学大学院　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　展開医療科学講座　精神神経科学）をつとめた．2007年には

　世界保健機関（World　Health　Organization：WHO）に留学し，自殺予防研究に携わる．2009年6月より，現職

　の長lll奇大学大学院　医歯薬学総合研究科　保健学専攻　教授に昇任し，2010年4月より現在の長崎大学大学院

　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　リハビリテーション科学講座　精神障害リハビリテーション学分野　教授

　となる．

2．主要研究領域：

　●精神疾患の診断および分類に関する研究

　●災害精神医学領域の学際的研究（原子爆弾被災者などを対象に）

　●統合失調症の長期転帰研究・神経生理学的研究

　●自殺予防対策研究

　●精神障害，精神保健に関するAnti－Stigmaに関する調査研究

3．精神科臨床：

　●うつ病，統合失調症をはじめとした一般精神科臨床

　●性同一性障害の診断と治療

　●緩和ケアにおける精神医学的サポート
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「生殖領域と性同一性障害の関わり」

WSI－2．地方における性同一性障害に対するホルモン療法の現状と問題点

井上　統夫

長崎大学医学部産婦人科

目的

当科では2003年より性同一性障害（GID）当事者のホルモン療法をMale　to　Female（MTF），　Female　to　Male

（FTM）いずれについても行っている．性別適合手術（SRS）は行っておらず，希望者にはGID判定会議で承認さ

れれば，国内外のSRS実施施設へ紹介している．今回，県内唯一の総合的なGID治療機関として，地方における

GID療法の現状と問題点を明らかにすることを目的とした．

対象および方法

2003年以降当科を紹介されて受診したすべてのGID当事者を対象とした．　FTMに対してはテストステロンデポー

125mg～250mgを2～3週おきに筋注，　MTFに対してはエストロゲン（E）内服または貼付剤で管理した．対象の

背景，ホルモン療法の効果や副作用，治療継続状況，治療にあたっての問題点等についてカルテより調査した．

結果

2012年4月までに当科を受診したGID当事者は65例で，　MTF17例，　FTM48例であった．当科でホルモン療法

を行ったものが，MTF17例，　FTM36例，現在も継続しているものはMTF9例，　FTM24例の計33例である．転

居が7例，転医希望例が6例，脱落例は5例であった．初診患者数の年次推移では2009年以降数が急増しており，

初診時年齢が10代から20代の若年者が2／3を占めている．居住地は，当院所在市内は1／4程度であり，県外が約

4割を占めていた．当初県外居住者が半数にのぼったが，2009年以降は県内居住者が急速に増加してきている．FTM

の治療では血中E値のコントロールに苦慮したり，子宮出血を繰り返し来した症例も多く認められた．MTFでは

血中E値の上昇は良好で当事者の満足度も高かったが，自己投与者についてはEが過剰となっている者も認めら

れた．ホルモン療法の副作用に関しては，これまでに重篤な副作用の発生は認めていない．

考察

当科を受診したMTFの多くは既にホルモン剤を自己購入しており，当科の受診比率をみても圧倒的にFTMが多

いことからMTFでは自己治療を行っているものも相当数いるものと推測される．当科初診時の現状から推察する

と，その多くは過量のE内服を行っている可能性があり副作用の発生が懸念される．FTMに対するホルモン療法

は血中E値の変動や子宮出血のリスクも高く，婦人科の関与が必要である．そのため泌尿器科での治療であれば

婦人科との密な連携が望ましいと思われる．地方にはGIDの診断や精神的および身体的治療を行う医療機関が少

なく，狭い地域コミュニティーの中でGID当事者が一般医療施設を受診しづらいという現状もある．さらに遠方

からの頻回の通院職場環境を含めた経済的問題などGID治療には多くの問題が存在する．それらの解決に，当

院のような中核病院と地域の診療所等との協力体制を構築することが重要である．

略　歴

昭和62年3月
平成7年3月
平成7年5月
平成14年10月

平成16年12月

平成17年4月
平成17年8月
平成18年6月
平成19年4月
平成19年10月

平成21年9月
平成22年2月～

福岡県立小倉高等学校卒業

長崎大学医学部卒業

長崎大学医学部産科婦人科入局　研修医

長崎大学医学部附属病院　医員

長崎大学大学院医学研究科修了

長崎大学医歯薬学総合研究科　助手

外来医長

副医局長兼任

長崎大学医歯薬学総合研究科　助教（名称変更）

長崎大学医学部産科婦人科　医局長（～平成20年12月）

長崎大学病院　助教

外来医長
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ワークショップ1

「生殖領域と性同一性障害の関わり」

WS1－3．性同一性障害に対する性別適合手術

難波祐三郎

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科

　岡山大学病院では2001年1月より性同一性障害に対する性別適合手術を開始した．岡山大学病院における診療

の流れは，「性同一性障害に関する診断と治療　第4版」に準拠しており，精神科，泌尿器科，婦人科，形成外科，

外部の学識経験者からなる治療適応判定会議において個々の患者の治療適応を決定している．

　FTMTSに対する性別適合手術には乳房切除術，婦人科による子宮卵巣摘出術，尿道延長術，陰茎再建術が含ま

れる．

乳房切除術：男性型胸郭に近づけるため単に皮下乳腺摘出を行うだけでなく，余剰皮膚切除と乳輪乳頭縮小術およ

び移動術が必要である．乳房のサイズと下垂程度により3グループに分類し，それぞれ乳輪下半周切開法，同心円

状皮膚切除法，紡錘形皮膚切除法の術式を選択している．

子宮卵巣摘出術：婦人科医により行われる．

尿道延長術：2期的な陰茎再建を前提としたものと，ミニペニス形成術とも呼ばれる肥大した陰核を利用する陰核

陰茎形成術がある．後者は特例法における外観近似の要件が緩和されてきたことを契機に行われなくなってきた．

陰茎形成術：前腕皮弁を利用しtube　within　a　tube　styleで再建する方法が一般的である．

　演者は複数枚の皮弁を組み合わせて尿道とシャフトを再建するcombination　phalloplastyを開発し，前腕皮弁が

利用できない症例に応用している．

　MTFTSに対する性別適合手術は造膣術と呼ばれるが，これには陰茎切断術，精巣摘出術，陰核形成術，小陰唇

を含めた外陰部形成術および造膣術が含まれる．

陰茎切断術：尿道海綿体は膣前庭と外尿道孔形成に利用し，陰茎海綿体は脚部で切断する．

精巣摘出術：外鼠径輪レベルで精索を含め精巣を摘出する．

陰核形成術：陰茎背神経血管束を連結した陰茎亀頭の一部で陰核を形成する．

外陰部形成術：陰茎包皮で小陰唇を，陰嚢皮弁で大陰唇を形成する．

造膣術：会陰陰嚢皮弁にてサックを作成し，前立腺・直腸間に作成した空隙に埋入する．

　現在国内で性同一性障害に対する性別適合手術を行っている施設は少ない．その主な原因はGIDに対する包括

的な治療体制を取ることの出来る大学病院などが積極的にこれに取り組んでこなかったためと考える．ただし陰茎

再建術や造膣術は合併症が多く，しかも治療そのものが保険適応されていないなど，施術者にとってストレスの多

い手術であることは否めない．1日も早く性別適合手術に対して保険適応が認可され，数多くの施設がGIDに対

して門戸を開くことを希望する．

略　歴

昭和62年4月

平成元年6月
平成13年1月
平成16年3月

平成18年7月
（平成18年10月～19年2月，

平成19年4月
平成22年9月
現在に至る．

岡山大学整形外科入局

岡山済生会総合病院形成外科医員

岡山大学医学部形成外科助手

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

形成再建外科　講師

同　助教授

　　　　　ベルギー・ゲント大学留学）

同　准教授

岡山大学病院ジェンダーセンター長
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ワークショップ1

「生殖領域と性同一性障害の関わり」

WSI－4．性同一性障害とARTにおける倫理一摘出細胞の研究利用と人権・人格
　　　　　の尊重一

齋藤有紀子

北里大学医学部附属医学教育研究開発センター医学原論研究部門

　現在の日本で，性同一性障害の人がARTを利用することへのハードルは高い．一方，性別適合手術で摘出され

た摘出組織を研究に用いることが，近年次々と制度化されている．私たちはこの状況をどのように考えればよいか．

　平成20年2月，文部科学省は，性同一性障害の人の摘出卵巣を，人クローン胚作成のために研究利用すること

を容認した（文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会「人クローン胚の研究目的の作成・利用のあり

方について（第一次報告）」）．人クローン胚作成にはヒト未受精卵が不可欠である．しかし研究に用いることがで

きる「疾患のない未受精卵」は，現実にはほとんど存在しない．不妊患者の未受精卵のほとんどは受精が試みられ，

胚として使用・凍結されるからだ．文科省は，不妊患者から提供される未受精卵以外に，手術で摘出された卵巣（そ

こから卵を成熟させて未受精卵を得る技術開発を含む）を研究資源の候補とし，性同一性障害の人と婦人科疾患患

者をドナーとして想定した．

　また，平成23年4月には，「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」が施行され，ヒト配

偶子の人為的受精研究が可能となった．研究のための精子提供は，「同意能力がある者」が「無償で」行うと定め

られたが，卵子提供は，さらに条件を絞り，生殖補助医療に用いられなくなった卵子と，「疾患の治療等のため摘

出された卵巣（その切片を含む．）から採取された卵子であって，生殖補助医療に用いる予定がないもの」に限ら

れた．ここでもまた，性同一性障害の人の摘出卵巣が，「貴重な研究資源」として想定されたことになる．

　性同一性障害の人の生殖細胞が資源として名指しされる一方で，生殖補助医療の「ユーザー」になることへのハー

ドルは高い．ARTの利用者は日本では原則，法律婚しているカップルに限られているし，疾患治療予定の未婚者

にのみ許される配偶子凍結保存も，がんの放射線治療などを前提としており，性別適合手術「治療」前の人は想定

されていない．

　また，平成15年，日本で初めて性別適合手術を認めた「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」も，

「現に子がいないこと」を手術の要件とした．この要件は平成20年に「未成年の子がいないこと」に緩和されたが，

性同一性障害の人が「自身の性別に違和感を感じていること」と「実子をもちたいと思うこと」は本来別の問題で

あるにも関わらず，性別違和の解消と，挙児の断念があたかも交換条件のようにされてきた歴史がある．

　本ワークショップでは，冒頭の問題意識に則り，性同一性障害の人とART／研究との関わりについて，専門家の

皆さんにご教示いただきながら今後の課題を抽出したい．

略　歴

北里大学医学部附属医学教育研究開発センター医学原論研究部門　准教授

明治大学法学部法律学科卒業，明治大学大学院法学研究科博士前期課程修了
2000年4月，北里大学医学部医学原論研究部門専任講師（2005年より准教授）

専門は法哲学・生命倫理

●倫理委員会委員等
東京慈恵会医科大学倫理委員会／委員

早稲田大学ヒトES細胞研究専門倫理委員会／委員
静岡がんセンター臨床研究倫理審査委員会／委員

千葉大学生命倫理委員会／委員

SRL倫理審査委員会／委員
神奈川県特定不妊治療費助成に関する検討委員会／委員

●行政関係委員会など
文科省人クローン胚研究利用作業部会／委員

文科省特定胚及びヒトES細胞等研究専門委員会／委員
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ワークショップ2

「まれな疾患から学ぶ 女性不妊」

WS2－1． 子宮腺筋症による難治性不妊に対する10年間の不妊治療より学ぶ　in－

sulin抵抗性による子宮内膜着床能障害のエビデンス

神野　正雄1〕，西田　正人2、，玉闇　有告3），渡邉　愛子1），廣濱　　準D，日浦　理絵P，

畠山　尚久D

1）ウィメンズクリニック神野，2個立病院機構霞ヶ浦医療センター産婦人科，3稲城市立病院産婦人科

【目的】腺筋症では排卵や着床の障害から不妊が起き，機序は明らかでない．子宮内膜癌の背景因子に肥満，糖尿

病があり，これは内膜細胞の異所性増殖とinsulin抵抗性（IR）の間の因果関係を示唆する．腺筋症も内膜細胞の

異所性増殖なので，IRとの関連が考えられる．我々は腺筋症による不妊に10年間の諸治療の末，　IRによる内膜

着床能障害を強く示す症例を経験し，説明と同意のうえ報告する．【方法と成績】初診時36歳，6年の原発不妊と

激しい月経痛を主訴とした．超音波で46mm厚の腺筋症を認めた．子宮卵管造影で卵管癒着，黄体機能不全を認

めた．異なる卵巣刺激（danazol内服＋danazol除放IUD挿入やmetformin投与を含む）で5回ARTを行い，受

精，胚発育するも良好形態胚を得ず，妊娠しなかった．38歳に腺筋症核出術（後壁ほぼ全部と底部3cm切除）を

行った．手術により，月経痛消失，CA125は750　U／mLから29．7に，　day－3－FSHは14．61U／Lから＆9に低下し

た．採卵数も3．7±O．9から7．3±0．3（前後3回つつのART）に有意に増加した．しかし術後，計12回のART（偽

閉経＋aromataze抑制剤，ディナゲスト，　metformin，　sitagliptin投与などを含む）で良好胚は1個も得ず，妊娠

しなかった．45歳より，ドナー卵による胚移植をUSAで行った．1回目は採卵，　IVF－ETし，2，3回目は1回目

の凍結胚を，3回ともGnRH　agoniostで下垂体脱感作のうえKaufmann周期に移植した．　L　2回目は妊娠せず，　IR

による内膜着床障害を考え，3回目はmetforminを移植2か月前より投与した．双胎妊娠となり，1児は妊娠19

週で順調である．【結論】Kaufmann人工周期での同一ドナー由来の胚移植が，　recipientにmetformin投与したと

きのみ着床に成功した．ゆえにmetforminが卵胞発育，胚質，黄体機能を改善して着床させた可能性はなく，直

接recipientの子宮内膜のIRを改善し着床能を向上したと考える．　IRは腺筋症の完全切除後にも存在し，腺筋症

の発生病因としての意義も示唆された．

略　歴

1980年

1983年

1985年

1986年～1988年

1988年～1991年

1989年

1990年

1991年

1998年

1999年

2004年

2011年

慶慮義塾大学医学部卒業，同産婦人科入局

慶雁義塾大学大学院入学，体外受精を開始

日本最初の体外受精による双胎妊娠に成功

米国Eastern　Virginia　Medical　Schoolに留学，卵成熟の研究

慶鷹義塾大学病院で体外受精に従事

慶雁義塾大学大学院卒業，同産婦人科助手

Charles　Thibault　Honorary　Lectureship賞を受賞（卵体外成熟）

杏林大学医学部産婦人科講師，同大学の体外受精を開設

世界体外受精会議記念賞を受賞（子宮内膜組織血流量による着床能力の評価）

杏林大学医学部産婦人科助教授

杏林大学医学部退職　ウィメンズクリニック神野院長就任

世界体外受精会議記念賞を再度受賞

「卵巣機能障害に対する新しい治療戦略；終末唐化産物（AGE）の重要性」

役職

ウィメンズクリニック神野　院長

日本受精着床学会　評議員

日本産科婦人科学会東京地方部会　評議員

日本抗加齢医学会　評議員
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ワークショップ2

「まれな疾患から学ぶ 女性不妊」

WS2－2．重症巨大子宮腺筋症から学ぶ不妊治療の適応と限界

浅田　義正’23），羽柴　良樹12），小栗　久典1’L），五十嵐健治12、，小林　　勉】21，滝口　修司’21，

水谷　哲也12），福永　憲隆123），園原めぐみ12），糸井　史陽E’Z．3）

1）浅田レディース名古屋駅前クリニック，z）浅田レディース勝川クリニック，3）浅田生殖医療研究所

目的：不妊治療患者の高齢化が著しいが，初診において既に子宮筋腫，子宮腺筋症を認めることも稀ではない．今

回，長期にわたり不妊治療を実施した重症巨大子宮腺筋症の2例についてその経過と転機について報告し，不妊治

療の適応と限界，周産期リスクを考えたい．症例1：33歳で両側卵巣嚢腫，子宮筋腫手術．35歳より不妊治療開始．

巨大子宮腺筋症と術後癒着のため腹壁からも採卵．2回採卵で妊娠に至らず，採卵後急性腎不全も経験．36歳で子

宮腺筋症核出術施行（ほとんど大きさ変わらず）．その後，4回の採卵で2回妊娠したが流産となる．38歳で再び

子宮腺筋症核出術施行（ほとんど正常大にとなる）．40歳融解胚移植で妊娠成立，全前置胎盤で経過観察中，31

週2日就寝中突然の腹痛により，救急搬送．子宮破裂疑いで緊急帝切．出血多量と高度癒着のため子宮温存不可と

判断し子宮単全摘施行．高度貧血のため輸血施行．1700g女児娩出，その後の児の経過は良好．症例2：初診時28

歳2回流産経験（1回は16週）．体外受精・新鮮胚2個移植にて双胎妊娠したが，18週で流産．その後，融解胚

移植にて2回妊娠したがいずれも流産となった．手術を薦めたがその後来院なく，他院での体外受精治療施行．35

歳時再び当院受診したが，持続する不正出血と持続痔痛強く，鎮痛剤常用．ほとんど治療継続不可．37歳時，融

解胚移植後，発熱で入院DICからICU管理となった．考察：不妊治療において子宮腺筋症は有効な治療法がな

く，通常そのまま不妊治療の継続となる．多くの症例は妊娠継続可能であるが，巨大子宮腺筋症では妊娠が成立し

ても高率に流産となる．子宮腺筋症核出術は現在あまり施行されておらず，有効ではあるが，子宮破裂の危険性が

高く，ハイリスクである．安全な妊娠経過，安全な分娩から不妊治療の適応を考えるべきであるが，患者希望と医

学的安全性の狭間でどこまでやるか，どこで断念するか議論の余地が十分あると思われる．

略　歴

職歴
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名古屋大学医学部医学科卒業

名古屋披濟会病院（研修医）

中部労災病院産婦人科

名古屋大学医学部附属病院産婦人科医員

名古屋大学医学部産婦人科助手に採用

医学博士

交換研究者として米国ヴァージニア州，イースタンヴァージニアメディカルスクール，ジョー

ンズインスティテユートに留学

名古屋大学医学部附属病院分院産婦人科助手

名古屋大学医学部附属病院予防医療部講師

医療法人ナカジマクリニック不妊センター開設

浅田レディースクリニック開院

JISART理事

医療法人浅田レディースクリニック開設

浅田レディース名古屋駅前クリニック開院
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ワークショップ2

「まれな疾患から学ぶ 女性不妊」

WS2－3．妊娠成立に成功した原因を異にする月経血貯留2症例

福田　愛作U，井田　　守’），杉原　研吾b，森　　梨沙P，藤岡　聡子I」，春木

森本　義日青

P医療法人三慧会IVF大阪クリニック，　z〕医療法人三慧会IVFなんばクリニック

篤1），

【目的】月経血貯留を伴う高齢女性と子宮頚部手術後女性の2例の妊娠困難例に遭遇し，さまざまな取り組みを実

施し妊娠に成功したので報告する．【方法と成績】症例L初診時47歳5か月，不妊期間15年3か月であった、

月経困難症が強く月経血は少量が長期間にわたり排出する．経膣超音波検査にて頸管の強度の屈曲と蛇行を認め

た，年齢より1回の人工授精後にIVFに移行した．その後1年6か月間に13回の採卵を行い6個の受精卵を凍結

保存した．その間3度の頸管拡張術を実施し，子宮空内貯留液の消失を確認し，ホルモン補充周期に2段階凍結胚

移植を実施し49歳4か月で妊娠成立した．残念ながら妊娠8週2日でIUFDとなり絨毛染色体検査結果は3倍体

であった．症例2．初診時34歳．28歳時に子宮頚部がんにて円錐切除術を受けた．その後徐々に月経血量が減少

し数年のうちに消失するとともに，強度の月経困難症をきたした．33歳の結婚を機に挙児希望し総合病院婦人科

受診体外受精実施予定であったが，頸管閉鎖のためまず頸管開口必要とのことで全身麻酔下にて2度にわたり頸

管開口を試みるも成功せず当院受診．当院にて子宮頸管局所麻酔下に頸管開口に成功，多量の月経血排出し以後月

経痛は消失した．その後体外受精実施．胚移植前に2度の頸管開口に拡張を行った．胚移植周期採卵当日にも頸管

拡張を行い胚移植実施．その周期に妊娠成立し現在順調に経過している．【結論】以上2例のように，異なった原

因により月経血排出不良をきたした稀な症例に対しても，時間をかけて頸管拡張を繰り返し子宮内腔状態を改善さ

せることにより，また高齢者には凍結胚利用することにより，体外受精難治症例であっても妊娠成功に導くことが

可能であることを明らかにした．

略　歴

学歴／職歴

1972年（昭和47年）

1978年（昭和53年）

1978年（昭和53年）

1980年（昭和55年）

1984年（昭和59年）

1987年（昭和62年）

1988年（昭和63年）

1988年（昭和63年）

1989年（平成元年）

1990年（平成2年）

1991年（平成3年）

1992年（平成4年）

1996年（平成8年）

1998年（平成10年）

2003年（平成15年）

京都府立大学農学部中退

関西医科大学卒業

京都大学付属病院　産婦人科研修医

市立舞鶴市民病院　産婦人科医長

京都大学大学院　医学研究科入学

東京大学医科学研究所　免疫研究部

京都大学大学院　医学研究科終了

京都南逓信病院（現NTT京都病院）産婦人科医長

京都大学医学博士授与

米国東テネシー州立大学　医学部産婦人科留学

米国東テネシー州立大学　医学部産婦人科准教授

米国東テネシー州立大学　体外受精ラボディレクター

米国バイオアナリスト協会（ABB）IVF培養室長資格（HCLD）取得（日本人で唯一）

IVF大阪クリニック副院長

IVF大阪クリニック院長
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ワークショップ2

「まれな疾患から学ぶ 女性不妊」

WS2－4．17α一水酸化酵素欠損症の1例

河原井麗正1〕，石川　博十1），金谷　裕美b，川野みどりD，木原　真紀2），齋藤　佳子3），

田中　知明3｝，生水真紀夫11

D千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学，2）東京女子医科大学産婦人科学，

療内科学

｝千葉大学大学院医学研究院細胞治

【目的】17α一水酸化酵素欠損症はステロイド合成酵素のP450c17の先天的な障害により，ミネラルコルチコイド過

剰による高血圧と性ステロイドの欠乏による性腺機能不全をきたす非常に稀な常染色体劣性遺伝性疾患であり，性

腺機能低下症男性の典型例では外陰部が女性型であるため，無月経を主訴に婦人科を受診することも多い．今回わ

れわれは，P450c17の遺伝子変異を確認した17α一水酸化酵素欠損症の一例を経験したので報告する．【症例】27

歳．原発性無月経を主訴に17歳時に近医婦人科を受診し，EP剤を投与されたが，消退出血は起こらなかった．

その時の婦人科診察トラウマから，その後医療機関を受診していない．24歳時に職場検診で高血圧を指摘され，

当院内科に紹介．血液検査にて低カリウム血症，ACTHの分泌充進，　E2値低値を認めた．原発性無月経と乳房発

育の欠如があり，精査目的に当科紹介となった．身長170cm，体重57　kgで外陰部は女性型であったが，子宮は

見られず膣は9cmの盲端となっていた．乳房の発育はなく，恥毛，腋毛は欠如していた．十分なインフォームド・

コンセントの後施行した染色体検査の結果は46XYであり，　CYPl7Alコドン487－489に欠失を認め，17α一水酸化

酵素欠損症と診断した．デキサメタゾン投与により，高血圧と低カリウム血症は改善した．YAM値は59％と低

下しており．骨端線も未閉鎖であった．エストロゲン補充開始後，身長の伸びは鈍化し，骨塩量も徐々に増加して

いる．画像診断では，性腺を同定できていない．【結語】本症例は，若年性高血圧・原発性無月経・第二次性徴の

欠如などの定型的な症状がそろっていたにもかかわらず，成人期まで正診に至らなかった症例である．原因のひと

つが婦人科診察時のトラウマにあった点は，婦人科医として反省させられる点である．本症例では性腺が同定でき

ておらず，性腺の萎縮が疑われるが，悪性化の可能性を含め摘出なども念頭においた精査が必要である．

略　歴

平成19年3月

平成19年4月

平成21年4月

平成24年4月

弘前大学医学部医学科卒業

研修医（千葉社会保険病院千葉大学医学部附属病院）

千葉大学医学部附属病院周産期母性科・婦人科入局

産婦人科専攻医研修

・君津中央病院（～平成22年3月）

・ 長野県立須坂病院（平成22年4月～平成23年3月）
・ 千葉市立青葉病院（平成23年4月～平成24年3月）

千葉大学医学部附属病院周産期母性科・婦人科医員

千葉大学大学院医学薬学府4年博士課程　先端医学薬学専攻生殖機能病態学入学
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ワークショップ3

「まれな疾患から学ぶ　男性不妊」

WS3－1．無精子症に合併したLeydig　cell　tumorで精巣保存を行った3例

太田　茂之，小堀　善友，定岡　侑子，西尾浩二郎，佐藤　　両，芦沢　好夫，

八木　　宏，宋　　成浩，新井　　学，岡田　　弘

濁協医科大学越谷病院泌尿器科

【目的】男性不妊症患者で精巣の診察時，触診ないしは超音波検査で，精巣内に腫瘍を認めることがある．今回わ

れわれは，無精子症患者で，術中迅速病理診断結果により，手術用顕微鏡下にTESEと腫瘍核出術を行ない，精

巣温存した3例について報告する．【方法】対象：無精子症で他院から紹介された3例．年齢は37～51歳（中央値

41歳）．FSHは35～45mlU／mlと高値，　LHとテストステロンは基準値内であった．1例は精巣内に腫瘤を触知，

精索静脈瘤は認めず精巣容積は左右ともに4ml，1例で染色体異常（47，XXY）を認めた．各症例とも，腫瘍マー

カーは基準値内であったがエコーとMRIで精巣腫瘍が疑われた．良性腫瘍であれば精巣温存したいとの希望を受

けて，十分なインフォームドコンセントを得てから手術用顕微鏡下TESEと腫瘍核出術を行った．【結果】術中迅

速病理診断ではLeydig細胞腫と診断され腫瘍核出術を行った．その後MD－TESEを行ったが，いずれの症例も

精子を認めず．最終の病理診断でもLeydig細胞腫と診断された．現時点で他臓器への転移は認めていない．【考

察】Leydig細胞腫は精巣腫瘍の1～3％を占める．ほとんどは良性であるが10％ほどはリンパ節，肺，肝，骨に

転移する可能性がある．診断時に悪性と判断する因子はないが，腫瘍サイズと有糸分裂の活性，血管侵襲の有無が

悪性度を判断する良い指標となる．今回われわれの経験した症例では，病理診断では良性のLeydig細胞腫の診断

であった．精巣機能不全によるnegative　feedbackによりFSH，　LHが高値となり，LHによる長期刺激によりLey－

dig細胞が過形成または腫瘍化が起こるという報告があるが，今回の症例ではFSHは高値であるがLHは基準値

内であり，Leydig細胞腫の発生機序は不明である．今回われわれはMD－TESE施行時に3例のLeydig細胞腫を

術中迅速診断で確認し，腫瘍核出術を行い，精巣温存可能であった．

略　歴

2007年3月

2008年4月

2010年4月

2012年3月

2012年4月

金沢大学医学部医学科卒業

栃木県芳賀（はが）赤十字病院　初期研修医として入職

自治医科大学腎泌尿器外科入局（後期研修医）

自治医科大学腎泌尿器外科退職

掲協医科大学越谷病院泌尿器科入局（病院助教）
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ワークショップ3

「まれな疾患から学ぶ　男性不妊」

WS3－2．　TESE－ICSIで不成功だった症例に対するゴナドトロピン療法で射出精子

　　　　　が改善しICSIで出産に至った1例

田口　俊章D，小坂　真世v，山田　裕子t），山脇友記子1），小林　健治1），小野　孝司2｝

DタグチIVFレディースクリニック，2鳥取赤十字病院

【症例】40歳　男性　身長178cm　体重78kg【既往歴】2歳頃精巣が腫れ，右精巣摘出　平成22年4月挙児希望

で初診．通常の精液検査では，精子が確認できず，精液沈渣中に数匹の不動精子が確認され，精巣内精子回収の可

能性が高いと思われた．日赤でLH：O．96mlU／ml　FSH：5．53mlU／mlと低値のため，ゴナドトロピン療法の適応と

も考えたが，早期の妊娠を希望されたので，9月にTESE－ICSIを施行した．同日採卵を行い，妻は28個の卵子を

採取した．夫は1ヵ所目の精巣組織では精子が見つからず，他の部位2ヵ所に5匹の精子を見つけ，ICSIを施行

した．1個が受精したが，桑実胚で発育停止したため凍結できなかった．同年12月LH：O．lmlU／ml　FSH：O．14mlU

／mlと低値のため日赤泌尿器科でゴナールF150単位を隔日に週3回，　HCG5000単位を週2回注射した．治療開始

4カ月後の精液検査で，精子濃度730万／ml，運動精子数500万／ml，高速運動精子数130万／mlと改善したため凍

結保存した．平成23年6月14個の卵子を採取．採卵当日の射出精液内に運動精子50万／mlおり，ICSIを行った．

MIII3個中12個が受精しt　6個が良好胚盤i胞となり，　E2高く，全凍結となった．8月にHRT下で4BBの凍結胚

盤胞を融解し，移植．9月17日胎嚢を確認し，9月24日胎児心拍動を確認した．妊娠経過は順調で，平成24年5

月22日正常経膣分娩で3578gの女児を出産した．アプガースコア9点で外表奇形は認めなかった．【まとめ】今

後無精子症症例は，LH・FSH・テストステロンが共に低値で，特に精巣容量，二次性徴がある程度発達している

症例では，まず，rFSH・HCG療法をしてから治療計画をたてる必要があると考えられた．

略　歴

昭和57年

　　同年

　　同年

平成11年9月より

鳥取大学医学部産婦人科大学院博士課程卒業

鳥取大学医学部産婦人科助手

鳥取県立中央病院産婦人科医長

タグチIVFレディースクリニック院長

現在に至る．
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ワークショップ3

「まれな疾患から学ぶ 男性不妊」

WS3－3． 精子膨化試験で生存を確認した精巣内不動精子を用い，

植により妊娠に至ったKartagener症候群疑いの一例

顕微授精・胚移

本田　秀美1］v小宮　　顕2〕，布施　秀樹2），杉本ゆき恵1〕，桑名　真弓い，

小嶋　康夫1｝

’）小嶋ウィメンズクリニック，L｝富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学講座

上野奈緒子1），

【はじめに】Kartagener症候群（KS）は，原発性線毛機能不全症のうち内臓逆位，慢性副鼻腔炎，気管支拡張症

を三徴とする稀な疾患で通常精子運動不全を伴う．今回我々はKSが疑われる無精子症において，精巣内精子採取

（TESE）により得た不動精子を用い，精子膨化試験（HOST）を併用した顕微授精（ICSI）によって継続妊娠に

至った症例を経験したので報告する．【症例】夫31歳，妻30歳OGOP．夫は2011年7月の健康診断で内臓逆位

を指摘され，小児期からの慢性副鼻腔炎罹患，気管支拡張症の存在からKSと診断された．その後泌尿器科で無精

子症と診断され，当院に搬送されたTESE組織から精巣内精子を回収し凍結保存した．精巣内精子は運動率0％

でエオジンY染色による精子生存率は27．2％であった．インフォームドコンセント（IC）を行った後，2012年2

月にクエン酸クロミフェンとhMGによる低刺激誘発法を開始し2個採卵した．融解した精巣内精子のうちHOST

陽性の精子を用いてICSIを行ったところ2個とも受精し，採卵2日目に胚移植を行い継続妊娠に至った．　IC後，

ICSI時に融解した精子の残りを電子顕微鏡検査に供した結果，検体が微少であり凍結融解による精子の損傷もあっ

たことから確定診断には至らなかったものの，精子尾部のダイニン腕欠損像が確認された．【考察】射出運動精子

を認めるKS例も多く報告されているが，本症例は無精子症のためTESEを要し精巣内にも運動精子を認めなかっ

た．HOSTは低浸透圧溶液中で生じる精子尾部の変化により不動精子の生存を確認する方法であり，本症例でも

生存精子の選別に大変有用であった．Young症候群との鑑別が困難であったが，精巣内精子が不動精子で，精子

尾部のダイニン腕欠損像も認められたことから，KSが強く疑われた．【結語】KSが疑われる無精子症において，

精巣内不動精子をHOSTにより選別しICSIすることで継続妊娠に至った症例を経験した．【倫理上の配慮】発表

について患者の同意を得た．

略　歴

1997年3月

1997年4月～

1999年4月～

2003年4月～

2004年3月

2004年4月～

2005年10月～

2008年4月～

自治医科大学医学部卒業

富山県立中央病院臨床研修医

氷見市民病院産婦人科医員

旧上平村西赤尾診療所所長代理

旧富山医科薬科大学医学部医学系研究科博士課程修了

氷見市民病院産婦人科医員

氷見市民病院産婦人科医長

小嶋ウィメンズクリニック産婦人科医師
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ワークショップ3

「まれな疾患から学ぶ 男性不妊」

WS3－4． 生まれてくる児の権利を考え男性ガン患者の精子凍結とそれを用いた生

殖補助医療実施の可否を緊急の倫理委員会で検討した症例

己斐　秀樹，大内　久美

亀田総合病院不妊生殖科

【緒言1がん患者の治癒後の将来の妊娠を守るための妊孕性温存の試みは，患者の将来の生活の質を改善するため

に重要である．男性のがん患者に対しては治癒後の利用を目的に精子の凍結保存が比較的確立した方法として利用

されている．予後不良の男性がん患者の精子凍結とそれを用いた妻の生殖補助医療の開始にあたり生まれてくる児

の権利を考え担当医師が苦慮し，倫理委員会の判断をもとめた症例を経験したので報告する．【症例】夫は既往歴

のないstage4の肺ガン（非小細胞癌）の55歳男性．他院で試験切除を受け，当院腫瘍内科に化学療法目的で来院．

妻は35歳，3回経妊の0回経産婦人で他院において腹腔鏡を初めとする不妊治療歴あり．当院初診時不妊期間5

年で外国籍．抗ガン剤の生殖細胞への影響を考え，精子の凍結保存と速やかな妊娠のため凍結精子を用いた体外受

精を希望され腫瘍内科担当医から紹介された．予後は非常に厳しく，生殖担当医は生まれてくる児の権利と保存し

た生殖細胞が死後生殖の問題を引き起こす潜在的な危険を考え，開始にあたり苦慮した．緊急の倫理委員会（3名

の内部委員，通常は16名で外部5名）を招集して，倫理的観点から精子の凍結保存と体外受精の開始が適切であ

るか検討した．治療の開始は倫理的に問題ないとの判断で，日本語と英語での説明と同意を得てピルロング法で17

個の卵を採卵し，凍結精子を用いた顕微授精を行い4日目に4個，5日目に5個計9個の受精卵を凍結した．2回

目の凍結胚融解胚移植で妊娠するも稽留流産で流産手術．その後2回目の凍結胚融解胚移植で妊娠．現在経過良好

で夏に分娩予定である．夫は多剤の化学療法が著効して画像上完全寛解　【結語】今回に関しては，現時点では夫

婦の幸福に貢献できた．緊急の倫理委員会の検討では不十分な部分もあり，がん患者に対して生殖補助医療を実施

する場合にはいくつかの条件を想定した指標の作成があらかじめ必要と思われた．

略　歴
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東京医科歯科大学医学部卒業

東京医科歯科大学医学部付属病院産婦人科

川口工業総合病院産婦人科

東京医科歯科大学大学院進学

東京大学農学部応用遺伝科学（舘　隣教授）国内留学

東京医科歯科大学大学院卒業　博士号取得

東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学助手

米国ペンシルベニア大学　research　fellow

亀田メディカルセンター産婦人科部長（不妊生殖担当），不妊生殖センター長

亀田メディカルセンター不妊生殖科部長，不妊生殖センター長

東京医科歯科大学臨床助教授
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ディベート①

子宮腺筋症の治療戦略

11月9日　8：40～9：20

座長：杉野　法広（山口大学産婦人科）

　　　深谷　孝夫（高知大学産婦人科）

演者1外科療法の立場から
　　　北出　真理（順天堂大学産婦人科）

薬物療法の立場から

北島　道夫（長崎大学産婦人科）

【概要】

　子宮腺筋症は，子宮筋層に子宮内膜組織が存在することにより疾痛や過多月経などの症状を呈す

る卵巣ステロイドホルモン依存性疾患である．子宮内膜基底層から筋層内に直接子宮内膜組織が浸

潤することにより病巣が形成されると考えられているが，子宮漿膜側から子宮内膜症組織が侵入し

て病巣が形成される場合も想定され，その病態は必ずしも明らかでない．子宮内膜あるいは筋層の

機能的・器質的障害が本疾患の本態と考えれば，不妊症の原因になることは容易に想像されるが，

一口に子宮腺筋症といってもその程度は様々で，子宮内膜症や子宮筋腫を合併することも多く，不

妊症との直接的な関連についても不明な点は多い．本疾患は30代後半から40代にかけての女性に

好発し，これまで経産婦に多いとする報告もあったが，最近の晩婚化・初産年齢の上昇から，未産

婦や不妊症に合併して臨床的に遭遇することが多くなっている．臨床的にはMRIや超音波検査に

より診断されるが，侵襲を伴わない診断方法が確立しているわけではない．このため，子宮腺筋症

と妊孕性との関連は諸家の報告により内容が大きく異なる．子宮腺筋症病巣が小さく限局的な場合

は，妊孕性に対する影響は比較的小さいと考えられるが，病巣が大きい重症の子宮腺筋症を合併し

た不妊症は難治性であることが多い．痔痛や過多月経などの子宮腺筋症の症状を軽減させる方策に

は手術療法と薬物療法があるが，不妊症を合併している症例においてこれらの治療法がどれだけ妊

孕性を改善する効果があるか議論の余地があり，妊娠率のみでなく周産期予後も考慮した検討が必

要であろう．子宮腺筋症を合併した不妊症女性ではARTを選択することが多く，　ARTの治療効果

を最大限に引き出すような外科療法や薬物療法との複合的な方策が有効である可能性がある．

　本セッションでは，子宮腺筋症合併不妊症に対するアプローチとして外科療法と薬物療法とに大

まかに分けて討論を行い，それぞれの治療法の利点・問題点を明らかにしたい．本ディベートが治

療に難渋することが多い本疾患の臨床的な対策の一助となることを期待したい．



156（300） 日生殖医会誌57巻4号

ディベート②

子宮筋腫：取るか取らないか

11月9日　9：20～10：00

座長：岩下　光利（杏林大学産婦人科）

　　　堤　　　治（山王病院）

演者：主に周産期の視点から

　　　平松　祐司（岡山大学産婦人科）

主に不妊症の視点から

村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

【概要】

　子宮筋腫は病変が存在する位置，数，大きさにより妊孕性に与える影響が異なる．不妊症の原因

となるような筋腫であれば，外科的な摘出により妊孕性の改善が見込まれる．最近の内視鏡技術の

発達により，低侵襲下に温存療法を選択することが可能となった．一・方で，妊孕性に直接関係しな

いような病変の場合は，とくに外科処置を施さずとも妊娠することが可能である．このような場合，

子宮筋腫の存在が流早産など周産期管理に影響を及ぼすことがある．最近の晩婚化・出産年齢の上

昇に伴い，子宮筋腫を有する挙児希望女性は増加していると考えられる．外科処置後には妊娠した

場合の子宮破裂のリスクから，一定の術後禁欲期間を設ける必要性も考えられる．強く妊娠を希望

する余り，子宮筋腫に対する外科処置の必要性を十分評価する前に不妊治療を行い，妊娠成立後に

対処に苦慮する症例も少なからず存在すると思われる．筋腫合併の挙児希望女性には，どのような

処置をとるべきか，あるいはとらないでよいのか．妊娠後の周産期管理まで念頭においた場合，い

ずれを選択すべきか判然としないところもある．ARTの普及により外科処置が過少評価されてい

る面もあるのではないか．

　本セッションでは，不妊症および周産期に関連した子宮筋腫のエキスパートに演者をお願いし，

挙児を希望する女性における子宮筋腫に対する外科的アプローチについてのup　to　dateおよび周産

期側からみたその限界と対処について議論を交わしていただきたい，
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ディベート③

高齢女性の問題：不妊治療と妊娠予後

11月9日10：00～10：40

座長　石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　竹下　俊行（日本医科大学産婦人科）

演者　周産期医療の立場から
　　　久保　隆彦（国立成育医療研究センター産科）

生殖医療の立場から

見尾　保幸（ミオファーティリティクリニック）

【概要】

　不妊治療の臨床において，挙児を希望する女性が高齢化していることは，日々の診療で実感され

ることである．一・方，晩婚化，初産年齢の上昇により産科の臨床でもいわゆる高齢初産婦の占める

割合が高くなっている．高齢妊娠は周産期合併症が増加するハイリスク妊娠と捉えられている．高

齢の不妊女性は妊娠後のリスクを十分自覚する必要があり，生殖医療を提供する側としては，周産

期予後を考慮して，内科的合併症の有無などをスクリーニングしカウンセリングを行うべきであ

る．一方，社会構造のなかで重要な立場をしめるようになった女性たちの生殖に関する自己決定権

は尊重されなければならない．また，これまで妊娠をあきらめざるをえなかった女性が，生殖補助

医療技術の恩恵を受け妊娠が可能になることは喜ばしいことである．しかしながら，提供卵・胚を

用いた非配偶者間の生殖医療の進歩により，これまで考えられなかったような年齢の女性が妊娠管

理を希望して産科を受診し対応に苦慮するようなケースも生じている．このような状況のなかで，

現在不妊治療の多くを占めている高齢女性が妊娠し安全に出産するには，生殖医療に携わる者と周

産期医療に携わる者がさらなるコラボレーションを持ってサポートしていく必要があると思われ
る．

　本セッションでは，生殖医療および周産期領域の最前線で活躍されている先生に，高齢挙児希望

女性における不妊治療と妊娠した場合の周産期的な問題点を議論していただき，相互の立場から理

解を深めていただきたい．
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生殖医療における倫理を考える（長崎遺伝倫理研究会）

出席者　増崎

　　　　福崎

　　　　近藤

　　　　児島

英明（産婦人科・臨床遺伝専門医）

博孝（弁護士）

達郎（小児科・臨床遺伝専門医）

達美（心理）

篠原駿一郎（倫理）

五味　香織（報道　毎日新聞社）

日生殖医会誌　57巻4号

【概要】

　本邦では，女性のキャリア継続やそれに伴う晩婚化が進み，女性の初婚年齢は30歳代になった．

不妊治療を受ける高齢女性には，妊娠した場合の胎児染色体異常のリスクが高くなるという遺伝的

リスクの他に様々な問題が関連している．キャリアを積み上げた女性が結婚しても妊娠しないの

で，不妊クリニックを受診し，そこで初めて妊娠には適齢期があることを知るというようなケース

もある．これは，生殖年齢の女性の多くが，妊娠・出産と年齢との関連について無知であることが

要因の一つと考えられる．高齢妊娠には妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群など産科合併症に伴う生命

の危険性も高く，不妊症の女性がそのリスクを治療前に理解し，女性の安全が確保される支援体制

が必要であり，生殖医療カウンセリングの果たす役割は今後大きくなると思われる．生殖補助技術

の進歩により，多くの不妊症の夫婦が子どもを授かることができる一方で，不妊治療が不成功のた

めいつまで治療を継続したらよいのか答えが見いだせずに経済的にも精神的にも悩みを抱える夫婦

も多く，心理的支援も重要である．また，最近では，第3者による卵子提供や代理母などを求めて

海外への渡航治療を選択するケースも知られているが，それらには産科合併症の危険性が高まるな

どの医学的問題に加えて，子が出生を知る権利とそれに伴う悩み・葛藤，さらには戸籍など親子関

係についての法律的かつ倫理的な問題も含まれている．

　以上のように生殖医療の問題は，医学のみで解決することは不可能である．長崎では出生前診断

のあり方などについて，遺伝倫理研究会を立ち上げて，法律，倫理心理医学（産婦人科と小児

科）の専門家そして患者も参加し討論している．この取り組みは，日々の臨床において医学に偏ら

ない物の見方を養うことができる．そこで，本セッションでは，長崎の遺伝倫理研究会のメンバー

にマスコミの専門家を加えて，以下に提示する症例をもとに生殖医療における倫理について討論す

る．聴講者には，医療には多方面の意見を取り入れることの重要性を体験していただきたい．

症例

　38歳の女性．41歳の夫とは5年前に仕事で知り合い結婚した．夫婦は妊娠について特に意識す

ることなくキャリアを積み，経済的にも余裕が出てきた．2年前から，そろそろ子どもが欲しいと

思うが妊娠しない．不妊症だと悩んでいたところ，夫の両親からも「早くかわいい孫の顔を見てみ

たい」と言われるようになり，益々プレッシャーを感じるようになった．近くの産婦人科を受診し，

排卵日に合わせて妊娠を試みることにした．しかし，なかなか排卵しないことがわかったので，医

師からは不妊症の専門クリニックで検査と治療を受けるように勧められた．夫婦は，40歳代の著名

人でも不妊治療で妊娠し出産したというニュースもあり，自分たちも簡単に子どもができるだろう

と考えて受診した．

（症例は，不妊クリニックで生殖医療カウンセリングを受けて，初めてセッションの概要に示した

ような問題に直面することになるという設定で討議をお願いいたします，）



一

（ロ　演）
鷲
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O－OO1　3回以上の反復生化学的流産症例の予後についての臨床的検討

○松本由紀子，十倉　陽子，緒方　誠司，山田　　聡，水澤　友利，岡本　恵理，：苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【日的】生化学的流産（CA）は臨床的流産に含めるか否かについては統一した見解がない．今回我々は，当院において不妊

治療を施行し，3回以上連続して生化学的流産と診断した症例の転帰を調べた．【方法】当院において，2007年1月から2012

年4月までに，CAを3回以上反復した症例の転帰を後方視的に検討した．　CAの診断は，妊娠判定日に血中β一hCG値がホ
ルモン補充周期で1mlU／ml以上，　hCG製剤を使用した周期では15mlU／ml以上，一般不妊治療では排卵日より15日目以
降で尿hCGテストが陽性となるも胎嚢確認前に自然流産となった症例とした．連続した3回の妊娠がCAとなった40例を
検討対象とし，出産既往のある症例は除外した．【結果】平均流産回数は3．6回（3－8回）であった．ART施行例が36例，

一般不妊治療が4例であった．3回以上のCA後の初回妊娠で出産となった症例が20例，胎嚢確認以降の流産既往を経て出
産となった症例は5例，年齢因子等により治療終了が5例，転院あるいは治療中断症例が5例，現在治療中が7例であった．

不育症検査を施行した36例のうち，抗凝固療法の適応となる異常を示した症例は15例（凝固第XII因子低下3例，抗リン
脂質抗体陽性12例）あり，これらについては抗凝固療法を施行し，10例は最終的に出産に至った．【考察】3回以上CAを
反復する症例の41．7％（未検査を除く36例中15例）で抗凝固療法の適応となる血液異常を認めた．またこれらの異常がな

い症例でも流産回数が増すにつれ，担当医の判断で予防的に抗凝固療法を行った症例があった（25例中14例施行し，うち
9例が出産）．【結論】生化学的流産であっても，3回以上反復すれば不育症を疑い検査を行い，異常を認めれば治療を行う
事で予後を改善できる可能性がある．

O－002　抗CLβ2GPI抗体陽性不育症症例における他の抗リン脂質抗体の陽性率に関する検
　　　　　　討

○生野　寿史1），高橋麻紀子1），吉田　邦彦i’，能仲　太郎2｝，高桑　好一D

　l噺潟大学医歯学総合病院産婦人科，2県立六日町病院産婦人科

【目的】各種異常妊娠の発症要因として抗リン脂質抗体（APA）の重要性が明らかとなっており，特に抗カルジオリピンβ2GPI抗

体（抗CLβ2GPI抗体）陽性不育症症例では予後がより悪いことが指摘されている．一方，抗CLβ2GPI抗体の陽性率は低く，原因

検索としては従来法によるAPAを測定し，陽性例で抗CLβ2GPI抗体の検索を行えぱ良いとの考え方もある．そこで抗CLβ2GPI抗

体陽性不育症における他のAPA陽性率を検討し，抗CLβ2GPI抗体測定の意義について検討した．【対象および方法】当科不育外来

では原因に関する説明後にICを得て検査を行い，抗CLβ2GPI抗体陽性の24例を対象とした．抗CLβ2GPI抗体のカットオフ値は
3．51［U／mlであるが，1．6－－3．41U／mlを弱陽性例とし，1．6－－3．41U／ml：11例，351U／ml以上：13例であった．これらの症例における

抗カルジオリピン抗体（抗CL抗体），抗フォスファチジルセリン抗体（抗PS抗体），梅毒反応生物学的偽陽性（BFP），ループス

アンチコアグラント（LAC）の陽性率を検討した．また治療後（柴苓湯，低用量アスピリン，症例により副腎皮質ステロイド併用）

の妊娠予後について検討した．【成績】抗CLβ2GPI抗体陽性24症例における各抗リン脂質抗体の陽性例は抗CL抗体14例（58．3％），

抗PS抗体6例（25％），　BFP3例（12．5％），　LAC5例（20．8％）であった．9例（37．5％）においてはいずれの抗リン脂質抗体も陰

性であった．抗CLβ2GPI抗体陽性24症例中20例において妊娠が成立し，15例において分娩に至っている（いずれも正期産）が，

初期流産例で絨毛染色体異常が認められた症例が3例ありこれらを除いた成功率は88．2％であった．【結論】抗CLβ2GPI抗体陽性

症例のうち37．5％で他の抗リン脂質抗体が陰性であることから，抗CLβ2GPI抗体の検査は重要であると判断された．また抗CLβ2

GPI抗体陽性症例に対する柴苓湯低用量アスピリン（症例により副腎皮質ステロイド併用）療法の有効性が認められた．

O－003　着床障害，反復生化学的妊娠症例に対する不育症的検索の必要性

○杉　俊隆堺　利枝
　杉ウイメンズクリニック不育症研究所

　不妊クリニックから不育症専門外来へ紹介されて来る不妊患者は，良好胚を何度移植しても全く妊娠しないか，もしくは
生化学的妊娠で終わってしまう患者である．2009年5月以降当院を受診した，その様な着床障害と考えられる不妊患者（n＝
158）に対してインフォームドコンセントのもとで不育症検査を施行したところ，抗リン脂質抗体（aPL），第XII因子欠乏，

プロテインS欠乏などが高頻度で見出され，不育症患者群に非常に類似したリスクファクターの陽性率が得られた．Ameri－

can　Society　for　Reproductive　Medicine（ASRM）Practice　Committeeは，　aPLはIVF成功には影響しないという見解であ

るが，American　Society　for　Reproductive　Immunology（ASRI）はその様な結論を出すのは早急であるという見解である．

我々は，不妊症患者においてaPL陽性者が少なからずいる事，陽性者の卵胞液にaPLが存在する事，卵胞液中のaPLはIgG
のみで，IgMは無かった事，　aPL－IgGは受精率を低下させた事などを既に報告した（Am　J　Reprod　Immunol　2006；55：341－

348）．しかしながら，良好胚を移植しても生化学的妊娠を繰り返す着床障害症例では，不育症患者同様aPL－lgMの陽性
頻度が高く，また，第XII因子欠乏やプロテインS欠乏などの凝固異常も不育症と類似した頻度で確認され，受精障害と着
床障害における機序は異なる様である．生化学的妊娠は，流産とは異なるとは言え，繰り返した場合は，不育症として扱う

べきなのかも知れない．着床障害は，不妊症と不育症の挟間にあり，どちらの領域なのか不明であったが，今回の我々のデー

タより，不育症の領域に近い事が示唆された．しかしながら，アスピリンやヘパリンなど，従来の不育症の治療をそのまま

不妊症に行なう事は不適切であり，新しい治療を開発する必要がある．当院でも現在研究中の理論，治療があるが，残念な
がらまだ発表する状況には無い．不妊専門医の協力が不可欠である．
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O－004　男性相互転座保因者とロバートソン型転座保因者のART予後

○大津　英子，城戸　京子，佐藤　晶子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】染色体異常と不妊には密接な関連があり，無精子症患者の10～15％，重症男性不妊患者の5～7％，反復流産および
習慣流産カップルの5％にどちらかの染色体異常があると報告されている．日本産科婦人科学会では，染色体転座を原因と

する習慣性流産症例に対するPGD（着床前診断）実施後の，最終的な出生率（累積生児獲i得率）は，68．0％（ESHREによ
る長期調査）でありPGDを行なわない自然妊娠での累積生児獲得率68．1％（Sugiura－Ogasawara　et．al．）と，ほぼ同じであ

るとしている．しかしこの報告は様々な議論の余地が残されている．転座の種類によっても出生率は異なると考えられ，調
査を行った．【方法】当院では，主に重症男性不妊，習慣流産，流産組織検査結果により染色体検査を行っている．染色体

G－band検査は検査会社に委託しておこなった．【結果】染色体検査を行った男性415例中，46例（ll．1％）に異常が認めら

れた．そのうち7例が相互転座であり3例はロバートソン型転座であった．相互転座患者の57％は精液所見に異常は認め
られなかった．相互転座患者46，XY，t（9：14）（q22．1；q32．1）の染色体正常および均衡型精子は32．03％であった．　PGD非

施行の出生率は20％（1／5）であった．一方，ロバートソン型転座3例の精液所見はすべて異常が認められ，ロバートソン
転座患者45，XY，der（13；14）（qlO；qlO）の染色体正常および均衡型精子は79．20％であった．　PGD非施行出産率は67％（2

／3）であった．【考察】男性相互転座保因者はロバートソン型転座保因者と比較し，転座に由来する染色体異常の精子が淘

汰されにくいことが示唆され，PGDの有効性が高いことが考えられた．

O－005　習慣流産におけるSYCP3遺伝子変異の解析

○水谷　栄太，鈴森　伸宏，大林伸太郎，尾崎　康彦，杉浦　真弓

　名古屋市立大学医学部医学研究科産科婦人科学教室

【目的】習慣流産の原因の一つとして胎児染色体異数性がある．胎児染色体異数性は第一減数分裂における不分離が主な原

因である．減数分裂にかかわる，Cohesin，対合，組換えの異常によって染色体異数性が発生する．　SYCP3遺伝子は減数分

裂第一期に，相同染色体を対合する蛋白質をコードする．SYCP3遺伝子変異によって染色体の不分離が起こり，習慣流産
が起こることが予想され，Bolorらは習慣流産患者にintron7（IVS7－16＿delACTT）とexon8（657T＞C）の変異を報告し
た．ただし患者の実際の胎児染色体異常との関係やその後の妊娠帰結は不明である．当院の習慣流産のデータを用い，SYCP

3遺伝子変異を検討した．【方法】コントロールとして流産既往のない出産歴のある女性を対象とした．インフォームドコ

ンセントの後t本学のヒト遺伝子倫理委員会の承認の下で同意の上で採血し，EDTA添加全血よりDNAを抽出した．習慣
流産以外に無精子症などで遺伝子変異の報告がある領域を包括するよう，Exon7からExon9についてPrimerを設定しPCR
を施行した．Dye　Terminatorサンガー法にて同じプライマーを用いてダイレクトシークエンスを行い塩基配列を解析した．

【成績】習慣流産患者101名，コントロール82名より採血しDNAを抽出した，習慣流産患者のうち1名，またコントロー
ル患者から1名に既報告と同部位のexon8（657T＞C）変異を認めた．同習慣流産患者の当院での流産時絨毛染色体検査は
正常核型であった．【結論】exon8（657T＞C）変異を習慣流産患者およびコントロール患者より1名ずつ認めた．657T＞C
はサイレント変異であり，既報告のSYCP3変異は習慣流産の原因でなないことが示唆される．

O－006　子宮腺筋症における子宮内膜厚および子宮内膜血流の検討

○高崎　彰久D，西本　裕喜D，水本久美子D，丸山　祥子D，藪内　恭子1〕，坂口　優子1］，嶋村　勝典1），森岡　　均］），

　濱崎　　正21，平松　伸子L’）

　1）済生会下関総合病院産婦人科，2｝済生会下関総合病院中央検査科

【目的】子宮腺筋症の存在が不妊に与える影響については明らかではない．今回われわれは，子宮腺筋症の存在が妊娠成立の

重要な因子である子宮内膜の発育にどの様に関わっているかを検討した．【方法】子宮腺筋症を有している症例（腺筋症群：

11例）および非腺筋症群（90例）に対し，本研究の目的や方法を充分に説明し，同意を得た後に子宮内膜厚および子宮放射

状動脈血管抵抗値（RA－RI値）を測定し，それぞれについて両群間で比較検討した．子宮腺筋症の診断は超音波検査または

MRIにて行った．また，腺筋症群のうち片側の子宮腺筋症に対しては患側および健側のRA－RI値を測定すると共に子宮筋層
の厚みも計測した．クロミフェン使用，子宮内膜掻爬術の既往，子宮筋腫合併症例は除外した．以前当院にて行った検討よ
り，子宮内膜厚＜8mmを薄い子宮内膜，　RA－RI値＞0．81を子宮内膜血流不全と定義した．【成績】腺筋症群は全例片側であっ

た．子宮内膜厚は腺筋症群で有意に低値を示し（9．0±1．7mmvs　IO．7±2．3m，　p〈005），薄い子宮内膜を呈する割合が多かっ
た（36．4％vs　7．8％，　p＜O．05）．一方，　RA－RI値は腺筋症群患側で有意に高値を示し（0．79±O．06　vs　O．65±O．08，　p＜O．Ol），子

宮内膜血流不全の割合も有意に高かった（54．5％vs　6．7％，　p＜O．Ol）．また，腺筋症群において健側では患側に比べRA－RI値

（0．64±O．09）は有意に低く，腺筋症群において患側の子宮内膜血流不全の割合（54．5％）が薄い子宮内膜を呈する割合（36．4％）

より高かったのは，患側の子宮内膜血流不全を健側の血流が補ったためであると考えられた．また，腺筋症群の患側子宮筋

層の厚さと，子宮内膜厚およびRA－RI値との間に相関関係は認められず，血流障害の原因が物理的な因子だけではない可
能性が示唆された．【結論】子宮腺筋症の存在は子宮内膜血流および子宮内膜の発育に負の影響を及ぼしている．
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O－007　当科における子宮腺筋症に対する機能温存手術

○楠木　　泉，伊藤　文武，秋山　　誠，佐々木　綾，関岡祐輝子，菅沼　　泉，北脇　　城
　京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学

【目的】子宮腺筋症は，子宮内膜類似組織が子宮筋層内に進入あるいは発生したdeep　infiltrating　endometriosis（DIE）の一亜型と考えられ，

月経困難症，過多月経，不妊症などの症状をともなうことが多い．晩婚化と妊娠年齢の上昇により妊孕性の保持と治療の両立を要する子宮腺

筋症患者が増加している．一方，妊孕性や分娩に対する子宮腺筋症の影響は明らかでなく，内分泌療法，手術療法の治療効果の評価も定まっ

ていない．そこで，当科でインフォームドコンセントを得た上で施行した子宮腺筋症に対する機能温存手術症例について匿名化し，検討を行っ
た．

【方法】対象症例は当院で2009年から2011年までの過去3年間で子宮腺筋症に対して機能温存手術を施行した8症例で，術後の痔痛抑制効果，

妊孕性の保持，再発率について後方視的に検討した．

【成績】平均年齢は35．1±1．8歳術式は，腹腔鏡下あるいは腹腔鏡補助下子宮腺筋症切除術で，卵巣チョコレート嚢胞合併例は2例，子宮筋

腫合併は2例，DIE合併例は4例．　DIE合併例4例のうち，3例はダグラス窩閉塞，1例は膀胱子宮窩閉塞をともなっていた，術前薬物療法は

GnRHagonist（GnRHa）1例，ジエノゲスト（DNG）2例に施行し，5例は無投薬であった．機能温存手術により月経痛はVAS9．3±O．8から1．3±

1．6に減少した．術後内分泌療法を7例（GnRHa2例，　GnRHa後DNG2例，　DNG単独3例）に施行し，未婚の3例はDNG療法を継続4例

で術後6ヶ月のホルモン療法を終了して妊娠を許可，1例で自然妊娠，正期産で帝王切開術により生児を得た．術後平均観察期間は154ヶ月

（7－35ヶ月）で，病変再発例が1例（12．5％）あった．

【結論】子宮腺筋症に対する機能温存手術により痔痛抑制効果が得られた，妊娠例においては十分な妊孕性温存を保持することができた．適切

な手術適応と術式の選択術後再発抑制のための内分泌療法については薬剤の選択，投与期間について引き続き検討を要すると考えられた．

O－008　当科における子宮腺筋症切除術の治療成績

○嘉本　寛江，佐川　義英，古村　絢子，寺田幸二郎，落合　尚美，中村　泰昭，中川　圭介，中江　華子，五十嵐敏雄，

　梁　　善光

　帝京大学ちば総合医療センター

【目的】近年，妊孕性温存希望のある子宮腺筋症症例に対して病巣切除術が行われるようになった．本法は術後の妊娠例が

報告され有用性が評価される一方で，術後の高い再発率や妊娠例での子宮破裂の発生など問題も指摘されている．今回，当

院における子宮腺筋症切除術の治療症例の成績を検討した．【方法】対象は2005年8月～2012年5月までに当院で子宮腺筋
症切除術を施行した13例である．通常の子宮腺筋症症例ll例に対しては開腹手術を，子宮から外向性に発育した限局性子
宮腺筋症の2例に対しては腹腔鏡下手術を施行した，術後は原則として6ヵ月間の内膜症に対する後療法を施行後，一一般不
妊治療を行った．これらの症例の診療録を調査し手術転帰，術後の妊娠率，周産期予後，再発率を後方視的に検討した．【成
績】（1）手術時年齢は36．4±4．8歳不妊期間は5．7±4．9年，子宮内膜症性嚢胞合併は77％であった．（2）手術時間は244±

63分，出血量975±715ml，輸血は全例自己血のみで対応可能であった．（3）挙児希望があった7例中，妊娠したのは2例
（開腹1例，腹腔鏡1例）28％であった．（4）妊娠予後は2例とも切迫早産で入院管理を必要としたが，妊娠35－36週に帝
王切開術を行い生児を得た．（5）術後再発率は46％（6／13例）であった．再発までの期間は3．8±2．5ヶ月であり，6例中5

例（83％）は後療法中の再発が確認された．【結論】腺筋症切除術は比較的出血量が多いため，自己血の準備することが望

ましい．また，術後の一般不妊治療では妊娠例も認めたが必ずしも高い妊娠率ではなく，さらに早期の再発率も高いことが

明らかとなった．このことより後療法期間の再考とその後のARTを含めた不妊治療の積極的な導入も考慮すべきと考えら
れた．

O－009　hCG拡散率を用いたジェノゲストの卵巣血流に対する効果の検討

○本庄　　考，詠田　由美

　医療法人IVF詠田クリニック

【目的】われわれは，以前，子宮内膜症に対するジェノゲスト（以下DNG）の検討で，良好胚発現率の上昇を確認した．ま

た卵巣癒着と血流に関し，hCG拡散率による卵巣血流動態を用いて報告してきた、そこで今回，　DNGの卵巣血流に対する
効果に関して，hCG拡散率の点から検討したので報告する．【対象と方法】40歳以h，骨盤内手術既往例，骨盤内腹膜炎既

往例を除いた，同意の得られた卵巣癒着を有する症例のうちDNG投与前にART治療を施行（DNG前群）し，その後DNG
4ヶ月以上投与後に再度ART治療を施行（DNG後群）した同一症例50例（100採卵周期）を対象とした．採卵時に採取し
た血清と卵胞のhCG濃度を測定し，血清hCG値に対する卵胞液hCG濃度比（hCG拡散率）を求め，卵巣血流の指標とし
た．これらをDNG前後で比較検討した．【結果】DNG前後の採卵数受精卵数hCG拡散率は，　DNG前群8．6±5．3個，5．4±
3．8個，O．57±0．16，　DNG後群8．1±5．5個，5．3±3．8個O．57±0．13，と差は認めなかった．良好胚はDNG前群2．8±1．8個，　DNG

後群3．0±2．5個とDNG後群で増加傾向にあった．しかしながら高度の卵巣血流低下症例12例を抽出し検討すると，良好胚

はDNG前群2．3±2．1個，　DNG後群3．2±4．1個とDNG後群で増加傾向にあった．またhCG拡散率はDNG前群O．35±0．08，

DNG後群046±O．13と卵巣血流は有意に改善し（p＜OD5），改善した10例中5例に妊娠を認めた．【結語】hCG拡散率をDNG
前後で検討した結果，高度の卵巣血流低下症例で血流改善を認めた．DNGは高度の卵巣血流低下症例に一定の効果がある
と推測されるが，今後の更なる検討が必要である．
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O－010　不妊治療開始前のスクリーニング検査についての検討

○高島　明子，竹下　直樹，大高　　究，瓜田麻由美，安田　　豊。木下　俊彦

　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

【目的】近年晩婚化が進み，不妊治療を開始する年齢が高齢化しつつある．その結果，加齢に伴う妊孕能低下と共に生殖補

助医療を受ける患者は増加傾向にあり，それに伴い高齢妊娠合併症妊娠などハイリスク妊娠も増加している．高齢者には
妊娠率の向一ヒを目的として早期のARTを含めた積極的治療が望まれる場合もあるが，周産期予後を考慮して，治療を開始
する前に基礎疾患及び婦人科的疾患の治療が必要な症例もある．スクリーニング検査により不妊治療の開始を待機した症例

について検討した．【方法】2011年1月から2011年12月の1年間に当院リプロダクションセンターを初診した患者（手術

目的を除く）を40歳未満170例（A群）と40歳以上の81例（B群）の2群間において後方視的に検討した．治療介入を
必要とした症例については，当院のスクリーニング検査で初めて異常及び加療必要と判断した症例のみを対象とした．有意
差検定はX2及びt検定にて，　p〈0．05を有意差ありとした．【成績】A，　B群それぞれでBMI；22．2±0．6vs22．5±m（kg，／m2），

30＞BMI＞25；8vs6例，　BMI＞30；5vs4例．治療介入により不妊治療の開始を待機した症例は他科疾患；8vs8例，婦人科疾

患による手術；22vs4例で有意差を認めず．他科疾患の内訳はA群；甲状腺疾患5例，高血圧2例，高脂血症3例，糖尿病
2例，肝機能例障害（脂肪肝）1例．B群；高血圧5例，高脂血症2例，糖尿病1例，静脈血栓症1例，下垂体腺腫1例（重
複あり）．婦人科疾患はA群；卵巣のう腫18例，子宮筋腫3例，子宮頸部高度異形成1例．B群；卵巣のう腫4例，子宮筋
腫5例．他科疾患で治療介入を必要とした症例の内，前医で不妊治療をされていたのはA群4例，B群2例であった．【結
論】不妊治療前のスクリーニング検査を正確に評価し，周産期予後に影響するリスクに対して積極的に他科と共に治療介入

し，適宜の不妊治療開始が肝要である．

O－011　超音波断層法下に卵管通過障害を治療するNEW－FTカテーテルの開発

○伊熊慎一郎］），田中威づみV，御木多美登i｝，茅原　　誠D，永吉　　基P，出中　　温1［，竹田　　省L’）

　1）セントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産科婦人科学

【目的】不妊症の原因で多くの割合を占める，卵管通過障害の症例に対し1990年代にFT（falloposcopic　tuboplasty）カテー

テルシステムによる卵管鏡下卵管形成術が開発された．これにより卵管が再疎通し，自然妊娠したという報告も散見された．

しかし，卵管鏡は卵管内にカテーテルが間違いなく進入したという客観的な評価が困難であり，また耐久性に欠けるという

弱点が問題である．そこで，我々は卵管鏡に代わり超音波断層法下で卵管形成を行うNEW－FTカテーテルを開発している．

最大の利点は卵管鏡の代わりの耐久性に勝るカテーテルを使用し，卵管内に進入していることを超音波断層法で客観的に判
断できることである．カテーテルの位置を確認しながら閉塞部位を拡張することにより再疎通を図ることが可能となる．【方

法】卵管通過障害（両側卵管閉塞または片側卵管閉塞）が原因と考えられる不妊症症例で本法の目的・意義・効果について

十分なインフォームドコンセントを行い，同意を得たものに対し，本法を施行し，両側卵管の再疎通率を解析し有用性につ

いて検討する，機材は，テルモ社製のFTカテーテルキット（FT－LEO6GA）と当院で開発したポリエチレン製のNEW－FT
カテーテルを使用した．外子宮口よりカテーテルを挿入し，経膣超音波断層法（日立アロカメディカル製‘Ascendus’6．5

mHz）でカテーテルの進入する様子を観察，録画し記録した．【結果】2012年1月～4月までに両側卵管閉塞が11例，片側
卵管閉塞が10例の21例に施行した．治療2週間後に子宮卵管造影検査を行った両側卵管閉塞8例のうち2例と片側卵管閉
塞9例のうち5例で両側卵管の再疎通を確認した．【結論】卵管通過障害に対して有用性のある治療法であり，卵管鏡に代
わる標準治療となる可能性が高い．ARTの絶対的適応とされてきた両側卵管閉塞，特に卵管間質部で閉塞した症例で自然
妊娠の成立が可能になると考えられる．

O－Ol2　当院不妊症，不育症患者における甲状腺スクリーニング検査（米国甲状腺学会ガイ
　　　　　　ドライン2011を用いて）

○齋藤　依子V，浅井のりこ］），金谷　美加1），上條　桂一2〕

　1医療法人社団いちご会美加レディースクリニック，2｝上条内科クリニック

【目的】不妊女性の10人に1人が潜在性甲状腺機能低下症，5人に1人が抗甲状腺抗体陽性といわれている．甲状腺機能異
常は原因不明不妊や流早産，児の異常・発達障害の原因となることが報告されている．米国甲状腺学会ガイドライン（2011）

では妊娠希望女性の甲状腺刺激ホルモン（TSH）の上限を2．51ilU／ml以下にすることが推奨されている．当院の不妊症，不

育症患者の甲状腺機能について検討した．【対象・方法】2011年10月～2012年5月に当院を受診した490症例（不妊症282
症例，不育症59症例，一般患者149症例）を対象とし，TSH，遊離サイロキシン（FT4）を測定し，　TSH2．5μIU／ml以上
については抗サイログロブリン抗体（TgAb），抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（TPOAb）を測定した．【結果】TSH2．5μIU

／ml以上を示したのは，不妊症では282症例中ll3症例（40．1％），不育症では59症例中32症例（54．2％），一般患者では149

症例中27症例（18．1％）であった．TgAb，　TPOAbいずれかの抗体が陽性を示したのは，不妊症では114症例中25症例
（21．9％），不育症では35症例中15症例（42．9％），一般患者では21症例中3症例（14．3％）であった．当院でTSH異常値
を示したが，その後専門医で治療が必要とされたのは，不妊症では33症例46．5％（33／71），不育症では10症例45．5％（10
／22），一・般患者では3症例100％（3／3）であった．不妊症のll．7％（33／282），不育症の16．9％（10／59）一般患者の2．0％

（3／149）に治療が行われた．【考察】不妊症，不育症患者では甲状腺機能を検査することが重要と思われた．また検査セン

ターのCLIA法と専門医のECLIA法とでTSH値に差が大きく，測定方法についても重要と思われた．



平成24年10月1日 165（309）

O－013　抗ミュラー管ホルモン（AMH）値は多嚢胞性卵巣症候群の診断マーカーとなるか？

○羽原　俊宏，阿部　未聖，中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，

　吉岡奈々子，林　伸旨
　岡山二人クリニック

【目的】PCOS症例のAMH値は高値を示し（La　Marca　et　al．2004），その重症度と関連しているとの報告がある（Piouka　et

al．2009）．今回AMH値と2007日産婦診断基準における表現型との関連およびPCOS診断マーカーとしての可能性につい
て検討した．【方法】2009年4月から2012年3月の期間に胞状卵胞数（AFC）を測定し，　BMI算出，ホルモン検査（LH，

FSH，　AMH）を行った452症例を対象とした．月経異常を認める199症例および適応が卵管因子または男性因子でFSH10
mlU／ml以上，40歳以上を除外した253症例をコントロールとした．多嚢胞性卵巣所見（PCOM），ホルモン値異常（HA）

の有無とAMH値との関連について，またROC曲線によりPCOS診断のためのカットオフ値を算出し，その診断効率につ
いて検討した，【成績】対象のうち10．4％（47／452）がPCOSと診断され，　AMH（ng／ml）はPCOSで8．7±6．9，非PCOS
の3．7±2．7と比較して高値を示した（p＜0．05）．AMHと各パラメータとの相関係数（r）はAFC（O．65），　LH／FSH（O．47），

LH（0．35），年齢（－O．29），　FSH（－O．23），　BMI（－O．Ol）でAFCと最も強い相関を示した．　PCOSの表現型について4群（Con－

trol，　HA，　PCOM，　PCOM＋HA）で比較すると，　AFCは＆2±3．9　vs．9．4±4．4　vs．20．4±5．5　vs．21．7±6．7，　AMHは2．7±1．7

vs．4．7±3．1　vs．6．0±3．3　vs．8．7±7．0でAFCと異なり，　PCOMのみに対してPCOM＋HAで高値を示した（p＜O．05）．また

PCOSを推定するAMHのカットオフ値は43ng／ml，感度89，4％，特異度67．7％，　ROCAucは0．86であった．【結論】AMH

は2007日産婦PCOSの診断項目である月経異常，多嚢胞性卵巣所見，ホルモン値異常と関連し，比較的高い特異度と感度
をもってPCOSの診断マーカーとなる可能性が示唆された．

O－014　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）婦人における血中抗ミューラー管ホルモン（AMH）
　　　　　　値測定の診断的意義について

○林　　正路1），庄田亜紀子ll，根本　　央21，河津　　剛3），望月　善子v，北澤　正文い，渡辺　　博1），深澤　一雄い

　D猫協医科大学医学部産婦人科，2根本産婦人科，：Pかわつクリニック

【目的】PCOS婦人における血中AMH値測定の診断的意義について検討する．【方法】対象PCOS婦人は，2007年日産婦ま
たは2003年ESHRE／ASERMの診断基準を用いて診断された22例（21－37歳：平均28、4歳）である．これらの婦人より同
意を得てから，血中AMH値をImmunotech社のAMH　EIA　Kitを用いて測定し，非PCOS婦人146例（13－54歳：平均36．6
歳）のそれと比較した．さらにPCOS婦人の血中AMH値と年齢，　BMI，各ホルモン値（LH，　PRL，　E2，　T），　HOMA－R
との関連を検討した．【成績】（1）PCOS婦人の血中AMH値は12．3±6．8　ng／ml（Mean±SD）で，非PCOS婦人の1．5±1．6

ng／ml（Mean±SD）より有意（p＜O．OOI）に高値であった．また年齢分布を一致させた非PCOS婦人64例（21－37歳）の

血中AMH値2．4±1．6ng／ml（Mean±SD）よりも，同様に有意（p＜O．OOI）に高値であった．（2）PCOS婦人において，血
中AMH値とT値の間に正の相関（r＝O．45，　p＜O．05）を認めた．一一方その他のホルモン値，　BMI，　HOMA－Rとの間に有
意な相関は認めなかった．（3）PCOS婦人（r　＝＝一　O．43，　p＜O．05）・非PCOS婦人（r＝一　O．60，　p〈O．OOI）ともに血中AMH

値は年齢に伴い減少し，これらの間に負の相関を認めた．またその減少率はPCOS婦人がより高率であった．（4）PCOS婦
人における血中AMH値の基準値を7ng／mlとすると，　PCOS婦人の77．2％（17／22例）がそれ以上であった（感度77．2％）．

また非PCOS婦人において7ng／ml以上であった婦人は1．4％（2／146例）で，それ未満であった婦人は9＆6％（144／146例）

であった（特異度9＆6％）．【結論】PCOSの診断に血中AMH値（基準値7ng／ml）の測定は有用と思われた．

O－015　全ゲノム増幅技術がもたらす多様な着床前遺伝子診断ストラテジーと診断精度の検
　　　　　　討

○佐藤　　卓D，末岡　　浩1］，中林　　章］・L）1，佐藤　健二D，泉　　陽子”，高橋　香wa1），櫻井　友義”，大澤　淑子D，

　水口　雄貴1｝，吉村　泰典U

　D慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，Lb医療法人社団中林病院

【背景】メンデル病を対象とした着床前診断（PGD）において，　allele　drop－out（対立アリルの一方が増幅されない現象）は，単一

細胞のDNA増幅に特有の現象であり，優性遺伝病や複合ヘテロ接合変異の罹患胚を誤診断する原因となる．全ゲノム増幅法（whole

genome　amplification：WGA）による網羅的な遺伝子増幅には，変異とその近傍の繰り返し配列をマーカーとするpreimplantation

genetic　haplotypingを可能とし，求められる高精度診断と鋳型の稀少性に起因する諸問題の克服が期待される．【目的】複合ヘテロ

接合体で発症する福山型筋ジストロフィー（FCMD）患者家系におけるPGD実施を目的として，創始者ハプロタイプを構成する遣

伝子変異と繰り返し配列の診断効率について検討した．【方法】FCMDの責任遺伝子であるfukutin遺伝子に点変異をもつ父と，同

遺伝子に3－kbレトロトランスポゾン挿入変異を有する母およびその異なる2つの変異を有する罹患児のそれぞれから，十分なイン

フォームドコンセントの後に提供されたgenomic　DNA（1ng）と単一細胞（株化リンパ球）を検体としてmultiple　displacement　am－

plification（MDA）法によるWGAを実施した．増幅産物について3－kb挿入変異および変異近傍のSTR座位（DgS2105，　DgS2107

およびD9S2170）をPCR増幅し，電気泳動で解析した．【成績】WGA産物の総溶液量50μLのうち，1μLをテンプレートとした場

合の3kb挿入変異の検出効率は73％であった．また稀少DNAから変異の近傍のSTRを検出することが可能であった．【結論】単

回のWGAにより，1細胞の稀少なDNA量から，変異とその近傍のSTRにおける遺伝子増幅を可能とした．詳細なCAリピート
数解析により，検査の安全域が高く，かつより多くの移植可能胚数を得る高精度のPGDを実施する基盤が構成される．
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O－016　トリプレット病における着床前診断の特徴と留意点

○中林　　章’2’，末岡　　浩LI，泉　　陽子2），高橋　香織2），佐藤　　卓2｝，櫻井　友義2｝，村越　行高2），佐藤　健二2），

　大澤　淑子2’，吉村　泰典2）

　1）医療法人社団中林病院産婦人科，2）慶鷹義塾大学医学部産婦人科

【背景】着床前診断（PGD）の適応は疾患としてではなく症例毎の審査が必要とされるため，クライエントの家系情報が判断

材料として重要となる．同一疾患において，家系内に重篤な遺伝性疾患の罹患者が存在する症例は承認され，存在しない症

例は保留となったことがあった．しかしながら，メンデル式遺伝形式を持つ疾患ばかりではなく，トリプレットリピート病

である筋強直性ジストロフィーでは，家系内に重篤な罹患者が存在しなくても，重篤な先天型の児を出産することがしばし

ばある．【日的・方法】PGDを希望し，遺伝外来を受診したトリプレットリピート病である筋緊張性ジストロフィー，球脊髄
性筋萎縮症，脊髄小脳変性症の家系につき，疾患の発症，および，着床前診断の適応に関して検討した．【結果】倫理審査に

おいて，乳児より重篤な症状がみられる先天型筋強直性ジストロフィーを認める家系では，着床前診断の実施が承認され，

認めない家系では審査の保留となった．一方，成人発症型である球脊髄性筋萎縮症，脊髄小脳変性症においては，家系内に
成人になるまでに重篤な症状を持つ罹患者が存在しなかったため，PGDの実施に関し承認を得るに至らなかった．【考察】ト

リプレットリピート病では，世代を経る毎にリピート数が伸長し，発症年齢が若年化し，症状が重症化する表現促進現象が

認められるtそのため，責任遺伝子の座位により，常染色体優性，X連鎖性に分けられるが，定型的なメンデル式遺伝形式
をとらない．トリプレットリピート病の保因者は軽度伸長したリピートを持つことで，自分自身が将来的に発症する可能性

があり，また，児に伸長したリピートを伝搬する可能性があるため，妊娠に関して不安に感じていることが少なくない．ト
リプレットリピート病でのPGDの適応に関しては，特徴的な表現促進現象をト分に考慮した上での審査が切望されている．

O－017　染色体異常に起因する着床前診断（PGD）の有用性に関する検討

○田中　　温川，竹本　洋一｝f田中威づみv，伊熊慎一一郎1），永吉　　基D，楠　比呂志2）

　’）セントマザー産婦人科医院m　NI戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

【目的】日本産科婦人科学会のPGDに関する見解の中で，習慣流産患者に対して自然妊娠経過を観察した場合とPGDを実
施した場合の生児獲得率を比較したエビデンスレベルの高い報告はないため，子どもを得ることを目的とした場合のPGD
の優位性は確認されていないと述べられている．今回，この点について，当院における臨床例を対象として検討したので報

告する．【方法】GnRHアゴニスト＋HMG（FSH）で体外受精を行い，採卵3日目の8細胞期で割球を圧出法にて採取し，
FISH法にて正常型と異常型とを分類し，正常型の胚を原則1個移植した．黄体機能補助として，中容量ピルと黄体ホルモ
ン膣錠を投与した．平成18年12月より平成24年5月までに施行した，当院における着床前診断62例（転座症例），99周
期を対象とした．【結果：】申請症例数64例，許可62例のうち，PGDを99周期に施行した．37例が妊娠し，対周期当たり
の妊娠率は37．4％（37／99），対患者当たりの妊娠率は75．5％（37／49），流産率18．9％（7／37）であった．妊娠例37例のうち，

初回妊娠は59．5％（22／37），2回目妊娠24．3％（9／37），3回目妊娠10．8％（4／37），4回日妊娠2．7％（1／37），5回目妊娠2．7％

（1／37）と，ほとんどの症例が3回目までに妊娠した．妊娠しなかった症例の62例のうち3回以上PGDを行った症例の平
均年齢は392歳，平均採卵数3．4個で，これは妊娠した群の平均年齢33．2歳，平均採卵数9．8個より有意に年齢が高く，採

卵数も少数であった．【結論】染色体異常に起因する習慣流産に対するPGDの採卵数が5個以上採れる35歳未満の症例で
あるならば，3回まで（1年以内）にほとんどが妊娠し，そのうちの流産率は正常妊娠と同様の18％であることが分かり，

これは自然放置の臨床成績より良好であることが分かった．以上の点より，症例を検討しPGDを適切に行うならば，その
有用性は十分認められると考えた．

O－018　当院における均衡型染色体構造異常保因者夫婦に対する着床前診断の検討

○黒田　知子，竹原　祐志，青山　直樹，川崎　奈美，福田淳一郎，阿部　　崇，加藤　恵一　加藤　　修

　加藤レディスクリニック臨床遺伝診断部

　平成18年より本邦において染色体転座に起因する習慣流産が着床前診断の審査対象となって以来，当院では現在まで71
症例の均衡型染色体構造異常保因者夫婦に対して日本産科婦人科学会へ着床前診断の認可申請を行ってきた．このうち学会

より承認を得たのは69症例，認可対象外となったのは2症例であった．認可を受けた69症例のうち，現在までに50症例
に対して着床前診断を施行しており，残る19症例は体外受精周期準備中症例や認可申請中の妊娠キャンセル等である．

着床前診断を施行した50症例において採卵できた494個中胚生検に至りFISH解析を施行した胚は322個で，交互分離を
示した胚は86個であった．このうち34症例において51回の胚移植（凍結胚盤胞を用いた単一胚盤胞移植）を施行し，27
症例において33回の妊娠を認めた．現在までに20症例で22人の健児（うち1症例は2人目の出産，1症例は双胎）を得て
おり，6症例は妊娠継続中，4症例5周期は初期流産となった．当院における着床前診断では，移植あたりの妊娠率は64．7％
（33／51）であった．均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産に対する着床前診断は，まだ世界的には、良好な

成績は得られていないのが現状であり，ESHREのPGD　Consortium　data　X　2010でも，平均年齢34歳の患者の移植あたり
の妊娠率は33．8％（152／450），患者あたりの生児獲得率は29．7％（120／404）と報告されている．今回我々は，現在までに

当院で施行した着床前診断の詳細を報告すると共に，当院での経験を踏まえて，実際の臨床現場からみた，対象患者の選択
や診断精度，データの蓄積の必要性等，均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産に対する着床前診断の問題

点について考察する．
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O－019　習慣流産症例に対して着床前診断（PGD）を行い妊娠・出産に至った一例

○橋田菜保子，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　医療法人矢野産婦人科

【目的】染色体転座に起因する習慣流産あるいは反復流産が，着床前診断（PGD）の適応として，日本産科婦人科学会より

平成18年2月に追加容認された．当院は平成21年12月に本学会より「着床前診断に関する臨床研究施設」として認可さ
れ，倫理委員会により承認された習慣流産症例に対してPGDを実施したので報告する．【症例】夫32歳，妻32歳，結婚歴
3年．P－0，　G－3であり，経験した妊娠の転帰はいずれも初期に自然流産または子宮内胎児死亡となっていた．妻の染色体は

46，XX，t（2；9）（q21．1；p22）であり，2番と9番染色体の相互転座保因者と診断された．夫の染色体は46XYで正常であっ

た．【方法】GnRH（a）－FSH－HMGによる過排卵誘起を行なった．採卵で得られた卵子はC－IVFにて媒精し，正常受精し

た6～8細胞期胚（n＝7）をガラス化法にて凍結保存した．移植周期においてこれらを融解し，レーザーにより透明帯を開
孔した．開孔部よりバイオプシーピペットを挿入し，割球を1個吸引採取した（割球生検）．生検後の胚は胚盤胞まで継続
培養した．生検割球はスライドグラス上でカルノア液にて固定し，FISH法による染色体分析に供した．蛍光プローブはVysis
社のセントロメアプローブCEP9　Aqua，　CEP20rangeおよびテロメアプローブTelvysion　9p　Greenを使用した．　hybridiza－

tionした後に蛍光顕微i鏡によりシグナルを観察した．【結果】判定した7個の胚の内，染色体均衡型は2個，残りの5個は
不均衡型であった．均衡型胚1個は桑実胚に発育したので移植を行い，妊娠が成立した．妊娠16週で羊水検査を行ったと
ころ，児の染色体構成は46，t（2；9）（q21．1；p22）であった．里帰りのため他院に転院し，平成24年3月に妊娠39週Ap
9／10点で健常女児を出産した．児の体重は2795gで現在特に問題なく発育している．【結論】PGDにより均衡型胚を選別し

て移植し妊娠・出産に至ることができた．児の染色体は均衡型であったものの，流産を回避することができた．

O－020　高齢女性に対する生殖補助医療の適正化にむけて

○青木　洋一，北出　真理，菊地　　盤，熊切　　順，黒田　恵司，地主　　誠，祖川　侑子，板垣　和子，町田　麻衣，

　竹田　　省

　順天堂大学産婦人科

【緒言】近年の晩婚化を背景に，高齢女性による挙児希望症例が増加している．生殖補助医療の発展により，高齢女性でも妊娠

出産に至る症例が散見されるようなった．そのため生殖可能年齢の範囲を定めることが難しくなってきている．医療介入によ
る妊娠可能な年齢は各施設の成績をもとに設定される場合が多いと考えられる．今回当科における妊娠例及び治療歴をもとに，

各年齢における妊娠率を調査し検討したのでこれを報告する．【方法および対象】2008年より2011年までの期間に，当科で施

行された，体外受精および顕微授精と胚移植の患者を全体および40歳以上の症例は各年齢ごとに，妊娠例を検討した．【結果】

採卵周期は全年齢で1812周期で，39歳以下が1015周期，40歳以上が797周期であった．胚移植周期は全年齢で839周期で，
39歳以下が514周期，40歳以上が325周期であった．採卵あたりの妊娠率は全年齢で6．95％で，39歳以下が9．46％，40歳以
上が3．76％であった．胚移植あたりの妊娠率は全年齢で15、02％で，39歳以下が18．68％，40歳以上が9．23％であった．40歳

以上の胚移植あたりの妊娠率を年齢別に検討したところ，40歳で13．3％，41歳で＆45％，42歳で13．43％t43歳で6．38％，44

歳で3．33％，45歳で6．25°／。であった．45歳以上には採卵が113周期施行されているが，そのうち胚移植まで至ったものは32

周期で妊娠例は45歳の1例のみであった．【考察】当科における生殖補助医療の成績から，妊娠可能な年齢は45歳前後までで

ある可能性が示されたが，年齢別の妊娠率を検討したときに，42歳から44歳にかけて妊娠率が大きく減少していることが分

かった．近年提供卵子等の医療技術により，超高齢妊娠も可能になったが，現行の生殖補助医療の技術では，43から45歳前
後が治療の限界であることがわかった．これらの結果をもとに，今後の治療の適応を検討することが有用であると考えられた．

O－021　40歳以上の不妊症例～治療継続の指標とは～

○宗　　晶子，片桐由起子，福田　雄介，三枝美智子，北村　　衛，府川　敦子，佐々木由香，松江　陽一，森田　峰人

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】40歳以上の不妊患者の増加とともに，その治療の在り方にも苦慮する機会が増えた．当院の40歳以上の対移植周期

の妊娠率は約10．5％，流産率は約50％である．そのような厳しい状況下で治療を継続するか否か，ホルモン値やanti－mulle－

rian　Hormone（AMH），治療成績は指標となるか検討した．【対象】2010年3月から2012年3月に40歳以上の挙児希望で
AMHを測定し得た90症例につき検討した．【結果】治療の内訳はタイミング法15例，　AIH8例，採卵周期67例で，妊娠
は10例，うち2例が流産となった．非妊娠例で治療の終結を表明・または3か月以上通院のない43例を終結群，治療継続
中の35例を継続群とし，他院へ転院が明らかな4例は除外し，比較した．継続群：終結群は年齢42．4±1．9：42．3±2．2歳AMH
1．2±1．1：1．3±1．5ng／ml，　D3FSHIO．7±5．4：10．0　±　7．2mlU／ml，　D3E2は53．0±33．4：65．8±37．9pg／mlで有意差を認めなかった．

採卵例では継続群115周期1終結群49周期で卵非回収周期が14／115（12．2％）18／49（16．3％），ETキャンセルは32／101
（31．7％）：11／41（26．8％）で有意差を認めなかった．D3のFSH高値またはE2低値のため，　E2補充下に採卵周期としたの
は32／115（27．8％）：5／49（10．2％）と有意に継続群で多かった．【結論】年齢に伴う治療成績の低下につき全例に同様のイ

ンフォームドコンセントをしているにも関わらず，治療継続か否かの選択はAMHやD3のFSH，　E2値採卵結果は指標
にならないと考えられた．正確な情報提供の下でも捉え方や考え方は個人で大きく異なり，夫婦の意向が最も尊重されるべ
きであり，引き続き個々に寄り添った治療・相談の姿勢が望まれる．
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O－022　高齢不妊患者の治療終結と卵巣機能について

○勝股　克成P，河内谷　敏2｝，松本　恒和2），和田　恵子1），阿部　　崇P，福田淳一郎1［，篠原　一朝1｝，奥野　　隆1），

　小林　　保D，山崎　裕行P，土山　哲史1），青山　直樹1），加藤　恵一P，竹原　祐志い，加藤　　修P

　D加藤レディスクリニック，2榊戸元町夢クリニック

【目的】高齢患者のART成績は若年者に比べ顕著に低fする．どこかに治療の区切りが必要であると考えられるがその客観
的な指標は存在しない．そこで45歳前後の患者において卵巣機能の評価がこの指標になり得るかを検討した．【方法】2006

年から2007年に実施した44，45，46歳患者のクロミフェン採卵周期5007周期を対象とし，E2値，穿刺卵胞数採取卵子
数別の妊娠率を比較検討した．【成績】採卵周期あたりの年齢別妊娠率は44歳（64／2392＝2．7％），45歳（25／1638　・1．5％），

46歳（8／977　一　O．8％）であった．E2値別妊娠率（400米満，400以上800未満，800以上）は44歳（1．1，2．3，4．8），45歳
（O．9，1．1，3．4），46歳（O．3，0．7，1．8）であり，穿刺卵胞数別妊娠率（1個，2個，3個，4個以上）は44歳（0．8，2．4，3．6，

6．6），45歳（O．9，0．7，3．L　3．2），46歳（O．3，0、3，2．3，1．0）であった．　E2値が高いもしくは卵胞数が多い周期では妊娠率

が高い傾向にあった．採取卵子数別妊娠率（1個，2個，3個以上）は44歳（1．9，4．4，6．6），45歳（1．3，2．3，4．0），46歳

（O．7，1．4，2．2）であり，採取個数の増加に伴って妊娠率が高くなることを認めた．この要因を特定するために採取卵子数別

卵子1個あたりの妊娠率を検討したところ44歳（1．9，2．2，1．9），45歳（1．3，1．2，1．2），46歳（0．7，0．7，0．7）と採取個数

に関わらず一定である事を認めた．【結論】44歳以上の高齢患者では採取卵子数の増加に伴い妊娠率がヒ昇していた．卵巣

機能は治療終結において考慮されるべき事項であると考えられる．しかし卵子1個あたりの妊娠率は採取卵子個数（卵巣機
能）に関わらず一定であった．高齢患者において同一年齢内の採取総卵子個数が患者個別の可能性（累積妊娠率）を決定す
る大きな要因になると考えられた．

O－023　40歳以上の不妊患者におけるARTの予後規定因子の検討

〇三宅　友子v，原田美由紀L？J，藤本　晃久2），大須賀　穣2），大石　　元LN　平田　哲也2），長谷川亜希子2〕，藤井　知行2），

　矢野　　哲2｝，上妻　志郎21

　V公立昭和病院産婦人科，2東京大学産婦人科

【目的】ARTにおける妊娠率は40歳を過ぎると急激に低下することが知られている．40歳以上の高年齢女性の中でも一定
の妊娠成立を経験する43歳未満においてその予後規定因子を明らかにすべく検討を行った．【方法】2008年1月から2010

年12月までの3年間に当院IVFセンターで卵巣刺激・採卵を施行した40歳以上43歳未満の141周期，88人に関して診療
録をもとに後方視的に検討を行った．なお，データの収集にあたっては，あらかじめ患者より書面にて同意を得ている．【成

績】88人の背景に関して，期間中初回周期の累積臨床妊娠の有無に関して比較した．妊娠群（17例）での初回ART例はll
例（64．7％），非妊娠群（71例）では27例（38％）と妊娠群で初回の割合が高かった．また，子宮内膜症合併に関しては妊
娠群4例（23．5％），非妊娠群32例（38．1％）と子宮内膜症合併患者で妊娠率が低い傾向にあった．卵巣手術歴では手術歴

ありの割合が妊娠群で1例（5．88％），非妊娠群で19例（26．8％）であり卵巣手術歴は妊娠率を低下させる可能性が考えら
れた．全141周期の累積臨床妊娠率は17．7％（25周期）であった．妊娠周期，非妊娠周期のBAFはそれぞれ7．6±4．8個，5．8±

3．9個であった．受精卵数はそれぞれ3」±3．1個，3．9±3．2個であったのに対し良好胚数はそれぞれ2．8±19個，1．4±1．6個

と妊娠周期で多い傾向があった．【結論】当科における40歳以上43歳未満の高年齢女性での累積臨床妊娠率は17．7％であっ

た．臨床妊娠成立の因子として初回ARTであること，子宮内膜症を合併していないこと，卵巣手術歴がないことが挙げら

れた．一方で卵巣予備能の指標とされるFSH値やBAFに関しては妊娠周期と非妊娠周期とで差は見られなかった．40歳
以上の症例でARTを行なう際に，得られる結果に関してより細かな情報提供を行なうために，さらなる検討が必要である．

O－024　生殖年齢女性の血清，月経血，腹水中のHMGBI濃度の検討

○清水　恵子1・2｝，鎌田　泰彦12），酒本　あい12），田淵　和宏’21，松田　美和1・2｝，刀禰美那子2｝，中塚　幹也L，3｝，’ド松　祐司1・L）

　’1岡山大学医学部産科婦人科，21岡ILI大学病院，3個山大学大学院保健学研究科

【目的】慢性炎症性疾患である子宮内膜症の発症や進展に腹腔内に逆流した月経血は重要な役割を担っていると考えられる．
High　mobility　group　box1（HMGB1）は，壊死細胞より受動的に細胞外液中に放出され，　Toll－like　receptor（TLR）－2やTLR－

4を介してTNF一α，　IL－1β，　IL－6等の炎症性サイトカインを産生する．さらにケモカインの放出により好中球や単球の遊走

を促すことで，組織修復や感染防御にも作用する．また，LPS等の病原体関連分子との複合体を形成することで，より強力

な炎症性メディエーターとして作用することも知られている．本研究では，血清，月経血腹水中のHMGB1濃度を測定し，
子宮内膜症の病態との関連について検討した．【方法】当科不妊・不育症外来にて説明と同意を得た生殖年齢女性から採取

した末梢血（20例），および月経血（14例）のHMGBI濃度をELISA法で測定した．また，増殖期に腹腔鏡下手術を施行
した子宮内膜症39例およびその他の婦人科良性疾患7例から採取した腹水中のHMGB1濃度も同様に測定した．さらに手
術時に採取した子宮内膜および子宮内膜症腹膜病変におけるTLR－4の発現を免疫組織化学染色により検討した，【成績】血

清および月経中のHMGB1濃度は各24．7±12．5ng／ml（mean±SD），1409．4±896．3ng／mlと月経中で著明な高値（P＜O．OOI）

を示した．子宮内膜症およびその他の婦人科良性疾患の腹水中HMGBl濃度は各85．2±68．4ng／ml，82．1±39．9ng／mlであり，

子宮内膜症の有無や，Re－ASRM分類による差異は認められなかった．さらに，免疫組織化学染色により，子宮内膜および
子宮内膜症腹膜病変にTLR－4陽性細胞の発現が認められた．【結論】月経血中に高濃度で存在するHMGB1は子宮内膜腺上

皮や間質細胞等に存在するTLR－4を介して，子宮内膜症の発症や進展に関与する可能性が示唆された．
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0－025 フィブリンゲル3次元培養システムを用いた子宮内膜症in　vitroモデルの確立とそ
の超微形態学的研究

○梶原　　健，内野　聡美，石原　　理

　埼玉医科大学産科婦人科学

【目的】Fascianiらはフィブリンゲル3次元培養iシステムを用いた子宮内膜症in　vitroモデルの有用性を報告した．今回我々は，

本モデルにおいて形成される構築物を超微形態学的に観察する事により，子宮内膜症モデルとしての有用性を形態学的に再検討

するとともに，現在子宮内膜症の治療薬として広く用いられているDienogestの効果について本モデルを用いて検討した，【方

法】同意を得た患者の子宮から内膜組織を採取し，約lmm角に細切した後フィブリンゲル内で培養した．培養細胞の状態を経
時的に観察し，構築された構造物の透過型電子顕微鏡による観察も行った．また培養液中Dienogestを各種濃度で添加し，その
影響を調べた．【結果】培養開始1週間は子宮内膜組織片（explant）から間質細胞が遊走しフィブリンゲル内にinvasionするの

が観察された．2週目にはexplantに隣接した部位および離れた部位の両方に細胞集塊（endometrial　glands）が観察された，

超微形態学的観察を行うと，細胞の頂端面に微絨毛がみられ，基底面には基底膜が観察された．また，その細胞間にはデスモソー

ムとみられる細胞間結合が認められ，子宮内膜症の腺管構造に類似した超微形態構造を示していた．さらに培養を継続すると6

週目には血管に類似した管腔構造が観察された．explantから遊走した間質細胞により占有されるareaはDienogestを添加する
事により，濃度依存性に縮小した．caspase－3／7　detection　reagentを用いてアポトーシス細胞の出現に対する影響を検討した所，

Dienogestは濃度依存性にexplantから遊走した細胞のアポトーシスを誘導した．【結論】本ヒト子宮内膜症in　vitroモデルは，

超微形態学的にも子宮内膜症に類似した特徴を有し，組織再生・細胞間相互作用を検討する目的に有用なモデルになり得ると思

われる．今後はこの方法を用いて，子宮内膜症に対する治療薬の評価や薬物送達システム等の研究の進展が期待される．

O－026　子宮内膜症病巣におけるToll－like
　　　　　　ターとの関連

receptor－7，9mRNAの発現と臨床的パラメー

○千島　史尚，林　　忠佑，市川　　剛，加藤恵利奈，松浦　眞彦，lll本　樹生

　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野

【目的】子宮内膜症は，慢性炎症と考えられ免疫系との関連が示唆されている．近年，自然免疫系は，獲得免疫系に先立っ

て発動し，抗原提示やサイトカイン産生により獲得免疫系をリンクし，コントロールする重要な役割を持つことが分かって

きた．我々は昨年の本学会で，子宮内膜症病巣におけるTLR7，　TLR9　mRNAが子宮内膜症病巣に発現しmPGES－1　mRNA
発現と相関することを報告した．今回TLR7，　TLR9　mRNAと発現と臨床的パラメーターとの問に何らかの関係があるか検
討した．【方法】informed　consentのもと，当施設で手術を受けた子宮内膜症患者8例を対象とし，子宮内膜症を伴わない

良性疾患の正所性子宮内膜組織を対照とした．検体は摘出後に一80℃に凍結保存をし，検体よりRNAを抽出しRTを行い．
TLR7，　TLR9　mRNA発現とCOX－2，　mPGES－l　mRNAの発現についてreal－time　PCRにより解析し，　CA125，　CA19－9，

ASRM分類との問に相関があるか検討した．【成績】TLR7，9mRNAの発現は，子宮内膜症組織において正所性増殖期子
宮内膜に比較し，高い傾向を認めた．また，子宮内膜症組織においてTLR7，　TLR9　mRNAの発現は共に，　mPGES－1　mRNA

の発現と相関を認めた．TLR7，　TLRg　mRNAと発現とCA125，　CAI9－9，　ASRM分類との間に明らかな相関は認められな
かった．【結論】子宮内膜症組織におけるTLR7とTLR9　mRNAの発現は子宮内膜症の病態形成に関与すると考えられるが，

病状の進行との関連は少ないと思われた．

O－027　子宮内膜症におけるDNA　methyltransferase（DNMTs）発現に関する検討

○柿沼　敏行1・z），Matthew　Dysoni］，　Diana　Monsivaisi’，小野　政徳IJ，　Serdar　Buluni’，生水真紀夫2’

　’ソースウェスタン大学医学部産婦人科，2〕千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学

【［1的】子宮内膜症の発症や進展において，特定の遺伝子promoter領域のDNAメチル化異常により，それらの遺伝子発現
異常が認められ，エピジェネティクスの関与が示唆されている．一一方，子宮内膜間質細胞は，脱落膜化といわれる卵巣性ス

テロイドの作用により誘導される子宮内膜の周期性変化により，ダイナミックな形態および機能的変化が認められる．DNA

メチル化はDNA　methyltransferase（DNMTs）により修飾および維持され，遺伝子発現の制御機構の一つとして重要な役
割を果たすことが知られている．本研究の日的は，卵巣子宮内膜症性嚢胞壁と正所性子宮内膜から分離した間質細胞の脱落
膜化におけるDNMTs発現の変化を比較検討することである．【方法】本研究はIRBの承認のもと，患者の同意を得て行わ
れた．子宮内膜症を有さない患者の子宮内膜から分離培養した子宮内膜間質細胞（E－IUM），卵，巣子宮内膜症性嚢胞壁から

分離培養した間質細胞（E－OSIS）をサンプルとして用い，それらをmedroxypregesterone　acetate，　estradiol，8－Br－cAMP

を添加して14日間培養して脱落膜化を誘導した．DNMTs（DNMT1，　DNMT3A，　DNMT3B）の発現をRT－PCR法および
Western　blotting法により評価した．【結果】E－IUMでは脱落膜化によりDNMT3Bの発現が減少するのに対して，　E－OSIS

ではその変化を認めなかった．DNMTI，　DNMT3Aにおいては，両群間において脱落膜化による変化は認められなかった．
【結論】子宮内膜症細胞の脱落膜化におけるDNMT3B発現異常が，本症の発生や進展に関与している可能性が示唆された．
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O－028　TGFb　1およびプロゲステロンの子宮内膜と子宮内膜症におけるmatrix
　　　　　　proteinases（MMP）調節機構

metallo．

○伊東　裕子123｝，Patrick　KellerL），宇津宮隆史3），宮本　新吾u，　Ruth　Ann　WordL’i

　Pm岡大学医学部産婦人科，21Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　University　of　Texas　Southwestern　Medical

　Center，［s）セント・ルカ産婦人科

目的：子宮内膜症のある女性は，腹水中にIL－lb，　TNF－a，　TGFblなどの上昇が認められる．異所性子宮内膜の腹膜への浸潤には組織構築に

おけるmatrix　metalloproteinases（MMP）が必要とされている．そのうちのMMP9は基底膜の退化に重要な酵素の一つであり，子宮内膜症

の進行に関係しているといわれている、月経はプロゲステロンの減少とそれに伴ったコラーゲンの分解MMPsを介したマトリックス構築お

よび好中球の増加が関与している．我々は，正常子宮内膜と子宮内膜症において，プロゲステロンの働きを調節するTGFb1がMMPの分泌

に影響を及ぼしているかどうかを検討した，方法：正常子宮内膜および異所性子宮内膜を手術時に採取し分離して間質細胞を得た、細胞はす

べて研究に対する同意を得られた検体である．培養を行い，control，　progesterone（10－9－10－7），　TGFbl（1－10　ng／m1），もしくは両方で刺

激をしたt培aS　h清および培養細胞はZymography，　qPCR，　immunoblot　analysis，およびadhesion　assayによって検討した．結果：正常了

宮内膜ではTGFblによる刺激でMMP2mRNAが有意差をもって増強した．一方，子宮内膜症においてはMMP2およびMMP9ともにその発
現は低下し正常子宮内膜とは異なる結果となった，またプロゲステロンは，それぞれの細胞においてTGFblの働きを抑制し，子宮内膜症で

のMMP9の発現を増強させている．このことから，了・宮内膜症におけるプロゲステロンの作用は接：着しにくさに関与しているとの仮説をたて，

adhesionに与える影響をみたところ有意差をもって細胞の接着能が低下した．結論：これらの結果は，正常子宮内膜と子宮内膜症において，

TGFb1はプロゲステロンの作用を抑制する働きをもつことを示唆するものであった．正常子宮内膜では，　TGFb1とプロゲステロンはマトリッ

クス統合性の調節という重要な役割を担っているが，子宮内膜症ではプロゲステロンによってその働きを不応なものにすると考えられた．

O－029　マウス雌生殖器内における精子膜変化と受精能獲得

○近藤　　玄い，渡邊　仁美u，竹尾　　透2），中潟　直己2）

　u京都大学再生医科学研究所，2）熊本大学生命資源研究・支援センター

【目的】哺乳動物の精子は，段階的な成熟過程を経て完全な受精能を獲得するが，雌生殖器内での詳細な分子メカニズムは

わかっていない．我々は，GPIアンカー型タンパク質（GPI－AP）の遊離をモニターするレポーターマウスの解析からGPI－
AP遊離およびラフトマーカーGMIの局在変化と受精能獲得との相関を見出した．今回，この変化の分子メカニズムの解析
と雌生殖器内でこの変化を促進する因子同定を報告する．【方法】1）レポーターマウスの精巣上体精子をmethyl一β一cyclodex－

trin（M一β一CD）もしくはBSAを含む培養液で培養し，精子膜変化（GPI－AP遊離／GM1局在変化，　SMR）を観察した．2）

このマウスと雌マウスを交配し，雌生殖器から精子を回収してSMRを観察した．3）これらの変化を引き起こす生体内因子
を同定するため，3条件（1．発情未交配，2．精管結紮雄マウスと交配，3．正常雄マウスと交配）の雌から子宮卵管移行部

組織を採取し，トランスクリプトーム解析を行った．【結果および考察】M一β一CD単独処理ではSMRは見られたが，　BSA

単独では見られなかった．そこでBSAに加えカルシウムイオノフォア処理することで先体反応を誘導したところ，　SMRが

顕著に見られた．これらのことからSMRは先体反応に伴って起こることが示唆された．次にSMRの有無を雌体内に射出
された精子で解析した．その結果，SMRは子宮内精子ではほとんど見られなかったが，卵管内遊走精子の約40％，卵丘細
胞層侵入精子の約70％，また透明帯接着精子の全てで観察され，卵管内で加算的に起こることが示唆された．次に，SMR
を誘導する生体内因十を同定するため上記トランスクリプトーム解析を行った．その結果210個の遺伝子が条件3＞条件2
の発現．ヒ昇を示した．現在，その中からひとつの因子に着目して解析を進めている．

O－030　組換えヒトアルブミンとミオイノシトールを加えた無血清胚培養液の使用によるウ
　　　　　　シ胚盤胞の胚質の改善

○村上　正夫，江頭　昭義，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】ARTで汎用されるヒト血清アルブミン（HSA）はロット間のばらつきや病原体伝播の可能性が否定できない．組換

えヒトアルブミン（recHA）の使用でこれらリスクの回避が期待できるが報告例は少ない．我々はウシ胚をモデルに用い，

recHAを含む無血清胚培養液に，胚の発育促進作用が示されているミオイノシトール（MI）を加える効果を調べた．【方法】

常法により体外成熟，体外受精したウシ卵子を無作為に3群に分け，5mg’iml　HSA（A群），　l　mg／ml　recHA（B群），1

mg／ml　recHAと2．77　mM　MI（医薬品原料用）（C群）を加えたGl／G2液で培養した．先ずこれら卵子（n＝952）の培養8
日目の胚盤胞率を調べた．次いで各群で作製した胚盤胞の胚質を，ガラス化後の生存率（n＝131），2重染色による細胞数（n＝

110），呼吸量（n＝108）により評価した．【成績】胚培養後の胚盤胞率は各群に差がなかった（A，302％：B，30．6％：C，
31．1％）．胚盤胞のガラス化48h後の透明帯脱出率は，　B（93．1％），　C（100％）群がA群（76．8％）より高かった（P＜0．05）．

胚盤胞の細胞数は各群（A，117．6±3．9；B，114．8±3．1；C，118．7±3．4）に差がなかったが，C群のICM比率（30．6±0．8％）

は他群（A，27．6±O．9％；B，27．6±0．6％）より高かった（P＜0．05）．胚盤胞の呼吸量（F×IOii／molisl）は各群に差がなかっ

た（A，097±O．03；B，O．97±0．03；C，0．94±O．03）．【結論】recHA添加液で培養したウシ胚盤胞の耐凍能はHSA添加液で

培養した胚より高かった．更に同無血清培養液にMIを加えると胚のICM比率が増加した．これはARTの無血清化に1句け
た有益なステップになる．現在我々はこれら胚培養i液の臨床応用を検討している．
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O－031　一胚培養における新知見一胚盤胞培養液中からノルエピネフリンが検出される

○中田久美子1〕，中山　順樹21，池上加代子2J，中西　　彩2），阿部　　睦2），渡邊ひとみ2｝，池澤　有加z），岩本　武夫3），

　山下　直樹Zl

　D山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，2｝山下湘南夢クリニック，3｝東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究
　室）

【目的】近年，着床前診断などの遺伝的解析が進む一方で，胚盤胞の質の評価は形態的な観察にとどまっている．そこで，

本研究では，胚盤胞培養後に廃棄となる培養液に特異的に含まれる成分の同定を行い，さらにその定量を行うことで，新た
な胚盤胞評価法の確立を試みた．【方法】ヒト体外受精胚はDay2の4細胞期まで20μLのQuinn’s　Advantage　Cleavage　Me－

diumで培養し，それ以降からは20pLのQuinn’s　Advantage　Blastocyst　Medium（BM）で培養した．　Day5で胚盤胞に発

育し，凍結した後の培養液を良好胚培養液区（G区）とし，Day7でも胚盤胞に発育しなかった培養液を非良好胚培養液区

（NG区）とした．胚培養していないBMを対照区（C区）とした．超高速液体クロマトグラフmaXis3G（ブルガー・ダル
トニクス社製）を用いたLC－Hybrid－MS法により，　G区，　NG区及びC区のそれぞれ20μLに特異的に含まれる成分の同定
および定量を行った、【成績】G区（n＝4）及びNG区（n＝4）からノルエピネフリンが同定され，　C区では同定されなかっ

た．G区とNG区で，ノルエピネフリンの定量を行った結果，　positive　modeで測定したピーク面積の平均結果はG区；3．97
E＋4，NG区；4．42E＋4，　negative　modeで測定したピーク面積の平均結果はG区：1．49E＋4，　NG区；220E＋4であった．

どちらのmodeでもNG区のほうがノルエピネフリンの放出量が多い傾向を示した．【結論】本研究により，胚盤胞の細胞
がノルエピネフリンを分泌しているという生物学的な新たな知見が得られた．さらに，培養後に廃棄となる培養液からのノ
ルエピネフリン量を定量することは，胚盤胞の新たな評価方法となると考えられた．

O－032　マウス着床前胚におけるリソソーム活性の変化と卵の品質管理に関する研究

○山本　　re　12），塚本　智史2），原田　竜也1），久保田俊郎1）

　D東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学，L“）放射線医学総合研究所研究基盤センター生物研究推進課

【目的】高齢女性における不妊症の原因の一つに卵の“老化”があり，近年一般メディアで特集が組まれるなど，大衆にも周知され始め

た．卵の老化には，21トリソミーに代表されるような染色体レベルでの変性劣化とともに，細胞質レベルでの老化（細胞質の品質低下）

がある．マウスでも加齢に伴い受精率は低下するが，ヒトのように出産までの年数が数十年と長い種では，卵細胞質の品質管理が厳密

に行われていることが想定され，高齢女性においてはその能力の低下や破綻によって，老廃物の蓄積が充進している事は想像に難くな
い．

一般的に，体細胞ではリソソームを介したオートファジー等の分解機構が生体の恒常性維持に主要な役割を果たす．この機構は，酵母

からヒトに至るまで種を超えて保存されており，卵細胞中でも品質維持に関わっている可能性が高い，実際にマウス卵ではオートファ

ジー・リソソーム経路が胚発生早期に必須である事が報告されている．しかし，受精から着床するまでの過程におけるリソソームの形

態や活性ついては未だ不明な点が多い．そこで我々はマウス受精卵を用いて，リソソームについて解析を行った．

【結果】免疫染色の結果から，リソソームは受精卵に豊富に存在するものの，時期特異的にサイズ変化がある事が分かったtまた，western

blot法によって，リソソーム内の主要な分解酵素であるカテプシンの活性が胚盤胞期に大きく変化する事を明らかにした．さらに，カ

テプシン活性を薬剤で阻害すると，ヒトの加齢卵に出現するリポフスチン様の構造体が蓄積しているのが電子顕微鏡画像で確認された．

【結論】マウス受精卵ではリソソーム活性が発生段階特異的に厳密に制御されている可能性が示唆された．また，リソソーム活性と卵細

胞質の品質管理との関連が指摘された．今後はリソソーム活性を指標にした卵細胞の品質評価やリソソーム活性の制御による卵の品質

向上について検討する予定である．

O－033　ライブセルイメージングによる1前核胚の詳細な解析

○糸井　史陽1），山縣　一夫2），野老美紀子D，福永　憲隆1），浅田　義正D

　D医療法人浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所，Z｝大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター

【緒言】ヒト生殖補助医療において，体外受精や顕微授精による受精操作後，約1割の胚に1前核等の異常受精卵が観察され，

通常廃棄される．しかし，マウスの顕微授精において，1前核胚からも産仔が得られたという報告があり，詳細な解析の結果，

一つの前核内に雌雄ゲノムが混在するような胚が存在することが明らかとなった．そこで，多次元ライプセルイメージング
技術を用いて，マウスにおいて顕微授精直後から前核形成過程を観察し，1前核が形成される要因を解析した．さらに，ヒト

1前核胚においても同様の解析を行ったので報告する．【方法】紡錘体を可視化するEGFP一α一tubulinと核をラベルするHis－

tone　H2B－mRFPI（H2B）をコードするmRNAをマウス成熟卵にマイクロインジェクションし，顕微授精後から前核形成過
程のイメージングを行った．その後，1前核胚と2前核胚に分けてレシピエントマウスに移植しそれぞれの産仔率を調べた．

また，廃棄対象かつ研究利用に同意の得られた患者の1前核胚にはH2BのmRNAと分裂中期の雌性核特異的に結合するモ
ノクローナル抗体のFab断片（蛍光標識済み）をマイクロインジェクションし，前核期から胚盤胞期までイメージングを行っ

た．その後得られた画像情報を元に雌雄ゲノムの有無等の解析を行った．【結果】マウス顕微授精胚のイメージングにより，

前核形成前に雌雄核が融合したものが1前核胚になることが明らかとなった．その出現率は31％で，それらを2細胞期で移
植すると産子率は44％と，2前核胚と同等であった（39％）．また，ヒト1前核胚においても前核内に雌雄ゲノムを有する胚
が存在し，さらにそれらが胚盤胞まで発生することがわかった．【考察】ヒト胚においても，雌雄ゲノムを有する1前核胚で

あれば妊孕性を有している可能性が示唆された．しかし，現状では雌雄ゲノムを有する1前核胚を明視野で判断するのは難
しいことから，今後はイメージング結果をもとにして，それらを正確に選ぶための指標を探索したい．
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O－034　ヒト初期胚におけるMNB胚形成過程の動的解析

○甲斐　義輝，岩田　京子，鎌田八代生，古山紗也子，的場　由佳，サージャント晴香クレア，溝口　千鶴上田美奈子，
　土江　佑佳，今城　昭史，湯本啓太郎，井庭裕美子，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ブセンター

【目的】臨床現場では，多核割球（multinucleated　blastomere；MNB）を有する胚に頻回遭遇するが，　MNB胚の発生機序や

胚の転帰に関しての詳細は明らかでなく，臨床上，その取り扱いに苦慮する．今回，我々はTime－lapse　cinematography（TLC）

を用いたヒト初期胚発生過程の動的解析から，MNB胚形成過程について新知見を得たので報告する．【方法】本研究に同意
の得られた凍結保存胚（n＝370）をTLCに供した．倒立顕微鏡ステージ上で至適培養環境（37．0±O．2℃，　pH　7．37±0．05）に

て連続観察・撮影（撮影間隔2－5分，露光時間50ミリ／秒）を5日間行った，本研究はJISART倫理委員会の承認を得てい
る．【結果】MNB胚形成様式には，2種類（Pattern　A，　Pattern　B）が存在した．　Pattern　Aでは，卵割時，細胞分裂が中

断し，割球は卵割開始前の形状に復帰した．その後，核出現時には，通常核径（242±1．9ptm　；　mean±SD）と同等の核が2
個出現した（54．2％：32／59）．Pattern　Bでは，卵割終了後通常核径に比して短径の複数核（13．4±5．1μm；P＜O．Ol）が出

現した（45．8％；27．／59）．MNB胚の転帰は，　Pattern　Aで良好胚率が25．0％（8・／32），　Pattern　Bで51．9％（14／27）であっ

た．【考察】MNB胚形成は，細胞核分裂を伴う細胞質不分離と，核のfragmentationあるいは核膜形成不全によって生じて

いることが確認された．したがって，MNB胚1よ何らかの核異常を伴っている可能性が考えられ，臨床一L，その取り扱い
は極めて慎重であるべきと考えられた．

O－035　胚移植成績への影響因子および胚移植日の至適E2値一ホルモン補充周期による凍
　　　　　　結融解胚盤胞移植における検討一

○湯　　暁暉，藤原　敏博，土屋富士子，高橋　和子，黒澤　貴子，渡邊　倫子，野間　　桃，仲田　正之，両角　和人，

　保母るつ子，富坂　美織，猪鼻　達仁，堤　　　治

　医療法人財団順和会山王病院リプロダクションセンター

【目的】ホルモン補充周期（HRT）による凍結融解胚盤胞移植（BT）における妊娠率への影響因子を解析し，至適な条件を検討する．【方

法】2011年に当院で行ったHRT周期による凍結融解BTの288周期を対象とした．　HRT周期は月経の2－3日目からエストラジオール（E，・）

製剤を開始し，E，）値は200pg／ml以上，内膜8mm以上の時点でプロゲステロン（P，膣坐薬300mg，’日を開始，5日後移植した．移植日の

内膜厚は8mm以上，　P，は8ng’ml以上を基準とし，胚クレードはGardner分類の3BC以上を移植対象とした．年齢，移植時の胚グレー

ド，移植HのE，・，P，値内膜厚と妊娠率の相関および移植日至適E，値について検討した．胚グレードはA群（AA），　B群（AB，　BA，

BB），　C群（AC，　BC）に組分けした．　f宮内の胎嚢の確認をもって妊娠と判定とした．【成績】（1）平均年齢は37．9±49歳妊娠率は52．4％

であった．（2）妊娠群と非妊娠群の年齢，胚グレード（A，B，　Cの割合），　E2，　Pg値，内膜厚は各々：373±45歳ノ3＆7±4β歳；27．8，6＆2，

4．0％’13．1，77．4，9．5％1322．0±16＆1／285．4±169．4pg／ml；14．3±5．1．．／14，0±4．6　ng・ml：11．5±2．L〃IL2±2．O　mmであった．（3）多重ロジス

ティック回帰で解析した結果，年齢，胚グレードおよびE、，値は妊娠率への影響を認め，P，値内膜厚では認められなかった．（4）ROC

曲線から至適E，値の設定は困難で，E，値を130－599pg／mlの群とそれ以外の群と区分して比較と，前者で妊娠率が高い傾向を示した（55．6％

／39．3％，P　・O．0364）．【結論】ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植において，年齢，移植時の胚グレードおよび移植日のE2値は，

妊娠率への影響を認めた．Ez値は130－599　pg／mlで妊娠率が高い傾向が示唆されたが，範囲が広く適正値設定については個別化が必要で

あると考察された．一方でエストロゲンの内膜癌，乳癌へのリスクを考慮し，可能な範囲でE、値を低く調整することも必要と考えられる．

O－036　D2分割胚の透明帯の厚さはその後の凍結胚盤胞移植の妊娠率に影響を及ぼすか

○齊藤紗恵子，齋藤　祥子，嶋村　　純，高山　　修，神谷　奈々，高橋　彩香，城石　裕子，松岡　祐太，清水　葉子，

　清水　絢也．石井　康夫，中村　拓実，藤城　栄美，貝嶋　弘恒

　みなとみらい夢クリニック

【目的】我々は，凍結分割胚移植において透明帯（ZP）の厚さが妊娠率に影響することを報告した（2012年日本受精着床学

会）．そこで，今回は，分割時のZPの厚さと凍結胚盤胞移植の関連について検討を行った．【対象および方法】2009年1月

から2010年12月までの期間で，Assisted　Hatchingを施行せず，凍結胚盤胞移植を行った151症例（平均年齢35．2歳）を
対象とした．D2分割時のZPの最も厚い部分および最も薄い部分を測定し，平均20．Opm以上（20．Opm以上の群）と平均20．0
μm未満（20．0μm未満の群）にわけ，平均20．0μm以上を厚いと分類した．それぞれの胚盤胞凍結時のZPの厚さを調査し，
移植後の妊娠率について比較検討を行った．【結果】凍結時の胚盤胞径が150，160，170および180μmでのZPの厚さは，20．0

μm以上の群でそれぞれ19．5，13．1，＆0および8．Optmで，20、0μm未満の群でそれぞれ5．3，7．2，5．6および4．4pmとなり，160

および180μmにおいてZPの厚さに有意な差がみられた．移植後の妊娠率においては，200μm以ヒの群で34．6％（26／151），

20．0μm未満の群で5｛　．2％（125／151）となり，20．0μm以ヒの群で有意に低かった．【結論】今回の結果より，分割時のZP

が厚いと胚盤胞径が180μmまではZPが薄くならず，凍結胚盤胞移植での妊娠率も低くなることが示唆された．分割時にZP
が厚い胚は胚盤胞になっても厚いため，ZPから脱出できず，妊娠率に影響したと考えられる．今後は，分割時のZPが厚い
胚には胚盤胞移植する際にAssisted　Hatchingを施行するなどのZPを考慮した治療が必要であることが示された．
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O－037　ホルモン補充周期融解胚移植でのE2値と移植胚時期選択の検討

○阪本　美香12［，園原めぐみ1・Lti，胡桃沢智子12），加納　博美12〕，立木　　都L・L［，福永　憲隆123），小栗　久典1・21，

　羽柴　良樹1・L’），浅田　義正1231

　v浅田レディース名古屋駅前クリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

【目的】昨年我々はホルモン補充周期融解胚移植において子宮内膜厚が一定以上である時，エストラジオール（E2）と子宮内膜厚に

よる妊孕性の指標は得られないとの報告を行った．しかし，E2の血中濃度には個人差があり，また，培養日数も異なる．そこで，

E2の値が移植胚培養日数の指標となり得るか検討したので報告する．【対象・方法】2012年1～3月に当院にてホルモン補充にて凍

結融解胚移植を施行した791周期を対象とした．月経10日目前後に測定したE2を～99pg／ml（A群），100～299pg／ml（B群），300～

pg／ml（C群）とし，　Day3，　Day5，胚盤胞移植において各群間で妊娠率に有意な差がないか検討するとともに，　E2貼付剤吸収の異

なる要因となりうる背景として，BMI・ビタミンE剤の使用について検討した．なお，当院の凍結は前核期胚・胚盤胞期凍結を行

い，前核期胚融解では3～5日胚まで培養後Day3，　Day5に移植胚盤胞融解移植を行っている．【結果】E2がA群，　B群，　C群各

値の時妊娠率はDay3で21％，24％，25％，　Day5で71％，58％、80％，胚盤胞で49％，47％，19％であった．またDay3移植と
Day5移植では，　E2値がいずれの区分においても妊娠率に有意な差は認められなかったが，胚盤胞移植においては，　C群の時A群・

B群間で有意に低い結果となった，BMI・ビタミンE剤の使用において有意な差は認められなかった．【考察】今回の検討により，

前核期融解後3～5日間培養し移植する際は，E2値が300pg／ml以上であっても妊娠率に影響はなく，　E2値と移植する胚の時期の

違いによって妊娠率への影響はないと示唆された．しかし胚盤胞移植においてE2が高くない方が有意に臨床妊娠率はよいとの結果

であった．このことから子宮内膜厚調整の時期から臨床妊娠までに作用するホルモンは，外因性のものだけでなく内因性のホルモ

ンも大きく影響していると考えられる．また．さらなる症例数の追加と妊娠継続の点も今後の検討課題としていきたい．

O－038　ナノバブル含有培養液を用いたヒト凍結融解胚盤胞の回復培養についての新しい試
　　　　　　み

○中田久美子1），中山　順樹2〕，池上加代子2），中西　　彩2），阿部　　睦L’1，渡邊ひとみ2），池澤　有加L），西本　聖廣3），

　高橋　正好［，山下　直樹2）

　D山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，Z）山下湘南夢クリニック，　ll産業技術総合研究所環境管理技術研究部門

【目的】Vitrification法の確立により，胚の凍結保存が普遍化し，現在では必須の生殖補助技術となった．しかしながら，胚

の融解後の回復培養においては，胚培養液を用いるにとどまっているにすぎない．そこで，本実験では，ナノバブル含有培
養液をヒト凍結融解胚盤胞の回復培養に用いた場合に，生存性および回復状況にどのような効果をもたらすかを検討した．
【方法】インフォームドコンセントにより提供されたヒト体外受精由来凍結胚盤胞20個を実験に用いた．融解方法は，Vitri－

fication法に従い，回復培養液には，　Air－Nano－Buble通気5分を行ったHTF（Nano－HTF区n＝10）と通気を行わない
HTF（対照区，　n＝10）を用いた．　HTFにNano－Bubleが含有されているかどうかは，電r一スピン共鳴装置を用いたRadical

測定法により，確認された．Nano－HTFおよびHTFには，それぞれヒト由来血清PPFを10％添加した後，5％02，5％CO，，，

37．5℃のインキュベーターにて6時間ガス平衡を行った．Nano－HTF区と対照区において，融解後の生存率，融解2時間後
の生存率，融解18～24時間後の拡張胚盤胞率の比較を行った．【成績】ヒト体外受精由来凍結胚盤胞の回復培養を行った場

合，融解後2時間ではNano－HTF，対照区の両区とも100％の生存率であった．しかしながら，融解18～24時間後の拡張
胚盤胞率においては，対照区の50％（5／10）に対して，Nano－HTF区では80％（8／10）であり，対照区よりも高い傾向を
示した．【結論】インキュベーターによりガス平衡された従来の培養液よりも，Nano－Buble含有培養液を回復培養に用いる
ことで，胚の活力を上昇させる効果が期待できた．

O－039　ART後単胎妊娠例の周産期予後一新鮮胚移植例と凍結融解胚移植例の比較検討一

○熊田　絵里，安藤　一道，滝戸なほみ，津村　志穂，中川　潤子，宮内　彰人
　日本赤十字社医療センター

【目的】ART後妊娠において，新鮮胚移植例と凍結融解胚移植例を比較したとき，後者において有意に児体重が重くなるこ

とがすでに明らかにされている．我々は2008年1月から2010年6月までの3年半に当院で出生したART後妊娠例につい
て検討し，凍結融解胚移植例では児体重のみならず胎盤重量も有意に重いことを昨年の本学会で報告した．本研究の目的は
凍結融解胚移植の有無により，その分娩方法や児の周産期予後が異なるか否かを明らかにすることである．【方法】2008年

1月から2011年12月までの4年間に当院で分娩したART後単胎妊娠かつ37週以降の出生例を対象とし，年齢，経妊・経
産回数BMI，児の性別，分娩方法，　Apgar　score，縢帯動脈血pHを後方視的に調査し，新鮮胚移植例（非凍結群）と凍
結融解胚移植例（凍結群）に分類して比較した．なお，2010年の1年間に当院で37週以降に出生した自然妊娠後単胎をコ
ントロール群とした．【成績】調査期間中に出生した37週以降のART後単胎妊娠は640例で，このうち凍結の有無が明ら
かで産科合併症（PIH，　GDM，前置胎盤，6cm以上の筋腫合併）や胎児奇形がなく，　BMI25未満の日本人夫婦431例（非
凍結群168例，凍結群263例）を対象とした．また同条件下での自然妊娠のコントロール群は，1705例であった（2010年
の1年間）．帝王切開率は非凍結群で19．6％，凍結群で2＆5％，コントロール群で123％と，凍結群・非凍結群の順に帝王
切開が高率であった．Apgar　score（1分値／5分値・中央値）は非凍結群＆91／9．72，凍結群8．82／9、62，コントロール群8、92／

9．71．膀帯動脈血pH（中央値）は非凍結群7．31，凍結群7．30，コントロール群7．30であった．【結論】今回の検討から，凍

結融解胚移植後妊娠例で帝王切開率が高いことが明らかとなった．今後，帝切率上昇の原因として年齢や経産歴など更なる
検討が必要である．
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O－040　複数個ある胚盤胞から妊孕性の高い1個を選ぶ為には？

○永井　利佳i・2），福永　憲隆1・2・31，北坂　浩也i2），吉村　友邦12｝，田村　総子12），長谷川　望1”），加藤　道高’2），

　中山　　要L・2），竹内　基子L・L’），青柳　奈央1・2），児嶋　瑛子1・：｝，大野　浩史1・Z），安江香友子12｝，羽柴　良樹12），浅田　義正123）

　1）浅田レディース名古屋駅前クリニック，2浅田レディース勝川クリニック，：’1浅田生殖医療研究所

【目的】当院では胚盤胞の評価にGardner分類を用いてblastocyst3BB以上の良好胚盤胞の凍結を行っている．現在，凍結

胚盤胞が複数個ある際には培養日数に関わらず胞胚腔が拡大している胚盤胞を最優先として，次にICM，　TEの評価が良い
順に融解を行っている．今回数年間の凍結融解胚盤胞移植の成績を解析して，現在の凍結胚盤胞を融解する選択基準の妥当

性を再検討したので報告する．【対象および方法】2008年1月から2011年12月に当院で凍結融解胚盤胞移植を行った1428

症例，2493周期を対象として，凍結時の胞胚腔の大きさとICM・TEの評価ごとでの妊娠率・流産率を比較・検討した【結
果】blastocyst3・4・5・6の良好胚盤胞では妊娠率36．6％・4＆3％・51．5％・　54．5％，流産率24．2％，245％，23．5％，33．3％

であった．妊娠率ではblastocyst4はblastocyst3より有意に高い妊娠率（p＜ODI）を示したが，流産率では有意差は認め
られなかった．blastocyst3以上でICMとTEの評価がAA・AB・BA・BBの胚盤胞では妊娠率50．5％・43．0％・58．6％・
41．8％，流産率は1＆0％・25．4％・22．2％・29．2％であった．AA・AB間，　AB・BA間，　BA・BB間の妊娠率（p＜O．01）で，

AA・AB間の流産率（p＜O．05）で有意差が認められた．【考察】結果よりblastocyst4がblastocyst3より有意に高い妊娠率

を示し，胞胚腔が拡大している胚盤胞の順に高い妊娠率を示したことから，胞胚腔の大きさが凍結胚盤胞を融解する際の第
一一 pe択基準にすべきと示唆された．またICM，　TEの評価ではICMよりTEの評価が良い方が有意に高い妊娠率を示し，
流産率は低くなっていた．よって今後は胞胚腔の大きさ，TE評価の良い順に凍結胚盤胞の融解を行っていくべきだと考え
ている．

O－041　原因不明不妊に対する極低刺激rhFSH法

○福井　淳史，船水　文乃，横田　　恵，福原　理恵，前田あかね，佐々木幸江，中村　理果，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】原因不明不妊に対する排卵誘発には，クエン酸クロミフェン（CC）が多用されている．しかし，　CCは抗エストロ

ゲン活性を有するために，その高い排卵誘発効果にも関わらず，子宮内膜の発育不全や頸管粘液の分泌不全を併発すること

が少なくなく，そのため妊娠率が高いとはいえない．一方，遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（rhFSH）製剤はエストロ

ゲン分泌をうながし，CCに内包する欠点を克服できる特徴がある．そこで，原因不明不妊患者に対するCC療法と極低用
量rhFSH療法の有効性と安全性について比較検討することを目的として以下の検討を行った．【方法】軽度の男性不妊を含

む原因不明不妊患者のうち，本研究への同意が得られたものを対象とし，無作為にCC群とrhFSH群とに割り付けた．　CC
群では，月経周期の5日目よりCCを50mg／日で5日1‖コ投与し，　rhFSH群では，月経周期の5日目よりrhFSHを37．51U／
日で主席卵胞径が18mmに達するまで投与した．なお両群とも主席卵胞径が18mmに達した時点でhCGを投与して排卵を
惹起した．これら両群につき，各種ホルモンを測定し，治療によるホルモン値の変動を検討した．なお本研究は当大学倫理

委員会の許可のもと行った．【成績】CC群は10例18周期，　rhFSH群は8例25周期であった．両群の年齢，治療回数ホ
ルモン基礎値には差を認めなかった．OHSSの発症，多胎妊娠は両群とも認めなかった．発育卵胞数，主席卵胞径にも両群
間に差を認めなかった．一方，hCG投与時のFSHはCC群で3．1±0．9mIU／ml，　rhFSH群で6．5±3．2mlU／mlとCC群で有
意に低値であった（p＜O．Ol）．またhCG投与1週間後のエストラジオールはCC群で442．4±16＆1pg／ml，　rhFSH群で223．8±

117．9pg／mlとCC群で高値であった（p＝0．057）．【結論】原因不明不妊症症例に対するrhFSHを用いた極低刺激排卵誘発

法は，クエン酸クロミフェン療法に比しても安全性も問題なく，原因不明不妊に対する排卵誘発法になりうると思われた．

O－042　FSH自己注射目盛固定1日複数回実施法の考案と一・般不妊治療および生殖補助医
　　　　　　療での実施

○山口　恭平D，北見　和久P，高橋明日香1），伴野　千尋V，吉田　光紗1），廣渡　芙紀1），寺西　佳枝1），矢野　有貴1），

　小林　浩治1｝，皆元　裕子L｝，高柳　武志z），鈴木　範子2），安藤　寿夫21

　”豊橋市民病院産婦人科，2豊橋市民病院総合生殖医療センター

【目的】FSH自己注射法は利便性の高い卵巣刺激法といえるが，患者が誤って実施しないように医療安全上の配慮が行き届くようにして

おく必要がある，今回我々は，FSH自己注射の実施にあたり，1日1回の施行にこだわらず1回あたりの注射量を一定にして1日2回

または3回施行するという自己注射ならではの方法（1日複数回実施法と称す）を考案し実施したので紹介する．【方法】当院で行う一

般不妊治療ならびに生殖補助医療の卵巣刺激において，1回あたりの注射量を外来受診時に毎回，37．5　IU，75　IU，112．5・IU，150　IU，187．5

1U，2251U，262．51U，3001Uのいずれかに固定し，患者には担当医師より予め十分な説明同意を得た上で，目盛を変えずに医師の指

示通りのスケジュールで1日2回または3回まで自己注射を実施するよう，毎回看護師が指導した．正しく実施されたかについても，

毎回看護師が確認した．【成績】一般不妊治療において11症例25周期に，生殖補助医療において87症例113周期に1日複数回実施法

を施行した．患者が自己注射を正しく実施できなかったのは1周期のみであった．一般不妊治療においては，明確に卵胞消失が確認で

きた周期は56％，単一排卵率は78．6％だった．続いて，生殖補助医療において，同一患者で1日1回と1日複数回の両方で実施した17

症例につき検討した．両者の比較においては，MII卵1個を得るのに必要とした注射量は1日1回施行のほうが少ない傾向にあった．6

症例に妊娠成立を認めたが，そのうち，5症例は1日複数回実施周期であった．中等度以上の卵，巣過剰刺激症候群は3周期において認め

たが，両者に発症率の違いは認めなかった．【結論】FSH自己注射目盛固定1日複数回実施法は，医療安全性にすぐれ自由度を高める自

己注射ならではの方法として，これを基軸とした今後の発展と一般不妊治療ならびに生殖補助医療への普及が期待できる，
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O－043　黄体化未破裂卵胞（LUF）に対するG－CSFの治療効果について

○柴田　健雄U，藤井　亮太1），牧野田　知D，宇津宮隆史21

　V金沢医科大学産科婦人科，2’セント・ルカ産婦人科

【目的】造血系サイトカインの一つであるGranulocyte　Colony－stimulating　factor（G－CSF）は，排卵直前の卵胞期後期に

卵胞壁で発現が著しく増強しており，好中球の局所誘導および機能強化を介して排卵の際の卵胞壁崩壊に関与していること

が推測される．我々は，黄体化未破裂卵胞（LUF）の既往患者に対して，排卵直前にG－CSFを投与することにより，本物
質の排卵障害治療への有用性について検討した．【方法】本試験は本学臨床研究倫理審査委員会の承認を得た後インフォー

ムド・コンセントの得られた患者のみを対象に実施した．対象はClomiphene－hCG療法を行った際に，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，67症例75周期である．　LUF発症直後の周期でClo－

miphene－hCG療法に加えて，推定されるhCG至適投与時期の1～2日前にG－CSF（一般名・レノグラスチム）100pgを皮
下注投与し，その後の卵胞の消失で排卵の有無を確認した．【成績】対象とした67例の平均年齢は32．3±4．2歳，G－CSF投

与までの平均治療期間は6．9±3．3周期であった．G－CSF投与までの全151治療周期中，　LUFを認めたのは79周期（52．3％）

であった．Clomiphene－hCG療法とG－CSF投与によって75周期中66周期（8＆0％）で排卵を認め，　G－CSF投与前周期と
比較し有意なLUF抑制効果が認められた（p＝O．（）0000002）．本試験において有害事象の発生は全例において認められなかっ

た．なおG－CSF治療周期中に4例が妊娠・分娩に至った．75周期は28日周期女性では5．75人／年に相当し，一般女性と同
等もしくはそれ以上の妊娠率を示した．【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ともに，本剤がLUF治療の補助薬として
有用である可能性を明らかにした．

O－044　E2補充によりARTを施行した卵巣機能低下症例の検討

○松江　陽一，片桐由起子，福田　雄介，三枝美智子，北村　　衛，府川　敦子，佐々木由香，宗　　晶子，渋井　幸裕，

　雀部　　豊，森田　峰人

　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】高齢不妊症患者数は増加の一途をたどっているが，高齢症例の多くは卵巣機能がすでに低下しており，卵胞発育さ

えも非常に困難な症例も存在する．また，D3ホルモン値によりカウフマン療法等が実施され，治療周期が先送りになる機
会も少なくない．そこで，今回我々は，卵巣機能低下症例に対してE2補充により卵胞発育を認めARTを施行し得た症例
の検討を報告する．【方法】2010年4月～2012年6月にD3FSHが101U／L以上であり，インフォームド・コンセントを得
られた症例に，E2製剤の連日投与を行い，卵胞発育を認め卵胞穿刺吸引を施行した21症例に対して，採卵率，受精率，移
植率，妊娠率を検討した．【結果】症例は21症例（33周期）で，平均年齢は43．6歳±3、67歳，D3基礎ホルモン値の平均値
はFSH：23．2±11．O　IU／L，　LH：992±4．37　IU／L，　E2：22．9±8．42　pg／mlであった．採卵決定時のホルモン値はLH：13．6±＆66

1U／L，　E2：420．0±1399pg／mlで，平均採卵数は1．18±0．46個（卵なし症例：6症例）であった．周期当たりの採卵率は81．8％

で，受精率5＆5％，胚移植率52．9％，妊娠率6．0％であった．【結論】我々は第55回の本学会にて，D3のFSH値が高値で

もD3のE2値が251U／L以止あれば卵回収が可能であることを報告した．しかし，今回の検討では，　D3のFSH値が201U
／L以上でE2値が25未満である症例においても，　E2補充によって卵胞発育を促すことができ，半数以上に胚移植を実施す

ることが可能であった．妊娠率は低率であるが，不妊治療継続希望の卵巣機能低下症例に対して，治療の一助となる可能性
が示唆された．

O－045　高LH血症性排卵障害症例に対するアロマターゼ阻害剤の使用経験

○平池　春子D，合阪　幸三1），兵藤　博恵t），平池　　修2），小畑清一郎1〕

　1〕小畑会浜田病院，2東京大学医学部附属病院産婦人科

【目的】アロマターゼ阻害剤（AI）は，　P450アロマターゼの酵素反応を阻害することでエストロゲン生合成を抑制する物質

である．我が国ではホルモン受容体陽性閉経後乳癌の内分泌療法として使用されているが，欧米では排卵誘発にも広く応用

されている．今回われわれは，クエン酸クロミフェン（CC）で有効な不妊治療に至らなかった高LH血症性排卵障害症例に
AIを試用し，その有効性を検討した．【方法】研究開始に当たり当院倫理委員会に許可を得て，対象症例にICを行い，同

意を得た．3例に対して，月経3日目よりAI（Letrozole，フェマーラ2．5mg／day）を5日間投与した後，経膣超音波にて
子宮内膜厚，排卵の有無を観察した．【成績】対象3例全てに成熟卵胞（直径＞18mm）の発育が確認され，子宮内膜厚の菲

薄化は認めなかった．成熟卵胞発育後にHCG5000単位を投与し，排卵を惹起した．3例中2例に妊娠が成立したが，共に
妊娠経過に特記事項なく正常分娩に至り，新生児に特記すべき異常所見は認められなかった．【結論】AIによる排卵誘発は

欧米では汎用されている治療法であり，CCに比べて子宮内膜の菲薄化を起こしにくく，排卵誘発作用も相対的に弱いこと
が知られている．現在，AIを併用した様々な排卵誘発プロトコールが知られており，今後わが国でも排卵誘発に対する応
用が期待される．
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O－046　卵子成熟抑制因子（oocyte　maturation　inhibitor；OMI）の同定とその機能解析　C－
　　　　　　type　natriuretic　peptide（CNP）による卵子成熟抑制と2次卵胞発育促進作用

○河村　和弘V，西島　千絵P，吉岡　伸人］），杉下　陽堂D，高江　正道V，洞下　由記IJ，石山めぐみ2），石塚　文平Z），

　田中　　守v，鈴木　　直①

　1）聖マリアンナ医科大学産婦人科，2聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

【口的】卵子は卵胞内より単離されると自発的に減数分裂を再開する．これまで卵胞液中のOMIが減数分裂を抑制すると考

えられてきたが，その同定には至っていない．卵子成熟機構の解明は，卵子成熟不全の病態解析や体外卵子成熟技術の向h

などに繋がる．本研究では，卵巣DNAマイクロアレイを用いてOMIの網羅的検索・同定を試み，候補因子のマウスおよび
ヒト卵巣における機能解析を行った．【方法】ゴナドトロピン刺激下に経時的に採取したマウス卵巣をマイクロアレイに供し，

卵胞の発育と共に発現が増加しLHサージ後に発現が低下する分泌タンパクを抽出した．候補因子の中で受容体が卵子または

卵丘細胞に発現しているものに対し，マウス卵巣およびIRBの承認と患者の同意の下に得られたヒト卵巣検体を用いて機能
解析を行った．【成績】最終候補因子の中でCNPは穎粒膜細胞に局在し，受容体であるNPR2は卵丘細胞に発現していた．

マウス卵子卵丘細胞複合体および排卵前卵胞を用いた体外培養系において，CNPはNPR2のグアニルシクラーゼ活性により
cGMPを産生し，卵子内cAMPレベルを高値に維持することで減数分裂再開を抑制した．　CNPはヒト卵胞液中に存在し，　LH
サージ前は高値を示したが，サージ後は急激に低下した．さらに，卵胞培養および卵巣移植のin　vivoの系においてCNPは

cGMP産生を介してFSHと協調してマウスおよびヒト2次卵胞の発育を促進し，マウスでは排卵数を増加させた．【結論】長

く不明であったOMIが明らかとなった．　CNPは減数分裂の再開抑制作用に加え，2次卵胞の発育を促進した．今後は，　CNP
を標的とした卵子成熟不全の病態解明やCNPを用いたpoor　responderの卵巣刺激などへの応用が期待される．

0－047　第一減数分裂中期にてH，0，処理した卵の核移植による成熟能の改善

○小林　　護，竹内　　巧，吉田　　淳

　木場公園クリニック

【目的】体外成熟時の酸化ストレスは卵成熟に障害を与えるとされており，改善方法の開発が求められている．本研究では

未成熟卵への酸化ストレスによる障害の修復方法の確立を目的として，M－1期でH，O，，処理した卵の核を正常細胞質に移植

し，成熟能の改善を試みた．【方法】卵丘細胞を剥離したマウスGV卵を，10％FBSを含むDMEM／F12培養液で4，5時間培
養，M－1期卵を得た．これらに対し，50μMH、0、を15分間感作させ，H、0，処理卵とした．M－1期での核移植のため，H，O、

処理卵の紡錘体を周囲の細胞質と分離し，不活性化センダイウィルスと共に除核正常卵の囲卵腔に注入した．融合した再構
築卵をM－II期まで成熟培養した後，　ICSIを行い，受精・発生を観察した．また，一一部のM－II期卵の紡錘体を蛍光免疫染
色し，蛍光顕微鏡下に観察した．【結果】M－1期にてH，O，処理した卵の成熟率は51．3％で，無処理卵（78．7％）と比較して

顕著に低下した．一方，H、Oe処理核を移植した再構築卵では，成熟率が改善する傾向にあった（65．0％）．また，　H，，O、処理

卵のM－II期紡錘体長は，無処理卵と比較し有意に短かった（22．4±0．4μm　vs．24．4±0．6μm，　p＜O．01）が，再構築卵では25．7±

O．5μmで，紡錘体長が回復した．再構築卵へのICSIの結果，　H，O，処理卵と比較し，4細胞期への発生率のh昇が認められ
た（52．0％vs．33．4％）が，胚盤胞へは発生しなかった．【結語】M－1期卵にて酸化ストレスで障害された卵の核を正常卵細

胞質に移植することで成熟率の改善とM－II期紡錘体長の回復が可能であった．今後，発生能の改善に関する検討を行なっ
ていく予定である．

O－048　周排卵期のマウス卵巣における，オステオポンチンの発現調節及び局在解析

○桑原　慶充，富山　僚子，小野　修一，山下恵理子，峯　　克也，明楽　重夫，竹下　俊行
　日本医科大学産婦人科

【目的】細胞外マトリックスタンパク質の一種であるオステオポンチン（OPN）はインテグリン結合部位を有する分泌型の

リン酸化糖蛋白であり，多様な生理作用が知られている．本研究では，過排卵刺激したマウス卵巣のPCRアレイ解析を起
点とし，周排卵期卵巣におけるOPNの局在・発現調節について解析を行った．【方法】幼若マウスPMSG－hCG過排卵モデ
ル（21日齢，PMSG　7．51U／hCG　101U）よりタイムコースで卵巣を摘出し，リアルタイムRT－PCRによりOPN　mRNAを定
量し，In　situハイブリダイゼーションによりOPN　mRNAの局在を解析した．　PMSGでプライミングしたマウスより採取
した頼粒膜細胞を，hCG添加，非添加，培養プレートへのOPNコーティング，非コーティングの条件で培養し，リアルタ
イムRT－PCRによるOPN　mRNAの定量，　ELISA系による培養液中のOPNおよびプロゲステロンの定量を行った．【成績】
幼若マウス過排卵モデルでは，hCG投与の16時間後をピークにOPN　mRNAの著明なアップレギュレーションを認めた．　In
situハイブリダイゼーションでは，　hCG投与12h後の成熟卵胞に於いて穎粒膜細胞に限局した発現を認めた．穎粒膜細胞培

養系では，hCG添加により，12h，24h後にOPN　mRNAの著明な上昇を認め，　ELISA解析では培養液中のOPN濃度の著
明な上昇を認めた．また，OPNコーティングプレートを用いた頼粒膜細胞培養では，非コーティングプレートに比べ，培
養24h後，培養液中のプロゲステロン濃度の有意な増加を認めた．【結論】OPNはゴナドトロピンサージにより，成熟卵胞
の黄体化願粒膜細胞に発現誘導されることが明らかとなり，オートクライン機構を介した黄体機能への関与が示唆された．

＊本研究は，当大学動物実験倫理委員会の承認下で行った．
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O－049　トロンビン／活性型プロテインCシグナルは排卵期のプロゲステロン産生を調節す
　　　　　　る

○高江　正道】・2），河村　和弘12’，佐藤　可野’），樽見　　航D，岡本　直樹D，西島　千絵12），吉岡　伸人1・2），杉下　陽堂12’，

　洞下　由記］・2），石山めぐみ1・2），石塚　文平12），田中　　守’），鈴木　　直い

　1）聖マリアンナ医科大学産婦人科，2）聖マリアンナ医科大学生殖医療センター

【目的】近年トロンビンは，血液凝固作用以外にトロンボモジュリン（THBD）および活性型プロテインC受容体（EPCR）を介
したプロテアーゼ活性化受容体（PAR1，　PAR4）刺激による，細胞保護作用などの様々な生理活性をもつことが注目されている．

今回我々はhCG投与後の卵巣においてこれら凝固関連因子の発現が急増することを見出したので，卵巣における生理学的作用に
ついて検討を行った．【方法】ゴナドトロピンを投与したマウスより経時的に卵巣を採取し，DNAマイクロアレイおよびreal－time

qPCR，　ELISA．　Western　blot法にてTHBD，　EPCR，　PARI，　PAR4の発現について定量解析を行った．またそれらの卵巣にお

ける局在を免疫染色にて同定し，局在を手がかりに機能解析を行った．【成績】DNAマイクロアレイおよびreal－time　qPCRでは，

hCG投与2時間後よりリガンドであるTHBDとEPCR，　PARI，　PAR4受容体の発現が急増した，またTHBDとPARIおよびPAR
4の遺伝子発現は，主に卵丘細胞と願粒膜細胞に認められた．穎粒膜細胞培養においてトロンビン作動薬およびPAR1・PAR4作
動薬は，hCGにより誘導されるプロゲステロン産生を濃度依存性に抑制した．一方で，排卵期前卵胞培養においてトロンビン拮
抗薬およびPAR1拮抗薬は，プロゲステロン産生を促進した．更にin　vivoにおいても，マウスの卵巣窩へのトロンビン拮抗薬お

よびPARI拮抗薬の直接注入により，同様にプロゲステロン産生が促進された．これらのことから，凝固関連因子がプロゲステ
ロン産生を負に調節していることが示された．【結論】今回我々は，hCG投与後に増加する凝固関連因子が，血液凝固以外の作用

としてプロゲステロン産生制御を介して穎粒膜細胞の黄体化を至適に調節している可能性について初めて明らかにした．

O－050　メラトニンは活性酸素による穎粒膜細胞のDNA損傷を軽減する

○田邊　　学，田村　博史，李　　理華，田村　　功，浅田　裕美，山縣　芳明，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】我々は排卵過程において卵胞内で発生する活性酸素をメラトニンが消去し，卵や頼粒膜細胞の酸化ストレスを低下

させ，卵の質の低下防止や願粒膜細胞の黄体化に貢献していることを報告してきた．活性酸素による染色体の損傷は，グア

ニン塩基の酸化損傷からDNAの断裂など種々あるが，　DNAの2本鎖断裂（Double－strand　break：DSB）が最も強い損傷
である．今回は，活性酸素が穎粒膜細胞のDNAにどのような損傷を与えるか，またメラトニンがその損傷を防ぐことがで
きるかどうかを検討した．【方法】3週齢雌ICRマウスにpregnant　mare　serum　gonadotropin　101Uを投与し，48時間後に

卵巣を摘出，卵胞をpunctureし願粒膜細胞を分離採取した．30分間の前培養の後，　control，　H202100μM，　H202　100μM＋

メラトニン100μg／ml，メラトニン100μg／mlの4群で2時間の穎粒膜細胞培養を施行し，培養後に4％パラホルムアルデ
ヒドで固定した．抗8－hydroxy－2－deoxyguanosine（8－OHdG）抗体（グアニン塩基の酸化損傷マーカー），抗YH2AX抗体

（DSBのマーカー）を用いて蛍光免疫組織染色を施行し共焦点レーザー顕微鏡にて観察した．また，核の断片化によりアポ

トーシス細胞の頻度を検討した．【成績】H202添加では，願粒膜細胞核内の8－OHdGおよびYH2AXの蛍光強度は有意に増
加し，アポトーシス細胞が増加したが，メラトニンを同時添加するとこれらはcontrolレベルまで有意に低下した．なお，

メラトニン単独添加では変化を認めなかった．【結論】活性酸素は穎粒膜細胞DNAのグアニン塩基の酸化損傷，　DSBを引
き起こす．メラトニンはこれらの損傷を減少させることでアポトーシスを抑制している．

O－051　ラット卵巣の排卵及び卵胞閉鎖におけるTNFαの及ぼす影響

○山本　由理，田中　　優，福島千恵美，矢野　祐也，谷口　友香，桑原　　章，苛原　　稔
　徳島大学産科婦人科

【目的】これまで我々はケモカインであるCytokine－induced　neutrophil　chemoattractantがIL－1β，　TNFαにより誘導され

排卵現象に関与していることを報告した．一方，CINC中和抗体を投与すると排卵が抑制され，　TNFαが増加，アポトーシ
スが誘導されることも報告した．今回，TNFαの排卵，卵胞閉鎖における影響をプログラム細胞死の視点から解明すること

を目的とした．【方法】3週齢雌ラットを用いPMSG－hCGによる過排卵誘発を行い，　hCG投与時に両側卵巣嚢内へTNFα
を同時投与した．24時間後に排卵数を確認するとともに，hCG投与後0，6，12，24，48時間後の卵巣でアポトーシス関連
因子であるBax，　Bcl－2，カスパーゼ実行型であるcaspase3のmRNA発現，　TUNEL染色でアポトーシスの有無を検討し
た．オートファジー関連因子とてLC3のmRNA発現，電子顕微鏡でのオートファゴソームの有無を確認した．【結果】TNFα
投与群は有意に排卵数が減少した（7．0±3．7vs．31．3±62　p〈001）．投与12時間後にBcl－2低下（1．16±0．24vs．2．11±O．33），　Bax

／Bcl－2比の上昇を認めた．　caspase3（2．66±0．48vs．1．63±O．30），　LC3（1．80±O．6vs．O．64±0．54）は増加していた（p＜0．05）．

またオートファゴソームも多数認められた．【考察】TNFαは排卵促進因子として知られているが，過剰投与すると排卵を
抑制した．また，TNFα投与により排卵期にアポトーシス，オートファジー関連因子が増加したことより，TNFαはBcl－2，

カスパーゼファミリーを介するアポトーシスと細胞質成分をリソソーム分解するオートファジーの2つのプログラム細胞死
の経路を介して卵胞閉鎖に関与していると思われた．
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O－052　40歳以上での単一胚移植における新鮮胚と凍結胚の比較

○廣永真衣子，山口　賢一，赤澤由起子，高橋悠里子，越田　光伸

　医療法人越田クリニック

【目的】当院では多胎妊娠防止の観点から単一胚移植を原則とし胚盤胞移植を行っている．しかし加齢とともに妊娠率は低

下する，そこで40歳以上の高齢患者における単一胚盤胞移植の妊娠率の向上を目的に，新鮮胚移植と凍結融解胚移植の成
績を比較検討した．【対象と方法】2007年1月から2011年12月に当院にて，移植時年齢40歳以上で単一胚盤胞移植を行っ
た393周期を対象とし，新鮮胚移植（A群）と凍結融解胚移植（B群）での妊娠率を比較した．さらに，良好胚群（Gardner

分類でCを含まないBB以上の胚盤胞）と不良胚群（Gardner分類でCを含む胚盤胞）にわけ，同様にA群とB群での妊
娠率について比較した．【結果】A群，B群の妊娠率はそれぞれ19．4％（32／165），26．8％（61／228）であり，有意な差は認
めなかった、良好胚群でのA群，B群の妊娠率はそれぞれ36．5％（27／74），31．0％（40／129）であり，有意な差は認めなかっ

た．不良胚群でのA群，B群の妊娠率はそれぞれ5．5％（5／91），21．2％（21／99）であり，　B群が有意に高かった．（p＜O．05）

【結論】良好胚では新鮮胚，凍結胚とも妊娠率に差はなく，不良胚では新鮮胚より凍結胚の妊娠率が有意に高い値を示した．

40歳以上の患者の不良胚は新鮮胚移植より，凍結融解胚移植を行う方が妊娠率の向上にに有効であると考えられる．

O－053　体外受精反復不成功例に対する一戦略，ダナゾール・プライミング法

○舘林　美希，石川　弘伸，黒田　侑子，田中亜理佐，野々口耕介，西川　裕子，木下　勝治，渡辺由美子，山口　剛史，

　田村　　出，森　　崇英，渡邉　浩彦

　醍醐渡辺クリニック

【日的】今日，体外受精胚移植法は不妊治療の切り札的な存在と位置づけられており，この治療法に対する患者側の期待感は非常に大き

い．その反面体外受精が反復して不成功に終わった場合の失望感の大きさは計り知れず，また原因が明確でない場合も少なくないため対

応に苦慮することが多い．当院では約10年前から体外受精反復不成功例の中で子宮内膜症を有する症例に対してダナゾールを先行投与

した後long法で体外受精／顕微授精を行い複数の妊娠例を経験したため，子宮内膜症の認められない症例に対しても適応を拡大したとこ

ろ，年齢の高い症例でも良好な成績が得られたので報告する．

【症例】症例の平均年齢は37．0±397歳，平均体外受精既往回数は4．42±2．59回であった．

【方法】事前に十分な説明を行い同意を得たうえで治療を開始した．月経周期2～5日目よりダナゾール（400mg／day）を10～12週間投

与した．ダナゾール終了翌日にリュープリン1．88mgを投与しその17日後よりhMGを用いて卵巣刺激を開始，　hCG投7を経て採卵し体

外受精に供した．胚移植は全例胚盤胞期に行った．

【成績】2009年1月から2012年3月の間に計98周期の採卵を行い，67周期で胚移植に至った，49周期で妊娠が成立し，妊娠率は採卵あ

たりで50％，移植あたりでは73％であった．

【結論】ダナゾール・プライミング法は体外受精反復不成功例に対する治療法として選択肢の一つとなりうることが明らかとなった．ダ

ナゾール投与中は血中テストステロン値の上昇を認めており，ゴナドトロピン依存性に卵胞が発育を開始する以前の段階で，テストステ

ロンが卵胞発育に重要な働きをしているものと推測されるが，今後当方法の作用機序の解明も含めてさらなる検討が必要と考えている、

O－054　TSH正常高値症例のART治療成績

○光成　匡博，吉田　壮一

　よしだレディースクリニック内科・小児科

【目的】甲状腺機能低下症（overt　hypothyroidism；OH）のみならず潜在性甲状腺機能低下症（subclinical　hypothyroidism；

SCH）は，流産や妊孕能低下の原因となることが示唆されているが，　TSH正常一h限値の設定は報告により様々である．ア
メリカ甲状腺学会がまとめたガイドラインでは，TSH正常ヒ限値を妊娠初期で2．5mlU／Lに設定することが推奨されてい
る．そこで，ART症例を後方視的に検討し，基準範囲内のTSH値がART成績に影響するかどうかを調べた．【方法】ART
前にTSH測定（基準範囲：O．340～3．880mlU／L）を行った143症例を対象とし，そのTSH分布を（O－O．5／O．5－1．0／1．0－1．5／1．5－

2．0／2．0－2．5／25－3D／3．0－3．5／3．5－4．0／4．0－4．5／4．5－5．0／5D－10．0／10、0－）の各区域でコントロール群（挙児希望や月経異常：1455例）

と比較した．次に，OHやTSH＜O．340mlU，／Lの症例を除外した136症例259周期について，　TSH値により8群（O．4－10／ID－
1．5／1．5－2．0／2．0－2．5／2．5－3．0／3．0－3．5／3．5－4．0／4，0－4．5）に分け，妊娠率，生産率，流産率を比較した．【成績】TSH分布はいずれ

の区域でもART群とコントロール群に差はなかったが，2．5mlU／L前後で二分するとTSH≧2．5の割合はART群が有意に
高かった（25．9％：37／143vs．18．4％：267／1455，　p＜O．05）．　ART成績の検討では，　TSH値が高くなるにつれ，妊娠率，生

産率が低下し，流産率が上昇する傾向がみられた．そこで，TSH　2．5mlU／L前後で比較したところ，症例あたりの累積生産
率はTSH≧2．5で有意に低かった（31．4％：11／35　vs．51．5％：52／101，　p＜0、05）．【結論】TSH正常高値症例は，基準範囲内

であっても妊孕能低下に何らかの影響を及ぼすことが示唆された．今回検討したTSH≧2．5の35例のうち30例は基準範囲
である3．880mIU／L未満であり，今まで《異常なし》として扱われていた症例である．妊娠後の甲状腺管理も考慮し，不妊

症患者に対するTSHの正常上限値の見直しが必要と思われた．
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O－055　若年不妊患者におけるARTの妊娠成績に影響を及ぼす因子の解析

○秋谷　　文，百枝　幹雄塩田　恭子，酒見　智子，熊耳　敦子，堀内　洋子，彦坂　慈子，小松　雅博，中村　　希
　聖路加国際病院女性総合診療部

【目的】高年不妊患者におけるARTの妊娠成績には卵巣機能や卵子の質が最も大きな影響を及ぼすことは周知のことである

が，若年不妊患者においては様々な因子がARTの妊娠成績に影響を及ぼしていると考えられる．今回，若年不妊患者の治
療方針決定の参考とすることを目的に，35歳以下のART症例について，妊娠成績に影響を及ぼす因子を解析した．【方法】

当院で2008年から2011年にARTを実施した581例にうち，10％にあたる35歳以下の58症例（採卵周期：75周期）につ
いて，妊娠群（33症例）と非妊娠群（25症例）の2群に分けて，平均年齢・平均FSH値・平均HMG投与量・採卵数の比
較と不妊の原因について検討した．【結果】平均年齢：妊娠群31．0±1．9歳，非妊娠群33．3±1．5歳．平均FSH値：妊娠eV　6．89±

2．26mlU／ml，非妊娠群8。29±3．15mlU／ml．平均hMG投与量（1A75単位）1妊娠群16．4±3。2A，非妊娠群1＆0±6．6A．採卵

数：妊娠群10．0±6．4個，非妊娠群59±4．3個であった．以上から非妊娠群は妊娠群と比較して，平均年齢が高く，卵巣機能

が低下しており，採卵数が少ないことがわかる．また不妊の原因は両群ともに子宮内膜症が最多であったが（妊娠群のうち

8例・24％，非妊娠群のうち8例・32％），非妊娠群の子宮内膜症例により重症（重度の子宮腺筋症や卵管水腫を伴う）のも
のが多かった．【まとめ】35歳以下の症例でも卵巣機能低下を伴う症例は妊娠しにくい．また，より重度な子宮内膜症を伴

う場合も妊娠しにくいので，子宮内膜症を合併している場合は若年であっても，積極的に早期からARTを考慮する必要が
あると考えられた．

O－056　胚発育速度が出生時性比に与える影響の検討

○緒方　誠司，松浦　まき，緒方　洋美，水澤　友利，岡本　恵理，松本由紀子，山田　　聡，苔口　昭次塩谷　雅英
　英ウィメンズクリニック

【目的】これまでヒトの体外受精治療においては，一般的に胚発育速度の速い胚が妊娠率，生児獲得率の高い良好胚とされ，

移植胚の選別に胚発育速度をパラメーターとする胚評価方法が頻用されてきた．一方，ヒトや動物において胚発育速度は性

別によって異なり，男性の胚が女性の胚よりも速く発育することを示唆する先行研究は多い．そこで今回我々は，胚発育速
度が出生時性比に影響するかについて，単一胚移植症例を対象として後方視的な検討を行った．【方法】2008年1月より2009

年12月の間に当院にて単一胚移植後に生児を得た症例で，出生後の調査により性別が判明した819症例を対象とした．出
生時性比は男性／女性と定義した．まず胚盤胞移植と分割期胚移植との間で出生時性比に差があるかについて，Fisherの正

確確率検定により検定した．次に出生時性比を従属変数とし，Gardner分類による胚盤胞のグレード（G1～G5）を独立変数
としたロジスティック回帰分析を行い，オッズ比などのパラメーターについて検討した．【結果】胚盤胞移植と分割期胚移
植を比較した場合の出生時性比のオッズ比は1．20（95％CI：O．79，1．83）と胚盤胞移植でやや男児が多い傾向がみられたが，

有意差は認めなかった．胚盤胞のグレードに対する出生時性比のロジスティック回帰分析より，グレードが1上がるごとの
出生時性比のオッズ比は，1．36（（95％CI：1．11，1．65）となり，胚盤胞発育が速い（Gardner分類のグレードが高い）ほど，

出生時性比が高くなることを示す結果となった．【結論】この結果から，男性の胚の発育速度が女性の胚の発育速度よりも

速い可能性があること，また，胚発育速度による胚の評価に基づいた移植胚の決定が，出生時性比に影響する可能性がある
ことが示唆される．

O－057　ヒト卵胞液を用いた体外成熟培養（IVM）についての検討

○猪野友香里1），荒木　泰行2），堀川　　隆’｝，佐藤　雄一），政井　哲兵1），藤村　佳子1｝

　1］医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

【目的】マウスをモデルにヒト卵胞液を使用して体外成熟培養（IVM）実験を行った結果，卵胞液を使用した群で高い成熟率，

胚盤胞到達率が得られたことを報告した（日本生殖医学会2011），そこで今回は，ヒト卵胞液がヒト未成熟卵のIVMに有効
か否か検討した．【対象と方法】2010年9月から2012年4月の間にインフォームドコンセントの得られた230症例を対象と

した．IVMに使用した卵胞液は本人の主席卵胞から採取したものとし，　IVM用培養液として卵胞液100％をA群，卵胞液
50％＋受精用培養液50％（Universal　IVF　medium（Origio社）もしくはG－IVF　medium（Vitrolife社））をB群，受精用培

養液100％をC群とし，受精用培養液にはFSH　O．075　IU／mlおよびhCG　O．l　IU／mlを加えて使用した．採卵時にGV期であっ

た卵は2－3h後に，採卵時MI期で8h経過後も未成熟であった卵はその時点で，無作為に各IVM用培養液に振り分けて培養
した．IVM開始から48h以内に成熟したMII卵子はICSIを施行し，受精を確認した胚は6日間の継続培養を行った．その
後，各群の成熟率，受精率，胚盤胞到達率について検討した．【結果】GV期卵：成熟率はA群37％（26／70），　B群63％（32
／51），C群42％（22／52）となり，　AB群とBC群間で有意な差を認めた．また，受精率は各36％（9／25），30％（7／23），41％

（9／22）となり有意な差は認められなかった．胚盤胞到達率は各13％（2／15），25％（3／12），0％（0／10）で，卵胞液を使用

した群でのみ胚盤胞を得られた．MI期卵：成熟率はA群29％（5／17），　B群60％（2／20），　C群63％（15／24）となり，　AC

群間で有意な差を認めた．受精率はA群80％（4／5），B群45％（5／ll），　C群33％（5／15）となり有意な差は認められなかっ

た．胚盤胞到達率はA群0％（0／3），B群38％（3／8），　C群0％（0／4）であった．【結論】卵胞液を含有させた群でのみ胚盤

胞が得られたことから，ヒト卵胞液は未成熟卵のIVM培養液として利用可能かつ有効である可能性が示唆された．
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0－058　ビアルロン酸含有培地を用いた体外成熟（IVM）卵子における紡錘体観察

○長瀬　祐樹1），池上　美希1），吉岡麻衣子1），久我　　彰1），山本　佑司い，堀　明日香U，松田有希野11，米澤　潤一），

　臼井　　溢2），松浦　俊樹1）

　Dかばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

【目的】ビアルロン酸は，排卵直前の卵胞液にも含まれていることが報告されており，卵子成熟に関係していると考えられている．

今回我々は，体外成熟培地にピアルロン酸を含有しているものを用いてIVMを行った．また，　ICSI時に紡錘体を観察することで，

正常受精率の向上が報告されており，IVM－ICSIにおいても有効ではないかと考えられる．そこで，体外成熟した卵子の紡錘体の有

無と胚発生の関連性について検討したので報告する，【方法】インフォームドコンセントを得た，2010年ll月から2012年5月まで

の間でGV卵子が採れ，紡錘体観察ICSI（Spindle－Located－ICSI　：　SL－ICSI）を施行した68周期（平均年齢35．6歳）を対象とした．

IVMには，ビアルロン酸含有培地UTM（Origio社）：培地AとSIFM（COOK社）：培地Bに，　HCGとFSHを添加したものを使
用した．成熟培養22～24時間後に裸化し，成熟卵子（A：66個，B：24個）に対しSL－ICSIを行った．紡錘体が確認できた卵子を＋，

確認できなかった卵子を一として，正常受精率，良好胚盤胞凍結率を検討した．【結果】SL－ICSIの結果，　Aにおいて紡錘体が観察

された卵子（A＋）は72．7％（48／66）で，Bにおいて紡錘体が観察された卵子（B＋）は54．2％（13／24）であった．正常受精率は，

A＋：72．9％（35／48），A－：44．4％（8／18），　B＋：61．5％（8／13），　B－：54．5％（6／11）となり，どちらの培地でも紡錘体が確認で

きた卵子の方が，正常受精率が高い傾向にあった．また，良好胚盤胞凍結率は，A＋：200％（7／35），　A－：125％（1／8）となり，

Bでは凍結に至る良好胚は得られなかった．【結論】UTMでは，72．7％の卵子で紡錘体が確認でき，さらに，紡錘体が確認できた

卵子は，確認できなかった卵子に比べ，正常受精率，良好胚盤胞凍結率ともに高い傾向がみられた．IVMでは，ビアルロン酸含有

培地を用いることで，紡錘体の有無によって胚発生が予測でき，その後の成績向上が期待できる可能性が示唆された．

O－059　Embryo　ScopeTMの特性を利用した胚盤胞形成の予測因子の解析

○中山　　要L2），永井　利佳123），福永　憲隆123），北坂　浩也【2［，吉村　友邦t2），田村　総子］2］，長谷川　望121，

　加藤　道高L・L’ls竹内　基子1・L），青柳　奈央’2］，児嶋　瑛子12〔，大野　浩史！・21，渡邊　紘之L2｝，羽柴　良樹1・2），浅田　義正1・2：S）

　1）浅田レディース名古屋クリニック，2浅田レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

【目的】我々はEmbryo　ScopeTMが無観察・無培養液交換の一環培養を実現するとともに，前核期凍結融解胚が良好な胚盤胞
に発生することを報告した．しかしながらEmbryo　ScopeT］　！がtime－lapse観察できるにも関わらず，胚評価はveek分類や

Gardner’s　scoreを応用した評価方法を用いているのが現状である．そこで今回は，　Embryo　ScopeT］が初期胚発生で起こり

うる事象を容易に追跡できるという特性を利用し，胚盤胞形成の予測因子を解析した，【対象・方法】凍結保存後の廃棄お

よび融解後の観察に同意を得た患者（8症例）の前核期凍結胚46個を融解し，Embryo　ScopeTMにて7日目（168h）まで培
養した．培養5日目（120h）の胚評価をGardner’s　scoreのBl以上に発生した胚（胚盤胞形成群：33個）と発生しなかっ
た胚（非胚盤胞形成群；13個）に分け，胚発生で起こる事象のタイミング（PN消失時間，第一分割時間，8細胞形成まで
の時間）を比較検討した．さらにそれぞれの群で，培養3日目（72h）にveek分類を応用した当院独自の方法を用いて胚評
価を行った．【結果】胚盤胞形成群および非胚盤胞形成群のPN消失時間は23．8±3．2h；27．9±7．3h，第一分割終了時間は27．4±

3．5h；36．7±19．5h，第一分割で2細胞になった割合は69．7％（23／33）；30．8％（4／13），8細胞形成時間は58．8±9．3h；72．7±21．4

hであった．また，培養3日目の胚評価は8細胞以上の割合が75．8°／・（25／33）；30、8％（4／13）であった．【考察】胚盤胞形

成群は非胚盤胞形成群に比べて，初期胚発生の事象が早期に起こること，並びに培養3日目および5日目の胚評価が良好で
あることから，初期胚発生の事象の解析が胚盤胞形成の予測因子となる可能性が示唆された．PN消失時間23．8h以内，第

一分割終了時間27．4h以内および8細胞形成時間58．8h以内であるとき，胚盤胞形成が期待できると考えられる．

O－060　当院における胚盤胞到達率とグレード別妊娠率・流産率の検討

○山脇友記子，山田　裕子，小坂　真世，小林　健治，田口　俊章

　タグチIVFレディースクリニック

【目的】当院では，新鮮胚・凍結胚ともに単一胚盤胞移植を基本としている，年齢別・受精方法別の胚盤胞到達率，また新鮮胚と凍結胚を合わせた移植胚全体でのグレード別妊娠率・

流産率の成績を検討した，

【対象と方法】検討1：2011年1月から2012年4月までに採卵しt得られた2PN胚（726個）につき，年齢別（20～29歳，30～34歳35～39歳，40歳以ヒ）・受精方法別の胚盤胞到

達率，良好胚盤胞率（Gardner分類で3BB以上）を検討した，なお培養液は1系列で行っておりt同条件で培養している，

検討2：同期間に新鮮胚盤胞，凍結胚盤胞で単一胚移植した計186個の胚におけるICM・TEグレード別妊娠率，流産率の検討を行った．凍結胚盤胞移植は全症例HRT周期で行った，

【結果】検討1：年齢別・受精方法別の胚盤胞到達率，良好胚盤胞率は20～29歳で（IVF52％b　34％，　ICSI54％，37％），30～34歳で（IVF59％，37％，　ICSI40％，25％），35～39歳

で（IVF56％，33％，　ICSI44％，23％），40歳以上で〔IVF42％，17％，　ICSI37％，16％）となり，30～34歳のIVFとICSI間で有意差があった（p〈O．05）．

検討2：グレード別臨床妊娠率は，ICM・TEが共にB以上の群で55％，　Cを含む群で28％となり有意差があった（p〈O，05）、次に，　ICMのグレードのみで分けた臨床妊娠率と流産

率は，ICMがB以上の群で（52％，38％）t　C群で（28％，80％）F　TEのグレードのみで分けた妊娠率と流産率は，　TEがB以上の群で（55％，38％），　C群で（21％，67％）となり，

妊娠率に有意差があった（p＜O．05），

【考察】

1，胚盤胞到達率，良好胚盤胞率共に40代で30代前半までと比べ有意に低ドした．

2，すべての年代で，IVFよりもICSIの方が胚盤胞到達率が低い傾向にあった，精子の質と関係ある可能性が考えられる．

3，TEのグレードがB以上の群とC群聞で妊娠率に有意差があり，　TEのグレードは着床に関わっていると考えられる．また，流産率の傾向から妊娠継続にはTEよりICMのグレー

ドが関与していることが示唆された，
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O－061　胚盤i胞グレードと移植個数による妊娠率の違い

○黄木　詩麗，萩原千加子，川嶋美智子，中村　忠治，矢内原　敦

　矢内原ウィメンズクリニック

【目的】多胎予防の観点より胚移植数は原則1個である．複数の胚盤胞を獲得できた場合，その中に良好胚盤胞が含まれて
いれば単一胚移植を行っても高い妊娠率を期待でき，しかし，良好と評価できない胚盤胞（以下普通胚盤胞）のみの場合移

植胚数に悩むことがある．普通胚盤胞1個では着床するための能力（胚と子宮内膜の相互作用能力）が良好胚盤胞に比して

若干不足していると予測され，高い妊娠率が期待をできないと考える．そこで本検討では普通胚盤胞1個移植した場合と2
個移植した場合との妊娠率を検討した．【方法】2009年4月～2012年5月までに当科で行った胚盤胞移植のうち普通胚盤i胞

を1個あるいは2個移植した187症例を対象とした．胚盤胞の評価は媒精120時間後にGardnerの胚盤胞グレード3である
か，またはグレード40r　5で内細胞塊，栄養外胚葉の評価でCを含むものを普通胚盤胞とした．良好胚盤胞はグレード4～
6でAあるいはBとした．【成績】対象の平均年齢は37．7歳であった．普通胚盤胞1個の妊娠率（胚移植あたり）は22．4％
であるが，普通胚盤i胞を2個移植した場合は42．9％と有意に高率となるが，多胎は1組のみであった．一方，良好胚盤胞1

個の妊娠率は44．4％であり良好胚盤胞1個と普通胚盤胞1個の2個移植では妊娠率は49．5％と良好胚盤胞1個の妊娠率と
同等であったが5組に多胎を認めた（多胎率＝10．9％）．【結論】良好胚盤胞はそれ自体が高い着床能力を有しているため，

普通胚盤胞と組み合わせて2個移植することにより多胎率は上昇するが妊娠率は上昇しないため有用とは考えられないが，
普通胚盤胞しか得られなかった場合は2個移植しても多胎になる場合は少なく高い妊娠率を得ることができた．

O－062　1MSIシステムで定量的に判定した運動精子の頭部形態異常率とDNA断片化の相
　　　　　　関

○宇津野宏樹，岡　　賢二，山本　綾子，内川　順子，鈴木　昭久，塚原みほ子，山崎　悠紀，塩沢　丹里

　信州大学医学部産科婦人科学教室

【目的】IMSI（lntracytoplasmic　Morphologically　selected　Sperm　Injection）システムを用いて，超高倍率で評価した運動精子の

精密な形態と精子の質との関連が検討されてきた．しかし，精子形態が異常か否かの判定において重視される頭部形態の評価基準

には主観的な点が残る．我々はこれまでに，楕円フーリエ解析を用いて精子頭部形態を4つのパラメータ（長幅比，前後対称性，

左右対称性，角張度）で数値化できることを示した．本研究ではt精子頭部形態の数値化により，形態が異常か否かを客観的に判

定し，精液中に存在する形態異常精子の割合とDNA断片化量の相関を検討した．【方法】本研究は，信州大学医学部の倫理委員会

で承認され，被験者から書面による同意を得て行った．18名の被験者から得た精子を密度勾配遠心法とswim　up法で処理し，以

下の実験に使用した．実験1）各被験者について，30以上の運動精子（合計598）を6400倍に拡大して撮影した．上記4つのパラ
メータの平均値はそれぞれ前後対称かつ左右対称な，長幅比1．49の楕円形であり，Tygerberg　strict　criteriaで正常形態であった．

そこで，各パラメータについて，平均値から1標準偏差以上離れた形態を異常と定義した．各被験者につき，4つのパラメータそ

れぞれの異常率を計算した．実験2）TUNEL染色でDNA断片化量を測定し，実験1で計算した各パラメータの形態異常率との相
関を検討した，【結果】上記4つのパラメータで精子頭部形態分散の95．7％を説明できた．4つのパラメータのうち，長幅比が異常

率とDNA断片化量の間に正の相関が見られた（r＝0．53，　P＝0．024）．【結論】今回の検討では，精液中に長幅比が異常な運動精子

が多い場合，DNA断片化した運動精子が多い可能性が示唆された．今後，検体数を増やし，頭部形態と同時に精子の質を表す指

標として注目されている空胞の有無を検討し，また，形態異常率と体外受精成功率の関連を検討する必要がある．

O－063　βHCG陽性症例における妊娠転帰から見たIMSIの有効性

○内山　一男，上野　　智，沖村　匡史，加藤　恵一，竹原　祐志，加藤　　修

　加藤レディスクリニック培養部

【目的】強拡大下で精子頭部形態や微細構造を確認し顕微授精を行うIMSIは，妊娠率の向上，流産の抑制など有効とされる

一方，否定的な報告例もありその評価は未だ明らかとなっていない．今回，IMSIの有効性について胚移植後のβHCG陽性
症例の転帰をICSIと比較検討した．【対象および方法】患者同意の上，　IMSIの精子選別はOLYMPASUS－IX71－DIC　1，000

倍で行い，ICSIはNikon－TE－2000－MC　200倍で行った．　IMSIは2009年4月から2010年12月の期間にIMSIを行い胚移
植後βHCG陽性（3週5日から4週0日目にβHCGが20mIU／ml以上を陽性）の184症例（年齢37．0±4．1），を対象とした．
対照のICSIは2005年1月から2008年11月の期間ICSIを行い，同様に胚移植後βHCG陽性の411症例（年齢37．1±4．1）と
した．妊娠転帰は5週0日目の胎嚢確認率，6週2日目の心拍確認率，生産率および心拍確認後からの流産率についてX二
乗検定を用い危険率5％で統計解析し比較した．出産児の身長，体重についてはt一検定，危険率5％で解析し検討を試みた．
【結果】IMSI対ICSIの胎嚢確認率は86．4％対86．4％．心拍確認率76．6％対75．9％．生産率　66．8％対64．5％．心拍確認後か

らの流産率は12．8％対15．1％となり両群問に有意差は認められなかった．出産児の身長は49．0±2．5cm対48．6±2．9c肌体
重は2997．9±543．Og対2962．6±473．1gであり有意差は認められなかった．【結論】βHCG陽性症例の妊娠転帰はIMSIとICSI

に差は認められず，出生児の身長，体重にも差は見られなかった．しかしIMSIは心拍確認の臨床妊娠率および生産率は高
率傾向，流産率は低率傾向となり有効と成り得る要素が示唆された．
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O－064　1VFでの受精障害既往がある症例に対するLA－ICSIの有用性について

○江副　郁恵，岩佐　　萌，富樫　　伶，中野　英之
　中野レディースクリニック

【目的】我々は，ICSI施行時にレーザーアシストハッチング（LAH）システムを用いて透明帯を部分的に非薄化すること（LA－

ICSI）が，　Conventional－ICSI（C－ICSI）による卵子への物理的ダメージを軽減し，胚発生の成績および妊娠率の向上に有

効となる可能性があることを，2011年本学会総会において発表した．そこで今回は，LA－ICSIがどのような症例に特に有
効となるかを知るため，IVFでの受精障害の既往の有無に注目して検討を行った．【対象と方法】2010年11月から2011年
9月までの間に当院でICSIを施行した95症例113周期，卵数650個を対象とした．　LA－ICSI施行時は，卵子透明帯にレー
ザーを照射し，injection　pipet穿刺部のみ菲薄化を行った．　IVFでの受精障害の既往の有無で分類し，それぞれC－ICSI施

行群とLA－ICSI施行群に分け，各群の胚発生の成績および妊娠率を比較した．【結果】受精率，卵変性率，良好胚形成率お
よび初期胚移植での妊娠率は，受精障害既往の無いC－ICSI施行群が76．6％，6．0％，62．9％，2＆1％，受精障害既往の無いLA－

ICSI施行群が82．6％，6、6％，67．1％，27．2％，受精障害既往の有るC－ICSI施行群が66．7％，22．9％，65．6％，25．0％，受精

障害既往の有るLA－ICSI施行群が78．3％，8．7％，66．7％，32．2％であり，卵子変性率が，受精障害既往の有るC－ICSI施行

群で他の群より有意に高かった．【考察】IVFでの受精障害例の中には，透明体の硬化などの異常によるものが存在する事
が推測され，それらの例ではICSI時の卵子の変形により卵変性率が上昇する可能性がある．今回の検討からこれらの症例
に対するLA－ICSIの有効性が示唆された．

O－065　1CSI受精障害に対するCaイオノフォアによる人為的卵子活性化の効果

○小山　伸夫，木下　和雄，山口ゆうき，中村　千夏，小牧　麻美，柴田　典子

　ART女性クリニック

目的：体外受精では妊娠が困難な高度男性因子または受精障害がある場合，ICSIを行なうが，　ICSI単独では受精しない症

例がある．その場合，ICSI後人為的卵子活性化を行なえば，受精し，妊娠する可能性がある．今回，当院においてICSI受
精障害例に対して，ICSI後Caイオノフォアによる人為的卵子活性化を行い，受精し妊娠した症例を経験したので報告する．

対象：2010年8月より2012年4月までの期間に男性因子または受精障害があるために当院でICSIを行なったが，全く受精
しなかった4症例である．方法：ICSI後15μMのCaイオノフォアによる人為的卵子活性化を行なった．そのうち受精した
症例は，HRT周期にて凍結融解胚移植を行なった．結果：4症例とも前回のICSI単独での受精率は0％であった．今回ICSI
後Caイオノフォアによる人為的卵子活性化を行い，4症例中3症例で受精した．各症例の受精率（受精数／MII卵数）は，
28．6％（4／14），100％（1／1），100％（5／5），0％（0／1）であった．その後，受精した3症例は凍結融解胚移植を行ない，そ

のうち2症例が妊娠し，現在妊娠継続中である．結論：高度な男性因子または受精障害がある場合，精子に卵活性化因子が
欠損して，ICSIでも受精しない症例が存在する．その場合，　ICSI後Caイオノフォアによる人為的卵子活性化を行なえば，
受精し，妊娠する可能性がある．

O－066　1CSI受精障害症例に対する再活性化処理の有効性の検討

○永渕恵美子11，江頭　昭義il，田中　啓子1），友原　　愛U，峰　　千尋U，伊福　光枝1），大坪　　瞳D，南　　綾子1），

　松隈　豊和P，村上　正夫IJ，中島　　章1），大塚未砂子D，吉岡　尚美11，荒木　康久L’），蔵本　武志D

　I蔵本ウイメンズクリニック，2高度生殖医療技術研究所

【目的】ICSIしても受精に至らない場合には卵子活性化処理の有効性が報告され臨床に供されている．しかし，活性化処理

を行っても受精しない卵子が散見される．このような卵子を救済するため，活性化を1回実施後に再度追加して活性化を施

行することが有効であるか否かを検討した．【対象および方法】2010年4月から2012年4月までに，当院でARTを施行し
た周期のうち過去の治療周期で受精障害を認めた10症例64個のMII卵子を対象とした．　ICSI施行時に全ての卵子に活性

化処理を実施した，ICSIして2時間後に第2極体（2PB）放出を観察し，2PB放出を確認できた卵子をA群，2PB放出の
確認できなかった卵子に対してCa2＋イオノフォアーで追加活性化を実施したB群，追加活性化を実施なかったC群に分け
て正常受精率を比較した．症例は全てインフォームドコンセントを得て実施した．【結果】ICSIを施行して2時間後に2PB
放出の確認できた卵子は43．8％（28／64），2PB放出の確認できなかった卵子は56．2％（36／64）であった．2PB放出が確認

できたA群28個の卵子の正常受精率は60．7％（17／28）だった．2PB放出が確認できなかった36個の卵子に対して追加活
性化したB群の正常受精率は44．4％（8／18），追加活性化しなかったC群の正常受精率は22．2％（4／18）だった．正常受精

率はA群と比較しC群で有意に低率だった（P〈O．05）．【結論】ICSI施行時に卵活性化処理を実施して約2時間後に2PB
放出の有無を確認し，2PBが観察されない卵子には追加活性化を行うことにより正常受精率の改善が認められた．このこと
より，受精障害症例卵には，追加的な処理で救済できることが期待できると考えられる．
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O－067　ヒト精子形成過程におけるヒトSEPTIN12遺伝子の解析

○宮本　敏伸，宮川　博栄，岡部　公香，千石　一雄
　旭川医科大学医学部産婦人科

【目的】近年，マウスにおいてマウスSeptin12遺伝子がマウス精子過程において極めて重要な役割を担うことが明らかにさ

れた．そこで我々はヒトSEPTIN12遺伝子において，組織学的にSCOS，さらにはmeiotic　arrest（MA）に起因するヒト
無精子症患者群において解析を行った．【方法】まず大学の倫理委員会の承認を得た後に，全て文章によるインホームドコ

ンセントを得て，組織学的にSCOS及びMAに起因する無精子症と診断された日本人患者，それぞれ100名，30名さらに
は妊孕性が確認されている正常コントロール140名から血液を採取し，DNAを抽出した．ヒトSEPTINI2遺伝子の金ての
coding　regionに隣i接するイントロン部位にプライマーを設定し，　nested　PCR法を行いダイレクトシークエンスによりmuta－

tion解析を行った．得られた結果を統計学的に解析しその有意差を検討した．【成績】解析の結果，　SCOS患者群ではcoding

region内に8つのsingle　nucleotide　polymorphism：SNPI－SNP8を検出した．またMA患者群では3つのSNP：SNP1－SNP
3を検出した．それぞれを正常コントロール群とゲノタイプ及びアレルの出現頻度を検討したところ，SCOS群ではSNP3，
SNP4及びSNP6において，またMA群においてはSNP　1において患者群とコントロール群でゲノタイプ，アレルの出現頻
度ともに統計学的に有意な差を検出した（p＜O．OO1）．【結論】本研究によりヒトSEPTIN12遺伝子がヒト精子形成過程にお

いてに重要な役割を担うことが強く提言された．

O－068　抗perinuclear　theca　MN13抗体を使った新しい精子評価法

○伊藤　千ee］），大和屋健二12），兼子　　智3），年森　清隆1）

　1｝千葉大学大学院医学研究院形態形成学，Z）千葉大学バイオメディカル研究センター，3東京歯科大学市川総合病院産婦人

　科

　不妊症治療において良質の精子を選別することは，受精率や妊娠率を向上させるだけでなく，女性パートナーの採卵に関

わる負担を減らすことにもなり，結果的に効率的な治療へとつながる．精子の選別は，パーコール密度勾配法，swim　up法

が一般的に行われているが，実際に選別された精子が良質なものかどうかを判断する基準は，現在ではWHO基準に基づく
正常形態率と運動率しかない．今回，先体後領域（PAR）の核周囲物質（PT）であるMNI3に対する抗MN13抗体が良質
精子の指標となることを見いだしたので報告する．【方法と結果】5人の不妊症患者の射出精子（患者の同意を得て廃棄され

た精液）を選別前元精子，選別良質精子，選外不良精子に分けて抗MNI3抗体を用いた間接蛍光抗体法にて解析した．　MN
13陽性比率（％）（選別前元精子・選別良質精子・選外不良精子）は，患者A（81・93・34），患者B（62・90・16），患者

C（32・81・19），患者D（38・　87・27），患者E（10・66・9）であった．【考察】MNI3はPARの細胞膜直下に局在するた

め，PAR領域に障害がある精子では失われる．　PARは，精子が卵内に進入した後に卵を活性化させる因子（PLCζ等）な

どが局在すると考えられている重要な部位であり，抗MN13抗体陽性精子はPARの健常性を示す良質の精子であると考え
られる．今回，抗MN13抗体を用いることによって，患者精子の質の違いを個別に評価できることが判った．今後，臨床応

用に向けてさらに検体数を増やして検証を進める．

O－069　マウス精子形成におけるRA－GEF－2のノックアウトマウスを用いた機能解析

○岡田　桂輔1），山口　耕平1），江夏　徳寿1），李　　福平1），松下　　経1），千葉　公嗣1），三宅　秀明1），藤澤　正人1〕，

　前田　和宏2】，Shymaa　E．　Bilasy3），枝松　裕紀2），片岡　　徹2）

　P神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学，2｝神戸大学大学院医学研究科分子生物学分野，

　3）Faculty　of　pharmacy，　Suez　Canal　University

【目的】RA－GEF－2（Rapgef6）はt低分子GTP結合タンパク質の一つであるRaplの活性化因子（グアニンヌクレオチド交換因子（GEF））である．我々は，

RA－GEF－2をホモに欠損するオスのマウスが不妊を呈する傾向があることを見いだしたので，精子形成過程におけるRA－GEF－2の機能について検討した．

【方法】RA－GEF－2＋一の雌雄のマウス（C57BL／6J系統）の交配から，　RA－GEF－2，およびRA－GEF－2＋＋の遺伝子型を持つオスのマウスを用意した．まず

実際の妊孕能評価のため，これらの遺伝子型を持つオスマウスをRA－GEF－2野生型のメスマウスと交配させ，産仔数や出生サイクルを測定し，比較検討し

た．続いて一定期間飼育したのち，採血および精巣上体からの精子回収を行い，下垂体性腺系ホルモン（FSH，　LH，　Testosterone）検査と精液検査を行い，

両RA－GEF－2遺伝子型間で比較検討した．さらに精巣を摘出し，免疫組織学的検査や，　Western　Blotting法，　real　time　RT－PCR法を用いて，　RA－GEF－2

の発現および局在のほか，Rap1が制御すると考えられているVEカドヘリン等の各種接着分子の発現や局在についても検討した．

【結果】オスのRA－GEF－2一マウスは完全な不妊ではないが，正常対照群と比べ産仔数が少なく，出生サイクルが長い傾向を認めた．下垂体性腺系ホルモン

値はいずれもRA－GEF－2遺伝子型の違いによる有意差は認めなかったが，精液検査では，　RA－GEF－2⌒マウスにおいて有意に精子濃度が低く，運動率も不

良であった．組織学的検査では，RA－GEF－2マウスでの精巣の顕著な萎縮とt　hypospermatogenesisの像を呈していることを確認した．また抗RA－GEF－2

抗体を用いた免疫染色の結果から，RA－GEF－2は，精細管の内腔側に発現していることがわかった．

【結論】RA－GEF－2の欠損により，精巣の萎縮と，さらに精液の不良につながることが示され，これが不妊を呈することの原因になることが示唆された．精

巣の機能と精子形成に関わることが知られている各種細胞間接着分子とRA－GEF－2との関連に関しては，現在検討中である，
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O－070　Multiplex　PCRと蛍光ビーズサスペンションアレイ　（Luminex法）を用いたAZF
　　　　　　微小欠失検出ツールの開発

○飯島　将司1），杉本　和宏1），前田　雄司］），高　　栄哲1），並木　幹夫U，吉田

　P金沢大学大学院医学系研究科泌尿器科学，2）木場公園クリニック

淳L’）

【目的】挙児を希望するカップルの10％は不妊症であり，その約半数は男性に起因する．初診時に理学的所見，ホルモン検査，精

液検査は必須であるが，無精子症患者では更に染色体検査とY染色体長腕の精子形成領域（AZF）微小欠失必須であると考える．

本研究は男性不妊症におけるAZF微小欠失の診断ツールの開発を目的とする．【方法】特異的位置マーカプローブにはSTS（Se－

quence　tagged－site）を用いた．コントロールとしてX染色体，　Y染色体にそれぞれ特異的STSを選んだ．過去に報告されている

AZF領域における欠失のパターンから，それぞれの欠失パターンを検出できるよう400－500bpのSTSを選んだ、まず患者血液な

どからゲノムDNAを抽出し，設定したSTSをターゲットにマルチプレックスPCR法を行う．それぞれのSTSマーカーに特異的
な20－30bpのオリゴヌクレオチドプローブを蛍光標識されたマイクロビーズにカップリングする．マルチプレックスPCRで得ら

れたPCR産物とマイクロビーズをハイブリダイズし，　LuminexRIOOで各ビーズの蛍光標識を解析することでそれぞれのアンプリ

コンを定量的に検出する．以上の方法を用いて書面による同意が得られている患者サンプル100例で確認した．なおEMQNから
送られる外部コントロールを用いて品質管理を行っている，【結果】感度特異度はそれぞれAZFa欠失では80％，100％，　AZFb，

AZFc欠失では100％，100％であった．【考察】本診断ツールにおける感度・特異度は良好であった．また，マルチプレックスPCR

を取り入れていること，サスペンションアレイの技術を用いていることから操作の簡便化・迅速化が可能となった．結果は定量的

に得ることができるため，従来法に比べて客観的により正確に結果を判断することができるようになり，実際の診断においても有

用であると考えられる．（JST事業の平成23年度研究成果最適展開支援プログラム【A－STEP】の資金による成果です）

O－071　中鎖脂肪酸食により改善された，Adipose　triglyceride　lipase（ATGL）欠損マウ
　　　　　　スの生殖能

○正木　秀武，中村　仁美t熊澤　恵一，藤森　由香，後安　聡子，筒井　建紀，木村　　正

　大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

【目的】ATGL欠損マウスは，エネルギー源であるべき長鎖脂肪酸が利用できずに中性脂肪として蓄積され，臓器障害を引

き起こし，18－20週齢でその約半数が死に至る、またATGL欠損マウスは交配しても妊娠に至らないため，雄マウスの生殖
能を検索した．その結果，ATGL欠損オスマウスは精子を認めるがその運動性が欠如していることが解った．そこで近年注
目されている，母乳やパーム油などに含まれる脂肪酸の一種で，エネルギーとして分解されやすい中鎖脂肪酸（medium　chain

triglyceride，　MCT）を用いることにより，中性脂肪の蓄積が減少し，　ATGL欠損マウスの精子所見が改善されるか検討し
た．【方法】ATGL欠損マウスを長鎖脂肪酸を含むLCT食と中鎖脂肪酸を含むMCT食の2群にわけ，離乳時（4週齢）よ
り，それぞれの食餌を与えた．8週齢のオスマウスより精巣上体尾部および精巣を摘出した．精巣上体尾部は，modified　HTF

medium中でミンスした後精子濃度，精子運動率について検討を行った．精巣組織はホルマリン固定の後，組織学的検討
を行った．【成績】MCT食を与える事により，　LCT食群で全く認めなかった運動精子が認められた．また組織学的所見に

おいても，LCT食群では精巣組織において脂肪滴が認められたが，　MCT食では病変の改善の傾向を認めた．【考察】同じ
ATGL欠損精子であるのにも係らず，4週間のみのMCT食により，その運動能に著しい変化をもたらした事から，精子の
運動能の獲得において，環境因子が大きな影響を与える事が示唆された．ATGL欠損マウスの検討において，　ATGLが誘導
するfree　fatty　acidsが減少する事によりglucoseの利用の増加，　glucose　toleranceおよびinsulin感受性がh昇する事が報

告されている．今後，さらなる検討により，精子運動能の獲得の機序を検討していきたい．

O－072　精子形成期のポリ　（ADP一リボシル）化反応は初期胚遺伝子発現制御に関与する

○井原　基公1・L’・：s），Mirella　L　MeyerFicca2〕，　Richard　M．　Schultz：1），　Jessica　Bader2），菅原　準一｝，八重樫伸生1｝，

　Ralph　G．　Meyer2｝

　1）東北大学医学部産婦人科，L）℃enter　for　Animal　Transgenesis　and　Germ　Cell　Research，　School　of　Veterinary　Medicine，

　University　of　Pennsylvania，3｝Department　of　Biology，　University　of　Pennsylvania／Center　for　Research　on　Reproduc－

　tion　and　Women’s　Health

　マウスやヒトにおいて精子に含まれる多くのDNAはプロタミンと結合しているが，ごく一部のDNAはヒストンと結合している．これらのピス

トンは初期発生に必要な遺伝子部位に局在していると考えられるので，受精後のプログラミングに影響を与えると推測されている，私共はこれまで

にタンパク質翻訳後修飾であるポリ（ADP一リボシル）化反応を抑制すると，成熟マウスの精子においてピストンHlリンカータンパク質HltやH皿S

1と同様　ヒストンH3（H3K4me3，　H3K4me2，　H3K27me3），　macroHIAL2の含有量が増加することを報告した（Biol　Reprod．201184：218－228），

　昨年の発表に引き続き，精子頭部の形状異常や娩出仔数減少を認めるParg遺伝子スプライシングバリアントノックアウトマウスや，　PARP阻害

剤（PJ34）を用いて精子クロマチン構造を変化させた雄マウスを用い，父方由来によるクロマチンの異常が初期胚における遺伝子発現レベルに与え

る影響を検討した．ポリ（ADP一リボシル）化異常を持つ雄マウスと正常雌マウスを交配させて2細胞期胚を採取し，単一胚細胞の遺伝子発現プロ

ファイルについてマイクロアレイで解析し，さらに次世代シークエンサーを用いたデータと比較解析したところ，100以上の遺伝子が特異的に発現

し，そのうち26～46％がピストン関連遺伝子であった．また，これらの実験で用いた雄マウスの精巣上体尾部から取り出した精子からヌクレオソー

ムDNAを抽出し，プロモータータイリングマイクロアレイを用いてピストンとの結合が増強した遺伝子部位を同定した．

　これらの結果は，精子クロマチン構造異常が初期胚発生期における遺伝子発現のリプログラミングに影響し，エピジェネティック制御機構に関与

する可能性を示唆しており，父方由来のポリ（ADP一リボシル）化反応異常が分子レベルで不妊の原因になり得ることを明らかにした，
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O－073　ヒト子宮内膜間質細胞脱落膜化におけるミネラルコルチコイド受容体と細胞内脂肪
　　　　　　滴の解析

○黒田　恵司1・2｝，Radha　venkatakrishnan2），　Siobhan　QuenbyL），竹田　　省］），　Jan　J　Brosens2）

　D順天堂大学産科婦人科学教室，2）Division　of　Reproductive　Health，　Warwick　Medical　School，　Clinical　Science　Research

　Laboratories，　University　of　Warwick

【目的】着床期の子宮内膜間質細胞の脱落膜化において，不活性型コルチゾンを活性型コルチゾールに触媒する酵素，11βヒドロキ

システロイド脱水素酵素1型（11βHSD1）の発現と酵素活性の著名な上昇を認める．そのコルチゾールの結合するミネラルコルチ
コイド受容体（MR）の働きについて検討した．【方法】インフォームド・コンセントを得た患者より，　LHサージ後7－10日目に子

宮内膜問質細胞を採取し，In　vitroに培養しs　cAMP＋プロゲステロン（＋コルチゾン）を添加した培養液で脱落膜化させた細胞

を回収し分子解析を行った．【成績】MRのsiRNAによりノックダウンした脱落膜細胞のマイクロアレイデータでは，　MRにより

167遺伝子が有意に制御されており，その遺伝子オントロジーでは脂肪とレチノイド代謝に関わる酵素（RETSAT，　DHRS3，　DHRS

4等）を含んでいた．特に11βHSDIと共にshort－chain　dehydrogenase／reductase（SDR）superfamilyに属し，細胞内脂肪滴形

成に関わると言われているDHRS3が，11βHSD1と同様に脱落膜化とともに著名な上昇を認めていた．また脂肪染色では未分化の
子宮内膜間質細胞は多くの脂肪滴を認め，脱落膜化4日目において一度減少し，その後8日目，12日目で徐々に増加傾向を認めた．

次にMR作動i薬，アルドステロンを添加した場合，　DHRS3の上昇を認め，また脂肪滴が比較的大きく，　MRアンタゴニスト，　RU

26752を添加によりDHRS3の低下と共に脂肪滴が著明に失われていた．【結論】脱落膜化はllβHSDIの誘起を通して，着床部位

の子宮内膜のコルチゾール生合成を促進し，MRを通して脂肪滴形成に重要な役割をもっているのかもしれない．またDHRS3に
より受精卵の分化や妊娠継続に関わるレチノイドをレチニルエステルとして脂肪滴内に貯蔵している可能性が示唆された．

O－074　ヒト子宮内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化によって誘導されるmanganese　superox－
　　　　　　ide　dismutase（Mn－SOD）遺伝子発現への転写因子C／EBPβの関与

○田村　功，田邊　学，李　理華，前川　亮浅田裕美，佐藤　俊山縣芳明，田村博史，杉野法広
　山口大医学部産科婦人科

【目的】Mn－SODはESCの脱落膜化によって発現が上昇する遺伝子であり，脱落膜化によって発生する活性酸素を消去する

ことで細胞の生命維持に貢献している．この遺伝子発現調節における新たな経路として転写因子C／EBPβの関与について検

討した．【方法】IRBの承認と患者の同意を得てESCを採取・分離した．（1）脱落膜化を誘導するためESCをcAMPで4
日間培養し，Mn－SOD遣伝子発現と脱落膜化マーカー遺伝子であるIGFBP－1，　PRL遺伝子発現変化を調べた．（2）cAMP
によるC／EBPβタンパク発現変化をWestern　blotting法で検討した．（3）C／EBPβのMn－SOD　enhancer領域IGFBP－1

promoter領域PRL　promoter領域への結合をChlP　assayで検討した．（4）cAMPによるMn－SOD　enhancer領域の転写
活性変化をルシフェラーゼアッセイで検討した．（5）siRNAを用いてc／EBPβをノックダウンした状態で，　cAMPによる
Mn－SOD，　IGFBP－1，　PRL発現変化を検討した．【成績】（1）cAMPによりIGFBP－1，　PRL遺伝子発現が誘導された．こ

発現上昇が有意に減少された．また，IGFBP－1，　PRL発現も有意に減少した．【結論】脱落膜化により上昇するMn－SOD発

現には，転写因子C／EBPβが関与していることがわかった．また，　C／EBPβはMn－SODだけでなくIGFBP－1，　PRLといっ
た脱落膜化マーカー遺伝子発現にも関与していることが明らかとなった．

O－075　着床期子宮局所におけるマクロファージの体外での再構築

○中村　仁美，正木　秀武，藤森　由香，熊澤　恵一，大八木知史，筒井　建紀，木村　　正
　大阪大学医学部産婦人科

【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，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いう仮説のもと，末梢血の単球細胞を用いて着床期直前の
子宮局所にいるべきマクロファージを体外で再構築できるか検討した．【方法】同意を得た上で採取した末梢血単球細胞に

精漿をエストロゲンおよびプロゲステロン存在下または非存在下に添加培養した．24時間培養後，精漿を除去した上でこれ

をヒト子宮内膜上皮細胞モデルとしてIshikawa細胞と共培養した．単球細胞と共培養した子宮内膜上皮細胞における多機
能転写因子のひとつであるSTAT3活性および胚接着分子の遺伝子発現とシグナル伝達について検討した．【成績】エスト

ロゲン存在下にプロゲステロンおよび精漿を添加した単球細胞との共培養iにより，子宮内膜上皮細胞におけるSTAT3活性

は上皮細胞単独より4倍，MUCI　mRNA発現が4．5倍の上昇が認められた．単球細胞との共培養により，培養液中のLIF
産生が上昇したものの有意差を認めなかったが，IL－11産生が有意に上昇した．　IL－11中和抗体の添加により，　STAT3活性

およびMUClmRNA発現は有意に上昇した．子宮内膜上皮細胞においてSTAT3　decoyの導入によりSTAT3活性は抑制さ
れ，MUClmRNAの発現も抑制された．またSTAT3の強制発現により，　MUCI　mRNAの発現が有意に上昇した．【結論】
精漿によるプライミングを受けた単球細胞は，IL－11シグナルによるSTAT3活性を介して子宮内膜上皮細胞の胚接着因子
の発現に影響を与える事が示唆された．
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O－076　単一の新規マーカーにより分離されたヒト子宮内膜間葉系幹細胞の機能解析

○升田　博隆12），丸山　哲夫D，吉村　泰典1），Caroline　Gargettz）

　1）慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2）Monash　University　Monash　Institute　of　Medical　Research

【目的】子宮内膜に存在すると考えられている間葉系幹細胞は，毛細血管周囲に存在するCD146とCDI40b（PDGFRβ）の
共陽性細胞として分離されてきた．子宮内膜の持つ生物学特性から，その幹細胞は自家移植等，比較的早い段階での臨床応

用が可能であると考えられる．しかし臨床応用の際には，二重マーカーより単一マーカーによる分離法が圧倒的に有利であ
る．そこで本研究では，単一マーカーによる分離の可能性を追求した．【方法】骨髄間葉系幹細胞の分離を目的として作ら

れた新規10マーカーに対して，ヒト子宮内膜の免疫組織染色およびフローサイトメトリーを用いてスクリーニングを行っ
た．フローサイトメトリーにて分離した候補マーカー陽性細胞に対して，コロニー形成能，自己複製能および分化能の試験

を行い間葉系幹細胞の特性を評価し，候補マーカーの有用性を検証した．また，マーカー陽性細胞を免疫不全マウスの腎被

膜下に移植し再構築組織も評価した．さらに，臨床応用を考慮してフローサイトメトリーによる分離と磁気ビーズを用いた

分離を比較検討した．【結果】W3D5およびW5C5は血管周囲細胞で陽性であったが，　W3D5は酵素による細胞分散処理後
に全細胞で陰性化し使用不可能であった．W5C5は細胞分散後も保持され，陽性細胞は子宮内膜間質細胞中4．1±O．6％（n＝

31）であった．その陽性細胞は，コロニー形成能もCDl46／CD140b共陽性細胞と同等以上であり，脂肪・骨・軟骨・平滑
筋・血管内皮細胞への分化能も有していた．移植実験により再構築された組織は，子宮内膜間質様であった．また，磁気ビー

ズ分離細胞の方が，フローサイトメトリー分離細胞よりもコロニー形成能が優位に高かった．【結論】W5C5は子宮内膜間
葉系幹細胞分離の際に単一マーカーとして有用である．また，磁気ビーズによる分離はフローサイトメトリーに比べ，簡便
性および経済性の点で優れており幹細胞分離方法として有用であると考えられる．

O－077　ヒト子宮内膜幹細胞のin　vivo解析・同定システムの開発

○宮崎　　薫lj，丸山　哲夫1），升田　博隆1），小田　英之2），内田　明花3），内田　　浩］J，吉村　泰典1）

　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2）永寿総合病院，3｝東京歯科大学市川総合病院

【目的】ヒト子宮内膜side　population細胞（endometrial　SP，　ESP）を免疫不全マウスに移植すると，腺管構造を有する内

膜様組織が再構築されることから，ESPは重要な幹細胞特性である多分化能を有する子宮内膜幹細胞の候補として報告され
ている．しかし，ESP単独では再構築率が低く（8％），生理学的なESPの分化能を観察するには幹細胞機能を支持する微
小環境（ニッチ）の存在が必要であると考えられた．本研究では，ニッチ存在下にESPの分化能を追跡する事が可能なin
viVOシステムの開発を目的とした．【方法】上記のニッチは全内膜細胞に含まれると考えられるので，赤色蛍光タンパク
（RFP）を発現するレンチウィルスをESPあるいは内膜main　population細胞（EMP）に感染させ，全内膜細胞と各々混合
し（RFP－ESP，　RFP－EMP），免疫不全マウスの腎被膜下に移植した．8週間後に腎摘して組織切片を作製し，内膜構成成

分の分化マーカー（間質：ビメンチン［Vm］，腺上皮：サイトケラチン［Ck］，血管内皮：CD31）のいずれかとRFPの2
重免疫染色を行った．分化マーカー・RFP共陽性細胞／分化マーカー陽性細胞（％DPC／MPC）が各構成成分へのRFP陽性
細胞の寄与を反映すると考え，これをRFP－ESPとRFP－EMP各々36視野についてTissueQuest「i　iを用いて定量的に解
析・比較した．【成績】全ての移植細胞から内膜様組織が再構築された．各内膜構成成分にて，RFP－ESPの％DPC／MPC
はRFP－EMPよりも有意に高値であった（Vm：26．2％vs　ll．0％，　P＜O．OOO5：Ck：5＆7％vs　369％，　P＜0．Ol；CD31：31．9％

vs　6．8％，　P＜O．OOO5）．【結論】ESPの分化能はEMPより有意に高いことから，本システムにより，生理的な環境下でのESP

の幹細胞特性が明らかになった．さらに，本システムにおいて，高い再構成率にてESPの内膜各構成成分への分化を追跡
しえたことから，他の内膜幹細胞候補集団の幹細胞特性を検証し得る有用な解析ツールになると考えられた．

0－078　帝王切開を原因とした続発性不妊症（帝王切開癩痕症候群）の診断・治療・予防の
　　　　　　ポイント

○谷村　　悟，舟本　　寛

　富山県立中央病院産婦人科

　希ではあるが帝王切開を原因とした続発性不妊症（帝王切開癩痕症候群）が起こる．私たちは現在まで約40例の診断と15
例の内視鏡下手術を行い，妊娠例を報告してきた．その経験から診断・治療・予防のポイントや問題点を報告する．【診断】

帝王切開後の子宮創部陥凹は60％以上に観察できるが，全ての例で不妊症になるわけではなく，陥凹が小さい例でも起こ
りうる．診断には排卵前の陥凹部だけでなく子宮内腔の血液貯留を証明することが重要である．出血は無排卵周期で認めず，

胚移植目的のホルモン補充周期でのみ観察可能な症例もある．癩痕部そのものから出血しており，黄体期には止血している．

【治療】手術は有用であり，子宮鏡下手術単独で簡単に治癒可能な例と腹腔鏡下手術の併用が必要な場合がある．現時点で

は子宮の屈位と創部の厚みを参考に適応を決めているが，周産期管理も考慮した治療が必要である．未だ確固たる治療戦略

はない．【予防】帝王切開縫合の工夫により予防できる可能性がある．糸や縫合法を代えいくつかの方法を1ヶ月検診の超

音波で評価した．現時点では内膜を含まない子宮筋層1層縫合＋遅延性吸収糸による横Z減張縫合が望ましいと考えてい
る．
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O－079　増殖期中の単回子宮内膜損傷は反復着床不全患者の次周期胚移植成績を向上させる

○北宅弘太郎，林　輝美，多田佳宏，船曳美也子，田口早桐，中村嘉孝
　医療法人オーク会

【目的】形態良好な胚を繰り返し移植しても妊娠が成立しない，すなわち反復着床不全の不妊症患者に対して，胚移植の前

周期に子宮内膜に損傷を与えることにより，ART成績が改善することが報告されてきている．われわれは，反復着床不全
患者の増殖期子宮内膜に対する単回損傷が，次周期の胚移植成績へ与える影響について検討した．【方法】形態良好初期胚

または胚盤胞を計3個移植の後，すべて血清hCG陰性を示した89名の不妊症患者のうち，同意の得られた40名に対して，
月経周期6－12日目のいずれかの日に3mmキュレットを用いて子宮内膜損傷を行った．次周期の胚移植後の妊娠成績を損傷
群と非損傷群で比較した．【成績】臨床妊娠率，胚着床率，継続妊娠率はそれぞれ，内膜損傷群で37．5％，23．6％，25．0％，

非損傷群で12．2％，6．3％，8．2％で，損傷群で統計学的に有意（p値O．0064，0．0091，0．041）に高かった．内膜損傷にともな

う重大な合併症は認めなかった，【結論】これまでの報告の多くが，分泌期を中心とした複数回の子宮内膜損傷の有効性を

示したものであった．今回の結果から，増殖期の単回子宮内膜損傷は反復着床不全患者の次周期胚移植後の妊娠成績を向h
させる有効かつ安全な方法であることが明らかになった．内膜損傷の回数を1回にすることにより，患者の負担を軽減でき
ることが期待できる．

O－080　Pentoxifylline，　Vitamin　E，　Vitamin　Cによる薄い子宮内膜の血流改善の証明

○東口　篤司ll，逸見　博文1），斎藤　　学2），板橋　詠子2）

　i’KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2）KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

［目的］薄い子宮内膜に対する治療として血流を増加させ酸化ストレスを軽減するためにPentoxifylline，　Vitamin　E，　Vitamin

Cが用いられる．しかし，これらの薬剤で薄い内膜の血流が実際に改善されているかどうかを検証した報告は未だにない．
そこで3次元Power　Doppler　AngiographyとVirtual　Organ　Computer－aided　Analysis（VOCAL）を用い，初めてこれら

の薬剤の効果を検証した．［方法］2009年1月から2011年12月の間に着床期に7mm未満の症例のうち自然周期において
薬剤の服用前，服用後に同じ条件でVOCALを測定できた排卵直前期（尿中LH陽性日）5例，着床期（排卵後5－7日目）5
例を対象とした．Pentoxifyllineはトレンタール800　mg／日，　Vitamin　Eはユベラ・ニコチネート400　mg／日，　Vitamin　C

はアスコルビン酸2000mg／日を経口投与した．［結果］排卵直前期のVascularization　index（VI）の平均は服用前O．09服用
後O．26，Flow　index（FI）の平均は服用前20．9服用後23．7，　Vascularization　flow　index（VFI）の平均は服用前O．03服用

後O．07で有意差はなかったが5例全例に血流の増加を認めた．着床期のVIの平均は服用前O．Ol服用後O．25，　FIの平均は服

用前11．2服用後1＆1，VFIの平均は服用前O．002服用後O．09で有意差はなかったが1例を除いて4例に血流の増加を認め
た．子宮内膜厚は排卵直前期で服用前5．4mm服用後5．2mm，着床期で服用前5．Omm服用後5．3mmと一定の傾向はなかっ
た．これらの薬剤の服用後のVOCALは最短で10日後（平均53日後，最長180日後）に測定されており，服用後短期間で
効果が現れることが示唆された．［考察］Pentoxifylline，　Vitamin　E，　Vitamin　Cを用いることによって子宮内膜の血流が

実際に改善されることが初めて証明された，これらの薬剤を用いると薄い内膜でも50～60％の妊娠率が報告されているが，

そのメカニズムの一端を実証できた．

O－081　1VF治療前に実施する子宮鏡検査の重要性

○北村　誠司D，田巻　智慧D，松村　康子D，桐明　千晶1），佐藤　仁美］），佐々木幸子’），平岡謙一郎D，吉江　正紀2｝，

　宇都　博文2［，吉田　宏之2〕，杉山　　武2）

　1）荻窪病院虹クリニック，2」荻窪病院産婦人科

【目的】IVF治療前に実施する子宮鏡検査（HF）の重要性の検討．【対象】2009年1月から2011年12月の虹クリニックで
のIVF症例のうち，事前にHFを実施した121症例．【方法】子宮卵管造影検査（HSG）で子宮内腔の陰影欠損・奇形・内
腔大の所見が認められる症例，以前のHSGから3年以上経過している症例と，エコー検査にて子宮内膜ポリープや癒着を
疑うhigh　echo・粘膜下筋腫・子宮奇形が認められる症例に対してHFを行った．【結果】38症例（31．4％）に子宮内膜ポリー

プ・癒着・粘膜下筋腫・子宮奇形を認めた．【症例】（1）35歳3GoP，前医でIvF3回実施．初診時エコーにて癒着様のhigh

echoを認め，　HFでは内腔の半分に及ぶ索状癒着を認めた．スコープ先端で癒着除去し，初回のfresh　ETで妊娠（2）38

歳，1GIP，前医でIVFにより妊娠・出産．第2子希望にて当院受診．　HSGは3年前に実施．　HFにて内腔に柱状の癒着を
認め，スコープ先端で切断・癒着を解除初回のfresh　ETで妊娠（3）37歳，2GIP，前医で子宮腺筋症に対して腹腔鏡下
腺筋症除去術を受けた．HFを実施，内膜の欠損様の陥凹を認めた．手術部位と異なることを前医に確認し，初回のET（fro－
zen）で妊娠．（4）42歳，　IGOP，前々医では子宮腺筋症に対して全周性腺筋症形成術を受けた．前医でIVFを実施される

も妊娠せず，当院受診．HFにて右卵管角の陥凹及び腺筋症様のtumorの露出が認められた．2012／11VF（全胚凍結），現
在は再手術目的で前々医通院中．【考察】（1）子宮内腔の着床障害を疑うIVF症例に対する事前のHFは，所見の認められ
る確率が高く，有用と考えられる．（2）IVF前にHFを実施しなければ妊娠しえない症例もいくつかあり，　HFは有用と考
えられる．【結論】IVF治療前に実施する子宮鏡検査は，非常に重要である．
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O－082　多嚢胞性卵巣症候群の子宮内病変診断における細径子宮硬性鏡の有用性

○沖利通堂地勉
　鹿児島大学病院女性診療センター

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（以下，PCOS）はしばしば子宮体癌を合併する．不妊を主訴に来院するPCOS患者に子宮内膜
増殖症を発見することは稀ではない．一方，子宮鏡は，癌細胞を経卵管的に腹腔内へ拡散させる，痛みが強いという先入観

が根強くあり，子宮体癌等の診断に一般に用いられていない．今回，細径硬性鏡・NBI（narrow　band　imaging）技術を子

宮内膜病変を伴うPCOS症例の子宮鏡検査に応用し，その有用性を検討した．【方法】子宮内膜病変を伴うPCOSの12症例
を対象に，内膜細胞診および組織診前後の子宮内腔を，子宮鏡で観察した．【成績】内膜細胞診では，7症例で病変部が擦過

されていなかった．直径5mm未満の小病変や扁平病変を伴う5例は超音波検査・細胞診・組織診では診断できず，　NBIに
よる観察や細径硬性鏡による選択的生検で病理診断ができた．異型増殖症症例はMPA療法を行い，病変の消失した4例に
妊娠が成立した．扁平な異型増殖症病変が消失しなかった1例は子宮を摘出した．【結論】子宮鏡の細径化は無痛操作を可

能にし，さらに正確な病変の捕捉と直視下生検を容易にした．従来診断不可能な極初期の扁平な子宮体癌病変の捕捉と生検
が可能な点で，細径子宮硬性鏡は新たな疾患概念の構築や病態解明を担う強力なツールになる．

O－083　精巣内精子採取術（TESE）で採取した精細胞の精細胞分化過程判定における正確
　　　　　　性と精細胞Mapの有用性

○奥田　英伸D，竹澤健太郎D，木内　　寛1），高尾　徹也D，宮川　　康V，辻村　　晃P，野々村祝夫1），岡本　吉夫2），
田中　宏光’）

1）大阪大学大学院医学系研究科病態制御外科学泌尿器科，
室

［岡本クリニック，≧長崎国際大学薬学部薬学科分子生物学研究

【目的】TESEにおける精子の有無の判断は生殖医療従事者の経験によるところが大きいがtその正確性の検討はなされていない．我々

は精細胞のviabilityを保ったままミトコンドリアを蛍光染色するMitotrackerを用いて精細胞の分化過程をミトコンドリアの局在及び形

態的特徴で判別できるMapを作成した．そこでこれを用いた判定を基準とし，生殖医療従事者の判定の正確性を検討し，さらにそのMap

及び説明文を配布・習熟後の判定の変化を検討した．【方法】OA又はNOA患者に対するTESEで採取した精巣組織の精細胞を抽出し，

Mitotrackerで染色した．104細胞を選択し，蛍光顕微鏡及び微分干渉顕微鏡下で精細胞のMapと照合して判定した．一方，位相差顕微

鏡下での観察を録画し，生殖医療専門医5名及び胚培養士5名に配布し，判定を依頼した．解答後6カ月以上あけて，Map及び説明文を
配布し，再度判定を依頼した．【結果】正解率は全体で2＆4％から5＆1％と改善し，精祖細胞・精母細胞・円形精子細胞・セルトリ細胞・

ライディッヒ細胞やその他の円形細胞の正答率は．19．4％から63．O°／，，さらに後期精子細胞や精子，奇形精子などを含む精子様細胞の正

答率は，389％から54．6％へといずれも有意に改善した．また精細胞のそれぞれの分化過程の細胞の判定もいずれもMapや説明文を使

用することにより改善し，特にICSIの際に重要な後期精子細胞と正常精子をより正確に判定できるようになった，【結論】ICSI施行の際

には，精細胞の判別が非常に重要であり，生殖医療従事者にはその高い正確性が要求される．我々の作成したMap及び説明文は，精細

胞の判定の正確性を有意に改善させ，今後生殖医療従事者の精細胞の判定の基準やセルフトレーニングの材料として役立つと思われた．

0－084　凍結TESE精子融解時におけるペントキシフィリン含有培地添加の効果

○松隈　豊和い，江頭　昭義1［，田中　啓子’｝，大坪　　瞳1），永渕恵美子1），石井　　愛D，峰　　千尋lb，伊福　光枝1），

　南　　綾子P，村ヒ　正夫U，中島　　章1｝，大塚未砂子1），吉岡　尚美V，荒木　康久2），蔵本　武志］）

　’蔵本ウイメンズクリニック，2高度生殖医療技術研究所

【目的】高度乏精子症，TESE症例においては，凍結融解後に運動能が低下することにより精子探索に時間を要しているの

が現状である．本研究では凍結融解TESE精子に市販のペントキシフィリン含有培地New　Sperm　Washing　Medium（以下
NSP培地）を添加し，添加後の時間経過による精子運動率の変化を調べた．【対象および方法】患者の同意の得られた8症

例の凍結TESE精子を用いた．融解後，症例毎に10％血清添加Hepes－HTFのドロップ中に精子懸濁液を浮遊させ，倒立
顕微鏡下で運動精子の割合を観察した．NSP培地非添加を対照区とし，試験区ではドロップ中に等量のNSP培地を添加し，

それぞれ，O，5，15，30，60および120分後の運動精子数の割合を調べた．なお，運動精子は前進運動精子および尾部の運
動性を示した非前進運動精子とし，各症例4回ずつ検討を繰り返した．【結果】対照区での運動精子数の割合は，O，5，15，
30，60および120分で，3．5％（5／144），4．2％（6／144），4．9％（7／144），5．6％（8／144），12．5％（18／144），ll．8％（17／144）

であった．試験区ではそれぞれ5．2％（16／309），27．5％（85／309），46．3％（143／309），47．2％（146／309），36．4％（113／309），

22．1％（70／309）と，対照区に比べNSP培地添加後5分から60分で有意に高かった（P＜ODI）．　NSP培地添加後15分から

30分で運動精子の割合は最も増加し，その後は徐々に減少する傾向が認められ，8症例すべてにおいて同様の傾向を示した．

【結論】ペントキシフィリン含有培地の添加により，凍結融解TESE精子の運動性が誘起され，添加後15分から30分で最
も効果が得られたことから，探索時間の短縮が可能となり臨床的に有用であると考えられる．
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O－085　Azoospermic　factor（AZF）微小欠失症例に対する治療成績

○服部　裕充1），中條友紀子U，飯島　将司2），高　　栄哲2｝，並木　幹夫2），京野　廣一）

　1）京野アートクリニック，2金沢大学大学院医学系研究科

【目的】男性不妊患者に対するY染色体のAZF領域（a，　b，　c）検査は，精子形成能を知るうえで非常に有用な手段となっ

ている．今回，染色体検査にてAZF領域の微小欠失が認められた症例について，それぞれの治療結果と妊娠に至った3症例
について報告する．【方法】患者のインフォームドコンセントを得て，2008年9月から2011年12月まで，当院にてAZFの
検査を行った男性不妊患者222症例のうち，AZFに微小欠失が見つかった14症例を対象とした．このうち，当院にてART
治療を行った10症例については治療成績を検討した．【結果】AZF微小欠失の内訳はAZFb欠失2症例，　AZFc欠失10症
例，AZFb＋c欠失2症例であった．精液検査の結果は14症例のうち，7症例が無精子症（AZFb欠失1症例，　AZFc欠失4
症例，AZFb＋c欠失2症例）であり，5症例はSevere　Oligozoospermia（AZFb欠失1症例，　AZFc欠失4症例），2症例は
Cryptozoospermia（AZFc欠失2症例）であったs当院にてART治療を行った10症例のうち，　Micro－TESEを行った7症
例のAZF欠失部位別でみた精子回収率は，　AZFb欠失100％（1／1），　AZFc欠失80％（4／5），　AZFb＋c欠失0％（0／1）で

あった．顕微授精による治療は8症例14周期（精巣精子5周期，射出精子9周期）施行し，射出精子による顕微授精を行っ
た3症例（全てAZFc欠失症例）で臨床的妊娠が得られた．1症例が女児を出産，2症例は現在妊娠継続中である．【結論】AZFc

欠失症例ではmicro－TESEにて高い精子回収率が得られたが，妊娠には至らなかった．妊娠が得られた3症例のうち，2症
例は射出精子のみで治療を行ったことから，精液中に極少数でも精子が存在する場合には，精子凍結なども考慮しながら，

まずは射出精子にて治療を開始することが望ましいと思われる．AZFb欠失の症例ではMaturation　Arrestを呈するとされて

いることから，今回Micro－TESEにより精子が得られたAZFb欠失症例はAZFb領域の部分欠失であったと考えられる．

O－086　AZF領域の欠失とTESE成績

○小堀善友D，太田茂之’），宋　成浩1’，新井　学1），越田光伸：”一辰巳賢一㌧稲垣　昇），出居貞義5），
　丸山　　修6），寺井　一隆7），岡本　恭行8’，岡田　　弘1｝

　い掲協医科大学越谷病院泌尿器科，2越田クリニック，S）梅ヶ丘産婦人科，1）セントウィメンズクリニック，5）大宮レディス

　クリニック，6牡会保険蒲田総合病院泌尿器科，7順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科，8）三聖病院泌尿器科

【目的】高度乏精子症もしくは非閉塞性無精子症（NOA）の原因として，　Y染色体AZF（azoospermia　factor）領域の微小

欠失が知られている．今回，われわれは非閉塞性無精子症患者におけるYchromosome　microdeletionを調査し，　AZF領域
の欠失とMD－TESEの結果について検討した．【方法】対象は濁協医大越谷病院とその関係施設を受診したNOA患者980
人．全例2回の精液検査，身体所見，画像所見，内分泌所見にて非閉塞性無精子症と診断された．Multiplex　PCR法にてY
chromosome　microdeletionを調査した．プライマーはPromega社のYchromosome　deletion　detection　system，　Version

2を用いた．【結果】980例のNOA患者中．79例（8．0％）でY　chromosome　microdeletionが検出された．　AZFa欠失は1

例，AZFb欠失は8例，　AZFa＋b＋c欠失は7例，　AZFb＋c欠失は20例，　AZFc欠失は43例であった．　TESEの結果と照
会すると，AZFb欠失の3例，　AZFc欠失5例はmaturation　arrest（MA）であったが，その他の症例は全てsertoli　cell　only

であった．AZFc欠失の28例（62．2％）では精子採取が可能であったが，’その他の症例では精子は採取できなかった．【考

察】今回のわれわれの調査は，今までの諸家の報告と同等の結果であった．AZFa領域の欠失ある場合は全てSCOであり，

TESEは推奨できない．　AZFb領域の欠失がある場合はMA症例も認めたが，やはりTESEは推奨できない．　AZFc領域の
欠失のみがある場合はTESEの結果に期待が持てることが判明した．検出率の低さから，日本人に適したプローブの設定を
考慮する必要があると考えられた．

O－087　後期精子細胞を用いた顕微授精の臨床成績一新鮮胚と凍結胚との比較一

○田中　　温D，赤星　孝子1），竹本　洋一一・1），田中威づみ1），伊熊慎一郎1），永吉　　基”．楠　比呂志2）

　1）セントマザー産婦人科医院2榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

【目的】ARTにおける凍結胚の臨床成績は新鮮胚よりも高くなる傾向が一般的に認められている．従来，精子細胞由来の胚

は凍結に対する抵抗性が低いと言われていたが，今回我々は後期精子細胞を用いた顕微授精後の胚の凍結を試み，臨床上有
用な結果を得たので報告する．【方法】凍結胚移植を施行した2007～2010年の4年間を対象とした．MD－TESEにて採取し

た精子細胞を酵素処理後（トリプシン0．25％）凍結保存した．胚の凍結法は，採卵2～3日目の4細胞から8細胞期胚を対
象とし，凍結保護剤（1．6molエチレングリコール＋0．3molのシュークロス）を用いて緩慢凍結法にて行った．プログラムブ
リーザーにて一7℃で自然植氷し，その後一〇．3℃／分の割合で緩慢凍結を行い，－30℃で液体窒素内に浸漬して保管した．融解

時は30℃で融解後6段階希釈を行った，0．lmM　CaC12とO．05mM　MgCIL，を含んだ295mM　Mannitol内に卵子を浸漬し，　Sbl～

Sb2に対しては交流5V／cm　1，000KHz　8sec，その後，直流1，200V／cm　99μsecを，初期Scに対しては交流2V／cm　1，000KHz，

8sec＋直流1，200V／cm，99μsecを印加した．一方，後期ScおよびSdに対しては電気刺激は行なわなかった．精子細胞の
形態学的分類は，Clermontらの報告に従い，　Sa，　Sb1，　Sb2，　Sc，　Sd，，　Sd、と分類した．この円形精子細胞が核の伸張化を始

めた時点から完成した精子に至るまでの段階の細胞を後期精子細胞と分類した．【結果】対移植あたりの妊娠率は15．56％（265

／1703），流産率は53．21％（141／265），生産率は7．11％（121／1703）であった．これを新鮮胚と凍結胚別に分けると，新鮮

胚では，妊娠率13．54％（98／590），流産率5＆60％（109／186），生産率　5．39％（74／1374）となり，凍結胚では，妊娠率24．01％

（79／329），流産率40．51％（32／79），生産率14．29％（47／329）であった．【結論】後期精子細胞を用いた顕微授精の臨床成

績においても，新鮮胚よりも凍結胚の方が生産率は高くなることが判明した．
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O－088　染色体異常のないNOAも，非モザイククラインフェルター症候群患者も，　TESE－
　　　　　　ICSIでの挙児成功率は35歳で低下する

○小堀善友］），太田茂之D，宋　成浩1），新井　学1），越田光伸2），辰巳賢一3’，稲垣　昇9’，出居貞義5｝，
　丸山　　修6’，寺井　一隆7），岡田　　弘1）

　1燭協医科大学越谷病院泌尿器科，2越田クリニック，3梅ヶ丘産婦人科，1’セントウィメンズクリニック，：）｝大宮レディス

　クリニック，d〕）社会保険蒲田総合病院泌尿器科，7順天堂大学医学部附属順天堂医院泌尿器科

【緒言】ICSIが可能となったModern　ARTの時代において，精子さえ採取することが可能であれば挙児の可能性があるといえる，しかし，　MD－

TESEにて採取された精子を利用したICSIの妊娠率まで評価した研究は少ない，我々は，　MD－TESEにて精子採取が可能であった染色体異常

のないNOA患者と，非モザイククラインフェルター症候群（KFS）患者において，年齢と受精，妊娠の結果について関係があるか調査した．【対

象と方法】対象は，MD－TESEにて精子採取可能であった164人のNOA患者（染色体正常ll8人，　KFS46人）．精巣から採取された精子はICSI

まで凍結保存された．ICSI後，最低1年間はフォローアップされた，患者背景，受精率，妊娠の結果について調査した．染色体正常とKFSの

2群の患者背景データをMann－Whitney　U　testにて，受精率・妊娠の結果を35歳未満と35歳以上の2群に分けてX2testにて比較した．倫理

上に関するICを確認した．【結果】染色体異常がない群に比較して，　KFS群は有意にFSHが高値であった．35歳以上群と比較して，35歳未満

群は有意にFSHが低値であった．　KFS群は有意にテストステロンが低値であった．35歳未満群は有意にテストステロンが高値であった，妊娠

率（％／cycle）は染色体異常無し・35歳未満は33％，35歳以上は21％であり，　KFS・35歳未満は41％，35歳以上は31％であった．受精率，

妊娠率はKFS群が有意に高値であった．35歳未満群の方が有意に受精率，妊娠率が高値であった．【考察】染色体異常がない群に比較してKFS

群が受精／妊娠率が高いのは，Maturation　arrestを起こしている染色体正常のNOAよりKFSの方が遺伝子的に良質な精子が採取できる可能性

が示唆された．また，加齢による遺伝子の損傷や妻の高齢化により，35歳をすぎると受精／妊娠率が低下すると考えられた．

O－089　非閉塞性無精子症の超音波診断　精巣内エコーパターンと病理所見との比較

○成吉　昌一），池田　　稔2｝，辻　　祐治1・3｝

　D天神つじクリニック，2池田クリニック，3）恵比寿つじクリニック

【目的】Microdissection（micro）－TESEにより精子が回収できなかった非閉塞性無精子症（NOA）においても，内分泌療

法後の再micro－TESEで精子回収が期待できることが報告され（Shiraishi　K，　et　al．　Hum　Reprod．2012；27：331），精巣の組

織所見が生検によらず予測できれば，より効率的なNOAの治療計画が可能と考えられる．今回は，精巣内エコーパターン
と病理所見とを比較し，USにより精巣組織の評価が可能かについて検討した．【対象と方法】対象は2003年7月から2012
年5月までにNOAと診断されmicro－TESEを行った211例で，年齢は24～54歳（中央値：34歳），精巣容積はO．3・一一・16ml
（中央値：田ml）で，　FSHは6．6～72．941U／1（中央値：23．911U／Dであった．　USには10～12MHzリニア探触子を使用し精

細管の径を計測，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】精巣内エコーパター

ンが不均一であったのは54例であったが，このうち34例（63％）がmaturation　arrest（MA）で，残り20例がsertoli　cell

only（SCO）であった，一方，精巣内エコーパターンが均一であった157例では30例（19％）がMAと診断されたのみで，
精巣内エコーパターンが不均一であれば有意にMAである可能性が高いという結果であった．【まとめ】術前の精巣内エコー

パターンと病理所見とを比較した結果，精巣内エコーパターンからmicro－TESE前に精細胞の存在（maturation　arrest）を

予測できる可能性が示唆された．USの非閉塞性無精子症の治療方針，とくにmicro－TESE前に内分泌療法を行うかの判断
への応用が期待される．

O－090　精索静脈瘤の精巣への影響は進行性である一painful　varicoceleでの検討一

○近藤　宣幸L・2）

　1］市立川西病院泌尿器科，Zl兵庫医科大学病院泌尿器科

【目的】精索静脈瘤は一般人口よりも男性不妊症に高率に認められ精液所見低Fにつながる代表的な原因疾患とされる．し

かしながら実際に精索静脈瘤の精巣への影響を経時的に観察した報告は我々の知る限りでは認めない．また通常その罹病期

間が不明なため後方視的観察も困難である．今回我々は陰嚢痛を認める精索静脈瘤に注目し，その有症状期間を罹病期間の
代替変数と考えることにより精索静脈瘤の精巣への影響を検討した．【方法】2006年10月より2012年4月までに市立川西
病院および兵庫医科大学病院泌尿器科で手術を行い術後痔痛が消失した左側のpainful　varicocele　22例のうち術前精巣容積

未測定4例，過去の陰嚢内手術歴がある1例を除く17例を対象とした．精巣への影響は手術直前の容積で検討した．精巣
容積は超音波断層法（0．52×縦径x横径x前後径）（cm3）で測定し，左右精巣の容積比（L／R）（％）を算出した．術前の有

症状期間（ヶ月）は本人の問診を採用した．【結果】平均年齢19歳（10～29歳），平均有症状期間12．2ヶ月（2～59ヶ月）で

あった．精巣容積は右9．7±5．7，左8、0±4．9（ml）．平均L／Rは87％（63～144％）であった．　Spearman順位相関を用いた

検討では全体の有症状期間とL／Rには相関を認めなかった（P＝O．0880）．しかし有症状期間が10ヶ月未満の12例について
はL／Rとの間にかなりの負の相関を認めた（P　＝　O．0320）．【結論】左側painful　varicoceleでは症状を認めていた期間は少な

くとも罹病期間であると考えることができる．その前提において左精索静脈瘤の精巣への影響は左精巣容積低下から始ま
り，かつ進行性であることが示唆された．今後も症例数を増やして検討する予定である．
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O－091　非閉塞性無精子症患者における精子回収とストレス関連タンパクの発現

○松下　　経P，山口　耕平1｝，江夏　徳寿1），李

　藤澤　正人1）

　vtw戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野，

福平1），岡田　桂輔゜，安藤　　慎2），千葉　公嗣），三宅　秀明1），

2）聖隷三方原病院泌尿器科

【背景と目的】現在，顕微鏡下精巣内精子採取術（micro－TESE）は，非閉塞性無精子症患者が挙児を得るための唯一の治療法として

広く普及している．しかし精子回収可能症例は全体の3－4割程度に過ぎず，手術の侵襲，コストを考慮すれば術前の精子回収予測因

子の同定は重要であり，これまでも当教室においても種々の候補因子に関して検討し，報告してきた．今回，当院及び関連病院にお

いてmicro－TESEを施行した101例の精巣組織を用いて，新たな精子回収予測因子について検討した．【対象と方法】2000年6月か

ら2011年8月までに，当院及び関連施設にてmicro－TESEを施行し精巣組織の検討が可能であった101例を対象とした．症例を精
子回収群（25例）と精子非回収群（76例）の2群に分け，術前各種パラメーター（年齢，精巣容量，FSH，　LH，　T値）についてロ

ジスティック回帰分析を行い各因子と精子回収との相関について検討した．また，手術時に採取した精巣組織の病理診断TUNEL
染色，各種ストレス関連タンパク（clusterin，　HSP27，　HSP70，　HSP90）の免疫染色を行い，それらの発現と精子回収の相関につい

ても同様に検討した．【結果】患者の年齢は23－56歳（平均34．1歳）．精巣容量は2－22ml（平均108ml）であった．症例全体の精子

回収率は24．8％（25／101）であった．年齢，精巣容量，FSH，　LH，　T値および精巣組織の病理診断（SCO　vs．　others），　TUNEL染色

Clusterin，　HSP27，　HSP　70，　HSP　90の免疫染色発現レベルについて精子回収との相関を単変量解析で検討すると，病理診断（SCO

vs．　others），　TUNEL染色，　Clusterin，　HSP27，　HSP　90の免疫染色発現レベルが有意な相関を示した．さらにこれら5つの因子につ

いて多変量解析を行ったところ，TUNEL染色とHSP27の免疫染色発現レベルが精子回収と有意な相関を示した．【結論】Micro－TESE

で採取した精巣組織の検討から，TUNEL染色とHSP27の発現レベルが精子回収の有無と有意に相関することが示された．

0－092　男性性機能からみた「タイミング法」

○井口　裕樹

　いぐち腎泌尿器クリニック

【目的】女性の排卵日に性交を行い，妊娠を目指す「タイミング法」は，不妊治療の第1歩として行われることが多い．しかし，

「タイミング法」は男性側に心理的な重圧を与え，性機能障害の原因となることも一部では指摘されていた．今回，当院を受診

した「タイミング法」施行中の男性の性機能について，男性側の観点から評価し，検討を行ったので報告する，

【対象と方法】最近1年間に当院を受診した患者のうち，「タイミング法」施行中の108名を対象とした．勃起障害（ED）の有

無，タイミング法施行前および施行中の妻との性交回数マスターベーション回数などを詳細な問診で，妻の年齢，結婚期間，

不妊期間などを問診表で評価した．なお，問診には妻を同席させなかった．

【結果】108名（平均34．2歳）のうち，ED群（性交可能な硬さに勃起しない，または，性交時に射精まで勃起の維持ができない

者．「タイミング法」施行前からのED患者10名を含む．）は39名（平均年齢369歳）であり，非ED群69名（平均年齢332
歳）であった．ED群では，39名中37名は心因性EDが疑われ，器質性EDは2名のみで疑われた．　ED群は「タイミング法」
施行前の性交回数が2．2回／月，施行中には1．4回／月であり，非ED群の性交回数（施行前4．1回／月，施行中2．3回／月）と比較

すると少なかった．「タイミング法」施行中に性交回数が減る原因について，両群とも，妻が排卵日以外の性交を拒否するため，

との回答が多かった．ED群では34例でED治療薬を使用し，33例で有効であった．
【考察】「タイミング法」施行中には，性交回数が減少する傾向があり，不要な禁欲が行われている可能性がある．特に，性交回

数の少ないカップルに，排卵日のみの性交を指導した場合，男性側の緊張が高まり，心因性EDを誘発しやすいと考えられた．

【結論】「タイミング法」指導の際には男性側への配慮も必要である．

O－093　不妊治療継続中の精神的負担感に影響を与える個人的要因についての研究一曖昧さ
　　　　　　耐性・認知的統制・レジリエンスとの関連一

○門田　貴子，金子　京子，杉山喜代美，定本　幸子，大月　順子，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨

　医療法人社団岡山二人クリニック

【目的】不妊治療中の患者でも，精神的負担感には個人差がある．今回，不妊治療中のネガティブな心理状態を「不妊治療
継続中の精神的負担感」と定義し，曖昧さ耐性，認知的統制，レジリエンスという個人的要因との因果関係を検討した．【方

法】2010年8月～9月，女性外来患者555名を対象に質問紙を配布し，当日回収した．質問紙は，患者属性，「不妊治療継
続中の精神的負担感尺度」と各個人的要因尺度を使用し，尺度の因子分析，属性の比較には一元配置分散分析及びt検定を，

因果関係検討には重回帰分析を用いた．【結果】精神的負担感は「治療生活の困難感（Ct　・．83）」，「女性としてのアイデンティ

ティへの不安（αr75）⊥「周囲からの妊娠期待の負担（Ct　＝．65）⊥「治療決断の負担（α＝．71）」の4要素から構成され，患

者の属性により精神的負担感の高さや各要素にも差があることが示された．各個人的要因と精神的負担感の重回帰分析で
は，R2乗値＝＝　0221と予測力の高い説明力を持つモデル（F（3，483）－6＆359，　p＜O．OOI）が採用された．暖昧さ耐性は，β＝　一．354

と最も説明力が強い変数であり（p＜O．OOI），曖昧さに対する耐性が低い人は，精神的負担感は高くなることが示唆された．

また，認知的統制もβニー．197と説明力を持つ変数であり（p＜0．001），認知的統制が低い人は，精神的負担感は高くなるこ

とが示唆された．レジリエンスとの因果関係は証明されなかった．【結論】不妊治療継続中の精神的負担感と，曖昧さ耐性

及び認知的統制という個人的要因の因果関係が明らかになった．治療開始初期の段階で，この曖昧さ耐性及び認知的統制の

個人差を調べておくことで，治療継続中に精神的負担感を感じやすいと予測される患者を精神的負担感が高くなる前に心理

的支援を行うことができる可能性がある．



192（336） 日生殖医会誌　57巻4号

O－094 生殖医療から発信する新たな家族支援ネットワーク（1）～「島根モデル」と選択
情報誌「ファミリー・aim・パスポート」医療・福祉・行政の連携と協働でつくる
家族支援拠点の創成～

○荒木　晃子1・L），永島百合子1），先久　　幸1｝，森山　弘恵1），野々村佳代1），弓岡　英里1），内田　昭弘1）

　D内田クリニック，2）立命館大学客員研究員

　例外なく，生殖医療の使命は不妊患者が妊娠・出産するために医療を提供することに尽きる．しかし，果たすべき社会的役

割は，医療サービスの提供以外にも，身体的・精神的・日常的な支援体制は不可欠な医療者の現状がある．その社会背景には，

近年，不妊患者の高齢化や治療の長期化が，晩婚化・晩産化など女性のライフステージの変化とあいまって，深刻な社会問題

となっている実際がある．一方で，不妊問題に遭遇した患者の社会的・身体的背景には，治療の限界／身体的限界に加え，心理

的背景として不妊心理が潜在する．先行研究では，不妊心理の特性に，治療終結の決断や実子を産み育てる以外の選択肢への

移行を阻害する因子を抽出・確認した．現在，それらの因子と生殖医療の関与する社会問題との因果関係を調査研究中である．

以上の背景を前提に，不妊患者の選択と決定を支援する目的で，当事者にある3つの選択肢く不妊を治療する・里親養親とな

る・子どものいない家族をつくる〉に必要な情報を解説した情報誌の作成に至った．同時に，治療終結後に養子を迎えた当事

者の足跡をたどり，担当各位の協力を得て家族支援ネットワークの構築を試みた．当院と島根県内の児童相談所・乳児院の各

専門者が協働し行政の協力を得て刊行した冊子「ファミリー・aim・パスポート」（2010，立命館大学R－GIRO研究機構）は，
刊行後，県下の各施設，行政の不妊相談窓口・保健センターなどに常設し，「子どもをのぞむ不妊当事者」と「家庭を必要とす

る社会的養護下の子ども」をつなぐ地域連携のための共通ツールとなっている．また，本年度からは，島根産科婦人科学会及

び島根県産婦人科医会の参画を得て，現在改訂版を制作し，県内外に支援ネットワークを拡張中である．

O－095　ART施設における看護師外来～院内と院外の相談の比較から不妊症看護認定看護
　　　　　　師に対する期待の考察～

○久保島美佳，村上貴美子，蔵本　武志
　医療法人蔵本ウイメンズクリニック

【目的】不妊症看護認定看護師（以下CN）に期待される能力は，治療中の患者のみならず，生殖にまつわる問題を抱えるすべての

対象に情報提供や相談を行い，自己決定の支援を行うことである．当施設のCNによる看護師外来は，相談者をすべての対象に枠

を広げている．今回は，施設内で治療を受けている方（以下院内）と施設外から相談に訪れる方（以下院外）の相談の違いとCN

への期待を検討した．【方法】相談は，毎月2回完全予約制とし，一組に対して60分．2010年7月～2012年5月までに相談に訪

れた55件の相談内容と面談後のアンケートから対象の年齢，相談内容およびCNの対応をretrospectiveに検討し，　CNへの期待
について院内と院外で差があるか検討した，尚，対象者には研究協力の同意を得たうえで倫理的配慮のもと集計を行った，【結果】

相談件数は，55件，平均年齢は妻36．9歳，夫3＆5歳であった．院内からの相談は23件（42％），院外からの相談が32件（58％）

であった．相談内容は，院内の場合は，一般不妊治療からART治療へ移行したいがARTに対する疑問点や費用，専門用語がわ
からない，また治療終結の相談などであった．院外の場合は，妊娠の仕組み，不妊検査の流れや治療内容，不妊治療にかかる費用

といった事前に治療内容を知りたいという相談また，セカンドオピニオンや2子目相談，仕事と治療の両立などであった．相談

者の評価は，院内では「時間をかけてゆっくり相談できて良かった」，院外では「これから治療を考えるうえで役に立った」とい

う評価を得た．【考察】CNに対する院内の期待は，「時間をかけてステップアップや治療終結を考えるための支援」で，院外の期

待は「治療開始前に得ておきたい情報や今後の見通しも含めた治療相談等の支援」であることが明らかとなった．ARTクリニッ
クでの看護師外来は，専門性を生かした情報提供や時間をかけて個別相談に応じることが期待されていると思われた．

O－096　生殖医療から発信する新たな家族支援ネットワーク（2）～生殖医療専門施設で治
　　　　　　療以外の選択肢情報を患者へ提供する必要性の検討～

○永島百合子D，荒木　晃子12），先久　　幸1），森Ili弘恵D，野々村佳代1），弓岡　英里V，内田　昭弘’）

　D内田クリニック，2）立命館大学客員研究員

【目的】不妊治療を目的に来院する患者へ，治療以外の選択肢（里親子・養子制度）について，意思確認情報提供は必要

か，必要であれば，どのような形が有効かの検証と，患者の意思を反映した援助の方向性を導き出すことを目的とした．【方

法】方法は半構成的面接法を用い，通院患者30名に調査協力を依頼し，11名（37％）の同意を得た．同時に協力者を公募
し7名の同意を得，面接を終えた7名について分析を行った．倫理的配慮として，事前に口頭と文書で説明を行い，同意書
の提出を得て研究同意とした．【結果】1，治療以外の選択肢あり3名，なし3名，（現在は）不明1名．選択肢ありの3名
は，治療終結後の選択肢として考えており，共に40歳という年齢を意識していた．選択肢のない3名の理由として，養育
は「難しいこと」「たいへん」と語られた．2，治療以外の選択肢に関する情報は，7名とも持っていなかった．うち，POF
の2名は医療施設で情報が得られる，他の5名は得られないと思っており，理由として，「不妊治療施設は治療するために
通院する場所，治療以外の選択肢は全く別の問題」と話した．対して情報の提供は，全員が望んでいた．3，当院待合に設
置している選択情報誌の存在は全員知らなかった．冊子を提示し内容確認の後は，初めに治療選択の内容から読み，治療を

するための情報誌として読みたいと話した．【考察】L治療以外の選択肢ありの群は，40歳という年齢が治療終結とその後
の選択肢について考える要因となっていた．選択肢を持てない理由としては，里親子，養子を迎えにくい文化・慣習などの

要因が考えられた．2，医療施設からの情報提供を望む理由は，通院する施設で，信頼できる情報を得たいという思いがあ
ると考えられた．3，選択情報誌は治療初期段階で患者に手渡しても活用できると推察された．
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O－097　患者の受療行動に対する高度生殖補助医療助成制度が与える影響

○中村　牧子，福原真友子，内田　玄祥，内田　律子，杉本　利幸，茅木　千明，大條　淳子，天野ちはる，赤井麻里子，

　宮原　祐子t河西　美和，山本　太陽
　医療法人幸せのめばえ静岡レディースクリニック

【目的】不妊治療助成制度については，各自治体独自の制度であるため，助成対象，助成金の額，所得制限有無などの条件は様々

である一方，独自事業を設定していない自治体もある．特定不妊治療助成事業の実施主体は都道府県または政令指定都市であり，

静岡県内では，静岡県，静岡市，浜松市が実施主体となっている．これにさらに独自の助成制度を各市町が設定している場合が

ある．静岡市と浜松市は人口規模が同程度であるが，静岡市は国の定める助成事業のみ，浜松市は所得制限を撤廃し助成金の額

を上乗せしている．さらに，島田市では，県の制度に加え，平成23年度は全額助成を行っていた．不妊治療，特に高度生殖補
助医療を希望する患者の受療行動は治療の経済的負担に大きく影響することから，助成金の多寡や所得制限が患者の受療行動に

どのように影響するかを調査した．【方法】1　平成23年度の静岡市，浜松市及び島田市の特定不妊治療助成事業助成件数及び

市独自の助成事業助成件数について，県市担当者からのヒアリングについて調査し，年齢調整人口あたりの助成件数が助成金の

多寡及び助成件数により影響されているかを比較した．2　平成23年度に当院を受診した静岡市及び島田市の患者情報より，1．

高度生殖補助医療を行った患者の割合，2．採卵回数3．ステップアップの時期について比較した．3　検定にはX2検定を用い，

p＜0．05を有意差ありとした．【結果】平成23年度中に当院で高度生殖補助医療を実施した患者は，静岡市で275名，島田市で

35名であった．受診者に占める高度生殖補助医療実施患者の割合は静岡市40．3％，島田市60．6％でp＝O．OOO7，ステップアップ

の時期についても，p　一　O．0281等，各市間に有意な差が認められた．【考察】自治体間で独自に設定する不妊治療助成制度につい

て，その多寡や所得制限等が，治療の開始や継続等，患者の受療行動に有意に影響を及ぼしていることが明らかになった．

O－098　Social　abuseと出自を知る権利の相関に関する理論的考察

○宮嶋　　淳

　中部学院大学人間福祉学部

　本報告は，提供精子を用いた人工授精（＝Artificial　Insemination　by　Donor．以下「AID」とする．）をめぐり，　AIDで

生まれてくる子（＝Donor　Insemination　people．以下「DI者」とする．）の願いとAIDを選択したカップルの願いとの両
立をめざすものである．すなわち，対時すると目されてきた両者の願いの両立とは，報告者のいう「新しい家族」の福祉の
成立であると考える．報告者はソーシャルワークの立場から，出自を知る権利が社会的に担保されない状況は，“Social　abuse

（社会的虐待）”と呼べる反福祉的な状況に，DI者をおいている状況であると概念づけできると仮定した．そのエビデンス

を，国内外の文献レビュー並びにニュージーランドでの学識経験者へのインタビュー調査から考察した．本報告では，報告
者が提唱する“Social　abuse”にかかる定義・構造・機能・性質等を紹介した上で，出自を知る権利と相関を理論的に考察
した結果を論ずる．

O－099　多嚢胞性卵巣症候群に対する食酢の及ぼす効果

○木村　文則t），高島　明子V，清水　良彦’），竹林　明枝1），喜多　伸幸1｝，高橋健太郎2’，村上　　節1｝

　D滋賀医科大学産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学地域周産期医療講座

【目的】多嚢胞性卵巣症候群の病態にインスリン抵抗性が深く関わることが報告されている．このことからメトフォルミン

などのインスリン感受性薬が使用され，約半数の症例に排卵周期の改善が認められることが報告されている，食酢はシーズ

ニングとして使用されるのみではなく，殺菌などを目的として使用されているが，最近になり血糖低下作用を有するとの報
告がなされている．今回食酢の多嚢胞性卵巣症候群への影響を検討することとした．【方法】当院の倫理委員会の承諾を得，

インフォームドコンセントを行い同意を得た患者を対象とした．日本産科婦人科学会の診断基準にて多嚢胞性卵巣症候群と

診断された7名を対象とし，1日1回酢酸飲料（100　ml中酢酸750ミリグラム含有）を90から120日間投与した．月経周
期および排卵の有無を確認した．投与前および投与90から120日後のHOMAR，　LH／FSH比，総testosteroneの測定を行っ
た．【成績】患者は23から40歳で，稀発月経4例，無排卵周期症1例，無月経2例であった．稀発月経4例中3例で月経
周期は40日以内となった．無排卵周期1例にも排卵が認められ，月経周期は40日以内となった．無月経2例中1例は，月
経が認められたが周期的な月経は認められなかった．他の1例には月経が認められずマインズの投与を中止した．HOMAR
は測定できた6例中6例で低下が認められた．LH／FSH比は，7例中5例に改善が認められた．総testosteroneの変化には，

一定の傾向が認められなかった．【結論】酢酸には，メトフォルミンと同様のglucose　6　phosphataseの抑制効果を有するこ

とが報告されており，今回の結果と合わせ酢酸飲料が多嚢胞性卵巣症候群の治療として使用できる可能性のあることが示唆
された．
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O－100　ART施設における防災対策と事業継続計画（BCP）への取り組みの実情調査

○朝倉　寛之，西尾　京子
　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

【背景と目的】我々は，東日本大震災から，医院活動の継続を不可能にする危機が現実にあり，サプライチェーンならびに

インフラ網の寸断により広範囲に医院活動が影響を受けることを経験した．一般企業に比して医療機関での事業継続計画
（BCP）策定は進まず，　ART施設での防災対策・BCP策定の実情を調査した．【方法と結果】2011年9月，在大阪府43ART
登録施設に8項目の質問票を配布，同意のもと匿名記入にて回収した．14施設（9診療所，3単科病院，1総合病院）が回
答し，8施設はビル内テナント施設，従業員数は10－30名5施設，30名以上9施設であった．12施設以上が地震，火災へ，
9施設以上が停電，IT事故，医院不祥事，感染症蔓延への対策を必要と回答した．4施設では防災訓練は非定期または未実
施であった．実施訓練は，避難・消化・救命救助が主であり，安否および機器操作確認，有害物質処理は半数以下にとどまっ

た．防災計画書，非常用電源，データ保存は11施設以上が対策済みだったが，帰宅支援，代替職員・代替物品の確保対策
済みは6施設以下にとどまった．BCPを策定完了した施設はなかったが，6施設が策定予定，5施設が策定予定なし，5施
設がBCPを知らずと回答した．当該研究を当院倫理委員会は承認した．【考察】新型インフルエンザ流行，大震災の影響，

停電の影響と，事業内容と規模，ビル内診療化とIT化の進行により，在阪ART施設では自然災害発生時の防災的対策は
より積極的になされつつあるが，災害時にできるだけ診療の中断を回避し，早期の復旧を目的とするBCPの策定は普及し
ていない．前者は医院拠点中心の対策でより取り組みやすく，後者は構築に拠点外部との連携と協力を要することが関連す

ると考えられた．ART施設はBCP策定によって，災害対策だけでなく，対外的な医院信用度向上や，職員および協力企業・
団体との連携深化などのメリットがあることを認識し，より積極的に策定に取り組むべきと考えられた．

O－101　ターナー一（TS）女性の不妊治療にかかわる問題点の検討

○中村　朋美D，榊原　秀也1），永田　智子［・Z），吉崎　敦雄1・3），平原　史樹P

　｜横浜市立大学医学部産婦人科，2大和市立病院，3藤沢市民病院

【目的】TS女性の多くは早発卵巣不全に至り不妊となる．諸外国では卵子提供による妊娠・出産が増加しているが，様々な

合併症による産科的な問題も多い，特に，妊娠中の大動脈解離や破裂による突然死のリスクが2％にあり，妊娠前のスクリー

ニングが重要である．そこで，TS女性の妊娠・出産に関わる問題を明らかにするため，当科におけるTS症例について妊
孕性や周産期の問題点を検討した．【方法】2012年3月までに当科で管理中のTS女性83名を対象とした．卵巣予備能は血

中AMHで評価した．合併症は血液，尿検査にて糖尿病，甲状腺機能異常などをスクリーニングし，超音波検査やMRIに
より心血管合併症の評価を行った．さらに不妊治療を希望する症例について個別に検討した．【結果】20～30歳代の原発性

無月経のTS症例（n＝14）のAMH値は1．6±2．2pM（mean±SD）であり，同世代の正常月経周期を有する対照群比して有
意に低下していた．甲状腺機能異常や耐糖能異常の合併の頻度が高く，4例に大動脈瘤や大動脈縮窄症の手術既往があり，4

例に大動脈弓または大動脈弁拡張が指摘された．挙児希望があった2例について示す．症例1は29歳原発性無月経，染
色体核型46X，del（X）（q13），　AMH値は4．79　pMと低値だが，自身の卵子での挙児を望み，スクリーニング検査で異常な

く，HMG製剤による排卵誘発を行ったが無効だった．症例2は30歳原発性無月経染色体核型45x／47x，xi，xi，甲状腺
機能低下症あり加療中．米国での卵子提供による治療希望があり，スクリーニング検査目的に受診し，異常を認めず，卵子

提供の待機中．【考察】当科で管理中の症例でも多くの合併症が認められ，不妊治療前のスクリーニングの必要性が確認さ

れた．また個々の症例においては妊孕性や周産期のリスク評価に基づいた情報提供の必要性があると考えられた．

O－102　乳癌患者の生殖医療の課題　生殖医療医に対するアンケート調査より

○加藤　友康1），田村　宣子Z），清水千佳子3），坂東　裕子i｝，溝田　友里5），山本精一郎5）T藤原　康弘3）

　1）国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科，2）東京医科歯科大学歯学総合研究科腫瘍外科，3）国立がん研究センター中央

　病院乳腺科・腫瘍内科，‘筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学乳腺・甲状腺外科，5）国立がん研究センターが

　ん対策情報センター

【背景】乳癌の予後の改善に伴い，乳癌患者のサバイバーシップに焦点があたるようになってきた．妊孕性保持は若年乳癌サバ

イバーシップ支援の課題のひとつである．平成21－23年度厚生労働科学研究補助金「がん患者及びその家族や遺族の抱える精

神心理的負担によるQOLへの影響を踏まえた精神心理的ケアに関する研究」班（班長：清水千佳子）では，乳癌患者の妊孕
性保持に対する乳腺専門医への意識調査を行った，その結果，乳腺専門医の感じる不安・障壁の上位は乳癌再発リスクが高い
こと（51％），紹介・相談できる生殖医療医がいないこと（45％），患者と話し合う十分な時間がないこと（45％）であった．【目

的】乳癌患者の妊孕性保持に関する生殖医療専門医の意識を明らかにする．【方法】E本生殖医学会専門医423名に対して無記
名自記式調査票を郵送．【結果】回収率47．2％．平均年齢50．6歳．男性／女性／不明174／23／3．所属施設大学病院／総合病院／ク

リニック／その他・不明74／42／76／8．乳腺科あり／なし／不明104／92／4．生殖医療専門医の感じる不安・障壁は，乳癌再発リス

クが高い（または不明）こと（66％），乳癌に関する知識の不足（47％），患者にパートナーがいないこと（23％）であった．

再発リスクや乳癌に関する知識不足への懸念には年齢（51歳以上vs．51歳未満）が，乳癌治療医とのコミュニケーションへの

懸念には乳腺科の有無が有意に関連していた．58％が乳癌患者に対する排卵誘発法を変更すべきと回答したが，その方法に関

して偏りはなかった．【考察】乳癌治療医と生殖医療医との乳癌治療や予後・治療情報の共有，再発リスクを伴う乳癌患者の妊

孕性保持に関するガイドラインの作成，生殖医療を受けた乳癌サバイバーのデータベースの構築が必要と考えられた．
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O－103　子宮体部初期癌に対する局所切除は可能か一子宮体部初期癌の病理より

○山崎　玲奈，田中　政彰，野村　一人，井上　正樹

　金沢大学医学部産婦人科

【目的】妊孕性温存を考慮する必要がある若年子宮体癌が増加している．保存的加療を行う可能性が考慮される1a期高分化

型（G1）類内膜腺癌に対しては黄体ホルモン内服による加療が有用とされている．この奏効率は52％程との報告があるが，

奏効後の再発も多い．これに対し，子宮鏡手術による癌病変の局所切除後に黄体ホルモン内服の加療をすることで再発率を

低下させうるという報告があり，今後期待される加療法であると思われる．これをふまえ，当院での子宮体癌la期の病変
について局所切除が可能であるかどうか病理所見をふりかえり調査した．【方法】2008年1月から2012年5月までの当院で
の子宮体癌la期症例について，患者背景，病変部のサイズ，分布，部位について調査した．また，年齢や組織型，悪性度
により病変所見に違いがあるかを調査した．【結果】21例の子宮体癌la期に対して検討した．平均年齢は48歳で40歳未満

が6例あった．13例が局所病変であり，3例がび漫性に広がる病変，1例がスキップ病変，4例が分類不能であった．生検
にて明らかに癌病変が検出されているものの摘出子宮では病変がない例が2例，異形内膜増殖症のみであった例が1例認め
られた．局所病変での腫瘍サイズは1．6±O．38（cm：mean±SE，　N＝13）であった．リンパ節転移を認めた症例が1例，ま

た，卵巣癌の重複癌例が1例あり，それぞれ40歳未満例でみられた．【結論】子宮体癌1a期病変の多くは局所的であり，
外向発育型であった．このような症例では，子宮鏡下に筋層を含めた局所切除にて病変を摘出することにより，黄体ホルモ
ン単独よりも更に確実な加療と病変評価が可能であると思われた．しかし，び漫性病変や早期に転移を来していた例もあり，

このような例があることを常に肝に銘じておくことが必要である．

O－104　腹腔鏡下卵巣悪性腫瘍妊孕性温存手術の適応と限界

○岩本　豪紀，藤田　　裕，大田　昌治

　武蔵野赤十字病院産婦人科

　現在，手術療法を要する良性卵巣嚢腫例に対して腹腔鏡下手術が広く施行されている．開腹手術に比べ，手術侵襲，痔痛，

入院期間，回復期間などの面での腹腔鏡下手術の利点は異論の無い所である．一方，術前より悪性が疑われる卵巣腫瘍例に
は開腹手術が選択されることが多い．その理由として術式の制限，術中被膜破綻の増加，port　site　metastasisなどが挙げら

れている．今回我々は，術前検査所見より悪性が強く疑われた卵巣腫瘍例3症例に対し，インフォームドコンセントの上，

腹腔鏡下に妊孕性温存手術として病側付属器切除術を施行したので報告する．手術に際し，腫瘍回収時の腫瘍内容の腹腔内

への漏出を回避する目的で，比較的切開創の大きなCovidien　SILSポートを騰部に使用し，また単孔式手術での欠点とされ

る鉗子干渉による術式の制限を回避する目的で複数のトロッカーを留置し，多孔式で施行した．切除した付属器は，回収袋

にて膀部のSILSポート孔より腫瘍内容を吸引しつつ回収した．3例中2例では，腫瘍は周辺臓器との癒着を認めず，腫瘍
内容液の腹腔内への漏出なく腫瘍回収可能であったが，子宮内膜症性卵巣嚢腫の悪性転化例1例において，腫瘍と子宮後壁

間の癒着剥離時に被膜破綻を起こし腫瘍内容液の腹腔内への漏出を起こした．本例の被膜破綻が開腹手術であれば回避可能

であったかどうかは不明であるが，子宮内膜症性卵巣嚢腫の悪性転化例のように腫瘍と周辺臓器間に強固な癒着が存在する

場合には開腹手術を選択すべきなのかも知れない．一方，周辺臓器との癒着が無く，回収袋に収容可能な大きさの悪性腫瘍
の場合，腹腔鏡手術ゆえの術式制限や術中破綻の回避策などを十分に講ずれば，腹腔鏡下でも開腹手術と同等の安全性をもっ
て手術可能と考えられた．

O－105　絨毛性腫瘍に対する化学療法後の卵巣予備能マーカーとしての抗ミュラー管ホルモ
　　　　　　ン値測定の有用性について

○大須賀智子，森　　正彦，近藤　美佳中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，岩瀬　　明，吉川　史隆
　名古屋大学医学部産科婦人科

【目的】化学療法によって卵胞が減少する結果，卵巣予備能は低下する．今回我々は，絨毛性腫瘍患者において，化学療法

の卵巣予備能に対する影響を評価するために，化学療法後の血清抗ミュラー管ホルモン（AMH）値を測定した．【方法】大

学病院におけるretrospective　studyであり，絨毛性腫瘍に対し化学療法を施行された22名の患者を対象とした．コントロー

ル群は10名の化学療法を施行されていない胞状奇胎の患者とした．対象群には子宮内容除去の後，化学療法を施行，その
後全患者より血清を採取した．主要アウトカムとして，化学療法後の血清AMH値，　FSH値を測定し，コントロール群と比
較した．また，使用された抗がん剤の種類間における血清AMH値の比較も行った．本研究は，名古屋大学医学部・大学院
医学系研究科の生命倫理審査委員会の承認を受け，また，参加した全ての患者のインフォームドコンセントを得て施行され
た．【結果】絨毛性腫瘍群における化学療法後の血清AMH値（平均IJ8，範囲O．32～3．94　ng／mL）はコントロール群（平
均422，範囲0．77～6．53ng／ml，　P＝O．002）に比して，著明に減少していた．また，エトポシドを含む化学療法を施行され

た群では，そうでない群に比べ，有意に血清AMH値の低下が認められた．【結論】以上の結果より，絨毛性腫瘍治療とし
ての化学療法は，明らかに卵巣予備能に影響を及ぼしていることが示唆された．とくに，エトポシドを含む化学療法を施行

された患者において顕著であった．従って，絨毛性腫瘍患者に対する生殖医療カウンセリングを行うにあたり，血清AMH
値を測定することは有用であると考えられる．
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O－106 「子宮移植」の臨床応用に対する一般市民の意識調査

○平井園子t’，三原　誠2㌧木須伊織3），林　文子4），亀田知美5），菅沼信彦い
　P京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2）東京大学医学部附属病院形成外科・美容外科，

　産婦人科，1｝東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻，5滋賀医科大学医学部看護学科

3）

慶磨義塾大学医学部

【目的】高度生殖医療の発展により，多くの不妊カップルが児を得ることが可能となったが，先天性膣欠損患者や子宮摘出

後の患者などにとっては，妊娠・出産は不可能である．この対応として，子宮移植の基礎研究が進められているが，臨床的
ニーズの把握が未だ十分ではない．そのため，子宮移植に対する一般市民の意識を調査した．【方法】インターネットを通

じ，20～39歳の男女各300人（20代150人，30代150人）を対象として，無記名自己式質問紙調査を行った．これらの調
査は本学倫理委員会の承認を得て行った．【成績】女性において，子宮を失った場合または膣欠損症であった場合の「代理
母」希望者は61人（20．3％），希望しない者は98人（32．7％）であった．これに対し「子宮移植」では，希望者は69人（23．0％），

希望しない者は97人（32．3％）と「子宮移植」希望者の方が多かった．男性では，パートナーが同様な状況であれば「代理
母」希望者は68人（22．6％），希望しない者は75人（25．0％）であり，「子宮移植」では希望者は68人（22．7％），希望しな

い者は72人（24．0％）であった．また，「子宮移植」における提供者は，女性では母親が94人（31．3％），姉妹が71人（23．7％），

性同一性障害で子宮を摘出する女性が88人（29．3％），脳死ドナーが83人（27．7％）と各対象者でほぼ同数であり，男性で

も同様な結果であった．倫理的な許容に関しては，「子宮移植」・「代理母」両者ともに認めてよいとする者が349人（58．2％），

「子宮移植」のみは108人（18．0％），「代理母」のみは40人（6．7％）と，子宮移植を肯定する意見が多かった．【結論】今

回の調査ではt一般市民の意見として代理母よりも子宮移植への期待感が高く，強い興味を持っていることが明らかとなっ
た．技術面，倫理面など解決すべき多くの問題が存在するが，子宮移植の臨床応用への展開も意義があると推察された．

O－107　子宮移植は可能か？～再建外科・移植外科医の立場から～

〇三原　　誠D，木須　伊織2［，阪埜　浩司2｝，青木　大輔2），吉村　泰典Z），原　　尚子V，荒木　　淳1），飯田　拓也1），

　光嶋　勲1㌧菅沼信彦3’，林　文子4），平井園子3）
　D東京大学医学部形成外科・美容外科，2）慶応大学医学部産婦人科，3［京都大学医学部人間健康科学部，C）東京大学医学部保

　健学科

［目的］近年，子宮性不妊女性に対する挙児の解決策の1つの選択肢として子宮移植が考えられ，様々な動物モデルで子宮移植研究が行われ

ている．人への臨床応用には，倫理面を含めた様々な解決すべき課題があげられるが，技術的な面においては，生理学的，解剖学的に人に

類似している霊長類動物での検証が必要である．今回我々は，カニクイザルを用いて，子宮同種移植モデルの作製を試みたので報告する．［方

法］動物実験施設の倫理委員会承認のもと，2匹（case1，　case2）のカニクイザルを用いて実験を行った．各々の子宮を同時に摘出し，4℃

に冷却しながらヘパリン加生食で摘出子宮を潅流させた．各々の摘出子宮を取り換え，血管柄付きの摘出子宮を顕微鏡下で血管吻合を行い

同所性に移植した．case1は3剤（タクロリムス，ミコフェノール酸モフェチル，副腎皮質ステロイド），　case2は2剤（タクロリムス，副

腎皮質ステロイド）の免疫抑制剤を投与した．術後，拒絶反応を確認するために，移植子宮頸部組織生検，経腹超音波断層法を行った．［成

績］手術時間はcaselが12時間11分，　case2が13時間24分であった．術後11日目にタクロリムスの血中濃度が低下し，両者とも子宮頸

部組織生検で拒絶反応が見られた．case1は術後23日目には拒絶反応は消失し，術後3ヶ月後に一時的に月経が回復したが，その後無月経

となった．術後7ヶ月後の開腹所見では，正常大の白色調の子宮を認めた．case2はエコーで子宮動脈血流が次第に観察されなくなり，子宮

は縮小し，術後3ヶ月の開腹所見で索状に萎縮した子宮を認めた．病理組織学的所見では子宮内膜は存在せず，間質の線維化とヘモジデロー

シス，石灰化がみられた．［結論］子宮同種移植した2匹のカニクイザルのうち1匹に一時的に月経が回復した．本研究データを基に臨床応

用を実施する場合には，MHCタイピングやリンパ球クロスマッチを行うことで，より安全な移植条件を勘案した実施が必要と考える．

O－108　精子凍結（主に男性悪性腫瘍患者）の現状と課題

○佐藤　有理，服部　裕充，中條友紀子，土信田雅一，戸屋真由美，京野　廣一
　京野アートクリニック

【目的】精子凍結の現状を分析し，今後の患者への適切な対応を検討した．【方法】患者のインフォームドコンセントを得て，

1997－2012年に精子凍結を実施した84例（精巣腫瘍40名，造血器疾患25名，固形腫瘍17名，膠原病2名）の年齢，婚姻，
受診のタイミング，更新状況，不妊治療について検討した．【成績】受診時年齢の平均30．3（15－56）歳，婚姻状態は，既婚

34名，独身47名，婚約中3名，受診が化学療法前57名，後27名であった．凍結時の精液所見は，正常25名，異常59名
あった．当院では1年毎に凍結精子の更新手続きを必要とするが，期限内に更新したのが43名，更新しなかった41名は，
死亡3名，出産3名，疾患治癒・精液所見正常4名，希望12名，期限切れ19名のため廃棄であった．また，不妊治療を行
なったのは19名で，人工授精は5名20周期（新鮮射出精子使用7周期，凍結融解射出精子使用13周期）行なわれ，妊娠
に至っていない．顕微授精17名28周期（新鮮射出精子使用15周期，凍結融解射出精子使用6周期，新鮮精巣精子使用3
周期と凍結融解精巣精子4周期）行なわれ，15名が妊娠（出産8名，娠継続中4名，流産1名，子宮外妊娠2名）であった．
【結論】挙児希望の際は生殖：補助医療を必要とするが，凍結時・融解時の精液所見は不良の事が多く，凍結精子融解の利用

頻度は必ずしも高くない．疾患の種類，治療内容によって異なるが，原疾患治癒後，精液所見が改善し，新鮮射出精子で妊

娠・出産に至った症例もあり，今後，治癒後の定期的な精液検査や，更新や廃棄の意志表示のない患者へのアプローチ等再
検討が必要である．
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O－109　当院における担癌患者に対する精子凍結保存の現状

○寺田さなえ，羽原　俊宏，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，青井　陽子，定本　幸子，大月　順子，

　杉山喜代美，吉岡奈々子，林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】近年，医療技術の発展によって悪性疾患の治療成績が向上し，原疾患の治療による造精機能障害が予測される場合，

治療前の精子凍結保存が推奨されている．今回，当院における担癌患者の精子凍結保存の現状を調べたので報告する．【方
法】1999年8月から2012年4月に悪性疾患の治療による造精機能障害に備えて精子凍結を行った61症例について検討し
た．精子凍結は，射出精液を洗浄濃縮液Isolate　R45％および90％に重層して600G，15分の遠沈をおこない，得られた精子
液に等量の凍結保存液SpermFreezeTMを混和し，予備冷却後に液体窒素タンクに保管した．融解は34℃温湯槽にておこなっ

た．【成績】年齢の中央値は26歳（15～46歳）であり，凍結期間の中央値は60ヶ月（1～155ヶ月）であった．凍結保存時
未婚者43名（70％），既婚者18名（30％）であった．原疾患の内訳は血液腫瘍34例（56％），精巣腫瘍18例（29％），そ
の他9例（15％）であり，化学療法開始前に凍結をおこなった症例は43例（70％）であった．凍結保存された精子のうち，

7例（11％）が融解使用されており，全て顕微授精をおこなっていた．7例中6例に妊娠が成立し，4例が生児を得ており，

2例は妊娠継続中であった．妊娠成立6例のうち5例は化学療法開始前の凍結精子を使用しており，また3例は精子凍結保
存当時未婚であったが，その後に婚姻しての使用であった．【結論】凍結保存精子の妊孕性は十分に保たれており，担癌患
者の精子凍結保存は有用であると考えられる．

O－110　抗癌化学療法後の無精子症に対する精巣内精子採取術と内分泌療法の検討

○白石　晃司，松山　豪泰

　山口大学大学院医学系研究科泌尿器科科学分野

【背景】将来的に挙児希望のある男性の悪性腫瘍に対して，抗癌化学療法後の無精子症（postchemotherapy　azoospermia：

PCA）は切実な問題であり，治療前の精子凍結が理想である．精子凍結が不可能である症例も多く存在するが，　micro－TESE

とICSIの併用によりPCA症例においても挙児のチャンスが広がっている．我々はmicro－TESEにて精子採取が不可能で
あったPCA症例に対して，内分泌療法を行った後に2nd　micro－TESEを施行することで精子採取可能であった症例を経験
した．【対象】2001年4月から2012年3月までのPCA症例24例（平均33歳23～42歳）．現疾患として精巣腫瘍：7例，
ポジキン病15例，非ポジキン病：4例，ALL：3例，神経芽細胞腫：2例，　AML，骨肉腫および悪性褐色細胞腫：各1例つ
つ．最終の抗癌化学療法からmicro－TESEまでの期間は平均13．5年（5年～25年）．　Micro－TESEにて精子採取不可能であ
り，同意が得られた症例において内分泌療法を施行し，2nd　micro－TESEを施行した．【結果】24例中10例（42％）に1回

目のmicro－TESEにて精子採取が可能であった．精子採取が不可能であった6例に内分泌療法を施行し，2例（33％）にて
2nd　micro－TESEにて精子採取が可能であった．最終的に12例（50％）に精子採取が可能であった（精巣腫瘍で6例）．精

子採取が可能であった5例（42％）で妊娠を，3例（25％，全症例の13％）で出産を確認した．【考察】緒家の報告と同様

にPCAに対するmicro－TESEにて約40％の症例で精子採取が可能であった．アルキル化剤の使用により精子採取率が低
下すると報告されているが，内分泌療法によりアルキル化剤使用症例においても精子採取が可能であった症例を認めた．い

かなるPCA症例においても挙児の可能性については積極的にインフォームされるべきであると考えられる．

O－111　がん化学療法にて精子凍結保存した患者への情報提供に関する現状調査

○奥島　美香，奥井　　静，弥園亜紀子，三本由里子，辻坂　晴美，八木佳奈子，寺村　聡子，繁田　　実

　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

（目的）がん化学療法を受けることにより，その後性腺機能障害になる可能性が大きく，将来のQOLの維持のため精子凍結

保存する患者が多くなっている．今回精子を凍結した患者に，精子凍結に至るまでの説明内容や，生殖医療についての情報

提供を必要とする時期，その内容，方法，精子凍結後の支援についてアンケート調査し，現状を把握することにより今後の

看護支援の在り方を検討したので報告する．（対象・方法）2008年から2010年までに，急性骨髄性白血病・急性リンパ性白

血病・精巣腫瘍他の治療で，がん化学療法を受け当院において精子凍結保存した患者30名に質問方式による調査をおこなっ
た．アンケートは無記名で，「精子凍結の説明をされた時，凍結の必要性を理解できたか」「生殖医療の情報提供は必要か」「ど

のような方法がよいか」「凍結後に生殖医療について相談したいことはなかったか」「精子凍結したことにより，将来の安心

となったか」「金銭面の不安などを質問項目とし調査をおこなった．（結果・考察）平均年齢326歳（17歳～56歳）既婚者

は6名がん告知後すぐに治療開始となることが多く，患者が精子凍結の有無を考慮する時間は少なく医師からいわれるまま

精子凍結した患者もおり，生命の危機状況において将来についての情報を提供されても，冷静に判断し自己決定することが

難しいと考えられた．また，口頭だけの説明だけは十分に理解できなかったとし，方法としては口頭だけではなく繰り返し

見て確認できるパンフレットが理解を深めると思われた．がん治療にかかる負担も大きく，先の見えない将来のための凍結
延長に関わる費用や生殖医療に関わる負担を考えており，金銭面に関わる不安も大きいと考えられる．将来妊孕性を考える
うえでも長期的な生殖医療の支援サポートシステムが必要とされると考えられる．
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O－112 悪性腫瘍患者における精子凍結保存の現状と使用成績についての検討一国内3施設
での調査結果一

○内田　将央1），末富　崇弘1｝，大久保和俊2），市岡健太郎3），小濱　奈美D，宮崎　　淳1｝，中山　貴弘5），畑山　　博5｝，

　西山　博之1）

　U筑波大学附属病院腎泌尿器外科，L）京都大学医学部附属病院泌尿器科，3’いちおか泌尿器科クリニック，　t）足立病院生殖内

　分泌医療センター，5促立病院産婦人科

　近年，医療技術の進歩により悪性腫瘍の治療成績が向上している一方で，長期生存者のQOLをも視野に入れた治療計画
が重視されるようになっている．抗悪性腫瘍治療は性腺に対する毒性が強く，特に若年患者において治療後の妊孕性はQOL
を左右する因子の一つとして重要である．2006年に各種学会から，生殖年齢にある男性に悪性腫瘍の治療を行う際には治療
前の精子凍結保存が強く推奨されている．しかし，精子凍結保存を施行する施設により，実際の普及の現状は異なる．今回，

大学施設と民間施設として京都大学医学部附属病院筑波大学附属病院，足立病院（京都）の3施設での精子凍結保存の状

況，および使用成績を調査・検討した．対象は，京都大は1994年11月～2001年7月の43人，筑波大は1999年3月～2011
年10月の38人，足立病院は2001年7月～2011年6月の201人．実際に使用した患者数は，大学病院と足立病院で，2／81
人（25％），16／201人（8．0％）であった．破棄した患者数は，大学病院3／81人（3．7％）に対し，足立病院57／201人（28．4％）

であった．保存した患者のうち精巣腫瘍患者の比率は大学病院58％に対し足立病院38％であった．更に，凍結保存した時
の精液所見・治療状況と使用実績との関連を検討し報告する予定である．



抄　　　　録

一　般演　題
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P－001　卵巣刺激法別の胚盤胞発生率と卵割速度に関する検討

○池田　千秋12｝，下中麻奈美1），櫛野　鈴奈’），藤田　陽子12），中尾　佳月1），島田　昌之L’｝，根岸　広明1］

　1｝ウィメンズ・クリニック大泉学園，2広島大学大学院生物圏科学研究科

【目的】多胎防止のため，当院でも積極的に単一胚盤胞移植を行っている．胚盤胞移植は高い妊娠率が得られる一方で，胚

盤胞発生率が低いため胚移植がキャンセルになることも多いことから，卵巣刺激法・年齢によって胚盤胞発生率に差がある

か否かを検討した．さらに，第一卵割のスピードの遅い胚は胚盤胞発生率が低く，流産率も高いことがこれまでの当院の調
べで明らかになっていることから，卵巣刺激法と年齢の卵割速度への影響について検討した．【方法】2006年から2011年ま

でに当院にて刺激周期にて採卵をおこなった1180周期を対象とした．卵巣刺激はLong法（A群），　Short法（B群），　Antago－

nist法（C群），クロミフェン＋中容量hMG（D群），クロミフェン単独orクロミフェン＋低容量hMG（E群）に分け，年
齢は34歳以下，35－39歳，40歳以上で比較した．第一卵割は媒精後25－27時間で観察し，分割していた胚（EC），前核消
失していた胚（BD），前核継続胚を（PN）とした．【結果】刺激法別の胚盤胞発生率は34歳以下から順にA群；4＆9％，400％，

0％，B群；49．1％，44．6％，39．7％，　C群；45．7％，47．1％，42．6％，　D群；54．3％，57．0％，40．0％，　E群46．3％，52、8％，42．9％

であり，刺激法年齢によって差はなかった．早期分割胚（EC）の出現率はA群から順に42．2％，43．0％，45．6％，44．0％，

42．9％であり，刺激法によって差は認められなかった．また，年齢別のPNの出現頻度は，34歳以下から順に35．8％，45．4％，

47．8％であり，有意差はないものの35歳以上で高い傾向がみられた．【考察】卵巣刺激法によって胚盤胞発生率，早期分割

胚出現率には差がなかった．35歳以上では分割遅延胚の上昇が認められたため，流産率を低くするためにも早期分割胚評価
は有用であると考えられた，

P－002　当院におけるART症例の卵巣刺激別臨床成績に関する検討

○奥田　　剛，近藤　哲郎，岩崎　信爾，田原　隆三

　昭和大学産婦人科学教室

［目的］卵巣予備能は年齢とともに低下し，同じ卵巣刺激でも年齢によりその反応性は全く違う．このため，各年齢に合っ

た治療法選択が必要となってくる、そこで今回，当院でARTを行った症例を年齢別，卵巣刺激法別に分析を行い，有用な
排卵誘発プロトコv－一・ルの評価を目的として後方視的に検討した．［対象と方法］2007年1月から2011年12月まで，当院で

新鮮胚移植を行った30－45歳の718周期を対象とした．これを年齢毎に，卵巣刺激法別に臨床成績の傾向を分析した，［成

績］GnRH　agonist179周期，　GnRHanagonist239周期，自然周期137周期，クロミフェン単独54周期，クロミフェン＋FSH

62周期，FSH単独47周期であった．39歳まではGnRHagonistが最も多かったが，それ以後はGnRHantagonistが最も多
く，自然周期も増加した，受精率はいずれの方法も70－80％と一定していた．平均採卵数は全年齢を通してGnRHagonist

が多く，32歳の18．3個をピークに年齢とともに減少した．妊娠率，着床率はGnRHagonistは43歳で0％となり，自然周
期，GnRHantagonistが優位となった．採卵，胚移植あたりの平均妊娠率はGnRHagonistで高く26．2，31．4％，クロミフェ

ン単独で悪く0，0％であった．採卵，胚移植あたりの生産率はGnRHagonistにおいては43歳それ以外では44歳で0％
となった．［結論］42歳まではGnRHagonistは採卵数妊娠率が高いことからこの方法を第一選択とするのが良いと思われ
た．また43歳以降はGnRHantagonist，自然周期などのmild　stimulationの選択が良いと思われた．またクロミフェン周期
での新鮮胚移植は妊娠例を認めなかったため，凍結胚移植などを考慮すべきと思われた．

P－003　LH含有量の異なるhMG製剤投与による新鮮胚移植の着床率への影響

○渋谷　智子，清須知栄子，伊藤　真理，新居　　遥，徐　　東舜

　医療法人社団徐クリニックARTセンター

【目的】LH含有量の多いhMG製剤を多く投与した新鮮胚移植周期で，早期の黄体ホルモンの分泌を抑制させ着床率が上昇

するという報告がある．そこで今回我々は，Long法でLH含有量の異なるhMG製剤での調節卵巣刺激が着床率に影響を及
ぼすかどうかretrospectiveに検討を行った．【対象と方法】期間は2005～2010年に当院において，　Long法による採卵周期

に新鮮胚移植を行った64周期（平均年齢：33．5±3．2歳初回採卵のみ）を対象とした．今回使用したhMG製剤はフェルチ
ノームP（FSH：LH＝1：0．00003以下），　hMG帝臓（FSH：LH＝1：1）であった．64周期を排卵誘発剤の投与別に，調節卵

巣刺激開始からフェルチノームPを投与し，HCG投与前にhMG帝臓を2～4日間投与したA群28周期（平均年齢132．6±
3．5歳），調節卵巣刺激開始から2～4日間だけフェルチノームPを投与し，HCG投与前までほぼhMG帝臓を投与したB群
23周期（平均年齢：35．4±2．0歳），フェルチノームPのみを投与したC群13周期（平均年齢132．2±3．1歳）の3群に分類
した．【結果】A，B，　Cの3群で体外受精の成績を比較した．平均採卵個数は6．8±3．3個：5．0±2．1個：9．0±4．7個，受精率

は75．4％：70．7％：70．9％，DAY3良好分割胚率は30．6％：45．1％：3L3％，移植当りの妊娠率は50．0％：47．8％：46．2％，着

床率は31．9％：32．4％：36．4％といずれも有意差は見られなかった．【結論】今回の当院検討では，LH含有量の異なるhMG

製剤の投与の違いによって，新鮮胚移植の着床率に影響は及ぼさないことが示唆された．
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P－004　採卵前の血中プロゲステロン値に関する検討

○横田麻里子，松葉　純子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，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】調節卵巣刺激周期において，hCG投与前に血中プロゲステロンの上昇が見られると妊娠率の低下が見られるという

報告がある．当院では調節卵巣刺激を行なっている患者においてhCG投与前に採血を行ない，エストロゲン値と同時にプ
ロゲステロン値（以下P値）の測定を行なっている．この研究ではP値によって妊娠率に差が見られるかどうかについて比

較検討を行なった．【方法】2011年7月から2012年3月までに当院にて卵巣刺激（GnRHアゴニスト法およびGnRHアン
タゴニスト法）を行ない，採卵数5個以上でIVFまたはICSIを行なった206周期を対象とした．患者を採卵前に測定した
P値を基に1．Ong／ml未満，1．Ong／ml以上の2群に分類し，妊娠率を比較した．【結果】検討の結果，　P値が1．Ong／ml未満

の群の妊娠率が2＆6％（40／140），1．Ong／ml以上の群の妊娠率が12．1％（8／66）となりP値が1．Ong／ml以上の群で妊娠率が

有意に低下した（p＜O．01）．【結論】hCG投与前に測定したプロゲステロン値が1．Ong／ml以上の場合，妊娠率の低下が起こ

ることを胚移植時に考慮すべきである．

P－005　完全自然周期およびレト「ロゾール（フェマーラ，FEM）使用周期における主席お
　　　　　　よび小卵胞由来卵子の胎嚢形成率と生産率の検討

○恩田知幸，大久保毅林　輝明，寺元章吉
　新橋夢クリニック

【目的】自然周期では主席卵胞（DF）の選択と同時に非選択卵胞は閉鎖過程に入り，そこから正常成熟卵子を回収すること

は困難と考えられてきた．しかし，我々は昨年の受精着床学会において完全自然周期（完自）とレトロゾール使用周期（レ

自）のいずれにおいても小卵胞（SF）卵子の3分の1以上はMII卵子であり胚盤胞発生率にも有意差がない事を発表した．
そこで今回我々は，完自およびレ自における胎嚢形成率，生産率について検討したので報告する．【対象と方法】患者同意

のもと，2010年1月から2011年6月までの期間に，完自で採取したDF移植252周期（平均年齢：37．9歳±4．0歳），　SF移
植71周期（平均年齢：37．9歳±4D歳），及びレトロゾール2．5　mgを月経3日目より3日間内服したレ自で採取したDF移
植153周期（平均年齢：3＆7歳±3．5歳）とSF移植100周期（平均年齢：3＆7歳±3．5歳）が対象である．裸化処理後，第

一極体放出が確認されたMII期卵子をICSIに供し，直径180μm以上，栄養外胚葉細胞数12個以上に達した時点で凍結保
存し，翌周期以降に融解，移植した．尚，全例凍結胚盤胞移植であり，移植周期はレトロゾールを使用してない自然周期，

及びHR周期である．【結果】完自及びレ自におけるDF及びSF移植周期の胎嚢形成率は50．0％及び45．1％，51．6％及び
52．0％であり，生産率は，71．4％及び7＆7％，56．9％及び67．3％でそれぞれ有意差を認めなかった．【考察】完自およびレ

自における胎嚢形成率，生産率に有意差は見られなかった．従ってDFと同様の成績であるSFの成熟卵を回収する事によ
り，出産率向上効果はより高まると考えられる．

P－006　採精から媒精までに要した時間と培養成績の関係

○泉　　陽子D，中西　桂子1），増田　　裕L），後藤　　栄D

　V後藤レディースクリニック，2）藍野病院

【目的】体外受精の際夫の仕事の都合などで自宅にて採精し妻が精液をクリニックに持参するケースがあり，症例によって採

精から媒精までに時間がかかってしまうこともある．そこで，体外受精において採精から媒精までに要した時間と培養成績と

の関係について検討した．【対象および方法】検討期間は2011年5月～2012年4月．妻39歳以下で前医治療歴を含む採卵回

数が2回以下であり，当日採取した射出精子を用いてconventional　IVF（clVF）を行った25周期（221個）を対象とした．

採卵は8時45分～10時に行い，同日13時～14時30分に媒精濃度10～15万／mlで媒精した．採精から媒精までに要した時間

が5時間未満（A群；5周期40個），5時間以上7時間未満（B群；15周期136個），7時間以上（C群；5周期45個）の3群
に分け，受精率，分割率，良好分割率，day5胚盤胞発生率を比較した．3群問で，妻平均年齢，夫平均年齢，前医治療歴を含

む平均採卵回数調整前の精子濃度・運動率，卵子前培養時間の患者背景に有意差はなかった．Veeck分類でday2にて4細
胞G2以ヒまたは5細胞G3以上，　day3では8細胞G2以上または9細胞G3以上の胚を良好分割期胚とした．良好胚盤胞は，
day5においてGardner分類でG3AAまたはG4以上の胚盤胞とした．【結果】A群，　B群，　C群の受精率はそれぞれ75．0％（30
／40），80．1％（109／136），77．8％（35／45），分割率は80．0％（24／30），94．5％（103／109），91．4％（32／35）となり3群間で有意

差はなかった．良好分割率は，A群62．5％（15／24），　B群65、0％（67／103），　C群40．6％（13／32）となりC群にてB群よりも

有意に低率となった（P＜0．05）．継続培養胚あたりのday5胚盤胞発生率は，　A群が50．0％（10／20），　B群5＆1％（50／86），　C

群44．0％（11／25）となり有意差はなかった．【結論】採精から媒精までの時間の長短で受精率には差が出ないが，良好分割率

は7時間以上で低率になる事が示された．clVFでは採精後から7時間までに媒精をさせることが望ましいと考えられた．
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P－007　精液採取からconventional－IVFまでの所要時間の超過は受精率の低下を招く

○宮本麻梨恵，中野　達也，松本　由香，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄，大西　洋子，

　井上　朋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

　日本泌尿器科学会の精液検査標準化ガイドラインでは，精液採取後1時間以内に精液を持参することが望ましいとされて

いる．臨床現場では，患者様宅から当院までの所要時間の違いや仕事量の増減による処理開始時間の違いにより，精液採取
から処理を経てconventional－IVF（c－IVF）に至るまでの所要時間に2－7時間以上と幅がある．そこで，精液採取からc－IVF

までの経過時間が受精率に及ぼす影響を後方視的に検討した．【対象と方法】本研究は十分なインフォームド・コンセント

を得て実施した．2011年1月～2012年4月に当院でc－IVFを行った650周期を対象とし，それらの精液採取からc－IVFま
での経過時間別に受精率を比較した．精液は密度勾配遠心法とSwim－up法を用いて処理し，得られた運動精子を15万精子
／mlにて媒精を行った．検討1：精液採取から処理を行うまでの時間経過が受精率に及ばす影響を調べた．検討2：精液採
取からc－IVFまでの時間経過が受精率に及ばす影響を調べた．【結果】検討1：自宅及び当院で精液採取後，処理を行うま

での時間を1時間未満，1－3時間未満，3時間以上で比較すると受精率はそれぞれ67．8％，69．1％，56．8％となり，3時間以

上で有意に低下した（P＜O．05）．検討2：精液採取からc－IVFまでの時間を5時間未満，5－7時間未満，7時間以上で比較
すると受精率はそれぞれ70．1％，64．6％，60．0％となり，7時間以上で有意に低下した（P＜O．05）．【考察】精液採取から3

時間以内に処理を開始し，精液採取から7時間以内にc－IVFを行うことで受精率の低下を回避iできる可能性が示唆された．

また，自宅で精液採取後の移動時間が長い場合は院内での採取を勧めるべきであると考えられた．

P－008　第2極体観察は，媒精およびICSI後45～5時間で十分有用である

○室井　美樹1），高見澤　聡t），唐松　美佳D，圓成寺真見1），菅藤　　哲L’），岩本　晃明P，柳田　　薫1）

　1個際医療福祉大学病院リプロダクションセンター，2個際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科

【目的】ART当日6時間後の第2極体観察は受精有無推定に有用であり，　IVF未受精卵へのrescue　ICSI，　ICSI受精障害卵

へのrescue　activation適応のよい指標となる．一般にIVF媒精およびICSI後6時間の観察がよいとされているが，小規模
施設において通常の日勤業務時間内に採卵から第2極体観察まで行うのは時間的に困難である．当院では，媒精・ICSI後
　　　時間での第2極体観察によるrescue　ICSI，　rescue　activationを行うプログラムを導入し，通常の日勤業務時間内で
完結出来るように努めている．今回，このプログラムによる臨床成績を検討し，その有用性を報告する．【方法】媒精・ICSI

後4．5～5時間後の観察で，第2極体が確認できた卵（2ndPB＋）と確認できない卵（2ndPB－）の受精結果およびIVF－rescue
ICSI，　ICSI－rescue　activation（カルシウムイオノフォアA23187使用）施行卵の受精結果を検討した．なお，IVF－rescue　ICSI，

ICSI－rescue　activationは，インフォームドコンセントの下，施行した．【成績】受精率は，　IVF－2ndPB＋：77．3％（160／207），

IVF－2ndPB－：38．0％（54、／142），　ICSI－2ndPB＋：89D％（81／91），　ICSI－2ndPB－：50．9％（29／57）で，共に2ndPB＋は2

ndPB一より有意（P＜0．01）に受精率が高かった．【結論】媒精・ICSI　4．5～5時間後での第2極体観察は，受精の有無推定に

十分有用であり，日勤業務時間内での作業完結に寄与する．

P－009　1VF時の卵丘細胞の早期裸化処理は良好胚盤胞の発生に影響を与える

○細川　由起松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，上野紗也香，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，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】Conventional　IVFにおいてRescue　ICSIを実施する場合，媒精数時間後に卵丘細胞を早期裸化し第二極体の有無を

確認する．我々は2007年本学会において，ICSI後の胚と卵丘細胞を共培養することにより分割率，胚盤胞到達率が有意に
上昇することを報告したが，IVFにおいても卵丘細胞の早期裸化が胚の発生に影響を与えるのではないかと考えた．今回我々

はIVF時の卵丘細胞の早期裸化が胚の発生に与える影響を後方視的に検討した．【方法】2007年1月～2010年9月の間に採
卵しIVFを行なった263周期を対象とした．媒精5．5時間後に卵丘細胞の早期裸化を行ない，第二極体を観察した後Rescue
ICSIを行わなかった141周期をA群，早期裸化を行なわなかった123周期をB群とした．受精評価は両群とも媒精11時間
後に行ない，受精率，分割率，Day5胚盤胞発生率，　Day5良好胚盤胞発生率を比較した．胚盤胞はGardner分類に基づい
て評価し，3BB以上を良好胚盤胞とした．【結果】A群での受精率，分割率，　Day5胚盤胞発生率，　Day5良好胚盤胞発生率

は83％，89％，39％，10％であったのに対し，B群では81％，88％，38％，13％であった．受精率，分割率，　Day5胚盤
胞発生率において両群間に有意な差はみられなかったが，Day5良好胚盤胞発生率は早期裸化を行なわなかったB群のほう
が有意に高いことが分かった（p＜O．05）．【結論】IVFにおいて卵丘細胞の早期裸化により良好胚盤胞発生率が低下すること

が示された．従って早期裸化処理は胚にストレスを与えるだけではなく，卵丘細胞が卵子・胚の発生に重要な役割を担って
いる可能性が示唆された．
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P－010　採卵から胚移植までの時間が妊娠率に与える影響

○澤村　茂樹，高岸　　舞，原田　菜摘

　こうのとりWOMEN’S　CAREクリニック

【目的】当院における採卵から胚移植までの時間が，どのように妊娠率に影響を与えるかを比較検討した．【方法】2010年1

月から2011年6月までの問，当院にて採卵した人321人を対象とした．新鮮胚移植，凍結胚移植での妊娠率の比較検討を
行った．【結果】2010年1月から2011年6月までの凍結胚の妊娠率は31．7％，採卵あたりの新鮮胚の妊娠率は27．6％，また

胚移植あたりの妊娠率は46．4％だった．【結論】当院は20時頃に採卵を行い新鮮胚移植は5日後の12時から17時頃に行う

のを標準スケジュールとしている．ほとんどの施設は朝採卵が多く，15時前後に新鮮胚移植をすると胚が体外にいる時間は

約126時間±4時間となる．当院の場合，胚が体外にいる時間は約115±2時間で11時間の差がある．全国平均の妊娠率が
21％なのに対し当院の妊娠率が27．6％であるのは要因のひとつとして，他施設よりも早い時間に胚を母体に戻しているか
らだと推測している．最近は凍結卵を使用するのが主流になっているが，新鮮胚で戻すかどうかを決定するのは110時間く

らいの胚の成長を見極めることにより，凍結を減らしコストを下げることができる．新鮮胚での妊娠率も凍結卵と同程度で
あるため，凍結卵ばかりがいいとは一概には言えない．

P－Ol　l　Single　mediumはSequential　mediumに比べ有用か

○吉貝　香里，堀　紗耶未，澤田　富夫

　さわだウィメンズクリニック

【目的】妊娠成績向hのための培養環境のQuality　controlは極めて重要である．今回異なるタイプの培養液2種類Sequential　me－

dium（SqM群），　Single　medium（SM群）を用い，妊娠成績を比較検討した．【対象】2010年1月～2012年3月までのSqM
群218周期（36．0±4．2歳）SM群266周期（365±4．0歳）計484周期を対象とした．【方法】SqM群，　SM群共に採卵後受精過

程までFertilization　mediumで培養，その後SqM群はday1で受精確認後Cleavage　mediumに，　day3で≧8cellの胚をBlast〔）－

cyst　mediumに移し3段階の培地交換を行った．　SM群はday1で受精確認後Single　mediumに移し，同一mediumでday5－6
まで継続培養を行った．両群間における受精率，胚盤胞発生率，移植あたりの妊娠率，胚のGrade別の着床率を比較検討した．

Grade評価は，初期胚はVeeck分類胚盤胞はGardner分類を用い，統計処理はX2検定またはフィッシャーの直接確率計算法
を用いた．【結果】受精率はSqM群，　SM群それぞれ81．6％vs82．6％，また胚盤胞発生率はSqM群58．4％，　SM群で61．1％であ

り，SM群でやや高い傾向を示した．移植あたりの妊娠率はSqM群，　SM群それぞれ年齢別（a：～30歳未満，　b：～35歳未満，
c：～40歳未満，d：40歳～）で比較すると，　SqM群でa：409％b：40．0％c：27．8％d：13．8％，　SM群ではa：40．0％b：42．7％c：31．3％

d：15．3％であり，これもSM群でやや高い傾向であった．胚のGrade別の着床率は，初期胚でSqM群，　SM群それぞれG135．7％
vs29．6％，　G233．3％vs32．4％，　G317．2％vs19．7％であった．また胚盤胞は3BB以上の良好胚を比較し，　SqM群，　SM群それぞ

れscoreAA　32．8％vs56．0％（p＜O．05），　AB　259％vs42．9％，　BA　37．5％vs100％，　BB　34．5％vs31．6％であった．【考察】SMはSqM

に比較し受精・着床率に良好な成績を示し，特に胚盤胞移植で良好な結果を得た．培養手技の簡素化，また単一胚移植の面から

も有用であることが示唆された．胚盤胞余剰胚凍結においてはBB以上の胚のみとするのが有効と考えられた．

P－012　当院のヒト胚体外培養におけるインスリン添加の有用性について

○中西　　彩，中山　順樹，池上加代子，中田久美子，阿部　　睦，渡邊ひとみ，池澤　有加，山下　直樹
　山下湘南夢クリニック

【目的】胚培養液は年々改良されてきているが，理想の培養環境とはいえない．体外培養時，培養液へのインスリン添加は

成長因子として胚の発育を促進するといわれている．本検討はインスリン添加および，無添加の培養液での当院での胚盤胞
発生成績を比較し，その有用性を検証することを目的とする．【方法】（1）2011年10月から2012年3月に当院で行われた
体外受精の結果を対象とした．媒精後2日目に4細胞以上に分割した胚をインスリン（＋）またはインスリン（一）のBlas－

tocyst　Mediumで培養し，胚盤胞形成率，良好胚盤胞形成率を比較した．（2）2009年5月から2012年3月に行われた体外
受精で，同一症例がインスリン（＋），インスリン（一）のBlastocyst　Mediumを使用しているた場合の結果を抽出し，胚
盤胞形成率，良好胚盤胞形成率を比較した．【結果】（1）インスリン（＋）（平均年齢38．2歳）での胚盤胞発生率は56．3％（90

／160），インスリン（一）群（平均年齢38．1歳）では54．2％（90／166）であった．良好胚盤胞発生率はインスリン（＋）群

で51％（82／160），インスリン（一）群では46．4％（77／166）であった．（2）同一人物内での比較では，インスリン（＋）群

（平均年齢39．9歳）での胚盤胞形成率は49．4％（40／81），インスリン（一）群（平均年齢39．8歳）では38％（56／147）であっ

た．良好胚盤胞形成率はインスリン（＋）群で4＆2％（39／81），インスリン（一）群は34．0％（50／147）であった．【結論】

インスリン添加の培養液を使用する事で有意差は認められなかったが良好な培養成績が得られる傾向があることが示され
た．特に胚盤胞培養反復不成功例に対してはインスリン添加の培養液の使用は有効であることが示唆された．
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P－013 ビアルロナン・ビアルロン酸を含む2種類の胚移植用培養液を用いた移植成績の比
較

○杉本　利幸，山本　太陽花村　浩美，植松真希子，大澤　真穂　山縣　瑞穂，内田　律子，内田　玄祥
　静岡レディースクリニック

【目的】近年，胚移植の際に用いる培養液にビアルロナン・ビアルロン酸を含む培養液が開発され，その有用性が示されて

いる．しかし，培養液を販売しているメーカーごとの移植成績を検討した例はなく，不明である．そこで当院では，異なる

2社で生産されたビアルロナン・ビアルロン酸を含むヒト胚移植用培養液を用いて移植成績を比較した．【方法】患者の同意

のもと，H24年1月～5月に凍結融解胚移植を行なった273周期の内240周期を対象とした．　A社の移植用培養液を用いた
移植周期135周期と，B社の移植用培養液を用いた移植周期105周期において，血中HCG陽性割合とGSが確認できた割合
を比較した．融解した胚は3～4時間の回復培養を行ない，移植個数は全例1個とした．統計解析にはX2検定を使用し，　P＜
O．05を有意差ありとした．【結果】対象のA社B社それぞれの培養液を用いて移植した患者の平均年齢（36、8歳vs36．1歳），

移植後の血中HCG陽性割合（40．7％vs48．6％），　GS陽性割合（31．1％vs39、0％）のいずれにも有意な差は認められなかった，

【考察】A社B社それぞれの移植成績に有意な差はなかったもののB社の培養液を移植した場合でHCG・GS陽性率が高い
傾向が示された，A社，　B社どちらの培養液に使用されているビアルロナン，ビアルロン酸成分の種類や濃度，分子量等の

詳細については示されておらず，臨床においては培養液の何が移植成績に影響を及ぼすのか詳細な検討は難しいと考えられ
た，今後さらなる検討を進め，この傾向が正しいのかを明確にする必要がある．

P－014　新しい採卵針Swemed　SenseTMは有用か？

○岡野真一郎，絹谷正之，楠田　朋代，福永　恵美，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳
　医療法人絹谷産婦人科

【緒言】当院では従来より18G針（八光りを使用して採卵を行ってきた．今回，先端が20Gで本体が17Gの新しい穿刺針
（Swemed　SenseTM，　Vitrolife　R）を使用する機会を得たので，その有用性を検討した．【方法】平成24年4月～5月に，採卵

患者を患者の同意のもとに2群（Swemed　SenseTM使用群（n＝22）：以下A群，18G針使用群（n＝67）：以下B群）に分け，

採卵個数採卵時間，採卵率，受精率，分割率，出血量，痔痛の程度を比較した．出血量は，圧迫止血に用いたガーゼの重
量を計測し，痔痛の程度は，VAS　scaleを用いて採卵1時間後，2時間後，3時間後に自己判定した．【結果】患者背景（年
齢・BMI・採卵回数）に差はなかった．平均採卵個数（A群；9．6±8．0個vs　B群；8．8±7．4個：p＝O．3），採卵時間（A群；

9．4±4．7分vsB群；75±3．9分：p＝O．11），採卵率（A群；729±29．6％vsB群；69．2±24．7％：p　・・　O．61），受精率（A群；

72D±25．3％vsB群；79．7±22．1％：p　一　O．24），分割率（A群；99．3±2．8％vsB群；9＆8±3．6％：p＝O．47），出血量（A群；

4．0±1．8g　vs　B群；4．8±4．Og：p＝0．11）に有意な差を認めなかったが，疾痛の程度は，　B群に比較しA群で有意に軽度であっ

た（VAS　lh（A群；2±＆l　vs　B群；15．7±22．3：p＞O．（）03），　VAS　2h（A群；0．3±13　vs　B群；8．0±14．3：p＞0．008），　VAS

3h（A群；OvsB群；4．4±11．2：p＞O．003））．【考察】先端が細く本体が太い新しい採卵針は，従来の針と比較して臨床成績

は変わらず，疾痛を軽減することが確認された．ただし欠点として，18G針に比較し先端が細いため，採卵時の超音波での

針の先端の確認がやや困難で，有意差はないものの採卵時間が長くなる傾向が認められた．また，卵巣辺縁部の卵胞を穿刺

する際針の先端を直線的に刺入できず穿刺が困難な症例があり，使用にはより経験が必要であると感じた．以上より，患
者の状態や卵胞数の多少などにより適切な採卵針を選択することが重要と思われた．

P－015　AMHとインヒビンBの穎粒膜細胞中の濃度に関する検討

○羽田野景子1），濱田　千代2），新村　朋美v，長谷川　瑛3｝，臼田　三郎4），伊東　宏絵1），輿石　　真2），井坂　恵一D

　D東京医科大学産科婦人科，2旧立総合病院産婦人科，3）独立行政法人国立病院機構横浜医療センター産婦人科，4）うすだレ

　ディースクリニック

【目的】前胞状卵胞内の穎粒膜細胞で主に作られているホルモンである血中のAMHは卵巣の予備能のマーカーであることは

よく知られており，体外受精における採卵数の予知にも有用であるという報告もある．さらに穎粒膜細胞から産生されるイ

ンヒビンBの血清濃度は，卵巣刺激に対する反応性の予測になると考えられる．今回我々は穎粒膜細胞中のAMHとインヒ
ビンBに着目し，受精との関係について検討した．

【方法】当院にて十分なインフォームドコンセントの後，男性因子，原因不明不妊に対し，体外受精を施行した67例を対象

とし，クロミフェン使用周期あるいはshort法にて採卵し，卵胞液中の穎粒膜細胞を採取した．採取した願粒膜細胞を受精群，

未受精群，空卵胞群に分け，各々のAMHおよびインヒビンBのmRNAをrealtime　RT－PCR，タンパク濃度をELISA法に
て測定した．

【結果】67症例の223検体を同一患者および全症例による受精群，未受精群，空卵胞群にわけ，各々のAMH，インヒビンB

の蛋白濃度とmRNAの発現量を測定した．インヒビンBにおいて有意さは無かったが，　AMHにおいては未受精群に有意に
低かった．

【結語】受精群での穎粒膜細胞中のAMHが低い原因としてAMH，インヒビンBともに卵胞の発育に抑制的に働いているた
め，採卵の時点での頼粒膜細胞中AMHは低くなったと考えられる．穎粒膜細胞より産生される因子の中で，　AMHは受精能
のマーカーになりうる可能性が示唆されたがその機序は未だ不明である．今後は症例数を重ね更なる検討を行ないたい．
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P－016　卵胞内環境と胚の評価

○中川真喜子’），佐藤　節子！），横田美賀子1），横田　英巳P，横田　佳昌D，荒木　康久2）

　1）医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル生殖医療婦人科，2）高度生殖医療技術研究所

【目的】我々は以前に，卵胞液中の脂質や各種ホルモンが年齢によって変化することを発表してきた．今回，卵胞液中の脂

質やホルモンなどが受精後の胚のグレードにどのような影響を及ぼすかを調べた，【方法】2009年5月から2011年11月ま

でに当院で採卵した周期中，患者の同意を得て卵胞液を回収した282周期のうち，精液性状がWHOの基準値を満たし，受
精卵の得られた114周期を対象とした．卵胞液は最初の穿刺で回収したものを測定し，その卵胞液から得られた卵子を検討
卵とした．胚のグレードは，培養3日目にVeeckの分類に準じて評価した．　Gl～G3の胚をA群61周期，　G4～G5の胚をB
群53周期として2群に分け，これらの脂質検査は総コレステロール（TCH），中性脂肪（TG），　HDLコレステロール（HDL）
を，ホルモン検査はFSH，　P4，　E2，　hCG，テストステロン（TES）を，その他総蛋白，糖について検討した．【結果】A，

B群の患者背景は，年齢：35．0，37、3歳で平均ART回数：1．7，2．4回　総採卵個数：650，388個　c－IVF，　ICSI，スプリッ
トの割合：42．6／24．6／32．8％，54．7／24．5／20．8％　凍結胚数：103，30個　妊娠率：36．1，11．3％TCH：36．1，35．8　mg，／dl　TG：69，

70mg／dl　HDL：35．4，35．2mg／dlホルモン値のFSH：6．4，6．1　mlU／ml　P4：9484．3，9781．0　ng／ml　E2：1016393，1104038　pg

／ml　hCG：86、3，73、2mlU／ml　TES：556．3，506．2ng／dl総蛋白：5．7，5．6　g／dl糖：49．9，51．8mg／dlとなった．【結論】A群

がB群に比べ年齢が若く有意差が認められた．A群の平均ART回数は少なく，総採卵個数凍結胚数が有意に多く得られ
妊娠率も高かった．しかし，卵胞液中の脂質蛋白，糖ホルモン値で有意な差は認められず，卵胞液中の各濃度と胚のグ
レードとの関係は明確にできなかった．

P－017　Day4における胚の発生程度と性比の検討

○上野紗也香，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，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】胚の発生速度と性比との関係については，マウスやブタなどの哺乳動物では発生の早い胚はオスである確率が高い

事が報告されている．また，ヒトでも分割の早い胚や胚盤胞期での細胞数が多い胚は男児となる傾向があると報告されてい

る．一方最近では，移植する胚盤胞の発生程度や，Day3における割球数と出生児の性比との間に差は見られず，双方の間
に関連は無いという報告もある．今回我々は後方視的にDay4における胚の発生程度と出生児の性比について検討を行なっ
た．【方法】2002年2月から2011年7月までにDay4において形態観察を行ない，胚移植後出産に至った190周期を対象と
した．胚のグレーディングはVeeckまたはGardnerの分類法を用いて行ない，胚盤胞期，または桑実胚期で腔が形成され
ている群と桑実胚期で腔の形成が見られない，または分割期である群の2つに分類し，その後の出生児の性別について検討
した．【結果】Day4において胞胚腔の形成がみられた84症例のうち，39例（43％）が男児，45例（54％）が女児となり，

双方の間に有意な差は見られなかった．また，胞胚腔の見られなかった106症例のうち，59例（56％）が男児47例（44％）
が女児となり，双方の間に有意な差は見られなかった．【結論】Day4における胚の発生程度と出生児の性比との間には関連

が無いことが示唆された．しかし，本検討ではDay4での腔形成速度にのみ着目したものであり，胚発生の速度の性差は特
定の段階でのみ起こる現象である可能性も有る為，今後更なる検討が必要であると考える．

P－018　単一胚盤胞移植における胚の形態評価とその妊娠予後

○土屋富士子，高橋　和子，富坂　美織野間　　桃，湯　　暁暉，渡邊　倫子，保母るつ子，黒澤　貴子，仲田　正之，

　猪鼻　達仁，藤原　敏博，堤　　　治

　医療法人順和会山王病院リプロダクションセンター

（目的）胚盤胞移植の妊娠率は初期胚のそれに比較して高いこと，また胚培養の技術の安定化もあり，ARTにおける単一胚
盤胞移植の件数は増加傾向にある．しかしながら，培養を行なっても胚盤胞には至るものの，形態不良胚しか得られず，そ

れらの移植を行う症例も多い．今回2011年に行なった胚盤胞移植を後方視的に解析し，妊娠率および流産率について形態
良好胚と形態不良胚との比較検討を行った．（対象と方法）2011年1月から12月までに当院にて胚盤胞移植を行なった，412

周期を対象とした．移植はすべて1胚移植で行ない，胚盤胞でのグレードはGardner分類でAA（グループA），　CMかTE
の少なくともどちらか一方にCグレードがあるグループ（グループC），それ以外（グループB），の3グループにわけ，妊
娠率と流産率について検討を行った．GS確認にて妊娠妊娠8週の時点にて心拍（＋）をもって妊娠継続とした．（結果）
各グループの妊娠率は，グループA64％（57／89），グループBの妊娠率49％（140／288），グループCの妊娠率21％（7／34）

であり，グループCの妊娠率は低い結果となった．また，流産率を比較するとグループA23％（13／57），グループB　24％
（33／140），とAおよびBグループ差を認めなかったが，グループCでは57％（3／7）であり，妊娠継続率の低下を認めた．

（考察）グレード3BB以上での単一胚盤胞移植においては，高い妊娠率および自然妊娠と大差ない流産率であったが，胚盤

胞でのグレードがGardner分類でICMかTEの少なくともどちらか一方にCがある場合は低い妊娠率（20％）と高い流産
率（57％）を示し，形態不良胚を移植する場合は患者への説明が必要であると思われた．
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P－019　当院における良好胚盤胞到達率に関する検討～day3分割胚のグレードとの相関～

○橋本　朋子，楠原　浩二，松本　和紀

　医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック

【背景】多胎妊娠防止の為の単一胚移植（SET），さらに胚盤胞移植（BT）が一般的となったが，それ故に高い着床能力を

持ったviableな胚の選別が重要となる．胚のviabilityの評価には種々の方法が推奨されてきたが，現実には形態学的評価
に頼ることが多い．今回，我々はday3胚のグレードと胚盤胞到達率，及び着床率との関係を調べ，　day3時点でviabilityを

ある程度予想する判断材料となりうるか検討した．【対象と方法】2010年1月から6月まで当院でday5／6胚盤胞まで培養
した胚700個（141人）を対象とし，そのうちday3で6細胞以上であった胚をveeck分類に沿ってgroupingし（G1－G4），
各群の良好胚盤胞（Gardener分類3BB以上と定義）到達率及び着床率を検討した．統計学的解析はX2検定を用いた．【成
績】患者』の平均年齢は36．51±∠t45才，平均実質不妊期間は36．88±32．10ヶ月，未経妊61％であった．平均獲i得卵子数は8．75±

5．82個，排卵誘発はantagonist法が87．9％で，受精はicsiが86．4％と大半を占めた．全体の良好胚盤胞到達率は28％，移
植に至った良好胚盤胞の着床率は29．5％であった．Day3で6細胞以上であった胚の良好胚盤i胞到達率は，　G3以下グレード
が悪くなるにつれて有意に低下した（Gl：45．1％，　G2：51．1％＞G3：34．2％（p＝O．OOI）＞G4：10．8％（p＜O．OOI））．一方，各

群の良好胚盤胞の着床率はGl：50％，　G2：31．3％，　G3：20％，　G4：40％と有意差を認めなかった．【結論】day3の胚のグレー

ドとday5／6良好胚盤胞到達率は相関するが，良好胚盤胞の着床率には差を認めない．故にday3の時点で6細胞以上の胚に
ついては形態によりviabilityを評価するのは難しい．

P－020　前日にcompaction形成がみられなかった培養5日目の胚盤胞の妊娠率について

○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，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】正常な胚発生において，Day4でcompactionの形成，　Day5で胚盤胞到達が一般的であるが，　Day4でcompaction

の形成がみられなかったにもかかわらず，Day5で胚盤胞まで発生していることがある．我々は，前日にcompaction形成が
みられなかった胚盤胞の妊孕性について検討した．【方法】Day3，　Day4で分割胚であり，　Day5にて胚盤胞に至った胚のう

ち，Gardner分類によってICM，　TEグレードの少なくとも1つにBを含む胚盤胞を単胚移植した17症例を対象とした（Day
4一分割群）．コントロールとして，Day4でcompactionの形成が観察でき，翌日に胚盤胞に至った胚を同様の条件下で．単胚
移植した，39症例の妊娠率と比較した（Day4－comp群）．【結果】Day4一分割群，　Day－4comp群において，採卵時の年齢，

IVF回数Day3の割球数で有意な差はみられなかった．　Day4分割群，　Day－4comp群の妊娠率はそれぞれ5．9％，30．8％で
あり，Day4一分割群で有意に低かった（P〈O．05）．【結論】Day5にて良好胚盤胞であっても前日にcompactionを形成して

いない胚は妊娠率が低いことが示唆された．

P－021　補助生殖医療（ART）における不良胚による妊娠の周産期予後

○中川　浩次1），西　　弥生1），杉山　里英2），小代　裕子1），高橋　千絵1］，壽圓　裕康］），金城　　洋1），栗林　　靖2），

　杉山　力一
　1）杉山産婦人科生殖医療科，2）杉山産婦人科丸の内

【目的】胚移植に際しグレードが不良の胚しか認めなかった場合，移植を躊躇することがある．その理由としては不良胚で

の妊娠率が低率であること以外に不良胚で妊娠した場合の児の周産期予後に関する情報がないことを挙げることができる．

そこで不良胚の移植で妊娠・出産に至った症例の周産期予後を後方視的に検討することで，不良胚での妊娠の安全性を検討

することを目的とした．【方法】2009年4月～2012年6月に当院でのARTを行い，胚移植に際し不良初期胚のみに移植で
妊娠し，さらに当院で分娩に至った37症例を対象とした．当科では媒精72時間で割球数≦6あるいはVeeck分類でgrade
3以下のいずれかに当てはまる場合を不良初期胚とし，割球数≧7だが低グレードの胚を形態不良胚（形態不良群），割球数≦

6だが良好なグレードの胚を発育遅延胚（発育遅延群）と定義し2群に分けて検討した．【成績】分娩時の母体の平均年齢は

35．9歳であり，30名は初産婦であった．妊娠に至るARTの治療方法は18名が新鮮胚移植で，19名が凍結・融解胚移植で
あった．死産2名を除く35名の出生児体重（平均値）は3123g，出生時身長は49．9cm，分娩時膀帯血pH＝729，胎盤重量
は626g，分娩週数は平均39週2日であった．35名中形態不良群は16名，発育遅延群は19名であり，出生児体重は形態不
良群で3，161g，発育遅延群）は3090gであり，両群間に差を認めなかった．【結語】不良初期胚を移植して妊娠に至っても

流産にいたるケースが良好初期胚より多いと考えられているが，本検討より妊娠継続した場合にその扱いは，良好胚を移植

して妊娠に至った症例と同等と考えられた．また，不良胚のうち形態不良胚と発育遅延胚とで差を認めないことが明らかと
なり，この情報は移植胚を選択する際に意味のある情報となると考えられた．
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P－022　2個胚移植の妥当性について一多胎率の減少を目指して一

○北坂　浩也1・z），福永　憲隆123），永井　利佳12），吉村　友邦12｝，田村　総子12），長谷川　望12｝，加藤　道高12｝，

　中山　　要12），竹内　基子1・Z），大野　浩史12），児嶋　瑛子12〕，青柳　奈央1・L｝，小栗　久典1・2」，羽柴　良樹12｝，浅田　義正12，3）

　P浅田レディース名古屋駅前クリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

【目的】ARTにおいて多胎妊娠は深刻な問題の一つであり，日本産科婦人科学会の会告やクリニック側の努力により移植胚数が

制限されてきた．ARTで多胎を防ぐには移植胚数を1個にするのが最も有効な手段であるが，高年齢患者，反復不成功症例や
患者の強い希望などにより2個胚移植をしているのが現状である．そこで，本検討では多胎率の減少を目的とし，2個胚移植の

妥当性について後方視的に検討した．【対象および方法】2011年1月～12月までに凍結融解胚移植において，2個胚移植を施行

した771周期を対象とした．臨床妊娠の既往の有り（以下A群），無し（以下B群）に分け，臨床成績を比較検討し，胎嚢数が

2個以上確認できた症例を多胎妊娠とした．当院において2個胚移植するための条件は，年齢40歳以上または胚移植回数3回
以上とした．【結果】A群とB群における年齢はそれぞれ38．9±4．1歳vs3＆8±4．5歳臨床妊娠率は26．9％（105／391）vs182％
（69／380），多胎率は23．8°／・（25／105）vsl1．6％（8／69），流産率は24．0％（6／25）vs12．5％（1／8），多胎出産率は56．0％（14／25）

vs62．5％（5／8）であった．多胎になった症例の患者年齢はA群，　B群それぞれ36．0±∠tl歳，33．0±4．7歳移植回数は7．1±3．5

回，4．4±2．1回であった．臨床妊娠率，多胎率においてA群の方が有意に高い値となった（P＜0．05）．多胎が確認できた症例に

おいて，2個とも良好胚を移植した割合は875％（21／24）vs87．5％（7／8）であった．【考察】結果より，過去に臨床妊娠の既往

が有るという事は妊孕能が高く，妊娠もしやすく良好胚を移植する事で多胎率が増加する事が示唆された．よって，年齢や移植

回数患者希望で決定した2個移植は妥当ではなく，過去の臨床妊娠の有無も考慮し，移植胚数を決定する事が必要と思われる．

高年齢や移植回数が多かったとしても多胎のリスクを患者へ説明し，良好胚を1個移植する事が重要と思われる．

P－023　当院におけるSETの現状と適応についての再検討

○森嶋かほる，藤本　晃久，大石　　元，平田　哲也，原田美由紀，堤

　上妻　志郎

　東京大学医学部附属病院女性診療科・女性外科

亮，大須賀　穣，矢野　　哲，藤井　知行，

【背景】ARTによる多胎妊娠率は単一胚移植（以下SET）の導入により近年低下傾向にある．当科では，日産婦会告に従い，2008

年より高齢不妊症症例を含め積極的にSETを導入してきた．　SETにより，多胎率が低下する一方で移植あたりの妊娠率，生産率

が低下することが懸念される．SETの有用性を示す際に，1回の採卵における新鮮胚移植と凍結胚移植の累積妊娠率・生産率を

提示することで，複数胚移植との比較が可能であると考えられる．当科のSET導入後3年間の成績と導入以前を比較し，累積妊

娠率・累積生産率の観点から治療成績を見直し，SETの適応について再検討を行った．

【方法】当科で2001－2010年に施行した採卵は1979件であり，患者の年齢は26－45歳であった．積極的にSETを導入した2008

年以降と2007年以前について，年齢を36歳以下と37歳以上の2群に分け，採卵あたりの累積妊娠率・生産率を比較した．
【結果】36歳以下では，採卵1回あたりの累積妊娠率はSET導入以前，導入後でそれぞれ300／655＝45．8％，75／158＝47．4％，累

積生産率は242／655＝369％，62／158　＝　392％で共に有意差はなかったが，37歳以上では累積妊娠率は189／823＝23．0％，55／322＝

17．0％（p＝O．041），累積生産率は126／823ニ15．3％，30／322　一　9．3％（p＝0．007）と累積妊娠率・生産率共に低下した．多胎率は36

歳以下は39／655＝595％，2／158＝127％（p＝O．015），37歳以上は21／823　＝　255％，1／322＝O．31％（p＝0．Ol3）と共に低下した．

【結論】SETを積極的に導入した結果，多胎率は低下した．しかし，36歳以下では有意差はないが，37－45歳では累積妊娠率・

生産率の低下が認められた．これは，高齢不妊症例において，凍結胚移植の有用性が相対的に低下することを示唆する．今回の

検討で，高齢不妊症症例においては，胚凍結法の改良と，複数胚移植の適応の再検討が必要であると考えられた．

P－024　良質胚盤胞移植における妊娠不成功症例の検討

○江口　明子，末永めぐみ，平田　瑠美，篠原真理子，栗野早央理，川崎　裕美，伊藤　正信，松田　和洋

　松田ウイメンズクリニック

【目的】ART治療においては，総じて移植胚の質に比例して妊娠率も高くなるが，良質胚の移植にも関わらず妊娠不成功と
なる症例がみられることがある．そこで今回，単一胚盤胞移植で最良質胚移植を行っても妊娠に至らない症例について検討

を行った．【対象】2008年から2011年に新鮮胚盤胞移植（262周期），および凍結胚盤胞融解胚移植（795周期）を行った1057

周期を対象とし，移植時のグレードが最良質であるA群（Gardner分類3AA，4AA，5AA）とそれ以外のグレードのB群
での2群に分け，2群間における臨床妊娠率，生産率の比較検討を行った．さらに，A群を対象に，妊娠不成功となる因子
について検討を行った．【結果】胚移植あたりの妊娠率・生産率は新鮮胚盤胞移植でA群57．5％・46．5％，B群30．9％・
26．6％，凍結胚盤胞融解胚移植でA群53．8％・41．4％，B　eC　39．4％・28．1％であり，妊娠率・生産率ともに，どちらの周期

においてもA群が有意に高かった．また，最良質胚移植であるA群では新鮮周期，凍結融解周期ともに，平均年齢，子宮
内膜厚，胚盤胞到達率，実施ARTで妊娠群と非妊娠群間で差はなかったが，移植カテーテルについては両周期ともに妊娠
群では経腹超音波下での使用率が高く，経膣超音波下での経膣用カテーテルの使用率が低くなる傾向が見られた．また，非
妊娠群においては移植時のカテーテルへの粘液付着，出血付着の頻度が高い傾向がみられた．【考察】最良質胚移植の症例

においては高い妊娠率・生産率を期待できるが，最良質胚移植を行っても妊娠に至らない症例においては，移植時のカテー

テルへの粘液出血の有無が影響している可能性が示唆された．以上より，胚移植時には常に移植前の粘液除去を入念に行
い，カテーテル挿入は慎重に行う必要性があると再認識された．
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P－025　胚移植後の安静時間は，本当に必要か？

○林　　奈津，小早　菜月，野尻　由香，藤田　智久，野村　昌男，北川　武司，古井　憲司
　医療法人社団愛育会産科婦人科クリニックママ

【目的】一般的に，新鮮胚移植および凍結融解胚移植後は，1～3時間程度の安静時間を設定する場合が多い．しかし昨今の

凍結融解胚移植症例数の増加による1日当たりの胚移植数増加で，安静時に使用する空きベッドの確保が困難な場合や，受
診者側の事情で安静時間を十分に取ることなく帰宅するケースも散見する．そこで，今回，凍結融解胚移植後に安静時間（3

時間）を設けた場合と，安静時間を設けずに帰宅させた場合との妊娠率・流産率を検討した．【対象・方法】2011年5月か

ら2012年3月までに実施した，HRT周期での凍結融解胚移植177症例を対象に，安静時間あり（A群29症例）と安静時
間なし（B群148症例）とで，胚移植当日の子宮内膜厚，妊娠率，流産率を比較した．なお，両群間における患者背景，移
植胚数，移植胚のグレードに有意差は見られなかった．【結果】胚移植当日の子宮内膜厚は，A群11．5mm　vs　B群10．9mm
（P＝0．344），妊娠率は，A群37．9％（11／29）vsB群57．4％（85／148）（PニO．357），流産率は，A群1＆2％（2／11）vsB群

14、1％（12／85）〔P＝0891〕で，ともに有意差は見られなかった．【考察】凍結融解胚移植後に安静時間を設定しない場合で

も，安静時間を設定した場合と比して，妊娠率，および流産率に有意差は見られず，むしろ高い傾向の妊娠率および低い傾
向の流産率を得たため，凍結融解胚移植後の安静時間は必要ないと示唆された．

P－026　胚移植後のベッドでの安静は必要か？

○中村　理果D，福井　淳史1），福原　理恵］］，佐々木幸江D，前田あかね2），船水　文乃1），横田　　恵D，水沼　英樹1）

　1）弘前大学医学部産科婦人科，2泓前大学医学部附属病院

【目的】体外受精一胚移植（IVF－ET）において，妊娠率向上のため胚移植後にベッドでの安静を慣習的に行ってきた．実

際不妊診療ガイドブック2010にも胚移植後の留意点として『移植後の安静』と記載されている．しかし最近，胚移植後の
ベッドでの安静は有益ではないという報告が散見されてきている．そこで今回我々は，胚移植後のベッドでの安静が有効で

あるのか否かを明らかにするために以下の検討を行った．【方法】当科でIVF－ETを施行した症例のうち，初回胚移植例を

対象とした．胚移植施行後に骨盤高位とし，検診台の上で10分間の安静をとってもらった．検診台での安静有りは2005年

1月から2007年12月の152例153周期であり，安静無しは2009年1月から2011年12月の158例159周期である．これら
2群につき，妊娠率・着床率などの臨床成績を検討した．【成績】患者背景（年齢，不妊原因，受精率，移植胚数移植胚の

グレード，移植胚のステージ）は両群間に差は認められなかった．安静有りと安静無しにおける胚移植あたりの妊娠率は各
32．0％と19．5％であり，安静有りで有意に高かった（p＜O．（）5）．また，移植胚あたりの着床率は各26．6％と19．2％であり，

有意差は認められなかったが（p＝OD846）安静有りで高い傾向を認めた．【結論】胚移植後のベッドでの安静は必要がない
とする報告も見られ，議論の分かれるところではあるが，今回の検討では検診台での安静が有効であることが示唆された．

P－027　ART施行回数と妊娠の関係について

○鮫島まち子，鈴木　　綾，樋本　美穂，井上須美子，岩崎　　遥，陣内　彦良
　陣内ウィメンズクリニック

【目的】近年，晩婚化や女性の社会進出により，子供を授かる時期が遅くなる傾向にあることは既知である．これに伴い，

不妊治療の開始する時期が遅いため，高齢になった患者への説明に苦慮することがある．患者が治療を継続するにあたり，

具体的なデータ提示の必要性があることから比較検討したので報告する．【方法】2009年1月～2012年5月までに当院にて
十分なインフォームドコンセントを得た後ARTを施行し，妊娠に至った231症例を対象とし，妊娠に至るまでに施行した

ART回数胚移植回数を，年齢別に比較検討した．卵巣刺激法はCC法またはCC＋hMG法で，経膣超音波下にて採卵を
行った．新鮮胚移植はDay3～Day5で，融解胚盤胞移植時には全症例にAHAを施行した．妊娠は心拍が確認できたものと
し，習慣性流産症例は対象から除外した．【結果】全体の平均年齢は35．8±3．6歳妊娠に至るまでのART施行回数の平均
は2．72±2．6回，胚移植回数の平均は2．1±1．5回であった．年齢別にみると30歳以下ではそれぞれ2．6±1．8回，12±2．1回，

31～35歳では2．7±2．8回，2．0±1，6回，36～40歳では3．0±2．2回，1．2±1．8回，41歳以上では，4A±2．5回，2、6±1．2回で，

年齢が上昇するにつれ有意にART施行回数が増加した．【考察】年齢が上昇するにつれARTの回数は増加するが，胚移植
の回数は差が見られなかったことから，いかに良好な受精卵を得ることができるARTを選択することが重要と思われる．
また，ART施行回数が増えるにつれ，患者への身体的，肉体的な負担が増えることから，一日でも早く治療をスタートで
きるようサポートしていく必要がある．
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P－028　第2子不妊で生殖補助治療（ART）を実施した夫婦の背景と治療成績の比較

○水澤　友利，松浦　まき，緒方　洋美，十倉　陽子，山田　　聡，緒方　誠司，松本由紀子，岡本　恵理苔口　昭次，

　塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】第2子不妊夫婦の患者背景とそのARTの治療成績を検討した．【方法】2011年1月1日から12月31日までに採卵を行っ

た患者のうち，流産歴がない第2子不妊患者で，第1子をARTで妊娠出産した54組（A群），　ART以外で妊娠出産した14組（B
群），を検討対象とした．検討項目は年齢，ARTの適応，妊娠率，流産率，精液検査所見，帝王切開の既往とした．【結果】患者年

齢の平均は，A群36．6±3．4歳とB群35．3±2．5歳で有意差はみられなかった．　A群の妊娠率，流産率はそれぞれ63．0％と324％，　B

群では57．1％と25．0％で有意差は見られなかった、A群では非妊娠症例の66．7％に帝王切開の既往を認め，妊娠に至った群の20．6％

より有意に高かった．B群では帝王切開の既往症例はなかった．体外受精の適応はA群では原因不明29．6％，男性因子259％，卵

管因子20．4％，B群では原因不明36％，男性因子143％，卵管因子35．7％であった．平均採卵数はA群6．3±4．5個，　B群10．7±6．7

個でありB群で有意に多かった．受精方法はB群では全てIVFで，　A群ではIVF50．7％，　ICSI39．4％，　TESE　ICSI9．9％であった．

全体の受精率はA　Pt　75．4％でB群5＆7％より有意に高値であり，　IVFの受精率はA群76．1％でB群の58．7％よりも有意に高かっ

たt胚盤胞発生率はA群46．2％でB群63％より有意に低値であった．精液所見は運動率のみ有意差がみられA群52．1±15．5％，B

群62．1±14．6％とB群で高値であった．【結論】平均採卵個数はA群で有意に少なかった．これは第1子からARTを選択する症例

に卵巣機能低下症例が多く含まれている可能性が示唆された．受精率はA群で高く，第1子の治療経過を参考にして受精方法を選

択し，受精障害を回避し得た可能性があること，B群の精液検査で運動率が有意に高かった事が関与していると考えられた．胚盤

胞発生率がB群で高かったことより，第1子をART以外で妊娠出産している群の胚発生が良好であることが示唆された．

P－029　不妊治療における第2子希望患者についての検討

○高田　玲子，濱井　晴喜，千川　　愛，寺村　聡子，小野光樹子，杉本　貴章，服部　友子，八木佳奈子，奥島　美香，

　奥井　　静，寺西　明子，大濱　尚子，早川ひとみ，岩橋　和裕，繁田　　実

　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】不妊治療において第2子を希望する患者は多い．そこでART治療で第1子を妊娠した患者の第2子が得られる割合
を治療結果に基づき分析した．【対象及び結果】当院でのART治療開始が2000年1月以降で1人目を妊娠，出産し，第2
子を希望で来院され治療を受けた446症例2474周期を対象に，治療を開始した年齢を34歳以下（A群），35歳から39歳（B
群），40歳以上（C群）の3群に分け妊娠成績を検討した．第2子を得た割合はA群で679％（216／318），B群で59．8％（62
／109），C群で42．1％（8／19）であった．34歳以下の群と比較して他の2群間では有意に（P＜O．05）低い傾向が見られた．

次に，第1子を妊娠した年齢を34歳以下（D群），35歳から39歳（E群），40歳以上（F群）の3群に分けそれぞれの第2
子を得た割合はD群で69．5％（210／302），E群で56．1％（69／123），　F群で3＆1％（8／21）であった．34歳以下の群と比較

して他の2群間では有意に（P〈O．Ol）低い傾向が見られた．また，移植回数が10回以上を超える症例で第2子を得たのは，

D群で22症例中15症例であったがE＋F群では12症例中5症例であった．【考察】不妊治療で妊娠出産した経産婦であっ
ても第2子を得られる可能性は年齢が上がる毎に低くなり40歳までに妊娠しないと第2子を得るのは難しくなることが明
らかとなった．将来，家族設計として第2子まで希望するなら早く検査を受け，治療を開始するのが大切である．

P－030　初回体外受精（ARTエントリー）時年齢からみたその後の生産率の検討

○岩崎　信爾，東　　美和，近藤　哲郎，奥田　　剛，田原　隆三，岡井　　崇

　昭和大学医学部産婦人科学教室

【目的】ART登録施設によるARTオンライン登録の結果，全国の成績が示され臨床へ反映されるようになった．しかし近
年低卵巣刺激による少数卵胞における体外受精が行われるようになり，それによる移植率の低下や，採卵と移植をあえて別

周期とするなどの方式により周期あたりの妊娠率が低下していることが考えられ治療の有効性の検討が難しくなっていると

思われる．特に高齢者においては難治症例が低刺激で反復採卵を行うことにより，全体の成績を下げいると思われる．今回
我々は初めて体外受精を行った年齢をARTエントリー年齢とし，　ARTエントリー年齢によるその後の生産率を検討した．

【方法】対象は2005年から2010年までの間で初めて体外受精を受ける患者を対象とし（その間別々の採卵で2回以上の出
生児を得た症例は別症例とし，また同一採卵による複数回の出生児を得た場合は1症例・生産1回として計算とした．妊娠
および分娩結果は2011年12月31日までの経過にて判断した．（本臨床統計の学会発表は体外受精同意書とともに夫婦の同
意を得ている）【成績】5年間（1432周期）での新規エントリー者は354名で年齢幅は24～46歳（平均年齢37歳±4．1）で

あった．年齢分布は36歳と40歳に2峰性のピークを認めた．34歳以下では生産率　62．4％であり35歳以上38歳未満で
44．6％，38歳以上41歳未満で35．8％，41歳以上44歳未満で12．5°／・，44歳以上では妊娠率，生産率ともに0％であった．特

に39～41歳では流産率の上昇が生産率を下げていた．【結論】今回の結果からはエントリー年齢とともにその後の生産率も

低下するが，特に39才以降では急速に低下し，44歳以上ではほとんど自分自身の卵では妊娠が困難であることが示された．

これらのデータを生殖年齢の女性により早い時期から認知してもらい，その後のライフスタイルに反映させることが今後の

生産率の上昇，少子化の改善に貢献するものと考える．
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P－031　当院で経験した重症卵巣過剰刺激症候群の2例

○茅原　　誠　田中威づみ，御木多美登，伊熊慎一郎，永吉　　基，田中　　温

　セントマザー産婦人科医院

【はじめに】胸水・腹水の貯留を認めた卵巣過剰刺激症候群（以下OHSS）の一例と，過剰な調節卵巣刺激により重症化し，

治療に大量補液を要したOHSSの一例を経験したので報告する．【症例1】36歳，挙児希望にて当院を受診した．　IVF－ET
の方針となり採卵術後5日目に2個の胚盤胞を移植した．術後12日目に下腹部痛，背部痛を訴え当院外来を受診した．血
液検査にて白血球とHtのヒ昇を認め，経膣超音波断層法で腹水の貯留を認めた．さらに妊娠反応陽性であったため，　Late－

onset　OHSSと評価し入院管理とした．術後13日目，全身状態は安定していたものの単純胸部X線写真で右側胸水を認め
た．術後14日目に著明な腹水貯留を認めたため，腹水穿刺を施行した．その後，状態は安定したが，術後17日目の単純胸
部X線写真で胸水の著明な増悪を認めたため，同日と翌日に胸水穿刺を施行した．その後，状態は軽快し退院となった．現
在妊娠継続中である．【症例2】26歳，挙児希望にて当院を受診し，IVF－ETの方針となった．採卵で53個の卵子を採取し，

Early－type　OHSSの診断で即日入院となった．採卵術後2日目より腹水貯留を認め，同日から術後4日目まで連日腹水穿刺
を施行した．その後状態は安定していたが，術後7日目に呼吸困難を認めた．経腹超音波断層法で肝下面に及ぶ腹水の再貯

留を認めたため腹水穿刺を施行した．術後9日目に全身虚脱・頻脈を認め，血液検査で急激なHtのヒ昇を認めた．新鮮凍
結血漿を含む大量補液（最大6000ml／日）と低分子ヘパリン投与により対応した．なお，腹水穿刺は術後7日目から12日
目まで連日施行した．その後状態の悪化はなく経過し退院となった．【まとめ】OHSSは重症化させないことが重要であり，

今後も患者に適した調節卵巣刺激法，並びに管理法について検討していく必要があると考えられた．

P－032 円錐切除後に頸管狭窄をきたした挙児希望症例の管理～狭窄の解除と子宮内膜炎の
治療を行い体外受精で妊娠に至った1例～

○清水　良彦］），木村　文則］），辻　俊一郎’）r竹林　明枝1），高島　明子11，喜多　伸幸1：，村上　　節1），高橋健太郎2），

　藤原　睦子：1）

　1滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学医学部地域周産期医療学講座，：1’M望が丘クリニック

【背景】円錐切除後の頸管狭窄は0～27％の頻度と報告されている．強度の狭窄は月経血の排出が困難となり，月経痛や子宮留血症を引き

おこすほか，感染防御機構の消失により，子宮内膜炎や骨盤腹膜炎のリスクが上昇する．また精子の通過障害から不妊症となり，子宮内精

子注入や生殖補助医療に際してカテーテルの挿入が困難で治療に難渋する．【症例】35才時に前医で円錐切除術を施行された．断端陽性の

ため追加切除術をうけたが，術後出血のため当科救急搬送となり断端部出血部位を縫合止血術施行した．36才時には左卵管留膿腫のため開

腹で左卵管切除術を施行した．38才時に挙児希望のため当科再来した．子宮頸管は強度に狭窄しており，月経血の排出によりかろうじて針

状の子宮口の存在が確認できた，体外受精を行い，胚盤胞をTOWAKO針で経子宮筋層に4回移植するも妊娠成立しなかった．経頸管的に

移植するために狭窄部位の拡張を試みた．静脈麻酔下に小児用8Frバルーンを2週間留置，抜去後は外来で断続的に器械的に拡張し，3か

月後に狭窄を解除し得た，しかし，その後良好胚盤胞を4回，経頸管的に移植するも妊娠しなかったことから，子宮内膜炎を疑い，また

着床不全の改善目的に子宮内膜全面掻爬術を行った．免疫組織学的検討で子宮内膜間質に形質細胞を認めたため子宮内膜炎と診断，抗生剤

で治療した．その後の体外受精胚移植で妊娠成立した．妊娠28週前期破水のため帝王切開施行し，1230gの男児をAPGAR　7／10で娩出し

た．現在まで児はintact　survivalである．【考察】狭窄した子宮頸管は何らかの方法で拡張することが大事である．本症例は感染防御の役

割をもつ子宮頸部がほとんど失われており，慢性子宮内膜炎の可能性を念頭に置く必要があった．子宮内膜全面掻爬が着床を促進した可能

性もあり治療の選択肢として考慮すべきである．【倫理的配慮】匿名性を確保したうえで治療経過の学会発表に患者から文章で同意を得た．

P－033　1VF－ETにて妊娠成立した精液アレルギーの一例

○田中　麻理，西山和加子，山田　耕平，宮本　恵里，山本　新吾，塚崎あずさ，小林　倫子，古賀　美佳，岩崎　聡美，

　佐護　　中，有馬　　薫，野見山真理小島加代子，岩坂　　剛
　医療法人社団高邦会高木病院不妊センター

【はじめに】Human　seminal　plasma　allergy（HSPA）は精漿中に存在する前立腺由来の糖蛋白に対する1型アレルギー反応で

ある．稀な疾患ではあるが，アナフィラキシーショック等の重篤な病態を呈することがあり，自然妊娠は困難であることが多い．

当科にてHSPAの患者に対し，　IVF－ETを施行し妊娠成立に至った1症例を経験したので報告する．【症例】27歳未経妊既往
にアトピー性皮膚炎，気管支喘息あり，ネコおよびスギ花粉にアレルギーあり．初回膣内射精では特に異常を認めなかったが，

2回目の膣内射精後30分程で喘鳴および顔面・手背の掻痒感が出現したため近医受診．ステロイドおよび抗アレルギー剤投与

にて軽快したが，3回目の膣内射精後にも同様の症状が出現し加療を受けた，HSPAを示唆され，その後1年間はコンドームを

用いた性交渉を行っていたが，アレルギー症状は1度も認めなかった．4回目の膣内射精を行ったところ，約30分後に上眼瞼
の浮腫，掻痒感，喘鳴，手背の浮腫，体幹の紅斑，下肢の葦麻疹，嘔気，眼前暗点感が出現したため近医へ救急搬送となった．

皮膚症状，血圧低下よりアナフィラキシーショックと診断エピネフリンおよびステロイド投与にて徐々に症状軽快したが，2
ヶ月間の入院加療を要した．その後2年間はコンドームを用いた性交渉を行っていたが，アレルギー症状は出現しなかった．挙
児希望にて当科受診当院皮膚科コンサルトしたが，プリックテストはアナフィラキシーの可能性あり，危険との判断であった．

本人の希望もありIVFの方針とし，初回IVF－ETにて妊娠成立．現在妊娠10週であるが，特に問題なく経過している．【考察】

今回プリックテストは行わなかったが，病歴よりHSPAと思われる症例に対しIVF－ETを施行し，妊娠成立した1例を経験し
た．AIHではアレルギー症状が出現した報告もあり，　IVF－ETは｝ISPAに対する安全で有効な治療法と考えられた．
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P－034　体外受精一凍結融解胚移植後に胞状奇胎を発生した1例

○松村　聡子D，持丸　佳之1］，荒瀬　　透1），齋藤　　優21，藤城　栄美3），中村　拓実3），貝嶋　弘恒3），中野眞佐男1］

　1｝けいゆう病院産婦人科，2神奈川レディースクリニック，3）みなとみらい夢クリニック

【目的】体外受精一凍結融解胚盤胞移植施行し妊娠成立，その後胞状奇胎を発生した症例を経験したので報告する．【症例】患

者は31歳1経妊1経産3年前にPCOSにてクロミフェンクエン酸塩＋rFSH法による体外受精を実施Conventional　IVF
にて2前核を確認した胚盤胞を5個獲得し，拡張期胚盤胞移植で第一子出産．今回凍結保存していた余剰胚盤胞のうち1個
を自然排卵周期に融解移植し妊娠成立．妊娠6週で胎嚢と卵黄嚢確認，βHCG　4，000　mlU／m1であった．ところが妊娠10週

のエコーにて胎嚢は消失しvesicular　patternを認め，血中HCG　371，000　mlU／mlと高値のため胞状奇胎が疑われた．その

ため子宮内容除去術を行い，肉眼的所見と病理所見と併せて全奇胎が疑われた．しかし，妊娠6週で卵黄嚢がみられ，胎児

成分が確認できていることから，部分奇胎の可能性も否定できなかった．2回の子宮内容除去術の後，HCGの推移は経過順
調型であり，初回掻爬から20週で一次管理を終了した．【考察】本症例は自然排卵周期で移植を行っているが，避妊を遵守

しており，またクラミジア感染によると思われる左卵管閉塞と右卵管瘤水症が確認されているため，自然妊娠併存の可能性

は極めて低い．本症例のように2前核を確認した後の胞状奇胎の報告は非常に稀である．我々は2つの仮設をたてた．何ら
かの機序が働き，母方の核が消失あるいは不活化し受精した精子のゲノムが倍化し全奇胎となったか，あるいは正常卵に受

精後，1精子のゲノムが倍化し部分奇胎となったことが推測される．胞状奇胎の遺伝学的解析を一般病院レベルで行なうこ
とは難しいが，本症例は全奇胎と部分奇胎いずれの可能性も考えられるため，p57k’P2を用いた免疫染色もしくはXY－FISH

法にて鑑別を明らかとすべく追加精査の予定である．

P－035　非定型的な経過で妊娠した4例

○土信田雅一，戸屋真由美，佐藤　有理，服部　裕充，中條友紀子，京野　廣一

　京野アートクリニック

【目的】標準的な生殖医療を行っているが，非定型的な経過で妊娠する例も経験する．【方法】患者のインフォームドコンセ

ントを得て，妊娠に至ったまれな4症例を提示する．【成績】【1】妊娠時31歳，1妊1産，第1子をIVMにて妊娠出産し，
第2子希望で受診，D3所見は小卵胞多数AMH　65．6　pmol／1であり，　IVMを予定した．　D12に19mmの卵胞をみとめ，　D
14に自然周期採卵に変更したが，採卵当日に排卵していたため人工授精を実施し妊娠妊娠36週に2368g女児を自然分娩
した．【2】妊娠時39歳0妊0産両側卵管閉塞にて体外受精を計画，AMHは7．20　ng／ml，　D3所見は，小卵胞多数Gn－
RHアンタゴニスト法にてD13に採卵実施，卵胞穿刺13個し，未熟卵1個得られた．翌日に成熟したため，　ICSIを実施し，
D2初期胚（5細胞）凍結保存，2ヶ月後にホルモン補充周期に凍結胚移植にて妊娠し，現在妊娠8週継継中．【3】妊娠時43
歳0妊0産，AMHはO．22　ng／ml，　D3所見は，　LH：10．2　mlU／ml，　FSH：32．6　mlU／ml，　E2＜5　pg／／mlであった．合成estr（）－

gen製剤を投与したところD22で左卵胞17　x　l4mmとなり，　hCG50001U投与，　D24に採卵1個，　D3ET（7細胞）後妊娠し，

妊娠26週継続中．【4】妊娠時36歳2妊1産，AMH　O．10　ng／ml，卵巣刺激で卵胞発育なく，自然周期で自然排卵の既往あ
り．Dl7に左卵胞16×14mm，　LH：76．0・mlU／ml，　FSH：34．1　mlU／ml，　E2：183．6　pg／mlとなり，当日hCGlOOOOIU投与，22

時間後に採卵を行った．D3で新鮮胚（桑実胚）移植し，妊判陽性となった．妊娠13週継続中．【結論】非定型的な経過を

たどっても，その時に応じて臨機応変な治療計画を立てることが重要である．

P－036　初回split－ICSIの有用性

○峰　　千尋1）t江頭　昭義D，永渕恵美子D，田中　啓子1），友原　　愛い，伊福　光枝1｝，大坪　　瞳1），南　　綾子1），

　松隈　豊和1），村上　正夫】），中島　　章）），大塚未砂子1），吉岡　尚美v，荒木　康久2），蔵本　武志1）

　1蔵本ウイメンズクリニック，2｝高度生殖医療技術研究所

【目的】ART初回症例において，　split－ICSIは受精障害回避に有効であるか調べた．

【対象及び方法】2011年1月から2011年12月に，初回ART時に精液所見は正常であるが患者希望によりsplit－ICSIを施
行した68周期（平均年齢35．6歳）を対象とし，対照区は初回c－IVFを施行した109周期（平均年齢35．8歳）とした．　c－IVF

周期とsplit－ICSI周期で正常受精を認めなかった周期の割合をそれぞれ調べた．また，正常受精率，　Day3良好胚率，胚盤

胞発生率を調べるとともに，c－IVF周期とsplit－ICSI周期における新鮮胚移植と融解胚移植を合わせた累積妊娠率を比較し
た．

【結果】平均採卵数はc－IVF周期で9．5個，　split－ICSI周期で14．6個だった．　c－IVF周期では5．5％（6／108）に正常受精が

認められなかった．split－ICSI周期では1．5％（1／68）に正常受精を認めなかったが，そのうちIVFで正常受精を認めなかっ

た周期は14．7％（10／68）で，split－ICSIを施行したことで9周期は受精障害を回避できた．正常受精率は，　c－IVF周期66．3％

（562／848），split－ICSI周期66．6％（531／797）と差はなかった．　Day3良好胚の割合は，それぞれ47．7％（268／562），40．9％

（217／531），追加培養胚あたりの胚盤胞発生率は，それぞれ70．2％（203／289），70．0％（163／233），累積妊娠率は，それぞれ

56．3％（58／103），50．7％（34／67）であった．

【結論】ART初回周期におけるsplit－ICSIは受精障害を軽減でき，受精後の発生能や妊孕能においても良好な結果が得られ
た．
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P－037　当院における初回ART症例に対するIVF／ICSI　splitの有効性の検討

○福島千恵美D，桑原　　章1），矢野　祐也1），山本　由理），谷口　友香1），田中　　優1），檜尾　健二2），苛原　　稔い

　】穂島大学病院産科婦人科，：）独立行政法人国立病院機構香川小児病院産婦人科

【日的】初めてARTを実施する場合，重症男性不妊が明らかな場合は受精方法としてICSIが選択される．重症男性不妊を
除く初回採卵時に媒精とICSIを併用するIVF／ICSI　splitを行い，その有効性と適応を検討した，【方法】2009年1月から2012

年5月に当院で行った初回ART症例のうち，書面にて同意を得た41歳未満，採卵個数6個以上の周期を検討対象とした．
先行妊娠があり精液所見が良好な初回媒精群19周期，初回からICSIのみを行ったICSI群（TESE症例を除く）37周期と
初回Split群96周期について患者背景，精液所見と受精率，胚盤胞到達率および妊娠率を検討した．【結果】媒精群，　ICSI
群，Split群で年齢（342±39，342±3．3，34．7±3．8），採卵数（13．9±7．4，15．3±7．0，14．5±7．8）に差はなかった．受精率は

媒精群で579±26．1％，Split群の媒精区で59．3±29．2％，　Split群のICSI区で65．2±23．2％，　ICSI群で55．5±1＆0％と差が無

かった．胚盤胞到達率（40．0％，39．0％，40．7％），妊娠率（38．5％，40．6％，33．8％）には有為差を認めなかった．Split群に

ついて適応別に媒精／ICSI各々での受精率を検討したところ，卵管因子28周期では媒精，　ICSI各々で受精率10％未満であっ

た周期を各々1例，合計2例認めた．一方，男性因子，内膜症，原因不明を適応とする69例では7例（媒精区でのみ）で
受精率が10％未満となった．【考察】従来より精子所見に関わらず媒精で受精率が不良となる頻度は数％程度存在する．今

回の検討で特に卵管因子以外の適応で初めてARTを実施する場合にICSIに比べて媒精で受精率が不良となる傾向が見られ
たことから，卵管因子を除く初回ART例に対するSplitの有効性が示唆された．

P－038　1CSI施行症例における体外受精併施による精子受精能再評価の試み

○小濱　奈美1），中山　貴弘11，山瀬　亜弥D，藤脇あや奈），加藤　由起1），矢野　樹理2），山出　一郎2），眞田佐知子2），

　須藤　慎介2），須戸　龍男2），戸城えりこ2｝，畑山　　博2）

　］財団法人足立病院生殖内分泌医療センター，21同産婦人科

【目的】重度の男性不妊症や過去の体外受精時の受精障害によりICSIが主治療法として選択された症例では，その後の治療

は大半がICSIのみに限定されている．しかしICSI症例であっても過去の適応基準が不明確なものや，精液所見の改善が認
められる症例に遭遇することがある．以上をふまえ今回われわれは過去にICSIの絶対適応とされている症例においてsplit
ICSIを行い精子受精能の再評価を試みた．

【方法】前治療施設にて男性因子の適応で治療法としてICSIのみが選択されていた症例のうち，当院にて採卵当日に精液所

見が良好であり，4個以上採卵可能であった17症例を対象とした．患者との十分な話し合いの上，同意を得られた症例にお
いてsplit　ICSIを行った．体外受精で受精が成立したのは17例中16例であった．体外受精とICSIの正常受精率は54．5％（55
／101）vs．74．1％（83／ll2），胚盤胞率は47．3％（26／55）vs．　56、6％（47／83）といずれもICSIで良好であった（P＜0．05）が，

良好胚盤胞率は29．1％（16／55）vs．19．3％（16／83）であり体外受精で高い傾向にあった．

【結論】他施設にて乏精子症，精子無力症の診断でICSIの絶対適応とされてきた症例でも，採卵当日に良好精子が回収可能

であった場合には，体外受精によりほとんどの症例で受精が成立した．さらにこれらの受精卵においてはICSI施行卵に比
べ良好胚盤胞への発生率も高い傾向にあった．精子受精能が確認された場合，その後の治療選択肢が大きく広がるのみなら

ず，患者カップルにも精神的に好影響を与えることができる．ICSIのみが施行されてきた症例において精液所見が良好な場

合は，患者との十分な話し合いの上で体外受精併施による精子受精能再評価を試みることは意義あるものと考えられた．

P－039　当院におけるrescue－ICSIの試み

○上野奈緒｝，桑名　真弓，杉本ゆき恵，本田　秀美，小嶋　康夫
　小1鳴ウィメンズクリニック

【目的】当院ではconventional－IVF（以下c－IVF）における受精障害回避のため，平成20年8月よりrescue－ICSI（以下r－

ICSI）を導入したので現状を報告する，【対象】平成20年8月から平成24年4月までにr－ICSIについて説明を行い同意を
得たc－IVF579症例795周期を対象とした．【方法】媒精5．5時間後に2PB放出確認による受精予測を行い，2PBの確認で
きた卵がMII卵数の20％未満である場合にr－ICSIを施行した．前核の確認は媒精195時間後に行った，　r－ICSIにおける2

PN，3PN率，妊娠率を同時期に施行されたconventional－ICSI（以下c－ICSI）319症例583周期と比較し，さらにr－ICSI
不要と判断したものの実際は受精卵を得られなかった周期について検討した．【結果】c－IVF795周期中80周期10．1％がr－

ICSI対象となった．　r－ICSI80周期中46周期57．5％でr－ICSIにより受精卵を得られた．26周期はc－IVFでも受精卵が得ら
れており，8周期は受精卵が得られなかった．2PN率はr－ICSI75．2％（185／246），　c－ICSI67．1％（1818／2711），3PN率は各々

5．3％（13／246），3．2％（88／2711）といずれも有意差は認められなかった．妊娠率においても新鮮胚移植r－ICSI24．4％（10／41），

c－ICSI26．9％（104／386），融解胚移植40．0％（IQ／25），43．0％（165／384）と有意差は認められなかった．　r－ICSI不要と判断

したc－IVF715周期では45周期で受精卵が得られず，その内24周期533％で受精予測時に2PB有と判断していた．また2
PB放出確認ができないがr－ICSIの希望がなかった周期は8周期にみられ，その他13周期は卵がr－ICSI施行基準外の状態
であった．【考察】r－ICSIはc－ICSIと受精率，妊娠率とも有意差がなく，　c－IVFおける受精障害回避に有効であることが示

唆された．受精予測では2PB放出確認だけではfragmentationとの判別が困難で判断材料に乏しいと思われた．今後はfertili－

zation　coneやcytoplasmic　flareなどの観察も合わせr－ICSIの施行評価基準を検討し，安全性や有用性を高めていきたい．
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P－040　当院における媒精7時間後のrescue　ICSIの現況

○山本　新吾，西山和加子，山田　耕平，宮本　恵里，塚崎あずさ，小林　倫子，古賀　美佳，岩崎　聡美，田中　麻理，

　佐護　　中，有馬　　薫，野見山真理，小島加代子，岩坂　　剛
　医療法人社団高邦会高木病院不妊センター

【目的】当院ではconventional　IVF（以下c－IVF）周期における完全受精障害を回避する目的で，2009年7月に媒精7時間

後のrescue　ICSIを導入した．その後2011年4月に，より正確な受精予測を行うために受精兆候の評価方法とrescue　ICSI
施行の適応基準を見直した．今回当院のrescue　ICSIの施行状況を報告する．【対象・方法】2009年7月から2012年3月に

当院におけるc－IVF周期で受精兆候の観察を行い，成熟卵を得られた970周期を対象とした．2009年7月～2011年4月は
極体の数のみで受精予測を行い，成熟卵のうち2PB卵が30％未満の周期にrescue　ICSIを施行した．2011年5月以降は2PB
にfertilization　cone（以下cone），　cytoplasmic　flare（以下fiare）を加え受精予測を行い，2PB卵を30％以上認めた周期

でもcone，　flareを認めない周期にはrescue　ICSIを施行した．受精兆候の評価法を2PBのみとしていた時期を第1期とし，

cone，　flareを加え受精評価した時期を第2期として完全受精障害の発生率を比較した．また第1期，第2期におけるrescue

ICSI施行卵の正常受精率と3PN2PB率を比較した．受精兆候の確認は媒精5・6・7時間後に行い，　rescue　ICSIは媒精7時
間後より行った．【結果】rescue　ICSI施行率は，第1期は101／631で1田％，第2期は43／338で12．7％であった．完全受

精障害の発生率は，第1期は44／632で7．0％，第2期は11／338で3．3％であり2群間に有意差を認めた（p＜O．05）．rescue

ICSI施行卵の正常受精率は，第1期は254／367で69．2％，第2期は134／180で74A％，3PN2PB率は，第1期は16／367で
4．4％，第2期は4／180で22％であった．【まとめ】受精兆候の評価方法とrescue　ICSI施行の適応基準を見直すことでc－IVF

における完全受精障害をより回避することができた．

P－041　c－IVFとrescueICSIにおける媒精法での受精率に差はあるのか？（培養成績の比
　　　　　　較も含めた検討）

○中村　忠治，黄木　詩麗，萩原千加子，川島美智子，矢内原　敦

　矢内原ウィメンズクリニック

【目的】当院では媒精6時間後のrescuelCSI（以下rlCSI）を実施している’rlCSIは手技の性格上必然的に媒精時間がc－IVFより短くなるが，これにより媒精法の受精率

とその後の胚発生が影響を受けるか後方視的に検討した，

【対象と方法】2010年9月から2011年12月までに当院で採卵し，精子調整後の運動率70％以上かつ総運動精子数が卵子1個当り6，7×IOs個の症例を対象とした．ヒ記の症

例を媒精時間によりc－IFV群，〈25h，2，5h－3，0ht　30h－3，5h，3．5h－4．Oh，4．Oh－4．5h，＞4．5hの7群に分け受精率，3H日良好胚率，胚盤胞率，良好胚盤胞率を比較した．

【結果】c－IFV群，＜2．5ht　2，5h－3．Oht　3．Oh－3．5h，3．5h－4．Oh，4．Oh－4．5h，＞45hの受精率（対卵子）は各々63．8％，47，6％，56，7％，60，896，57，9％，56，3％，61．2％であった．

c－IFV群と比べ3．Oh未満の2群で有意に低い受精率となり，他の4群では有意な差はなかったがやや低い値であった，

しかし対成熟卵（短時間媒精群は第二極体確認時の成熟卵）の受精率は各々73．6％，62，8％，69，4％，75，5％，71，4％，73，2％t72．5％であり2．5h以ヒの群でc－IFV群と同等

であった，

3日目良好胚率はIFV群，〈2．5h，2．5h－3．Oh，3．Oh－3．5h，3．5h－4，0h，4．Oh－4，5h，＞4．5hの各々5＆7％，33．39・6，50，6％，55，6％，46，6％，62，3％，52，6％でありく2，5h群でや

や低いが有意差はなかった，胚盤胞率と良好胚盤胞率も同様であったp

【考察】媒精時間が2．5h未満ではt　c－IVFと比べ受精率が有意に低下し受精率に影響があることが分かった，

対成熟卵においては2，5h以ヒの群でc－IVFと同等の受精率であるが，対卵子あたりの受精率はc－IVFが高い傾向にあった．要因はc－IVFでは一晩媒精することで採卵当

日の夕方以降に成熟した卵子が受精し，rICSIではそれらの卵子の受精するチャンスを逃すことになり受精率が低下すると考えられる，

またrlCSIによる媒精時間の短縮は胚発生に影響しないことが示唆された．

P－042　0ne　day　old　ICSIにより妊娠に至った2症例

○丸山　仁子，名越　一介

　医療法人宝生会名越産婦人科

　One　day　old　ICSIの受精率は通常のICSIと同等であるものの妊娠率が極端に低いため，実験・研究の域を出ないという

意見もあるが，有用性を唱える報告も散見される．今回我々はOne　day　old　ICSIにより得られた胚盤胞の凍結融解胚移植に

より妊娠に至った症例を2例経験したので報告する．症例1：妻35歳，夫40歳続発性不妊採卵日に夫不在のため，凍
結精子を使用し，顕微授精の適応となった．HMG一アンタゴニスト法で15個採卵したが，全てがGV卵子であった．翌日
（day1），成熟卵子が6個認められたため，　One　day　old　ICSIを施行した．その後，　day6に拡張胚盤胞に達した1個をガラ

ス化法で凍結保存．2ヶ月後融解胚移植にて，単胎妊娠が成立し，妊娠39週，帝王切開で3434gの健常な女児を出産した．

症例2：妻37歳夫38歳原発性不妊．初回の体外受精では妊娠に至らず．2回目の体外受精（クロミフェン法）では7
個採卵でき，通常法により媒精した．翌H全て受精確認できなかったため，成熟卵子に達していた5個にOne　day　old　ICSI
を施行した．day7に脱出途中胚盤胞に達した1個をガラス化法で凍結保存．翌月，融解胚移植を施行し，単胎妊娠が成立．

現在妊娠継続中（13週）である．平成23年以降，当院でOne　day　old　ICSIした卵子は79個，　day3で新鮮胚移植した6個

は全て妊娠に至らなかった．しかし，day7まで培養して胚盤胞に達し，凍結保存したものは7個あり，そのうち融解胚移
植したものは2個2症例で，上記の結果が得られた．卵rの成熟や発生能の限界に関しては未だ明らかではないことも多い
ため，One　day　old　ICSIの有用性および安全性について検討していく価値があると考えられた．
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P－043　動物由来Hyaluronidaseとrecombinant
　　　　　　較

Hyaluronidaseを使用したICSI成績の比

○中務　結貴，平田　　麗，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，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】卵丘細胞除去に用いるrecombinant　Hyaluronidase（recH）はウィルス感染の危険性がなく，　Lot差もなく安全性が

高いとされる一方，動物由来製剤に比べ高価であり，また卵丘細胞除去作用がやや弱いとの報告がある．今回，裸化処理に
従来使用してきた動物由来HyaluronidaseとrecHを使用し，その後の胚発育を前方視的に比較検討した．【方法】2012年2

月から3月に当院にてICSIを施行した21症例21周期，卵子230個を対象とした．対象症例の卵子を動物由来Hyaluronidase
（lrvine　Scientific社Hyaluronidase　Solution）を用いた群（従来群）と，　recH（MediCult社ICSI　Cumulase　R）を用いた群

（recH群）の2群に無作為に分け，それぞれICSI後の培養成績を比較検討した．尚，裸化方法は，従来群では加温した約0．5
ml　Hyaluronidase内で卵丘卵子複合体を60秒以内ピペッティングし，　recH群では30μl　drop内で10回ピペティング後，
洗浄し20分静置後，さらにピペッティングにより裸化した．【結果】従来群vs．　recH群は，2PN率：63、2％（72／114）vs．　73．3％

（85／116）であった．2PN胚の発育は，それぞれ，　Day3良好分割率：81．9％（59／72）vs．70．6％（60／85），　Day5胚盤胞到達

率：62．3％（43／69）vs．　58．7％（44／75），良好胚盤胞率：34．8％（24／69）vs．36．0％（27／75）となり，いずれの項目において

も統計学的有意差は認められなかった．【結論】recombinant　Hyaluronidaseを用いても従来と同等の体外受精培養成績が得

られたことから，安全性の配慮から臨床応用を進めたい．

P－044　不完全裸化がICSI後の胚の発育に与える影響

○前田　知子，1tl本勢津子，楳木美智子

　愛育会福田病院

【目的】ICSIにおける卵の裸化処理は，卵の保持や穿刺といったICSIの手技上必要な処理である．卵丘細胞を完全に除去し

た方が，操作を確実に行うことができ，受精率や胚の発育に良い影響をもたらすと考えられる一方で，卵丘細胞はgap　junc－

tionやパラクライン機構を通じて，卵の成熟や胚の発育に重要な役割を担っていると考えられている．そこで卵に卵丘細胞
を一部残したままICSIを施行した場合の受精率や胚の発育及び妊娠率に及ぼす影響について後方視的に検討した．【対象】

2005年10月より2009年4月まで，完全裸化後ICSIを施行した119症例，215周期（A群）と2008年3月より2010年12
月まで，卵丘細胞を付着させてICSIを施行した110症例，167周期（B群）である．それと別に同一周期で卵丘細胞を付着
させた卵と完全裸化した卵が混在する症例（混在群）が23症例25周期存在した．【成績】年齢はA群，B群でそれぞれ37．2±

3．9歳37．5±4．2歳で有意差はなかった．受精率，分割率，良好胚率はB群で79．4±20．7％，62．4±35．3％，56．9±35．7％tA

群で73．1±22．1％，45．6±38．6％，39．1±38．3％と，B群で有意に高かった．胚盤胞到達率，良好胚盤胞率においても，　B群

で4＆2±37．7％，308±30．9％，A群で33．2±33．3％，19．4±25．7％で，いずれもB群で有意に高かった．着床率はA群，　B

群でそれぞれ42．8±44．7％，44．3±41．3％で有意差を認めず，また，移植あたりの妊娠率も43．6±44．8％，49．4±44．8％と，B

群で高い傾向があるものの，有意差は認めなかった．【結論】卵丘細胞が付着した状態でICSIすることで，卵丘細胞がより

良い培養環境をもたらし受精率や胚の成熟に良い影響を与えると考えられる．

P－045　非初回顕微授精症例における卵子紡錘体可視の有無と妊娠予後およびCrumble胚
　　　　　　との関係についての検討

○高柳　武志1＞，北見　和久L’），高橋明H香2），伴野　千尋Lb，山口　恭平L），吉田　光紗L’｝，廣渡　芙紆［，寺西　佳枝2），

　矢野　有貴2），小林　浩治2），皆元　裕子1），鈴木　範子い，安藤　寿夫1）

　1豊橋市民病院総合生殖医療センター，2｝豊橋市民病院産婦人科

【目的】紡錘体は，染色体の分裂や配置において中心的な役割を果たしている，これまでに，ICSI施行時に紡錘体可視化システムにより予め

紡錘体の観察を行っておき損傷を避けて穿刺ことの受精における有用性や，紡錘体観察可能な卵子か否かで妊娠予後が異なるという結果が

報告された．一方我々は，タイムラプス胚観察システムにより明らかとなった異常胚分割と妊娠予後の関係を報告してきた．今回，2つのシ

ステムを用いて胚移植を行った周期について，妊娠予後との関係を検討した．【方法1施設方針により2回目以降のICSI施行時にOosight　im－

aging　systemにて紡錘体観察を行い，倫理委員会承認とインフォームド・コンセントにより顕微鏡内蔵型タイムラプスインキュベーターを

用いた．これによる胚培養と胚評価にて規定単一胚移植compulsory　single　embryo　transfer（cSET）を行った174新鮮胚移植周期のうち，

移植胚の卵子減数分裂紡錘体が確認できたll5周期（Sp＋群）と確認できなかった59周期（Sp一群）を比較検討した．なお，両群の患者背

景，受精率，受精数などは同等だった．【成績】施行5周期目以降の反復不成功例が両群とも過半数を占める中，（1）妊娠反応陽性率（2）初

期pregnancy　loss率（3）生産または継続妊娠率は，　Sp＋群で（1）20．0％（2）43．5％（3）11．3％，　Sp　一群で（1）22．0％（2）53．8％（3）10．2％

となり，いずれの指標においても有意差が存在しなかった．また，良好胚が存在せずタイムラプス観察でのみ評価できる第1胚分割異常胚

（Crumble胚）の移植を余儀なくされたのは，　Sp＋群12周期（10．4％），　Sp一群4周期（6．8％）で有意差なしだった．　Crumble胚移植周期

のうち，Sp　一群の48歳12回目の採卵周期症例で化学流産だった以外は，全て妊娠反応陰性だった．【結論】今回の検討では，移植胚が卵子

紡錘体確認済みか否かは妊娠予後とは無関係で，Crumble胚との関連も認めなかった．今後，症例数を重ね更なる検討が必要と考えられた．
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P－046　年齢別の紡錘体可視／不可視におけるICSI成績

○中原　裕子u，荒木　康久2），朝倉　寛之’）

　1｝医療法人愛生会扇町レディースクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

【目的】Poloscopeによる顕微授精により紡錘体損傷が回避されるだけでなく，受精率と胚発育が改善するとの報告があるが，

女性年齢との関連を検討した報告は少ない．今回，女性年齢と紡錘体可視による胚培養結果ならびに臨床成績への影響を検
討した．【対象】当院で調節卵巣刺激によるARTを行った131症例183周期を対象とした．卵子は採卵後3－4時間前培養の

後，裸化処理を行い，成熟卵子の紡錘体の可視判断後にIMSIに供した（IX－ROBOpolar，　Olympus）．授精後個別培養に
よる所見ならび胚移植の臨床成績について後方視野的に検討した．当該研究は施設倫理委員会の審査・承認を受けた．【結

果】女性年齢39歳以下と40歳以上での卵子の紡錘体可視化率（65．2対63．1％）に差はなかった．紡錘体可視卵では，年齢
層による異常受精率（5．6対5．1％），正常受精率（83．2対87．3％），分割率（99．3対97．1％）の差がなく，良好胚率（47．3対66．0％）

でのみ若年齢が有意に低値だった．紡錘体不可視卵では，異常受精率（4、2対10．2％），正常受精率（70．5対76．8％），分割率

（91．1対906％），良好胚率（49．3対50．9％）の年齢による差はなかった．正常受精率と分割率は，年齢によらず，紡錘体可

視卵子が不可視よりも高い傾向が認められた．紡錘体可視卵子による年齢層別妊娠率（16．1対6．8％），着床率（13．0対4．8％），

流産率（222対33．3％），および不可視卵子での年齢層別妊娠率（26．3対6．3％），着床率（23．8対5．3％），流産率（30．0対100．0％）

の臨床成績を示す．【考察】紡錘体可視卵の正常受精率と分割率は年齢に関係なく不可視卵よりも高く，紡錘体像の有無が

顕微授精後の培養結果への関連因子として重要である可能性が示唆された．

P－047　細胞膜が脆弱な卵に対するICSI成績向上のための工夫一内径の異なるインジェク
　　　　　　ションピペットを用いて一

○山本みずき1｝，千木野みわ1），宇佐美友希1］，古野　敦子L），北川　雅一21，片山　佳代2），浜之上はるか1），大島　　綾1｝，

　吉田　　浩21，湯村　　寧1），村瀬真理子D，榊原　秀也3），野口　和美1），平原　史樹3）

　1横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市
　立大学附属病院産婦人科

【目的】ICSIは卵細胞質への穿刺という侵襲的過程を伴う．卵細胞膜の伸展性が良好な卵はICSI後の受精率，生存率が良好であるという報告がある一方で

ICSI施行時卵細胞膜が脆弱なため変性してしまう卵が少なからず見られる．今回我々はそのような卵に対し従来のものより細い内径のinjection　pipet

を使用しICSIを行ったところ変性率，受精率に改善がみられたので報告する．【対象と方法】症例1：38歳（2回経妊0回経産），男性因子．他院でICSI

後右卵管妊娠のため当院にて右卵管切除術施行．当院にてICSI後妊娠するも21trysomyのため人工妊娠中絶その後採卵6回行ったがうち2回は卵回収

できなかった．ICSI後の卵変性率高く（7／1353．8％），胚移植が出来たのは2回のみで妊娠には至らなかった，症例2：38歳（0回経妊0回経産），子宮内

膜症．初回IVF行うも精子数充分だが受精せず受精障害と判断し以降ICSIを行った．その後採卵3回施行されたが2回は卵回収できず．卵が回収できた

周期もICSI後の卵変性率　2／2（100％）で移植に至らなかった，本検討では上記2症例に対し従来使用していた内径5．4μmのinjection　pipet（K－MPIP－3330　i

COOK）から内径4．5ymのinjection　pipet（OO2－4，S－30S－30：Medi℃on　International）に変更してICSIを行った、【成績】症例1：ICSI　1回目　受精1／1

（100％），4CellGI　ET後妊娠反応陰性．2回目　受精1／1（100％），胚盤胞に発生せず胚移植キャンセル．症例2：受精3／3（100％），8CellGl　ET後妊娠

成立（現在妊娠9週継続中）．【結論】これまでにICSI施行時，卵細胞膜が脆弱な卵に対してPiezoやLaser　Assisted　Hatching　systemなどを用いて透明

帯を菲薄化し，卵にかかる圧力を軽減する方法が報告されている．本検討ではこれらの機器を用いずに細いinjection　pipetに変えることによりICSI成績

に改善がみられた．今後細胞膜の性質に応じてinjection　pipetを選択することにより卵の変性を防ぎ，　ICSI症例の妊娠率向上が期待できる．

P－048　PVP使用はピエゾICSIの成績を向上させるか

○上畑みな子，森田　　大，松永　利恵，山中菜保子，廣澤　利和，齋藤麻美子，和田　知久．渡辺　真一，桑波田暁子，

　越知　正憲

　おち夢クリニック名古屋

【目的】ピエゾICSIはピエゾパルスによって透明帯および卵細胞膜の穿破を行うことから，卵細胞膜に対するダメージが少ない

と考えられる．我々は2010年ll月よりヒト生殖医療におけるICSIにピエゾICSIを導入し，その有用性を報告してきた．また，

PVPは精子膨化を遅延させることや，胎児染色体異常と関連があるとの報告があることから，従来法のICSIと同様にピエゾICSI

においてもPVPは不使用であった．しかしながら，ピエゾICSIにおいてPVP使用は一般的であり，良好な成績の報告も散在す
る．そこで，PVP使用がピエゾICSIの成績向上に繋がるかを検討した．【対象】2011年7月より2012年2月の間に当院にてク

ロミッドもしくはレトロゾールーFSH－GnRHaで排卵誘発を行い，ピエゾICSIを施行した362症例，554周期を対象とした．患者

の同意の上，採卵時にMII期であった卵子を無作為にPVP（一）区500個とPVP（＋）区657個に選別した．平均年齢はPVP
（一）区3999歳PVP（＋）区39．71歳であった．【方法】PVP（一）区はPVPを含まない培養液中で精子をscoring法にて不動

化し卵子に注入した．PVP（＋）区は10％pvp溶液をインジェクションピペットに吸引，排出する事を数回繰り返し，インジェ

クションピペット内をPVPでコーティングし，その後はPVP（一）区と同様の方法でピエゾICSIを施行し，その成績を比較し
た．【結果】正常受精率，異常受精率，未受精率，分割率，良好胚盤胞発生率はPVP（一）区84．0％，4．4％，　IL7％，96．7％，322％，

PVP（＋）区83．0％，3．8％，13．2％，95．9％，362％であった．融解胚盤胞移植の妊娠率はPVP（一）区53．7％，　PVP（＋）区50．0％

であった．【まとめ】いずれの結果においてもPVP（一）区とPVP（＋）区に有意な差は見られず，　PVPを使用することによる

ピエゾICSIの成績向上は見られなかった，そのため，当院では従来通りPVP不使用のピエゾICSIの施行を決定した．
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P－049　1CSIに凍結精子を使用する有用性一周産期データによる安全性の検討一

○白井安砂子1），加藤　祐美V，三嶋　典子1），大島　裕子D，鈴木　有香IL登内　恵美DL小代　裕子D，壽圓　裕康2｛，

　金城　　洋v，西　　弥生1），中川　浩次1），杉山　里英2），栗林　　靖2），杉山　カー1），井上　正人2）

　U杉山産婦人科生殖医療科，2｝杉山産婦人科丸の内

　当院ではARTにおける卵巣刺激の際排卵抑制の薬剤を使用しない周期の治療が大部分を占め，採卵日の確定は数日前まで不
可能である．よって採卵当日に採精できないという問題が生じる為，精子の事前凍結を勧める事がある．【目的】ICSIを施行し移

植した周期で，採卵当日に採精した精子を使用した群と凍結精子を使用した群で培養・妊娠成績と児の周産期予後を比較検討し，

ICSIに凍結精子を使用する有用性を検討した．【対象・方法】平成23年1月から平成24年2月にICSIをし，新鮮胚移植した35
歳以下の224周期174症例を対象とした．精子はpercollを用いて密度勾配法を行った．採卵当日に採精した群（新鮮精子群）は

その後swim　upを行い，凍結した精子を使用した群（凍結精子群）はtest　yolk　bufferを用いて凍結し，採卵当日に急速融解し

てswim　up後ICSIに供した．移植は全て初期胚を用いた．【結果】新鮮精子群の胚移植当たりの妊娠率は19．1％（37／194），凍

結精子群は43．3％（13／30）と有意に凍結精子群が高値を示した（p＜O．Ol）．流産率は17．6％，15．4％と凍結精子群が低かったが

有意差は認めなかった．両群とも年齢，受精率，分割率，良好胚率，移植胚数，採卵回数，移植回数，男性不妊の割合，重度の

乏精子症の割合に差はなかった．2011年7月までの周期で出産後の経過は全て良好であった．児性別と平均体重は新鮮精子群で
男50．0％，女50．0％，2931g，凍結精子群で男42，9％，女57．1％，3037gで差はなかった．【考察】凍結精子を使用したICSIは新

鮮精子に比して妊娠率が有意に高く，流産率も低い傾向にあった為，凍結融解することで精子の選別に寄与している事が予測さ

れる．今後基礎的な実験等で検証する予定である．また妊娠経過や周産期予後に差を認めなかった事から凍結精子の使用は安全

であると考えられ，夫側の精神的，物理的な負担軽減の為にも有用である．【結論】ICSIに凍結精子を使用することは有用である．

P－050　無精子症における精巣内精子と精巣上体精子を用いた顕微授精の治療成績に関する
　　　　　　検討

○加嶋　克則，渡邊亜由子，八幡　哲郎，高桑　好一

　新潟大学医学部産科婦人科

【目的】顕微授精は，重症男性因子による不妊症および原因不明の受精障害例などに対して有効な治療法である．無精子症

症例に対しても，精巣内あるいは精巣上体から精子が回収された場合に施行されている．今回われわれは，無精子症症例に
おける凍結融解精巣内精子と凍結融解精巣上体精子を用いた顕微授精の治療成績を比較検討した．【方法】当科において2001

年1月～2011年12月に無精子症において顕微授精を施行した精巣内精子群42症例105周期，精巣上体精子群22症例40周
期を対象とした．受精率・妊娠率・流産率・生産率などの臨床成績を比較検討した．【成績】妻の平均年齢は精巣内精子群
33．0±4．2歳精巣上体精子eV　32．5±3．8歳であり有意差を認めなかった．受精率は，精巣内精子群49．8％（422／847），精巣

上体精子群49．1％（169／344）であった．対移植周期の妊娠率は，精巣内精子群36．4％（32／88），精巣上体精子群44．1％（15

／34）であり有意差を認めなかった．流産率および対移植周期の生産率は，それぞれ，精巣内精子群37．5％（12／32）・22．7％

（20／88），精巣上体精子群20．0％（3／15）・35．3％（12／34）であり有意差を認めなかった．余剰胚の胚盤胞到達率は，精巣内

精子aV　10．8％（28／259），精巣上体精子群2＆6％（30／105）であり，精巣上体精子群の方が有意に高かった．凍結胚移植で

の妊娠率は，精巣内精子群22．7％（5，／23），精巣上体精子ge　25．0％（2／8）であった．最終的に対症例での生産率は，精巣内

精子群50．0％（21／42），精巣上体精子群54．5％（12／22）であり有意差を認めなかった．【結論】精巣上体精子群の方が余剰

胚の胚盤胞到達率が有意に高かったが，対移植周期の妊娠率，凍結胚移植での妊娠率および対症例での生産率に有意差は認

めなかった．

P－051　凍結精巣精子を用いたICSI症例の臨床成績

○北村　　衛1），片桐由起子1・3），福田　雄介13

　田井　俊宏L．3’，小林　秀行L，3），安部　裕司’

　1）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

1，宗　　晶子’3），松江　陽一13），三枝美智子13），

｝e永尾　光一3｝，森田　峰人］）

　〕東邦大学医療センター大森病院泌尿器科，

佐々木由香1），府川　敦子31，

3）

東邦大学医療センター大森病院

【目的】凍結精巣精子によるICSI症例の臨床成績および症例背景を後方視的に検討した．【方法】2009年1月～2012年4月に当院リプロダ

クションセンターで実施した凍結精巣精子を用いてICSIを行った168周期，99症例を対象とし，臨床成績および患者背景を検討した．【成

績】精巣精子の回収はTESEおよびMD－TESEにより行った．　FSH高値症例にはMD－TESEが選択された．妻年齢：34．6±1．4歳卵巣刺
激法はアンタゴニスト法：146周期，long法：16周期，その他：6周期であった．採卵数：6．6±5．6個，運動精子注入率：87．2％，受精卵数：

3．0±5．6個，受精率：45．0％，良好胚獲得率：3＆3％，胚移植率：70．0％，妊娠率：29．1％であった．胚移植ができた117周期（TESE：87周

期，MD：30周期）において妊娠群と非妊娠群で比較検討した．妊娠群（TESE：26周期，　MD：8周期，運動精子：28周期，不動精子：2周

期）年齢：32．2±43歳，採卵数：9．9±8．2個，運動精子注入率：93．3e／，，受精卵数：5．1±3．6個，受精率：642％，良好胚獲i得率：462％，

非妊娠群（TESE：65周期，　MD：22周期，運動精子：82周期，不動精子：5周期）年齢：35．3±5．1歳採卵数：5．9±3．8個，運動精子注入

率：85．1％，受精卵数：2．9±2．1個，受精率：50．3％，良好胚獲得率：23．5％であった．運動精子注入率に有意差はなかったが，年齢は妊娠

群が有意に低く（p＜O．05），その他の項目は妊娠群が有意に高かった（p＜0．05），【結論】当院における2006～2008年の凍結精巣精子によ

るICSI統計報告おいては不動精子の妊娠例はなかった．しかし，今回の対象期間で運動精子注入率に有意差はなかったが，不動精子でも

妊娠例が得られたことで，精巣内精子が確認され凍結保存できれば妊娠の可能性はあると考えられた．限られた凍結精巣精子を用いる治療

のため，採卵数が期待できるなどのよりよい条件で治療周期に臨めるように，症例背景を十分に検討する事が重要と考えられた．
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P－052　Split－ICSI周期におけるPICSI法を併用した臨床成績の比較

○伊福　光枝1），江頭　昭SS　1］，永渕恵美子1），友原　　愛1），田中　啓子］），峰　　千尋P，大坪　　瞳1｝，南　　綾子1），

　松隈　豊和I」，中島　　章1］，大塚未砂子D，吉岡　尚美’），荒木　康久2、，蔵本　武志lt

　｝）医療法人蔵本ウイメンズクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

【目的】cIVFとICSIを同時に行うsplit－ICSI症例において，　ICSI時にPICSI法を併用することにより臨床成績が改善する

か否かを検討した．【対象および方法】2011年7月から2012年3月に39歳以下でART3回以下の症例のうち，患者希望に
よりsplit－ICSIを施行した47症例（平均年齢35．0歳）を対象とした．　ICSIする際の精子選別法を倒立顕微鏡下で運動性と

形態を指標として選別したcICSI群とspermslowに結合した精子の形態を倒立顕微鏡下で観察して選別したPICSI群に分
類した．cIVF群はすべての症例で10万／500μ1の精子濃度で媒精を行った卵子とした．各群での正常受精率と体外発生能を

比較した．精子選別法の選択は，インフォームドコンセントのもとに患者をランダムに分け実施した．【結果】正常受精率
はcIVF群54．4％（227／417），　cICSI群63．9％（62／97），　PICSI群71．1％（59／83）とPICSI群がcIVF群と比較して有意に

高かった（p＜O．05）．Day3良好胚発生率はcIVF群61．4％（137／223），　ICSI群63．3％（38／60），　PICSI群56．1％（32／57）と

差はなかった．分割期胚での凍結・胚移植を除いた培養胚あたりの胚盤胞発生率はcIVF群7＆4％（91／ll6），　clCSI群66．7％

（24／36），PICSI群80．6％（25／31）とclCSI群と比較してPICSI群で改善した．得られた良好胚盤胞の割合はcIVF群30．8％
（28／91），clCSI群2S．O°／．（6／24），　PICSI群32．0％（8／25）と差はなかった．【結論】Split－ICSI時にPICSIを施行すること

により，体外発生能がclVFと同等な成績が得られ，　clCSIと比較して改善することが明らかとなった．

P－053　HA－ICSIに用いるビアルロン酸（SpermSlow，　Origio）の精子先体反応および運
　　　　　　動性への影響

○千木野みわ1），山本みずきv，宇佐美友希1），古野　敦子L”，北川　雅一21，片山　佳代2｝，浜之上はるかD，大島　　綾），

　吉田　　浩L’J，湯村　　寧’1，村瀬真理子1］，榊原　秀也31，野口　和美川，平原　史樹3）

　1横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市
　立大学附属病院産婦人科

【目的lICSIによる受精では，　Capacitation，先体反応（AR），　Hyperactivation，透明帯穿通，精子卵子融合がバイパスされる．そのため卵子内に持ち込まれた

精子細胞膜および先体（先体内酵素）の卵子および胚への影響が危慎される，ビアルロン酸（HA）は卵丘細胞外マトリックスの主要成分であり，我々はこれま

でHAに結合した成熟精子は，　DNA断片化率が低く形態正常率が高いことtそして，それら精子を用いてICSIを行うことにより良好胚率が高くなることを報告

してきた．本検討では，HAのAR，運動性への影響について検討を行った．【方法】精液検査，人工授精目的に採取された精液の余剰精液を患者の同意を得て実

験に用いた。2層法およびSwim－up法により運動精子を回収した．精子は3時間前培養してCapacitationを誘起した後lmg／mlHAでlhr培養を行った，また

一部は前培養を行わずに実験に用いた．ARの評価はPSA－FITC染色により行った．運動性の評価はCASAを用いて分析した．【成績】非前培養群（n＝4）のl

hr後のAcrosome　reacted　spermの割合は，　HA添加群で16，0％，非添加群で1＆3％，前培養群（n＝4）ではHA添加群で27．0％，非添加群で27，6％であり，

有意な差は見られなかった．CASAを用いた分析の結果，非前培養群（n＝6）では曲線速度頭部振幅直進性に有意な差は見られなかったが，前培養群（n＝

5）のHA添加前，　HA添加群t　HA非添加群の曲線速度（94，4±3．0，103．2±20，100，4±48）頭部振幅（261±O．16，2．67±O．22，2．42±O．20）t直進性（0．44±O．04t

O41±002，0．45±O，02）のうちHA添加群の曲線速度で有意なll昇が見られた（p　＝　O．039），【結論】HAのARを誘起する効果は見られなかった．　Hyperactibvation

では曲線速度と頭部振幅の上昇と直進性の下降が必要条件であると言われているが，本検討では，Capacitation誘起後のHA添加群で曲線速度のみ有意な上昇が

見られたことこら，HAは精子運動性を上昇させるが，　Hyperactivationを誘起しているかについては，更なる検討が必要だと考えられたt

P－054　採卵数の少ない症例にICSIは必要か

○大井なぎさ，原田美由紀，藤本　晃久，大須賀　穣，大石　　元，平田　哲也，堤

　増澤　菜美，藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎
　東京大学医学部附属病院産婦人科

亮，森嶋かほる，渡辺　裕子，

【目的】ICSIは乏精子症や精子無力症といった男性不妊，および受精障害が本来の適応である．精子の状態を評価するパラメーター

は複数あるが，卵子の受精能を評価する手段は少なく，体外受精における受精結果の厳密な事前予測は難しい．近年当科において

は患者の高年齢化や子宮内膜症性卵巣嚢胞術後あるいは合併患者の増加に伴い，採卵数の少ない症例が増えているが，このような

症例で非受精や異常受精が起きると高率に胚移植がキャンセルとなるため，適切な受精方法を選択し受精卵を得ることは重要であ

る．そこで今回，過去に実施したconventional　IVF（以下IVF）・ICSIにおける受精結果を比較し，採卵数が少ない場合にどの受

精方法を選択すべきか検討を行った．【対象と方法】2004年1月から2011年12月に当科にて調節卵巣刺激後採卵を実施し，IVF

を行った568周期，およびICSIを行った697周期を対象とし，採卵数別の受精結果を後方視的に検討した．なお，データの収集
にあたっては，事前に患者に説明のうえ書面にて同意を得ている．【結果】採卵数の平均は7．7個t総採卵数における正常受精率は

IVF，　ICSIとも64％であった．　IVFでは採卵数1個の場合正常受精が35％，非受精が35％，3PNが22％で，2個以上の群の64％
と比し正常受精率が有意に低率であった（p＝O．007）．一方ICSIでは，採卵数1個（69％）と2個以上（63％）で正常受精率に差

はなかった．採卵数1個の場合IVF，　ICSIによる正常受精率は各々35％，69％であり，有意にICSI群で高かった（p＝0．005）．

【結論】採卵数が1個のIVF症例では正常受精率が低く，非受精や異常受精が高率に起きていた．これらの症例には調節卵巣刺激

を行っても複数の卵胞発育が困難なpoor　responderが多く含まれており，卵子の質の低下から正常受精が起こりにくくなっている

可能性がある．採卵数が1個の場合は，貴重な治療の機会を逃さないためにICSIの適用が有効となる可能性が示唆された．
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P－055　ARTにおける無加湿型インキュベーターの有用性に関する検討

○富樫　　伶，岩佐　　萌，江副　郁恵，中野　英之

　中野レディースクリニック

【目的】当院では2010年より無加湿型インキュベーターを導入し，培養に使用している，従来から使用している加湿型イン

キュベーターと比較し，無加湿型インキュベーターの有用性を検討した．【対象と方法】2009年1月から2011年12月まで

の間に当院でIVFを施行した160症例206周期および同期間にICSIを施行した258症例389周期を対象とした．　IVFおよ
びICSI施行後に無加湿型インキュベーター（Gl85，　K　systems）で培養したものを無加湿群，加湿型インキュベーター（BL

42MD，十慈フィールド株式会社）で培養したものを加湿群として，受精率，良好胚形成率，胚盤i胞形成率，良好胚盤胞形
成率，初期胚妊娠率㍑ET周期），胚盤胞妊娠率（／ET周期）を比較した．統計学的検討では，　t検定もしくはX2検定で解
析し，有意水準5％で有意と判断した．【結果】IVFでの無加湿群と加湿群の受精率はそれぞれ53．7％，48．8％，良好胚形成
率は50．9％，45．2％，胚盤胞形成率は17．9％，11．5％，良好胚盤胞形成率は4．8％，1．3％，初期胚での妊娠率は20．6％，24．2％，

胚盤胞での妊娠率は＆7％，O．O％であった．　ICSIでの無加湿群と加湿群の受精率はそれぞれ77．1％，75．2％，良好胚形成率

は51．8％，57．0％，胚盤i胞形成率は169％，172°／o，良好胚盤胞形成率は29％，2．1％，初期胚での妊娠率は15．7％，25．8％，

胚盤胞での妊娠率は12．8％，24．3％であった．全ての項目で有意差はなかった．【結論】本研究で用いた無加湿型インキュ

ベーターは従来の加湿型インキュベーターと同等の有用性があると考えられた．

P－056　当院における無加湿型インキュベーターの培養成績

○兼子　由美，飯泉　文香，土屋翔太郎，松井　有紀，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満

　西村ウイメンズクリニック

【目的】当院では，完全個別培養による安全性の向上，培養環境の安定の観点から，2012年1月より無加湿型インキュベー
ター（K－Systems　G185，以下Dinc）を導入した．今回，　Dincによる培養成績と従来使用の加湿型インキュベーター（ASTEC

SMA－80DRS，以下Winc）による培養成績について検討し，　Dincの有用性を考察した．【方法】2011年5月から2012年4
月に当院で採卵を行った519周期を対象とした．2011年12月まではWinc（W群：313例2665個），2012年1月からはDay
1よりDinc（以下，　D群：206例1685個）による最長7日間の培養を実施し，両群間の胚盤胞到達率（Gardner分類2以上），

、良好胚盤胞到達率（3BB以上），早期良好胚盤胞到達率（Day4，5かつ3BB以上）について比較した．さらに，年齢別（34
歳以下／35－39歳／40歳以上），両群で採卵した症例問（115例）での検討も行った．【成績】両群間の年齢，採卵回数採卵
個数受精方法，受精率について差を認めなかった．胚盤胞到達率（median）は，　W群30．0％／D群33．3％（p＝0．496），良

好胚盤胞到達率は，W群14．3％／D群25．0％（p　一　O．644）で有意差は認めず，年齢別の比較にも差を認めなかった．早期良

好胚盤胞到達率は，W群0％／D群10．1％（p＝0．001）とD群で有意に高値となり，年齢別では39歳以下で良好な成績を示
す傾向を認めた（p＝O．OOI）．同一症例問では，胚盤胞到達率，良好胚盤胞到達率，早期良好胚盤胞到達率ともに，　D群で良

好な成績を示す傾向があった．（p＝0．0031，0003，0．006）【結論】当院における無加湿型インキュベーターの培養成績は，

加湿型インキュベーターより良好な成績を示し，特に39歳以下の早期良好胚盤胞到達率と同一症例間で有意に良好な成績
であった．

P－057　無加湿培養器の導入とその有効性について

○濱井　晴喜，小野光樹子，寺村　聡子，高田　玲子，千川　　愛，中平　理恵，岩橋　和裕，早川ひとみ，大濱　尚子，

　寺西　明子，繁田　　実

　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】ART治療開始より19年，培養室拡張より9年を経て，　ART症例の増加やラボ業務の多様化により培養器の増台を
余儀なくされたが，培養器に確保できるスペースはごく僅かしか存在しない．そこで安全面の確保と胚の負担の軽減を第一

に考え，Dry　Culture　Systemの個別12ch培養器（＊ASTEC）を導入した．本研究では加湿型培養器と無加湿型培養器を比

較してその有効性を分析したので報告する．【方法】2011年5月から2012年2月までに無加湿培養器を使用した（1）融解か
ら胚移植までの胚盤胞凍結融解胚移植（短期培養）の治療結果（442周期），（2）初期胚移植後，余剰分割胚を培養し（長期

培養）凍結した胚盤胞のGradeと5日日凍結胚の有無について検討を行った（197周期436個）【結果】（1）凍結融解胚移植
のそれぞれの妊娠率，着床率，流産率は40歳未満では【無加湿群】47．7％（114／239），47．1％（115／244），15．8％（18／114），

【加湿群】43．0％（37／86），42．5％（37／87），27．0％（10／37），40歳以上では【無加湿群】23．8％（20／84），23．9％（21／88），30．0％

（6／20），【加湿群】21．2％（7／33），20．0％（7／35），42．9％（3／7）となり有意差は見られなかったが流産率で無加湿群が低い

傾向を認めた．（2）Grade－BB以上の割合は【無加湿群】64．4％（188／286），【加湿群】64．0％（96／150），5日目凍結胚の割合

は【無加湿群】54．2％（155／286），【加湿群】53．3％（80／150）となり，どちらにおいても有意差は見られなかった．【結論】［1］

この培養器の特徴は個別培養対応，メンテナンスの簡易化，2枚構造の扉（開閉用と硝子覗き窓用）の為，培養器を開閉する

ことなく器内が安定したまま確認ができ，取り違い防止にも役立っている．［2］凍結融解胚移植までの短期培養および移植
後の余剰分割胚の長期培養でも加湿培養器と同等の治療結果となり無加湿培養器の有効性が確認された，
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P－058 無加湿型培養器におけるガス供給方式の違いがヒト受精卵の培養に与える影響につ
いて

○後藤　優介，緒方　洋美，十倉　陽子，山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀子，岡本　恵理，苔口　昭次，

　塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】近年，注目されている無加湿型培養器（以下EZ　culture）（ASTEC社製）の特徴は，菌類の繁殖を抑制すること以外に，

1台の培養器内に独立した6個のチャンバーがあり，各チャンバーによる個別培養が可能である点が挙げられる．一方で，各チャ

ンバーにおけるCO2とN2ガス（以下ガス）の供給方式は，1つのタンクに流入したガスが各チャンバーに供給され，そのタン
クにガスが戻る循環方式であることから，1個のチャンバーを開閉するとタンクを通して，他のチャンバーに気相の変化を与える

可能性があり，培養は個別であってもガス環境は個別でないのが現状である．そこで，今回我々は，EZ　cultureのガス供給方式

を循環方式ではなく，各チャンバーに直接供給し循環せずに外に排出する非循環方式を用いることで，ガス環境を個別化し胚発

生の改善に繋がるか検討をした．【方法】研究の同意が得られ，破棄予定となった採卵後2日目の凍結初期胚64個において循環

方式（以下循環群）と非循環方式（以下非循環群）の2群に分け培養を行い，胚盤胞発生率及び良好胚盤胞率を比較検討した．

循環群においては庫内の気相の変化の影響を検討するため，1日3回，1回につき5秒程度チャンバー1箇所を開閉した．【成績】
循環群と非循環群で胚盤胞発生率は，81．3％（26／32）と81．3％（26／32），良好胚盤胞率は，46．2％（12／26）と3＆5％（10／26）と

なり各項目において有意差は認めなかった．【結論】循環群と非循環群において培養成績に有意差は認めなかったことから，EZ　cul－

tureのガス供給方式を非循環方式にすることによる胚発生の改善は認めなかった．また，循環方式におけるチャンバーの開閉が

胚発生に与える影響を懸念していたが，タンク内の気相の回復が早く，胚発生に影響を与えない程度であったことが示唆された．

P－059　無加湿型タイムラプスインキュベーター（EmbryoScope）を用いた胚培養の試み

○溝部　大和，秋吉　俊明，松尾　　完，坂口　摩姫，上田　泰子，福田　裕子，松尾　恵子，福嶋　倫子，山口　敦巳，

　岡本　純英

　医療法人ART岡本ウーマンズクリニック

［目的］タイムラプスインキュベーター（以下EmbryoScope）は扉を開閉することなくリアルタイムに胚を観察することが

可能である．また，無加湿型であり加湿型に比べて管理が容易である．体外受精においては胚の発育を顕微鏡下で観察する

ことが必要であるが，胚のストレスを考慮すると長時間または頻繁に観察することは避けたほうが良い．そこで，Em－
bryoScopeと従来のインキュベーターにおける培養成績について比較検討した．［方法］2012年4月～5月に採卵し，採卵

数が10個以上の18症例（合計培養胚数337個）を対象とした．ICSI施行後，無加湿型のEmbryoScopeで培養を行った群
（A群：培養胚数186個），加湿型マルチガスインキュベーターにて培養を行った群（B群：培養胚数151個）の2群に分け

た．なお，18症例それぞれにおいてすべての胚をA群，B群の2群に分けて培養した．また，調査項目は，受精率，　D3良
好胚率（Veeck分類6cellG2以上：移植に供した胚を除く），良好胚盤胞率（Gardner分類3以上），胚利用率（凍結胚数＋
移植胚数／受精数）とした．［結果］受精率はA群7＆5％（146／186），B群78．1（118／151），　D3良好胚率はA群61．4％（86
／140），B群59．1％（65／110），良好胚盤胞率はA群58．6％（82／140），　B群52．7％（58／110），胚利用率はA群60．3％（88／146），

B群559％（66／ll8）であり，すべてにおいて差は認められなかった．なお，胚移植に供したのはA群から7個（培養5日
目で胚移植を行った1個を含む），B群から8個である．［考察］今回の検討では，　A群がすべての項目においてB群よりも
高い傾向を示したが有意差は認められなかった，今後は，症例数を増やし検討を重ねていきたい．

P－060 無加湿型タイムラプスインキュベーター（EmbryoScope）を用いた胚の動的評価
の試み

○松尾　　完，秋吉　俊明，溝二部　大和，坂口　摩姫，上田　泰子，福田　裕子，松尾　恵子，福嶋　倫子，山口　敦巳，

　岡本　純英

　医療法人ART岡本ウーマンズクリニック

【目的】【体外受精において妊娠率を向上させるためには，良好胚を選択して移植することが重要である．しかし，従来のイ

ンキュベーターでは発生過程を断片的にしか観察することができず，もっとも良好な胚を選択することは困難である．そこ

で，胚をリアルタイムに観察することのできる無加湿型タイムラプスインキュベーター（以下EmbryoScope）を用いて胚
の動的評価を行い，良好胚を選択し移植することで妊娠率が向上するかどうか検討した．【方法】2012年3月から5月の間
に体外受精一胚移植を施行した周期のうち，年齢40歳未満で受精卵が2個以上あり，新鮮単一胚移植を実施した58周期を

対象とした．EmbryoScopeにて培養し胚移植を実施した群（A群：17周期）と，マルチガスインキュベーターにて培養し
胚移植を実施した群（B群：41周期）における妊娠率を比較した．A群は形態的評価に動的評価を加え移植胚を選択した．

B群は倒立顕微鏡下で形態的評価のみを行い移植胚を選択した．なお，A群におけるEmbryoScopeの動的評価は胚の発育
速度を指標とした．【結果】A群は平均年齢35．3歳で，17周期のうち8周期が妊娠に至り妊娠率は47．1％となった．B群は
平均年齢34．5歳で，41周期のうち10周期が妊娠に至り，妊娠率は24．4％となった．両群間に有意差は認められなかった．

【考察】今回の検討では，形態的評価に動的評価を加えた群で妊娠率が高い傾向を示したが有意差は認められなかった．今

後はさらに症例数を増やし検討する必要があると思われる．
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P－061　タイムラプス胚観察インキュベータを用いた胚盤胞培養～培養成績不良症例に対す
　　　　　　る臨床使用～

○渡辺　真一’），上畑みな子1　・），田中　豊美P，松永　利恵D，山中菜保子t），齋藤麻美子D，廣澤　利和v，和田　知久1），

　森田　　大1），伊東　雅子12），水野　涼子1’，佐々木雅弘D，桑波田暁子D，越知　正憲1），堀内　俊孝3）

　1］おち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，：s）県立広島大学大学院総合学術研究科

【目的】エンブリオスコープ（UNISENSE　FERTILITECH，　Denmark）（以下ES）は胚のタイムラプス撮影インキュベータである．胚を庫外に出

すことなく観察が可能なため，体外観察による温度低下，培養液のpH変動，光曝露を最低限に抑えることが可能である．今回は，胚盤胞培養成

績が不良であった症例を対象に本機を使用し，胚盤胞発生率に向上が認められたので報告する．

【対象】2012年2月から5月の採卵周期で，前周期に従来型インキュベータで胚盤胞培養を行ったが良好胚盤胞が獲得出来なかった症例のうち，

無作為に選択した41周期（平均年齢41．3歳）について，ESを用いて胚盤胞培養を行った，

【方法】クロミフェンーFSH－GnRHa周期またはフェマーラ周期で採卵を行い，　IVFまたはICSIを施行し20時間後に正常受精が確認された胚をES

に投入し，最大7日間胚盤胞培養を行った．ES培養では，　day3，　day5での培養液交換2回，胚を庫外に出した，従来型培養では，観察または培

養液交換のため，day2AM～day4AM各1回，　day5～7で胚盤胞凍結のため1日最大4回，合計最大15回，胚を庫外に出した．培養条件は37℃・

6％CO、・5％0、とし，　ESは無加湿t従来型は加湿であった．胚盤胞は内腔160μm以上でICMを認めたものを良好胚盤胞とした、

【結果】ES培養では24／41周期（5＆5％）で良好胚盤胞が得られ，36／94個（38．3％）が良好胚盤胞となった，従来型培養では45／118周期（3＆1％）

で良好胚盤胞が得られ，62／258個（24．0％）が良好胚盤胞となった，良好胚盤胞獲得周期率，良好胚盤胞獲得率ともにES培養が有意に高かった．

【考察】ESは胚を庫外に出す回数と時間を大幅に減少させ，胚盤胞発生率を向上させた．本機の使用による培養環境の改善は培養成績の向上に有

効である．

P－062　タイムラプス胚観察インキュベータを用いた凍結のための胚盤胞選別～Day5初期
　　　　　　胚盤胞から凍結可能な良好胚盤胞率の向上～

○松永　利恵D，上畑みな子1），小林　勇毅D，宮田　佳SU　L’，和田　知久t｝，齋藤麻美子1），廣澤　利久’｝t渡辺　R．－i），

　森田　　大1），伊東　雅子13｝，水野　涼子D，佐々木雅弘D，桑波田暁子t｝，越知　正憲D，堀内　俊孝L’｝

　1）おち夢クリニック名古屋，2）県立広島大学大学院総合学術研究科，3）藤田保健衛生大学産婦人科

【目的】胚盤胞培養において，初期胚盤胞に至った後，十分な拡張が見られず凍結できない胚がまま見受けられる．この原

因の一つとして，頻回の観察による胚へのダメージが考えられる．今回，エンブリオスコープ（UNISENSE　FERTILITECH，

Denmark）（以下ES）を用いて，胚盤胞観察をタイムラプス撮影のみで行い，初期胚盤胞から発生する凍結可能な良好胚盤
胞率の向上を図った．【対象】2012年2月から5月の採卵周期のうち，ESおよび従来型インキュベータで胚盤胞培養を行い，

Day5で初期胚盤胞に達した胚（それぞれ45周期85個，182周期325個）を対象とした．【方法】クロミフェンーFSH－GnRHa

周期またはフェマーラ周期で採卵を行い，IVFまたはICSIを施行した．20時間後に正常受精が確認された胚をESまたは
従来型で最長day7まで胚盤胞培養を行った．内径160μm以上でICMを認めた胚を良好胚盤胞として凍結した．【結果】ES
培養区と従来型培養区の凍結可能な良好胚盤胞率は各89．4％（76／85）と77．5％（252／325）になり，ES培養区で有意に高

かった．特に，Day5での凍結実施率はES培養区76．3％（58／76），従来型培養区51．6％（130／252）となり，　ES培養区で高

い値となった．【考察】ES培養によって，従来法より良好な成績が得られた．従来型培養では，　Day5以降，1日最大4回，

合計最大12回，観察のため胚を庫外に出す必要があるが，ES培養では凍結時まで胚を庫外に出す必要がない．従って，　ES

培養での良好な成績は，胚を庫外に出すことによるダメージをゼロにできたこと，庫外に出すことなく30分ごとに胚盤胞
の画像を確認でき，胚にとってベストなタイミングで凍結できたことによるものと思われる．

P－063　EmbryoScopeTMを用いた前核の観察とその後の胚発生能について

○岸田　拓磨，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】現在当院ではEmbryoScopeTMの導入により全胚を対象に胚発生の連続的観察を行っている．今回我々は，前核の出

現から消失までの形態変化及びその時間を測定し，その後の胚発生を比較検討した．【対象と方法】当院において2012年3
月から5月に体外受精または顕微授精を行った，33症例，138個の胚を対象とした．（検討1）顕微授精施行時間を起点に前
核の出現時間と消失時間を計測し，その後の胚発生を検討した．（検討2）体外受精胚と顕微授精胚を対象に前核の形態を観

察し，両前核の直径の差が5μm以上の胚を不同胚，5p未満の胚を均等胚としてその後の胚発生速度と分割良好胚への発生
率を比較検討した．【結果】（検討1）前核の平均出現時間は9．3h（6．1－35．1　h），平均消失時間は25．lh（18．7－64．1　h）であっ

た．出現時間と胚発生に相関は無かったが，消失時間では30時間未満は30時間以上よりも桑実胚発生率が有意に高くなっ
た（53．7％vs　O％；P＜O．05）．（検討2）不同胚は均等胚と比較して2cell，3cell，4cellへの到達時間が有意に遅かった（2cell　：

36．9h　vs　28．9h，3cell；45．6h　vs　374h，4cell；473h　vs　40．2h；P〈O．05）．良好胚への発生率について不同胚の方が均等胚と比

較して有意に低下した（15．0％vs　492％：P＜O．05）．なお，前核内の状態は前核出現から消失の間，一定ではなく変化して

いた．【考察】今回の検討で前核の消失時間が30時間を超える場合，その後の発生能が低下する事が明らかとなった．さら

に，不同胚は均等胚よりも初期の胚発生が遅く，発生能が低いことも明らかとなった．このことから連続的観察を行わずと

も，前核期胚を2点の時間で観察し，さらに両前核のサイズを計測する事でその後の胚発生を予測する事が可能かもしれな
い．
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P－064 タイムラプス観察に基づいた規定単一胚移植プロトコール

○安藤　寿夫’），北見　和久2），高橋明日香2），伴野　千尋2｝，山口

　矢野　有貴21，小林　浩治2），皆元　裕子V，高柳　武志D，鈴木

　i’豊橋市民病院総合生殖医療センター，2豊橋市民病院産婦人科

恭平2），吉田

範子D

光紗2），廣渡　芙紀2｝，寺西　佳枝2），

【目的】規定単一胚移植（compulsory　single　embryo　transfer，　cSET）は，　ARTにおいて多胎分娩減少の実現を確約する最良の方法

であるが，実施には胚選択の精度が許容可能レベルである必要がある．今回，タイムラプス（TL）観察を全ての胚に行えば，胚選択

に必要な情報の質的向上が期待できるという着想で，TL観察に基づいた新鮮胚ならびに凍結胚のcSETプログラムを4年間継続し
て行って得た結果を報告する．【方法】倫理委員会承認とインフォームド・コンセントの下，一度に最大100個の胚のTL動画を作製

できる顕微鏡内蔵型インキュベーターシステム（time－lapse　imaging　incubator，　TLII）を用いた．受精確認後，全ての胚をTLIIに

てTL動画記録する方針とした，連続1，159採卵周期とこれに付随した新鮮および凍結cSET周期を分析した．比較対照には，　TL観

察を行わず3胚移植まで許容していたそれ以前の連続1，159採卵周期と付随胚移植周期を用いた．【成績】採卵周期あたりART後生

児獲得累積分娩率（CDR）は，　cSET群で1＆6％，対照群で26．1％（ART後全生児獲得分娩率TDRとして）で，　P＜O．OOO1であっ

た．多胎分娩率は，cSET群で1．40％（3／215），対照群で＆58％（26／303）で，　P〈O．OO1であった．女性年齢38歳未満では，　CDR

がcSET群で27．4％，　TDRが対照群で34、8％（P＜O．Ol）だったが，多胎率はcSET群で1．69％，対照群で7．78％（P＜O．OO1）となっ

た．一方，女性年齢38歳以ヒでは，CDRがcSET群で7．39％，　TDRが対照群で＆57％（N．S．）だったが，多胎率はcSET群でO．OO％，

対照群で7．78％（P＜O．05）となった．【結論】TL観察に基づいたcSETの有益性は，多胎となった場合の周産期リスクがより大き

な38歳以上においても明らかで，今後も継続可能である．本研究では，一部cSET群の凍結胚使用や妊娠が完了していないことや，

施行時期，患者背景，卵巣刺激法培養法など，対照群との相違点が少なからずあり，発展的な研究の展開が望まれる．

P－065 タイムラプスシネマトグラフィーによる分割期胚の形態ならびに時間的評価による
妊娠・出産予後

○寺西　佳枝1），北見　和久］1，高橋明日香1），伴野　千尋’），山口

　小林　浩治v，皆元　裕子L’），高柳　武志2），鈴木　範子2），安藤

　’豊橋市民病院産婦人科，2豊橋市民病院総合生殖医療センター

恭平V，吉田
寿夫L’）

光紗P，廣渡　芙紀1），矢野　有貴1），

【目的】タイムラプス（TL）培養システムにより，胚1個1個の動的形態評価のみならず胚発生各段階における発育速度を

詳細に知ることができるようになった．本研究では，TL観察による胚分割速度評価により，生産やearly　pregnancy　loss
（EPL）が予測できるかについて評価することを目的とした．【方法】倫理委員会承認とインフォームド・コンセントの下，

同時に約100個までの胚評価が可能な顕微鏡内蔵型TLインキュベーターを用いた．新鮮胚および凍結融解胚を規定単一胚
移植（compulsory　single　embryo　transfer；cSET）により移植し，分娩まで自施設でフォローした．第1胚分割がTL観察

でのみ異常と評価できるクランブル（crumble）胚を除外した後，従来の形態評価法に時間的要素を加えて胚のランキング

を行い，分割期以降で移植または凍結を行った．今回の動的形態評価にあたっては，連続401新鮮胚移植周期および271凍
結胚移植周期を後方視的に解析した．【成績】（1）生産に至った115周期（2）流産等のEPL　54周期（3）妊娠反応陰性502

周期において，前核消失～2細胞までは，（1）2h18　min±Oh39　min（2）2hl4　min±Oh29　min（3）2h20　min±Oh43
min，2細胞～5細胞までは，（1）25　h　26　min±4hll　min（2）24　h　58　min±3h22　min（3）26　h　10　min±5h29　minを

はじめとして，3群間において発育速度に有意差を認めなかった．【結論】TL培養システムにより，動的形態評価により不

良胚を除外した後に時間的要素を加えて各胚を比較しながら良好胚を選択すれば，胚発育速度は生産を達成しEPLを防ぐ
ための絶対的指標にはならないことが，今回のデータから推察された．

P－066 新しい重症卵巣機能障害の治療法：sitagliptinによる食後糖代謝是正は卵胞・胚発
育，妊娠率を改善する

○神野　正雄1），渡邉　愛子’｝，竹内　正義2），日浦　理絵P，廣濱　　準D，畠山　尚久］」

　1）ウィメンズクリニック神野，L）金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域糖化制御研究分野

【目的】加齢とPCOSは卵巣機能障害の主原因で，共通機序にinsulin抵抗性があるが，　insulin増感剤のmetforminは一部にの

み有効である．これは，糖尿病の機序にinsulin分泌不全もあるため，当然とも言える，そこで，血糖増加に応じた適量なinsulin

分泌増加を起こすsitagliptinを用い，重症卵巣機能障害の新治療を試みた．【方法】説明と同意のうえ，　metformin療法を含め

諸種卵巣刺激法でART反復不成功（5．8±O．6回）の高齢不妊（410±O．5歳）44例を対象とした．月経第3日に諸検査，　toxic　ad－

vanced　glycation　end－product（TAGE）測定後，　sitagliptin　50　mg／日を開始した．1月後に同じ検査を行い，さらに1月後に

ARTを施行した．年齢，既往ART数day－3－FSHを対象と合わせたsitagliptin非使用のART例を無作為抽出し，　matched
controlとした．そして有効性，適応，作用機序を検討した．【成績】卵胞，胚発育はsitagliptinで有意に改善した．臨床および

継続妊娠率は，sitagliptin群20％，14％，対照群23％，0％と，　sitagliptin群で有意に高かった．投与前42検査につきANOVA

とlogistic回帰で解析すると，　free　testosterone（FT）と中性脂肪のみが，　sitagliptinによる継続妊娠率と有意に相関した（odds

比：2．40と1．03）．oGTTでは，　sitagliptin投与により，全ての血糖値が有意に低下した．　Sitagliptinによる各検査の変化率と良

好胚数の増分（対象の既往ARTと比較）との相関をspearmanと重回帰で分析すると，　TAGEとDHEA－Sのみが有意に相関
した（β：－O．32と0．41）．【結論】本研究はsitagliptinの不妊治療での有効性を示す最初の報告である．　Sitagliptinはmetformin

無効のART反復不成功の重症高齢不妊に有効で，卵胞，胚発育を改善し，妊娠率を増加する．妊娠成功とFTに有意相関を認
め，適応としてPCOSが示唆された．食後血糖とTAGEの減少，　DHEAの増加が作用機序に関与すると考える．
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P－067　ART反復不成功例において，メラトニンは成熟障害，胚質を改善し，妊娠率を増
　　　　　加させる

○池間　　鈴，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，奥　　裕嗣

　レディースクリニック北浜

【目的】メラトニンには卵巣内での卵胞発育時に受ける酸化ストレスを，抗酸化作用により防御する働きがあることが知ら

れている．また，卵成熟率の低い卵胞液中のメラトニン濃度は低いという報告もある．そこで，当院でのメラトニン投与に
おける有用性治療成績の検討を行った．【方法】2011年6月から2012年4月までの期間において，ART反復不成功例にお
ける刺激周期22症例22周期（平均年齢37．3歳）を対象とした．投与方法は，メラトニン錠3mgを眠前（1錠／1日）に採
卵前周期10日目より採卵前日まで連日投与し，投与前後の採卵数卵成熟率，正常受精率，Day2胚良好胚率および妊娠率
について比較検討した．さらに，投与前の卵成熟率が50％未満の症例に対して，同様に検討を行った．【結果】投与前後そ
れぞれの採卵数（149個VS155個），卵成熟率（73．1％VS74．1％），正常受精率（60、5％VS76．5％）で有意差は認められなかっ

たが，Day2胚良好胚率は（59．3％VS6＆4％）で，投与後では高い傾向にあり，妊娠率（0％VS36．3％；p＜O．01）は有意に増
加した．また，卵成熟率が50％未満の症例では採卵数（30個VS48個）に有意差は認めなかったが，卵成熟率（15．5％VS82．9％；

p＜O．05）が有意に改善され，正常受精率（23．8％VS68．5％；p〈OD5）も有意に増加した．【考察】投与後において8例が妊

娠に至っており，卵成熟率が50％未満症例に対する投与後の卵成熟率，正常受精率に有意差を認めた．また，Day2胚良好
胚も増加傾向を認めたことから，成熟障害，胚質不良例に対するメラトニン投与は有効であると示唆された．

P－068　L－carnitineは摂取は胚盤胞到達率を改善する

○小嶋　哲矢P，小林　一彦D，末包　博昭2J

　1）武庫之荘レディースクリニック，L”＊包クリニック

【目的】ARTをおこなってもなかなか妊娠にいたらない難治性不妊症の治療方針にはしばしば難渋する．われわれは，難治

性不妊症女性に対しては，補完代替療法として積極的にL－carnitinieの摂取をすすめている．今回，　L－carnitine摂取が胚

発育におよぼす効果を検討したので報告する．【方法】今回の研究対象は，初回ARTで妊娠に至らなかった症例のうち，次

回ARTまでの待機期間にL－carnitine（以下LC，　AAプロジェクト）摂取をうながし，同意が得られた24症例である．こ

れらの対象にLC1日1000mgを経口摂取してもらった．なお，初回ART時よりLCを摂取している症例，　LC摂取前後で
卵巣刺激法，受精法，移植胚数がことなる症例は今回の研究対象からは除外した．【成績】研究対象の平均年齢は37．0±4．7

歳（27～45歳）であった．LC摂取期間は平均2．9±1．4か月（1～6か月）であった．　LC摂取前後での採取卵数は5．8±4．9

個（0～14個）VS5．0±5．0個（0～16個），成熟卵獲得数も平均47±4．3個（0～14個）VS3．8±3．4個（0～10個）と減少傾向

にあったが有意差はなく，受精率は59．9±32．5％から66．3±36．0％と上昇傾向をみとめたものの有意差は認められなかった．

余剰胚の胚盤胞到達は，LC投与前5．5％（3／55）であるのに対し，　LC投与後は32．6％（14／43）であった．24例中6例で新

鮮胚移植での妊娠が成立し，新鮮胚移植で妊娠に至らなかった症例のうち余剰胚が凍結保存できた3例に融解胚盤胞移植を
おこない，2例に妊娠が成立した．【結論】LC摂取は，採取卵数成熟卵数受精率に有意な影響及ぼさなかった．しかし
ながらLC摂取により受精卵（余剰胚）の胚盤胞到達率は増加し，妊娠例が見られた．　LC摂取により妊娠率が向上する可
能性が示唆された．

P－069　マクロファージ活性化漢方製剤（MACH）は胚質不良症例に対して有効か？

○橘　　直之V，鈴木　達也12），池田　伴衣12），島田　和彦1・2），平野　由紀12），柴原　浩章1・Z），鈴木　光明12）

　1）自治医科大学産科婦人科学講座，2｝自治医科大学附属病院生殖医学センター

【目的】マクロファージ活性化漢方製剤（macrophage　activating　Chinese　mixed　herbs：MACH，インターパンチ）はイン

ターフェロン誘起作用をもつ南瓜子，車前子，金銀花，紅花からなる漢方製剤であり，ART時の併用により胚質の改善を
認めたとの報告がある．今回我々は，胚質不良症例に対してMACHを投与し，胚質が改善するかどうか検討した．
【対象と方法】2011年1月から2012年5月までに当院でARTを実施した胚質不良9症例（採卵時年齢31．9－－43．7歳，平均
値39．4歳）を対象とした．それぞれの症例に対しインフォームド・コンセントを得てART開始からMACH　6g／日を投与し，

投与周期および非投与周期での胚質を比較した．
【結果】9症例について初診時のAMH（anti－muellerian　hormone）平均値は2D7ng／ml（O．55～5．88ng／ml）であった．投与

周期16周期（IVF　5周期，　ICSI　11周期）と非投与周期30周期（IVF　13周期，　ICSI　17周期）の受精率，良好初期胚獲得
率（Veeck分類Gl／G2）および良好胚盤胞獲得率（Gardner分類3BB以上）はそれぞれ45．9％vs　51．6％（P　一　O．34），8．4％

vs　22．3％（P　＝　O．06），　O．7％vs　2．6％（P＝0．15）といずれも有意差を認めなかった．さらに40歳以上，35歳以上，30歳以上

に分類して同様の検討を行ったがいずれも有意差を認めなかった．妊娠例は非投与周期の1例のみであり，妊娠10週でIUFD
の転帰となった．

【結論】ART時のMACH投与による胚質の有意な改善は認められず，　MACHは胚質の改善に有効でない可能性が示唆され
た．今後引き続き症例数を増やして胚質の変化を調査する必要があると考えられた．
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P－070　当院における新鮮胚移植ならびに凍結胚移植時の体重と出産時所見の調査

○宮田　広敏U，木下裕巳子D，長谷川真実1〕，永澤　千佳D，西

　1）西ウイミンズクリニック，2）鈴木レディスホスピタル

修1’，鈴木　康夫2）

【目的】女性の肥満は不妊治療の成績に関係するという報告がある．昨年の当学会において，肥満女性の新鮮胚移植では妊

娠率，生産率が低下する事を報告した．今回さらに，肥満女性が体外受精胚移植ならびに凍結胚移植を行い妊娠に至った場
合の出生児の体重および出産時の所見について調査を行ったので報告する．【方法】1997年1月から2010年8月までの間に
当院にてインフォームド・コンセントの上，体外受精胚移植ならびに凍結胚移植を行い単胎出産に至った症例のうち，移植
時の体重が測定されていた477症例を対象として，移植時の体重によりA群：42kg未満，　B群：42～54．9kg，　C群：55～66．9

kg，　D群：67kg以上の4群に分け，出生児体重，妊娠高血圧症候群発症率を比較した．【結果】新鮮胚移植の出生児平均体

重はA～D群それぞれ2594．1，28523，291＆9，261＆4g．凍結胚移植の出生児平均体重はA～D群それぞれ2676．6，3038．1，

3224．4，2709．5gといずれにおいてもA群・D群はBおよびC群に比べて低かった．　A～D各群の新鮮胚移植と凍結胚移植
を比べた場合，いずれの群においても新鮮胚移植より凍結胚移植で出生児体重が高い傾向を認めた．また，妊娠高血圧症候
群の発生率は，新鮮胚移植，凍結胚移植共に体重が重い群ほど上昇した．【結論】今回の調査において，新鮮胚移植，凍結

胚移植共に胚移植時の体重が重い女性が妊娠出産に至った場合，平均的な体重の患者に比べて出生児の平均体重が低いとい

う結果であった．また妊娠高血圧症の発症率も高くなった．当院では，これらの所見から高体重の女性が妊娠を希望する場

合強く減量を進めている．また高齢などで治療を急ぐ患者においては，胚移植を行わず一旦全胚を凍結保存し，減量を達成
してから凍結胚移植を行う事も考慮する必要があると考えられた．

P－071 ヒト卵子のMII期における紡錘体面積を指標とした胚評価法

○泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，竹原　侑希，川窪　雄一，本庄　　考，詠田　由美

　アイブイエフ詠田クリニック

【目的】近年，ヒト卵子の紡錘体はポロスコープを用いて非侵襲的に観察することができ，紡錘体と胚質との関連が報告さ
れている．今回，紡錘体の面積に着目しICSI後の胚発生との関連について検討した．【方法】125人の患者（年齢：38．5±38

歳）から得られた587個の第一極体放出卵子のうち，紡錘体が可視化された541個の卵子を解析した．ICSI施行前にポロス
コープを用いて卵子の紡錘体を観察し，紡錘体の面積の違いから3群（＜90，90－120，＞120pm2）に分類した．この3群
の紡錘体の特徴ICSI後の授精率，第一卵割時間，胚盤胞率，胚移植後の妊娠率を比較した．【結果】第一極体に対する紡

錘体の相対位置は，＞120pm2群で有意に大きかった（P＜O．05）．紡錘体のレターダンス値は，90－120μm2群が他の群と
比較して有意に高かった（P〈0」05）．ICSI後の授精率は，3群間に有意差は見られないものの90－120　μm2群において高く

なる傾向にあった．第一卵割時間は，＜90μm2群で最も遅く，90－120μm2群において有意に早かった（P＜O．05）．胚盤胞
率は，90－120μm2群で56％となり，＜90μm2群の21％および＞120μm2群の25％と比較して有意に高かった（P＜O．05）．

胚移植後の妊娠率を90－120pm2群とその他（＜90，＞120μm2）群に分類し比較した結果，90－120μm2群において31％
となり，その他（＜90，＞120pm2）群の14％と比較して有意に高かった（P＜O．05）．【考察】本研究は，卵子の紡錘体面

積とICSI後の第一卵割時間および発生能，さらには妊娠率との関連を明らかにし，紡錘体の面積を指標とした胚評価法の
臨床的有用性を示した．

P－072　採卵後2日目の分割期胚における形態学的評価と妊娠成績について

○辻　　優大，緒方　洋美，田中　里美，古橋　孝祐，十倉　陽子，山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀子，

　岡本　恵理，苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】分割期胚における胚の選択には，形態学的評価に基づくVeeck分類が頻用されているが，妊娠率との関係について

の報告は少ない．そこで今回我々は，採卵後2日目（Day2）胚の凍結融解胚移植において，　Veeck分類と更に細胞数を加
味した評価が妊娠成績に及ぼす影響について検討した．【方法】2006年1月～2010年12月にDay2胚での凍結融解単胚移植

を行なった1125周期を対象とした．Grade（G）はVeeck分類に従い，細胞数は≦3cell，4－6cell，7cell≦の3群に分け比
較検討を行なった．【結果】各G間の平均年齢に有意差は認めなかった．G1～G4の妊娠率は，≦3cellで9．1％（1／ll），9．5％
（2／21），0％（0！’25），0％（0／7），4－6cellで30．0％（54／180），20．4％（91／447），11．3％（35／310），6．3％（7／44），7cell≦

で37．5％（6／16），27．1％（13／48），159％（7／44），0％（0／0）となった．いずれの群もGが良好な順に妊娠率が高くなる

傾向を認めた．また，同一のG間では細胞数が多い順に妊娠率が高くなる傾向を認めた．流産率は，≦3cellで0％（0／1），
50％（1／2），0％（0／0），0％（0／0），4－6cellで278％（15／54），25．3％（23／91），37．1％（13／35），0％（0／1），7cell≦で16．7％

（1／6），15．4％（2／13），14．3％（1／7），0％（0／0）となりGに関わらず細胞数が多い順に流産率は低くなる傾向を認めた．【結

論】Day2胚の凍結融解単胚移植においてVeeck分類のGが良好で且つ細胞数が多い順に妊娠率は高率となった．　Veeck分
類は妊娠成績の指標となるが，細胞数を加味することでよりよい指標となる事が示唆された．
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P－073　胚の分割速度と胚盤胞発生率との関係からみたDay2移植胚の選別基準

○北元香菜子D，橋爪　淳子1），前多亜紀子1，，新　　博美1），中橋美貴子］），丹羽　幸子1），藤井　玲名1），田中　真理P，

　山崎　玲奈2），野村　一人2），道倉　康仁1｝

　1金沢たまごクリニック，2｝金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学

【目的】初期胚の形態からその後の発生を予測することは難しく，Day2移植において，形態的評価のみでの移植胚の選択が困難な症例

がある．そこで胚の分割速度の違いがDay2移植胚の選択基準になりうるか検討した．当院では前核の消失時期に着目し媒精25時間

後に前核観察を行っており，以前媒精25時間後観察で胚の発生が速いほど胚盤胞発生率が高いことを報告した．今回はさらに媒精25

時間後からDay2朝までの胚の分割速度と胚盤胞発生率を比較し，以前同様に分割速度の速い胚が有効なのかを検討した．【対象・方

法】2011年に当院で採卵し，胚盤胞培養を行った256周期411個を対象とした．媒精25時間後に2cell（分割群），前核消失（消失群），

前核確認（確認群）を観察した．また，Day2朝に分割観察を行い4cellの胚をA群，5cell以上の胚をB群とし，前核観察と合わせて，

分割A群，分割B群，消失A群，消失B群，確認A群，確認B群の6群に分類し，胚盤胞（直径150μm以上）発生率を比較した．
（平均年齢は36．1±4．6歳）【結果】胚盤胞発生率は分割A群76．6％，分割B群55．6％，消失A群605％，消失B群4＆6％，確認A群

52．4％，確認B群13．9％であった．分割A群と分割B群，確認A群と確認B群，分割A群と消失A群，分割A群と確認A群，分
割B群と確認B群，消失B群と確認B群で有意な差がみられた（p＜O．05）．【考察】媒精25時間後の胚がどのステージの場合も，Day

2朝に4cellである胚の方が5cell以上の胚より胚盤胞発生率が高く，媒精25時間後からDay2朝にかけては分割速度が速いからといっ

て胚盤胞発生率が高いわけではないことが示唆された，このことから，Day2移植においてはDay2朝の時点で最も分割の進んでいる

胚を選択するのではなく，媒精25時間後の観察結果も含め分割速度について時間経過を追って総合的に判断することで，妊娠率の高

い胚を選別できるのではないかと考えられる．今後はタイムラプスシネマトグラフも使用し，さらに詳細に検討したい．

P－074　凍結単一胚移植からみた培養3日目の移植胚選択基準の設定

○西中千佳子，八木亜希子，田中　恵美，金谷　美希，神谷　恵理，本間　寛之，藤本　　尚，森若　　治，神谷　博文
　神谷レディースクリニック

【目的】我々は2009年の受精着床学会の発表で，培養3日目（D3）の新鮮胚の移植胚選択基準を7細胞以上fragmentation
（frg）25％以下の胚とした．今回，　D3で最も着床能が高い胚を選択するため，　D3ならびに胚盤胞で凍結した胚の発育速度

別の胚発育と臨床成績を後方視的に検討した．【方法】2011年1月～12月までに当院で体外受精を実施した患者のfrg25％
以下のD3胚を，発育速度別にa：遅延群1（3細胞以下），　b：遅延群2（4～6細胞），　c：中間群（7～9細胞），　d：促進群

（10細胞以上），e：融合群1（6細胞以下で融合），　f：融合群2（7細胞以上で融合）の6群に分類した．1）胚発育の検討

胚盤胞まで培養を継続した胚955個を対象とし，凍結率を算出した．胚盤胞凍結の基準はGardner分類を用い，　D4でB2
以上，D5でB2以一ヒまたは3BC以上，　D6で4BC以上とした．2）臨床成績の検討　凍結単一初期胚移植（FET）を実施し
た160症例195周期と凍結単一胚盤胞移植（FBT）を実施した117症例139周期を対象とし，継続妊娠率を検討した．【結
果】1）胚盤胞凍結率は，a：O．O％（0／28），　b：30．5％（61／200），　c：60．9％（336／552），　d：51．1％（70／137），　e：57．1％（4／7），

f：71．0％（22／31）だった．2）FETとFBTの継続妊娠率は各・々，　a：共に凍結例なし，　b：O．O％（0／3），40．9％（9／22），　c：

1＆6％（18／97），39．5％（34／86），d：33．3％（22／66），71．4％（15／21），　e：共に融解例なし，　f：24．1％（7／29），50．0％（5／10）

だった．着床した胚の最少割球数は各々8細胞，5細胞，最大割球数は共に14細胞だった．【結論】移植胚選択の第一基準
は，10細胞以上の促進群とした．14より細胞数がある胚については，今後の検討が必要である．発育遅延胚は胚盤i胞まで
追加培養することが有効である．

P－075　day2胚移植とday3胚移植での妊娠率および流産率の比較

○山本　佑司’｝，池上　美希D，長瀬　祐樹D，吉岡麻衣子V，久我　　彰U，堀　明日香1），松田有希野1］，米澤　潤一11，

　臼井　　溢2｝，松浦　俊樹1）

　1）かばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

【目的】近年，培養技術・凍結技術の進歩により妊娠率の高い胚盤胞移植が主流となっている．一方で，当院では患者の希

望や採卵初回などの症例に対して初期胚移植も行っている．当院での初期胚移植は通常day2胚の移植を行っているが，患
者の希望によってday3胚の移植を行う場合がある．今回，我々はday2胚移植とday3胚移植での妊娠率および流産率を比
較検討した．【方法】インフォームドコンセントが得られた30～39歳（平均年齢34．7歳）の，2011年1月から2011年12
月までの間に，day2胚移植およびday3胚移植を行った76症例，80周期を対象とした．採卵はクロミフェンを用いた低刺
激周期，または自然周期で行った．回収した卵はConventional－IVFまたはICSIにて媒精後，　day2およびday3まで培養し，

胚移植を行った．血中βhCG　20mIU／ml以上の場合を妊娠とし，その後胎嚢が確認できなかった場合を流産として妊娠率と
流産率を算出した．これを後方視的に検討した．統計解析はX二乗検定を用いて行った．【結果】妊娠率はday2胚移植で26．7％

（16／60）であり，day3胚移植では40．0％（8／20）で，両群の間に有意差は認められなかったが，　day3胚移植でより高値で

あった．流産率はday2胚移植で188％（3／16）であり，　day3胚移植では12．5％（1／8）で，こちらも両群の間に有意差は

認められなかったが，day3胚移植でより低値であった．【考察】妊娠率と流産率のどちらにおいても有意な差は認められな

かったが，day3胚移植で妊娠率は高く，流産率は低くなる傾向が見られた．これはday3まで培養を行うことでより良い胚
を選択している可能性が挙げられる．今後，初期胚移植を選択する際には，day3胚移植を検討する必要があると考えられ
る．
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P－076　体外受精における胚移植日の検討　day2とday3およびday4とday5の比較

○天野奈美子1・2），小畠美智子1），神田真由美1｝，鷲尾　奈美t），青柳さやかP，小森江利子1），吉川　香織1），紫藤　千鶴’），

　大越　唱子2），生田あかね1），青木　　愛1），小池　尚子1］，中村　嘉孝12）

　D医療法人オーク会オーク住吉産婦人科，2医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック

【目的】近年ARTにおいて，多胎妊娠を避けるために単一胚移植が主流となっている．良好胚を選別するためにday5までの長
期培養を行うことが多いが，コストの増加や，移植の日時が限定されるなど，患者にとってデメリットもある．我々は前回，胚

移植日による妊娠予後の検討を行い，必ずしも胚盤胞移植が良いとは限らないという結論を得ていた．今回症例を増やして再度

検討したので報告する．【方法】2006年5月から2011年6月までの期間に調節刺激周期で体外受精を行い，day2，　day3，　day4，

day5のいずれかで新鮮胚移植を施行した1123例を対象として，　day2とday3およびday4とday5の妊娠率（妊娠反応陽性症
例／全症例），着床率（GSを認めた症例／全症例），妊娠継続率（妊娠12週以降まで継続した症例／GSを認めた症例）に有意差が
あるか，ピ検定を用いて検定した，【結果】day2は妊娠率31．7％，着床率26．6％，妊娠継続率　78．3％，　day3は妊娠率38．2％，着

床率27．7％，妊娠継続率　86．5％で，妊娠率はday3の方が有意に高く，着床率，妊娠継続率は有意差を認めなかった．　day4は妊

娠率39．4％，着床＊一　34．3％，妊娠継続率83．0％，day5は妊娠率39．6％，着床率2＆3％，妊娠継続率94．3％で，妊娠率，着床率，

妊娠継続率に有意差は認めなかった．尚，35歳以上の反復不成功症例では2個胚移植を行った症例もあるが，それぞれの比較
において，多胎妊娠率に有意差は認めなかった．【結論】初期胚移植の場合day3の妊娠率が有意に高くなったのは，　day2で良

好胚を選別するのがday3に比べて困難であるためと考えられる．長期培養を行った場合は，　day4時点で良好胚を選別すること

は可能であり，良好胚を選別するという観点から胚移植日はday3以降が望ましいが，必ずしもday5の胚盤胞まで培養する必
要はないと考えられる．また，妊娠が成立した場合，その予後については胚移植日の違いによる差はないと考えられる．

P－077　体外受精後早期の凍結処理が，受精・胚発生に与える影響に関する検討一災害時な
　　　　　　ど長期電源喪失時の生殖資源のrescueを目指して一

○菅沼　亮太1），奥津　美穂’），鈴木　　聡U，小宮ひろみi＞，柳田　　薫2），藤森　敬也’［

　1）福島県立医科大学医学部産婦人科，2）国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

【目的】先の東日本大震災時には多くの施設に被害が生じ，長時間にわたり電力の供給が断たれた施設もある．胚培養の継続が困難

となり，配偶子・胚の喪失の危険があった．回避方法として，配偶子・胚の凍結保存法が挙げられる．ガラス化法による卵子・胚

の凍結保存には特殊な機器を必要とせず，液体窒素中で安定した長期保存が可能である．今回，緊急避難的に選択される媒精ある

いは卵細胞質内精子注入法（ICSI）直後の凍結保存を想定し，前核期以前のガラス化法による凍結処理が受精・胚発生に与える影

響を検討した．【方法】BDF1マウスを用い，既報に従いIVF／ICSIを行った．　ICSI後15分～6時間の時点でガラス化法を用いて凍

結処理し，融解後の生存率・受精率・胚発生率などを調べた，同様に，媒精後30分～6時間での凍結処理の影響を調べた．また融

解後，媒精からの総培養時間が2時間の時点で未受精卵（第2極体なし）と判断されたIVF卵に，　ICSI（rescue　ICSI）を行った場

合の受精率・胚発生率を調べた．【成績】ICSI後15分では生存率の低下傾向（68％←30分以降83～90％）を認めたが，受精率（95～

100％）・胚盤胞形成率（75～90％）に有意差を認めなかった．IVFでは，媒精後1時間までは凍結処理により受精率が低下した（30

分／1時間群：各20％／65％←2時間以降80～96％）が，受精卵あたりの胚盤胞率に有意差を認めなかった（68～88％）．また，媒精

後1時間以内の凍結処理で生じた未受精卵に対するrescue　ICSIにより，受精率88％，胚盤胞形成率80％と良好な結果が得られた．

【結論】体外受精処理後早期のガラス化法による凍結保存が，配偶子・胚の喪失回避に有用である可能性が示唆された．ICSI後30

分以降であれば生存率・胚発生率は障害されず，IVFでは受精卵においては凍結の時期による胚発生の差は認めないが，媒精後早

期では受精率の低下の危険性があり，未受精卵に対するrescue　ICSIが受精障害の回避に有用であると考えられた．

P－078　液体窒素非接触ガラス化法により凍結保存したヒト胚の発生能について

○水野　里志1），大垣　　彩1），宮地　志織D，春木　　篤v，福田　愛作D，森本　義晴2）

　i’IVF大阪クリニック，2）IVFなんばクリニック

【目的】胚の凍結保存は，現在の生殖補助医療に欠かすことのできない技術の一つである．しかし，国内に広く普及してい
る胚のガラス化凍結法は，胚を密封することなく液体窒素に投入する為，液体窒素内での細菌やウイルス感染の可能性を完

全には排除できない．今回我々は，液体窒素の冷気で間接的に胚を冷却することで全く液体窒素に触れることなく凍結保存

できるRapid－i法が，臨床に用いることができるのか検討したので報告する．【方法】検討1：患者が廃棄処分を希望しその

後の研究に同意の得られた前核期胚あるいは3日目の分割期胚を一・度融解し，無作為にCryotop法（C法）あるいはRapid－

i法（R法）に割り当て再凍結した．その後それぞれの方法で融解し，融解後の生存率とDay　5，6での胚盤胞到達率を比較
した．検討2：C法あるいはR法で凍結した胚盤胞の融解後の生存率および胚移植後の妊娠率を比較した．なお，2つの検討
では両法ともに北里バイオファルマ社製のVitorification用凍結・融解試薬を使用した．【結果】検討1：前核期胚を融解し
た場合の生存率，5及び6日目での胚盤胞到達率はそれぞれC法llOO％（35／35），17．1％（6／35），25．7％（9／35），　R法：100％

（43／43），14．0％（6／43），25．6％（ll／43）で有意な差は認められなかった．分割期胚の場合はそれぞれC法：100％（18／18），

27．0％（5／18），55．6°／・（10／18），R法：100％（18／18），50．0％（9／18），66．7％（12／18）で有意な差は認められなかった．

検討2：生存率及び妊娠率はそれぞれ，C法：96．9％（94／97），558％（48／86），　R法：94．1％（16／17），43．8％（7／16）で

有意な差は認められなかった．【結論】今回の検討から，Rapid－i法による凍結融解した胚は，凍結時期に関わらず従来の方

法と比べて同等の発育能力を融解後にも保持していることが示された．このため，液体窒素に胚が接触することなく胚の凍

結保存ができるRapid－i法は，液体窒素内での細菌やウイルス感染を予防できる有効な方法と考えられる．
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P－079　Rapid－iTM法と従来のストロー法を用いた胚盤胞凍結融解成績の比較

○城戸　京子，後藤　香里，熊迫　陽子，小池　　恵，佐藤　晶子，長木　美幸，大津　英子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】現在の凍結保存法は胚が直接液体窒素に触れるCryo－top法が主流である．しかし，当院では液体窒素内での細菌や

ウイルス感染の可能性を避けるため，胚盤胞凍結には従来のストロー法を用い胚の安全性を確保してきた．近年，液体窒素
非接触型でかつ冷却速度の速いRapid－iTMガラス化保存システムが開発された．そこで，　Rapid－iTxt法と従来のストロー法の

胚盤胞凍結融解の成績を比較検討した．【対象・方法】2012年1月以降Rapid－iTM法と従来のストロー法にランダムに振り

分け胚盤胞凍結を行なった．なお，対象周期は女性年齢40歳未満とした．翌周期以降それぞれの方法で融解を行い，胚
移植を行なった．融解後生存率，移植あたりの妊娠率，流産率を比較した．【結果】Rapid－iTM法での凍結周期数は39周期，

ストロー法では49周期であり，凍結時女性平均年齢は33．9±3．5歳32．3±3．4歳であった．そのうち融解を行ったのはRapid－

iTM法25周期，ストロー法35周期であり，融解胚数は28個，49個であった．生存率はRapid－iTM法92．9％，ストロー法77．6％
とRapid－iTM法で高い傾向が認められた．また，融解後胚の部分的な変性を認めない良好な生存胚の割合においてもRapid－iT］a

法で高い傾向が認められた．移植当たり妊娠率はRapid－iTM法で36．0％，ストロー法では40．6％，流産率は222％，23．1％

と同等の成績であった．【結論】Rapid－iTM法では有意差は認められないものの，生存率および良好生存胚率は高い傾向を認

めた．また，移植当たり妊娠率及び流産率では同等の成績となった．安全でより生存性の高いRapid－iT：！法は臨床的に有用
な方法であると考えられる．

P－080 凍結融解胚移植周期における融解溶液中のトレハロース濃度が融解後の胚の生存率
と臨床成績に及ぼす影響

○松尾　幸城，高橋　俊文，原　周一郎，五十嵐秀樹，倉智　博久

　山形大学医学部産科婦人科

【目的】凍結胚の胚融解時に起きる浸透圧による膨張は胚の生存率低下の一因である．この胚の膨張を抑制する目的で，融解溶

液へ二糖類を添加するが，その至適濃度について検討した報告は少ない．今回，ガラス化法で凍結を行ったヒト胚について，融

解時のトレハロース濃度の違いが，融解後の胚の生存率と胚移植周期における臨床成績に与える影響について検討した．【方法】

対象は体外受精または顕微授精により受精卵が得られ，文書にて説明し同意を得た上で，凍結融解胚移植を行った不妊患者177
名（209周期）．胚凍結はガラス化法にて行い，融解開始時のトレハロース濃度をO．5mol／L（O．5　M群）またはID　mol／L（1．O

M群）に設定した．二群における（1）融解胚の生存率，（2）融解胚移植のキャンセル率，（3）融解胚移植後の臨床成績（妊娠

率，多胎率，流産率）について後方視的に検討を行った．胚のダメージは実体顕微鏡を用いて形態学的に4段階（O，0～25，25～

50，＞50％）に分類し，ダメージが50％以下の胚を生存胚とした．融解後の胚は追加培養の後，胚移植を行った．統計学的検
討はX二乗検定を行いP＜O．05で差ありとした．【成績】凍結胚の融解は，O．5　M群で86周期，　LOM群で123周期であった．（1）

融解胚の生存率は，0．5M群で57％，1．OM群で96．5％であり，1．OM群で有意に高率であった．（2）融解胚移植キャンセル率
は，O．5　M　eVで16．3％（14／86周期），　LO　M群で5．7％（7／123周期）であり，1．0　M群で有意に低率であった．（3）妊娠率は，　O．5

M群でILI％（8／72周期），1．OM群で25％（29，／116周期）であり，1．OM群で有意に高率であった．多胎率と流産率に両群間

で差はなかった．【結論】融解溶液中のトレハロース濃度がO．5M群と比べ1．OM群の方が，融解後の胚の生存率と妊娠率が高率

であった．この結果は，融解溶液中のトレハロース濃度が，浸透圧による胚のダメージの軽減に寄与していることを示唆する．

P－081　凍結胚盤胞移植に於けるAssisted　hatchingの必要性についての検討

○大橋　浩栄，大桃　幸夫，荒川　　修

　荒川・大桃エンゼルマザークリニック

【目的】凍結胚盤胞移植に於けるAssisted　hatching（以下AH）の必要性について前核期胚を緩慢凍結後5日間培養し，　AH

を施行せずに胚盤胞移植を行い妊娠率を比較検討した．妊娠率の評価は，年齢，採卵数発育ステージ，AMHの4項目とし，

AMHについては検査可能であった106周期のみを対象とした．【対象及び方法】平成22年1月～平成23年12月までの期間
で前核期胚を緩慢凍結後5日間培養し胚盤胞移植した165症例186周期を対象とした．凍結方法は，1．5M　PROH10分，1．5M

PROH＋O．IM　sucroselO分，アルコール槽プログラムフリーザーを使用した．融解は，室温40秒，23℃水温10秒，融解液は，

1．OM　PROH＋O．IM　sucroseをO．25M順次濃度を下げて使用した．子宮内膜は，原則エストラーナとルトラールを使用したHRT
周期で全周期同意を得て胚移植を施行した．【結果】年齢別妊娠率は，20代72．7％（8／11），30～34歳66．6％（34／51），35～39

歳49，3％（37／75），40～42歳44．8％（13／29），43歳以上10．0％（2／20）．採卵数別妊娠率は，4個以下13．3％（2／15），5～9個

31．5％（12／38），10～14個44．4％（12／27），15～19個62．0％（18／29），20～24個52．1％（12／23），25～29個70．0％（14／20），

30個以上70．5％（24／34）．発育ステージ別妊娠率は，艀化胚盤i胞61．7％（29／47），拡張期胚盤胞69．2％（45／65），完全胚盤胞

32．1％（18／56），胞胚腔1／2以上の胚盤胞1U％（2／18）．　AMH（単位：ng／ml）別妊娠率は，　O．42未満0％（0／5），0．42～O．7

未ne　54．5％（6／11），　O．7～1．4未満42．1％（8／19），1．4～2．1未満，23．0％（3／13），2．1～2．8未満46．1％（6／13），2．8～3．5未満80．0％

（4／5），3．5～4．2未満66．6％（6／9），4．2～49未満71％（5／7），4．9以上70．8％（17／24）であった．【結論】妊娠率は，採卵数

発育ステージ，年齢に相関性を示しAHをしない事により妊娠率を低下させる所見は認めなかった．艀化胚盤胞と拡張期胚盤

胞の妊娠率が変わらない事を含め考えると前核期胚緩慢凍結後培養した胚盤胞に現段階ではAHの必要性はないと思われる．
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P－082 凍結融解胚におけるLaser　assisted　hatchingの効果

○川窪　雄一，泊　　博幸，國武

　アイブイエフ詠田クリニック

克子，内村　慶子，池邉　慶子，竹原　侑希，本庄　　考，詠田　由美

【背景・目的】ARTにおいて着床率の改善を目的とし，胚移植前に透明帯を操作することで胚の艀化を促進させる艀化補助
法（Assisted　hatching：AH）が実施されている．今回，半導体レーザーによる艀化補助法（Laser　assisted　hatching：LAH）

の有用性を検討した．【方法】患者の希望により廃棄処理となった分割期凍結保存胚（Day2凍結：4細胞期胚）82個を供試

検体とした．82個の凍結融解胚は，1）無処理：透明帯操作なし，2）PZD法：マニピュレーター操作による透明帯部分切
開法，3）開口法：レーザーを用いた透明帯部分開口法，4）菲薄法：レーザーを用いた透明帯部分菲薄法の4区に無作為に

分け，融解直後の4細胞期にAHを実施した．それぞれの処理時間・胚盤胞率・胚盤胞当たりのハッチング率による比較か
らLAHの有用性を検討した．【結果】PZD法，開口法，菲薄法の処理時間（秒）は，それぞれ35．7±212，31．8±5．2，93．3±

13．1であり，PZD法および開口法が非薄法と比べ有意に短時間で処理を完了できた（P＜0．Ol）．また，無処理，　PZD法，開

口法，非薄法の胚盤胞率は，それぞれ75％，75％，75％，73％であり，すべての区において有意な差は認められなかった．

胚盤胞当たりのハッチング率は，無処理PZD法，開口法，非薄法でそれぞれ，13％，60％，93％，56％であり，開口法
において最も高い艀化促進効果を示した．【考察】AHは，凍結融解胚の胚盤胞への胚発生に影響を及ぼすことなく，その後

の艀化を促進する効果があることを示した．また，LAHはPZD法と同等以上の艀化促進効果があり，処理方法としては開
口法が処理時間も短く簡便でかつ胚の艀化促進効果も高いことを明らかにした．以上の結果から，凍結融解胚においてLAH
は有用であることが示された．

P－083 タイムラプス解析で検討したヒト凍結融解分割期胚の補助艀化療法がその後の胚発
生に与える影響について

○佐東　春香，緒方　洋美，片田

　苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

雄也，緒方　誠司，十倉　陽子，山田　　聡，水澤　友利，松本由紀子，岡本　恵理，

【目的】体外培養や凍結融解手技よって胚透明帯が硬化するという報告は多く，補助艀化療法（以下AH）は広く行われてい

る．一方で，実際にAHを実施した胚のその後の胚の艀化について検討した報告は少ない．そこで今回我々はタイムラプス
解析を用いてvitrification後の分割期胚におけるAHがその後の胚の艀化に与える影響について検討した．【方法】患者か

ら同意を得て廃棄予定の採卵後2日目（Day2）胚44個を研究対象とした．　Vitrification法にて凍結保存していたDay2胚
を融解し，非AH（コントロール）群22個とAH群22個にわけ，　AH群にはZILOS－tk　Zona　Infrared　Laser　Optical　System

を用いてAHを実施　リアルタイム観察システム（アステック社）を用いて融解後5H間観察した．検討項目は，艀化開始
胚盤胞および艀化を完了した胚盤胞の割合，艀化開始前と艀化開始後艀化が完了するまでの平均拡張収縮回数とした．【結

果】非AH群とAH群における平均年齢，平均ART回数及びIVFとICSIの割合には有意差を認めなかった．非AH群と
AH群で艀化を開始した胚盤胞は22．7％（5／22）と54．5％（12／22），艀化を完了した胚盤胞は9％（2／22）と36．4％（8／22）

でAH群が非AH群と比べ有意に高くなった．胚盤胞の平均拡張収縮回数とSEMは，艀化開始前では2．2±O．14と15±O．10，
艀化開始後艀化が完了するまでは35±035と2．6±O．21となり，非AH群とAH群において有意差を認めなかった．【結論】

本検討から，Day2で凍結したヒト胚を融解後in　vitroで培養した場合，艀化を完rする胚はごく少数であることが判明し
た．また，補助艀化療法はこれらの胚の艀化を促進させる事が示され，凍結融解胚移植におけるAHの有用性が示唆された．

P－084 凍結融解胚盤胞移植におけるEmbryo　Glueの有用性に関する検討

○鈴木　孝明，中川　　藍，村田　紋香，森本　　誠，東

　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

理映子，竹内　茂人，高倉　哲司，菅谷　　健

【目的】Embryo　Glue（EG）はhyaluronanを高濃度に含む胚移植用培養液で，胚の子宮内膜への着床を促進させることが
報告されている．今回我々は，凍結融解胚盤胞移植においてEGの有用性について検討した．【対象・方法】2010年1月～2012

年3月にHRT周期で行った凍結融解胚盤胞移植において，　EGを使用した66周期（EG群）と従来の胚移植培養液を使用
した56周期（Control群）について妊娠率・着床率・流産率の比較検討を行った．【結果】1）EG群の妊娠率・着床率・流
産率は50D％（33／66）・45．8％（33／72）・27．3％（9／33），　Control群では50．0％（28，／56）・42．4％（28／66）・35．7％（10／28）

で両群に有意差は認められなかった．2）移植胚のGrade　3BB以上を良好胚（G群），　Grade　3BB未満を不良胚（P群）と
すると，各群の妊娠率・着床率・流産率はEG・G群では45．0％（18／40）・45D％（18／40）・3＆9％（7／18），　Control・G群
では63．3％（19／30）・61．3％（19／31）・47．4％（9／19），EG・P群では56．0％（14／25）・46．7％（14／30）・14．3％（2／14），　Con－

trol・P群では30．4％（7／23）・25．0％（7／28）・0％（0／7）であった．各群に有意差は認められないものの不良胚を含む場合

ではEG群で妊娠率・着床率に若干高い傾向が認められた．【結論】HRT周期においてEGは従来の胚移植培養液と比較し
妊娠率・着床率・流産率はほぼ同等であった．しかし，良好胚が得られない反復不成功例に対してはEGを使用した胚移植
が有効となる可能性が示唆された．
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P－085　凍結融解胚盤胞移植におけるビアルロン酸添加培養液Embryo　Glue　Rの検討

○渡邉　英明，笹野　りえ，中山　朋子，山口　結加，清家　　歩，金子　志麻，石橋　和見塚本　佳奈菊本　晃代，
　長谷川久隆，齋藤　　優，小林　淳一

　神奈川レディースクリニック

【目的】着床環境の改善を目的としたビアルロナンを豊富に含む移植用培養液Embryo　Glue”（vitrolife）は，胚と子宮内膜

の接着促進効果や胚移植時の物理的な外圧からの保護効果があるとされ，その有用性が報告されている．そこで今回，凍結

融解胚盤胞移植にEmbryo　GlueRを使用しその有用性を検討した．【方法】2011年7月～2012年1月に凍結融解胚盤胞移植
を施行した522周期についてEmbryo　GlueRを使用した283周期（EG群），従来の培養液を使用した239周期をコントロー
ル群（C群）に分け，妊娠率，流産率を比較検討した．また，後方視的に患者年齢別に妊娠率，流産率の比較検討を行った．

なおEG群は，融解直後からEmbryo　GlueRへ移し胚移植まで浸漬し（平均5．5時間），胚移植を施行した．【結果】EG群，
C群の平均年齢（3＆0歳vs37．5歳），平均移植回数（3．0回vs3．3回）など患者背景に差はなかった．両群間における妊娠率
（35．0％vs35．1％），流産率（27．3％vs19．0％）に有意な差は，認められなかった．年齢別では，　EG群，　C群それぞれ妊娠率29

歳以下（0％vs75．0％），30～34歳（42．9％vs　43．8％），35～39歳（41．4％vs　35、5％），40歳以上（22．3％vs　25．3％）であり，

流産率29歳以下（－vsO％），30～34歳（25．0％vs　19．2％），35～39歳（16．7％vs　18．2％），40歳以上（52．2％vs　22．7％）で

あった．両群間の各年齢層でも有意な差は認められなかった．【考察】今回の結果から，凍結融解胚盤胞移植におけるEmbryo

Glue’”の有用性は確認できなかった．本来Embryo　GlueRは，長時間の胚培養には不適とされており，今回のように融解直後

から数時間培養した事が影響している事も考えられ，今後はEmbryo　Glue‘Rへの浸漬時間などの使用条件や適応など再検討
する必要があると思われた．

P－086　EmbryoGlue　Rが凍結融解胚盤胞移植に及ぼす影響について

○中山　雅博，今野　　彰，山岡　絵美，笠井　真子，山崎　友貴，山田　昌宏

　ASKAレディースクリニック

【目的】EmbryoGlue　R’（以下EG）はビアルロン酸添加により，胚の子宮内膜への接着促進効果が期待されている胚移植専用

の培養液である．今回われわれは凍結融解胚盤胞移植においてEGが臨床成績に及ぼす影響について検討した．【対象およ
び方法】2009年1月～2011年12月に単一凍結胚盤胞移植を行った447症例680周期のうち，胚移植時にEGを用いたEG
（＋）群（164症例235周期）と従来の培養液を用いたEG（一）群（283症例445周期）の2群に分けて，妊娠率（胎嚢を確
認）を比較した．また，EmbryoGlue　Rの使用が胚盤胞のグレードや高齢因子に与える影響についても検討した．【結果】EG
（＋）群の平均年齢は363歳，EG（一）群の平均年齢は355歳であり，　EG（＋）群のほうが有意に高齢であった（p＜O．（）5）．

妊娠率は，EG（＋）群42．6％，　EG（一）群36．9％であり，有意差を認めないものの，　EG（＋）群のほうが高値を示した．

良好胚盤i胞が得られた周期（3BB以上）において，平均年齢はEG（＋）群362歳，　EG（一）群352歳であり，　EG（＋）群

のほうが高齢であったにも関わらず，妊娠率はEG（＋）群447％，　EG（一）群43．8％とほぼ同等の妊娠率であった．良好

胚が得られなかった周期（3BC以下）では，　EG（＋）群とEG（一）群に年齢的有意差は認めなかったが，妊娠率について
は，EG（＋）群33．3％，　EG（一）群1＆2％であり，両群間に有意差を認めた（p＜O．05）．37歳以下の周期において，妊娠
率はEG（＋）群4＆6％，　EG（一）群422％であったのに対し，38歳以上の周期では，　EG（＋）eV　33．0％，　EG（一）群25．2％

であり，38歳以上の周期においてEG（＋）群の妊娠率はさらに上昇する傾向が見られた．【結論】EmbryoGlu♂の使用に
より妊娠率は上昇する傾向が見られ，良好胚盤胞が得られない症例や高齢の症例においてEmbryoGlueRは特に有効である
可能性が示唆された．

P－087　凍結融解胚移植におけるビアルロン酸添加移植用培地（Embryo　Glue）の使用効果
　　　　　　について

○下中麻奈美，櫛野　鈴奈池田　千秋，藤田　陽子，根岸　広明
　ウィメンズ・クリニック大泉学園

【目的】Embryo　Glue（以『ドEG）はビアルロン酸を含有し，その粘性による胚への物理的保護作用や，胚側に存在するビア

ルロン酸受容体CD44への作用により子宮内膜への着床を促進すると考えられている．そこで本研究では凍結融解胚移植時
のEG使用による臨床成績への影響について検討した．【方法】2009年1月～2011年8月までに凍結融解胚移植を施行した
303症例539周期を対象とし，年齢別検討として35歳未満と36歳以上の症例それぞれにおいて通常の移植用培養液を使用
した群（C群），EG使用群（EG群）に分類し，また移植回数別検討として移植回数が2回目までの症例と3回目以上の症
例それぞれにおいてC群，EG群に分類し，それぞれの臨床的妊娠率および流産率を前方視的に検討したt【成績】年齢別検
討：35歳未満におけるC群vs　EG群の臨床的妊娠率及び流産率は，41．6％（37／89）vs34．8％（16／46）及び18．9％（7／37）vs

1＆8％（3／16）と有意差はなかった．36歳以上におけるC群vs　EG群では，それぞれ30．0％（30／100）vs3520／o（19，／54）及

び20．0％（6／30）vs21．1％（4／19）と有意差はなかった．移植回数別検討：移植回数2回目までの症例におけるC群vs　EG
群の臨床的妊娠率及び流産率は，37．9％（44／116）vs31．7％（13／41）及び22．7％（10／44）vs15．4％（2／13）と有意差はなかっ

た．移植回数3回以上の症例におけるC群vs　EG群の臨床的妊娠率及び流産率は，31．5％（23／73）vs362％（21／58）及び
13．0％（3／23）vs23．8％（5／21）と有意差はなかった．【結論】いずれの検討においても統計学的有意差は得られなかった．

EGの使用効果についてはさらなる検討が必要と思われる．
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P－088　当院の凍結融解胚移植におけるErnbryoGlueの臨床成績とその有効性について

○土屋翔太郎，松井　有紀，飯泉　文香，兼子　由美，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満

　西村ウイメンズクリニック

【目的】EmbryoGlue（EG：Vitrolife）は，ビアルロナンリッチな胚移植用培養液であり，胚と子宮内膜の接着を強くさせる

促進効果やその強い粘性により胚注入操作時の物理的外圧による胚へのストレスを緩和させる効果が報告されている．従来

の培養液と比べ，これらの機序によって妊娠率を上昇させることが期待されている．今回我々は凍結融解胚移植において
Blastocyst　Medium（SAGE）を用いたBM群とEG群の臨床成績を比較検討し，　EGの有効性について検討した．【対象・

方法】当院で2011年8月から2012年5月にホルモン補充法にて内膜調整後に凍結融解胚移植を行った401症例539周期
（EG群：平均年齢36．2歳BM群：平均年齢36．1歳）をランダムに分け（EG群298周期，　BM群241周期），年齢別に凍結
融解胚移植の成績を比較検討した．統計解析はX2検定を行った．【結果】年齢を34歳以下，35－39歳，40歳以一ヒとに分け
た．着床率はそれぞれEG群：64．6％（53／82），4＆2％（54／112），25．4°／・（15／59），　BM群：65．0％（78／120），53．0％（70／132），

31．7％（20／63）〔p＝O．8518，0．2614，0．6777〕，妊娠率はそれぞれEG群：55．1％（43／78），4L3％（45／109），12．5％（6／48），

BM群：54．7％（64／117），46．3％（57／123），28．1％（16／57）〔pニO．9531，0．4386，0．0508〕，流産率はそれぞれEG群：14．0％

（6／43），26．7％（12／45），50％（3／6），BM群：17．2％（11／64），12、3％（7／57），43．8％（7／16）〔p＝0．6536，0．0638，0．7931〕

であったs着床率，妊娠率，流産率はEG群とBM群で統計学的有意差は認められなかった．【考察】着床率，妊娠率，流
産率ともに，EG群とBM群で有意差は認められず，　EGの有効性は確認できなかった．ただし融解直後から胚移植までの
培養時間しか作用していない為，EGの効果が不明瞭であり，今後もEGのさらなる検討が必要である．

P－089　融解胚移植のホルモン補充における経皮，経ロエストラジオール製剤の比較検討

○黒澤　貴子，藤原　敏博，渡邊　倫子，富坂　美織，野間　　桃，湯　　暁暉，土屋富士子，保母るつ子，両角　和人，

　仲田　正之，堤　　　治

　医療法人財団順和会山王病院リプロダクションセンター

【目的】融解胚移植の際，エストラジオール（E2）製剤とプロゲステロン（P4）製剤を投与して子宮内膜（EM）を調整し，高い妊

娠率を得られるが，今回E2の剤型による治療効果につき比較検討した．【方法】山王病院倫理委員会の承認のもと，同意の得られ

た融解胚移植患者を対象とし，月経2～3日目よりE2剤投与を開始，経皮群では隔日2枚から4枚へ増量，経口群では連日2錠か
ら6錠へ増量し，月経10～12日目に血中E2，　EMを測定した．　EMが10mmに達したところでP4膣坐薬を2錠／日で開始，　E2剤

を適宜減量し，妊娠判定日まで継続した．移植日の血中E2，　EMを測定し，妊娠反応陽性の場合，翌週に胎嚢を確認し，臨床的妊

娠と判定した．またE2剤使用に関する患者アンケート調査を行った．【結果】血中E2（pg／ml）は，経皮群で32．38±14．78→386．19±

262．69，経口群では2＆45±2437→209．23±69．28（投与前→移植日，mean±SD）で，両群とも投与前後で有意に一ヒ昇したが，両群

間に有意差を認めなかった．また，EM（mm）は経皮群で6．03±1．82→11．45±2．40，経口群で6．45±2．09→ll．48±1．79（投与前→移

植日，mean±SD）で，両群とも投与前後で有意に厚くなったが，両群間に有意差を認めなかった．妊娠率は経皮群438％，経口群

25％であったt副作用として両群に共通する頭痛や膣分泌物の増加のほか，経皮群では痒み，かぶれといった製剤特有の副作用が

認められた．また使用上の問題点として，経皮群では剥がれる，貼る枚数が多く負担であるという意見がみられ，経口群で錠剤が

小さく落としてしまう，飲み忘れてしまう，という回答がみられた．【考察】今回の検討において，両群間の血中E2，　EMに有意差

を認めず，同等の効果が得られると考えられる．また患者アンケート結果ではE2特有の副作用症状のほか，剤型特有の症状，使用

ヒの問題点が明らかとなった．患者症状に応じた経皮，経口製剤の使い分けや両剤の併用といった工夫が必要と考えられる．

P－090　ホルモン補充周期での凍結融解胚盤胞移植におけるエストラジオール製剤の違いに
　　　　　　よる臨床成績の比較

○尾崎　智哉，飯泉　文香，土屋翔太郎，兼子　由美，松井　有紀佐藤　和文，西村　　満

　西村ウイメンズクリニック

【目的】当院では凍結融解胚盤胞移植に際し，全例でホルモン調節周期（HRT）による調整を行っている．今回，ホルモン
調節に使用するエストラジオール（E，）製剤の違いと臨床成績の関係について検討を行った．【方法】2011年1月から2011

年12月までに当院にてHRTで凍結融解胚盤胞移植を行った562周期を対象とした．　E2補充は貼付剤（エストラーナ）4
枚隔日固定法あるいは内服剤（ジュリナ）6錠連日固定法で行い，黄体補充は内服剤で行った．対象を貼付剤群（Es群：392
周期）と内服群（J群：170例）に分け，臨床成績について比較検討した．【成績】両群問で年齢，患者体重，移植胚数，移
植胚グレードに差は認めなかった．HRT開始13日目のE、値（中央値）において，　J群（635pg／ml）はEs群（372．5pg／ml）

に比し有意に高値となった（P＜O．OOI）．一方，内膜厚の比較においては，　J群（9．2mm）はEs群（10．lmm）に比し有意に

低値となった（P〈O．OOI）、着床率（Es群：45．2％，　J群：37．4％），妊娠率（Es群：4＆2％，　J群：39．4％）はEs群が高い傾

向であったが有意差は認められなかった．また，流産率（Es群：23．3％，　J群：25．3％）には両群間に差は認められなかっ

た．【結論】凍結融解胚盤胞移植時のE、製剤では，内服剤では貼付剤に比較しEz値が高い一方，内膜厚がやや薄くなる傾向

があり，着床率および妊娠率に影響を与えている傾向が示唆された．また，内服剤においては投与量について再検討が必要

であると考えられた．
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P－091　凍結融解胚移植の内膜調整法についての検討

○宇佐美友希1），村瀬真理子D，大島　　綾u，浜之上はるかD，湯村　　寧1），山本みずき1），T・木野みわD，古野　敦子L’），

　北川　雅一2｝，片山　佳代2），吉田　　浩21，榊原　秀也3），野口　和美1），平原　史樹3）

　1横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市
　立大学附属病院

【目的】当院では，2010年6月を境に凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期での黄体ホルモン投与を内服から膣錠に変

更しているが，黄体ホルモン補充の方法・投与経路の有効性についてはいずれが優っているか諸説あり結論が得られていな
い．今回，凍結融解胚移植における内膜調整法別の妊娠率・流産率を比較することにより，その有効性を検討した．【方法】

2008年1月より2011年12月までに当院において凍結融解胚移植を行った115周期を対象とした．排卵周期が規則的な症例
は自然周期，排卵周期が不規則であったり自然排卵がない症例はホルモン補充周期で凍結融解胚移植を行った．ホルモン補

充周期の黄体ホルモンとして，メドロキシプロゲステロン酢酸エステル（プロベラ）3mg／日を使用した周期を内服群，プ
ロゲステロン膣錠（院内製剤）400mg／日を使用した周期を膣錠群として各々同時期の自然周期と比較した．【結果】黄体ホ

ルモンとして内服薬を使用した群（A群）30周期，同時期の自然周期群（B群）45周期，プロゲステロン膣錠使用群（C
群）24周期，同時期の自然周期群（D群）23周期であった．妊娠率はA群7周期23．3％，B群6周期13．3％，C群6周期25．0％，

D群2周期＆69％であった．流産率はA群4周期57．1％，B群1周期16．6％，　C群0％，　D群0％であった．【結論】今回
の検討で，ホルモン補充周期での凍結融解胚移植では黄体ホルモンとして内服薬を使用した群と膣錠使用群では妊娠率に差

は認めなかったが，流産率は内服薬群に比べ膣錠使用群で低かった．今後，さらに症例を蓄積し検討が必要と思われる．

P－092　凍結胚移植におけるUtrogestan膣座薬の使用経験

○逸見　博文’），東口　篤司1），金澤　朋扇1），斎藤　　学2｝，板橋　詠子2｝

　DKKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2，KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

【目的】HRT周期凍結融解胚移植において黄体補充にUtrogestan膣座薬，あるいはProgesterone膣座薬を用いた場合の臨
床的妊娠率について検討を行ったので報告する．【方法】前周期高温期から酢酸ブセレリン使用したHRT周期凍結融解胚移
植で黄体補充にUtrogestan膣座薬（600mg）／日を用いた48周期とProgesterone膣座薬（400mg）／日を用いた188周期を

対象とした．卵胞ホルモン補充はエストラーナ3枚固定法で施行した．また，全症例の胚移植時子宮内膜厚は7mm以上で
あった．【結果】初期良好胚移植症例におけるUtrogestan膣座薬群とProgesterone膣座薬群の臨床的妊娠率は35歳未満で
は33．3％（n＝6），26．8％（n＝41），35歳以上40歳未満では2＆6％（n＝7），36．0％（n＝50），40歳以上では2＆6％（n＝7），

15．4％（n＝26）で有意差はなかった．胚盤胞移植症例におけるUtrogestan膣座薬群とProgesterone膣座薬群の臨床的妊娠
率は35歳未満では40．0％（n＝5），41．9％（n＝31），35歳以上40歳未満では57．1％（n＝14），42．1％（n＝19），40歳以上

では222％（n＝9），28．6％（n＝21）で有意差はなかった．【結論】黄体補充にUtrogestan膣座薬を使用した凍結融解胚移
植はProgesterone膣座薬使用と同等の臨床的妊娠率が期待できると思われた．

P－093 ホルモン補充周期におけるプロゲステロン坐剤の投与経路を直腸内とすることの有
効性について

○岡本　恵理，藤井　美喜，十倉　陽子，緒方　誠司，山田　　聡，水澤　友利，松本由紀子，苔口　昭次塩谷　雅英
　英ウィメンズクリニック

【目的】ホルモン補充周期（HRC）における黄体ホルモン補充目的に当院ではプロゲステロン坐剤の膣内投与を行っている

が血中濃度が低くとどまる症例がある．また，膣内投与に抵抗のある患者もある．そこで，投与経路を直腸内とすることの

有効性について検討を行った．【方法】2011年3月，HRCによる初回融解胚移植患者109名を対象とし，無作為にプロゲス

テロン坐剤の投与経路を，膣内群53名と直腸内群56名に分けた．血中P4測定を投与開始6日目に行い，　P4値が9ng／ml
未満であれば，クロルマジノン酢酸エステルを追加投薬した．両群の年齢，不妊期間，移植胚のグレード，血中P4濃度，

血中hCG陽性率臨床妊娠率，流産率を比較検討した．【成績】検討項目の全てを解析できたのは80例（膣内投与群42例・

直腸内投与群38例）であった．平均年齢，平均不妊期間，投与6日目の血中P4値，投与16日目の血中P4濃度，血中hCG
陽性率，臨床妊娠率，流産率は膣内投与群および直腸内投与群でそれぞれ35．9歳：37．4歳42．8ヵ月：40．0ヵ月，11．3ng／ml：

1＆lng／ml，14．1　ng／ml：18．8ng／ml，64、3％：47．4％，452％：34．2％，10．5％：3＆5％で両群間で有意差を認めなかった．血

中P4が9ng／ml未満の低値例の割合にも両群間で有意差を認めなかった．良好胚盤胞（Gardnerらの分類でG3AA以上，
Cを含まない）を移植した症例に限定した治療成績の検討でも，膣内投与群，直腸内投与群の両群間に差を認めなかった【結

論】今回の検討では，血中P4濃度，血中hCG陽性率，臨床妊娠率，流産率すべてにおいて膣内投与群，直腸内投与群の両

群間に差を認めなかった．この結果から，プロゲステロン坐剤の投与に当たっては患者のコンプライアンスを考慮して投与
方法を選択するべきものと考えられた．
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P－094　当院における凍結融解胚移植時のプロゲステロン膣座薬に対する患者使用感につい
　　　　　　て

○藤井　美喜松浦　　操，岡本　恵理，水澤　友利，山田　　聡，緒方　誠司，松本由紀子，苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】当クリニックでは凍結融解胚移植後の黄体ホルモン補充としてプロゲステロン膣座薬（ウトロゲスタン膣座薬R）を

使用している．プロゲステロン膣座薬は天然型のプロゲステロンを含有していること，筋肉注射を必要とするプロゲステロ
ン製剤と比較して患者の苦痛が少ないことなどから黄体ホルモン補充に有用であると思われるが，患者の使用上の不快感の

訴えがみられることがあった．そこで，プロゲステロン膣座薬に対する患者の使用感を知り，今後のケアに役立てるために

アンケートを実施した．【方法】2012年3月～2012年4月に，初回凍結融解胚移植周期20日目の患者に対して同意を得た上
でアンケートを配布し，59名より回答を得た．膣座薬の挿入部位は膣か肛門いずれかの挿入と指導し，周期15日目の夜から

1200mg／日（1個200mg）3回に分けて投与した．【結果】プロゲステロン膣座薬を膣に挿入した患者の77．8％が「薬が出て
くる⊥70．4％が「薬が溶ける不快感がある」と答えていた．血中プロゲステロン値の平均は，「薬が出てくる」と答えた患者

は10．12ng／ml，「薬が溶ける不快感がある」と答えた患者は9．76ng／mlであった．プロゲステロン膣座薬が「出てくる」「溶

ける不快感がある」と答えた方と答えない方の血中プロゲステロン値には統計的に有意差はなかった．92．3％の人が挿入忘
れなく実施されていたものの，多くの患者が「1日3回挿入が大変」「決まった時間に入れるのが大変」と答えていた．【考察】

膣座薬が溶けたり出てきたり感じていても，血中プロゲステロン値に差がみられないことがわかった．膣に挿入した方が溶

けやすく出やすい欠点はあるが，挿入時の痛みは肛門に挿入するより膣に挿入した方が少なかった．膣座薬を挿入している

患者は日常生活の上で負担を感じて実施しているため，精神的な負担の軽減に対する声掛けや配慮が大切である．

P－095　ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植の臨床成績に影響を及ぼす因子の検討

○久保　敏子，橋田菜保子，菅　　愛佳，白石　美穂，村上　亜紀，大橋いく子，景浦　瑠美，矢野　浩史

　矢野産婦人科IVFセンター

【目的】ホルモン補充（HR）周期による凍結融解胚盤胞移植（FET）の妊娠率に影響を及ぼす因子について検討した．【対

象と方法】2011年1月～2012年4月までにHRによるFETを行った周期を対象とした．黄体中期よりGnRH（a）を点鼻
投与しながら，Day2－3よりE2貼付を隔日に行った．　Day16－17（ET決定日）に血中E2，　P4，　LHの測定と子宮内膜厚の

計測およびET時の内膜厚を計測した．黄体補充はDay18－19より開始した．黄体補充を開始して4－6日目（D4，5，6）の

いずれかにETを行った．妊娠の判定は血中hCG値とGSの確認により行った．各ホルモン値と内膜厚を低値から順に5段
階に分けて妊娠率を検討した．また，各ET日（D4，5，6）における妊娠率を検討した．【成績】妊娠群一非妊娠群における
E2，　P4，　LH値と子宮内膜厚は両群間で有意差を認めなかった．　E2（pg／ml）が300未満の妊娠率は35．6％（26／73），400－

599では57．1％（12／21）とE2上昇に伴い妊娠率が良くなる傾向が見られたが，600以上では2＆6％（2／7）と低下した．　P4
（ng／ml）は0．9未満の妊娠率は44．1％（52／ll8），　O．9以上では222％（4／18）とP4の高値で低下した．　LH値は妊娠率に相

関がなかった．ET決定日の内膜厚の検討では妊娠率に差を認めなかったが，　ET時の薄い群（5．0－6．9mm）における妊娠率
は17．6％（3／17）と有意に低下していた（P＜O．05）．各ET日の妊娠率はD4　：　41．2％（14／34），　D5：39．2％（59／149），　D6：25．9％

（7／27）とD6における妊娠率が低下していた．【結論】ET決定日（Day16－17）におけるE2，　P4値，　ET時の内膜厚，　ET

日の選択は妊娠率に影響を及ぼすと思われた．

P－096　クロミフェン使用とその後のホルモン補充周期での凍結融解単一胚盤胞移植の臨床
　　　　　　妊娠成績

○大村　直輝1），有地あかねli，村松　裕崇1・2｝，諏訪　友美1），門前　志歩11，小峰　祝敏’1，大原　基弘D，清水　康史1），

　許山　浩司1［，依光　　毅D，河村　寿宏D

　VM園都市レディースクリニック，2）北里大学大学院獣医学系研究科

［目的］日本産科婦人科学会の2009年の統計では本邦の採卵周期の約1／3はクロミフェン（Clomiphene　Citrate：CC）が使

用されている．しかし，CC使用による着床環境へのネガティブな影響が懸念され，　CCを用いた採卵後の早期の融解胚移植

は避けた方がよいという報告もある．そこで，CCを用いた卵巣刺激で採卵後にホルモン補充周期にて融解胚移植を施行し
た症例において，CC服用最終日から融解胚移植までの期間により臨床妊娠率を求め，　CC使用が臨床妊娠率に与える影響に

ついて後方視的に検討した．［方法］2010年1月から2011年12月までに，当院でCCを使用した採卵後，ホルモン補充に
よる凍結融解単一胚盤胞移植を施行した392症例467周期を対象とした．年齢は40歳未満とし，移植にはGardner分類で
3BB以上の胚を用いた．　CC服用最終日から融解胚移植までの期間を5週（66周期），6～7週（287周期），8～9週（16周
期），10週以降（98周期）に分け，それぞれの臨床妊娠率，流産率を比較検討した．なお，年齢，採卵回数移植胚のグレー
ドは各群で有意差はなく，また融解胚移植時の子宮内膜は11．9mm，11．7mm，11．3mm，11．4mmで有意差はなかった．［結
果］CC服用最終日から融解胚移植までの期間，5，6～7，8～9，10週以降の臨床妊娠率は56．1％（37／66），57．1％（164／287），

62．5％（10／16），52．0％（51／98）と有意差はなかった．また，流産率も18．9％（7／37），27．4％（45／164），40％（4／10），15．7％

（8／51）と有意差はなかった．［結論］当院でのCC服用による採卵翌周期以降のホルモン補充による凍結融解単一胚盤胞移

植において，CC服用からの期間による臨床妊娠率，流産率に有意差はなかった．
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P－097　ホルモン補充周期下凍結融解胚移植における薄い子宮内膜に対するペントキシフィ
　　　　　　リンの効果

○滝口　修司1・2），小林　　勉12），園原めぐみ1・2！，立木　　都］2），福永　憲隆2〕，廣岡　　孝L・Z），水谷　哲也ti’｝，

　五十嵐健治1・2｝，小栗　久典12），羽柴　良樹1・L’），浅田　義正12［

　D浅田レディース名古屋駅前クリニック，2浅田レディース勝川クリニック

【目的】薄い子宮内膜は着床，妊娠に不利なことが知られている．当院ではホルモン補充周期下凍結融解胚移植において，薄い子宮内膜に対し

てエストラジオール貼付剤（E）の継続増量およびビタミンE製剤（VE）の併用で対応しているが，それでもなお，薄い子宮内膜を反復する

症例に遭遇することがある．今回，このような難治症例に対するペントキシフィリン（PTX）投与の効果を，後方視的に検討した．【方法】2004

年8月から2012年5月までに，当院で凍結融解胚移植のためにE，VE，　PTXの3剤（E＋VE＋PTX）を投与した83症例112周期を対象とし，

月経周期10日目（DlO）の子宮内膜厚，臨床妊娠率，胚移植キャンセル率を同一症例の他治療周期（E単独またはE＋VE）と比較検討した．

凍結融解胚移植周期のD2からE（2．16　mg，隔日），　VE（600または1200　mg／日），　PTX（1200　mg／日）を妊娠判定まで投与した．なお，本研

究は当院の倫理委員会承認のもと，患者の同意を得て行われた，【成績】D10の子宮内膜厚はE単独周期6．6±1．5　mm，　E＋VE周eW　7．0±2．O　mm，

E＋VE＋PTX周期6．4±1．7　mmだった．胚移植キャンセル率はE単独周期24．5％，　E＋VE周期26．6％，　E＋VE＋PTX周期10．1％だった．臨

床妊娠率はE単独周期12．4％，E＋VE周期7．1％，　E＋VE＋PTX周期10．1％だった．臨床妊娠症例のDlOの子宮内膜厚はE単独周期6．1±12

mm，　E＋VE周期7．7±2．5　mm，　E＋VE＋PTX周期6．3±1．l　mmで，　D10からD17の子宮内膜厚の増加速度はE単独周期O．37±032　mm！日，

E＋VE周期O．27±O．10　mm／日，　E＋VE＋PTX周期O．15±O，04　mm／日だった，【結論】PTXの併用は子宮内膜厚を増加させなかったが，臨床妊

娠率を低下させずに胚移植キャンセル率を低下させた．PTXは子宮内膜の肥厚を介さない機序により，子宮内低酸素環境による着床条件を改善

する可能性が示唆され，薄い子宮内膜を反復する症例に，子宮内膜の厚みにこだわらずに胚移植の機会を増やす可能性が考えられた．

P－098 35歳以上のホルモン補充周期におけるSEET法を用いた凍結融解胚盤胞移植の着
床率および継続妊娠率の検討

○久我　　彰1），池上　美希U，長瀬　祐樹V，山本　佑司D，吉岡麻衣子D，堀　明日香］），松田有希野P，米澤　潤一】），

　臼井　　溢Z），松浦　俊樹11

　］）かばクリニックこうだちリプロダクションセンター，2協立十全病院

【目的】子宮内膜刺激胚移植法（Stimulation　of　Endometrium　Embryo　Transfer：以F　SEET法）は子宮内膜胚受容能促進の

ために，凍結融解胚盤胞移植に先立ち胚培養液上清を子宮内に注入する移植法である．今回我々は35歳以上の患者に対する

SEET法の有用性を検討するため，当院のホルモン補充周期においてSEET法を実施した凍結融解胚盤胞移植（以下A群）と，
SEET法を実施しなかった凍結融解胚盤胞移植（以下B群）の着床率と継続妊娠率を検討した．【方法】2010年8月～2012年

3月の間に当院にて，インフォームドコンセントが得られた35～41歳の患者で，ホルモン補充周期における凍結融解胚盤胞移

植を行った76周期63症例を対象とした．SEET法に用いる胚培養液は，胚を3日目～5日目まで培養した培養液上清を5日
目に採取し，凍結保存した．凍結保存しておいた胚盤胞培養液の上清20μ1を融解胚移植2～3日前に子宮腔内に注入した．SEET

法の有無により，A群36周期（患者平均年齢37．2歳）およびB群40周期（患者平均年齢37．5歳）に分け，各群の着床率と
継続妊娠率を比較検討した．なお着床率はβhCG　20mIU／ml以上を陽性とし，統計解析はX二乗検定を用いて行った．【結果】

着床率はA群が61．1％（22／36），B群が30．0％（12／40）であり，　B群と比較してA群の方が有意に高かった（p＜O．05）．ま

た継続妊娠率もA群が5＆3％（21／36），B群が27．5％（11／／40）であり，　B群と比較してA群の方が有意に高かった（p＜O．05）．

【考察】今回の検討により，35歳以上の患者に対するホルモン補充周期の凍結融解胚盤胞移植において，SEET法の施行は有
用であることが示唆された．今後は症例数を増やし，胚盤胞のグレードなど調査対象を追加し，さらに検討を行っていきたい．

P－099　凍結融解単一胚盤i胞移植の成績からみた自然周期移植の有用性

○林　麻衣子，小池　弘子，梶原多恵子，西垣　　新

　産婦人科西垣ARTクリニック

【目的】現在当院ではホルモン補充（HRT）周期が約6割，自然（N）周期が約4割と，　HRT周期がやや多い割合で凍結胚
移植を行っている．両者の成績を比較し，自然周期の有用性を検討した．【方法】2011年1月7日から2011年12月27日ま
でに凍結融解単一胚盤法移植を行った144症例，194周期を対象とした（平均年齢34．9歳）．HRT周期（ll6周期），　N周期
（78周期）の各妊娠率，および年齢，凍結日（D5・D6）で分けた妊娠率の成績を比較検討した．【成績】HRT周期，　N周期

それぞれの妊娠率は35．3％，48．7％．年齢を29歳以下，30～34歳35～39歳40歳以上で分けたときのそれぞれの妊娠率
はHRT周期が45％，36．1％，37．7％，13．3％，　N周期が83．3％，43．4％，56．7％，16．6％であり両周期間の成績に有意差は認

められなかった．さらに凍結日をD5，　D6で分けたときのそれぞれの妊娠率を比較したところ，　HRT周期が36．5％，32．3％，

N周期が43．8％，60％とD5胚では有意差が認められなかったが，　D6胚においてN周期がHRT周期よりも妊娠率が有意
に高い結果となった．【結論】今回の検討ではN周期での凍結胚移植は妊娠率，年齢別妊娠率においてHRT周期と比較し，

いずれも劣らぬ成績であり，凍結日別の妊娠率においてもD6胚でHRT周期よりも有意に妊娠率が高い結果となった．こ
れらの結果に加え，経済的，精神的負担が比較的少ない方法であることから，N周期での凍結胚移植は十分に有用性がある
と示唆された．
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P－100　自然周期における凍結融解胚…盤胞移植における妊娠率の検討

○谷口　友香U，桑原　　章1），福島千恵美1），矢野　祐也1｝，山本　由理1），田中　　優1］，檜尾　健二2｝，苛原　　稔D

　1）徳島大学産科婦人科，2香川小児病院不妊治療センター

【目的】我々は凍結融解胚移植における排卵管理方法として自然周期が人工周期およびFSH刺激周期とほぼ同等の妊娠率を

示すことを報告してきた．今回，自然周期凍結融解胚移植において成績に関与する因子を検討した．【方法】2009年1月か

ら2012年5月に当院で行った自然周期（排卵誘起および黄体賦活としてhCGを併用）で凍結融解胚盤胞移植を行った84
周期を対象に年齢，ホルモン値，内膜厚，卵胞径と妊娠率の関連性を検討した．【結果】年齢は採卵時35．9±4．0歳（平均±

SD），胚移植時35．2±3．44歳，移植胚数は1．31±0．46個，移植あたり妊娠率は42．9％，着床率は33．9％であった．妊娠率を

年齢別に比較すると71．4％，46．2％，41．2％，35％（29歳以下，30～34歳35～39歳40歳以上），着床率714％，41．4％，

33．3％，15．8％と加齢に伴い砥下する傾向にあった．排卵誘起目的のHCG投与日におけるE2値（90～200，201～300，301～
400，401以上，pg／ml）別，の妊娠率（41A％，46．2％，44．4％，42．9％），　hCG投与3日目P4値（2以下，2．1～4，4．1～6，

6．1～8，8．1～10，10．1以上，ng／ml）別の妊娠率（33、3％，36％，73．3％，36．4％，28．6％，30％）は各群問で有意差を認め

なかった．卵胞径（16mm未満，16～179mm，18～199mm，20mm以上），移植時およびhCG投与日の内膜厚（7mm以下，
7．1～9Dmm，91～llOmm，　ILImm以ヒ）で比較しても一定の傾向を示さなかった．37歳以下，単一胚移植に限定してE2
値P4値卵胞径内膜厚と妊娠率との関与を検討しても同様の結果であった．また，胚グレードによる妊娠率にも有意
差を認めなかった．【考察】自然周期での凍結融解胚盤胞移植において，採卵時の年齢の重要性とともに，移植周期のE2値

は少なくとも100pg／ml以上必要であること，しかし，それ以hの濃度，　P4値卵胞径，内膜厚による影響は少ないことが
示唆された．

P－101　1mplantation　windowを考慮したDAY5凍結胚盤胞の早期融解の試み

○後藤　香里，城戸　京子，小池　　恵，佐藤　晶子，熊迫　陽子，長木　美幸，大津　英子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】体外で発育した胚は必ずしも体内で発育した胚と同等の発育はせず，約1日は発育が遅れ，細胞数も少ないという

ことが報告されている．そのため体外受精では胚発育遅延により，子宮の胚受容期間（implantation　window20－22日）に
着床可能な胚を移植できないことが懸念される．そこで確実にimplantation　windowが開いている時期に着床可能胚を移植

するための検討をおこなった．【対象および方法】採卵周期のDAY5にて胚盤胞に発育した胚を凍結し，2007年10月～2012

年3月にHRT融解周期となった741周期を対象とした．前方視的検討として無作為に（1）1日早期融解（DAY4融解）－
DAYsET，（2）1日早期融解（DAY4融解）一　DAY4ET，（3）融解日変更なし（DAY5融解）－DAY5ETの3群に振り分
けた．【結果】融解周期あたりの妊娠率は（1）39．3％，（2）34．4％，（3）30．4％となり，（1）と（3）の問で有意差を認めた

（P＝O．038）．移植周期あたりの妊娠率は（1）42．0％，（2）35、6％，（3）3Ll％となり（1）と（3）の間で有意差を認めた（P＝

0．Ol4）．流産率は差を認めなかった．融解した胚のグレード別に有用性を検討したところ，良好胚を融解した群（Gardner
の分類でAA，　AB，　BA，　BB）ではET周期あたりの妊娠率は（1）52．7％，（2）41．8％，（3）40．7％，不良胚を融解した群
（AC，　CA，　BC，　CB，　CC）では（1）29．6％，（2）27．8％，（3）20．3％だった．【結論】今回の検討により，　DAY5凍結胚盤

胞は1日早く融解することで妊娠率は向上し，融解後1日生存確認培養を行うことでさらに着床可能な胚を移植することが
可能となった．低い妊娠率が予測される細胞数の少ない胚盤胞（不良胚群）においても融解を1日早く施行することにより
妊娠率が約10％も向上することが示された．

P－102　Day5およびDay6凍結胚盤胞における妊娠率の変化

○岡　　奈緒，高橋由香里，大平　千愛，岡部　美紀，後藤　詩織上田　昌美，村田みどり，山内久美子，藤田　真紀，

　武藤　聡子，高橋　敬一

　高橋ウイメンズクリニック

【目的】凍結胚移植において複数ある中から移植胚を選択する際凍結日を優先するか，グレードを優先するか，その選択に苦慮

することがある．Day5のものに比べてDay6で凍結した胚盤胞を移植すると妊娠率が低下するという報告もある．今回，我々は，

凍結胚盤胞のグレードおよび凍結時年齢によって，Day5およびDay6の妊娠率に大きな差があるのか検討したので，報告する．

【方法】2009年1月から2011年12月までに，凍結融解胚盤胞移植を行った1129周期を対象とした．Gardnerの分類AA，　AB，

BA，　BBを形態良好胚，　AC，　BC，　CA，　CB，　CCを形態不良胚とし，　Day5およびDay6の妊娠率を年齢別に比較した．

【結果】形態良好胚のDay5，　Day6での妊娠率は，凍結時年齢29歳以下で71．4％（30／42），85．7（6／7）％，30～34歳で61．6％（93

／151），51．7％（30／58），35～39歳で53．0％（123／232），43．8％（39／89），40歳以上で34．0％（32／94），41．2％（14／34）となった．

各年齢群で，Day5，　Day6の間に有意差は見られなかった．一方，形態不良胚のDay5，　Day6での妊娠率は，29歳以下で41．2％
（7／17），42．1％（8／19），30～34歳で500％（20／40），30．3％（20／66），35～39歳で46．0％（29／63），36．8％（46／125），40歳以上

で29．4％（10／34），19．6％（10／51）となった．30～34歳でDay5，　Day6の間に有意差がみられたが，それ以外の年齢群では有意

差はなかった．Day5形態良好胚とDay6形態不良胚の間ではどの年齢群においても妊娠率に有意差がみられた．

【結論】Day5，　Day6の形態良好胚盤胞の問には妊娠率に差は見られないことが示唆された．複数ある中から凍結融解胚盤胞移植

に用いる移植胚を選択する場合は，胚盤胞の凍結時期に関係なく，形態良好胚＞Day5形態不良胚＞Day6形態不良胚の順に移植
胚を選択する方が良いと考えられた．



平成24年10月1日 235（379）

P－103　年齢及び形態によるDay6凍結胚盤胞の生存率の比較

○橋口　綾乃，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター・一

【目的】我々はDay5凍結胚盤胞における，年齢及び形態による生存率，妊娠率について報告してきた．今回，年齢及び形態

によるDay6凍結胚盤胞の生存率について比較検討した．【方法】2006年7月～2012年2月に，　Day6にて胚盤胞凍結を行

なった324個の胚を対象とした．年齢（29歳以下，30～34歳35～39歳40歳以上）及び形態（良好胚：Gardnerの分類
にてBB以上，中間胚：ICMまたはTEにCを含む，不良胚：CC）による融解から2時間後の生存率を比較した．【結果】
良好胚と中間胚の生存率は年齢による影響を受けず，中間胚は良好胚に比べて有意に生存率が低かった（90．1％vs．97．0％，

p＜0．05）．不良胚では年齢によって生存率に有意差が見られ，39歳以上は38歳以下よりも有意に生存率が低下した（64．2％
vs，84．4％，　p＜O．05）．【結論】Day6凍結の中間胚，不良胚は良好胚に比べて有意に生存率が低く，さらに不良胚では年齢に

よって生存率の低下がみられた．Day6凍結胚移植の際には，生存率の低さを考慮すべきと考えられた．

P－104　凍結融解単一胚盤胞移植における胚盤胞凍結実施日別の臨床成績

○中川　　藍D，村田　紋香］），鈴木　孝明1），森本　　誠D，竹内　茂人12），高倉　哲司L’），菅谷　　健12j

　1）済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター，2）済生会松阪総合病院産婦人科

【目的】当院では，高い妊娠率が期待できることと多胎妊娠予防の目的で凍結融解単一胚盤胞移植を積極的に導入している．

今回，凍結融解単一胚盤胞移植における胚盤胞凍結実施日別の臨床成績について比較検討を行った．【方法】2007年1月か

ら2012年3月までに凍結融解単一胚盤胞移植を行った604周期を対象とした．胚凍結は培養5日目（D5）または6日目（D
6）にVitrification法で行い，ホルモン補充周期（HR周期）または排卵周期（OV周期）にて胚移植を行った．　HR周期は
黄体ホルモン投与開始後6日目に胚移植を施行し，OV周期は排卵確認後5日目に胚移植を施行した．　D5，　D6移植周期に
ついて妊娠率，流産率の検討を行った．さらに胚移植時にGardner分類にてstage3以上の胚を対象とし，形態良好胚群（グ

レードがBB以上）と形態不良胚群（グレードにCを含む）に分類して比較検討を行った．【成績】胚盤胞凍結実施日別の
妊娠率はD5：50．4％（243／482），　D6：42．6％（52／122），流産率はD5：10．2％（49／482），　D6：11．5％（14／122）であった．妊

娠率，流産率に有意差を認めなかった．また，形態良好胚群の妊娠率はD5：54．6％（179／328），　D6：61．2％（30／49），流産

率はD5：11．6％（38／328），　D6：20．4％（10／49），形態不良胚群の妊娠率はD5：43．4％（62／143），　D6：31．4％（22／70），流産

率はD5：7．0％（10／143），　D6：5．7％（4／70）であった．形態良好胚群，形態不良胚群ともに胚盤胞凍結実施日別では妊娠率，

流産率に有意差を認めなかった．また，D6形態良好胚群はD5形態不良胚群に比し，妊娠率が有意に高かった（p＜0．05）．

【結論】今回の検討で，形態良好胚であれば6日目に凍結した胚でも，5日目凍結胚と同等の妊娠率が得られることが判明し
た．胚移植時に複数凍結胚のある症例では，6日目に凍結した胚でも良好であれば積極的に移植胚として選択すべきと考え

られた．

P－105　Day7凍結胚盤胞の移植成績

○渡辺　真一1，上畑みな子1），田中　豊美1），松永　利恵1），山中菜保子V，齋藤麻美子い，廣澤　利和’｝，和田　知久D，

　森田　　大D，伊東　雅子12），水野　涼子D，佐々木雅弘1），桑波田暁r－，，，越知　正憲’），堀内　俊孝3）

　］）おち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，：P”et立広島大学大学院総合学術研究科

【目的】当クリニックの胚盤胞培養一凍結周期においては，Day6までの培養で良好胚盤胞が得られなかった周期に限り，　Day7ま

で培養を行い，可能であれば凍結保存し移植に供している．今回，Day7凍結胚盤胞の移植成績を取りまとめたので報告する．

【対象】2008年4月～2011年3月の採卵周期（40歳未満）における胚盤胞培養で凍結保存し，移植のため融解した130個の胚

盤胞を対象とした．

【方法】クロミフェンーFSH－GnRHa周期またはフェマーラ周期で採卵を行い，正常受精胚について胚盤胞培養を実施し，　Day6

までの培養で良好胚盤胞が得られなかった場合に限りDay7まで胚盤胞培養を行った．このとき内腔150pm以上の胚盤胞を凍

結保存した．移植はHR周期下にて，全例単一胚移植とした．凍結胚は融解後3時間の回復培養の後に移植を行った．回復培養
後，変性が著しい胚は凍結障害胚として移植をキャンセルした．移植のため融解したDay7凍結胚盤胞について，凍結障害率，

妊娠率，流産率，および予後を調査した．

【結果】Day7凍結胚盤胞の融解後の凍結障害率は92％（12／130）であった．単一胚盤胞移植による妊娠率は30．5％（36／118），

流産率は30．6％（11／36）であり，健児出産数19，不明数6（患者からの出産報告がないもの）であった．

【考察】Day7凍結胚盤胞であっても30％以上の妊娠率が得られ，健児出産にも至っている．　Day6までの胚盤胞培養で良好胚盤

胞が得られない場合，Day7まで培養を延長し，凍結胚盤胞移植を目指すことは，その後の妊娠および健児獲得に向けて意義の

あることと考えられた．
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P－106　凍結時における胚盤胞サイズの変更が妊娠率に及ぼす影響

○齋藤　祥子，嶋村　　純高山　　修神谷　奈々，高橋　彩香，城石　裕子，齊藤紗恵子，清水　葉子，松岡　祐太，
　清水　絢也，石井　康夫，中村　拓実，藤城　栄美，貝嶋　弘恒

　みなとみらい夢クリニック

【目的】胚盤胞凍結を施行する際凍結時期によって可能なサイズを決めている．今回，凍結時に胚盤胞のサイズを小さく

した結果が妊娠率に影響を及ぼすか検討を行った．【対象および方法】2010年7月1日より凍結時の胚盤胞サイズをDay5
で160μmから150μmに，Day6で180μmから170pmに変更した．変更前（Cryo群）の1019症例（37．34±3．8　k）と変更
後（NEW　Cryo群）の505症例（37．46±3．9歳）を対象とした．患者の年齢を39歳以下および40歳以上にわけ，臨床妊娠

率を比較検討した．検定はX2乗検定危険率5％で行った．【結果】39歳以下において，　Day5凍結でのCryo群およびNEW
Cryo群の結果は61．0％（266／436）および59．6％（118／198），　Day6凍結では33．2％（78／235）および46．7％（63，・／135）とな

り，Day6凍結においてNew　Cryo群で有意に高い値となった．40歳以上においては，　Day5凍結で3＆7％（92／238）およ
び44．3％（47／106），Day6凍結では26．4％（29〃110）および30．3％（20／66）となり有意な差はなかった．【考察】以上の結

果より，39歳以下のDay6凍結においてNEW　Cryo群での妊娠率が向上し，40歳以上のDay5およびDay6凍結において
もやや高い傾向にあった．今後，症例数を増やし再度検討を行う必要がある．今回の結果より，凍結時の胚盤胞サイズを小

さくすることによって，凍結するタイミングが早くなることから培養時間も短くなり，妊娠率向上につながったと考えられ
る．よって，凍結時の胚盤胞サイズの変更は妊娠率向上に有用であることが示唆された．

P－107　凍結胚盤胞移植における融解2時間後の拡張と形態学的評価および妊娠成立の関係

○佐藤　景子，宗藤　朋美，渡邉　陽子，西村加奈子，鬼玉　尚志，原　　鐵晃
　県立広島病院生殖医療科

【目的】胚盤胞をガラス化法で凍結保存する際，胞胚腔は脱水されて収縮した状態で保存され，融解後培養すると胞胚腔は

拡張する．しかし，融解後の拡張が不良となる胚が存在する．融解後に拡張が良好な胚盤胞を移植すると，妊娠率が高いこ

とは既に報告したが，今回，融解後の胞胚腔の拡張が不良になる要因を明らかにするため，拡張状態と形態学的評価および

着床の有無を比較検討した．【方法】2010年1月から2011年12月に，同意の得られた患者の凍結胚盤胞移植（465症例）に
おいて，融解2時間培養後の拡張について，凍結時よりも胞胚腔が拡張した胚（良好拡張），同等の胚（拡張），不良な胚（収

縮）に分類した．凍結時にGardnerらの分類法にて形態学的評価を行い，3群における胞胚腔の広がり（BL3～5），　ICMお

よびTE（A～C）の各項目について調べ，血中β一hCG　I二昇の有無との関係を検討した．【成績】融解胚446個のうち，良好

拡張群は161個，拡張群は216個および収縮群は69個であった．3群におけるBL3は37．9％，45．8％および50．7％，　BL4
は50．9％，36．1％および3＆0％，BL5は11．1％，16．7％および11．3％，　ICMがAは49．7％，4＆4％および34．8％，　ICMがB

は49．7％，51．6％および652％，TEがAは32．3％，27．7％および24．6％，　TEがBは61．8％，56．8％および53．6％，　TEが

Cは17．4％，15．5％および21．7％であった．収縮群のβ一hCG上昇の有（30）および無（39）における，　BL3は50、0％およ
び12．8％，BL4は400％および66．7％，　BL5は10．0％および20．5％，　ICMのAは43．3％および28．2％，　Bは53．3％および

71．8％，Cは2．6％およびO．O％であった．【結論】ICM評価が高い胚（ICMがA）は，融解後の拡張が良好であり高い妊娠
率が得られた．しかし，収縮胚を移植し，妊娠に至らなかった胚に比較的胞胚腔が広い胚（BL4）が高率に含まれており，

凍結処理の胞胚腔の脱水や凍結保護物質の濃縮が現行の方法では不十分となる場合があることが示唆された．

P－108　凍結融解胚移植における胚の凍結のタイミング及び形態評価と妊娠との関係の検討

○先久　　幸，弓岡　英里，森山　弘恵，野々村佳代，永島百合子，内田　昭弘
　内田クリニック

【目的】凍結融解胚移植において胚の評価は重要である．胚評価において，凍結のタイミングや形態評価がどのように妊娠

と関係しているかの検討を行った．【対象・方法】2008年1月から2012年3月に当院において凍結融解胚移植を施行した211

症例357周期を対象とした．凍結方法はDay5（D5）及びDay6（D6）に胚盤胞以上の胚をCryo－Top法にて行った．凍結
融解胚を受精方法で体外受精（c－IVF）と顕微授精（ICSI）に分類し，以下の検討を行った．検討1：凍結のタイミングを

D5とD6に分類し妊娠率の比較を行った．検討2：凍結のタイミング別に凍結時のグレードで良好胚群，不良胚群に分類し
妊娠率の比較を行った．検討3：凍結のタイミング別に融解時のグレードで良好胚群，不良胚群，回復途中群に分類し妊娠
率の比較を行った．【成績】検討1：凍結のタイミングでは，各群間において，妊娠率に有意な差は認められなかった．検討
2：c－IVFにおいて，　D6不良胚群の妊娠率150％（3／20）は，　D5良好胚群389％（56／144）およびD6良好胚＃f　46．7％（7／15）

と比較し有意な低値が認められた．ICSIにおいては，各群問に有意な差は認められなかった．検討3：c－IVFにおいて，　D5
良好胚群3＆0％（46／121）の妊娠率はD5不良胚群63．0％（17／27）と比較し有意な低値が認められ，　D6良好胚群53．8％（7

／13）はD6不良胚eV　13．3％（2／15）と比較し有意な高値が認められた．　ICSIにおいては，各群間に有意な差は認められな

かった．【結論】c－IVFにおける凍結融解胚は凍結時のグレードが良好であればD5とD6胚で同等な妊娠成立が期待でき，

ICSIにおいては，凍結のタイミングや形態評価に関わらず，凍結胚を得ることで妊娠成立につながることが示唆された，
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P－109　凍結融解胚盤胞移植における融解後の胚の回復と臨床成績との検討

○田中　順子t＞，堀田　美穂t），高山　陸斗D，幸松　美佐P，東野　教子1｝，安田　明子1），向橋貴美子IJ，藤波　隆一）1

　北村　修一1，道倉　康仁L’），山崎　玲奈”，野村　一人3｝

　1）永遠幸レディスクリニック，2）金沢たまごクリニック，3金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学

【目的】多胎防止と高い妊娠率の報告から単一凍結融解胚盤胞移植が好まれる様になった．妊娠の可能性が高い胚盤胞は，融解移植時

にstageが進み完全回復以上になっていることが理想である．しかし，時に回復不良な胚盤胞も存在する．そこで，移植時の大きさと

凍結時の大きさの比が妊娠予測の指標になるかを検討した．【方法】2010年1月から2012年4月の期間にHR周期で単一凍結融解胚盤

胞移植を行った222周期（平均年齢34．9歳）を対象にした．凍結時の大きさをA，移植時の大きさをBとしたときのB／Aの比率を妊

娠群と非妊娠群で比較した．また，B／Aを回復指数とし，回復指数1以上を良好回復群（94周期・平均年齢34．8歳），1未満を不良回

復群（128周期・平均年齢35．0歳）として妊娠率を比較し，さらにgrade評価項目について良・不良の割合を比較検討した．【成績】回

復指数平均値は妊娠群と非妊娠群でそれぞれ，（O．965，0922）となり数値・分布傾向共に差は見られなかったが，回復指数O．56でも妊

娠を認めた．また，良好回復群と不良回復群の妊娠率はそれぞれ，50．0％（47／94），33．6％（43／128）であった．さらに，発生日（d5，

d6，　d7）・ICM評価（A，　B，　C）・TE評価（A，　B）・凍結時のサイズ（～149，150～169，170～）の各割合を比較すると良好回復群

と不良回復群ではそれぞれの発生日は（43．7％，48．9％，7．4％，30．4％，55．5％，14．1％），ICM評価は（6．3％，44．7％，49．0％，3．1％，

34．4％，62．5％），TE評価は（44．7％，55．3％，3L2％，6＆8％），大きさは（5．3％，52．1％，42．6％，4．7％，33．6％，61．7％）となった．

【結謝不良回復群の胚盤胞でも回復指数がO．56以上あれば，たとえ凍結時のサイズに到達していなくても妊娠の可能性がある事がわ

かった．さらに回復に大きく関与しているのは，TE評価と大きさであり不良回復群の約70％がTE不良，また約60％が大きさ170μm

以上になっていたことから，凍結時TE良好で大きさは150～169μmの胚盤胞が凍結融解後に良好回復が期待できると考えられた．

P－110　凍結融解胚盤胞移植におけるグレード別に見た妊娠成績および妊娠予後の検討

○塚越　静香1），渋井　幸裕D，塩川　素子1），樺山　彩香1），倉持　麻衣1），吉田　純子u，吉益　裕子v，石田　佳江v，

　北村　　衛z〕，宗　　晶子L」），祖母井　英ll，花岡嘉奈子P，田宮　　親1），三浦　一陽1）

　Dキネマアートクリニック，2東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】凍結融解胚盤胞移植は余剰胚の有効利用だけでなく，卵巣刺激一新鮮胚移植に伴う卵巣過剰刺激症候群の回避目的や胚の生育

能力と内膜の胚受容能力が一致しないと考えられる場合にも施行され，適用範囲が拡大しつつある．移植時の胚形態的評価と妊娠率・

流産率に関しては諸報告を認めるが，その後の分娩予後についての検討は少ないのが現状である．今回当院における移植胚グレード

別にみた着床率・臨床妊娠率・継続妊娠率・分娩時合併症および出生児体重について検討した．【方法】当院で採卵し5日目もしくは

6日目に胚盤胞となって凍結し，2008年10月から2011年8月までに融解胚移植をした720症例．移植時平均年齢は36．9歳．自然周

期もしくはホルモン補充周期にて行い，融解胚には全例Assisted　Hatcingを加え融解後3－4時間の回復培養の後に移植した．なお反

復不成功症例に対しSEET法や内膜ブラシ・LDAを併用したものは今回の検討からは除外した．また，分娩まで経過の追えた118
症例に関し，分娩時体重および分娩時状況も検討した．【成績】着床率はD5胚にてAA：59　AB：46　BA：53　BB：44　BC：30　CB：33　CC

28％D6胚にてAA：53　AB：23　BA40　BB：32　BC：26　CB：30　CC13％．臨床妊娠率はD5胚にてAA：49　AB：40　BA：40　BB：32　BC：20

CB：22　CC24％D6胚にてAA：38　AB：23　BA：40　BB：28　BC：15　CB：20　CC8％．で良好胚でかつD5胚の方が全体的に成績が良く，

また，ICMのグレードよりTEのグレードの良い方が臨床妊娠率が高い傾向にあった．一方，出産まで追えた128平均出生体重にお

いてはD5良好胚（BB以上）：3064g　不良胚：3181gD6良好胚：3164g　不良胚：3152gと各群に有意差を認めなかった．分娩時合

併としては常位胎盤早期剥離1例（D55BB）低置胎盤1例（D54AA）弛緩出血による輸血1例（D55AA）原因不明死産1例（D5
5BA）【結論】良好胚を獲得することが着床率・妊娠率に大きく関与するが，その後の転帰には大きく左右されないと思われた．

P－111　胚盤胞培養における移植胚選択基準～最良質胚は移植すべきか凍結すべきか～

○篠原真理子，末永めぐみ，平田　瑠美，栗野早央理，江口　明子，川崎　裕美，伊藤　正信，松田　和洋

　松田ウイメンズクリニック

【目的】近年，胚凍結融解技術の進歩により凍結融解胚移植の成績が向上安定してきている．今回，採卵周期で複数の良好

胚盤胞を獲得できた場合，最良質胚は採卵周期での移植と，移植せずに凍結後調節融解周期での移植とで妊娠成績に差があ
るのかを後方視的に検討してみた．【対象および方法】2007年から2012年3月の期間でpoor　responderを除く40歳以下で

2回目までの採卵の症例のうち，グレードに序列のある複数の良好胚盤胞（Gardner分類3BB以上）を獲得でき，採卵周期
Day5に単一胚盤胞移植を行い，かつ余剰胚盤胞の凍結を行った97周期を対象とした．最良質胚を採卵周期で移植した群（A
群）と，最良質胚を凍結し2番目のグレードの胚を採卵周期で移植した群（B群）間で，新鮮胚移植と初回凍結融解胚盤胞
移植の妊娠率を検討した．【結果】2群間におけるART成績は，媒精の受精率やDay5胚盤胞到達率がB群のほうがやや高
い傾向にあったが，有意差はみられなかった．胎嚢（＋）以上の臨床妊娠率は，新鮮胚移植でA群5＆2％（32／55），B群47．6％

（20／42）とA群の方が高い傾向であったが，有意差はみられなかった．新鮮胚移植で妊娠不成立もしくは妊娠継続しなかっ

た症例のうち，初回の凍結融解胚盤胞単一一移植を行った症例は34周期で，臨床妊娠率はA群35．7％（5／14），B群45．0％（9

／20）となり，有意差はみられなかったが，B群で高い傾向であった．【考察】今回の検討では良好胚盤胞でグレードに序列

が生じた場合，最良質胚の移植を採卵周期で行っても凍結融解周期で行っても妊娠率に統計学的有意差はみられなかった
が，採卵当該周期では，最良質胚は凍結保存し，2番目のグレードの胚を移植した方が，トータルでは両周期ともに安定し
た妊娠率を得られる可能性が示唆された．
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P－112　当科での凍結融解胚移植における児獲得までの移植回数の検討

○田中理恵子12｝，工藤　正尊1），井平　　圭1），宇田　智浩1），中谷真紀子1），保坂　昌芳］），首藤　聡子】），西　　信也3），

　大河内俊洋‘｝，水上　尚典1），櫻木　範明1）

　D北海道大学産婦人科，2｝釧路赤十字病院産婦人科，3江別市立病院産婦人科，4おおこうち産科婦人科

　当科での凍結融解胚移植において児を得るまでに何回の胚移植を要したかを検討した．対象は2001年10月から2010年12
月までに凍結胚移植を施行した722症例，1670周期．IVF／ICSI施行後に受精卵（前核期胚～胚盤胞）の一部またはすべて
をガラス化法にて凍結保存し，ホルモン補充周期にて融解胚を子宮内に移植した．子宮内移植胚数はその時点での学会会告

に従った．一部の症例では前核期～初期胚を卵管内に移植した．周期あたりの妊娠率は2＆8％（481妊娠／1670周期），周期
あたりの生産率は20．5％（343分娩／1670周期），患者あたりの生産率は47．5％（343分娩／722患者）であった．児獲得まで
の移植回数児獲得例数（頻度，累積頻度）は，それぞれ1回目163例（47．5％／47．5％），2回目90例（26．2％／73．8％）。3
回目39例（1L4％／85．1％），4回目27例（7．9％／93．0％），5回目14例（4．10／・／97．1％），6回目4例（1．2％／9＆3％），7回目2

例（0．6％／9＆8％），8回目2例（O．6％／99．4％），9回日1例（O．3％／99．7％），16回目1例（0．3％／100％）であった．この結

果より，児獲得を十分期待できるのは5～6回目の移植までと考えられた．移植回数が10回以上で児を獲得したのは1例の
みで，16回目の移植で成功した子宮因子による着床不全症例であり，その1例を提示する．

　34歳，0経妊0経産．24歳時に不妊を主訴に当科を初診した．両側卵管の腫大を認め腹腔鏡下両側卵管切除を施行し，以
降ARTを開始するも良好胚盤胞移植にて妊娠成立せず．子宮内腔の癒着による狭小化を疑いTCRや子宮内腔バルーン拡
張，また筋腫核出も施行し移植を行うも不成功が続いた．狭い内腔を何度もバルーン拡張し，16回目の移植で妊娠成立し双
胎分娩に至った．

P－113　再凍結胚移植の有用性および安全性についての検討

○西村　　満，飯泉　文香，土屋翔太郎，松井　有紀，兼子　由美，佐藤　和文，尾崎　智哉

　西村ウイメンズクリニック

【目的】胚凍結保存法の進歩により凍結胚移植後の余剰胚盤胞を再度凍結保存し，これを融解移植することも可能となり，

その有用性につき第52回の本学会（秋田市）で報告したが，その後の症例数の蓄積および出生児数の増加により有用性に
加え安全性についても検討した．【方法】2003年1月から2011年12月までに，インフォームド・コンセントの得られた再
凍結胚移植を実施した78例（1例は再々凍結胚移植）（A群）と，同時期に初回凍結胚移植を実施した2642例（B群）を対
象とした．また，再凍結胚移植により妊娠・出産した児の外表・内臓奇形の有無成長状況を調査した．初回凍結した胚は
5日目および6日目発生の形態良好な桑実胚または胚盤胞とし，再凍結した胚は形態良好な胚盤胞とした．凍結法は，初回
凍結，再凍結ともCRYO－TOP（北里コーポレーション）によるVitrificationで行った．胚移植周期はホルモン補充周期と
した．【成績】胚移植周期あたりの妊娠率は，A群：48．7％（38／78），　B群：47．3％（1250／2642）〔p＝O．8065〕，流産率は，

A群：28．9％（11／38），B群：23．8％（298／1250）〔p　・O．4676〕，妊娠継続率は，　A群：71．1％（27／38），　B群：76．2％（952／

1250）〔p＝O．4676〕といずれも有意差を認めなかった．27例の妊娠継続例中26例（再々凍結胚移植による妊娠1例を含む），

27児が出産（1例は双胎）．経膣分娩16例，帝王切開10例．男児14例，女児13例．平均在胎週数：38週6n（36週611～
41週2日），平均出生体重：2922g（1868～3866g）．染色体異常児1例（生後3カ月で死亡）3．7％（1／27）を認めた以外，

外表・内臓奇形等の異常を認めなかった．【結論】流産率の増加傾向を認めたものの，再凍結胚移植でも初回凍結胚移植と

同等の妊娠率が獲得でき，その有用性が確認された．また，異常児出産の増加傾向を認めず短期予後における安全性につい
ては初回凍結胚移植と同等であると判断されるが，長期予後については現在調査中である．

P－114　11年間凍結保存した胚を融解移植し妊娠が成立した1例

○岡野真一郎，絹谷　正之，楠田　朋代，福永　恵美，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳
　医療法人絹谷産婦人科

【緒言】体外受精一胚移植における胚の凍結融解移植は，OHSSの重症化防止や多胎妊娠の減少，妊娠率の向上など，患者
の身体的・経済的負担軽減に大きく寄与しており，主要な治療法となっている．しかしながら，ヒト胚の長期間凍結保存に

よる妊娠・出産例の報告は少なく，その安全性・有用性には不明な点も多い．今回我々は，11年間凍結保存した胚を融解移

植し妊娠が成立した1例を経験したので報告する．【症例】初診時，夫30歳，妻28歳．平成7年に結婚後，約3年間の他
院での不妊治療後，平成10年7月に当院を受診した．夫に軽度乏精子精子無力症を認め，タイミング指導，人工授精を9
回施行するも妊娠に至らず，平成12年7月から体外受精を開始した．Long法にて排卵誘発後，採卵を施行し35個の卵子
を得た．成熟卵32個のうちsplit　ICSIにて18個が受精・分割し，受精後2日目に3個を胚移植し，余剰胚14個を緩慢凍結
法にて凍結保存した．同周期に二絨毛膜性双胎妊娠が成立し，翌13年4月に37週でいずれも健常な男児を経膣分娩にて出

産した．11年後（妻年齢41歳）の平成23年7月に第3子希望にて受診，同年9月に以前の凍結胚14個を融解後，胚盤胞
培養を施行し，受精後5日目に1個が初期胚盤胞に発生し，これをホルモン補充周期下に移植，単胎妊娠が成立した．妊娠
8週の時点で他院へ転院後，36週に胎児発育不全で帝王切開にて出産となった，児には心奇形（両大血管右室起始，肺動脈
閉鎖）が認められた．【結論】ヒト胚の長期凍結保存と児の異常との関連は不明であるが，患者自身への移植では，おのず

とその多くが高齢妊娠・出産となり，母体の加齢による様々な周産期リスクの増加が懸念される．また，現在の胚凍結方法
は，その簡便性，融解後の生存率の高さなどからvitrification法が主流であり，今後はvitrification法での長期間凍結保存

例の安全性を確認していくことが重要と思われる．
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P－115　単一胚盤胞移植から発生した二絨毛膜二羊膜性双胎で生児を得た一例

○糸数　　修，上原　　尚，山内　　悠，中里　和正

　ウィメンズクリニック糸数

　近年，体外受精一胚移植においては，選択的単一胚移植が主流となり複数個胚移植による医原性多胎妊娠は減少している．

しかし選択的単一胚移植を順守しているにもかかわらず多胎の発生を報告する例が散見される．今回，単一胚盤胞移植での

二絨毛膜二羊膜性双胎を経験した．症例は37歳未経妊8年6ヵ月間の不妊期間で初診，子宮内膜症を合併しており，他
院での治療歴もあった．当院ではクロミフェン併用のHMG隔日投与で採卵，計6個採卵し体外受精で4個の正常受精卵を
得た．媒精3日目に8細胞期の胚を移植し，培養5日目で拡張期胚盤胞を凍結した．新鮮胚移植では妊娠成立せず，ホルモ
ン補充周期で単一凍結融解胚盤胞移植を行い，妊娠成立．妊娠5週に子宮内に胎嚢を2個確認その後妊娠6週にそれぞれ
の胎嚢内に1つづつ胎児心拍を認め，2絨毛膜2羊膜双胎と診断した．妊娠26週から切迫早産で入院，30週で破水，高次
医療機関へ母体搬送後，32週に帝王切開となった．両児とも男児で大きな合併症もなく，現在も経過順調である．ARTに
関連する一卵性の二絨毛膜性双胎の報告は散見されるが，両児共に健児として出生したことを報告したものは多くはない．

今回の症例は前期破水から早産に至つたが，両児に後遺症や先天異常も認めず，母体も妊娠高血圧症などの周産期合併症を

併発することなく，経過した．しかし多胎妊娠はARTに起因するけっして軽視できない合併症であり，高齢妊娠とも重な
ると母児に対して，さらなる重篤な後遺症を残しかねない．ARTにおける多胎妊娠は必ずしも複数胚移植によるものだけ
でなく胚盤胞移植に起因するmono－zygotic－twin（MZT）の発生も危惧する必要性もあり，胚盤胞2個移植を行った場合，

1卵性のDD双胎や2卵生の品胎の発生もありうると考えられた．

P－116　ヒトIVF胚のHatching部位の検討

○松葉　純子，横田麻里子，橋口　綾乃，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，貴志　瑞季，椎名　　薫，

　森本　有香，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】胚が透明帯から艀化（以下Hatching）することは，子宮に着床し正常な発生を継続するのに必須である．哺乳類の

胚のHatching過程については，胚や子宮から分泌される酵素の存在などが示唆されてきたが，ヒト胚では明らかになって
いない、Hatcing開始部位についても同様である．今回我々はヒト胚のHatching開始部位について検討したので報告する．

【対象及び方法】2003年1月から2011年12月までの期間，当院にてIVFを施行し，　Hatching胚盤胞まで体外培養を行なっ
た胚について後方視的に検討した．胚盤胞は培養4日目から6日目のいずれかで移植もしくは凍結を行ない，その際に写真
を撮って胚の状態を記録した．その後写真にて胚盤胞のICMとHatching部位の両方を確認し，　Hatchingがその周囲180
度以内で開始している胚をICM側とし，それら以外と区別した．胚の1／2以上の細胞質がすでにHatchingしていた胚，　ICM

やHatching開始部位が確認できなかった胚はこの検討から除いた．培養は37℃，6％CO2，5％02に調整したインキュベー
ター内にて，ドロップ培養法で行なった．【結果】273個のHatching胚盤胞を調べた結果，　ICMの近くからHatchingして
いた胚は179個，ICMの反対側からHatchingしていた胚は94個で，　ICM側から有意にHatchingを開始していた．（179／273
vs．　94／273：p＜O．Ol）【結論】体外培養を行なったヒト胚はICMの近くからHatchingを開始することが示唆された．

P－117　胚盤胞移植反復不成功例におけるzona　freeの有用性

○菊地　裕幸，鈴木　麻美，山田　健市，村川　晴生，吉田　仁秋

　吉田レディースクリニックARTセンター

【目的】胚盤胞移植は，選択的に良好胚を選別し移植することで良好な成績が得られ，さらに凍結融解周期では子宮内膜と

同期化させることが可能と考えられている．しかし，複数回移植を行っても妊娠に至りにくい難治症例もある．そこで，胚
側における救済策の一つとして，zona　freeの有用性を検討した．【方法】当院にて2011年9月から2012年4月までの間，

ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植を行った症例のうち，PZD法による1／3程度の十字切開法を行った198症例
232周期（通常AH群），　PZD法での切開の後ピペッティングによるzona　freeを行った66症例77周期（ZF群）において，
1）移植回数別（3回未満，以上），2）年齢別（40歳未満，以上）での臨床的妊娠率，着床率，流産率を比較検討した．【結

果】患者平均年齢は，通常』AH群36．2歳，　ZF群37．0歳，平均移植回数は2．3回，4．1回であり，移植回数はZF群の方が有

意に多かった．1）移植3回未満の妊娠率，着床率，流産率は，通常AH群373％，35．7％，13．3％，　ZF群50．0％，42．9％，

22．2％，3回以上では通常AH群32．4％，25．0％，17．4％，　ZF群40．7％，31．8％，33．3％であり，有意な差は認められなかっ

たが，ZF群において妊娠率，着床率，流産率が高い傾向が見られた．2）40歳未満の妊娠率，着床率，流産率は，通常AH
群38．9％，36．3％，12．5％，ZF群48．1％，40．8％，192％，40歳以上では通常AH群23．4％，17．7％，27．3％，　ZF群30．4％，

20．0％，71．4％であり，有意な差は認められなかったが，ZF群で妊娠率が高い傾向が見られた．【結論】zona　freeは移植回

数年齢に関わらず，妊娠率，着床率の向上につながることが示唆された．流産率において高い傾向が見られた背景として
は，高齢によるものと考えられたが，通常の十字切開法に比べ，A・Hや胚移植までの操作における物理的影響も示唆され
る．今後症例を重ねるとともに，反復不成功例において出生率の向上につながるか否か検討していきたい．
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P－118　Laser　Assisted　Hatching実施後の胚のhatching状態とICMの関係性について

○清水　美紗，村松美保子，吉村　俊和

　社会医療法人財団新和会八千代病院

【目的】当院ではlaser　assisted　hatching（LAH）を導入し，　hatching状態の胚の移植症例が増え，妊娠率向上に繋がった．

囲卵腔が十分に確保でき内細胞塊（ICM）から離れた部位にLAHを実施することを基本としているが，　ICMの近くにlaser
を照射することもあり，移植時のICMの位置は様々である．そこで，　LAHによる開口部・　hatching状態とICMの関係に

ついて検討した．【対象】2011年6月より2012年4月までにLAHを実施し，移植時にhatching状態の胚盤胞を1個移植
した97周期を対象とした．【方法】移植前1～2時間前に02M－sucroseにて囲卵腔を充分確保し，照射時間2．Omsで透明帯
の1／4～1／2を完全に開口し，移植まで培養した．移植時のICMの位置が開口部と対極側にあるA群，胚の半分より開口部

寄りにあるが開口部内に留まっているB群，開口部より一部が脱出しているC群，完全に脱出しているD群に分け，妊娠
率を比較した．また，hatching開始状態を1群，1／4以上がhatching状態を2群とし，各群について妊娠率を比較した．【結
果】各妊娠率は，A群31．6％（6／19），　B群426％（20／47），　C群60、9％（14／23），　D　9e　50D％（4／8）で，　C群・D群で良

好な結果となった．また，hatchingの状態別では1群でll．1％（1／9），40．9％（9／22），85．7％（6／7），33．3％（1／3），2群

で50．0％（5／10），44．0％（ll／25），50．0％（58／16），60．（）％（3／5）であり，1群ではA群で最も妊娠率が低く，2群ではす

べての群で良好な結果となった．【考察】ICMは一部もしくは全体が開口部より脱出している方が高い妊娠率が期待できた．

hatching開始状態の胚はICMが開口部と対極にあると着床しにくく，これは最終的にICMが透明帯から完全に脱出できな
いなどその後のhatching過程に問題があることが考えられた．この結果より，再拡張した際にICMが開口部の近くに存在
すると予想される部位にLAHを実施することが，より着床率向上に繋がることが示唆された．

P－119　Rescue的なassisted　hatchingが有効であった透明帯硬化によるhatching障害の
　　　　　　一例

○中山　貴弘1），小濱　奈美D，川村　悠喜D，久保田　彩］），釜本　早紀1），山出　一郎L”，矢野　樹理2），井上　卓也2），

　立入智恵子L’），草開恵里子2｝．畑山　　博2）

　V財団法人足立病院生殖内分泌医療センター，2洞産婦人科

【緒言】assisted　hatching（AHA）のARTにおける有効性については現在のところcontroversialな状態である．この要因と

して本来AHAが有効である症例は存在するもののその出現頻度が低いためである可能性がある．今回われわれは凍結融解し

た拡張胚盤胞が透明帯の過伸展によるhatching障害を起こしている状態に遭遇し，　rescue的なAHAを行い妊娠に至った症
例を経験したので報告する．

【症例】38歳OGOP，2010年に当院受診，原因不明不妊のため同年10月に体外受精を施行，10個採卵し，7個受精，このう

ち5個が胚盤胞（Gardner分類3AB～4BB）へ発生したためDay5にて凍結保存した．この際拡張胚盤胞の直径は260～320μm
と巨大であったがすべてhatchingを開始していなかった．2011年1月に凍結胚移植を行うために4BB胚を解凍し，6時間経
過観察したところ透明帯の伸展によりhatching開始が不可能な状態であったため，急遽Laser　AHA（zona　drilling法）を行

い移植，妊娠が成立した．その後妊娠8週で自然流産となったため，2回目の凍結胚盤胞移植を行ったが，前回同様解凍5時
間経過後でもhatching開始が認められなかったためAHAを行い移植，妊娠が成立しその後健児の出産に至った．
【結論】本症例では明らかに胚のhatching障害が発生しており，妊娠成立にAHAが有効であったものと考えられた．拡張胚

盤胞がhatchingを開始できない症例が確認されたことより，今後拡張胚盤胞のhatching開始の有無を胚移植前に評価するこ

とが重要である可能性が示された，またこのような症例にはrescue的なAHAが有効であると考えられる．

P－120　着床前診断後の胚発生および妊娠率，流産率についての検討

○竹本洋t高橋如，中嶋美紀加藤由香赤星孝子，田中威づみ，伊熊慎一郎，永吉基田中温
　セントマザー産婦人科医院

【目的】着床前診断において割球採取後の胚発生は着床する要因として非常に重要である．これまで行ってきた着床前診断

症例において採卵周期，凍結融解胚周期（Day2，　Day3凍結）における胚発生および妊娠率，流産率について検討を行った

ので報告する．【対象】平成18年12月から平成24年4月までに着床前診断を行った55症例92周期を対象とした．【方法】

割球採取は3日目の良好8細胞期胚より明瞭な核を1個認める割球を1個採取し，サブテロメアプローブと一方のセントロ
メアプローブを用いてFISH法を行い，正常型または均衡型と判定された胚を原則1個移植とし，形態良好余剰胚は凍結保
存した，検討方法として，採卵周期をA群（21周期），Day2凍結融解胚周期をB群（45周期），　Day3凍結融解胚周期をC
群（回復培養3時間，18周期），D群（回復培養6時間，8周期）として，正常型または均衡型と判定された胚についてDay
5での胚発生について比較した．【結果】各群におけるPGD施行胚数正常』型または均衡型胚数，胚盤胞発生率（胚盤胞数／
PGD施行胚数），妊娠率（妊娠数／移植周期数），流産率（流産数／妊娠数）はA群では87，38，44．8％（39／87），42、9％（9／
21），44．4％（4／9），B群では205，80，32．7％（67／205），42．2％（19／45），10．5％（2／19），　C群では91，35，15A％（14／91），

22．2％（4／18），50．0％（2／4），D群では36，13，41．7％（15／36），50．0％（4／8），0％（0／4）であった．【結論】1．　PGD施

行後の胚盤胞発生率は採卵周期，Day2凍結融解胚周期において良好であったが，　Day3凍結融解胚周期（回復培養3時間）

において低値であった．2．Day3凍結融解胚周期における回復培養を6時間とすることで胚盤胞発生率，妊娠率ともに良好
となった．3．Day2凍結融解胚移植周期において妊娠率，流産率ともに良好な結果であったが，　Day3凍結融解胚周期にお
いても回復培養を6時間とすることで妊娠率，流産率ともに良好な結果となることが示唆された．
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P－121 着床前遺伝子診断において遺伝子型が疾患の重篤性と必ずしも一致しない疾患に対
する適応の取り扱い

○大澤　淑子12），末岡　　浩D，泉　　陽子1］，佐藤　　卓D，高橋　香織’），佐藤　健二n，谷垣　礼子D，樋口　泰彦2），

　吉村　泰典1）

　D慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室，2）聖母病院産婦人科

【目的】副腎白質ジストロフィー（adrenoleukodystrophy：ALD）は同一家系内の同じ遺伝子変異でありながら，早期発症

の小児大脳型ALDの他，成人発症の成人大脳型ALD，　adrenomyeloneuropathy（AMN），成人小脳脳幹型，　Addison病等
の多様な病形を呈するX連鎖劣性遺伝病である．ALDの問題点は1）殆どが点変異で遺伝子型の特定が困難iなことが多い．

2）遺伝子型と表現型が必ずしも一致せず，各病型は同一遺伝子型の家系内に発現する．着床前遺伝子診断（PGD）の倫理
審査において議論が提起された経緯がある．【方法】PGDを希望して慶雁義塾大学病院臨床遺伝学センターに来談した4例
について検討した．【結果】（1）家系内に2名の小児大脳型ALD患者が存在するが，父とその兄はAMLで，本人は第一・子
を出生前診断の上女児を出産した後にPGDを申請したが，倫理審査上保留となった．（2）家系内に成人小脳脳幹型が存在

するが，PGDの適応として検討中に自然妊娠が成立し健常の男女児を出産した．（3）2児の小児大脳型ALD出産歴がある
ことから倫理審査で承認され，PGD施行後に分娩に至った．（4）成人大脳型ALD患者で，急激に発症しているため，造血
幹細胞移植予定となり，PGD希望のため移植前の精子保存を行った．【結論】遺伝子型から重篤を特定できない疾患を対象

とするPGD適応を，遺伝カウンセリングの場で判断することは困難である．重篤な病態を発現する可能性のあるクライエ
ントでは，救済を求める来談者に対して幅広い選択肢を提供できる適応判断が望まれる．

P－122 筋強直性ジストロフィーの着床前遺伝了診断の適応の再考～周産期合併症と表現促
進現象の観点から～

○泉　　陽子，末岡　　浩，五十畑　葵，高橋　香織，佐藤　　卓，櫻井　友義，佐藤　健二，中林　　章，大澤　淑子，

　吉村　泰典

　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室

【目的】着床前遺伝子診断（PGD）を希望して来院するクライエントは年々増加傾向にあり，中でも単一遺伝病として筋強直性ジストロフィー

（DM1）は2番目に多い対象疾患である，母親からの遺伝でより強く表れる表現促進現象があり，　DM1罹患児妊娠中の羊水過多や切迫早産な

どの妊娠に関わるリスクは多様である．表現促進現象や周産期合併症の出現状からDM1におけるPGDの適応を再考した，【方法】2002年1

月～2012年4月までの期間にDMlにおける妊娠・出産についての遺伝相談を行った22例を対象に，クライエントの背景（性別，妊娠分娩歴），

妊娠例の転帰，周産期合併症の頻度，表現促進現象の出現状況，児のCTGリピート数と出生後経過，初診時の主訴，筋症状の有無を分析しPGD

適応につき考察を加えた．【成績】罹患者は女性19名（86％），男性3名（14％），であり初診時59％に筋症状を有し，76％がPGDを希望し

た．16名（35例）に妊娠歴があり，罹患児妊娠18例（中絶8例，分娩10例），非罹患児分娩2例，自然流死産5例であった．罹患児を分娩

した母体の60％に切迫早産，羊水過多を認め，1例で塩酸リトドリン使用後の横紋筋融解症を生じた．母親由来の全罹患児に3～20倍のCTG

リピート数の伸長を認めた，伸長率は必ずしも親のリピート数の大きさによらず，80回の母親から1000回に伸長する例もあった．リピート

数の多い児は重篤な筋症状を呈し，小児期までに60％が呼吸不全等で死亡した．【結論】DM1は表現促進現象を生じるため，母親の筋症状の

重篤性やCTGリピート数からだけではPGD適応を判断することは困難であるため，症状が軽症でリピート数が少ないクライエントもPGD

の適応に含む必要がある．DM1罹患女性の妊娠中，切迫流早産に対して投与される塩酸リトドリンによって横紋筋融解症が発生する母体リス

クも存在する，罹患児妊娠中では切迫早産，羊水過多などのリスク管理の面でもPGDの適応とする意義は大きい．

P－123　着床前遺伝子診断の移植可能胚獲得効率～遺伝形式ごとの分析～

○泉　　陽子，末岡　　浩，五十畑　葵，高橋　香織佐藤　　卓，櫻井　友義，佐藤　健二，中林　　章，大澤　淑子，
　吉村　泰典

　慶礁義塾大学医学部産婦人科学教室

【目的】着床前遺伝子診断（PGD）を希望して来院するクライエントは年々増加し，その対象疾患も様々であるが，移植可能な

非罹患胚を得ることが出来る確率は疾患の遺伝形式により異なる．2004年1月～2012年5月に倫理承認を得て実施した着床前
診断において3種類の異なる遺伝形式を有する疾患のPGDにおける効率について検討した．　X連鎖性劣性遺伝病のDuchenne

型筋ジストロフィー（DMD），および副腎白質ジストロフィー（ALD），常染色体優性遺伝の筋緊張性ジストロフィー（DM1）

およびX連鎖性（優性）遺伝病のオルニチントランスカルバミラーゼ欠損症（OTC）の症例を対象とした．【方法】採卵個数

顕微授精施行卵数分割胚数生検胚数診断可能胚数移植可能胚数を明らかにし，採卵数あたりのPGD効率，目標獲得卵
子数を検討した，【成績】症例数および採卵周期はDMD　23例（47周期），　ALD　1例（1周期），　DM14例（7周期），　OTC　l例

（5周期）であった．各疾患における採卵数あたりの顕微授精施行率，胚生検施行率，診断決定率，移植可能胚獲得率はそれぞ
れALD／DMDで820％，62．7％，4＆4％，30．6％，　DMlで60．9％，26．6％，20．1％，10．9％，　OTCで63．6％，50．0％，45．5％，22．7％

であった．【考察】顕微授精可能であった形態良好胚の割合，生検可能胚可能であった分割良好／胚発生速度良好胚の割合は3疾

患で差を認めなかった．DMIについて，父母の正常域のCTGリピート数が近似し，疾患胚と正常胚の判別が困難な場合，棄却
せざるを得ない胚が増加するトリプレットリピート特有の診断の難しさによってもPGD効率は制限される．【結論】少なくとも

1個の移植可能胚を獲得するために必要な採卵個数は，DMD／ALD　4個，　DM110個，　OTC　5個以上と考えられた，特に卵巣予
備能の低下した高齢女性などでは，採卵個数が少ない場合，移植可能胚が得られない可能性についても予め説明する必要がある．
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P－124　着床前遺伝子診断の安全性と出生児の予後調査一新たなフォーマットファイルの作
　　　　　　成一

○佐藤　健二1｝，末岡　　浩V，泉　　陽子’），高橋　香wa1｝，佐藤　　卓1），中林　　章21，谷垣　礼子3），大澤　淑子4），

　吉村　泰典U
　1｝慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2）中林病院，3）埼玉社会保険病院産婦人科，’1｝聖母病院産婦人科

【目的】本研究は，着床前遺伝子診断（PGD）を実施している主な施設を対象に，わが国におけるPGDの実施状況をより詳細に調査し，

診断技術の標準化を図るとともに，今後不可欠な出生児の長期予後についても調査することを目的とした．【方法】日本産科婦人科学会

へのPGD申請および実施報告が義務づけられているが，今後わが国でのPGD実施状況を継続的に把握するため，倫理審査やカウンセリ

ング，そして出生児の長期予後についての調査項目を追加した．そこでESHRE　PGD　Consortiumの調査項目に加え，わが国独自のフォー

マットを作成した．本研究は，厚生労働科学研究費補助金による成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業によって行われた．調査対象施

設は，日本産科婦人科学会に実施に関する倫理審査申請を行った医療施設およびその他の学会演題等の実績から実施に至っていると考え

られる医療施設である．これらの協力施設に対してフォーマットの内容を解説し，記載する症例ごとに入力した中から問題点を抽出し，

児の予後調査を含めデータを集積するために，作成したフォーマットを運用する．今後PGD実施施設で連結可能としたうえで，結果を

集計する計画である．【成績】平成22年度に施行した，PGD実施施設に対するアンケート調査の結果から，　PGD調査項目を再検討した，

ESHREのPGD　consortiumの調査項目を網羅するとともに，さらにわが国独自の調査項目として，倫理審査関連情報や児の予後調査項

目を追加したL作成したフォーマットファイルは慶礁義塾大学および他施設での試用入力により，問題点を検討し適宜修正したうえで，

運用に向けた準備を行った．また，本研究実施に際しては，倫理審査・承認を得たうえで実施の予定である．【結論】児の予後調査を含

めたPGDに関する幅広い調査を継続的に実施するために，今回作成したフォーマットを有効に活用していくことが望まれる．

P－125　凍結融解胚盤胞移植によって生まれた児の出産体重についての検討

○後藤　哲也，岡　　親弘

　東京HARTクリニック

【目的】単一胚移植の普及および胚凍結技術の進歩により，ARTによる出産児の過半数は凍結融解胚移植（FET）によるが，

近年，FET児の出産体重が新鮮胚移植および自然妊娠後のそれと比較して多いという報告が散見される．本研究では，当

院におけるART児の出産体重を検討した．【方法】2008年1月から2010年12月までの間に行った新鮮胚移植またはFET
によって正期産に至った単胎妊娠症例について，児の出産体重を比較検討した．新鮮胚移植はD2からD5に行い，　FETは
全例，胚盤胞を超急速ガラス化法で凍結後，ホルモン補充周期に移植した．児体重評価には，日本小児科学会新生児委員会
による在胎期間別出生時体格標準値を用い，10パーセンタイル（pc）未満をLFD児，90　pc以上をHFD児とした．【成績】

全出産450例のうち，新鮮胚移植が113例（25．1％），FETが337例（74．9％）あり，出産体重はFET児の方が有意に多かっ
た（2980．8　g　vs．3098．2　g）．初産男児，初産女児，経産男児，経産女児の4群に分けて出産体重を比較してみると，2987．1　vs．

3154．2，2953．2　vs．　3023．0，3021．8　vs．　3209．4，3028．3　vs．3031．1と，全ての群でFET児の方が体重は多かったが，有意差は初

産男児群においてのみ認められた．在胎日数を考慮した児体重評価では，全FET児においてLFD児が4．5％，　HFD児が
16．3％あり，全体の分布も標準値と比較して増加傾向にあった．【結論】FET児の出産体重は新鮮胚移植児のそれより多かっ

たが，今後さらに症例数を増やして，より均一な患者群問での比較検討を行う必要がある．また，この体重増加に生物学的

意味があるのか，この増加が均整のとれた児発育によるものか，あるいは特定臓器の肥大によるものか，などそのメカニズ

ムも含めた研究が必要である．

P－126　非ART妊娠，新鮮胚移植妊娠凍結融解胚移植妊娠で出生時体重に差はあるか

○柴田美智子，伊藤啓二朗，佃　　笑美，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄，大西　洋子，

　井上　朋子，中岡　義晴，森本　義晴

　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

【目的】高度生殖補助医療（ART）による不妊治療後の妊娠分娩数が増加するにつれ，　ARTそのものの新生児への影響を調

査する必要性が指摘されている．今回我々は非ART妊娠新鮮胚移植後妊娠凍結融解胚移植後妊娠で出生時体重に差が
みられるか在胎週数別に検討したので報告する．【方法】本研究は1分なインフォームド・コンセントを得て実施した．2004－

2010年に当院で単胎妊娠後，分娩した1816例（非ART群：596例，新鮮胚移植群：535例，凍結胚移植群：685例）を対
象とした．各群間での早産発生率と在胎週数別の出生時体重を比較した．統計解析は分散分析後，FisherのPLSD検定によ
り実施した．【結果】早産発生率は非ART群，新鮮胚移植群，凍結胚移植群で5、7％，4．6％，6．8％で，3群間で差は認めら

れなかった．在胎週数別の平均体重は非ART群，新鮮胚移植群，凍結胚移植群の3群でそれぞれ36週（2533．4g，2555．6g，
2633．8g），37週（2818Dg，28372g，2832．lg），38週（2877．8g，2858．lg，3007．lg），39週（3021．Og，3016．1g，3127．9g），40

週（3159．7g，3145．4g，325＆2g），41週（3216．7g，3294．8g，3265．7g），42週（3459．2g，3085．7g，3309．1g）であり，38，39，

40週で凍結胚移植群は非ART群と新鮮胚移植群に比較して有意に重かった（p＜0．05）．【考察】非ART群と新鮮胚移植群

で出生児の体重に差は認められなかった．その一方で，凍結胚移植群の出生児体重が新鮮胚移植群より重かった．これは凍

結・融解の操作が影響しているかもしれない．2011年度の厚労省補助研究調査においても同様の結果が報告されている．今

後，凍結・融解操作の影響を詳細に検討していきたいと考えている．



平成24年10月1日 243（387）

P－127　新鮮胚移植および凍結融解胚移植により妊娠し出生した児の比較検討

○溝部　大和P，秋吉　俊明D，松尾　　完1），上田　泰子1），福田　裕子D，松尾　恵子1］，福嶋　倫子D，江口　二郎2），

　山口　敦巳］），岡本　純英P

　D医療法人ART岡本ウーマンズクリニック，2）国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

［目的］生殖補助医療（ART）において妊娠し出産に至った児の予後調査において，新鮮胚移植にて妊娠に至った児と凍結

融解胚移植にて妊娠に至った児の間には出生時体重の平均に差があるという報告がある．そこで，当院のART患者におい
ても同様の傾向を示すかどうか検討した．［方法］2008年1月～2010年12月で当院ARTにおいて単胎妊娠に至った268例
を対象として検討を行った．調査項目は移植時の年齢，在胎日数，分娩様式，男女比，児の出生時体重，低出生体重児の割

合とし，新鮮胚移植（90例）と凍結融解胚移植（178例）間で比較検討を行った．［結果］移植時の年齢，在胎日数男女
比，低出生体重児の割合に差は認めなかった．分娩様式は新鮮胚移植，凍結融解胚移植ともに経膣分娩が帝王切開と比較し
て有意に多くなった（P＜O．05）．出生時体重の平均は，新鮮胚移植で3001．Og，凍結融解胚移植は3100．8gであり，凍結融解

胚移植は新鮮胚移植と比較して有意に重くなった（P＜0．05）．［考察］当院のART患者においても他の報告と同様に，出生

時体重の平均は新鮮胚移植より凍結融解胚移植で重くなることが確認された．現在，日本人全体の児の平均体重は3000gを

下回っている．凍結融解胚移植における出生時体重の平均は日本人全体の児の平均体重よりも重い傾向にあった．当院では

2008年から選択的単一胚移植（eSET）を導入している．良好胚を効率的に利用することで多胎を抑制し，良好胚を凍結融
解胚移植に用いることができる．このことからeSETが児の出生時体重に何らかの影響を与えた可能性も考えられる．また，

胚に凍結，融解という操作を加えたことも関係しているかもしれない．今後は，フォローアップ体制を確立し長期にわたる
詳細な調査が必要であると考えられる．

P－128　卵活性化処理を施行し妊娠分娩に至った受精障害症例の出生児調査

○大垣　　彩I」，水野　里志11，宮地　志wa1），松本　寛史］），古武　由美1），藤岡　聡子P，森　　梨沙1’，井田　　守1J，

　春木　　rel」，福田　愛作D，森本　義晴2）

　1）医療法人三慧会IVF大阪クリニック生殖技術部門，2）医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】近年，顕微授精（ICSI）を実施したにも関わらす受精卵が得られない受精障害症例の卵に対し，人為的活性化法（AOA）

を用いることによる出産例が多数報告されている．さらには，AOAを目的としたカルシウムイオノフォア（Ca－i）を含む培養液

が市販されるようになり，受精障害に対してのAOAは生殖補助医療の中でルーチン操作の一つとなりつつある．当院でも受精
障害症例に対してはCa－iを用いて受精卵の獲得を試みている．しかし，　AOAについて出生児予後を含めた安全性に関する報告

はほとんどない．そこで我々は，当院で受精障害が疑われ，Ca－i処理をおこない妊娠分娩に至った出生児の出生時調査をおこなっ

た．【対象と方法】当院で受精障害を疑いCa－i処理を実施し，得られた受精卵を移植することにより妊娠分娩に至った8児を

対象とした．妊娠成立後に他院への紹介時に配布したアンケートより，出生時体重及び身長，性別，アプガースコアー（Ap），

在胎日数分娩様式，児の先天異常の有無について追跡をおこなった．【結果】児の出生時体重は2791±356g，身長は47．7±1．6cm

で，全て男児であった．Apは9．7±O．5，在胎日数は270．6±8．5日，分娩様式は経膣分娩4児，帝王切開4児であり，全ての児に

おいて先天異常は認めなかった．【考察】Ca－i処理を実施した症例において，出生時体重及び身長，アプガースコアー，在胎日数

分娩様式，先天異常については，日本産科婦人科学会の周産期委員会による統計と同じ傾向にあり，Ca－i処理が出生時での児の

発育と先天異常に影響を及ぼす可能性は低い事が示唆された．しかし，症例数が少ないものの当院での出産例は全て男児であっ

たためCa－i処理が性の決定に影響するのか今後注意深く追跡したい．また，出生時に発見される先天異常は生後1年間に発見さ

れる先天異常の約半数にしか過ぎないともいわれ，長期的な発育調査を含め出生児の予後調査を実施していく予定である．

P－129　当院での移植胚の種類と出生児体重の傾向について

○橋爪　淳子1），前多亜紀子11，新　　博美1），中橋美貴子D，丹羽　幸子1），北元香菜子’），藤井　玲名1〕，田中　真理1），

　山崎　玲奈2），野村　一人2），道倉　康仁1）

　D金沢たまごクリニック，2金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科

【目的】ART後出産した児において，新鮮胚移植と凍結融解胚移植では出生児体重が異なるとの報告がある．当院においても同じ

傾向を示すかを，出産調査報告をもとに出生体重で比較した．さらに移植胚の媒精方法及び胚ステージによって違いがないかを，

同様に比較した．【対象と方法】2008年1月から2010年12月に当院にて，単一胚移植を行い妊娠後単胎出産（37週から42週正

期産）報告を得た300症例（平均年齢34．2　k）を対象とした．新鮮胚移植（新鮮群）136症例と凍結融解胚移植（ホルモン補充周

期）（HR群）164症例を出生児の性別に分け，出生体重を比較した．さらに，移植胚の媒精方法（conventional－IVF；CとICSI；1）

及び胚ステージ（初期胚；CLと胚盤胞；BL）に分け，出生体重を比較した．【成績】新鮮群男児（62周期），新鮮群女児（74周期），

HR群男児（97周期），　HR群女児（67周期）の出生体重の平均は，3103．6g，2951．7g，3287．7g，3082．7gであった．新鮮群HR群

共に男児が大きかった．また出生児の性別に関わらずHR群で大きかった．さらに，新鮮C－CL群男児，新鮮C－BL群男児，新鮮
1－CL群男児，新鮮1－BL群男児は，3078．8g，3159．Og，3141．8g，3034．4g，新鮮C－CL群女児，新鮮C－BL群女児，新鮮1－CL群女

児，新鮮1－BL群女児は，2954．2g，2946．3g，2976．Og，2872．8g，　HR－C－CL群男児，　HR－C－BL群男児，　HR－1－CL群男児，　HR－1－BL

群男児は，3087．6g，3295．2g，3464．5g，3327．4g，　HR－C－CL群女児，　HR－C－BL群女児，　HR－1－CL群女児，　HR＋BL群女児は，3137．9

g，3059．3g，2998．8g，3140．9gであった．媒精方法と胚のステージによる差は認められなかった．【結論】当院においても新鮮胚移

植よりも凍結融解胚移植で，出生体重が大きいという同様の結果となった．移植胚の媒精方法と胚ステージの違いによって出生体

重に差は見られなかった．今後は，妊娠初期の状態も調査していくと共に，凍結融解胚移植においてさらに検討していきたい．
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P－130　1VF児のフォローアップ

○北村　誠司1），田巻　智慧1），松村　康子1），桐明　千晶1），平岡謙一郎P，佐藤　仁美P，佐々木幸子1），吉江　正紀2），

　宇都　博文2），吉田　宏之2），杉山　　武2）

　1）荻窪病院虹クリニック，2）荻窪病院産婦人科

【背景】融解胚移植による出生児の体重増加と，胚盤胞移植の出生児へのリスク増加の可能性が指摘され，継続的な検討が

求められている．【目的】IVF児のフォローアップ【方法】2005年1月から2010年12月までに荻窪病院産婦人科および虹
クリニックにおいて体外受精で妊娠した夫婦179組に出生児の発育調査を依頼した．このうち120組から回答があった（回
答率67％）．（1）性別，新鮮胚移植／融解胚移植，D3ET／胚盤胞移植（BT），　conventional　IVF（conv．－IVF）／ICSIに分類

し，それぞれの出生体重・身長を調べた．（2）発育状況を平成22年乳幼児身体発育曲線と比較した．（3）遠城寺式乳幼児
分析的発達検査表を用いて精神運動発達および発達指数（DQ＝発達年齢／生活年齢×100）を評価した．【結果】（1）出生体
重（g）及び身長（cm）は，男vs．女（2909／2958／482／4＆4），新鮮胚移植vs．融解胚移植（2884／2980／48．3／48．3），　D3　ET

vs．　BT（2908／3031／48．3／48），　conv．－IVF　vs．　ICSI（3066／2848／48．9／47．9）．　ICSIの出生体重は有意に軽かった．（2）2歳以

降には概ね10－90パーセンタイルの成長曲線の値にcatch－upされていた．（3）生活年齢より高い項目が出来ることが多かっ

た．BTでは，　DQ99．3±6．7と問題無い範囲であった．【考察】（1）融解胚移植では，出生時体重が増加する傾向が認められ

た．通常の体外受精では，ICSIと比較して有意に体重が重く，身長も高い傾向にあった．（2）体外受精の出生児では身体発
育に問題は無いことが示唆された．（3）BTによる出生児の発達は，均衡であることが示唆された．【結論】IVFの出生児は，

身体発育及び発達の両面で自然妊娠と変わらないことが示唆された．

P－131　ART出生児の発育・発達に関する研究

○鈴木　孝太い，久慈　直昭2），田中　　温1），宇津宮隆史”，吉村　泰典2），山縣然太朗D

　”山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座，2慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，3）セントマザー産婦人科医

　院，Vセント・ルカ産婦人科

【目的】平成22年度に，ART由来出生児（以下ART児）の長期予後調査として行われた，日産婦登録データベースに登録されたART

児集団から抽出されたART児コホートデータと，一般の産科医療施設でARTを用いずに出生した児のデータを用いて，　ART児と，

それ以外の児における出生体重，1歳6ヶ月時のBMI，また発達の指標であるKIDSスケール得点について比較し，　ARTによる発育，

発達の違いが存在するかどうかを検討することを目的とした．

【方法】全国の不妊治療を行っているJISART加盟17医療施設および，1つの一般産科医療施設から収集した，3178例（ART児1879

例，非ART児629例，一般産科例671例）のデータを用いた．研究参加者からは，文書によりインフォームドコンセントを得てい

る，目的変数を出生体重，1．6歳時のBMI（カウプ指数），　KIDSスケール得点とし，重回帰分析を行い，それぞれの目的変数に対す

る多変量モデルを構築した．また，最小2乗法により，調整後の各平均値を算出し，一般産科例とART児（新鮮胚，凍結胚），非ART

児の平均値に差があるかどうかをDunnett法により検討した．なお，本研究は慶鷹義塾大学医学部倫理委員会により承認されている．

【結果】出生体重については，不妊治療を行っていない一般産科例の児に比べて，凍結胚によるART児では約60g有意に大きかった．

1．6歳時のBMI（カウプ指数）およびKIDSスケール得点については，一一般産科例の児に比べて，有意差を認めた群はなかった．

【結論】凍結胚移植由来の出生児は，新鮮胚移植由来の出生児に比較して出生体重が増える傾向を認めた．しかし，1歳6ヶ月になる

と，不妊治療の有無，また内容によって，体格については大きな差を認めず，発達についても，KIDSスケール総得点では有意な差

を認めなかった．

P－132　当院の生殖医療における出生児の体重および胎盤重量の検討

○石田　恵理，巽　　国子，清水　美和，松井　大輔，浦野　晃義，萩原　美幸，齊藤　隆和，齊藤　英和

　国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科

【目的】昨年末に厚生労働省から体外受精児における健康追跡調査として，凍結保存など人工的な操作を加えるほど生児の

体重が増加するという報告があった．また，クローン動物など体外での操作が長い場合は胎盤の過形成が起こることが知ら

れている．この体重増加および胎盤の過形成はいずれもその背後にゲノムインプリンティング異常を示唆しており，生殖医

療で生まれた子供はこれらの異常が自然妊娠よりも多いと指摘されている．そこで我々は当院で生殖医療を施しかつ出産し

た症例を調査し，その体重ならびに胎盤重量を検討した．【方法】2004年2月から2012年6月までに当院にてインフォーム
ドコンセントを受けた上で生殖医療を行い，その後出産に至った228例の分娩週数と体重・胎盤重量を検討した．さらに体

外受精一新鮮胚移植（IVF群）116例，顕微授精一新鮮胚移植（ICSI群）26例，融解胚移植（thaw群）86例に分類し，母体
年齢，体重および胎盤重量を比較検討した．【成績】分娩週数と体重には強い相関があり（rニO．78，P＜O．OOI）同じく胎盤
重量とも相関があった（r＝0．42，P＜O．OOI）．また体重と胎盤重量においても相関関係が認められた（r＝067，　p＜0．001）．

各群における平均分娩週数（IVF群37．5週，　ICSI群37．5週，　thaw群37．9週）および母体平均年齢（IVF群36．3歳ICSI

群36．5歳thaw群36．2歳）には有意差を認めなかった．出生時体重はIVF群2670．6g，　ICSI群2637．4gに比しthaw群で
2916．7gであり，　thaw群が有意に重かった（p＜0．01）．胎盤重量はIVF群509．5g，　ICSI群548．9g，　thaw群556．3gであり，

IVF群に比しthaw群で有意に重かった（p＜O．05）．【結論】当院の生殖医療児においても厚生労働省の報告と同様に凍結融

解胚移植を施すと体重が増加するだけでなく，胎盤重量も増加することが判明した．各生殖医療でこれら結果に対する原因

究明が必要であり，また生殖医療児の長期にわたる予後調査も重要な課題であることが示唆された．
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P－133　ART後の流産絨毛染色体検査結果が正常であった絨毛と対応する夫精子のメチル
　　　　　　化解析

○佐藤　晶子】L」，小池　　恵1｝，城戸　京子1），後藤　香里1），熊迫　陽子V，長木　美幸’），大津　英子1），宇津宮隆史1］

　1［セント・ルカ産婦人科，L’）東北大学大学院医学系研究科

【目的】ゲノムイプリンティングとは，特定の親由来の遺伝子が選択的に発現する現象である，インプリントの確立には，

配偶子形成過程におけるエピジェネティックな修飾としてDNAメチル化が最重要であると考えられている．近年，ヒト生
殖補助医療（ART）によって授かった児でBeckwith－Weidemann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惧されている．一方で，不妊患者自身の配偶子異常も存在する．今回は，ART後の流産絨毛
染色体検査結果が正常核型の検体に注目し，インフォームドコンセントの後，絨毛と対応する精子についてメチル化との関

係を見て，流産の原因となりうるか検討することを目的とした．【方法】2011年1月1日～2011年11月30日までに流産し
た66周期で絨毛染色体検査結果が正常であった11症例を対象とした．絨毛と対応精子からDNAを抽出し，　COBRA法に
てメチル化を見た．調べた遺伝子は，精子型インプリント遺伝子H19，　GTL2と，卵子型インプリント遺伝子PEG1，　LIT1
である．【結果】以前の我々の研究では，77検体のART後流産絨毛のうち10検体が低メチル化を認めた．その，流産絨毛
の低メチル化10検体のうち少なくとも7検体は精子の低メチル化と関連性を示した．この中に染色体検査結果が正常核型

のものは2例であった、今回ART後流産絨毛のうち染色体検査結果が正常核型のll症例では，めだったメチル化の異常は
みられなかった．【考察】染色体検査結果との関係の有無のほかにも流産の原因となりうる要因を追及するとともに，今後

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，インプリント異常の再評価がさらに必要であると考えられた．

P－134　ART流産症例の絨毛染色体検査結果の検討

○山下　直樹，岡田　尚子，山崎友紀子，梅崎　絵梨，齊藤　優子，黒田ちひろ，栗山理英子
　山下湘南夢クリニック

【目的】ART妊娠成立後流産に至った症例の絨毛染色体検査結果を自然妊娠の流産症例の結果と比較し，特徴がないかどう
かを検討すること．

【方法】2010年7月から2012年6月までの2年間に，当院でARTにより妊娠成立後，流産に至たり，絨毛染色体検査を施
行した50症例の結果を自然妊娠流産症例の結果（文献データ）と比較検討した．
【成績】50症例の平均年齢は39．1歳であった．50症例中46症例（92．0％）に染色体異常がみられた．染色体異常の内訳は

トリソミー42例（84．0％），二倍体2例（4．0％），転座1例（2．0％），欠損1例（2．0％）であった．トリソミーでは22番染

色体7症例，16番6症例，15番4症例，9，18，20番各3症例の順に多かった．三重のトリソミーが1例に，二重のトリソ
ミーが4例に観察された．

【結論】自然流産胎児の染色体異常率50－70％と比較して今回の結果は92．0％と高かった．自然流産では異常核型のうち数

的異常が84％を占めると報告されているが，今回の結果も同様の傾向を示した．また，トリソミーの内訳でも，自然流産
の13，15，16，18，21，22，X，　Yが多いという報告と今回の結果は同様の傾向を示した．

P－135　治療法，年齢及び生殖補助医療（ART）と流産児染色体の関係

○宮崎　友佳1｝，大垣　　彩’1，古武　由美D，森　　梨沙1］，藤岡　聡子1），井田　　守V，春木　　篤1），福田　愛作！），

　森本　義晴2｝

　1）医療法人三慧会IVF大阪クリニック，2）医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【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であることが知られている．今回，

体外受精を行い，一旦は妊娠成立したが流産に終わった症例の流産児染色体分析を行うとともにARTにおける染色体異常への影

響とその臨床的背景を検討した．【対象と方法】2005年6月～2011年12月に胚移殖を行い，胎嚢確認後，自然流産となり，夫婦

同意のもとで絨毛染色体分析を行い，分析可能な295症例を対象とした．G分染法による染色体分析の結果より治療方法別およ
び年齢別に流産児染色体異常率について比較検討し，さらに染色体異常の内容においても検討した．治療方法は一般体外受精法

（c－IVF）73症例，顕微授精法（ICSI）210症例，未成熟卵体外受精法（IVM－IVF）12症例の3群に，また年齢を29歳以下（A

群），30～34歳（B群），35～39歳（C群），40歳以上（D群）の4群に分類した．【結果】今回の検討では，全体の73．2％（216／

295）で染色体異常が認められた．治療方法別の染色体異常率は，c－IVFで67．1％，　ICSIで76．7％，　IVM－IVFで50．0％であった．

流産時平均母体年齢は37．0±4．4歳で，流産時染色体異常率の年齢別の検討ではD群で他の群より有意に高く，A群とC群にお

いてC群で高い傾向が認められた．年齢においては加齢により数的異常率が高くなる傾向が認められた．【考察】c－IVFとICSI

は流産児染色体異常率に差を認めないことから，授精方法の違いが流産児における染色体異常に影響を与える可能性は低いこと

が示唆された．年齢においては40歳以上で流産児染色体異常率が高く，さらに年齢が上がるとともに数的異常も増加したことか

ら，流産児染色体異常率には加齢による卵子の染色体異常の増加が強く関係していると考えられた．また，これらは自然妊娠に

おいても同様の報告がなされており，流産児染色体異常の内訳においてARTが与える影響は少ないと考えられた．
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P－136　初期流産における染色体異常発生頻度に関する検討

○村田紋香，中川　藍鈴木孝明，森本　誠東理映子，竹内茂人，高倉哲司，菅谷　健
　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

【目的】初期流産における染色体異常発生頻度を検討した．【対象・方法】2003年1月から2012年3月に当院で絨毛染色体
検査を行い分析可能であった58例，自然妊娠およびタイミング法（natural＋TI）30例，　AIH5例，　IVF8例，　ICSI15例に
ついて検討した．平均年齢は35．4歳（26～43歳）であった．【結果】全体の82．8％に染色体異常を認めた．年齢別染色体異
常発生頻度は30歳以下，31～35歳36～40歳，41歳以ヒでそれぞれ90．0％（9／10），62．5％（10／16），90．0％（27／30），100．0％

（2／2）で36～40歳の群で31～35歳の群に比べて有意に高値となった（p＜O．05）．妊娠方法別染色体異常発生頻度はnatura1＋
TI，　AIH，　IVF，　ICSIでそれぞれ86．7％（26／30），80．0％（4／5），62．5％（5／8），86．7％（13／15）で有意差は認められなかっ

た．染色体異常の割合は，natural＋TIにおいて性染色体異常1例（3．6％），常染色体異常21例（75．0％），倍数性異常2例
（7．1％），構造異常4例（14．3％），AIHにおいては常染色体異常4例（100．0％）で，そのうち2例はdouble　trisomy，　triple

trisomyであった．　IVFにおいては性染色体異常3例（60．0％），常染色体異常1例（20．0％），構造異常1例（20．0％），　ICSI

においては性染色体異常1例（7．1％），常染色体異常10例（71．4％），倍数性異常』1例（7．1％），構造異常2例（14．3％）で

あった．性染色体異常はすべて45，Xであった．【結論】初期流産において82．8％に染色体異常が認められた．初期流産の大

半は染色体異常に起因し，妊娠方法による染色体異常発生頻度に有意な差を認めなかった．

P－137　不妊治療における流産回数と胎児染色体異常の関連性

○松本　由香，赤松　芳恵，佐藤　　学，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄，大西　洋子，井上　朋子，伊藤啓二朗，

　中岡　義晴，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】妊娠初期の流産において胎児染色体異常は高頻度に認められる．高度生殖医療では自然妊娠に比べて流産率が高い

とされているが，反復流産症例においては胎児染色体異常が減少するとの報告がある．本研究では，既往流産回数及び流産
児子宮内発育と染色体異常率の関連を調べた．【対象と方法】本研究は十分なインフォームドコンセントを得た後に実施し

た．2004年1月から2010年12月までに当院不妊治療にて流産と診断され子宮内容物除去術を施行し，絨毛染色体検査を行っ

た340症例を対象とした．初回流産と2回以上の流産，胎児心拍確認後の流産と胎嚢のみ確認後の流産で染色体異常率を比
較した．【結果】平均年齢は，初回流産：359±4．1歳2回以上の流産：36．6±4．1歳で差はなかった．染色体異常率は初回
流産で779％（173／222），2回以上の流産では77．1％（91／118）となり有意差は認められなかった．2回以上の流産のうち，

2回目では76．9％（60／78），3回目では81．8％（18／22）t4回目以降では72．2％（13／18）に染色体異常が認められた．また，

胎児心拍が確認できたのは，初回流産では48．2％（107／222），2回以上の流産では52．5％（62／118）だった．初回流産にお

いては，胎児心拍確認後の流産で81．3％（87／107），胎嚢のみ確認後の流産では748％（86／115）に染色体異常が認められ

た．2回以上の流産では，胎児心拍確認後の流産で83．9％（52／62），胎嚢のみ確認後の流産で69．6％（39／56）で，胎児心拍

確認後の流産で染色体異常率が高い傾向が見られた．【結論】胎児染色体異常率は既往流産回数に関わらず高く，反復流産

症例においても胎児染色体異常は流産の主因の一つであると考えられた．また，胎嚢のみ確認後の流産の場合は染色体異常

以外の要因も流産に関係していると考えられた．

P－138　当院の絨毛検査の現況について

○清須知栄子，渋谷智子．伊藤真理新居　遥，徐　東舜
　徐クリニックARTセンター

【目的】不妊治療後の流産に染色体異常がいかに関わっているかどうかを検討した．【対象】2002年1月から2012年5月の
期間に絨毛検査を実施した78症例を対象とした．平均年齢は35．4±3．8歳，既往流産回数はIJ±1．3回であった．78症例中
51症例に流産経験があった．【結果】全体では，染色体に問題がなかった（以後，「正常」と表す）のが33．3％（26／78），染

色体異常を認めたのは66．7％（52／78）であった．染色体異常の内訳は，常染色体異常が51．3％（40／78），性染色体異常が14．1％

（11／78），転座1．3％（1／78）であった．GSのみの場合とIUFDの場合を比較すると，　GSのみの場合では正常は53．3％，染

色体異常は46．7％であり，IUFDの場合では正常は28．6％，染色体異常は71．4％であった．年齢別で比較したところ，29
歳以下では正常は83．3％，染色体異常は16．7％であった．30～35歳では正常は33．3％，染色体異常66．7％であった．36～39

歳では正常は29．4％，染色体異常は70．6％であった．40歳以ヒでは正常は12．5％，染色体異常は87．5％であった．30～35

歳，36～39歳での染色体異常の割合は29歳以一ドと比べるとどちらも有意に高かった．過去に流産既往がない場合では正常
は22．2％，染色体異常は77．8％であったが，過去に流産既往のある場合では正常は39．2％，染色体異常は60、8％であった．

【結論】（1）30歳未満では染色体異常はほとんどなく，40歳以上ではほとんどが染色体異常であった．（2）IUFDの場合の

方が，GSのみの場合より染色体異常の割合が高かった．（3）流産既往のある場合の方が，ない場合に比べ正常の割合が高
かった．

　以上より，年齢が若く，流産既往のある場合には，染色体以外の流産原因の精査が必要であることが示唆された．
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P－139　医療補助生殖後単胎妊娠と後期流産の関連

○滝戸なほみ，熊田　絵里，津村　志穂中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道
　日本赤十字社医療センター

【目的】既に我々は「妊娠28週未満の品胎分娩例の80％が医療補助生殖（Medically　Assisted　Reproduction：MAR）後の
品胎妊娠例である」ことを報告している．そこでMAR後単胎妊娠と後期流産との関連を検討した．【方法】2004－2010年に

当センターで妊娠12－21週に流産した単胎後期流産125症例を対象とし，胎児・騰帯異常や明らかな母体合併症のない75
例に関して，子宮内感染の頻度および膣分泌物培養結果をMARの有無別に後方視的に比較検討した．なお子宮内感染の指
標は，胎盤病理にて絨毛膜羊膜炎（CAM）grade　2以上または膀帯炎（Funisitis）grade　2以上とした．【成績】75例の内

訳は自然妊娠群（n＝59），生殖補助医療（ART）群（n＝8），　non－ART群（n＝8）であった．子宮内感染の頻度は各々22

例，5例，7例で，ART群およびnon－ART群で有意（p　一　O．018）に高率であり，自然妊娠群とMAR後妊娠群（n＝16）の
オッズ比は5．045（95％CI　1．448－17．585）であった．膣分泌物培養ではlactobacillus以外にCNS，　GBS，　Candia，　Corynebac－

terium，　Enterococcusなどが同定されたが有意差は認められなかった．【結論】ART・non－ART後妊娠例（MAR後妊娠
例）では，自然妊娠例に比べ子宮内感染による後期流産頻度が5倍高率であった．しかし子宮内感染に特異的な原因菌は同
定されなかった．

P－140　比較的高齢不育症例における流産リスク因子の検討

○小野　修一，阿部　　崇，富山　僚子，峯　　克也，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行

　日本医科大学産婦人科

【はじめに】女性の晩婚晩産化にともない，不育症外来を受診するクライエントの年齢も高齢化している．高齢化に伴い染

色体異常流産など，受精卵異常に基づく流産が増加していると予想される．今回われわれは，不育症外来を受診した比較的
高齢女性の不育症リスク因子について検討を加えたので報告する．【対象と方法】2007年7月から2012年3月までに当院不

育症外来を受診し，子宮形態，甲状腺機能抗リン脂質抗体（抗カルジオリピン（CL）抗体IgG，　IgM，抗フォスファチジ
ルエタノラミン（PE）抗体IgG，　IgM抗体），血液凝固系検査（凝固第XII因子活性，プロテインS，プロテインC）につ
いてスクリーニングを行った不育症女性462人を対象とした．【結果】1）対象クライエントの平均年齢は34．4±4．68歳中

央値は34歳であった．40歳以上のクライエント（高齢群）は16．7％を占めた．2）検査した項目のいずれにも異常所見が
みられなかった原因不明症例の割合は高齢群では40．3％，非高齢群では38．3％で，有意差は認めなかった．3）各項目別に

異常所見の検出頻度を比べても，高齢群と非高齢群で差を認める項目はなかった．4）次に中央値の34歳を境に35歳以上
の比較的高齢群と35歳未満の比較的若年群で比較したが，差を認める項目はなかった．【結論】高齢女性では受精卵異常に

基づく流産を反復している症例が多いと予想されるが，不育症スクリーニングの結果何らかの流産リスク因子が見つかる割
合は，若年女性に比較して決して低くない事が明らかになった．

P－141　Decidual　polypの形成を繰り返し，3回の流産に至った一例

○安藤　智子D，新保　暁子D，江口　智子1’，正橋　鉄夫2〕

　1）名古屋第一赤十字病院L’）まさはしレディスクリニック

【緒言】妊娠中の頚管ポリープ状病変には，endocervical　polyp，　decidual　polyp，稀に悪性腫瘍などが考えられる．治療に

ついては，「頚管開大や絨毛羊膜炎の誘因となる例は必要に応じて切除と感染治療を行う」とガイドライン婦人科外来編
（2011）にも記載されているが，切除については否定的な考え方も存在する．decidual　polypを反復する症例の報告は稀で

その成因も明らかでないが，当院で3回の流産に際してdecidual　polypの形成を繰り返した症例を経験したので報告する．

【症例】既往分娩なく，既往歴に特記すべきことを認めない．初診時36歳，自然妊娠で6週に性器出血と頚管ポリープのた

め近医より紹介された．胎児心拍確認するも，8週で心拍消失し，流産手術，ポリープ摘出術を施行した．8ヶ月後に自然
妊娠4週で頚管にポリープを認めた．胎児発育順調なるも中等量の性器出血が続いたため，16週にマクドナルド頚管縫縮
術施行，ポリープは術中に自然脱落した．術後1週間後より子宮収縮増強，頚管長の短縮あり，tocolysis奏功せず，18週
で流産となった．その後ヒステロファイバーにより子宮腔内に異常を認めないことを確認し，タイミング＋黄体補充療法で
3回目の妊娠に至った．6週で頚管にポリープを確認した．性器出血続き，8週で電気メスを用いてポリープを摘出，感染予

防にMEPMを用いたが，術後5日目に胎内死亡を確認した．絨毛染色体は46，XY，一般的な不育症原因検索では特に異常
を認めなかった．複数回の膣分泌物培養では，特定の細菌は検出されなかった．摘出したポリープの病理診断は3回とも「de－

cidual　polyp」であった．【結語】decidual　polypの形成と流産を3回繰り返した稀な症例を経験した．本症例では残念なが

ら積極的なポリープ切除は功を奏さなかった．
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P－142　原因不明習慣流産症例における解毒酵素遺伝子多型と免疫療法の効果に関する検討

○能仲　太郎，高橋麻紀子，高桑　好一

　新潟大学医学部産婦人科

【目的】われわれは，（1）習慣流産の発症要因として，嗜好品の摂取と解毒因子の遺伝子多型が関与している可能性，すな
わち，コーヒー常用習慣流産患者においてGlutathione－S－transferase（GST）一μ欠失例が有意に高率であること，（2）コー

ヒー常用習慣流産症例について，同種免疫異常に関する検査として夫婦間リンパ球混合培養遮断抗体活性（MLR－BE）を測

定しGST一μ陽性例におけるMLR－BE陰性例の割合が，　GST一μ欠失例に比較し有意に高率であること，を報告している，

これらの結果からコーヒー常用習慣流産患者でGST一μ陽性例では同種免疫異常がより強く関与している可能性が考慮され

る．一方，同種免疫異常が関与している習慣流産に対する夫リンパ球免疫療法の有効性が指摘されているが，今回は，本免

疫療法と解毒酵素遺伝子多型との関連性，すなわちコーヒー常用習慣流産患者でGST一μ陽性例において，夫リンパ球免疫
療法がより有効であるか否かについて検討した．【方法】われわれは，一般的原因検索により原因が不明であり，MLR－BE

陰性である習慣流産（3回以上の反復流産）症例に対し，十分なICのもと夫リンパ球免疫療法を行っており，その有効性を
報告しているが，本プロトコールに基づき，コーヒー常用習慣流産症例でGST一μ陽性例（10例）・欠失例（12例）に対し，

夫リンパ球免疫療法を施行し効果を検討した．【結果】コーヒー常』用習慣流産症例でGST一μ陽性の10例における夫リンパ

球免疫療法後の妊娠成功例は7例（70％），GST一μ欠失の12例における夫リンパ球免疫療法後の妊娠成功例は10例（83．3％）

であり，両群間で成功率に有意差を認めなかった．【結論】コーヒー常用習慣流産症例において，GST一μ陽性例において夫

リンパ球免疫療法がより有効であるという結論は得られず，GST一μ陽性例，　GST一μ欠失例のどちらの群に対しても，有効

である可能性が示唆された．

P－143　妊娠の有無におけるNK細胞産生サイトカインについて

○横田　　恵，福井　淳史，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，福原　理恵，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科学教室

【目的】Natural　Killer細胞（NK細胞）は，細胞表面にNatural　Cytotoxicity　Receptors（NCRs）を発現して細胞傷害性や

サイトカイン産生を制御しており，妊娠の成立や維持に関与していると考えられている．我々はNCRsの一つであるNKp46
の発現が習慣流産患者や着床不全患者で低下していること，およびNKp46の発現低下がNK細胞産生サイトカインの異常
と関連していることを報告してきた．そこで今回我々は末梢血および子宮内膜におけるCD56＋／NKp46＋NK細胞産生サイ
トカインを測定し，その後の妊娠成績についても検討を行ったので報告する．

【方法】対象は当院を受診した不妊症・不育症患者43名である．施設内倫理委員会の許可および患者の同意のもと，黄体期
中期に末梢血と子宮内膜を採取し，磁気細胞分離法にてCD56＋／NI（p46＋NK細胞浮遊液を回収した．これらの細胞をPMA，

IonomycinおよびBrefeldin－Aで刺激したうえで，サイトカイン産生の有無をフローサイトメトリーにて測定を行った．検
査後の妊娠成立の有無により，妊娠成立群（n＝6）と妊娠不成立群（n＝37）とに分けてデータ解析を行った．
【成績】磁気細胞分離法にて回収されたCD56＋／NKp46＋NK細胞を，　CD56d“M／NKp46b「ight細胞，　CD56b「ight／NKp46b「19ht細胞，　CD

56d’m／NKp46dim細胞，　CD56b‘’ight／NKp46dEm細胞の4群に分類し得た．各群におけるサイトカイン産生NK細胞数の割合を比較

してみると，末梢血のデータにおいて，CD561｝「ight／NKp46b「ight細胞でのIFN－y＋NK細胞の割合が妊娠不成立群と比較して妊

娠成立群では有意に高かった（p＜OD5），しかし，子宮内膜においては両群間に差は認められなかった．
【結論】妊娠成立群の末梢血CD56b「i“ht／NKp46b「i“ht細胞におけるIFN一γ＋NK細胞の割合が高値であったことより，妊娠の成立

および維持にはIFN－Yの存在が必要であることが示唆された．

P－144　染色体検査において均衡型転座以外の変異が認められた不育症症例の妊娠予後に関
　　　　　　する検討

○吉田　邦彦1＞，高橋麻紀子V，能仲　太郎2），生野　寿史！），高桑　好一1）

　D新潟大学医歯学総合病院産婦人科，2）県立六日町病院

【目的】従来より，不育症の原因検索として患者夫婦の染色体検査が施行されており，均衡型転座（相互転座，ロバートソ

ン転座など）が認められた場合，原因として重要である．一方，染色体検査により均衡型転座以外の変異が認められること
があるが，それらの症例の妊娠予後の解析は，同様の変異が認められた不育症患者に対する遺伝相談において重要である．

今回の検討においてはそのことを明らかとすることを目的とした．【対象および方法】当科不育外来では不育症症例（2回以

上の反復流産症例）に対し原因検索の一．一．A環としてICを得て夫婦染色体検査を実施しているが，1990年1月から2010年12

月までに検索を行った1338例を対象とした．染色体検査はGバンド法により行い，これらの症例の中で均衡型転座以外の
変異が認められた症例数それらの症例の次回妊娠予後について解析した．【成績】不育症1338例中，均衡型転座以外の染

色体の変異として，単一染色体の腕内あるいは腕間逆位（主として9番染色体）が40例，isodicentric　15（idic（15））が2

例，47，XXXが2例認められた．その後の妊娠帰結についてであるが，腕内あるいは腕間逆位が認められた40例中，29例
において妊娠が成立し，22例（75．9％）で妊娠が継続した．idic（15）の2症例はいずれも妊娠が成立し継続した．また，47，

XXXの2例中，1例において妊娠が成立し，継続した．【結論】不育症症例において夫婦いずれかに，均衡型転座以外の染
色体の変異が認められた場合，その後の妊娠予後は良いものと判断された．
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P－145　不育症における血管障害　頸動脈と指尖微小血管の脈波測定

○田淵　和宏121，中塚　幹也13），酒本　あい1・Z），松田　美和1・Z），清水　恵子i・Z），鎌田　泰彦121，平松　祐司12｝

　い岡山大学病院産婦人科，Z個山大学大学院医歯薬学総合研究科，3）岡山大学大学院保健学研究科

【目的】不育症の原因に抗リン脂質抗体症候群があり，不育症女性では凝固異常のみではなく血管障害が進行している可能

性がある．子宮血流循環の悪化は，流産，胎児発育遅延，胎児死亡を起こし，妊娠予後にも影響するため重要である．また，

全身の動脈硬化は心血管イベントにつながる可能性がある．今回，不育症女性の全身的な血管硬化を評価するため，大血管

として頸動脈　また，微小血管として指尖動脈の脈波検査を施行したので報告する．【方法】不育症女性194例を対象，不

育症のない正常女性45例を対照とし，同意のもと脈波検査を施行した．年齢は，不育症群35．2±4．4（mean±S．　D．）歳対
照群34．5±62歳で有意差は見られなかった．また，血圧脂質データにも両群間に有意差は見られなかった．【成績】頸動

脈の血管障害の指標carotid　Augmentation　Index（cAI）は，不育症群で26．9±175．2％，対照群で一42．1±183．7％であり，

不育症群で有意に高値であった（p＜0．03）．しかし，cAIと，指尖脈波検査の各血管障害の指標である微分脈波指数（DPI），

拍出強度（SP），残血量（RBV），動脈血管弾性度（BVT）との間にはいずれも強い相関は見られず，また，各指標とも不
育症群と対照群間に有意な差異は見られなかった．不育症女性の中でも，大血管の障害の強い群と微小血管の障害の強い群

とが見られ，必ずしも両者は一致していなかった【結論】不育症女性では健常女性に比較して血管障害が進行している例が
高率に見られた．各検査の特徴を考慮した上で，大血管の障害と微小血管の障害の評価により，不育症女性の血管障害の差

別化を行い，そのリスクの評価，硬化の予防法，妊娠予後との関連などについて検討することが必要である．

P－146　不育症夫婦の精神的ストレスと相互の認識

○尾嶋真由子D，中塚　幹也1・2・31，高郷　真希4｝，田淵　和宏’5｝，酒本　あい15），松田　美和15｝，清水　恵子1・5｝，鎌田　泰彦D，

平松　祐司15［，片岡久美恵23）

u岡山大学病院産科婦人科，2〕岡山大学大学院保健学研究科，

大学院医歯薬学総合研究科

個山県不妊専門相談センター，4愴敷中央病院5）岡山大学

【目的】不育症女性が精神的ストレスを抱えていることが知られているが，男性に関する研究は少なく，支援体制作りも遅れて

いる．今回，不育症の夫妻それぞれの精神的ストレスとその認識の違いを検討した．【方法】2011年7～9月に当科不育症外来
を受診した不育症夫婦のうち，1司意の得られた31組を対象とし，無記名の自己記入式質問紙調査を施行した．【結果】妻は35．7±

3．7（mean±S．D．）歳夫は36、6±4．5歳であった．「いつまで治療が続くのか不安」は，妻73．3％，夫71．4％，「治療していて

も流死産が不安」は妻100．0％，夫90．0％であった．「妻の現在のストレス」は，妻自身は80．6％が「ある⊥夫の86．2％が「あ

ると思う」と回答した．また，「夫の現在のストレス」は，夫自身は71．0％が「ある⊥妻の54．8％が「あると思う」と回答し

た．「パートナーに支えてほしい」という回答は妻5＆6％，夫0％，「支えたい」という回答は妻13．8％，夫70．0％であり，「支

えたい」は夫が妻より，「支えてほしい」は妻が夫より有意に高率であった．【考察】妻の妊娠中には，夫も高率に不安を感じ

ている．夫はストレスを感じているが，妻からはストレスを感じていないように思われている状況は約2割の夫婦に見られて
いた．また，夫は，流死産した妻を「支えたい」との気持ちが強く，「支えてほしい」とは考えられない（あるいは，言えない）

状況にあると考えられた．【結論】不育症への精神支援は，流死産した女性へ目が向けられがちであるが，男性も精神的負担を

感じており，不育症治療への意欲の温度差や意見の不一致さらには離婚などにつながる原因にもなるとも考えられる．不育

症夫婦の種々の精神状態を考慮した上で，個別性を踏まえ，夫婦双方，家族をも含めた支援が必要である．

P－147　当院の分娩症例における妊娠出産の高齢化と生殖補助医療の影響についての検討

○村上　雅博，清川麻知子，檜尾　健二

　香川小児病院産婦人科

（背景）平成22年度人口動態統計では，結婚時の女性の平均年齢は2＆8歳第一子出産時の平均年齢は29．9歳でどちらも
上昇傾向であった．2011年の少子化社会に関する国際意識調査によると希望する子どもの数は平均2．3人であった．生殖補

助医療を導入しても年齢が高くなるにつれ妊娠率は低下し，流産率は高くなる．社会的な条件を考慮しなければ2人以上の
子供を希望するならば30代前半までに2人目を妊娠出産しておくことが理想的かもしれない．（目的）今回，我々は当院に

おける22週以降の分娩症例について母体年齢と生殖補助医療の介入の状況について検討した．本研究は当院の倫理委員会

の規定に従って調査した．（対象）2006年4月から2012年3月の期間に22週以降で出産した2544分娩例を対象とした．（方

法）10歳代，20～24歳25～29歳30～34歳35～40歳40歳代で年齢階級化し，さらに初産群：N群と経産群：M群
に分け，生殖医療依存度を比較した．次に，当院の分娩症例における多胎率や多胎妊娠原因について検討した．最後に，生

殖補助医療が周産期医療に影響しているのかを検討するために先天性疾患や子宮内胎児死亡を除く母体が25～39歳の単胎
妊娠1776例について検討した．（結，果）各年齢階級でN群はM群より不妊治療への依存度が有意に高率であり，年齢が高
いほど顕著で，高度生殖補助医療（ART）への依存度も高くなっていた．多胎分娩は全体の6．8％と高率であった．2008年

まではARTによる多胎発生数は増加していたが，2009年以降減少していた．胎児異常を含まない25～39歳の単胎妊娠1776

例では自然妊娠の25～30歳の群で在胎週数が短く，平均体重も低かった．ART群では他の群より30～39歳でGDM発生
率が高率であったが，PIH発生率は同程度であった．（結論）今回の検討によるとARTの運用は適切で，いずれの年齢階級
でも安全に実施できるものと考えられた．少子高齢化対策には年齢が高くなる前に妊娠できる環境整備が必要と思われた．
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P－148　晩婚化，晩産化に対し何ができるのか～妊娠出産年齢の意識調査結果より～

○若杉　聡美，種部　恭子

　女性クリニックWe富山

【はじめに】富山県では35歳以上の出産の割合が二割を超え，高齢出産の割合が増加している．また，当院の不妊治療希望

者の約四割が35歳以上であり，ARTを施行しても加齢による卵の質の低下により，妊娠率・生産率の向上が困難である．
そこで生殖に関する知識がどの程度であるかを知り，今後，どのような啓発をしていくべきか考えるため，意識調査を行い
解析した．【対象と方法】（調査1．高校生の意識調査）H23年7月に調査協力が得られた高校1～2年生1816人（男子775，

女子1041）を対象に，生殖に関する基礎知識を問う無記名質問紙法調査を行った．（調査2．外来女性の意識調査）H23年5

月～11月に受診した20～60代の女性414人を対象に，無記名質問紙法調査を行った．【結果】高校生男子の86％，女子の88％

が将来結婚を希望し，男子の83％，女子の84％が将来子供を持つことを希望した．挙児希望年齢は男子26．9歳，女子25．1
歳と，現在の初産平均年齢より早かった．閉経年齢は，女子の58．4％が50歳頃と答えているが，男子は正答率が低く，生

きている間ずっと月経があると答えた者が23．6％だった．月経がある限り妊娠できると答えた者が，男女とも半数を超えて

いた．男性の妊孕性に関して，精子は生涯作られることを知っていた者は，男子51．6％に対し女子27．2％であり，男女と
も異性への理解が乏しかった．外来女性の意識調査は，大多数が妊娠のしくみについて教育を受けたと答えていたが，女性

の出産可能年齢については40～44歳までとする回答が最も多く，月経がある限り出産可能と答えた者が，世代に関係なく
約20％であった．【結論】生殖の基本知識は教育を受けているが，理解に乏しいことが判明した、医療者は，女性の妊孕性

の低下が閉経より前に起こることを伝え，ライフプランについて考える機会を提供するよう働きかける必要がある．

P－149　当院における高年者の体外受精治療成績の検討

○石松　正也

　石松ウイメンズクリニック

【目的】体外受精法の普及に伴い高年者の治療希望者増加が多く報告され，当院規模の診療所でも同様の傾向がある．その

治療には難渋する事が多いとされるが当院での現況について検討した．【方法】2009年1月から2011年12月までに新鮮胚
による治療（体外受精，顕微授精含む）を行った40歳以上の症例を対象とし症例数の推移，治療成績の検討を行った．尚，

今回の検討は十分なインフォームド・コンセントを得た上で行った．【成績】3年間で計83例192周期の治療を行い，妊娠
率は周期あたり6．8％（13／192），胚移植あたり11．5％（13／113），流産率は妊娠あたり61．5％（8／13）であった．また妊娠継

続率は周期あたり2．6％（5／192），胚移植あたり44％（5／113）であった．不妊原因別の妊娠率，流産率に有意差はなかっ
た．年齢別の胚移植あたり妊娠率及び妊娠継続率は各々40歳：19．4％（7／36），5．6％（2／36），41歳：＆8％（3／34），5．9％

（2／34），42歳：12．5％（3／24），42％（1／24），43歳以上の妊娠例はなかったが43歳から48歳までの症例に計32周期の治

療を行っていた．各年毎の症例数及び全治療周期に占める割合は09年：29例，28．9％（52／180），10年：33例，30．1％（55
／183），ll年：48例，34．7％（85／／245）といずれも増加していたが，平均年齢には有意差はなかった．一方，各年毎の胚移
植あたり妊娠率及び妊娠継続率は09年：1・6．7％（5／30），10．O％（3／30），10年：8．3％（3／36），2．8％（1／36），11年：10．6％

（5／47），2．1％（1／47）であった．【結論】高年者の治療に対するニーズは高まっているが，やはり現実の治療成績とのギャッ

プは大きい．少しでも可能性を高める方法を探ると同時に一方では治療の限界を提示する方法も重要な課題である．また将
来を見据えまだ治療に直面していない若年層にも妊娠と年齢の関係を広く啓発する機会がもっと必要とも考える．

P－150　速やかなステップアップにより生児を得た子宮内膜症合併高齢女性の1例

○大内　久美，鈴木　裕美，田中久実子，唐木田貴子，奈良　和子，己斐　秀樹
　亀田総合病院不妊生殖科

【緒L言】挙児希望女性の初診時平均年齢は年々上昇傾向にあるが，IVF周期における40歳時の生児獲得率は20％を下回り，

42歳時は10％未満，44歳時では5％未満と報告されている．また子宮内膜症合併症例に関しても手術による卵巣予備能の
低下が危慎され，個々の症例に合わせた対応が要求されている．今回我々は44歳10ヶ月時に妊娠，45歳8カ月で出産し生
児を得た子宮内膜症合併症例を経験したので報告する．【症例】初診時年齢43歳8カ月，結婚年齢41歳，未経妊，月経周
期29日型・整．2009年4月に当科を初診．初診時の診察にて子宮は後屈が強く，後壁は肥厚し子宮腺筋症所見を認めた．
両側卵巣にそれぞれ2－3cm大の内膜症性嚢胞を認めた．痔痛により性交不可であり精液自己注入2周期，人工授精3周期
の後，体外受精ヘステップアップしている．1回目の体外受精にて妊娠成立せず，腹腔内の環境改善（腹腔内癒着剥離と採

卵を前提にした卵巣位置の修正）を目的とし腹腔鏡視下手術を施行した．嚢腫摘出時の正常卵巣組織摘出による卵巣予備能
低下を回避する目的で術式は嚢腫内容除去とアルゴンレーザーによる焼灼，癒着剥離を選択した．その後速やかに体外受精

を再開し，術後5回目（術前から合わせて6回目）となる採卵（自然周期），顕微授精後，胚盤胞移植にて妊娠成立．その
後の妊娠経過も良好で39週0日，選択的帝王切開にて2784gの女児を出産　【結語】本症例に関しては客観的情報の提供を
行い効率よくステップアップを行ったこと，また手術時の卵巣予備能低下に留意した術式の決定が良い結果へ繋がったと考
察された．
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P－151　第二成熟分裂中期（M－II）染色体置換における電気融合を使用しない卵細胞質提
　　　　　　供について

○田中　　温V，赤星　孝子’｝，竹本　洋一，田中威づみU，伊熊慎一郎IJ，永吉　　基1），楠　比呂志2），渡邉　誠二3）

　Dセントマザー産婦人科医院2榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，3泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学

　講座

【目的】老化卵子を用いたART（Assisted　Reproductive　Technology）では，流産率が高い．今回，老化による染色体異常を救済する目的

で，直接顕微注入法およびセンダイウイルスを用いた核置換の結果について報告する．本研究は，日本産科婦人科学会倫理委員会の承認を

得ている，【方法】患者の同意のもと，ARTで採卵した未成熟卵子（GV期，　M－1期）の卵子を一晩培養しM－II期となった卵子を使用した．

ノマルスキー微分干渉装置付き倒立顕微鏡下にて，M－II染色体真上の透明帯を物理的切除方法にて切開し，25μg／mlまたは5μg／mlのサイ

トカラシンBに5分間浸漬後同一卵子内での核置換を施行した．その後，染色体をカリオプラストとして吸引除去する，除核した体外培

養M－H期卵子およびカリオプラストをHTFの中で30分間培養後，カリオプラストを直接卵細胞質内へ注入した．18μmの先端が平坦なガ

ラスピペットでカリオプラストを吸引（この際大半の細胞膜は両端の一端が破れてしまう），除核時の開口部より直接細胞質内に注入した，

ピエゾのマニュピレーター（intensity　2～3，　speed　1～2）で細胞膜を破り，カリオプラストを注入した．注入後60分間HTF培養液内で

培養後，ICSIを行なった．センダイウイルスは5～10倍希釈し使用した．【結果】1．　M－H期卵子確認率は92．0％（23／25）で全ての症例で

除核できた．注入成功率は7＆3％（18／23）であった．受精率は72．2％（13／18），8細胞への発生率は33．3％（6／18）で，その後はフラグメ

ンテーションとなった．対象とした卵子が体外成熟M－II期卵子であったため，正確な胚発生率の評価が出来ず，現在のところ電気融合より

も明らかに優れているとは言い難いが，使用する器具の改良および技術の研鎖を積むことにより成功率は上昇するものと期待できる．セン

ダイウイルスを用いた融合法では，融合率は100％（2020），受精率　100．0％（20／20），8細胞への発生率は20．0％（4／20）と低値となった．

P－152　体外成熟培地へのdibutyryl　cAMP添加がウシおよびヒト未成熟卵子の核成熟と
　　　　　　ICSI後の胚発生に及ぼす影響

○可見知加子1），和田　知久i），上畑みな子D，桑波田暁子P，越知　正憲い，堀内　俊孝2｝

　1）おち夢クリニック名古屋，2）県立広島大学大学院総合学術研究科

【目的】体外成熟（IVM）はARTの選択肢のひとつである．我々はウシ未成熟卵子のIVM培地にFSH／EGFと共にdibutyryl
cAMP（dbcAMP）を添加することで，　ICSI後の胚盤胞率が高まることを報告した．本研究では，　dbcAMP添加濃度がウ
シIVM卵子の核成熟と胚発生に及ぼす影響を調べた．次いで，ヒトへの応用として，採卵時GV期卵子を用いて，　dbcAMP
添加の影響を調べた．【方法】本研究では，FSH（11U／ml），　EGF（50　ng／ml）添加TCM199を基礎培地とした．［実験1］

O，10，100，1000μMdbcAMPを添加して，ウシ未成熟卵子を21　h培養し，　MII率とICSI後の胚発生率を調べた．［実験
2］ICSI後5hの精子星状体形成率を調べた．［実験3］IVM基礎培地に0，25，50，100　pM　dbcAMPを添加して，ヒト未
成熟卵子を24h培養し，　MII率を調べた．［実験4］ICSI後5hの受精率と胚発生率を調べた．【結果】［実験1］ウシIVM
では，0－1000μMdbcAMP添加のMII率は69－79％，　ICSI後の卵割率は88－94％となり，有意な差はなかった．胚盤胞率
は，10μMdbcAMP区で有意に高かった（56％）．［実験2］dbcAMP添加により精子星状体形成率は高くなった．［実験3］
ヒトIVMでは，　dbcAMP添加濃度の増加に伴い，　MII率が低下した．［実験4］0－100　yM　dbcAMP添加区のICSI後の受
精率は60－66％，卵割率は82－92％となり，有意な差はなかった．胚盤胞率は50，100μM添加区で各14％と23％となり，

無添加区と比べ有意に高かった．【結論】ヒトIVMでは，50，100　pM　dbcAMP添加によりMII率は低下したが，胚盤胞率
は増加した．

P－153　卵子のミトコンドリア遺伝子から解析した胚発生に関わる因子に関する検討

○村越　行高1・Z），末岡　　浩2’，五十畑　葵2），泉　　陽子2），高橋　香織2｝，佐藤　　卓2｝，櫻井　友義2｝，田島　博人3），

　佐藤　健二2｝，中林　　章2｝，吉村　泰典L’｝

　1）川崎市立川崎病院産婦人科，2優懸義塾大学医学部産婦人科，3埼玉社会保険病院

【目的】卵子の妊孕能の低下は，卵細胞質の機能低下も主要な原因のひとつと考えられる．その細胞質に存在し，ATPを産生する生命

活動に重要な細胞内小器官はミトコンドリアであり，これまで我々は発生不良胚においてミトコンドリア遺伝子のdepletion状態が存

在することを示すデータを提示してきた．そのデータと共に卵子内に存在する正常ミトコンドリア遣伝子量と卵子容積の関連にも着目

し，分析を行った．【方法】インフォームドコンセントの上同意を得て使用した，変性分割胚から割球を摘出（n＝29）し，倒立顕微鏡

（OLYMPUS，　IX71）で撮影，細胞質の長径（D），短径（d）を計測し，体積（πddD÷6）を算出した（π＝3．14）．そしてTaqMan　PCR

法にてmtDNAの定量的分析を行い，量的面からの評価を行った．また48人（28～44歳）の患者の未分割胚を頼粒膜細胞除去後，倒

立顕微鏡で撮影同様に体積を算出した．【結果】a）．割球の平均mtDNA　copy数は673722±12952であった．割球体積とmtDNA　copy

数との関連性を確認したところ，強い正の相関を認めた（r＝O．76，p＜O．Ol）．　b）．分割速度と卵子細胞質体積の関係を検討した．採卵

後44時間にて分割が正常域と考えられる3～4細胞の群（第一群：n＝348）の平均卵子細胞質体積は615222μm3であったのに対し，3～

4細胞まで分割に至らなかった群（第二群：n＝326）では605402μm3であり，第一群の方が体積が大きいことが示された（p＝0016）．

c）．Veeck分類と卵子細胞質体積の関係について確認した．採卵後44時間にてVeeck分類1＋2（n＝109）の平均卵子細胞質体積は

625845μm3，　Veeck分類3＋4（n＝239）では610377μm3であり，形態分析上良好胚に至る卵子の方が有意に大きい体積を有していた

（p＝O．0057）．【結論】mtDNA　copy数が増加するほど容積が増大する傾向を認めた．また容積は胚分割速度と形態学的評価との関連が

示唆されたことより，容積を通じてmtDNA　copy数は妊孕性に重大な因子である可能性が示唆された．



252（396） 日生殖医会誌　57巻4号

P－154　H，0、による酸化ストレスがM－1期卵の体外成熟と発生に与える影響

○小林　　護，竹内　　巧，吉田　　淳
　木場公園クリニック

【目的】体外成熟時の酸化ストレスによる卵成熟率の低下が指摘されているが，詳細な障害機構や発生への影響に関する情

報は少ない．本研究ではM－1期卵への酸化ストレスが卵成熟および発生に与える影響を明らかにするため，M－1期でH，O，

処理した卵の成熟・発生および成熟後の紡錘体について検討した．【方法】PMSG投与44－46時間後に卵胞よりマウスGV
卵を採取した．卵丘細胞を剥離した後，10％FBSを含むDMEM／F12培養液にて4．5時間培養i，　M－1期卵とした．一部の卵
を50および100μMのH、0、にて15または30分間処理し，無処理卵との体外成熟状況を比較した．成熟が認められたM－II
卵に対してICSIを行い，発生を観察した．また，一部のM－II卵を固定後，　Tubulin特異的抗体とDNA色素にて紡錘体を
染色し，蛍光顕微鏡下に観察した．【結果】100μMH202にて処理した場合には全てM－II期に成熟しなかった．一方，50μM

H202にて15および30分間処理したM－1期卵の成熟率はそれぞれ51．3％および36．4％で，無処理卵（7＆7％）と比較し，
有意な低下が認められた（p〈0．05）．また，50　pM　H，0、処理卵の紡錘体長は15分処理卵：22．4±1．9μm，30分処理卵：218±

24μmであり，いずれも無処理卵（25．2±1．8pm）よりも有意に短かった（p＜O．Ol）．それぞれの卵へICSI後，無処理卵で

は胚盤胞期への発生が確認できた（26．7％）が，50pMH、02処理卵では胚盤胞へは発生しなかった．【結語】本研究より，

M－1期でのH、0，暴露は，用量・処理時間依存的に体外での成熟率の低下およびM－II期紡錘体の縮小化を引き起こし，更に
胚発生に障害を与えることが明らかとなった．

P－155　年齢による卵子，穎粒膜細胞の変化がミトコンドリアDNAと胚発生に及ぼす影響

○村越　行高1・Ll，末岡　　浩2），五十畑　葵2），泉　　陽子2），高橋　香織），佐藤　　卓L）トt櫻井　友義2），田島　博人3」，

　佐藤　健二Ll，中林　　章2｝，吉村　泰典2｝

　1）川崎市立川崎病院産婦人科，2慶鷹義塾大学医学部産婦人科，：S）埼玉社会保険病院

【目的】近年，ミトコンドリアと卵老化との関係が示唆され，その酸化的リン酸化代謝機能との関連性が注目されてきている．ミトコ

ンドリア内に存在するミトコンドリア遺伝子に着目し，妊孕性の中で受精・胚発生に関わる卵子，および卵子に強い関わりを有する

穎粒膜細胞について，ミトコンドリアDNA（mtDNA）の量的・質的分析を介して，妊孕性改善等に有用な因子の抽出を目的に検討
を行った．【方法】IVFで棄却された，インフォームドコンセントの上同意を得て未受精卵，未分割胚，頼粒膜細胞を使用した．　mtDNA

上のATPase6領域の野生型に対応するプライマーを用いてTaqMan　PCR法による検量線を作成し，各卵細胞中のmtDNAの量的質
的分析を行い評価を行った．年齢と受精能・胚発生能との関わり，穎粒膜細胞のmtDNAとの関係について分析した．【結果】a）．

未受精卵・未分割胚は平均mtDNA　copy数は40歳未満群では784，307±48，379，40歳以上群では603，822±46，153であり，40歳以上

群でcopy数の有意な減少（p＝0、Ol2）を認めた．　b）．穎粒膜細胞の100個あたりのmtDNA　copy数を40歳未満の群と40歳以上の

群の2群問について比較したところ，40歳未満群は652，745±128，431であるのに対し40歳以上群は490，279±33，297と有意差には至

らないが減少傾向を認めた．c）．変性卵の平均mtDNA　copy数は330，513±78，002であった．未受精卵，未分割胚と比較し著しい

mtDNA　copy数の減少を認めた．　d）．全ての検体においてT8993G点変異は検出されなかった．【結論】卵子，穎粒膜細胞において

加齢とともにmtDNA　copy数は減少し，卵子，穎粒膜細胞におけるmtDNA　copy数は妊孕性に大きく影響を与えている可能性が示

唆された．加齢による卵巣の機能低下は過去の報告ではmtDNA変異の蓄積の可能性が示唆されていたが，多様な変異型の解析が待

たれるが，加齢による卵巣の機能低下については正常なmtDNA　copy数の減少が重大な因子である可能性が示唆された．

P－1　56　ラット卵で発現するNeurofilament－Hは卵の変性および成熟時にリン酸化される

○高橋　則行P，樽見　　航］），杉下　陽堂D，浜田　直美］），伊藤　正則L“），河村　和弘D，田中　　守1），鈴木　　直u，

　石塚　文平3）

　1）聖マリアンナ医科大学医学部産婦人科，2）東京医科歯科大学教養部生物学，三聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開

　発講座

【目的】Neurofilaments（NFs）は，ニューロンで発現し軸索の形成・構造維持に関わる中間径フィラメントのひとつであるが，ニュー

ロン以外での発現とその役割についてはほとんど知られていない．我々は，卵巣におけるNFsの役割を明らかにすべくその発現と

リン酸化について検討した．【方法】Wistar－lmamichiラット卵巣から抽出したRNAを用いて，　RT－PCRによりNFsの卵巣での
遺伝子発現を検討した．発現が検出されたNF　heavy　chain（NF－H）について，3，3’一三minodipropionitrile（IDPN，永続的神経毒

であり，一過性の卵巣毒としても知られる）投与群および非投与コントロール群の成体卵巣・未受精卵および初期胚について，生

化学的・免疫組織化学的手法を用いて，非リン酸化およびリン酸化NF－Hタンパク質の検出を行った．　NF－Hのリン酸化に関わる

遺伝子群についてのRT－PCRも行った．【成績】卵巣では，特にNF－Hの遺伝子発現が認められた．非リン酸化NF－Hタンパク質

は閉鎖卵胞を含む一次卵胞以降の卵胞の卵および初期胚の細胞質で発現していた．初期胚の2細胞期にその発現が見られなくなる

一方で，閉鎖卵胞では卵が分断するまで変性しても発現していた．リン酸化NF－Hタンパク質は成熟・閉鎖卵胞の卵，排卵された

卵と1細胞期の受精卵の細胞質および核で検出された、ニューロンの核周囲でNFsの異常なリン酸化を促進しニューロパチーを引

き起こすことが知られているIDPN投与により，（1）卵胞閉鎖を伴う卵変性，（2）その卵でのNF－Hのリン酸化および（3）NF－H

リン酸化酵素CDK5とGDF9の遺伝子発現が促進された．【結論】卵の成熟と変性およびニューロンの変性において共通した現象

としてNF－Hのリン酸化を見いだした．また，卵成熟および卵変性の研究を進める上で，　IDPNを用いる有効性を見いだした．
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P－157　MAPK阻害薬が卵の活性化に与える影響

○矢野　祐也1｝，桑原　　章D，福島千恵美V，谷口　友香1），山本　由理V，田中　　ma　D，檜尾　健二2），苛原　　稔D

　D徳島大学病院産科婦人科，L“）香川小児病院産婦人科

【日的】卵活性化にはMPFとMAPI（活性の低下が必要とされる．我々はこれまでにCa　ionophore＋puromycin，　Ca　iono－

phore＋roscovitineにより高率に卵活性化が得られることを報告している．今回，　MAPKのひとつであるp38MAPKを特
異的に阻害するSB203580を用い，卵活性化に与える影響を検討した．【対象と方法】マウスPMSG－hCG過排卵刺激後の排
卵した卵を回収し以下の実験に供した．卵をCa　ionophore　A23187（5pM）で5分間処理後puromycin（10pg／ml）＋O．4％

BSA含HTFで6時間培養したpuromycin群，同様にroscovitine（50μM）を含むroscovitine群，　SB203580（10μM）を
含むSB203580群，およびcontrol群の4群に分けて培養i後，倒立顕微鏡下で前核の有無を観察し，卵の活性化率を各群間
で比較した．【結果】活性化率はcontrol群6．5％（4／62），　roscovitine　eC　95．0％（114／120），　puromycin群98．9％（88／89），

SB203580群10．0％（6／60），でありcontrol群とroscovitine群の間に有意差を認めた（P＜0．01）が，　control群とSB203580

群の間に有意差は認められなかった．【考察】roscovitineはMPFの活性を低下させ卵の活性化を高率に誘導させるが，　SB

203580単独では卵活性化が見られなかったことから，p38MAPK活性のみを低下させても卵の活性化に直接関与しないこと
が示唆された．

P－158　マウス体外受精（conventional　v．s．　ICSI）初期胚のRNA　Seq解析

○高木　清考1），幸田　　尚Z），石野　史敏2’，久保田俊郎D

　1）東京医科歯科大学医歯学総合研究科生殖機能協関学，2東京医科歯科大学難治疾患研究所エピジェネティクス分野

【背景】日本では体外受精での分娩数は毎年約2万人（50人に1名）となり，半数が顕微授精（ICSI）である，　BWS，　Angel・

man　syndromeなどのエピジェネティクス異常疾患やlarge　offspring　syndromeやbirth　defectが疫学研究より体外受精児

に指摘され始めており，conventionalとICSIの差も注目されている．【目的】本格的にzygotic　activationが現れ始める2

細胞期胚（2cell）でICSIの影響を最初に受ける遺伝子を同定するためにconventional胚とICSI胚の遺伝子解析を行った．

【方法】マウスC57BL／6の卵子とDBA／2の精子を用いconventional，　ICSIそれぞれの2　cellを作成しRNAを抽出した．

RNApolymerase　linear　amplificationを行い次世代シーケンサー（lllumina　GAIIx）によりRNA　Seq解析を行った．既に
知られている多型のデータを用いpaternal，　maternalのalleleに分けて発現量を調べた．多型のデー・一タはSanger　Institute

のMouse　Genomes　Projectより引用した．【結果・考察】一塩基多型（SNPs）がdetectできた遺伝子は約20％認めた．　ICSI

胚はconventional胚と比較し発現に差のある遺伝子を複数認めた．　conventionalと比較しICSIではCa2＋oscillatory　pat－

ternの変化やsperm　chromatin　decondensationの遅れを示す報告もあり，今回の結果と関連を持つ可能性が考えられる．

Giritharan等の報告ではBlastocystsでも遺伝子発現に差があり，今回認めた2　cellの遺伝子発現差がどこまで継続するの
か更なる解析が必要であると思われた．

P－159　体外操作における光（短波長）が胚発育に及ぼす影響

○吉村　友邦12），福永　憲隆1，L，3］，永井　利佳12），北坂　浩也1・2），田村　総子1・2），長谷川　望1・L’），加藤　道高’・2），

　中山　　要12），竹内　基子12），青柳　奈央12），大野　浩史1・2），児嶋　瑛子12），小栗　久典1・2），羽柴　良樹12），浅田　義正1・2；S｝

　］）浅田レディース勝川クリニック，z｝浅田レディース名古屋駅前クリニック，3｝浅田生殖医療研究所

【目的】近年，顕微鏡のライトもLED化が進み，受精卵に有害とされる波長の短い紫外線（10nm～400nm）や熱影響のある波長の長

い赤外線（750nm～10万nm）を含まない商品が開発されているが，まだ多くの施設ではハロゲンランプを使用していると思われる．

このハロゲンランプの波長には，微量ではあるが近紫外線（約300～400nm）を含んでいる可能性があり，当院では倒立・実体顕微

鏡全てに560nm以下の波長をカットするコントラストフィルターを設置している．そこで今回我々は，臨床操作時における光暴露（近

紫外線）が胚発育に影響するかを検討するため，コントラストフィルター設置前後における臨床結果について比較検討した．【期間及

び対象】2010年7月から2011年12月に当院にてクロミフェン採卵を施行した40歳以上731周期を対象とし，コントラストフィル
ター設置前後（非制御群vs制御群）のICSI受精率・胚発生率・妊娠率について比較検討した．【結果】平均年齢はICSI受精率検討

期間のみ非制御群42．8±2．1歳，制御群424±19歳と非制御群で有意に高かった（P＜ODI）．　ICSI正常』受精率は非制御群80．5％，制

御群7＆7％と両群問に有意差はなかった．Day3良好胚率は非制御群42．4％，制御群524％と制御群で有意に高かった（P＜O．01）．

培養3日目におけるfragmentation量を比較した結果では，　fragmentation量5％以上20％以下の群で非制御9e　27．7％，制御群3＆8％

と制御群で有意に高かった（P＜O．05）．妊娠率は非制御9e　13．3％，制御群6．3％，流産率は非制御群58．8％，制御群429％と両群間に

有意差はなかった．【考察】臨床操作時においてコントラストフィルター設置したことによる受精率・妊娠率・流産率への効果はみら

れなかった．胚発育はDay3良好胚率において制御群で有意に高く，　fragmentation量も制御群で有意に減少したため，胚観察や培養

液交換時などの光（近紫外線）を浴びる時間が蓄積されるほど胚発育に影響するのではないかと示唆された．
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P－160　スフィンゴシンー1一リン酸のマウス胚発生能に及ぼす影響

○山本　晃央1），古井　辰郎1），鈴木　紀子2），鈴木真理子2），水野　智子2），牧野　　弘2），森重健一郎’2｝

　V岐阜大学医学部附属病院産科婦人科，2）岐阜大学大学院医学研究科産科婦人科

【目的】スフィンゴシンー1一リン酸（SIP）はGタンパク質共役型受容体を介して細胞に作用する脂質メディエーター・である．

生殖系列では卵胞発育および卵成熟にSIPの関与が報告されているが，受精後の胚発生については詳しく調べられていな
い．そこでSIPの胚発生に及ぼす影響とその分子機構について検討した．【方法】8週齢C57BL／6J雌マウスより，　hCG投
与後14時間で採取された凍結未受精卵を用いた．融解後，2時間の回復培養を行った成熟卵から単為発生胚を作出した．作

出した胚は4．5日間の体外発生培養を行い，培養液中にSIPを添加した．胚発生能は胚盤胞到達率で評価し，その分子機構

に関しては前核期でのERKとAKTのリン酸化，1，2細胞期のM期でのElk－1のリン酸化とCyc　B1の発現量，　Elk－1と
Cyc　Blに対するCaMKIIとMEKの相関関係を阻害剤を用いて検討した．【結果】SIP添加群（ln－lpM）は無添加群と比
較して，いずれの添加濃度でも胚盤胞到達率は上昇した（SIP添加群：78－96％，無添加群：36％）．　SIP処理（10nM）に

より前核期では30分以内にERKのリン酸化が上昇した．1細胞期のM期でElk－1のリン酸化が上昇し，　Cyc　Blの発現量
はL2細胞期のM期で上昇していた．　CaMKII阻害剤KN－93によりElk－1のリン酸化とCyc　B1の発現量の上昇は抑制さ
れた．MEK阻害剤UO126により無添加群と同様にElk－1のリン酸化は低下し，　Cyc　B1の発現量に上昇は見られなかった．
【結論】マウス胚では1細胞期後期から胚自身による遺伝子発現を開始する（胚性ゲノムの活性化）．SIPは1，2細胞期の

初期胚において，CaMKIIを介したMAPKカスケードの活性化により遺伝子発現を充進し，胚発生能を上昇させた可能性
が示唆された．

P－161　着床前期胚発生に関わる新規遺伝子Zfpiの発現および機能解析

○小川　誠司12〕，浜谷　敏生1｝，山田　満稔］），阿久津英憲2），奥村　典子引，菅原　かな1；’），井上　　治V，山田　朝子1’，

　久慈　直昭1），吉村　泰典い

　U慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2独立行政法人国立成育医療研究センター研究所生殖・細胞医療研究部

【目的】着床前期胚発生の分子機構を解明することは，体外受精における胚の質的向上に寄与するのみならず，クローン胚

で観察される体細胞核の脱分化や多分化能獲得における分子機構の解明にも繋がる．そこでin　silico解析により着床前期で

特異的に発現していると予測される新規遺伝子Zfpiに着目し，着床前期胚発生においてどのような役割を果たしているか
を明らかにする．【方法】Zfpiの完全長cDNAをクローニングし，塩基配列を解読して，ドメイン解析を加えた．また，　RT－

PCRおよび免疫組織化学染色により着床前期各ステージ胚およびマウス多組織における発現解析を行った．さらに転写阻害

剤αアマニチンを受精卵の培養液に添加して2細胞期後期まで培養し，ZfpiのmRNA発現量を定ts　RT－PCRにより観察
した．また，Zfpiのエクソン2，3を欠失させたノックアウトマウスを作製した．【成績】ドメイン解析の結果，　ZfpiはZinc

fingerドメインを有し，転写因子として機能すると予測された．　RT－PCRでは2細胞期胚から胚盤胞の着床前期胚及び胚性

幹細胞にのみ発現を認めた．免疫組織化学染色においてもZFPIタンパクはmRNAレベルと同様の発現パターンを示し，
さらに8細胞期胚でのみ細胞質から核への移行を認めた．αアマニチン添加により着床前期胚での発現が消失したことか
ら，Zfpiが卵性ではなく胚性に発現する遺伝子であることが明らかとなった．またノックアウトマウスの作製により本遺伝

子の欠損では胚性致死には至らず，産仔を得ることができた．【結論】新規遺伝子ZfpiはZinc　fingerドメインをもち，そ

のタンパクがステージ特異的に核へと局在していることから，転写因子として着床前期胚発生における胚性遺伝子発現制御
に重要な役割を果たしている可能性が示唆された．今後はノックアウトマウスの解析により機能解析を目指す．

P－162　ヒト胚の長期体外培養の動的解析から見た問題点と初期胚単一胚移植の臨床的意義

○サージャント晴香クレア，岩田　京子，鎌田八代生，古山紗也子，的場　由佳，甲斐　義輝，溝口　千鶴上田美奈子，
　土江　佑佳，今城　昭史，湯本啓太郎，井庭裕美子，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ブセンター

【目的】我々は，ヒト胚発生過程を非侵襲的に連続観察可能な体外培養装置（Time－lapse　cinematography；TLC）を用いた

動的解析から，ヒト胚の長期体外培養による「負の効果」と考えられる知見を明らかにしてきた．今回，その知見を踏まえ，
初期胚凍結／融解単一胚移植（elective　frozen／thawed　single　cleavage－stage　embryo　transfer；efzSCET）の臨床的意義を

検討した．【方法】本研究に同意の得られた凍結保存中の初期胚をTLCに供した．倒立顕微鏡ステージ上で至適培養環境
（37．0±O．2℃，pH　7．37±O．（）5）にて連続観察・撮影（撮影間隔2－5分，露光時間50ミリ／秒）を行った．一方，臨床成績は2006

年から2011年の間にefzSCETを施行した2748周期を対象とした．【結果】TLC解析から，本研究に用いた全ての拡張期
胚盤胞において，一過性の虚脱と再拡張が少なくとも1回観察され，拡張期胚盤胞まで発育した胚の50．8％（30／59）で内

部細胞塊が両側に伸展する現象（strand現象）が観察された．一方，　efzSCETを施行した移植周期あたりの手技別臨床妊
娠率は，IVFで26．3％（466／1774），　ICSIで23．2％（226／974）であった．また，年齢別臨床妊娠率は，29歳以下で34．9％

（101／289），30－34歳で31．5％（278／883），35－39歳で245％（258／1055），40歳以上で10．6％（55／521）であった．【考察】

TLC解析結果を踏まえ，胚盤胞期までの長期体外培養は，子宮内環境に比べ，明らかに培養条件が不安定であり，「負の効

果」は不可避であると考えられた．本検討により，ART治療における安全性と有効性の観点から，　efzSCETの有用性を再
認識する必要があると考えられた．
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P－163　アンドロステンジオンによる卵成熟阻害作用　単一卵胞培養系を用いた解析

○樽見　　航D，伊藤　正則4），河村　和弘12），高橋　則行1），洞下　由記1’，塚本　早苗2），田中　　守D，鈴木　　直1｝，

　石塚　文平3）

　D聖マリアンナ医科大学産婦人科，2）聖マリアンナ医科大学生殖医療センター，塙度生殖医療技術開発講座，’）東京医科歯

　科大学教養部生物学

［目的］多嚢胞性卵巣症候群（polycystic　ovarian　syndrome；PCOS）患者におけるアンドロステンジオンの卵胞液及び血中

濃度は健常者よりも有意に高く，ラットにアンドロステンジオン等のアンドロゲンを投与した実験結果等から，PCOSの原
因は高アンドロゲン環境であることが主張されている．また，PCOS患者から得られた卵細胞は質的に低下している場合が
多い．しかし，アンドロゲンの作用で卵細胞の質的低下に至る過程は不明である．この研究では単一卵胞培養系を用いて，

卵成熟へのアンドロステンジオンの影響を調べた．単一卵胞培養系を用いた理由は卵巣間質による影響と卵胞間相互作用を

排除した状態で解析できるからである．［方法］2週齢BDFIマウス卵巣から直径100～130　μmの二次卵胞を単離した後，
アンドロステンジオン（10－”，IO－9または10’5M）存在下で12日間単一培養した．培養13日目に1．51U／ml　hCGと5ng／ml

EGFで処理し，8および16時間後，卵細胞の成熟率を調べた．加えて，α一tubulin抗体を用いた免疫染色とHoechst　33342
による染色質または染色体染色を行うことによって紡錘体の形態を調べた．［結果］調べた全ての濃度のアンドロステンジ

オン存在下において，卵細胞の成熟率は有意に低下した．また，80％以上の卵細胞において紡錘体の形成不全（主に紡錘糸
の形成不全）あるいは染色体不分離が観察された．［結論］アンドロステンジオンは卵細胞の紡錘体形成異常を引き起こす

ことによって，その成熟を阻害する．紡錘体形成異常は紡錘糸を構成するα一チューブリンの重合不全あるいは動原体の構

造異常による可能性が示唆される．また，卵細胞における紡錘体形成異常によって，染色体不分離が起こる．

P－164　ART代替血清添加培地を用いたマウス未発育卵胞の体外培養について

○持田菜穂子，長谷川昭子，荻野　　舞，池田ゆうき，田中　宏幸，小森　慎二

　兵庫医科大学産科婦人科学教室

【背景】卵巣は生殖細胞の豊富な貯蔵源であり，未熟卵胞の体外培養法が確立すれば難治性不妊症の治療に応用できる可能

性がある．我々は，卵巣に多数含まれる生殖細胞を有効に利用する方法として，マウス初期発育卵胞の発育培養法を開発し

た．本研究では，ヒトへの応用をめざしてART用代替血清を添加した培養液を用いて，未発育卵胞の発育誘導が可能か否
か検討した．【方法】6日齢のBDF1マウス卵巣から採取した1次卵胞と初期2次卵胞を直径により分類し（A群：80－95pm，
B群：70－80pm，　C群：60－70μm）コラーゲンゲル包埋培養法を用いて，　ART用代替血清（Serum　Protein　Substitute；SPS）

を添加した培養液による卵胞発育を検討した．培養9日後に，卵母細胞を覆った状態で穎粒膜細胞が増殖した卵胞を発育卵
胞と判定した．対照にはFBS（ウシ胎児血清）を含む培養液を用いた．培養9日後の卵母細胞と卵胞の直径を測定した．【結

果】A群の卵胞発育率は，SPS：83．8％，　FBS：81．3％で培養液による差はなかった．一方，　B群の発育率は，　SPS：83．6％，

FBS：56．5％であり，　C群の発育率は，　SPS：59．1％，　FBS：20．0％であった．すなわちB，　C群ではSPS添加培養液の方が，

有意に高い卵胞発育率を示した．卵母細胞径の増加は，全ての群で培養液による違いは認めなかった．また，卵胞径はA，
B群は培養液による差はなかったが，C群ではSPS添加培養液で有意に高い増加を示した．【結論】本研究では，　ART用代

替血清を添加した培養液でマウス初期卵胞の発育誘導が可能であり，特に卵胞径の小さいB，C群の発育が良好であること
を示した．これはFBSによる卵胞発育を阻害する影響を低減できたためと考えられる．今後は，本実験で用いた培養液に
より発育した卵母細胞の成熟能や受精能について調べる計画である．

P－165　SIPは酸化ストレスによる穎粒膜細胞のアポトーシスをPI3K－Akt経路を介して阻
　　　　　　害する

○中原　辰夫，岩瀬　　明，森　　正彦，大須賀智子，近藤　美佳，杉田　敦子，中村　智子，後藤　真紀，吉川　史隆

　名古屋大学産婦人科

【目的】穎粒膜細胞のアポトーシスが卵胞の閉鎖に深く関わっている．酸化ストレスは穎粒膜細胞のアポトーシスを誘導す
る因子の1つであり，また，酸化ストレスは加齢とともに増加するとされる．SIP（Sphingosine－1－phosphate）は細胞増殖，

分化などに関与する脂質の一種であり，さまざまな細胞でSIPがアポトーシスを抑制して細胞増殖に働くことが示されてい

る．今回我々は，酸化ストレスによる願粒膜細胞のアポトーシスをSIPが抑制するか，さらにSIPによる願粒膜細胞のア
ポトーシス抑制作用がどのようなシグナル経路を介しているかについて調べた．【方法】患者のインフォームドコンセント

を得た上で，体外受精の採卵時に得られた卵胞液から，黄体化穎粒膜細胞を採取し培養．培養黄体化穎粒膜細胞にH、O、を

添加することで酸化ストレスによるアポトーシスを誘導し，SIPおよびSIPレセプタープロッカーを添加することで穎粒膜
細胞のアポトーシスやAktやERKのリン酸化を調べた．【結果】酸化ストレスが誘導する穎粒膜細胞のアポトーシスは，　S
lPの添加により抑制され，　SIPレセプタープロッカーの添加によりアポト　・一シスの抑制が解除された．また，　SIP添加によ

りAktのリン酸化の充進を認めたが，　ERKのリン酸化は認められなかった．【結論】SIPが酸化ストレスによる穎粒膜細胞

のアポトーシスをPI3K－Akt経路を介して阻害することがわかった．このことは，加齢に伴う酸化ストレスの増大の結果と

して起こる卵の数や質の低下をSlPが防ぐことを示しており，新たな治療薬としての可能性を示唆するものである．
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P－166　ピオグリタゾンの卵胞発育促進作用の検討

○原　周一郎，高橋　俊文，松尾　幸城，五十嵐秀樹，倉智　博久
　山形大学医学部産婦人科

【目的】ピオグリタゾンはperoxisome　proliferator－activated　receptor一γ（PPAR一γ）を介して末梢組織のインスリン抵抗性

（IR）を改善し，多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の排卵障害に対して卵胞発育を促進するが，卵巣への直接作用については不

明である．今回，PCOSの病態に関与するIR惹起物質であるTNF一αによるマウス卵胞発育抑制系を作成し，ピオグリタゾ
ンが卵胞発育に与える影響を検討した．【方法】マウス卵巣より二次卵胞を機械的に単離し，FSHを添加した卵胞体外培養
系を作成した．（1）TNF一α（2，5，10　ng／ml）を添加し12日間培養．卵胞生存率，卵胞腔形成率，培養液中エストラジオー

ル（E2）濃度，排卵率を検討した．（2）TNF一α（5　ng／mDによる卵胞発育抑制系にPio（1，5，10μM）を添加し，それ

らが改善するか検討した．（3）50個の二次卵胞を採取し，PPARサブタイプの発現をRT－PCRおよびWestern　blot法にて
検討した．【成績】（1）FSHとFSH＋TNF一α群の比較で，　TNF一αはFSHによる卵胞生存率，卵胞腔形成率，　E2濃度，排

卵率の促進効果を有意に抑制した．（2）TNF一αによる抑制系にピオグリタゾン（10μM）を添加すると，　FSH＋TNF一α群
と比べ，卵胞径（510±13vs　508±24μm）には有意差がなかったが，卵胞生存率（29　vs　56％），卵胞腔形成率（29　vs　48％），

E2濃度（27±1vs　36±1pg／ml），排卵率（10　vs　27％）は有意に改善した．（3）二次卵胞には，　PPAR一α，β，γのうちPPAR一

γのみ発現が検出された．【結論】ピオグリタゾンはマウス卵胞体外培養i系において，TNF一αによる卵胞発育およびE2産

生の抑制を改善した．ピオグリタゾンのPCOSにおける排卵促進効果の機序の一つとして，卵胞への直接作用の存在が示唆
された．

P－167 タンポポT－1エキスはマウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させ，中年マウ
ス排卵数を増加したDandelion　T－1　extract　up－regulates　reproductive　hormone

receptor　expresslon　ln　mlce

○郡 輝2），本田

V株式会社徳潤医薬研究所，

謙一3・P，野崎　利晃u

　　2憧業医科大学薬理研究室，
3〕

和泉市立病院産婦人科，”大阪市立大学産婦人科

【目的】マウスにタンポポT－1（DT－IE）を6週間経口投与した後に，ゴナドトロピンの注射後にDT－1E群では対照群よりも子宮のER〔x，　ERB，

及びPR　mRNAならびに卵巣のFSHR　mRNAの発現量が高かった，免疫組織化学分析の結果からも，　DT－IE群では上記の受容体の発現レベ

ルが上昇していることが示された．中年齢マウスに経口投与した後に卵管内卵子の数が増加することを確認した．今回の研究から，生殖ホル

モン関連障害の臨床治療にDT－IEを利用できる可能性が示唆された．【方法】タンポポT－1はタンポポ粗抽出エキスをイオン交換クロマトグ

ラフィーにかけた後，ゲル濾過クロマトグラフィーを行う．10週齢マウスを使う，対照群及びDT－IE群それぞれ2群のうち1群のマウスに

対し，滅菌水01mlに希釈したヒト絨毛性ゴナドトロピン　51Uを単回腹腔内投与した．　hCGの投与から12時間後，ゴナドトロピンを投与

していない他の2群を含む全マウスをエーテル吸入により安楽死させ，マウスを解剖して子宮傍脂肪組織子宮，及び卵巣を採取した．RNA

抽出，逆転写，及び定量的リアルタイムPCR，免疫組織化学染色及び卵子の計数を行った．【成績】ゴナドトロピンを注射されたマウスの子

宮では，ERα，　ERB，及びPR　mRNA発現量はDT－IE群の方が対照群よりも有意に高かった．　ERa，　ERB，及びPR，　FSHRに対する抗体を

用いて，マウスの子宮上皮細胞及び子宮間質細胞の免疫組織化学染色を行ったところ，DT－1E群の方が対照群よりも顕著に強いシグナルを示

した．DT－IE群の方が対照群よりも卵子数が多かった．【結論】DT－1Eは一連の生殖ホルモン受容体の発現量を増加させることが示唆された．

その結果，ホルモンに対する応答能及び感受性が充進する可能性が考えられる，排卵機能も向上したため，DT－1Eは排卵不全の女性にも有用

である可能性がある．結論として，生殖ホルモン関連障害の治療選択肢としてDT－IEを利用できる可能性が示唆された．

P－168　穎粒膜細胞におけるAMP－activated　protein　kinase（AMPK）の役割

○宇津宮由布子，河野　康志，川野由紀枝，奈須　家栄，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】AMP－activated　protein　kinase（AMPK）は細胞内のエネルギーセンサーとして働きエネルギーバランスを調整し

ており，細胞内AMP／ATP比の上昇に反応して活性化される、今回，卵巣頼粒膜細胞における細胞内情報伝達系の役割を
明らかにする目的で，AMPKの活性化による生理活性物質の発現調節を検討した．【方法】穎粒膜継代培養細胞株であるKGN
細胞を培養し，種々の濃度のinterleukin（IL）－1β，　IL－1　receptor　antagonist（ra），5－aminoimidazole－4－carboxamide　ribo－

nucleoside（AICAR）を添加し，　interleukin（IL）－8の産生をELISA法により検討した．さらにAICARを添加した頼粒
膜細胞から蛋白を抽出し，western　immunoblot法を用いて細胞内信号伝達系であるAMPKの活性を検討した．【成績】IL－
1によりIL－8の産生は克進し，　IL－1raによりIL－8の産生は有意に抑制された．穎粒膜細胞にAICARを添加したところ
western　immunoblot法によりAMPKのリン酸化が認められた．　IL－1βとAICARの添加で，　IL－8とMCP－1の産生は有意
に抑制された［IL－8：IL－1β（l　nM）；4，916．1±412．8　pg／mL，　IL－1β＋AICAR（1　mM）；755．9±116．1　pg／mL（p〈ODI）］．【結

論】AMPKの活性化によりIL－1によるIL－8の産生が抑制された．近年の報告では，　AMPKの活性化により炎症性サイト
カインの作用を抑制することが知られている．穎粒膜細胞においてAMPKはIL－1などの炎症性サイトカインの刺激による
炎症性変化を調整し卵巣の機能を維持し，炎症性変化に対してのバランスを保つ役割を演じる可能性が示唆された．
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P－1　69　ヒト間葉系幹細胞から子宮内膜間質細胞への分化誘導

○菅原　かなll，浜谷　敏生1］，小川　誠司1），山田　満稔1），奥村　典子1），福永　朝子］），井上　　治1），久慈　直昭1｝，

　梅澤　明弘2），吉村　泰典1）

　1慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室，2｝国立成育医療研究センター生殖細胞医療研究部

［緒言］生殖医療の臨床では，体外受精で形態良好胚が得られても反復着床不全を来す症例があり，経膣超音波上子宮内膜

が非薄化している症例が多くみられる．原因として加齢や流産に対する子宮内容除去術，子宮体癌に対する子宮内膜掻爬術

などがある．このような子宮内膜が原因と考えられる着床不全に対して細胞医療を行いたいと考えた．［目的］着床不全に
対する細胞医療に応用可能な系を確立するため，まずヒト間葉系幹細胞を子宮内膜間質細胞に分化誘導できるか検討する．

［方法］すでに当施設で樹立され保存されているヒト間葉系幹細胞バンクより羊膜幹細胞（YSC）と月経血幹細胞（MSC）を

使用し，エストロゲン（E2）10nM＋プロゲステロン（Pi）1μM，または8－Br－cAMP（以下cAMP）O．5μMを添加した培養
液で7，14，21日間培養し，子宮内膜間質細胞への分化誘i導を試みた．子宮内膜培養細胞（EM）をポジティブコントロー
ルとした．細胞形態変化の観察，細胞表面抗原解析，プロラクチン（PRL），　IGFBP－1の発現について免疫染色および定量
的リアルタイム逆転写（qRT）PCRを行い脱落膜化能の有無を検討した．［成績］E，＋P，あるいはcAMP添加培養前よりYSC

およびMSCは子宮内膜間質細胞に特徴的な細胞表面マーカー（CD29，　CD73，　CDIO5，　CD146）をすでに発現しているこ

とが明らかとなった．免疫染色およびqRT－PCRにより，YSCおよびMSCでは培養7日目から，　EMと同様にPRL，　IGFBP－

1の発現を認めた．さらに培養14日目から，EMと同様の形態変化を認めた．［結論］YSCおよびMSCから脱落膜化能を
有する子宮内膜間質様細胞に分化誘導されることが明らかとなった．

P－170　月経時の子宮内膜修復過程において，血小板は子宮内膜上皮のintegrityを増強さ
　　　　　　せる

○杉並　　興，佐藤　幸保，堀江　昭史，松本　久宣，谷　　洋彦，藤原　　浩，小西　郁生
　京都大学医学部婦人科学産科学教室

【目的】月経時子宮内膜機能層の剥脱により露出した子宮内膜間質は，感染や細胞外液の漏出を阻止するため，速やかに

子宮内膜上皮に覆われる必要がある．近年血小板が創傷治癒において促進的な働きを果たしていることが明らかになってき
た．そこで今回月経時の子宮内膜修復過程における血小板の関わりを検討した．【方法】免疫組織化学染色により月経周期

を通じての血小板の局在および月経時内膜での詳細な局在を調べた．健康なボランティアよりインフォームドコンセントを
得た上で採取・分離した血小板と不死化子宮内膜上皮細胞を用いて，細胞の浸潤能，基底膜への接着能，細胞間結合能に血
小板が与える影響を，それぞれMatrigel　invasion　assay，　attachment　assay，　permeability　assayを行い検討した．細胞接

着や細胞間結合に関わる分子の発現，活性化を細胞染色，Western　blottingにより調べた．【成績】月経時子宮内膜間質に

は血管外に漏出した活性化された血小板が存在した．これらは増殖期には急速に消失した．血小板は不死化子宮内膜上皮細

胞の浸潤能を抑制し，接着能を充進させ，細胞間結合能を充進させた．血小板との共培養により，細胞染色において，敷石
状の細胞配列が増強し，cortical　actin　ringの形成が促進され，細胞表面へのE一カドヘリンの発現が増加し，　Focal　Adhesion

I（inase（FAK）のリン酸化が増加した．　Western　blottingではE一カドヘリン，　Integrinβ1，　FAKの発現は増加していなかっ

たが，リン酸化FAKの発現量は増加していた．【結論】月経時，血小板はIntegrinの活性化やE一カドヘリンの細胞表面へ
の動員を通じて子宮内膜上皮のIntegrityを増強させ，子宮内膜上皮修復過程に促進的に働いている．

P－171　低酸素環境のヒト子宮内膜におけるSDF－1とHIF－1αの検討

○都築　朋子，岡田　英孝，ちょう寿勇，西垣　明実，下井　華代，宮城　博恵，安田　勝彦，神崎　秀陽

　関西医科大学産科婦人科

【目的】子宮内膜は月経期の剥脱とともに低酸素環境となり，それにより誘導される血管新生は月経後の組織修復・再構築

にとって不可欠である．低酸素誘導因子（hypoxia　inducible　factor；HIF）－1αは生体内での低酸素応答のマスター制御転写

因子であり，Stromal　cell－derived　factor　1（SDF－1）は血管新生因子で子宮内膜増殖に関与するケモカインである．低酸素

状態の子宮内膜におけるこれら因子の発現調節は不明であるため，本研究ではヒト子宮内膜間質細胞（ESC）を用いて低酸
素環境下におけるSDF－1発現とHIF－1αの関与を検討した．【方法】本学倫理委員会の承認及び患者の同意のもとに子宮内

膜組織を採取した．分離されたESCは低酸素状態（2％02），正常酸素状態（20％02）にて培養した．さらに擬似的な低酸
素状態を作り出す塩化コバルト（CoCl2），　HIF－1α結合阻害薬であるエキノマイシンを添加培養iして検討した．　SDF－l　mRNA

発現をリアルタイムPCR，　SDF－1分泌量をELISA法，　HIF－1α蛋白レベルをウエスタンブロット法にて解析した，【結果】

ESCにおいて低酸素状態（2％02）は，時間依存的にSDF－1　mRNA発現およびその産生を抑制した（P＜O．Ol）．またCoCl
2の添加培養により，濃度依存的にESCからSDF－1産生を低下させた（P＜O．Ol）．　CoCl2によるHIF－1α蛋白誘導能を確

認すると，その発現ピークを6時間後に認めた．CoCl2によるSDF－1産生抑制は，エキノマイシンによるHIF－1αの結合
阻害で変化しなかった．【まとめ】低酸素環境のESCにおいてHIF－1αが誘導されるのを確認した．低酸素状態やCoCl2に
よるSDF－1産生抑制はHIF－1αシグナル経路を介さないことが判明した．
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P－－1　72　子宮内膜および子宮内膜症組織におけるIAPファミリー発現に関する検討

○上垣　　崇，谷口　文紀，高井　絵理，出浦伊万里，岩部　富夫，寺川　直樹，原田　　省

　鳥取大学医学部産婦人科

【目的】アポトーシス調節機構の破綻が子宮内膜症組織の異所性生存の一因と考えられる．子宮内膜症間質細胞は，子宮内
膜間質細胞よりも薬剤誘導性アポトーシスに対する抵抗性が高く，その原因としてIAP（Inhibitor　of　apoptosis　protein）ファ

ミリーの遺伝子発現が高いことを報告した．本研究では，正所性子宮内膜と子宮内膜症組織におけるIAPファミリー発現，
ならびに培養間質細胞におけるIAP阻害剤添加による細胞増殖能への影響に関して検討した．【方法】患者の同意を得て，

手術時に採取した正常子宮内膜組織子宮筋腫を有する患者の正所性内膜，卵巣チョコレート嚢胞を有する患者の正所性内
膜，および卵巣チョコレート嚢胞組織を対象とした．IAPファミリー（clAP－1，　clAP－2，　XIAP，およびSurvivin）の遺

伝子発現をReal　time　RT－PCRで，蛋白発現を免疫組織化学染色法で解析した．　IAP阻害剤（BV6）を子宮内膜および子宮

内膜症間質細胞に添加して，細胞増殖能をBrdU－ELISA法で評価した．また，　BV6添加後のCaspase蛋白発現をWestern
blot法で検討した．【結果】clAP－L　clAP－2，およびXIAPの遺伝子発現は，いずれの正所性内膜組織よりも卵巣チョコレー

ト嚢胞において高かった．正所性子宮内膜組織においては，全てのIAP遺伝子発現に差がみられなかった．チョコレート嚢

胞におけるIAP蛋白発現は正所性内膜に比して高く，　clAP－1とXIAPは，上皮および間質組織ともに強い発現を認めた．

BV6添加は，子宮内膜および子宮内膜症間質細胞におけるBrdU取り込み量を抑制した．また，　BV6添加によって活性化Cas－
pase3蛋白の発現増強が確認された．【結論】子宮内膜症組織におけるIAPの発現元進が，抗アポトーシス作用を介して異
所性生存に促進的な役割を果たしていること，IAP阻害剤によるCaspase活性化により子宮内膜症細胞の増殖が抑制される
可能性が示された．

P－173　羊膜より樹立したHAM細胞のドーパミン産生ニューロンへの分化誘導の検討（第
　　　　　　2報）

○玉川　朝冶12），石渡　　勇1），井口めぐみD，時枝由布子D，岡根　夏美P，石渡　　巌P，石渡恵美子1），石渡千恵子1），

　中村　幸夫2）

　U石渡産婦人科病院，2理化学研究所バイオリソースセンター細胞材料開発室

「目的」羊膜は未分化な状態である幹細胞が含まれていると考えられている．前回の本学会において，ドーパミン産生ニューロンへの分化誘導

に成功したことを報告した．しかしTrzaskaらは，ヒト間葉系幹細胞のドーパミン産生ニューロンの分化誘導のプロトコールを報告した，よっ

て本実験は，Trzaskaらのプロトコールを用いたHAM細胞のドーパミン産生ニューロンの分化誘導を試みた．「方法」ドーパミン産生ニュー

ロンへの分化誘導は，（）．5％B27　supplement，250ng／ml　SHH，100ng／ml　FGF－8，50ng／ml　FGF－2添加neurobasal　mediumで9日間培養し

た．その後，今までの培養液の中に50ng／ml　BDNFの濃度になるように添加し，5日間分化誘導を行ったb　Trzaska　et　alのプロトコールを少

し改良した．分化誘導の有無を調べるために，TH，　DATなど25種類のドーパミン産生ニューロン特異的マーカーの遺伝子解析とTH，　DAT，

Tuj1，　TrkA，　TrkB，　TrkCとGFRα1の7種類の免疫染色を行った．「結果」分化誘導前から，主要なTH，　DAT，　DRD2，　AADCなど24種

類の発現を確認し，誘導後はTH，　DAT，　DRD2，　AADCは発現が増加した．また成熟したドーパミン産生ニューロンで発現している，　Nurr

1，Pitx－3，　En1，　En2などは誘導後に発現が増加した．最終的には，誘導後は25種類全ての遺伝子の発現を確認した．免疫染色の結果，　TH

とDATとも分化誘導後に陽性細胞を確認し。　Tuj　1，　TrkA，　TrkB，　TrkC，　GFRα1は分化誘導の有無に関わらず，陽性細胞が見られた，「考

察」Trzaskaらのプロトコールを使用しても，ドーパミン産生ニューロンの分化誘導は可能であった．しかし，　NGFのレセプターであるTrkA，

BDNFのレセプターであるTrkB，　Neurotrophin－3のレセプターであるTrkC，　GDNFのレセプターであるGFRα1が発現しているため，さ

らなる分化誘導方法の検討を行っている所である．本研究の結果から，羊膜細胞は再生医療の細胞ソースとして有効であると考えられる．

P－174　29歳で診断に至ったKallmann症候群の女性の1例

○伊藤　史子v，佐々木瑠美2），本田　智子！），岡村　佳則1），本田　律生v，田代　浩徳い，大場　　隆P，片渕　秀隆1）

　1熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野，L“慌尾市民病院

　Kallmann症候群は，視床下部性ゴナドトロピン分泌不全と嗅覚異常を中核症状とする先天性疾患である．今回，原発性
視床下部性無月経と嗅覚脱失ならびに嗅球の低形成を呈するKallmann症候群の1例を経験したので，文献的考察を加え報
告する．症例は，29歳の未経妊女性で，パートで調理業務の職歴がある．16歳までに月経が発来しないことを主訴に複数
の産婦人科を受診した．精査の結果，エストロゲンとプロゲストーゲンの投与で消退出血がみられ，染色体検査では46，XX

と正常核型であり，下垂体性無月経が疑われていた．24歳以降は産婦人科を受診しておらず，28歳時に原発性無月経の精
査加療目的で当施設に紹介となった．骨盤部MRI検査で子宮及び両側卵巣は描出され，頭部MRI検査で下垂体に異常はみ
られなかった．それまでの精査から，原発性視床下部性無月経が疑われた．改めて問診を行うと，以前から嗅覚障害の自覚

があるものの注目されていなかったことが判明し，当施設耳鼻咽喉科で精査を行い，静脈性嗅覚試験で嗅覚脱失，また前頭

蓋底MRI検査で両側嗅球の低形成がみられた．以上より，原発性視床下部性無月経と嗅覚障害を呈するKallmann症候群
と診断した．現時点で挙児希望はなく，Kaufmann療法による月経誘発を行っている．遺伝子解析を進めているが，　KAL－1

遺伝子の異常は認められていない．現在，Kallmann症候群はX染色体上のKAL－1遺伝子のほかにも常染色体上の複数の
遺伝子異常によって起こり，幅広い臨床像を呈することが知られており，女性の発症も2割程度に認められる．Kallmann
症候群は出生女子の5万人に1人と稀な疾患ではあるが，原発性低ゴナドトロピン性性腺機能不全に占める割合は決して少
なくなく，注意深い問診ならびに他科と連携した系統的な精査が必要である．
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P－－1　75 成熟期のLPSに対するLH抑制の反応性は，
影響を受ける

生後早期のLPS投与により長期的な

○中澤　浩志，松崎　利也，岩佐　　武，木内　理世，Gereltsetseg　Ganbat，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婦人科

【目的】雄ラットの生後早期の特定の時期におけるLPSへの暴露と成熟後のLH分泌のLPSに対する反応性の関連について検討した．

【方法】（1）生後10，15，25日の雄のSDラットをそれぞれLPS腹腔内投与群（LPS10群，　LPSI5群，　LPS25群）と生食投与群（C群）に分けて，

LPSまたは生食投与2時間後の血中LH値を検討した．（2）雄のSDラットを，　LPSを投与しない群，　LPS　IOOμg，i！kgを生後10日に腹腔内投与する

群，生後25日にLPSを100μg／kg腹腔内投与する群の3群に分け，成熟後（9－10週齢）にそれぞれの群を生理食塩水またはLPSを投与する群に

分けて合計で6群とした（C－S，C－LPS，　LPS10－S，　LPSIO－LPS，　LPS25－S，　LPS25－LPS）．成熟後のLPS腹腔内投与量は400μg／kg，＜O．2mlとし，

6群間で体重の変動，成熟時の生食またはLPS投与2時間後の血中LH濃度，視床下部∫L－1βおよびTNF一αmRNAの発現量を検討した．

【成績】（1）LPS15群，　LPS25群はC群と比べて，血中LH濃度が低く，　LPSIO群はC群と有意な差を認めなかった．（2）血中LH濃度に関して，

C－LPS群とLPS25－LPS群はそれぞれC－S群とLPS25－S群と比べて有意に低かった．一方，　LPSIO－LPS群とLPSIO－S群との間には有意差を認め

なかった，体重の変動に関して，C－LPS群とLPS25－LPS群はそれぞれC－S群とLPS25－S群と比べて有意に体重が軽かった．一方，　LPSIO－LPS群

とLPSIO－S群との間には有意差を認めなかった，視床下部の1L－1βおよびTNF一αmRNAの発現量に関しては，　C－LPS群t　LPSIO－LPS群，　LPS

25－LPS群はそれぞれC－S群，　LPSIO－S群t　LPS25－S群に比較して有意に高かった．しかしながら，　C－LPS群，　LPSIe－LPS群，　LPS25－LPS群の

間には有意差を認めなかった．

【結論】生後早期のLPS暴露によって，成熟後のLPSに対するLH分泌抑制反応が欠如する長期的影響は，生後10日目までの時期の場合に起きる

ことが示唆された．また，IL－1βとTNF一αはこの現象に関与していないことが示唆された．

P－176 幼若期のglucocorticoid曝露はKiss1－GnRH機構とは独立した機序で雌ラットの思
春期発来遅延をもたらす

○木内　理世，松崎　利也岩佐　　武，中澤　浩志，Gereltsetseg　Ganbat，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婦人科

【目的】妊娠中にglucocorticoidを投与されたラットから生まれた雌ラットはIUGRとなり，出生後の体重増加も不良で，　Kissl－GnRH　systemとは独立し

た機序で思春期発来が遅延することを以前に報告した．今回，幼若期のglucocorticoid曝露が雌ラットの思春期発来と体重増加に与える影響と，その作用

部位が中枢か末梢かについて検討した，

【方法】日齢25から日齢34まで，中枢（脳室内）（n＝8：CD群）及び末梢（皮下）（n＝8：PD群）に浸透圧ミニポンプを用いてglucocorticoid（デキサメ

タゾン）を慢性的に投与した（1．7μg，・”day）．コントロールとして，生食を中枢（n＝9：CS群）及び末梢（n＝8；PS群）に投与した．体重，摂食量，膣開

口の有無を連日観察し，日齢34に視床下部のkissl　mRNA，　kisslr　mRNA，　GnRH　mRNA，　NPY　mRNAの発現量，血中LH濃度，レプチン値，卵巣T

子宮の重量を検討した．

【結果】CD群，　PD群は，　CS群及びPS群に比べ，投与開始後の体重増加率（％）は有意に少なく（p＜0．05），膣開口は有意に遅かった（p＜O．05）．体重

増加の抑制は末梢投与の方が中枢より高度であった．日齢34のkisslr　mRNA発現量がCD群でCS群よりも有意に低値であり，末梢投与ではPD群とPS

群に差は認めなかった．血中レプチン濃度はCD群，　PD群でそれ以外のコントロール群（CS群，　PS群）よりも有意に高値であった．　kissl　mRNA，　GnRH

mRNA，　NPY　mRNAおよび血中LH値は各群間で差が無かった．日齢34でCD群，　PD群では卵巣，子宮重量がそれぞれのコントロール群（CS，　PS群）

に比べ有意に軽かった．

【結論】雌ラットにおいて幼若期のglucocorticoid曝露により思春期発来が遅延する機序は，　kiss1－GnRH　systemとは独立したもので，その機序として，

体重増加抑制，卵巣発育不良の関与が示唆された．また，glucocorticoid曝露による体重増加の抑制は，中枢よりも末梢での作用が強いことが示唆された．

P－177 RFRP　mRNA　expression　during　estrous　cycle　in　the　rat　hypothalamus

OGereltsetseg　Ganbat，　Toshiya　Matsuzaki，　Takeshi　Iwasa，　Riyo　Kinouchi，　Hiroshi　Nakazawa，　Minoru　lrahara

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Institute　of　Health　Biosciences，　The　University　of　Tokushima　Graduate

　Schoo1

Objective：RFRP　is　a　mammalian　homologue　of　gonodotropin－inhibitory　hormone（GnIH）．　We　studied　the　transition　of

RFRP　mRNA　expression　level　in　the　hypothalamus　during　rat　estrous　cycle．

Method：Mature　female　Wistar　rats　were　used　in　this　study．　Serum　and　the　hypothalamic　samples　were　collected　at　l

PM，4PM，5PM，6PM，7PM，8PM　and　ll　PM　on　the　day　of　proestrous（P）and　at　l　PM　on　the　days　estrous（E），metaes－

trous（M）and　diestrous（D）（n＝10　per　each　group）．　Serum　LH　level　was　measured　by　radioimmunoassay．　RFRP－3

mRNA　expression　Ievel　was　estimated　by　real　time　PCR．β一ac亡in　mRNA　was　used　for　interval　control．

Results：The　serum　LH　levels　were　significantly　higher　in　proestrous　7　PM（10．4±2．O　ng／ml，　mean±SE），8PM（7．6±2．2）

and　l　l　PM（9．4±1．4）than　in　4　PM（2．4±0．3）and　the　other　gr皿ps（P＜0．05）．The　hypothalamic　RFRP　m－RNA　expres－

sion　was　significantly　lower　in　the　proestrous　7　PM（0．06±0．01）than　in　the　proestous　l　PM（0．37±0．06），4PM（0．16±0．04）

and　ll　PM（0．21±0．07），respectively（P＜0．05）．

Conclusion：Decrease　of　R．FRP　mRNA　expression　in　the　hypothalamus　may　be　one　of　the　trigger　of　GnRH／LH　surge　in

the　rat．
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P－178　ヒト末梢血におけるゴナドトロピン値とキスペプチン濃度の検討

○折出　亜希，金崎　春彦，堀内あさみ，太田　浩子，宮崎　康二

　島根大学医学部産婦人科

【目的】女性の性機能を調節する下垂体ゴナドトロピン（LH，　FSH）は視床下部GnRHにより制御されている．近年GnRH
分泌を制御するキスペプチンニューロンの存在が明らかとなり，その機能が解明されている．今回我々はゴナドトロピン値

が変動する病態において末梢血キスペプチン濃度がどうなっているのかを検討した．本研究は島根大学倫理委員会の承認を
得た．【方法】正常月経周期を持つ女性をコントロール群とした（n＝13）．妊娠中女性（n＝8），閉経後女性（n＝12），早発

卵巣不全患者（n＝5），特発性下垂体性性腺機能低下症患者（n＝9）の末梢血キスペプチン濃度をELISAにて測定した．ま
た血清ゴナドトロピン値はCLEIA法にて測定した．採血にあたって患者よりインフォームドコンセントを得た．【結果】コ
ントロv…ル群のゴナドトロピン値の平均（mean±SD）はLH　5．32±2．601U／ml，　FSH　IL87±6．56であった．閉経後女性で
はLH　26．82±14．47　IU／ml，　FSH　49．25±26．361U／mL早発卵巣不全患者ではLH　IO．84±4．171U／ml，　FSH　28．72±1＆061U／

mlと有意に高値であった．特発性下垂体性性腺機能低下症患者のLH，　FSH値はそれぞれ0．66±1．001U／ml，1．93±3．441U

／mlとコントロール群に比べて有意に低かった．末梢血キスペプチン濃度はコントロール群で21．80±11．25　pg／ml，閉経後

女性26．47±16．52　pg／ml，早発卵巣不全患者で28．66±21．73　pg／ml，特発性F垂体性性腺機能低ド症患者では24．82±13．91pg

／mlといずれもコントロール群と差は認めなかったが，妊娠中女性の末梢キスペプチン濃度は6＆55±26．13pg／mlとコント

ロールに比べて有意に高値であった．【結語】GnRHを制御するとされる視床下部キスペプチンは末梢血においては検出で
きず，局所のみで作用しているのではないかと考えられた．一方，胎盤から産生されるキスペプチンは末梢血で検出できる

のではないかと思われた．

P－1　79　幼若ラットへの外因性アンドロゲン投与による多嚢胞性卵巣モデルの検討～投与期
　　　　　　間の違いは卵巣形態にどのような影響を及ぼすのか～

○池田　桂子D，馬場　　剛゜，清水亜由美D，森下　美幸1），遠藤　俊明I」，木谷　　保L“），斉藤　　豪D

　l）札幌医科大学産婦人科，2）エナレディースクリニック

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（以下PCOS）の病因として，アンドロゲン曝露説は有力な一説とされている．胎生期のアン
ドロゲンの曝露により出生後の児がPCOSとなることが種々の動物実験で証明されているが，幼若ラットへのDehydroepi－
androsterone（DHEA）投与例では，7日間投与で小卵胞が増加し，15日間投与では小卵胞の増加は停止し閉鎖卵胞が増加
するという報告がある．今回，更に投与期間を30日に延長し，卵巣組織の組織学的変化を検討した．【方法】3週齢の幼若

Sprague－Dawley（SD）ラットに対し，体重100gあたり6mgのDHEAをO．2mlのsesame　oilに溶解し，連日皮下投与し
た．コントロールはsesame　oilのみを連日投与した．投与期間は7日間，15日間，30日間とし，各グループ5匹ずつ計30
匹について，薬剤投与完了の翌日に両側卵巣を摘出し，体積，湿重量，組織学的変化につき検討した．【結果】DHEA投与

期間が7日間から15日間に延長すると閉鎖卵胞が増加するが，30日間に延長してもそれ以上の著明な閉鎖卵胞の増加は認
めなかった．小卵胞は7日間投与群，15日間投与群と比べ，30日間投与群では減少傾向であった（P＜O．05）．30日投与群

では大きな胞状卵胞を他群よりも多く認めた．30日投与群の卵巣は，体積，湿重量ともに小さくなる傾向が見られた（P＜
0．05）．【結論】幼若ラットに対する長期間の外因性アンドロゲン投与は，卵巣の委縮をもたらし，組織学的には，短期間投

与と比較するとPCOSに特徴的な小卵胞は減少する．　DHEAの長期投与は注意が必要かもしれない．

P－180　多嚢胞性卵巣（PCO）を伴う排卵障害の重症度予測にAMHは指標となりうるか？

○和田　　篤，北　　直喜，川崎　彰子，相野谷陽子，原　由紀子，枝元　直子，岡本

　筑波学園病院産婦人科

【目的】多嚢胞性卵巣（PCO）を伴う症例はPCOSをはじめとした排卵障害を合併することが多い．ただその重症度は様々
であり治療前に予測することは容易ではない．今回PCO症例において高値になることが知られている抗ミュラー管ホルモ
ン（AMH）が排卵障害の有無および重症度を予測する指標になりうるかを検討した．【方法】2010年5月から2011年12月

までに当院不妊外来にてAMH測定に同意を得たPCO合併患者136例について　排卵障害なし（A群）：55例，クロミフェ
ンにて排卵あり（B群）：56例，ゴナドトロピン製剤にて排卵あり（C群）：21例，ゴナドトロピン製剤にて排卵なし（D
群）：4例　の4群に分け，平均年齢，平均AMH値，　AMH中央値を後方視的に比較検討した．なお，　PCOの定義はPCOS
診断基準（日産婦2007）に準じた．またAMH測定方法としてAMH／MIS　EIA　kit（MBL社）の旧方法で施行した．【成績】
平均年齢はそれぞれ32．3±39，30．9±3．0，30．5±4．4，32．5±1．3歳と全ての群間に有意差はなかった．また平均AMH値は36、5±

19．4，49．5±25．8，69．3±31．6，90．6±4＆8pMと排卵障害の重症度が進むにつれ増加傾lf，1を示した．群間においてはA群vsB

群，A群vsC群，　B群vsC群に有意差（P＜O．05）が認められた．なお，　AMH中央値はそれぞれ37．2，49．3，62．2，8＆OpM

と平均AMH値と大きな差はなかった．【結論】今回の検討よりPCO患者において治療前にAMHを計測することで排卵障
害の有無，重症度を予測できる可能性が示唆された．ただし，AMHは年齢により変動する特性があるため具体的な基準値
を設定することが困難であり臨床応用できるかは今後の課題である．
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P－181　多嚢胞性卵巣症候群での体外受精胚移植の臨床成績に影響するリスク因了の検討

○福原　理恵，福井　淳史，鴨井　舞衣，船水　文乃，横田　　恵，中村　理果，水沼　英樹
　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は罹患率が高く，体外受精胚移植（IVF－ET）の適応となることも臨床的に少なくな

い．今回我々は当院でIVF－ETを施行したPCOS症例での体外受精の各成績と，各因子の相互関係について比較検討し，
影響する因子について明らかにすることを目的として検討した．【方法】ARTの適応となり，　IVF－ETを施行したPCOS症
例（69症例，219周期）と非PCOS症例（223症例，509周期）において，未熟卵子の割合，採卵数，妊娠率，流産率等に
ついて比較検討した．また，PCOS症例において，　BMI，　LH／FSH比，血中アンドロゲン値，インスリン抵抗性などの因子

と発育卵胞数採卵数　ゴナドトロピン総投与量，採卵卵子中の未熟卵子の割合，受精率，妊娠率，流産率等について多変
量解析を行い検討した．【成績】PCOS症例と非PCOS症例での臨床成績の比較検討では，受精率，分割率，妊娠率には有
意差は認めなかったが，PCOS症例においては有意に流産率が高く，ゴナドトロピン総投与量が少なく，採卵数も多かった．

またPCOS症例におけるARTの成績に最も影響を与えた因子はBMIであった．　BMIが24kg／m2以上の症例では，有意に
ゴナドトロピンの投与量が多く，採卵数が少なく，また妊娠率が低かった（29．9vs　15．3％，　p＝O．02）．インスリン抵抗性で

はHOMA指数が1．6以上の群で有意に流産率が高かった．またアンドロゲン値，　LH／FSH比などの項目と成績には特に有
意な関係はみられなかった．【結論】PCOS症例でのIVF－ETにおける臨床成績は，非PCOS症例に比較して妊娠率は有意
差を認めなかったものの，流産率は高く，またOHSSのリスクも高いため留意する必要があると思われた．また，　PCOS症
例での肥満の存在は臨床成績を有意に低下させることが示され，ART導入前に肥満症例に対しては十分な情報提供も行い
ながら，より介入していく必要性があると考えられた．

P－182 アンドロステンジオンを測定できない場合に，PCOSを診断できないリスクについ
て

○清水亜由美，遠藤　俊明，馬場　　剛，長澤　邦彦，森下　美幸，久野　芳佳，池田　桂子，斉藤　　豪
　札幌医科大学産婦人科

　多嚢胞卵巣症候群（PCOS）を漏れなく診断することは，生殖内分泌学的，代謝・内分泌学的に極めて重要である．2007年の日本

産科婦人科学会のPCOSの診断基準の作成に際してのアンケート調査によればPCOSと診断された症例のうちアンドロステンジオン

（A）の高値症例が高率であったとされている．2007年のPCOSの診断規準ではLH高値か高アンドロゲンのどちらかを満たしてい

ることが必須であることから，Aを測定することは重要である．しかしAの測定は保険収載されていないことから，実臨床では測定

が困難である．今回当科での経験症例から，Aを測定できなかった場合のPCOSの診断の漏れの1」スクを後方視的に検討した．【方

法】対象は2002年1月から2011年12月までに当科で経験したRotterdam診断基準2003でPCOSと診断される219人で，検討項目

はLH，　FSH，　A，テストステロン（T）、フリーテストステロン（f－T）のほか，インスリン抵抗の指標であるHOMA－IRも検討し

た．またBMIにより肥満群（BMI≧25），中間群（22＜BMI＜25），やせ群（22≦BMI）別の検討も行った．なお，被験者すべてから
インフォームドコンセントを取得したt【結果】PCOS全体では，　A：2．64±1．22　ng／ml，　T：O．63±1．37ng／ml，　f－T：L17±O．76　pg／ml

であった．そこでA≧3．5　ng／mlをA高値とすると171例（欠損値48人）中39例の高Aが存在した．その39例のうちT高値（≧O．7
ng／ml）は56．4％，　f－T高値（≧1．O　pg／ml）は77．8％，　LH／FSH≧1は89．7％であり，　T高値，　f－T高値，　LH／FSH比≧1のいずれも

満たさなかった症例は39例中1例のみ（やせ群）であった．また各BMIグループで重回帰分析を行ったところ，肥満群ではHOMA，

他はf－TがAと最も関連が強い結果であった．【結論】今回の結果からAを測定できずにT，f－T，　LH，　FSHの測定のみでもPCOS

の診断の漏れを生じる可能性は低いと考えられた．ただ，これは臨床像を検討する上でのAの測定の意義を否定するものではない．

P－183 多嚢性卵巣症候群（PCOS）に対するLaparoscopic　ovarian　drilling（LOD）の有
効性に影響を及ぼす因子の検討（追試）

○横須賀治子D，拝野　貴之D，野口　幸子v，鴨下　桂子v，斉藤　幸代D，飯倉　絵理1），川口　里恵1），林

　杉本　公平D，岡本　愛光P，田中　忠夫V

　l東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科，L）恵愛病院生殖医療センター

博2），

【背景】クロミフェン抵抗性のPCOS合併不妊症症例に対してLODを施行することによって，良好な排卵率が報告されてい

る．以前我々は，術前のLH値が高値であり，術後のLH値が低下する症例が有意に白然排卵を認めることを報告した．【目
的】今回我々は症例を追加してPCOSに対するLODの有効性に影響を及ぼす因子について検討した．【対象と方法】2000

年7月から2012年5月に，当院でLODを施行したPCOS合併不妊症症例55症例に対してLH値，及び各種ホルモン値の
手術前後での変化を比較検討した．さらに対象を排卵群と非排卵群に分け，同様にLH値及び各種ホルモン値の変化を比較

検討した．また追加の10症例ではAMHに関しても比較検討した．【結果】対象症例の平均年齢3L2±32歳BMIは22．1±
4．3kg／m2であった．　LOD後，自然排卵は85％（47／55例）に認められた．術前後で有意な低下がみられたのはLH，　AMH

の2因子のみであった．術前の平均LH値は109±6．1mlU／mlであったが，術後6．2・±・3．2mlU／mlと有意に低下した（P＜
0．01）．AMHは16．0±8．O　ng／mlから7．0±4．Ong／mlに有意に低下した．（P＜O．Ol）排卵群の術前LH値11．5±5．8mlU／mlは

非排卵ge　5．9±2．9mlU／mlよりも有意に高かった（P・＝・O．Ol）．また前回の報告では排卵群は術後に有意にLH値が減少したが，

非排卵群は有意差は認められなかった．しかし，今回の検討では排卵群・非排卵群ともに有意に低下していた．【結論と考
察】今回の検討でも，LH値が高い症例に対してはLODが有効であることが再確認された．また，　AMHもLH同様に有意
に低下を示していることから，LH同様にLODの有効性の指標になる可能性があると考えられた．
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P－184　卵巣過剰刺激症候群による脳梗塞後，腹腔鏡下卵巣多孔術により自然排卵が回復し
　　　　　　妊娠し得た一例

○荻野弓希子V，川内　博人1），高木　綾子2），沼尾　彰子1），石川　雅一1，恩田　貴志11

　1）北里大学医学部産婦人科，2独立行政法人国立病院機構相模原病院

【緒言】多i嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の排卵誘発は，卵巣過剰刺激症候群（OHSS）や多胎妊娠のリスクをいかに回避し安

全な妊娠に結び付けるかが要点となる．我々は，1年前にhMG－hCG一タイミング療法によるOHSSから脳動脈塞栓症を発症
したが，腹腔鏡下卵巣多孔術により自然排卵が回復し妊娠し得た例を経験したので報告する．【経過】症例は28歳0経妊
0経産．初経来月経不順があり，多嚢胞性卵巣症候群の診断で投薬を受けていた．婚姻後挙児希望のため他院受診，クロミ

フェン無効のためhMG　300単位11日間連日投与の後hCG　5000単位を筋注し性交時期のタイミング指導を行った．　hCG投
与4日後重症OHSSの診断で当院に入院，治療を開始するも翌日右中大脳動脈分枝の脳梗塞を発症した．治療によりOHSS・
麻痺症状は改善し，軽度不全麻痺を残すも日常生活に支障ない程度まで回復した．挙児希望が強かったため，ワーファリン
終了後クロミフェン，メトホルミンによる排卵排卵誘発を行ったが反応せず，腹腔鏡下卵巣多孔術を施行．術後速やかに自
然排卵を認め，3回目の排卵で妊娠成立，現在血栓症の発症もなく妊娠経過は順調である．【考察】腹腔鏡下卵巣多孔術はPCOS

の排卵誘発においてOHSSや多胎妊娠を避けながら妊娠に結び付けることができる有効な手段であった．また，重篤な動脈
性血栓塞栓症既往例の妊娠転帰についても当日報告する．なお，当該症例は倫理上に関するインフォームド・コンセントを
得ており，倫理上の配慮を行い発表する．

P－185　単孔式腹腔鏡下未熟卵採卵および卵巣多孔術施行後，未熟卵体外培養（IVM），顕
　　　　　　微授精（ICSI），自然周期による融解胚移植を経て妊娠成立したPCOSの1例

○平田　哲也藤本　晃久，大石　　元，原田美由紀長谷川亜希子，森嶋かほる，櫻橋　彩子，甲賀かをり，
　平池　　修，大須賀　穣，藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　東京大学医学部女性診療科，産科

　PCOSは女性の約4－10％にみられ，月経異常，不妊，多毛，肥満，卵巣形態変化，内分泌異常を主徴とする疾患であり，排卵誘

発剤抵抗性が観察される例，逆に卵巣過剰刺激症候群を起こす例も少なくない．PCOSに対し，卵巣多孔術がホルモン環境，排卵

障害の改善に有効であり，また卵巣過剰刺激症候群（OHSS）のハイリスクであるPCOSに対してIVMは無刺激微小刺激で行え
る点で有効であることが知られている．今回，単孔式腹腔鏡下に未熟卵子採卵及び卵巣多孔術を施行し，IVM，　ICSI，自然周期に

よる融解胚移植を経て妊娠に至ったPCOSの1例を経験したので報告する．症例は，初診時22歳，0経妊，月経不順があった．低

用量ピルにて経過観察していたが，31歳時に妊娠の希望あり，中止した．クロミフェン投与するも，卵胞発育みられなかったため，

リコンビナントFSHにて排卵誘発．2コース施行するも，多胎，　OHSSを誘発してしまう可能性があったため，単孔式腹腔鏡下未

熟卵採卵および卵巣多孔術を施行する方針となった．贋部に2cmの皮切を加え，　SILSポートを挿入し，5mmフレキシブルスコー

プを使用した．腹腔鏡下に経腹的に21ゲージ針にて37個採卵し，卵巣多孔術を施行した．採卵した卵子を24時間の未熟卵体外

培養に供し，24個のM2卵子を得た．　ICSIを行い，良好な胚盤胞を凍結した．術後に排卵周期に同期させて胚盤胞の融解胚移植

を2回施行した．1回目は化学妊娠2回目に妊娠が成立した．妊娠9週0日の時点でCRL23mmと発育順調である．　PCOSの症
例に対し，低侵襲に安全に単孔式腹腔鏡下未熟卵採卵，卵巣多孔術を施行することができた．未熟卵採卵により，胚盤胞を得るこ

とができ，卵巣多孔術により排卵周期による融解胚移植を可能とし，より積極的に妊娠を目指すことができた．

P－186　アンタゴニスト周期におけるhMGによる卵巣刺激開始の有効性の検討

○中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，村上貴美子，江頭　昭義，榊　　美緒，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】アンタゴニスト周期では，アンタゴニスト投与開始により急激に内因性LHが低下する症例も多く，ゴナドトロピ
ンの種類や量への細かい配慮が要求されるが，未だ明確なエビデンスは存在しない．今回我々はアンタゴニスト周期で卵巣

刺激開始時からhMG製剤を併用することがART成績に対し有効であるかを検討した．【方法】2009年5月から2012年5
月までに当院で採卵を行なったアンタゴニスト周期（治療回数3回以下，AMH値1．5ng／ml以上，5．Ong／ml未満）でイン

フォームドコンセントの得られた症例を対象にFSH製剤＋hMG製剤で卵巣刺激を開始したA群（80周期）と，　FSH製剤
単剤で開始し途中でhMG製剤を併用したB群（76周期）に分けて，その臨床成績について後方視的に検討した．【結果】治
療時の平均年齢および平均AMH値は，　A群36．9±3．2歳2．52±O．85ng／ml，　B　Pt　36．6±3．2歳2．53±O．75ng／ml，と有意差

はなかった．平均ゴナドトロピン総投与量はA群2692．5．±599．6単位，B群214＆3±373．7単位とA群で有意に増加してい
た（p＜ODOI）．採卵決定時の平均P4値はA群082±O．33　ng／ml，　B群O．69±O．37　ng／mlと有意にA群で増加した（p〈O．05）．

採卵決定時の平均E2値，平均採卵数，平均2PN数，平均分割期良好胚数，平均凍結個数，累積妊娠率はそれぞれ有意差を
認めなかった．【結論】今回の検討では卵巣刺激開始時からhMG製剤を併用しても，その有効性は証明されなかった．一方，

採卵決定時のP4が上昇しやすいため，胚移植の時期は凍結融解胚移植で行う方がよいと考えられた．今後さらに症例の集
積および層別化を行い検討する必要がある．
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P－187 排卵障害例に対する遺伝子組換え卵胞刺激ホルモンを用いた低用量漸増法の臨床成
績についての検討

○春木　　篤D，堀内　理菜D，森　　梨沙1），井田　　守1），福田　愛作t），森本　義晴Z）

　i）IVF大阪クリニック，　z）IVFなんばクリニック

【目的】性腺刺激ホルモン製剤を用いた従来の排卵誘発法では，排卵率や妊娠率が良好である一方，多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群

（以下，OHSS）のリスクが危惧される．今回我々は，遺伝子組換え卵胞刺激ホルモン（以下，　rFSH）を用いた低用量漸増法で排卵

誘発を行った症例の臨床成績を後方視的に検討した．【方法】対象は，WHO　Group　Iの排卵障害，両側卵管閉塞，高度男性因子を

有する例を除外した136症例（339周期）とし，これらを多嚢胞性卵巣症候群（以下，PCOS群）の94例（220周期）と多嚢胞性
卵巣症候群以外の排卵障害（以下，non－PCOS群）の42例（119周期）に分類し，比較検討した，原則として，月経周期7日目以

内にrFSHを501U／日で開始，投与開始6日目以降に11mm超の卵胞が得られない場合751U／日に増量し，さらに必要であれば100

1U／日まで増量した．原則として，主席卵胞が17mm以上に達した時点でヒト絨毛性ゴナドトロピンを投与し，翌日に性交の指示あ
るいは人工授精を行った．【成績】PCOS群における周期当たりの排卵率，単一卵胞発育率および妊娠率は，それぞれ83．6％（184／220），

67．2％（148／220），13．6％（30／220）であった．non－PCOS群では，それぞれ92．4％（110／ll9），79．8％（95，／119），9．2％（11／119）

と，排卵率および単一卵胞発育率はnon－PCOS群で有意に高かったが，妊娠率には有意な差を認めなかった．多胎妊娠は，　PCOS

群で1例（3．3％）のみ認めたが，non－PCOS群ではみられなかった．また，両群ともOHSSの発症例は1例もなかった．さらにPCOS

症例において，増量の有無やrFSH投与の開始時期で臨床成績を比較したところ，月経周期5日目以降に投与を開始した症例の妊
娠率は23．8％（10／42）と，それ以前に投与を開始した症例の11．2％（20／178）よりも有意に高かった．【結論】rFSHを用いた低用

量漸増法は副作用の少ない排卵誘発法と考えられ，今後はその投与法の工夫によりさらなる臨床成績の向上が期待される．

P－188 原因不明不妊症を対象としたrFSHを用いた卵胞発育賦活法の有用性および安全性

○船水　文乃，福井　淳史，横田　　恵，前田あかね，佐々木幸江，中村　理果，福原　理恵，水沼　英樹
　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】原因不明不妊症は不妊症の中でも最も頻度の高い疾患である、本症に対しては周期的に卵胞発育をモニタリングす

るタイミング療法が行われているが満足のいく成績は得られていない．原因不明不妊に対する遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホ

ルモン（rhFSH）療法は卵胞発育を促進し妊娠を獲得しようとする方法であるが，　FSHをいつ，どの段階で投与すべきかの

根拠は無く，またFSH製剤の投与が真に有効であるかを検討した報告は見られない．そこで，原因不明不妊患者に対する
タイミング療法とrhFSH療法の有効性と安全性について比較検討することを目的として以下の検討を行った．【方法】軽度

の男性不妊を含む原因不明不妊患者のうち，本研究への同意が得られたものを対象とした．無作為にrhFSH群とタイミン
グ群とに割り付け，rhFSH群では，月経周期の5日目よりrhFSHを501U／日で主席卵胞径が18mmに達するまで投与，主
席卵胞径が18mmに達した時点でhCGを投与して排卵を惹起した．タイミング群ではタイミング法を指導した．これら両
群につき各種ホルモン値の変動を検討した．なお本研究は当大学倫理委員会の許可のもと行った．【成績】rhFSH群は10例

26周期，タイミング群は8例12周期であった．両群の年齢，治療回数ホルモン基礎値には差を認めなかった．OHSSの
発症，多胎妊娠は両群とも認めなかった．発育卵胞数主席卵胞径にも両群間に差を認めなかった．一方，hCG投与時のLH
はrhFSH群で9．2±＆3mlU／mlとタイミング群で27．0±24．9mlU／mlとrhFSH群で有意に低値であった（p＜0．05）．またhCG

投与1週間後のエストラジオールはrhFSH群で420±223pg／ml，タイミング群で324±129pg／mlとrhFSH群で高値であっ
た．【結論】原因不明不妊症症例に対するrhFSHを用いた低刺激排卵誘発法は，タイミング療法に比して安全性も問題なく，

十分に行いうる方法であると思われた．

P－189 投与時期を遅らせたクロミフェン療法にて3回の妊娠・分娩に至った排卵障害を伴
う挙児希望例

○川村　　良，鈴木　絢子，神田理恵子

　総合病院厚生中央病院

【目的】排卵障害を伴う挙児希望例でまず初めに行われる排卵誘発法はクロミフェン療法である．反応不良例に対しては投与量

を増量するのが一般的であるが，今回は通常の月経5日目からの投与開始時期を遅らせることで排卵を誘起することが出来た．

これにより3回の妊娠・分娩に至った症例を経験したのでここに報告する．【症例】1回目妊娠：月経5日目から5日間クロミ

フェン100mgを投与するも反応しないため，同一周期に反復して再度100mg／日を5日間投与し排卵に至った．3周期施行後に
投与開始日を月経10日目に遅らせて2周期行った．最終的には月経15日目から5日間の投与だけで成熟卵胞1個が得られ人工

授精にて妊娠に至った．2回目妊娠：クロミフェン療法から開始し，途中hMG－hCG療法に変更するもOHSSを引き起こしたた

めクロミフェン療法に戻した．月経15日目から5日間の投与で1個の成熟卵胞が得られ，この時は自然妊娠となった，3回目
妊娠：同一周期に反復して投与するクロミフェン療法を試みるも反応不良にて，月経15日目から5日間の投与方法に変更した．

6周期目にて自然妊娠に至った．いずれの妊娠においても順調に経過し正期産にて経膣分娩となり特に問題はなかった．治療に

あたっては十分に内容を説明し患者さんの同意を得て行った．【結論】従来よりクロミフェン療法では月経5日目から開始し5

日間投与することが多い．反応不良例においては改めて次の周期で投与量を増量するのが一般的であるが，そのまま同一周期に

反復して再度投与する方法も以前より知られている．いずれの場合も投与量を増量して対応していることになる．今回の症例で

は投与量を増量させるのではなく投与開始時期を遅らせることで3回の妊娠・分娩を導くことが出来た．クロミフェン療法にお
ける反応不良例に対して，投与開始時期を遅らせる方法でも卵巣機能が改善され妊娠に至る場合があることが示唆された，
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P－190　AMH低値例に対するアロマターゼ阻害剤による排卵誘発の検討

○越知　正re1），上畑みな子’），松永　利恵1），廣澤　利和’｝，渡辺　真一ls伊東　雅子t2｝，水野　涼子1｝，佐々木雅弘1），

　桑波田暁子1）

　Dおち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科

【目的】ARTにおける排卵誘発の際に，どのような排卵誘発法を行っても数多くの卵の獲i得の困難ないわゆるlow　responderと称される症例が存在する．しか

しそれは必ずしも卵の質と比例するわけではない．我々はAMH値が10pMノ’ml以下で，多くの卵の獲得が期待できない症例に対してアロマターゼ阻害剤（レ

トロゾール）を使用し，どのような結果が得られるか検討した．

【対象】2011年7月から2012年2月において当院の倫理委員会の承認を得，かつ患者の同意を得た40歳以下0≦AMHpM／ml≦10の279周期，および40歳以

下10，1≦AMHpM　ml≦20の138周期を対象とした．

【方法1月経3日目よりレトロゾール（フェマーラ）2．5mg／dayを開始し，月経の8日目より同調発育する複数の卵胞が出現した場合はr－FSHを37．5～751U

連日投与し，至適タイミングでGnRHaを投与後28～36時間の時点で採卵を行った，採卵後，当院の規定に従い，　IVF，レスキュー　ICSI，またはICSIを行っ

た．新鮮胚移植，凍結融解分割胚移植，凍結融解胚盤胞移植を行った，

【成績10≦AMHpM　ml≦10，10．1≦AMHpM／ml≦20の平均採卵数および成熟卵獲得周期率はZ36個と3、51個および84．6％（236／279）と91．3％（126／138），

未熟卵のみ，および変性卵のみであった割合は4．7％（13／279）と5，8％（8／138），および2．9％（8279）とO．O％（O〃138），採卵に至らなかった割合は79％（22

／279）と2，9％（4，！138）であった．正常受精胚が得られた周期の割合は94．1％（222，・’236）と93．7％（ll＆126）であった．またt凍結可能な良好胚盤胞獲得率

は5＆7％（108／184）と64．0％（64、100）であった．新鮮初期胚移植，凍結融解分割胚移植，凍結融解胚盤胞移植の妊娠率は25．0％（2／8）とO．O％（0／1），27．8％

（5／18）と13．3％（2〃15），54．3％（44／81）と58．3％（28／48）であった．

【考察】AMH低値が卵巣の加齢であり妊娠率の低下につながるとの報告も散見するが，決してAMH値で胚の質が問われるのではないと本研究で考えられた．

P－191　ART（Assisted　Reproductive　Technology）における個別医療化に向けたDecision
　　　　　　Treeによる解析

○吉野　　剛，福島　史久，本河　孝介，田仲　昭宏，金子　芳子，田中威づみ，伊熊慎一郎，永吉　　基，田中　　温

　セントマザー産婦人科医院

【目的】患者一人一人の最適な排卵誘発法の指標を作成するために，Decision　Tree解析が有効であるかどうかについて検討し

た．【対象と方法】当院にて2009年3月17日～2011年8月31日までに採卵を行った症例で，採卵周期の年齢が40歳未満で，
D3ホルモン値（E2，　LH，　FSH），誘発前胞状卵胞数の情報が揃っている症例とした．ただし後期精子細胞を用いた症例と，　D

3ホルモン値が極めて特異な値となった症例を除いた．対象症例数は新鮮胚移植1003例と，凍結胚移植541例．目的変数を妊
娠の有無とし，採卵周期の年齢，BMI，　D3ホルモン値，誘発前胞状卵胞数，排卵誘発法を説明変数とした、最大で4回分岐を

行い，一度使用した説明変数が再選択された場合は，次にx2値が大きい変数で分岐を行った．最後の分岐には「誘発法」を選

択した．【結果】新鮮胚移植の場合，1）38歳未満，FSH　7．6　mIU／mL未満，　E220．O　pg／mL未満の場合，排卵誘発法がLong

法または低刺激法での妊娠率は79％（11／14）であり，その他の排卵誘発法での妊娠率は56％（14／25）であった．2）38歳未

満，FSH　7．61U／mL以上，誘発前胞状卵胞数が13以上の場合，排卵誘発法がLong法での妊娠率は75％（6／8）であり，その

他の排卵誘発法では38％（13／34）凍結胚移植の場合，3）誘発前胞状卵胞数が10以上，E230　pg／mL未満の場合，排卵誘発
法がアンタゴニスト法での妊娠率は100％（23／23）であり，その他の排卵誘発法での妊娠率は66％（19／29）であった．4）誘

発前胞状卵胞数が10未満，BMI　l9．4以ヒ，　E248．6　pg／mL未満の場合，排卵誘発法がアンタゴニスト法または低刺激法での

妊娠率は68％（19／28）であり，その他の排卵誘発法での妊娠率は49％（38／78）であった．【考察】以上の結果より，Decision

Tree解析を用いることで，患者一人一人の最適な排卵誘発法の選択指標を作成が可能であることが示唆された．

P－192　GnRH　agonistを用いたPOF症例に対する排卵誘発

○桑波田暁子12），水野　涼子V，佐々木雅弘D，越知　正憲1），堂地　　勉2）

　1］おち夢クリニック名古屋，2鹿児島大学産婦人科

【目的】POF（早発卵巣不全）に対する排卵誘発は困難を極める．様々な排卵誘発法を行っても卵胞発育を認めないことも
多い．我々はPOFと診断された症例で，通常の排卵誘発では卵胞発育がなく，エストロゲン投与でも卵胞発育を認めなかっ

た症例に対し，GnRH　agonistを用いてFSHのダウンレギュレーションをはかることにより卵を獲得し体外受精を行った．

【方法】月経3日目より血中FSHが40mlU／mL以上と高値であること，卵巣に胞状卵胞を認めないことを確認のうえ，　GnRH

agonist（ブセレキュア）900pg／day鼻腔分霧し，　FSHの低下を試みた．一・週間に一度FSH値の確認と卵胞出現の有無を確

認した．卵胞が出現し，増大傾向を確認したら，必要に応じFSHの注射を行った．採卵後は夫の精液所見に従ってIVFあ
るいはICSIを行い胚は一旦凍結し，翌周期にホルモン補充周期にて胚移植を行った．【結果】8症例13周期にブセレキュア

を用いてFSHの低下を試み，7症例ll周期に卵胞発育を認めた．（患者平均年齢は35．6±O．6　ue）9周期が採卵に至った．

採卵までに要した日数は17日から64日であった．7症例9周期において採卵を行い，採卵に至った9周期中8周期に成熟
卵が獲得でき，受精卵の凍結が可能であった．2周期において妊娠が成立，1周期が化学流産，3周期は胚移植も妊娠に至ら
ず，1周期は胚の凍結が不可能であり，1周期が凍結胚盤胞の移植待ちである．【考察】POF症例に対する排卵誘発は困難で

あるが，一旦卵が回収できれば妊娠率は年齢相当と考えられている．FSHに抵抗性を示し，カウフマン療法ではFSHの低
下を認めないことが多い．GnRH　agonistを用いてFSHレベルを低下させ，卵巣のFSHに対する感受性を回復させる方法
は有効であると考えられる．
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P－193　タバコとカフェインが着床を妨げる

○田口早桐多田佳宏，北宅弘太郎，船曳美也子，林　輝美，中村嘉孝
　オーク住吉産婦人科

【目的】近年，不妊治療において，生殖補助技術（Assisted　Reproduction　Technology　ART）自体については，行き着くと

ころまで行き着いた感が否めない．そして，体外受精を行うにあたっては，高額であることや，身体的負担があることで，

少しでも早く妊娠にいたるために，患者から，自分たちで実行できる，妊娠に少しでも有利な方法はないかという質問を良

く受ける．しかし，こと日常生活に関しては，エビダンスの不足から，確信を持ってアドバイスできることが少ないのも事

実である．それを踏まえ，今回我々は，日常生活が着床に及ぼす影響についての検討を行った．【方法】2011年4月から5

月までと2012年1月から4月までに当院で胚移植（新鮮胚及び凍結融解胚）を行った25歳から44歳までの297例につき，
充分なインフォームドコンセントの下，胚移植時に日常生活行動に関する問診を行った．全例において，妊娠4週0日の時
点で血中HCG値を測定し，2μg／ml以上を着床したと判断した．個々の指標につき，着床群と非着床群間において，　student－

ttest及びロジスティック回帰分析により有意差検定を行った．【結果】いずれの統計手法を用いても，両群間で，年齢，　BMI，

喫煙量（一日の喫煙本数×年数　Brinkman　index），カフェイン摂取量において有意差を認めた（P＜0．05）．しかし，睡眠

時間，パートナーの年齢，運動においては有意差を認めなかった．【考察】喫煙やカフェインが不妊に影響する可能性は示

唆されてきている．今回我々は，それらの影響を，ARTにおける着床と言う点で確認した．着床率の低下に対し，これら
がいずれの段階で影響したのかは，不明であり，物質的な側面を含め，今後の検討が必要である．しかし，今回の結果は，

ARTを成功に導くための日常生活指導に生かせる可能性がある．

P－194　再胚移植が胚に与える影響

○平田　　麗’2｝，中務　結貴11，斉藤　寛恵’），新藤　知911｝，川上　典子1），青井　陽子引，寺田さなえ1），吉岡奈々子］），

　羽原俊宏U，林　伸旨D
　D岡山二人クリニック，2岡山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

【目的】胚移植後，カテーテル内から受精卵が回収され再度移植を行うことがある．その発生要因および再胚移植による着床，

出産への影響を後方視的に検討した．

【方法】2009年1月から2012年4月までに当院で凍結融解胚移植を行った2343周期1030症例を対象とした．移植カテーテル
はWallace　Sure－Pro　UltraTM　catheterを使用し，移植培養液はUTMまたはEmbryoGlue　1《を用いた．カテーテル内へ空気2μ1，

培養液10pl，空気3plの順にローディングし，培養液の中央に受精卵が位置するように行った．移植は経腹超音波下に行い，

移植後は内筒および外筒を培養液で洗い流し，1回で移植が終了した場合を通常群，再度移植した場合を再ET群とした．

【成績】再胚移植の割合は移植周期あたり2．1％（50／2342）であった．胚盤胞1個移植を行った移植胚ステージ別の再ET発生

頻度は胚盤胞O．8％（2／254），拡大胚盤胞2．5％（23／921），一部突出胚盤胞2．5％（33／122）であった．通常群および再ET群

のそれぞれの平均年齢は36．0±4．3（mean±S．D．）歳36．0±44歳妊娠率は31．9％（732／2293），44．0％（22／50），流産率は

239％（175／732），1＆2％（4／22）と差は認められなかったが，生児獲得率（継続妊娠含む）は239％（549／2293），36．0％（18

／50）と有意差が認められた．良好胚盤胞1個移植に限定した妊娠率，生児獲i得率は再ET群が有意に高い結果となった．

【結論】胚移植後にカテーテル内から回収された胚を再び移植しても妊娠率の低下は認められず，カテーテル内に取り残される

こと，また複数回移植による胚へのダメージは少ないことが示された．再胚移植による生児獲得率向上のメカニズムは不明で

あり，さらに検討する必要があると考えられる．

P－195　　Sphingosine－1－phosphateはヒトextravillous
　　　　　　いる

trophoblastの浸潤調整に寄与して

○松本　久宣，佐藤　幸保，谷　　洋彦，杉並　　興，堀江　昭史，藤原　　浩，小西　郁生
　京都大学医学部婦人科学産科学教室

【目的】ヒトextravillous　trophoblast（EVT）は母体脱落膜や血管を浸潤する．我々は，血小板が母体血管内のEVT集塊

に付着して活性化され，ケモカインなど種々の液性因子を放出することで，EVTの母体血管への浸潤および母体血管の再
構築を促進している可能性を報告した．今回，血小板由来液性因子の一つである脂質メディエーターのSphingosine－1－phos－

phate（SIP）に着目し，そのヒトEVTにおける機能について検討した．【対象】患者の同意のもと人工妊娠中絶により得
られた絨毛組織（妊娠5週から10週）を実験に供した．【方法】初期絨毛を器官培養しEVTを分離した（以後，分離EVT）．

分離EVTにおけるSIP受容体のmRNAおよび蛋白の発現をRT－PCR法およびWestern　blotting法にて検討した．更に分
離EVT，絨毛組織におけるSlP受容体の発現をそれぞれ免疫蛍光細胞染色免疫蛍光組織染色にて検討した．次に，分離
EVTにSIPを添加し，その浸潤能および増殖能に与える影響をmatrigel　invasion　assayおよびWST　assayにて検討した．

【結果】RT－PCRおよびWestern　blottingにより分離EVTにてSIP受容体の一つであるSIP2のmRNAおよび蛋白が発現
していることが分かった．免疫蛍光細胞染色により分離EVTの細胞表面にSIP2が発現していることが確認された．絨毛
組織の免疫蛍光組織染色では，SIP2はcell　columnの領域に発現していた．　SIPの添加により，分離EVTの増殖能は変化
しなかったが，その浸潤能は促進された．【結論】ヒトEVTが機能性のSIP受容体を発現していることが示された．初期
胎盤において，母体血管内で活性化された血小板より放出されるSIPがヒトEVTの母体血管への促進し，母体血管リモデ
リングに寄与している可能性が示唆された．
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P－1　96　子宮内膜隆起病変が胚の着床に及ぼす影響について

○桑波田暁子1・L［，水野　涼子P，佐々木雅弘1），越知　正憲D，堂地　　勉21

　Pおち夢クリニック名古屋，2鹿児島大学産婦人科

【目的】子宮内膜の隆起病変には様々なものがある．とくに子宮内膜ポリープは子宮内膜の過形成であり，臨床的には問題

のない疾患と考えられている．しかし胚の着床に及ぼす影響に関しては不明でありその取り扱いについては一定の見解は得
られていない．体外受精の胚移植の際には内膜厚やホルモン値のコントロールのみが重要視され子宮内膜の形状に関しては

あまり注意がはらわれないことが多い．我々は子宮内膜の様々な隆起病変を切除することによりその後の胚の着床にどのよ

うな影響を及ぼすか検討を行った．【対象と方法】平成22年4月より平成23年12月までに子宮内膜の隆起病変を認める51
症例に対し，患者の同意を得たうえでソノヒステログラフィおよび子宮鏡で子宮内膜の形状を確認し子宮鏡下ポリープ切除
もしくは子宮内膜掻爬を行った．【結果】47例が子宮内膜ポリープ，2例がEndometrial　hyperplasia，　complex　with　atypia，

1例がEndometrioid　adenocarcinoma，　G2，1例がsubmcosal　myomaであった．胚移植が施行できた49例中35例（71．4％）

にその後の胚移植で妊娠が成立した．Endometrial　hyperplasiaの症例は掻爬後に胚移植を行い，一例が妊娠成立した．悪
性疾患については子宮温存が可能か判断のため高次施設に紹介となった．【考察】体外受精において，子宮内膜の形状に関

しては注意を払わず胚移植が行われていることが多い．子宮内膜ポリープは比較的によく見かける疾患であるが見逃されが

ち，軽視されがちな疾患である．子宮内膜の隆起病変は胚の着床に関しては抑制的に働くと考えられる．また内膜操作，お
よび組織診後の胚着床率の上昇も以前より指摘されている事である．着床率の向上および悪性疾患の早期発見のためにも，

内膜の非博化を来さないような方法で切除や掻爬を行うことが大切であると考えられる．

P－197　着床障害が疑われる症例に対する子宮内膜ブラシ刺激の効果

○生田　克夫，永谷　　都，古田　麻緒

　いくたウィメンズクリニック

【目的】体外受精胚移植治療周期において良好胚を繰り返し移植しても妊娠に至らず，着床障害が疑われる反復不成功例に

対して，子宮内膜の部分掻爬による刺激効果が報告されている．今回子宮内膜刺激を子宮内膜細胞診検査で使用されるブラ

シを用い，ブラッシングによる子宮内膜への局所刺激が移植胚の着床に好影響を及ぼすかについて検討した．【方法】反復
不成功症例の凍結解凍胚移植治療をホルモン調節周期で行い，胚移植周期の卵胞期に相当する時期に，患者の同意を得て子

宮内膜細胞診に用いるブラシにより子宮内膜表面を擦過した．【成績】症例数は33症例で，平均年齢は36．9（31～47）歳で

68周期に内膜ブラッシングを施行した．治療成績は症例あたりでは18症例（54．5％）で妊娠が成立し，12症例（36．4％）が

分娩・妊娠継続中となった．周期あたりでは21周期（30．9％）で妊娠が成立したが，9周期が流産となり妊娠継続・分娩周

期は13周期（19．1％）で，流産率は42．9％であった．胚移植は1胚移植と2胚移植での妊娠率に差はなかったが，2段階胚

移植を行った場合に妊娠率が高い傾向が認められた．【結論】着床障害が疑われる反復不成功症例における子宮内膜の刺激

は，移植周期の卵胞期に子宮内膜細胞診ブラシを用いて行っても効果があるものと考えられた．

P－198　凍結融解胚移植における子宮因子の妊娠率に及ぼす影響についての検討

○苔口　昭次，片岡　信彦，岡本　恵理，山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀f－，十倉　陽子，緒方　洋美，

　塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

「目的」生殖補助医療において，胚を移植する前に子宮内環境を評価しておく事が重要である，当院では胚移植までに子宮鏡にて子

宮内病変の有無を観察するようにしている．子宮内膜ポリープを認める場合には，基本的に子宮内膜掻爬術および病理検査を実施

する．また卵管子宮口（UtO）の形態を詳細に観察することで卵管因子の発見に努めている．そこで子宮内膜ポリープに対する子

宮内膜掻爬術がその後の治療成績に及ぼす影響，およびUtOの形態が治療成績に及ぼす影響を初期胚移植（ECT）およびと胚盤胞

移植（BT）別に検討した．クラミジア感染（Chl感染）の既往も併せて検討した．「方法」2011年7月から翌4月までに，初回の
融解胚1個移植を実施した544例を対象とし，（1）卵管子宮口（UtO）の形態異常の有無別，（2）子宮内膜ポリープに対する子宮内

膜掻爬術の有無別（Po術後群とPo無群）（3）Chl感染既往の有無別，　ECT：131例，　BT：413例における臨床妊娠率（GS確認）と

継続妊娠率について検討した．「結果」ECTでUtO形態異常あり群と無し群の臨床妊娠率はそれぞれ3／33（9．1％）と34／98（37．7％）

であった（p＜O．05）．ECTでPo術後群とPo無群での臨床妊娠率は13／25（52．0％）と12／106（20．8％）であった（p〈0．Ol）．　Chl

感染既往の有無別の検討では臨床妊娠率に差はなかった．BT移植においては上記（1）一（3）で群別に妊娠率に有意差はなかった．

「結論」UtOの形態に異常を認める場合，　ECTでは有意に妊娠率が低下したことから，　UtOの形態異常は初期胚の子宮内での発生

あるいはその後の着床に負に影響している事が示唆された．Po術後群のECTにおいて妊娠率が有意差に高かったことから，子宮

内膜掻爬術が子宮内の着床環境に好影響を与える可能性が示唆された．BTでは両群間で治療成績に差を認めなかったことは，初期

胚と胚盤胞において移植後子宮内での発生・着床過程が両者に差がある事を示唆している．今後さらに解析して行きたい、
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P－199　子宮の帝王切開癩痕部に貯留する分泌液に対し，胚移植前にGn－RHの長期投与
　　　　　　と分泌液の反復吸引・洗浄を行い着床した2症例

○佐藤　　修

　苫小牧市立病院産婦人科

【緒言】帝王切開（以下，帝切）後に生ずる子宮筋層の陥凹型癩痕は，続発性の不妊や体外受精一胚移植時の着床障害の原因

となりうるといわれ，同部に貯留する月経血や分泌物の影響が示唆されている．今回，ART加療中の帝切既往の2症例に対
しGn－RHの長期使用および子宮内腔の洗浄を組み合わせた後に胚移植を行い，妊娠したので報告する．【症例1】33歳，　ART

適応は子宮内膜症因子（帝切後に判明）．2007年からART加療開始，2回目の胚移植（以下，　ET）で妊娠経過は順調であっ
たが，児頭骨盤不均衡の診断となり40週で帝切分娩．その後，第2子希望のため再度凍結胚移植を試みる過程で帝切癩痕部

の液体貯留が確認された．未処置の2回のETでは妊娠しなかったため，同意を得てGn－RHを8週間使用，　ET前に数回カ
テーテルを用いて分泌液の吸引・培養液を用いた洗浄を行った．この処置2回目のETで妊娠が確認され，現在30週で経過
順調である．【症例2】32歳ART適応は卵管因子．既往としてクラミジア感染，卵管鏡下卵管形成術後．右卵管妊娠のた
め同側卵管切除後2003年からART開始，初回ETで妊娠．経過は順調であったが，分娩停止の診断となり39週で帝切分
娩第2子希望でART再開，2009年に再度妊娠26週でIUFDとなったため帝切で分娩．反復帝切後の状態で次子希望さ
れた．診察時帝切癩痕部に陥凹および同部の液体貯留を確認未処置の1回のETで妊娠せず．症例1と同様にGn－RH8週
間の使用と内腔の吸引・洗浄後にET．同周期で着床が確認されたが，7週で心拍が消失し稽留流産となった．【結語】帝切

癩痕による不妊・着床障害に対しては，あまり吸引後の効果が認められないといわれ，腹腔鏡や子宮鏡による外科的介入の
報告が多い．本法では施行後ともに1～2回目で着床が認められており，外科的介入の前に試みてもよいと考えられた．

P－200　AMHは卵の質を評価する指標となり得るか？

○政井　哲兵P，堀川　　隆D，大谷香央里v，松岡　典子ll，猪野友香里D，小林はつ美D，天田　千尋v，大場奈穂子P，
　藤村　佳子1），荒木　泰行L’），佐藤　ee－1）

　；〉高崎ARTクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

【日的】卵巣機能評価の指標として近年AMHが注目されており，　AMHは卵巣予備能を反映すると報告されている．　AMHが卵の質を評価する指標となり得る

か，卵巣刺激を行わない自然周期採卵症例について検討した．

【期間と対象】2011年1月～12月までにインフォームドコンセントを得てAMHを測定し，自然周期採卵でconventional　IVF，およびICSIを行った400周期，

平均年齢37，0±4．4歳（25～46歳）を対象として後方視的に検討した．妊娠率は新鮮初期胚移植（D2移植）を行った症例を対象として検討した（全例で単一胚

移植を実施）．

【方法】AMHは月経周期のD3～D5に採血を行い，　EIA法で測定した．（単位はpmol／L）．患者全体をAMHの値でく3，3≦＜10，10≦＜20，20≦＜30，30≦

の5群に分けた．採卵はGnRHアゴニスト点鼻薬300pg投与後，約33～34時間後に行った，年齢とAMHの相関，採卵あたりの卵回収率，35歳未満，35歳～

40歳未満，40歳以上における移植あたりの妊娠率（βHCG陽性，　GS陽性）について検討した．なお，移植あたりの妊娠率をもって卵の質的評価の指標とした．

【結果】年齢とAMHの間には負の相関が見られた（相関係数＝－O．43）．採卵あたりの卵回収率は年齢に関らずAMHが低い程減る傾向にあるが，30pmol／L≦

AMH群でも減少した，βHCG陽性で見た移植あたりの妊娠率は，同じ年齢層であればAMHに関らず差は見られないが，年齢が上がるに伴い妊娠率は下がる

傾向にあり，40歳以上では妊娠率は有意に低下した（P＜005）．またtGS陽性で見た移植あたりの妊娠率でも有意差はなかったがほぼ同様の傾向が見られた．

【結論】加齢によりAMHは低下する．年齢に関らずAMHが低い程採卵あたりの卵回収率が減る傾向を認めた．加齢により妊娠率は低下するが，同じ年齢

層ではAMHの値に関らず妊娠率に差を認めなかったことから，　AMHは直接的には卵の質を反映しておらず，卵の質を評価する指標とはなりにくいと考えら

れる，

P－201　同一・症例におけるAMH値の時間的変化の追加検討

○立木　　都D，園原めぐみ1・2，3），阪本

　羽柴　良樹12・3），浅田　義正1・2・3｝

　1）医療法人浅田レディースクリニック，

美香］・2．3｝，胡桃沢智子L2　3［，加納　博美123），福永　憲隆劉，小栗　久典12．3），

L° 浅出レディース勝川クリニック，S）浅田レディース名古屋駅前クリニック

【目的】卵巣予備能の指標であるAMHの時間的変化つまり加齢について以前に我々は報告をした．今回，新たに追加検討をしたので

報告する，【対象および方法】2008年6月～2012年5月に当院にて測定したAMH値を，年齢別とAMH数値別に同一症例にて時間
的変化を検討した．また今回は不妊治療歴のない一般女性と当院患者との比較検討も追加した．測定は2008年6月測定開始当初は

EIA　AMH／MIS（Beckman　Coulter社）を使用し，2011年5月にはAMH　Gen2（同社）へ検査試薬の切り替えをしている．測定は

EIA法にてAMH／MISキット（MBL社）を使い二重測定した．【結果】全症例n＝3400年齢34．8±4．4歳　平均AMH3、81ng／mlの
うち長期追跡調査できた症例n＝87の初診時平均年齢は35．5±4．3歳　AMH2．73ng／mlであった．最終測定時は23．6か月後でAMH

1．91ng／mlであり，1カ月あたりの減少は平均一〇．03ng／mlであった．前回同様．年齢別変化で若いほど減少幅は大きく，年齢を重ね

るに従って減少幅は小さくなる傾向がみられ，AMH値別変化でも数値の低い場合には減少幅は小さく，数値の高いほど減少幅は大

きくなる傾向がみられた．また不妊治療歴のないAMH検査に同意の得られた一般女性　nニ29初回測定時平均年齢30．4±7．0歳

AMH5、04ng／mlで，最終測定時22．8か月後でAMH3．94ng／mlであり，1か月あたりの減少は平均一〇．05ng／mlであり，当院患者との

間に有意な差はなかった【考察】前回同様，年齢別，AMH数値別に変化の傾向があるといえた．今回，長期追跡調査できた中には，

長期にわたって治療を継続している症例，第2子第3子希望で再度治療を開始した症例などさまざまであった．また不妊治療歴の有

無にかかわらず全ての女性でAMH値は時間的変化，つまり加齢により減少するといえ，不妊女性特有の卵巣予備能低下傾向を伺う

事はなかった．検討症例の中には数値の変動または増加がみられる症例もあったため，今後の検討課題にしたい．
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P－202　不育症・不妊症におけるAMHと妊娠継続について

○浅井のりこ，齋藤　依子，金谷　美加

　医療法人社団いちご会美加レディースクリニック

【目的】卵巣予備能の指標とされている抗ミュラー管ホルモン（AMH）は，　ARTにおいて治療法の指標の一つになってい

る、AMH低値症例の妊孕能は低いとされているが，低値症例でも妊娠の報告がなされている．また，　AMHと妊娠継続と
の関連性についても必ずしも明らかではない．そこで不育症・不妊症のAMHと妊娠継続との関連について検討した．【方
法】2010年2月～2011年5月にAMHを測定した23歳～47歳までの不育症104名，不妊症315名を対象とし，不育症，不
妊症の妊娠群，非妊娠群の平均年齢とAMHについて検討した．次に，妊娠群において出産群と流産群の平均年齢とAMH
について検討した．【結果】不育症の平均年齢およびAMHは，妊娠群34．0±4、3歳4．19±4．Ong、／ml非妊娠群37．6±3．6歳
2．66±2．3ng／mlであり，出産群で32．7±4．4歳4．77±4．6　ng／ml，流産群で37．4±2．8歳2．76±2．4　ng／mlとなり非妊娠群，

流産群での平均年齢が高く，AMHが低い傾向がみられた．また，不妊症の平均年齢およびAMHは，妊娠＃e　3s．o±4．2歳，
4．74±3、7ng／ml，非妊娠群35．5±4．6歳，4．25±5．1　ng／mlであり，出産群で35．0±3．9歳，4．56±2．6　ng／ml，流産群で35．8±

5．6歳2．88±1．9ng／mlとなり流産群でAMHが低くなる傾向がみられた．【考察】不育症の非妊娠群，流産群でAMHが低
くなったのは年齢が高いことが原因と考えられる．不妊症では，平均年齢にほとんど差がみられず，流産群でAMHが低い
傾向がみられたため，さらなる検討が必要であると考えられる．

P－203　40歳以上の症例においてAMHが低値であっても卵巣刺激は有効である

○佃　　笑美，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，前沢　忠志，姫野　隆雄大西　洋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴，
　井上　朋子，森本　義晴

　医療法人三彗会IVFなんばクリニック

【目的】40歳以上の不妊患者の治療方針決定におけるAMH値との関連を検討した．【方法】2010－11年実施の40歳以上の
刺激周期（SC）：274，自然又は低刺激周期（NC）：1082の計1356周期を対象とした．　AMH　10　pmol／L未満と10　pmol／L

以上にわけ，年齢と刺激方法別に成績を比較した．【結果】AMH　10未満のSCとNCとで採卵数と受精卵数を比較すると40－
41歳（7．6　vs．1．9，4．6　vs．1．2）と42－44歳（5．8　vs．1．7，3．2　vs．　Ll）共にSCで有意に多かった（p＜O．OOI）．一方，妊娠率は

SCとNC間で，40－41歳42－44歳どちらの年齢区でも差はなかった．また，45歳以上では各項目で差はなかった．　SC
の採卵あたりの移植回数（1．1）はNC（O．4）に比べ有意に多かった（p＜O．OOI）．　AMH10以上のSCとNCとで採卵数と受
精卵数を比較すると40－41歳（11．2vs．2．7，6．4　vs．1．4），42－44歳（11．1　vs．2．5，5．9　vs．1．5）および45歳以上（12．4　vs．1．9，

6．4vs．1．0）でSCが有意に多かった（p＜0．001）．一方，妊娠率はSCとNC間で，40－41歳42－44歳および45歳以上の全
ての年齢区で差はなかった．SCの採卵あたりの移植回数（1．4）はNC（0．5）に比べ有意に多かった（p＜O．OOI）．【考察】通

常，40歳以上でAMHが低値の場合，　NCを選択する事が一般的であるが，本実験の結果より，　SCを選択した場合，　NCに

比べ治療に用いる胚数が増加し，その結果，移植回数が増えた．一方，妊娠率には差がないことから，10pmol／L未満の場
合でもSCはNCより効率的であることが示唆された．

P－204　AMH値と生活習慣，患者背景との関連一喫煙，アルコール，カフェイン摂取は卵
　　　　　　巣予備能を減少させるか？一

○楠田　朋代，岡野真一郎，川上佐智子，石田　智子，住田　美佳，福永　恵美，絹谷　正之
　絹谷産婦人科

【目的】Anti－Mullerian　hormone（AMH）は卵巣予備能評価の指標とされているが，その数値に個体差が大きいことも知られる．　AMH

低値と関連する因子を知ることは予防医学の観点からも重要と考え，今回AMH値と患者背景の関連について検討した．【方法】平成

23年10月から24年4月までに挙児希望で当院を受診しAMHを測定した393例を対象とした．年齢，既往歴及び生活習慣（喫煙歴，

飲酒頻度コーヒー摂取量など）に対する問診表を作成しAMH値との関連を調べた．【結果】PCOSの診断基準を満たす54例のAMH
値は1（）．7±0、88ng／mlとPCOSでない例の3．15±Ol5に対し，有意に高値であった（p＜O．OOOI）．　PCOSを除外した339例において年

齢別のAMH平均値は，30歳以下4．69±O．46，31－35歳3．45±0．26，36－40歳2．75±021，41歳以上1．01±0．22ng／mlだった（p〈O．OO1）．

既往歴のうち，反復流産例の平均値はL27±O．46　ng／ml，自己免疫疾患例の平均値は2．35±0．51　ng／mlと有意差はないものの既往歴

のない例の3．24±O．17ng，／mlに対し低値であった．喫煙歴ありの91例の平均値は2」66±0．23ng／mlで喫煙歴なしの3．34±1．96ng／ml

より低い傾向にあった．飲酒頻度が毎日である22例の平均値は2．48±O．38ng／mlと飲酒なしの3．27　±　O．27ng／mlや機会飲酒のみの

3．14±0．21ng／mlに対し低値の傾向を示した，コーヒー摂取量に関しては，4－6杯の15例で2415±0、53ng／mlと0－3杯の3．19±O．16ng

／mlに対し低値であった．今回35歳以下の182例中，　AMHが2ng／m1未満の例が52例存在し，2ng／ml未満の群では喫煙歴ありの

割合が327％と2ng／ml以上の群の23．0％と比較し高い傾向にあった．【結論】今回の検討ではPCOSの有無年齢以外は有意差を

認める因子はなかったが喫煙，飲酒，カフェインともに多く摂取している群でAMHが低い傾向を認めた．高齢でなく生活習慣など

のリスクもないと思われる低値例も多く存在し，そのような症例を早期発見するためのAMH普及が重要と思われた．
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P－205　AMH低値にもかかわらず妊娠に至った64症例の検討～AMHだけで排卵誘発法は
　　　　　　決まらない～

○石川　弘伸，舘林　美希，田中亜理佐，野々口耕介，木下　勝治，渡辺由美子，山口　剛史，田村　　出，森　　崇英，

　渡邉　浩彦

　醍醐渡辺クリニック

【目的】Anti－Mifllerian　Hormone（AMH）は卵巣予備能の指標として測定が普及しつつある．　AMH値は発育途上にある胞状卵胞の数を反映して

いると考えられるため，AMH値が低値であれば排卵誘発に対する卵巣の反応性は低下し，体外受精をはじめとする生殖医療における治療効率は

悪化するとされている，近年社会構造の変化に伴い，卵巣予備能が低下してから挙児を希望するカップルが増加し，こうした難治症例への対応が

求められつつある．そこで当院においてAMH低値にもかかわらず妊娠に至った64症例を検討し卵巣予備能低下例への対応について考察した．

【対象】2009年6月以降現在に至るまで，当院の不妊治療で妊娠後妊娠継続もしくは出産に至った症例中AMH値が5pmol／L（O．7ng／mL）以下で

あった症例を対象とした．

【結果】患者の年齢分布は30歳未満2例（3％），30歳以上35歳未満10例（16％），35歳以上40歳未満32例（50％），40歳以上20例（31％）で

あった．最高齢は45歳であった．AMH測定感度以下の症例を10例認めた．妊娠成立法は1例のみがタイミング指導で63例は体外受精であっ

た．妊娠に至った際の卵巣刺激法は，ショート法32例（51％），アロマターゼ阻害剤＋hMG　13例（21％），クロミッド＋hMG　8例（13％），　hMG－

hCG　5例（8％），ロング法2例（3％），自然周期1例（1．5％），その他2例（3％）であった．

【考察】AMH測定感度以下の症例でも妊娠例が認められており，　AMH低値を理由に安易に治療の継続を断念することなく根気良く治療する価値

があると思われた．妊娠成立に至った際の卵巣刺激法は多岐にわたっており，1つの刺激法に固執することなく，様々な刺激法を試み試行錯誤す

ることが重要と思われた、

P－206　40歳以上の患者におけるAMH値と妊娠予後との相関についての検討

○田島　敏秀t・2），後藤　哲也1），向田　哲規3｝，岡　　親弘11，高橋　克彦3）

　D東京HARTクリニック，2慈誠会病院3）広島HARTクリニック

【目的】近年，ライフスタイルの変遷に伴い，不妊症治療患者が高齢化してきている．今回我々は40歳以上の不妊症患者を

対象として卵巣予備能の指標として血清抗ミュラー管ホルモン（以下，AMH）値と妊娠予後の相関について検討した．【方
法】2010年1月から2011年4月までに当院を受診し，初診時にAMHの採血に同意が得られ，体外受精を受けた40歳以上
の女性96症例137周期を対象とした患者をA群（AMH＜5pmol／L：36名；59周期），　B群（5pmol／L≦AMH＜10pmoL／L：
31名144周期），C群（10pmol／L≦AMH：29名：34周期）の3群に分類し，各群の平均年齢，採卵数受精率，臨床的妊
娠率などについて検討した．体外受精の誘発方法はアンタゴニスト法あるいはショート法とした．【成績】A，B，　C群の平
均年齢は，各々42．2歳，41．7歳41．4歳であった．平均採卵数は，3、2個，7．4個，12．8個とAMHが高い群で有意に多かっ
た．ICSIの受精率は67．0％，71．2％，65．8％と各群で差を認めなかったが，　IVFの受精率は33．0％，55．1％，62．5％とAMH

が高い群で高い傾向が認められた．胚盤胞の凍結率は23．0％，57．1％，80．0％とAMHが高くなるに従い増加傾向が認めら
れた．患者あたりの臨床的妊娠率は＆3％（3／36），16．1％（5／31），24．1％（7／29），生産率は2．8％，9．7％，24．1％と，AMH

が高い群で増加傾向が認められた．流産率には差を認めなかった．【結論】40歳以上の患者では，AMHの低下はARTの妊
娠率低下を反映しており，特にAMH5　pmol／L未満の症例に関しては妊孕性は極めて低かった．　AMH値が低い患者には妊
孕性に関して詳細な情報提供を行い，その上で希望者に対しARTを施行していくことが肝要であると思われた．

P－207　AMH低値症例の妊娠成績の検討

○西垣　　新，小池　弘子，林　麻衣子，梶原多恵子

　産婦人科西垣ARTクリニック

【目的】卵巣予備能の指標としてAMH測定は有効である．年齢とともにAMH値は低下するが，低AMH値症例でも，年
齢によって妊娠率等に違いがあるかどうかははっきりしない．今回，AMH低値の妊娠例を年齢層別に後方視的に検討した．

【方法】2010年1月より2012年2月までにAMHを測定した不妊患者579症例のうち妊娠が成立した232例につき，　AMH＜
10pmol／1の群（L群）51例とAMH≧10pmol／1の群（N群）181例，をそれぞれ29歳未満群，30～34歳群，35～39歳群，
40歳以上群に分け，妊娠率・不妊治療期間・不妊治療内容につき，比較検討した．【成績】妊娠率はL群で27．6％（51／185）

でN群の45．9％（181／394）と比べ有意に（p＜O．01）低率であった．年齢層別の妊娠率ではL（29歳未満）群；31．6％⇔N
（29歳未満）群；45．9％（N．S），　L（30～34歳）群；44．1％⇔N（30～34歳）群；50．6％（N．S），　L（35～39歳）群；26．4％⇔

N（35～39歳）群；45．1％（p＜O．Ol），　L（40歳以上）群；15．6％⇔N（40歳以上）群；21．4％（NS）であった．【結論】低

AMH値症例，特に35～39歳の年齢群ではAMH≧10pmol／1の群に比較して妊娠率が低いので，より早期からの積極的な不
妊治療が必要と思われた．
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P－208　抗ミュラー管ホルモン（AMH）値と生児獲得率・流産率の相関検討

○鴨下　桂子い，川口　里恵1），野口　幸子1），伊藤　由紀t｝，横須賀治子1），飯倉　絵理D，斉藤　幸代1），拝野　貴之1），

　林博2［，杉本公平1），大浦訓章1｝，岡本愛光1），田中忠夫川
　t｝東京慈恵会医科大学附属病院，2｝恵愛病院生殖医療センター

【日的】AMHは前胞状卵胞の頼粒膜細胞から放出され，分泌量が年齢と逆相関する．卵巣予備能の評価指標であるAMH値と
生児獲得・流産率を検討することにより臨床診療の資とする．【対象と方法】対象は，当大学附属病院生殖・内分泌科通院患者

のうち，2009年10月～2011年6月に血清AMH値を測定後1年以上当科で経過観察し得た299名とした．（1）検査外注先で
あるSRL社におけるAMH平均値28．6　pmol／L（およそ35歳時の平均値）を基準として，高値群（n＝71）と低値群（n＝228）
に分類し，両群の平均年齢，妊娠率，流産率について比較検討した．（2）35歳未満（n＝llO），35歳以上40歳未満（n＝　111），

40歳以上（n＝78）に分類し，各群内でのAMH高値群と低値群問における妊娠率と流産率を比較した．統計学的検討にstudent－
t検定，X2検定を用いた．【結果】（1）平均年齢はAMH高値群33．7±3．9歳，　AMH低値群37．0±4．3歳であった．累積妊娠率は，

AMH高値群55／71例（77．5％），　AMH低値群131／228例（57．5％）であり，高値群において有意に妊娠率が高かった（P＜O．05）．

流産率はAMH高値群8／55例（14．5％），　AMH低値群32／131例（244％）であり，高値群で低い傾向にあった（P＝O．13）．生

児獲得率はAMH高値群66％，低値群43％であった．（2）どの群においてもAMH高値群と低値群間での妊娠率と流産率に統
計学的に有意差はみられなかったp【考察】AMH高値群の平均年齢はおよそ34歳，流産率は14．5％であり，2009年日本産婦

人科学会によるART妊娠齢別データ全国統計での流産率21．0％と比較すると，　AMH高値であることは流産率の低下を予測す
る因子になり得る可能性が示唆された．またAMH低値群の流産率は，その平均年齢37歳の流産率　25．2％とほぼ同率であり，

AMH低値であったとしても年齢相応の流産率となる可能性が示唆された．今回の結果は年齢層に偏在がないと考えられた．

P－209　チョコレート嚢胞・皮様嚢腫の手術後にAMHが低値となり，　ART施行により妊
　　　　　　娠・分娩に至った一症例

○森若　　治，金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，神谷　恵理，本間　寛之，藤本　　尚，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

【目的】AMH（抗ミュラー管ホルモン）は卵巣予備能の指標として，不妊症治療施設において広く用いられている．今回わ

れわれは，チョコレート嚢胞・皮様嚢腫の手術後にAMHが低値となり，　ART施行により妊娠・分娩に至った症例を経験
したので報告する．

【症例】28歳，0妊0産，不妊期間は1年6ヶ月．平成22年3月，挙時希望にて当院初診．初診時，経膣超音波およびMRI
にて右卵巣に27mmの皮様嚢腫と36　mmのチョコレート嚢胞，左卵巣に29　mmのチョコレート嚢胞を認めた，　AMH値
は84．2pmol／Lであった．経過観察あるいは腹腔鏡下チョコレート嚢胞・皮様嚢腫摘出術および手術による卵巣予備能低下

の可能性や合併症等をお話しした後，しばらく来院されなかった．その間，札幌市内の産婦人科にて腹腔鏡下手術を施行，

IUIを3回施行したが妊娠に至らなかったとのことで，平成23年1月，再度来院されたが，　AMH値は＆3　pmol／Lと，激
減していた．早めのステップアップが必要と考え，ARTを施行．　Long法で6個採卵，4個受精，　DAY2で1個胚移植を施
行し単胎妊娠となり，平成24年4月，3812gの健常な男児を経膣分娩した．
【考察】AMHは卵巣予備能の指標として広く用いられており，加齢や卵巣手術等により低下する．とくにチョコレート嚢胞

摘出後はAMH値の低下をまねきやすいという報告もあるため，卵巣予備能に十分配慮した手術法が必要であると思われ
る．大幅なAMH値の低下が見られる症例では，早めのステップアップが有効であることが示唆された．

P－210　妊娠初期の血中βHCG測定の妊娠予後判定の有効性

○永吉　　基，田中威づみ，伊熊慎一郎，田中　　温

　セントマザー産婦人科医院

【目的】当院では，体外受精・胚移植の妊娠成立の判定をこれまで尿中HCGによる定性検査で行なってきたが，院内で血中

βHCGを測定し，約1時間で結果を出すことが可能になった．そこで，妊娠初期のβHCG測定が妊娠予後判定に有効かどう
か検討した．【方法】平成23年1月から平成24年4月まで当院で行なった（a）排卵誘発周期と（b）凍結胚移植周期の移
植14日目のβHCGを測定し，その後妊娠成立症例の正常と流産を調べ，どのような違いがあるか検討した．排卵誘発法は，

Short法，　Long法，　GnRHアンタゴニスト法を行い，凍結胚移植は，自然周期とホルモン補充周期で行なった．また，排卵
誘発周期と凍結胚移植周期の正常と流産に分け，35歳以上と35歳未満で相違があるか検討した．【結果】（1）排卵誘発周期：

正常群567．8mlU／mL流産群141．lmlU／ml凍結胚移植周期：正常群1455．1mlU／mL流産群3555mlU／ml（2）排卵誘発
周期：（a）正常群35歳未満504．7mlU／ml，35歳以上598．3mlU／ml（b）流産群35歳未満：200．1mIU／mL　35歳以上：111．6

mlU／ml（3）凍結胚移植周期：（a）正常群35歳未満：14022mlU／ml，35歳以上：15269mlU／ml（b）流産群35歳未満：131．1

mlU／ml　35歳以上：392．9mIU／ml（4）流産の排卵誘発周期21日目βHCG／14日目βHCG：11．5，流産の凍結胚移植周期21

日目βHCG／14日目βHCG：53【結論】（1）排卵誘発周期と凍結胚周期ともにβHCGは，正常群が流産群より有意に高かっ

た．（2）正常群，流産群とも，凍結胚周期のβHCGの方が排卵誘発周期よりも有意に高かった．（3）排卵誘発周期と凍結胚
周期の流産群で，年齢による有意差があった．（4）正常群と流産群でβHCGの平均値の有意差はあるものの，ばらつきが大
きく，境界値を決めることは難しかった．
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P－211 自然周期におけるLH　surge時の卵胞径に関する検討

○大原　　Pt1），高井　　泰1｝，五味　陽亮IJ，一瀬俊一郎D，板谷　雪子V，松永　茂剛1），斉藤　正博1），関　　博之】），

　伊東宗毅2），神谷恵理3㌧林　直樹4）
　1）埼玉医科大学総合医療センター産婦人科，2）赤心堂病院産婦人科，3榊谷レディースクリニック，1）ミューズレディースク

　リニック

【目的】高齢女性（45歳以上）の排卵直前における卵胞径は若年女性（34歳以下）に比べて有意に小さいと報告されている（J　Clin

Endocrinol　Metab，2003）．そこで，　LH　surge時の卵胞径が，年齢やovarian　reserveによって影響を受けるか否かを検討した．

【方法】2007年1月から2012年5月までに自然周期での凍結胚盤胞移植を施行した症例のうち，LH　surge（血中LH＞10　mIU／

mLかつP4＜1．lng／mL）を認めた108症例，182周期の卵胞径や血中ホルモン濃度を測定した．【成績】妊娠周期と非妊娠周期を

比較したところ，妊娠周期は非妊娠周期より有意に年齢が若かったが（P＝O．0168），血清AMH値や卵胞径その他のホルモン
値に有意差は無かった．そこで，妊娠周期と非妊娠周期を合わせて解析したところ，年齢（30歳未満，30－34歳，35－39歳，40

歳以上）やAMH値（1．O　ng／ml未満，10以上2．0未満，2．0以上4．0未満，4．0以上）によって卵胞径に有意差はなく，10〈LH≦

20およびLH＞20の時，それぞれ17．3±2．lmm（mean±SD）および17．9±1．5mmで後者が有意に（P　＝＝　00254）大きかった．ま

た，LH＞20における卵胞径において一部の測定者間に有意差を認めたため，同一測定者内で同様の解析を行ったが，やはり年齢

やAMH値による傾向は認めなかった．同一症例内でも各周期間に2mm以上の卵胞径の差異を認めた．【結論】胚盤胞が得られ
る程度の年齢およびovarian　reserveを有する女性において，融解胚移植を施行できる卵胞発育を示す周期においては，年齢や血

清AMH値に関係なく，卵胞径が17－18mmに達した時点でhCG　surgeを起こすことが多いことが示唆された．ただし，卵胞計
測値には測定者によるばらつきがあり，同一症例内でも少なくとも2mm以上の周期間変動があることに留意すべきである．

P－212　リピオドールを用いた子宮卵管造影方法の検討とその治療成績

○寺田　陽子，神山　　茂佐久本哲郎，徳永　義光

　ALBA　OKINAWA　CLINIC

【目的】子宮卵管造影検査（HSG）は，以前よりその治療的効果が報告されている．一般に油性造影剤と水溶性造影剤では，

油性造影剤のほうが，その治療的効果は高いとされているが，X線透視機器が必要であること，検査時の疾痛刺激などのた

め，近年超音波下卵管疎通検査が多用されている．今回我々は，HSG検査の痔痛軽減の工夫を行い，その後の妊娠率につい

て検討したので報告する．【方法】2011年1月から6月までの期間に，当院においてリピオドールHSGを施行し，重症男性

因子がなく，少なくとも1側の疎通性が確認された212例について，妊娠成績を後方視的に検討した．排卵障害，頚管因子
へは排卵誘発人工授精を適応に従い行った．当院におけるHSGの工夫点として，卵管疎通性検査用カテーテルを用い，　X
線透視下に油性造影剤をできるだけ緩徐に注入する．ごく軽度でも下腹部の圧迫感や痛みの自覚があれば，造影剤の注入を

止め，造影剤を吸引後に再注入を試みる．造影剤の腹腔内への流出を確認した時点で検査を終了し，造影剤使用量を減量し

た．検査終了時に子宮腔内の造影剤は可能な限り吸引除去した．【成績】212例の平均年齢は36．2±4．3歳平均不妊期間は

2．6±2．4年で，原発性不妊は105例，続発性不妊は107例であった．痔痛による検査中止や感染の合併症は認めず，検査終

了後に全例が速やかに帰宅可能であった．HSG後の妊娠例は74例（34．9％）で，原発性／続発性では37例（35．2％），37例
（34．6％）であった，検査施行後妊娠までの周期数は6周期以下が81J％（60／74例）であった．年齢別の妊娠率を検討する

と39歳以下では40．2％（68／169例），40歳以上では13．9％（6／43例）であった．【結論】リピオドールHSG後6周期以内

に34．9％に妊娠成立した．40歳以上でも13．9％に妊娠が成立したことより，リピオドールHSGは治療的効果があり，体外
受精前に行う検査・治療として有用と考える．

P－213　Primary　Ovarian　Insufficiency（POI）の原因解析

○吉岡　伸人1），西島　千絵1〕，杉下　陽堂’），高江　正道1），洞下　由記1），河村　和弘D，田中

　石塚　文平2｝

　1）聖マリアンナ医科大学病院産婦人科，2）聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター

守1），鈴木　　直］），

【目的】Primary　Ovarian　Insufficiency（POI）は一般的に早発閉経と呼ばれており，難治性の不妊症を呈する．現在の一般的な定義は40

歳未満の続発性無月経で，かつ血中卵胞刺激ホルモン（FSH）値が40mIU／ml以上で診断される．妊娠，出産例も散見されるが，難治性不

妊症となり治療に難渋する，POI発症率は一般女性の1／100といわれており，稀な疾患ではない．原因に関して染色体異常や自己免疫性疾

患との関連が示唆されているが，詳細な分析の報告は現在までなく，当院におけるPOI患者の原因について解析した．

【方法】当院にてPOIと診断された518人を対象として，原因解析を行った．

【成績】POIの原因として，米国生殖医学会によれば，遺伝的要因，自己免疫疾患，医原性，特発性に分類している，当院における分布で

は，医原性が疑われる症例が13％，自然発症432例中，14％に染色体異常を認め，ほとんどがX染色体異常であった．遺伝子異常は3％

に認めた．正常核型症例における自己抗体陽性率は46％と高率であった．自己抗体陽性率は抗サイログロブリン抗体が47％と最も高く，

抗核抗体14％，抗カルジオリピン抗体7°／。，抗セントロメア抗体1％であった．自己抗体保有者中自己免疫疾患合併が22％にみられた．

【結論】当院でのPOIの原因分布において，医原性が13％，自然発症のうち染色体異常を14％で認めた，また，詳細な機序は不明である

が自己免疫機構とPOIとは関連が示唆されており，自己抗体による卵胞発育停止や，卵胞数低下を引き起こすと報告されている，今回半数

以上に自己抗体が検出され，特に甲状腺疾患，SLEに関連する自己抗体がほとんどを占め，発症している場合も少なくなかった，免疫シス

テムがどのようにPOIの原因になるのか検討が必要である．　POIは現行の不妊治療では発症後の治療は困難であり，原因の解析により発症

機転発症危険度，不妊治療の見通し等の予測がつけば，早期治療を促すなどの事前対策に繋がると考えられる．
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P－214　不規則な起床時刻・睡眠時間の基礎体温への影響

○吉田　丈児，内田　明花，宮田あかね，片野坂潤子，岡崎　雅子，吉丸　真澄仲村　　勝，小川真里子，兼子　　智，

　高松　　潔，石川　博通，丸茂　　健
　東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター一一・

【目的】（1）起床時刻・睡眠時間の不規則性（以下　不規則性）の程度と基礎体温の曖昧さの関係（2）起床時刻・睡眠時間と体温

との関係（3）不規則な場合の基礎体温の診断価値　を調べる．【方法】匿名，謝金を条件に夜勤のある看護師の就寝時刻，起床時

間，体温を2周期に亘り調べた．予定月経の7日前頃にプロゲステロン値（P4）を調べた．（1）不規則性の程度を，標準偏差の大

きさで，低，中，高に分類した．2相性の基礎体温表を　a）L2相性の別が明瞭か　b）低温最終日が明瞭か　c）体温変動の大

小，について明瞭0，中間1，曖昧2で採点し，合計0～6で評価した．不規則性の程度と曖昧さの関係を調べた．（2）低温・高温

相の平均体温と日々の体温のずれと起床時刻，睡眠時間の関係を調べた．（3）不規則な場合の基礎体温表の診断価値を総合的に判

断した．文書で被検者へ説明し同意書を回収した、なお，当院倫理委員会で承認済である．【成績】20名，34周期が有効で，1相

性10周期，2相性24周期であった．（1）起床時刻の不規則性の程度が低，中，高で，基礎体温の曖昧さは，それぞれ3．1，38，3．8，

同様に睡眠時間とは，4．2，3．2，4．0であった．（2）同じ起床時刻・睡眠時間でも，体温にはばらつきが大きかった．起床時刻と体

温のずれは，有意な正の相関：4周期，正の傾向：29周期，有意な負の相関：1周期で，睡眠時間とは，有意な正の相関：2周期，

正の傾向：31周期，有意な負の相関：1周期であった．（3）P4≧5　ng／mLだが，基礎体温が1相性なのは3周期で，他の31周期
では1，2相性の別はP4値と矛盾しなかった．【結論】（1）不規則性の程度は，基礎体温の曖昧さに関係しない．（2）同じ起床時

刻や睡眠時間でも，体温のばらつきは大きいN起床時刻・睡眠時間と体温は，大多数で正の傾向があるが，多くの周期で有意では

ない．（3）起床時刻や睡眠時間が不規則でも，基礎体温のL2相性は判定できることが多く，診断価値がある．

P－215　不妊患者における麻疹抗体価保有率について

○中尾　佳月，櫛野　鈴奈，根岸　広明

　ウィメンズ・クリニック大泉学園

〈背景〉近年，麻疹感染の高年齢化が進み，これから妊娠しようとする10代20代における麻疹感染が目立ってきている．

10代20代において麻疹が流行している原因として，予防接種の副作用の懸念によって未接種人口が増えた世代である，又
は，麻疹の流行が減少し，自然感染によるブースター効果が期待できなかった，等が考えられている，妊娠時に麻疹に感染
すると母体は重症化し，早流産率は約30％になると言われている．予防には，ワクチン接種が唯一の有効な方法であるが，

接種後2カ月の避妊期間を要する．〈目的〉不妊治療中の患者の麻疹抗体価保有率を調べ，妊娠希望者に対するワクチン接
種の要否を判断できるようにする．＜方法＞2011．4～2012．2不妊治療中の患者206名．希望時に，NT法で麻疹抗体価を測
定した．〈結果〉麻疹抗体価がNT4倍以下であった患者は全体の27．2％（56／206）であった．麻疹抗体価がNT4倍以下で
ある患者の割合は，35歳未満では33．3％（32／96），35歳以上では22．8％（24／110）であり，35歳未満で高い傾向がみられ
た．風疹についての同様の調査において，風疹抗体価が低い患者の割合が，35歳未満では24．3％（132／541），35歳以上は32．0％

（107／334）と，35歳以上で有意に高かった結果とは，年齢分布において反対の傾向を示した．〈結論〉風疹と同様，麻疹に

おいても，抗体価保有率が低値であった患者は，全体の3割を占めた．また，特に麻疹においては，麻疹ワクチン接種喚起
が積極的に行われ，抗体保有が期待された35歳未満の患者において，より抗体価保有率が低値であるなど，一般的な予想
に反した結果を得た．妊娠時における母体の麻疹・風疹への感染を予防するため，不妊患者を含め，これから妊娠を担う世

代へ，抗体価検査，ワクチン接種を積極的に勧めていく重要性があらためて確認できた．

P－216　初経の無いことで受診した若年女性12症例の検討

○安澤　彩子，中村　康彦，k田　一之
　山口県立総合医療センター産婦人科

【目的】中高生になっても初経の初来を見ない場合，女性はしばしば婦人科外来を受診する．それらの中には，単に経過観

察やカウフマン療法のみで様子を見るのではなく，原因を精査してその後に適切な治療やカウンセリングを行うべき疾患が
含まれることも多い．今回我々の経験した症例を提示し，その問題点を検討した．【方法】平成16年以降無月経の主訴で当

院を受診し，身体的特徴・染色体検査・内分泌学的検査を行い，無月経の原因検索とその後の治療方針を決定した14歳か

ら28歳の患者12名について検討した．【成績】年齢別の内訳は，14歳2名，15～16歳5名，18歳以上が5名であった，14
歳の1例は，月経モリミナ・膣閉鎖の所見がありロキタンスキー症候群，15歳の1例は嗅覚障害を伴っておりカルマン症候
群であった．15歳以下の4症例では，二次性徴の遅れを認めたが，16歳の3症例では二次性徴の発現は比較的良好で，プ
ロゲステロンで消槌出血を認める第一度無月経であり，いずれもクロミフェン投与が著効した．18歳以上の原発無月経5症

例のうち二次性徴の発現が不良な2例では，内性器の低形成や索状卵巣を認めた．精査により原発無月経の原因が判明した
ものは2例のみであり，挙児希望のあった1例に生児を得た．他の4例は障害部位の特定はできたものの3例でその原因は
不明であり，現在カウフマン療法にて管理中である．【結論】こうした女性では，視床下部以上に問題を抱えていることが

最も多く，特に18歳未満では，二次性徴に重篤な遅れがなければ遅発月経が多く，クロミフェンが効果的であった．しか
し，中にはカルマン症候群やロキタンスキー症候群のような症例も含まれており注意が必要である．一方，18歳以上の原発

無月経患者では，遺伝子異常や染色体異常が含まれ，原因の究明も困難で，二次性徴の発現不良や内性器の形成不良といっ

た将来的な問題も多く認められた．
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P－217　当院における血清クラミジア抗体陽性女性の検討

○内田　明花，宮田あかね，吉丸　真澄，仲村　　勝，小川真里子，岡崎　雅子，片野坂潤子，兼子　　智，吉田　丈児，

　丸茂　　健，石川　博通，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

【目的】不妊女性のスクリーニング検査として，血清Chlamydia　trachomatis（Ct）抗体価測定による感染既往の検索は卵管閉塞

や卵管周囲癒着の可能性を示唆する必須項目の一つである．一般的には初診時の血清Ct抗体価が陽性の場合，抗生剤内服による

治療を行った後は，子宮卵管造影（hysterosalpingography：HSG）などの卵管検査で疎通性が確認できればその後の治療方針に

はほとんど加味されない．本研究では，卵管検査で明らかな異常のないCt抗体陽性患者の妊娠率を陰性患者と比較検討した．

【方法】2010年1月から12月までに当科を初診し，不妊症スクリーニング検査を行ったカップル360組を対象とし，血清Ct－lgG

／IgA抗体陽性の女性でHSGまたは子宮鏡下通水検査にて両側卵管の疎通性を確認した92人について，スクリーニング検査中お
よび検査後の自然妊娠またはタイミング療法，人工授精での妊娠率をCt抗体陰性女性と後方視的に比較した．

【結果】Ct抗体陽性女性92人（陽性率25．6％），陰性女性268人のうち，卵管検査での所見陽性率はそれぞれ15．6％，7．4％であ

り，陽性女性に異常所見が多い傾向がみられた．所見正常例のうち，男性の無精子症／重度乏精子症，女性の卵巣機能低下例を除

き，スクリーニング検査中および終了後3ヶ月以内の自然妊娠またはタイミング療法／人工授精妊娠率は，35．1％，57．1％（p＝O．027）

であり，抗体陽性女性では有意に低かった．

【考察】Ct抗体陽性女性に対しては，卵管検査で疎通性が確認されていても，診断精度の限界も考慮に入れ，積極的な腹腔鏡検

査による卵管病変の検索または早期のステップアップを検討すべきと思われる．また，クラミジア感染による子宮内環境への影

響は不明であり，ARTでの妊娠率との相関についてもさらなる追跡が必要と考えられる．

P－218　稀な先天性Muller管異常症2例に対する生殖外科治療についての考察

○橋場　剛士，松澤由記子，和地　祐一，岩下　光利
　杏林大学医学部産科婦人科学

［緒　言］先天性Muller管異常症のうち子宮の形態異常の診断・治療については治療指針がある程度決定されている．しか

し，発生頻度が低い膣や卵管の先天異常については今後症例を集積し，診断・治療法について検討する必要がある．［症例
提示］1．重複子宮，右膣留血症，右腎無形成例（AFS分類Class　III）．14歳女性．初潮は13歳に発来し，その1年後から

著明な腰痛，下腹部痛を自覚し，小児科からの紹介にて当院受診腹部MRI検査にて上記診断，全身麻酔下に膣中隔を切
開し，膣内容物を排出し，右子宮膣部を確認した．手術に際して，膣狭小のため内視鏡外科で用いられる機器を適用した．

手術後の経過は良好，学業に全く支障ない状態となった．2，卵管采離断例（AFS分類Class　1，　D）．33歳女性．0経妊．

体重減少のため2年前から第2度無月経となり，挙児希望のため当院受診子宮卵管造影にて右卵管留水症，内分泌検査に
て低ゴナドトロピン性排卵障害と診断腹腔鏡検査を実施したところ，子宮・ダグラス窩・左卵管は正常であったが，拡張
した右卵管膨大部から茎状に低形成の卵管采が連続し，通色素検査では右卵管の通過性を認めなかった．手術による右卵管
采機能の回復は困難と考え，観察のみで腹腔鏡を終了．腹腔鏡後4回目のhMG－hCG療法にて妊娠が成立した．［考　察］1．

思春期女性のMuller管異常症の診断において，　MRI検査の精度が高く，心理的に受け入れられやすい．治療に際して，月
経発来の低年齢化が進んでいるため，従来の手術法に加えて内視鏡外科的手法を用いた術式の確立が必要．2．卵管采を正

常な状態に復帰できない場合は卵管摘出術がよいかもしれない．［結　語］重複子宮，膣留血症は思春期に緊急手術を要す

る疾患であり，内視鏡外科的な標準術式の確立が望まれる．卵管采離断は偶発的に発見されることが多く，卵管留水症の治
療指針を適用することで対応するが，今後治療例を集積する必要あり．

P－219　ターナー症候群の骨密度に関する検討～女性ホルモン補充療法開始年齢について～

○甲村　弘子12），小玉美智子：］，西尾　幸浩2）

　D大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科，L）大阪警察病院産婦人科，：佃本生命済生会付属日生病院産婦人科

【目的】ターナー症候群（TS）は骨量減少や骨粗霧症を合併し，性腺機能不全がその原因の一つといわれている．しかし女性

ホルモン補充療法（HRT）を開始すべき年齢および骨密度に与える効果の程度について一定の見解はない．骨密度に影響す

る因子，およびHRTを開始する年齢によって骨密度増加に相違があるかについて検討した．【方法】1992年から2005年に
大阪警察病院を受診したTS75症例を対象とした．初診の時点でエストロゲン治療の既往がないA群10例，少量エストロゲ
ン単独治療を受けていたB群30例，既に成人量エストロゲン療法を受けていたC群27例に対し，HRTを開始あるいは継続
した．DXA法により腰椎骨密度（L2－4平均値）をQDR－2000にて1年ごとに測定し，初診時骨密度と研究期間内の最大骨
密度について検討を行った．また新たにHRTを開始した症例（A群とB群）において，　HRTを18歳未満で開始した群と18
歳以上で開始した群に分け，骨密度に影響する因子について比較検討した．本研究は所属機関の倫理審査を経た．【成績】初
診時骨密度は，A群0」664g／cm2，　B群0、714　g／cm2，　C群O．808　g／cm2でありC群はA群およびB群より有意に高かった（p＜

O．OOI）．　A群での最大骨密度はO．724　g／cm2，　B群では0．790　g／cm2，　C群ではO．842　g／cm2とそれぞれ初診時骨密度より有

意に増加した（p〈005）．最大骨密度にはHRT開始年齢が有意な負の相関を示した（r＝－O．45，　p＜O．OOI）．18歳未満群19

例は18歳以上群18例に比較して，年平均骨密度増加率・年平均骨密度増加量ともに有意に高かった（3．1％vs　4．4％，p＜O．05，

O．02g／cm2　vs　O．03　g／cm2，　p＜O．05）．【結論】HRTによってTSの骨密度は有意に増加した．治療開始年齢と最大骨密度が

負の相関を示す事，18歳未満で開始した場合に骨密度増加率・量が高い事が明らかとなった．TSではより若年症例において

HRTへの腰椎骨密度の反応性が高い可能性があり，早期のHRT開始が重要であることが示唆された．
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P－220　子宮奇形における妊孕性

○岡田　真紀，浅田　裕美，田邊　　学，李　　理華，田村　　功，山縣　芳明，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】子宮奇形はMuller管の発生異常に起因し，妊娠成立の障害（不妊症）にも妊娠維持の障害（不育症）にも関連する

といわれている．分類の定義はいまだに統一されておらず，治療法についても十分なエビデンスがないのが現状である．今

回われわれは，当科で子宮奇形と診断した症例の妊孕能について検討した．【対象】2001年1月から2011年12月に当科を
受診し，子宮奇形と診断された42症例について後方視的に検討した．分類は，米国不妊学会の定めた分類法を用いて，重
複子宮，双角子宮，中隔子宮，弓状子宮に分けた．子宮底の外観より，凹みがあるものを双角子宮とし，Tompkinsらが提
唱したAP／RL比により中隔子宮と弓状子宮を分類した．【結果】内訳は，重複子宮10例（23．8％），双角子宮9例（21．4％），

中隔子宮ll例（26．2％），弓状子宮12例（28、6％）であった．全妊娠数あたりの初期流産率は重複子宮23．1％，双角子宮29．4％，

中隔子宮50．0％，弓状子宮3＆5％で中隔子宮で最も高かった．しかし，全妊娠症例34例のうち28例が生児を獲得しており，

累積生児獲得率は82．4％と高値であった．習慣流産は42例中3例で，そのうち2例に子宮形成術を施行したが，術後妊娠
に至った例はなかった．中隔子宮の妊娠例ではAP／RL比が高い症例の流・死産率が高い傾向を認めた．全42例中不妊症例
は15例で，そのうち10例（66．7％）に不妊治療後に妊娠が成立していた．子宮奇形以外の不妊原因を認めなかったのは2
例のみで，2例とも不妊治療後に妊娠が成立していた．【結論】子宮奇形は流産のrisk　factorであるが，妊娠症例あたりの
累積生児獲得率は約8割と高値であるため，治療介入せず経過観察が可能である．今回の検討では，子宮奇形と不妊症との

関連は認めなかった．

P－221　出生児にBeckwith－Wiedemann症候群が疑われた顕微授精・凍結融解胚移植後妊
　　　　　　娠の一例

○松山　玲子，東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，佐久川直子，高本　真弥，山口　　隆，北川　浩明

　国家公務員共済組合連合会虎の門病院リプロダクションセンター

【目的】近年，生殖補助医療とインプリンティング疾患発症の関連が示唆されている．Beckwith－Wiedemann症候群（BWS）

は腫瘍を併発しやすい過成長症候群で，疾患遺伝子座のメチル化異常や父性ダイソミーなどが見出されている．今回，出生
児にBWSが疑われた顕微授精・凍結融解胚移植後妊娠の一例を経験したので報告する．【症例】30代半ば0経妊0経産．挙
児希望で当院を受診し，精液所見（5．4ml，650万／ml，運動率6．2％，奇形率　49．2％）から精子無力症と診断された．人工授

精で妊娠せず，ロング法で排卵誘発を行い，顕微授精を施行した．事前に先天異常児のU丁能性を含めて文書と口頭で説明し，

文書による同意を得た．ゴナピュールR，HMGテイゾーR（あすか製薬）を用いた排卵誘発で5個採卵し，射出精子をSil－Select”

（メディー・コン）単層密度勾配法で調整し，顕微授精を施行した．胚をSydney　IVF　medium　’‘（クック）で培養し，新鮮胚

1個を移植し余剰胚3個を凍結した．新鮮胚で妊娠成立したが初期流産した．その6ヶ月後のホルモン補充周期に，凍結融解
Day3胚に透明帯開口法を併用し，　l　l細胞Grade3胚を移植し妊娠成立した．凍結融解にはVitrification　KitH（北里）を用い

た．妊娠35週に妊娠高血圧症候群を発症し妊娠37週0日に分娩誘発を行い分娩停止のため鉗子分娩で女児を出生した．児
は3522g（Large　for　Gestational　Age），　Apgar　Score　8点（1分），9点（5分）．巨舌，半身肥大，膀ヘルニア，肝腎脾の腫

大を認めた．G－band検査で正常女性核型（46，XX）であり，　Beckwith－Wiedemann症候群が疑われた．【考察】近年，生殖

補助医療とBWSなどのインプリンティング疾患発症の関連が示唆されている．胚操作，体外培養，患者背景など，原因の可

能性は多岐で未解明だが，生殖補助医療の実施前には先天異常児の可能性を含めた説明が必要であると考えられた．

P－222　酸化再生セルロースを用いて造膣術を行った1例

○熊澤由紀代D，熊谷　　仁1），児玉　英也2），寺田　幸弘D

　1）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座，21秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻母子看

　護学講座

〈はじめに〉膣欠損に対する造膣術は，その管腔構造の維持と湿潤機能を考慮しe腸管や腹膜を用いる方法が提唱されてきた．

しかしながら，長期的な機能を考えると粘液産生など患者のQOLに対する不都合も生じうる．今回我々は，腔欠損の患者に

対して，膣形成術後に酸化再生セルロースとプロテーゼを用い管腔構造の維持が可能であった症例を経験したので報告する．

症例は18歳，女性．16歳時，原発性無月経のため近医を受診した．腹部エコーでは異常なく，EP療法を施行されたが，腹痛
はあるものの消退出血はなかった．その時の腹部エコーでは腹腔内に血液貯留，診察では外陰部は正常だったが膣腔は認めな

かった．ホルモン検査では異常なく，染色体検査は46XXであった．　MRI検査では重複子宮および索状の子宮頸部，膣閉鎖を
認めた．全身麻酔下に膣腔の検索を行ったが明らかな膣を認めず，腹腔鏡検査では右子宮体部は腫大しており，左子宮体部は

やや小さめであった．両側卵管，卵巣は肉眼的に正常だったが，右卵管より腹腔内に月経血が逆流し貯留していた．当科に紹

介後，長期の休学が難しく，月経血の腹腔内流出による腹痛も軽度だったため，18歳まで待機し，膣形成術を行った．正常膣

腔部をH字に切開し，鈍的にダグラス窩腹膜まで剥離した後結合織を広げ更にその間隙をメトロイリンテルで拡大した．止血
後プロテーゼに酸化再生セルロースを巻き付け形成した膣腔に留置した．両側の子宮は患者家族との話し合いの結果，全摘を

行った．術後2日目および4日目にプロテーゼを取り出し再度酸化再生セルロースを巻いて挿入した．術後3週でほぼ剥離離
面は角化しており，癩痕や硬縮傾向は認めなかった．〈まとめ〉今回我々が行った酸化再生セルロースとプロテーゼを用いた

膣形成術は腹腔内と連続性を持たない，術後感染による合併症の少ない方法として有用と考えられた．
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P－223　顕微授精によるトリソミー21モザイク（15％）新生児の一例

○難波　　聡，木村真智子，新澤　　麗，菊地真理子，田谷　順子，鈴木　元晴，三木　明徳，梶原　　健，岡垣　竜吾，

　板倉　敦夫，石原　　理

　埼玉医科大学産科婦人科

　染色体の数的異常は染色体不分離によると考えられている．顕微授精（ICSI）による生児がトリソミー21モザイク（15％）

であった症例を経験したので，その細胞遺伝学的背景を検討した．症例は35歳1回経妊0回経産，妊娠14週での胎児死
亡の既往がある．当院不妊外来にて夫に高度乏精子症を認め，ICSIの適応と判断された．夫婦の染色体は正常である．　GnRH

antagonist周期でICSIを施行し，　day　4新鮮胚移植（桑実胚）により妊娠成立．妊娠中は推定時体重がやや小さめで推移し

たこと以外は特に問題点は明らかでなかった．妊娠41週3日，予定日超過のため分娩誘発中，胎児心音不良のため緊急帝

王切開となった．新生児は2642g，女児でApgarスコア9（1分）9（5分）．児がDown症様顔貌であったため，染色体検
査を施行した．末梢血のG分染法の結果，染色体構成はmos47，XX，＋21［15］／46，XX［85］であることが判明した．観察

細胞100個中，47，XX，＋21が15個，46，XXが85個であった．また確認のためVysis社LSI21プローブを用いてFISH法
を施行したところ，metaphaseにおいてもinterphaseにおいても3個のシグナルを示す細胞数が12％，2個のシグナルを示
す細胞数が88％であり，G分染法の結果と矛盾しなかった．これは胚の4細胞期から8細胞期への分割時に染色体不分離
がおき，8細胞期の1個の割球においてトリソミー21，1個にモノソミー　21が生じ，モノソミー21細胞が淘汰された結果
と推測される．

P－224　機i能性子宮を有する膣上部欠損症の治療に腹腔鏡・子宮鏡下手術の併用が有用で
　　　　　　あった一例

○高木　綾子1），川内　博人2），荻野弓希子2｝，沼尾　彰子2｝，石川　雅一2），恩田　貴志2）

　1独立行政法人国立病院機構相模原病院2）北里大学医学部産婦人科

【緒言】生殖器の分化異常は様々な程度でおこるため，個々の症例に対し適切な診断と治療が求められる．我々は機能性子

宮を有する膣上部欠損症の治療に腹腔鏡と子宮鏡を併用し有効な月経血排出路を作成し得た症例を経験したので報告する．

【現病歴】症例は14歳1年前から毎月1週間持続する下腹部痛のため近医受診，月経モリミナを疑われ当院紹介受診．内

診上膣は7cm程上方で盲端に終わり，経直腸超音波検査・MRIにて子宮腔および子宮頚部と思われる部位に液体貯留を認
め，膣横隔もしくは外子宮口閉鎖による月経モリミナと診断した．【手術所見】子宮体部は外見ヒ正常．子宮内膜症病変が
小骨盤腔内に散在し右卵管采は閉鎖，癒着剥離により卵管内から暗赤色血液の流出が認められた．鉗子で子宮を膣側に圧迫

し膣欠損の切除部位を確認，尖刃で切開を加えたが開口に至らないため，腹腔鏡下に子宮底を電気メスで切開開口し同部よ

り子宮消息子を挿入，消息子先端を膣側から切開することでようやく開口に至った．子宮側と膣側の壁縫合を試みるも組織

に進展性がなく困難なため，子宮鏡下に開口部周辺の組織の切除・生検を施行した．手術終了前に膀胱損傷が判明，泌尿器
科医による修復術を施行した．【術後経過】膀胱損傷は漏出なく治癒した．術直後および2か月に月経が認められ，開口部

は再閉鎖なく維持され経過良好であった．術中の生検結果や術後の超音波所見から，上部膣欠損による外子宮口閉鎖であっ
たと推測された．【考察】膣閉鎖の手術では切開方向の決定が予想以上に困難なことがあり，腹腔鏡・子宮鏡の併用が有用

であると考えられた．なお当該症例は倫理上に関するインフォームド・コンセントを得ており，倫理上の配慮を行い発表す
る．

P－225　内膜症性卵巣嚢胞とその摘出術が血中AMH値へ与える影響について

○藤田　　裕，岩本　豪紀，大田　昌治

　武蔵野赤十字病院産婦人科

【目的】内膜症性卵巣嚢胞とその摘出術が血中AMH値へ与える影響について検討した．

【方法】過去2年3ヶ月の間に当院で抗ミュラー管ホルモンAMHを計測した患者を対象として後方視的に検討した．
【成績】内膜症性卵巣嚢胞摘出術の既往があるCystectomy群の平均AMHI．75±0．47（39例，平均35．4歳）は，内膜症性卵

巣嚢胞や卵巣嚢胞摘出術の既往がないControl群の3．68±O．85（62例，平均35．9歳），内膜症性卵巣嚢胞のみがあるEn－

dometrioma群の2．91±1．15（23例，平均35．6歳）よりも有意に低かった．年齢により，34歳未満，34歳～38歳39歳以
上の3群に分けて検討すると，Endometrioma群の34歳未満（平均30．3歳）とControl群の34歳～38歳（平均37．3歳）が
ほぼ同じAMHであり，　Cystectomy群の34歳未満（平均31．7歳）はControl群の39歳以上（平均40．9歳）よりもAMH
が低値であった，卵巣嚢胞摘出術前後で計測した症例でのAMH低下率は，内膜症性卵巣嚢胞摘出術で46．4％，非内膜症性
卵巣嚢胞で27．7％であった．

【結論】内膜症性卵巣嚢胞とその摘出術が卵巣予備能に与える影響は大きいことを考慮すべきである．
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P－226　腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞摘出術後のAMHの低下と経過観察例の妊娠予後の検討

○見玉　尚志，原　　鐵晃

　県立広島病院生殖医療科

【目的】子宮内膜症性嚢胞に対する嚢胞摘出手術は，自然妊娠の可能性を上げると同時に卵巣予備能を低下させることが報
告されている．今回，腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞摘出術後の経過観察例における妊娠予後と，卵巣予備能（術前，術後AMH

値およびその変化率）との関係について検討した．【対象と方法】2009年11月から2012年2月までに当科にて腹腔鏡下子
宮内膜症性嚢胞摘出術を行い，術後に経過観察を行った26例を対象とした．術前にホルモン基礎値AMH検査，　HSG，子

宮鏡および精液検査を行い，AMH値＞10pM，38歳以下，他に不妊因子のない症例を対象とし，術後1－2ヶ月目にAMH
検査を行ったのち，経過観察を行った．術後の観察期間は平均7．9ヶ月（1－27ヵ月）であった．手術時の年齢，不妊期間，

最大腫瘍径，R－ASRM　score，術前および術後AMH値，　AMH変化率（AMH術後／AMH術前），両側性（片側性），内膜
症進行期が術後の妊娠成立に関与するか検討を行った．統計処理はMann－Whitney　U検定，カイ2乗検定を用いた．【成績】

1）26例の平均年齢は31．6±2．8歳（26－37歳），平均不妊期間35±27ヶ月（3－94ヶ月），片側嚢胞22例，両側4例で，進行

期は3期9例，4期17例であった．2）術後の転帰は，妊娠12例，未妊娠14例で，妊娠率46％であった．3）両側性と片
側性の妊娠率はそれぞれ50％（2／4），50％（11／22）と有意差は認めなかった．また，進行期別の妊娠率は3期78％（7／9），

4期29％（5／17）と3期で有意に高値であった（p＝OD2）．4）妊娠群と未妊娠群の比較では，年齢，不妊期間，最大腫瘍径，

R－ASRM　score，術前および術後AMH値，　AMH変化率において有意差は認めなかった．【結論】術前に子宮内膜症性嚢胞
以外に明らかな不妊因子を認めない症例での術後の自然妊娠の成否には，手術による卵巣予備能の低下は影響を及ぼさず，

内膜症の進行期が関与している可能性が示唆された．

P－227　当科における子宮内膜症例に対する腹腔鏡下嚢腫摘出術および焼灼術の手術成績

○林　　篤史，山下　能毅，船内　祐樹，福田真実子，樋口　容子，山本　　輝，吉田　陽子，川邉紗智子，林　　美佳，

　大道　正英

　大阪医科大学産婦人科

【緒言】子宮内膜症は生殖年齢の約10％にみられ，月経痛をはじめとする痔痛や不妊を主症状とする疾患である．治療法の

一つとして腹腔鏡下手術が普及し，一般的なものとなりつつある半面，手術効果が得られない症例や術後再発例も少なくな
い．今回我々は，当科における子宮内膜症例に対する腹腔鏡下手術成績について後方視的に検討した．【方法と対象】2007

年1月より2011年8月までに当科でインフォームド・コンセントを得て卵巣チョコレート嚢腫に対し，両側卵巣を温存し
た腹腔鏡下手術を施行した78例を対象とした．腹腔鏡下嚢胞摘出術または内壁焼灼術のいずれかを行い，術後の妊娠率，
再発率を検討した．【結果】挙児希望を主訴とした例（n＝21）の術後妊娠率は52．4％であり，うち54．5％が自然妊娠であっ

た．妊娠群の平均r－ASRMスコアは非妊娠群と比較し有意に低かった（35．3　vs　65．3）．また，　r－ASRM分類で3度と4度の

群での術後妊娠率はそれぞれ72．7％，36．4％であり，3度の群で高い傾向にあった．術後24か月以上経過観察した例（n＝32）

の中では，卵巣チョコレート嚢腫の再発率は12．5％であった．r－ASRM分類で3度の群と4度の群の間で再発率に差は認
めなかった．術式別では嚢胞摘出術で7．1％，焼灼術では33．3％と，焼灼術で再発率が高い傾向にあった．【結論】癒着が高

度な子宮内膜症合併不妊症例に対しては，手術療法単独で妊娠率を向上させることは難しく，体外受精治療への移行を早期

に考慮すべきであると考えられた．また，嚢胞摘出術は焼灼術に比較し，術後再発率が低い術式であると考えられた．

P－228　子宮内膜症合併不妊症における腹腔鏡下手術の臨床成績に関する検討

○竹内　茂人，菅谷　　健，東　理映子，中川　　藍，村田　紋香，長谷　充子，鈴木　孝明，森本　　誠，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］子宮内膜症は，生殖年齢に多く発生する疾患で，女性のライフスタイルの変化に伴い，年々増加傾向にある．一方，

近年の晩婚化の傾向で，挙児を希望する年齢も高くなり，卵巣機能を温存し，子宮内膜症病変のみを除去する必要性が増し

てきている．我々は，子宮内膜症合併不妊症例に対し，積極的に腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術を施行しているので，術後

の臨床成績について検討したので報告する．［方法］対象は，2003年1月から2012年12月までに，子宮内膜症性嚢胞がみ
られた100例に対し，腹腔鏡下に嚢胞壁の焼灼，または核出術，癒着剥離，および内膜症性病変焼灼を施行した．対象症例
の背景（mean±SE）：1）年齢（歳）：32．4±O．4，2）手術時間：133．0±4．9（分）［結果］1）手術部位（％）：片側68．0（68／

100），両側32．0（32／100）2）術後全妊娠率（％）49．0（49／100）3）術後治療法別妊娠率（％）自然：30．0（30／100），COS＋

タイミング療法：1．0（1／100），IUI：7．0（7／100），　IVF：11．0（11／100）4）ASRMと自然妊娠率（％）：1期：0（0／0），　II期：

36．2（17／47），III期：30．3（10／33），　IV期：15．0（3／20）5）術後6カ月以内の自然妊娠率（％）：29．0（29／100）6）IVF移

行例の妊娠率（％）：37．5（9／24）t7）ASRMとIVF移行例の割合（％）：1（0），　II（17．0），　III（27．3），　IV（35．0）［結論］

子宮内膜症合併不妊において，腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術は，術後12ヵ月以内に，約30％が自然妊娠するため，重要

な治療の1つである．またその妊娠予後因子としてASRMとの関連が示唆された．
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P－229　子宮内膜症合併不妊における腹腔鏡手術がART成績に及ぼす影響について

○福井　敬介，坂井　涼子，大下　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，山路めぐみ
　福井ウィメンズクリニック

【緒言】子宮内膜症は不妊原因として重要な疾患である．内膜症に対する腹腔鏡手術は妊孕性を改善する有効な治療法であ

るが，術後の待機療法にて妊娠に至らない場合はARTへ移行する症例も多い．内膜症の病変は発生部位により腹膜，卵巣

深部に大別され，またrASRM分類にてstagingされる．今回これらの術中所見ならびに対応する術式がART成績に及ぼ
す影響を検討した．【対象と方法】2001年9月から2011年12月までに腹腔鏡下に子宮内膜症と診断し，手術を行った126
例のうち，ARTへ移行した59例を対象とした．以下の項目におけるARTでの対症例妊娠率を後方視的に検討した．（1）：
rASRM分類のstage，（2）：内膜症性嚢胞の存在，（3）：嚢胞に対する術式，（4）：深部内膜症の有無，（5）：深部内膜症切除
術の有無．【結果】（1）：1期40％（2／5），2期46％（6／13），3期55％（11／20），4期29％（6／21）（2）：内膜症性嚢胞無38％

（8／21），片側48％（13／27），両側29％（2／11）（3）：嚢胞手術のうち焼灼術50％（9／18），核出術26％（5／19）（4）：深部

内膜症有43％（10／23），無34％（11／32）（5）：深部内膜症手術（主にダグラス窩開放）施行50％（6／12），未施行50％（4

／8）全項目において各群問に統計学的有意差は認められなかった．【考察】rASRM分類4期および両側に内膜症性嚢胞を認

める症例の妊娠率が低い傾向にあった．これは4期の症例で両側に内膜症嚢胞を有する患者の割合が多いためと推察され
た．嚢胞手術では核出術で妊娠率が低い傾向が認められ，原始卵胞温存の工夫が必要と考えられた．また，深部内膜症の存
在はART成績には影響せず，切除手術の有無も影響しないことが示唆された．

P－230　重症子宮内膜症性不妊に対するARTの有効性についての検討

○辻　　　勲，網　　和美，藤浪菜穂子，塩田　　充
　近畿大学医学部産科婦人科学教室

【目的】重症子宮内膜症において，腹腔鏡手術は，骨盤臓器の解剖学的是正により妊孕能を向一ヒさせるが，術後ARTの適応

になることが多い．術後一般不妊治療で妊娠しなかった重症子宮内膜症性不妊に対して，ARTは妊娠率を改善するかどう
か評価することを目的とした．【対象・方法】1997年から2009年までの間に，当院にて腹腔鏡手術を施行した子宮内膜症性

不妊131例のうちRe－ASRM　III／IV期の重症子宮内膜症67例を対象として，年齢および治療法別に不妊治療成績を後方視
的に検討した．腹腔鏡手術後，妊娠が成立しなかった18例に対してARTを施行した．【結果】（1）年齢別の検討：妊娠率
は35歳未満が4＆9％，35歳以上が15．0％であり有意差を認めた．（2）治療法別の検討：35歳未満では，術後一般不妊治療

のみを行った症例の妊娠率は3＆9％，術後一般不妊治療後にARTを施行した症例の妊娠率は81．8％であり有意差を認め
た．35歳以上では，術後一般不妊治療のみを行った症例の妊娠率は23．1％，術後一般不妊治療後にARTを施行した症例の
妊娠率は14．3％であり差を認めなかった．【結論】重症子宮内膜症性不妊に対するARTの治療成績は，年齢による影響が
大きい．術後一般不妊治療で妊娠しなかった症例に対するARTは，35歳未満では妊娠率を増加させるが，35歳以上では治
療は困難である．

P－231　10－20歳代・未婚の子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術の予後の検討

○都築たまみ，泉谷　知明，谷口　佳代，前田　長正，深谷　孝夫
　高知大学産婦人科

【目的】子宮内膜症は，月経痛や慢性骨盤痛などの痔痛だけでなく，妊孕性を低下させることから，生殖年齢女性のQOLを

著しく損なう疾患である．若年未婚の子宮内膜症に対する手術療法としては，妊孕性を温存する術式が選択され，その多く
が腹腔鏡下に行われている．しかし，術後再発は少なくなく，加えて手術による妊孕性の低下も問題となる．そこで今回，

当科で腹腔鏡下手術を施行した20歳代の未婚女性における術後の管理の現状，および術後予後や妊孕性について検討した．

【対象】1999年1月一2011年12月の間に当科で腹腔鏡下手術を施行した子宮内膜症症例のうち，手術施行時に10から20
歳代で未婚であった64例を対象とし，術後の管理疾痛およびチョコレート嚢胞の再発，妊孕性について評価した．【結果】

対象の平均年齢は25．2歳（16－29歳），観察期間の中央値は3．3年（1ヵ月一12年8ヵ月）であった．ReASRM分類の1期・II
期の軽症例が19例（29．7％），III期・IV期の重症例が45例（70．3％）であり，チョコレート嚢胞を有したものは43例（67．2％）

で，嚢胞摘出が36例，嚢胞焼灼が7例で行われていた．術後再発予防として薬物療法が行われたのは，34例（53．4％），こ
のうちGnRH　agonistは23例（67．6％），低容量ピル（OC）は11例（32．4％）であった、術後，疾痛再発は9例（14．5％），

チョコレート嚢胞再発は9例（20．9％）で認めたが，術後にOCを長期投与していた症例では疾痛およびチョコレート嚢胞
の再発はなかった．術後に結婚した症例は14例で，このうち10例が妊娠し，いずれも自然妊娠であった．【考察】10－20
歳代の内膜症症例では術後長期的管理が必要であるが，OCの使用が再発予防に有用である可能性が示唆された．また，手
術により妊孕性が著しく低下する可能性は低いと考えられた．
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P－232　薬用ハーブ・パルテノライドのマウス子宮内膜症組織への効果

○高井　絵理，谷口　文紀，ヒ垣　　崇，出浦伊万里，岩部　富夫，寺川　直樹，原田　　省

　鳥取大学産科婦人科

【目的】薬用ハーブの一種であるパルテノライドは，ナツシロギクから抽出される成分で，抗炎症効果を有することが報告

されている．子宮内膜症間質細胞において，パルテノライドの添加が，NFκB経路を介してIL－8産生を低下させ，細胞増

殖を抑制すること，およびCOX－2遺伝子発現を低下させてPGE2産生を抑制することを報告した．本研究では，マウス子
宮内膜症モデルを用いて，パルテノライドの内膜症様病巣形成に及ぼす影響について検討した．【方法】卵巣摘出後，ホル

モン動態を同調させたBALB／cマウスの子宮を腹腔内に移植し，子宮内膜症マウスモデルを作成した．パルテノライド（5
mg／kg）投与4週間後の内膜症様病巣について評価した．マウスあたりの内膜症様病巣の個数総重量，および面積を測定
した．炎症性メディエーターとしてVEGF，　IL－6，　LIF，およびMCP－1の遺伝子発現量をreal－time　RT－PCRで定量した．

また，Ki67免疫組織染色法により，内膜症様病巣における細胞増殖能への影響を検討した．【結果】パルテノライド投与に

より内膜症様病巣の総重量が有意に減少した．同様に，病巣の個数と面積も減少した．内膜症様病巣におけるVEGFとIL－

6の遺伝子発現量はパルテノライド投与により減少したが，LIFおよびMCP－1遺伝子では差を認めなかった．パルテノラ
イドの投与は，内膜症様病巣における1（i67陽性細胞の細胞比率を低下させた．【結論】マウス子宮内膜症モデルにおいて，

パルテノライドが，抗炎症作用および細胞増殖抑制作用を有することを示した．

P－233　子宮内膜症性不妊患者におけるGDF9発現の臨床的検討

○川邊紗智子，山ド能毅福田真実子，中井香奈，小野賀大．山本　輝，樋口容子，吉田陽子．林　美佳，

　林　篤史，林　正美，大道正英
　大阪医科大学産婦人科

目的：GDF9（growth　differentiation　factor　9）は卵細胞より分泌される蛋白であり，ゴナドトロピン非依存性に初期卵胞

の発育と穎粒膜細胞の増殖を維持する．ヒトにおいては卵胞液中および頼粒膜細胞に発現し，黄体化抑制作用が報告されて

いるが，子宮内膜症のGDF9発現への影響は不明な点も多い．今回我々は子宮内膜症性不妊症例における穎粒膜細胞および
卵胞液中GDF9発現について検討した．対象と方法：H21年よりH23年に当院で体外受精を行った子宮内膜症性不妊症例16
例にインフォームドコンセントを行い，採卵時に得られた顧粒膜細胞におけるGDF9　mRNA発現をOne　Step　real　time　PCR

で△△CT法を用いて定量し，男性不妊症例14例をコントロールとして比較検討した．また，子宮内膜症性不妊症例10例で
の卵胞液中GDF9のWestern　blottingを行い，男性不妊症例10例をコントロールとし比較検討した．結果：子宮内膜症症
例での穎粒膜細胞でのGDF9mRNA発現はコントロールと比較し有意に低値であった（p　＝　O．02）．また，子宮内膜症症例で

はGDF9mRNAは採卵時血清P値と正の相関関係（r　＝　O．23）を認められたが，コントロールでは負の相関関係（r＝－024）

を認めた．卵胞液中GDF9蛋白発現は両群間に有意な差はなかった．まとめ：子宮内膜症では頼粒膜におけるGDFgmRNA
発現が低下し，黄体化制御の異常が不妊原因の一因である可能性が示唆された．

P－234　選択的nuclear　factor－KB阻害剤BAY
　　　　　　細胞のアポトーシスの検討

11－7085により引き起こされる子宮内膜症

○西田　正和，奈須　家栄，河野　康志，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜症に対する治療薬としては，抗エストロゲン作用を主とするGnRH　analogや子宮内膜の脱落作用をもつジェ

ノゲスト，低用量ピルなどが一般的に使用されている．今回検討するBAYは，選択的nuclear　factor－KB阻害剤アポトーシ
ス誘導作用を有し，抗腫瘍作用を持っていることが知られており，これまでのホルモン剤は異なる作用機序の子宮内膜症治

療薬の可能性を検討した．【方法】手術の際に患者の同意を得て，摘出した子宮内膜症性嚢胞および子宮より子宮内膜症細
胞，正常子宮内膜間質細胞を採取し，分離・培養した．その後，これらの細胞にBAYを添付し，各々の細胞の増殖能（modi－
fied　methylthiazoletetrazolium　assay），アポトーシス誘導の（ELISA法），アポトーシス関連蛋白の発現（Western法）に

ついて検討した．【結果】BAYの添加により子宮内膜症細胞，正常子宮内膜問質細胞の双方で，細胞増殖の抑制，アポトー
シスの誘導が認められたが，これらの現象は，正常子宮内膜問質細胞よりも子宮内膜症細胞でより強く認められた．また，

BAY添加により，アポトーシス抑制蛋白であるBcl－2の発現が減少し，　cleaved　caspase3，　cleaved　caspase8，　cleaved　cas－

pase9蛋白の発現を増加させることを示し，アポトーシスの誘導が裏付けられた．【結論】BAYには正常子宮内膜問質細胞
と比較し，子宮内膜症細胞においてより強いアポトーシス誘導作用があることが示された．Bufalinは，現在使用されてい

るホルモン薬剤とは異なり，子宮内膜症治療薬としても臨床応用ができる可能性が示唆された．



平成24年10月1日 279（423）

P－235　cDNAマイクロアレイによる子宮内膜症におけるDNAメチル化の異常の検討

○川野由紀枝D，奈須　家栄u，高井　教行］），古川　雄一2），阿部　若菜1），津野　晃寿D，甲斐健太郎1），楢原　久司D

　1）大分大学医学部産科婦人科学教室，Z）中津市立中津市民病院

【目的】子宮内膜症ではDNAのメチル化がその発症に関与することが報告され，病態解明の手掛かりとなることが期待され

ている．これまでメチル化異常としてDNA　methyltransferase（DNMT）1，　DNMT3A，　DNMT3Bの過剰発現が報告され
ている．我々は，cDNAマイクロアレイを用いた網羅的遺伝子解析を行い，子宮内膜症性嚢胞間質細胞においてメチル化に
よる異常なsilencingを受け，子宮内膜症の病態形成に関与すると考えられる遺伝子を同定することを試みた．【方法】手術
時に，文書による患者の同意を得て嚢胞壁を採取し，子宮内膜症間質細胞を分離・培養した．培養細胞を用いてコントロー

ル群，5－Aza－2Ldeoxycytidine（5－Aza－CdR）で刺激した脱メチル化群よりRNAを採取し，　cDNAマイクロアレイにより
遺伝子発現について網羅的に解析を行った．刺激前に発現なし，もしくは発現が低い遺伝子で5－Aza－CdR刺激後に有意に
発現の上昇がみられたもので，CpGアイランドを有する遺伝子を抽出した．【成績】抽出された遺伝子で増殖や細胞周期に
関連するものとして，BCL2－like　ll，　Bone　morphogenetic　protein　2，　Heat　shock　70　kDa　protein　2，　Insulin－like　growth　fac－

tor　bindiing　protein－4，　p21Waf1／Cip1などが抽出された．【結論】今回抽出された遺伝子は，子宮内膜症の病因形成に関連

のある遺伝子として可能性のあるものと考えられた．現在DNMT1を分解・阻害するDNA脱メチル化剤の開発が進んでお
り，エピジェネティクスの可塑性と安定性を標的とした新たな治療法の開発が期待されている．抽出された遺伝子について
さらに検討することで，子宮内膜症の病因解明．治療法の開発に貢献すると考えられた．

P－236　子宮内膜症間質細胞におけるmiR－196bの発現低下は増殖促進とapoptosis抑制を
　　　　　　介して子宮内膜症の病態形成に関与する

○阿部　若菜，奈須　家栄，川野由紀枝，河野　康志，楢原　久司
　大分大学医学部産科婦人科

【目的】MicroRNA（miRNA）は約22塩基のnon－cording　RNAで，　mRNAに結合しmRNAの分解やタンパク質の翻訳抑
制を促し，エピジェネティクス機構の1つとして働く．子宮内膜症でのmiRNAの発現異常の報告はあるが詳細は不明であ
る．我々は，子宮内膜症の病態形成でのmiRNAの役割について解明するため，　microarrayによる網羅的解析法を用いて，

子宮内膜症で発現異常が認められるmiRNAの同定と，その意義を検討した．【方法】文書による同意を得て手術時に子宮
内膜症病変（n＝8）と正常子宮内膜（n＝8）を採取し，子宮内膜症間質細胞，正常子宮内膜間質細胞を分離・培養した．各

細胞からRNAを抽出し，　miRNA　microarray解析を行なった．子宮内膜症間質細胞で発現が減少し，細胞増殖やapoptosis
に関与するmiR－196bに着目し，機能解析を行った．子宮内膜症間質細胞にmiR－196b　precursorを導入し，　BrdU　incerpora－

tion　assay，　caspase　assay，　cell　death　detection　ELISAを用いて細胞増殖とapoptosisについて検討した．【成績】子宮内

膜症間質細胞で発現が減少している10個のmiRNAを抽出できた．　miR－196bの導入で子宮内膜症間質細胞のBrdUの取り
込みは減少し（p＜O．Ol），　apoptosisに陥る細胞は増加し（p＜O．OO1），　caspase活性は充進した（p＜ODO5）．【結論】microar－

rayの結果，子宮内膜症病変における種々のmiRNAの発現異常を確認した．そのうちmiR－196bの発現減少により，子宮
内膜症間質細胞は増殖能とapoptosis抵抗性を獲i得することが示唆され，　miRNAの発現異常は，子宮内膜症の病態形成に
関与することが推測された．

P－237　子宮内膜症の子宮内膜NK細胞における月経周期内変動の消失

○太田　博孝
　秋田赤一卜字病院婦人科

【目的】子宮内膜NK細胞は妊娠成立過程に決定的な役割を担っている．一方，非妊時子宮内膜NK細胞亜分画に異常が認
められる例では，流産率が高まることが知られている．子宮内膜症ではNK細胞数やその活性に異常があるとの報告がある．

そこで，子宮内膜症の子宮内膜におけるNK細胞分布を知るため，月経各期におけるNK細胞亜分画について検討した．【方
法】対象は，卵巣チョコレート嚢胞を有する子宮内膜症44例である．対照は，子宮内膜症や子宮腺筋症を認めない女性91
例とした．患者の同意を得て子宮内膜を採取後，フローサイトメトリでCDI6／56，　CDI6／57，　CD16　CD56　b’‘9ht　diin細胞比を

検討した．組織の一部は20％ホルマリン液に固定後Noyesの方法に準じて子宮内膜日付診を行った．有意差の検定は一
元分散分析法（Anova）とt－test（unpaired）を用いた．本研究は倫理委員会の同意を得て実施した．【成績】CD16CD57
の亜分画における細胞比は，対照群，子宮内膜症群とも月経周期内各期で有意の差はなかった．CDI6　CD56＋は対照群で大
きく変動した（p＜O．OOOI））．乃ち，増殖前期で最も高く（49．4％），分泌前期に最も低値（13．1％）で，増殖前期の26．5％と

なった．しかし，子宮内膜症群では変動はなかった．さらに，CD16－CD56b「ight細胞はCD16－CD56＋細胞の変動と一致し，分
泌前期で最低値を示した（p＜O．0001）．一・方，CD16－CD56一分画はCD16－CD56＋と対称的な変動を示した（p＜O．OOOI）．乃ち，

同細胞は増殖期から徐々に増加し，分泌前期で最高値（81．2％）となり，増殖前期で減少した（43．7％）．しかし，子宮内膜

症群で変動がなかった．月経各期の比較では，特に増殖前期で両群間に有意の差を認めた．【結論】対照群でCD16－CD56＋，
CD16－CD56　b「ight細胞は月経周期内で劇的に変動し，分泌前期で最低値を示した．一方，子宮内膜症群でNK細胞は変動せず，

本症の病態に深く関わっている可能性を示唆した．
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P－238　子宮内膜症，子宮腺筋症および子宮筋腫の病巣と正所性子宮内膜における組織スト
　　　　　　レス反応に関する検討

○今村　健仁1｝，カーンカレク’），北島　道夫1｝，藤下　　晃2｝，石丸　忠之3），増崎　英明U

　1）長崎大学産婦人科，2）済生会長崎病院，3粧世保中央病院

背景：ストレス関連蛋白であるヒトheat　shock　protein70（Hsp70）は，子宮内膜症由来の培養子宮内膜細胞において，マクロファー

ジを介した炎症反応を促進し，細胞増殖を刺激することが認められている．今回，子宮内膜症，子宮腺筋症および子宮筋腫の病巣

組織と正所性内膜組織あるいは腹水や月経血中におけるHsp70の発現を検討したので報告する．

対象及び方法：インフォームド・コンセントを得て，開腹腹腔鏡あるいは子宮鏡手術時に組織を採取した子宮内膜症17例，子

宮腺筋症10例，子宮筋腫10例およびこれら疾患を有しないコントロール10例を対象とした．各疾患の病巣組織正所性子宮内
膜組織および子宮筋層組織におけるHsp70，　von　Willebrand因子（VWF），　CD68陽性マクロファージ（M6）の発現・局在を免疫

染色で確認し，Q－H　scoreで評価した．また，月経lfiL，腹水および血漿中のHsp70濃度を測定し，内膜症の有無に分けて検討した．

結果：Hsp70は内膜症，腺筋症，筋腫組織病変および正所性子宮内膜の腺細胞および問質細胞に強い発現が認められ，また，内膜

症の赤色病変においては他の色調の骨盤病変に比較して強い発現が認められた、また，これらの組織中のHsp70の発現は，　VWF

およびCD68陽性M6の発現局在と一致していた．内膜症および腺筋症由来組織では，　Hsp70のQ－H　scoreとCD68陽性M6数と
の間に正の相関が認められた（r2＝O．487およびr2　＝O．341）．体液中のHsp70濃度は月経血中で最も高く，腹水，血漿の順であり，

内膜症では非内膜症コントロールに比して月経血および腹水中のHsp70濃度が有意に高値であった．

結論：子宮内膜症，子宮腺筋症，子宮筋腫では，病変および正所性予宮内膜において組織ストレス反応が克進しており，これらは

骨盤内の炎症反応に関連している可能性がある。

P－239　子宮腺筋症合併不妊2症例の治療および妊娠予後に関する検討

○菅谷　　進保坂　眞美，近藤　　正，岡田　潤幸
　新潟県厚生連上越総合病院生殖医療センター

【緒言】子宮腺筋症合併不妊症例の治療成績は満足のいくものではなく，また妊娠が成立した場合でも流産や産科合併症，

急性腹症の発症などの報告が見受けられる．今回我々はARTによる妊娠成立後，異なる妊娠経過を示した子宮腺筋症の2
症例を報告する．【症例】症例1：36歳0妊0産．他院でARTを施行するも妊娠成立せず当科受診．　MRIにおいて前後壁
びまん型の子宮腺筋症を認めた．初回のARTはGnRH　agonistを3ヶ月投与し腺筋症の縮小を図ったのちFSH300単位を
連日投与するultralong法で卵巣刺激を行ったが妊娠には至らなかった．　Poor　responderのためクロミフェンでの採卵を施

行，1個の卵子が採取でき4G2（Veeck分類）を移植，妊娠が成立した．しかし，妊娠13週に突然自然破水し流産に至った．

症例2：29歳，0妊0産．他院において子宮筋腫を指摘され当科受診．MRIにおいて子宮腺筋症（後壁びまん型）と診断し
た．人工授精の後ARTに移行，　long法一FSH150単位で卵巣刺激後採卵を行った．採卵14個，正常受精11個，その後良
好胚（7胚）を凍結した．GnRH　agonistを5ヶ月間投与後，ホルモン補充周期で凍結融解胚移植を行い単胎妊娠が成立した．

妊娠21週から切迫流産により入院，塩酸リトドリンによる治療を行った．妊娠後腺筋症は増大し，また腺筋症による痔痛
も出現した．妊娠35週，子宮収縮抑制不能となった．骨盤位であっため帝王切開術を施行，2350gの女児（Apgar　score　8
点）を分娩した．【結論】異なる妊娠経過を示した子宮腺筋症の2症例を報告した．腺筋症では採卵後胚の凍結を行い，GnRH

agonistで子宮の縮小を図ったのち移植する方法が有用であると考えられた．しかし，前後壁びまん型でpoor　responderの
症例では予後は不良であると思われた．

P－240　子宮腺筋症のタイプとMMPsの発現様式について

○岩原　由樹，原田　竜也，岩田　未菜，石川　智則，久保田俊郎

　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学

目的：子宮腺筋症は着床障害をひき起こし不妊の原因とひとつとされているがその発生機序に関しては不明である．細胞外

基質の融解に関わるマトリックス・メタロプロテイナーゼ（matrix　metallo－proteinases；MMP）が子宮腺筋症の発育に関

与しているとの報告があるが，その数も少ない．今回我々は，子宮腺筋症のタイプ（びまん性・局所性）とMMPsの発現
様式について検討したので報告する．方法：本研究は倫理委員会の認証を得て行った．対象は子宮腺筋症の診断で子宮全摘

術を施行された症例（22例）である．子宮腺筋症の診断とびまん性・局所性のタイプはMRI画像により診断し，術後病理
診断で確認を行った．これらの症例より，正所性内膜と異所性内膜を含む子宮腺筋症組織を採取した．コントロールの子宮

内膜組織は子宮腺筋症組織を含まない良性子宮腫瘍の診断で子宮全摘術を施行された18症例の正所性子宮内膜を採取し
た．実験方法としては，MMPs（MMP－L　MMP－2，　MMP－9）mRNAの発現を定量PCRで，　MMPsタンパクの局在を免
疫染色法で検討した．結果：免疫染色法ではMMPsは異所性内膜の間質細胞や線維に発現していた．コントロールと子宮
腺筋症患者で正所性内膜のMMPs　mRNAの発現を比較したところ，両者に差はなかった．正所性内膜と異所性内膜を比較
したところ，異所性内膜でMMP－2，　MMP－9　mRNAの発現が高かった．びまん性と局所性の異所性内膜を比較したところ，

局所性の異所性内膜において，MMP－1，　MMP－2，　MMP－9　mRNAの発現が高かった．考察：ゼラチナーゼであるMMP－2，

MMP－9が子宮腺筋症の発育に関与している事が考えられ，子宮腺筋症のびまん性と局所性ではr宮腺筋症の発現様式が異
なる可能性が示唆された．
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P－241　妊娠・出産に至った子宮腺筋症症例の臨床的検討

○岡村　佳則，本田　律生，伊藤　史子，水溜絵津子，本田　智子，内野貴久子，大場　　隆，片渕　秀隆

　熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学

【目的】子宮腺筋症（腺筋症）は，挙児希望女性の高齢化に加えMRI等の画像診断技術や手術手技の向上により不妊や不育
症の原因として加療されることが多くなっている．当施設では，1990年から積極的に腺筋症縮小術（debulking　surgery：DS）

を導入し，術後の良好な妊娠率を報告してきた．本術式の要点は，子宮内腔に至らない様に病巣の90％程度を目標に減量
を行い，死腔のない埋没縫合を行うことである．一方，未治療の子宮腺筋症を合併する妊娠では流産率が高い一方で，妊娠

継続の中には肺血栓塞栓症例や常位胎盤早期剥離や子宮破裂による子宮摘出例が報告されている．また，腺筋症病巣切除術

後の妊娠では，子宮破裂や癒着胎盤による子宮摘出に至った重篤な症例が最近になって認められている．今回，当施設でDS

後に妊娠が成立し妊娠・分娩の管理を行った症例と，他施設より紹介された未治療の腺筋症合併妊娠症例の転帰について後

方視的に検討した．【方法】2001年1月から2011年12月までに，当施設で妊娠・分娩の管理を行ったDS後の16症例と，
他施設より紹介された自然妊娠2例とIVF－ET後の妊娠1例を併せた3例の未治療腺筋症合併妊娠について，分娩週数出
血量，出生体重，母体合併症の有無を検討した．【成績】DS後の妊娠例の中で双胎の2例を除いた単胎妊娠の14例では，
早産が3例（21．4％），低出生体重児が4例（28．6％）であった．全例が帝王切開術による分娩であり，輸血例はなくDSが
施行された部位の非薄化や切迫子宮破裂の所見は認められなかった．一方，腺筋症合併妊娠の3例では，早産が1例（33．3％）

で，全例が低出生体重児であった．【結論】未治療の腺筋症合併妊娠例の転帰から，より安全な妊娠・分娩のためには腺筋

症に対する治療が必要であり，手術を選択する場合は当施設で施行しているDSが有用であると考えられた．

P－242　異所性妊娠を繰り返した症例の検討

○中江　華子，佐川　義英，古村　絢子，寺田光二郎，嘉本　寛江，中村　泰昭，落合　尚美，中川　圭介，五十嵐敏雄，

　梁　　善光

　帝京大学ちば総合医療センター産婦人科

【目的】異所性妊娠での死亡数は減少しているが，未だに出」血性ショックで搬送されたり輸血が必要となる症例も多い．また，近年

の生殖医療の高度化・普及による異所性妊娠の頻度の上昇も懸念されている．そこで，当院での異所性妊娠反復例について後方視

的に検討した．【方法】1994年1月から2012年4月までに当院にて腹腔鏡下手術を施行した異所性妊娠の症例470例のうち，2回

以上異所性妊娠を繰り返した24名（のべ51例）につき，年齢，経産回数既往異所性妊娠からの期間，クラミジア感染の有無，
術式などについて検討した，データは全て個人を特定できない状態で集計し，個人情報の漏洩に留意した．【成績】24名中，異所性

妊娠を2回繰り返した症例が20名，3回繰り返した症例が4名あった．手術施行時の年齢は19歳～40歳（中央値29歳）で，既往
異所性妊娠からの期間は3～85ヶ月（中央値23ヶ月）だった．初回異所性妊娠時に未経産だった症例が17名，そのうち12名（70．6％）

にクラミジア感染既往をみとめた．一方で3回異所性妊娠を繰り返した4名中クラミジア抗体陽性者は1名のみであった．初回術

式は片側卵管切除術が13名，卵管線状切開術が9名で，複数回の異所性妊娠手術の結果，最終的に自然妊娠が不可能となった症例

が12名と半数にのぼった．異所性妊娠のリスク因子としては，クラミジア感染の既往を有する患者が14名（5＆3％），開腹手術の

既往を有する患者が1名（4．2％）みとめられたが，いずれの既往もない患者も9名あった．異所性妊娠のべ51例中不妊治療による

妊娠例は5例（9．8％）だった【結論】当院では異所性妊娠での手術症例のうち10．8％は反復症例だった．リスク因子としてはクラ

ミジア感染や開腹手術の既往など腹腔内炎症の既往が挙げられるが，原因が不明な症例も約4割あった．3回繰り返した4症例中3

例で明らかなリスク因子がなかったことからも，子宮内膜への着床不全など未知のリスク因子の存在が示唆された．

P－243　D5－ET後に膀胱子宮窩腹膜に腹腔妊娠を生じ，妊娠初期に腹腔鏡下手術を施行し
　　　　　　た1例

○塩島　　聡，松本美奈子，青葉　幸子，村松　正子，今井　　伸，渋谷　伸一

　聖隷浜松病院不妊内分泌科

【緒言】腹腔妊娠は異所性妊娠の1．4％と推定され，比較的まれな病態であるが，IVF－ETなどの操作で医原性に生じたとす

る報告もある．妊娠初期での診断は難しく妊娠進行例では母体死亡の原因となることも少なくない．ET後に妊娠不成立と
診断された後，下腹部痛を契機に異所性妊娠を疑い，腹腔鏡下手術にて治療した膀胱子宮窩腹膜に着床した腹腔妊娠を経験
したので報告する．【症例】33歳女性，未経妊，未経産．挙児希望を主訴に近医にてD5胚盤胞移植を施行された．　ET後10

日目より月経様の出血を認め，妊娠不成立と診断．ET後28日目ごろより下腹部痛を自覚．　ET後42日目（妊娠8週5日
相当）下腹部痛の増加にて別の医院を受診，異所性妊娠の疑いにて当院紹介となった．初診時所見では血清hCG　l289mlU／

mL．子宮内膜に肥厚を認めず，少量の腹水および膀胱子宮窩に3cm大の不整な腫瘤像，両側付属器に3cm大の嚢胞性病変
を認めた．ET後44日目（妊娠9週0日）MRI所見により腹腔妊娠の疑いとして腹腔鏡を施行．膀胱子宮窩腹膜に4cm大
の膨隆した腫瘤を認め，周囲腹膜と共に切除した．切除後は速やかなhCGの低下を認め，病理学的検索で凝結塊に絨毛成
分を認め膀胱子宮窩腹膜を着床部位と診断した．【考察】腹腔妊娠はまれな疾患で早期診断は難しい．本症例は妊娠初期に

膀胱子宮窩腹膜の着床部位が血腫状に膨隆し，MRIにて腹膜妊娠を疑い腹腔鏡にて診断された．不妊治療後の経過観察では

異所性妊娠の鑑別として十分な注意が必要である．
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P－244　ホルモン補充周期による凍結融解胚移植後の卵巣妊娠の1例

○平岡　毅大，原田美由紀，平池　　修，森嶋かほる，平田　哲也，大石　　元，甲賀かをり，藤本　晃久，大須賀　穣，

　藤井　知行，矢野　　哲，上妻　志郎

　東京大学医学部付属病院産婦人科学教室

【目的】卵巣妊娠は異所性妊娠の中でも稀であり，術前に確定診断に至るのは極めて困難である．今回我々は，ホルモン補充周

期による凍結融解胚移植後に卵巣妊娠に至った症例を経験したため，文献的考察を含め報告する．【症例】36歳1経妊0経産．

2009年に腹腔鏡下子宮筋腫核出術の既往がある．2011年より当科にて体外受精施行中であり，良好胚を3回移植しても妊娠せ

ず着床障害を認めていた．治療1周期目はホルモン補充周期で凍結融解胚移植を施行したが，8日後（3週6日時点）血清hCG
O．8mlU／mlのためホルモン補充を中止とした．消退出血確認後の治療2周期目もホルモン補充周期で，月経周期X，　X＋1日
に9cell（G1）とearly　blastocystを各々二段階凍結融解胚移植した，血清hCGが月経周期Y日（4週1日）34249．lmlU／ml，

Y＋4日（4週5日）41625．6mlU／mlであったが，経膣超音波断層法にて子宮内腔に胎嚢を認めず，右付属器領域に卵巣に隣接

した4cm大の血流を含む腫瘤性病変とダグラス窩の血液貯留像を認めたため，右卵管妊娠疑いの診断で同日緊急手術となっ
た．腹腔鏡所見では腹腔内に癒着はなく，4cm大の嚢胞状病変を右卵巣の卵巣固有靭帯付着部近傍に認めた．これに割を人れ

ると凝血塊に混じり絨毛組織を認めたため，絨毛組織を可及的に摘出し凝固止血を行った．術後経過は良好で，術後3日目に
血清hCG　5859．lmlU／ml，11日目に51＆6mlU／mlと低下した．病理所見にて卵巣間質と共に絨毛組織を認め，卵巣妊娠の診断

であった．【考察】ホルモン補充周期による凍結融解胚移植後に，血清hCGが高値を示した卵巣妊娠の症例を経験した．本症

例は着床障害であったことから，移植胚が卵管内を遊走し卵巣表面に着床したものと推測される．週数に比して血清hCG値が
高値を示した理由については検討中であるが，前周期の移植胚が遅延着床した可能性などが推測される．

P－245　単一胚盤胞移植後に発症した子宮内外同時妊娠の一例

○高橋　七瀬，熊切　　順，山田　敦子，祖川　侑子，青木　洋一，地主　　誠黒田　恵司，菊地　　盤北出　真理
　竹田　　省

　順天堂大学産婦人科

【緒言】子宮内外同時妊娠は稀であるが，近年の生殖補助医療（ART）の施行症例の増加に伴い，その報告が増えている．

我々はART後に発生した子宮内外同時妊娠に対して異所性妊娠に対しての腹腔鏡下手術を施行し，子宮内妊娠を継続し得
た症例を経験したので報告する．【症例】33歳1経妊0経産．30歳時に異所性妊娠のため他院で左卵管切除術の既往あり．

当院で単一胚盤胞移植後に妊娠成立し，妊娠5週1日に子宮内に胎嚢を認めた．妊娠6週4日に下腹痛のため当院を再来し
た．経膣超音波断層法では，腹腔内のecho　free　spaceと子宮内の胎児心拍と，さらに左付属器の胎児心拍を伴う腫瘤を認

められた．この結果，子宮内外同時妊娠と診断した．腹腔鏡下手術時の所見では腹腔内出血は著明であり，子宮に付着して

いた凝血塊を除去すると過去の卵管切除後に残存した子宮峡部に付着した腫瘤と同部位からの持続出血が確認された．腫瘤

を除去し左子宮間質部を2層縫合し終了とした．手術終了直後，経膣超音波にて子宮内胎児の心拍が確認された．本症例の

内外同時妊娠の要因の一つには，術前に得られた情報として胚盤胞移植の前の性交渉が考えられた．血清hCG値は術後1
日目に60161mlU／m1と低下していたが，その後妊娠継続しており，術後3日目には84510mIU／mlと上昇していた．術後の
経膣超音波では，子宮外に明らかな腫瘤性病変は認めなかった．術後経過順調であり，妊娠12週現在妊娠継続している，【結

語】ART施行症例には，子宮外妊娠のみならず内外同時妊娠のリスクもて説明する必要があると考えられた．また，単一
胚盤胞移植においても子宮内外同時妊娠を考慮した外来管理を行う必要があると考えられた．

P－246　当科で治療した卵管間質部妊娠に関する検討

○田中　麗子，山本　奈理，井上　善仁，江頭　活子
　国家公務員共済組合連合会浜の町病院産婦人科

【緒言】卵管間質部妊娠の発生頻度は異所性妊娠の中でも約2～4％と比較的稀である．破裂した場合は出血が多量となり，

未破裂でも術中の止血が困難となることが多いため，手術療法では開腹による治療が一般的であったが，近年は腹腔鏡によ

る治療も多く報告されている．今回我々は，当院において卵管間質部妊娠に対して手術を施行した症例を後方視的に検討し

た．【対象と方法】H19年度からH23年度までの5年間に当科で診断，手術を施行した8例を対象に患者背景と手術成績を
確認した．【結果】患者の平均年齢は28．6歳，未産婦6例，経産婦2例であった．診断時妊娠週数は平均6週7日で，すべ

て自然妊娠による症例であった．うち1例は同側の卵管峡部妊娠に対して腹腔鏡下卵管切除術を施行した既往があった．術
前血中hCG値の平均は10724mlU／ml，平均病変腫瘤径は23．7mmで，胎児心拍を2例に認めた．施行術式は腹腔鏡下卵管
間質部切除術7例，腹式卵管問質部切除術1例であった．術中出血量の平均は100g（腹腔内貯留込み）で，輸血を要した症
例は認めなかった．平均手術時間は89分であった．開腹術を施行した症例は，術前説明での患者希望であった．腹腔鏡下
手術で手術を開始し，開腹術へ移行した症例は認めなかった．Persistent　ectopic　pregnancyを発症した症例は認めなかっ

た．【考察】当科では過去5年間に卵管間質部妊娠に対して7例の腹腔鏡ド手術を施行し，妊娠部位の切除および切除部位

の修復止血が可能であった．術中のLli血が困難となり開腹術への移行を要する可能性を念頭に置かなければならないが，
卵管間質部妊娠に対して腹腔鏡下手術が有用な治療法であることが示唆された．
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P－247　最近経験した卵管間質部妊娠の3症例

○井平　　圭D，工藤　正eet），宇田　智浩1），保坂　昌芳1］，中谷真紀子1），田中理恵子1’，首藤　聡子D，西　　信也2），

　大河内俊洋3｝，水上　尚典1’，櫻木　範明P

　1）北海道大学産婦人科，z）江別市立病院，3｝おおこうち産科婦人科

【緒言】近年，間質部妊娠に対する腹腔鏡下切除術の報告が多く見られるようになったが，一方で術後の子宮破裂の報告も見ら

れる．当科で最近経験した問質部妊娠3例の臨床経過および次回妊娠を希望する間質部妊娠症例の治療について文献的考察を

含め報告する．【症例】当科で経験した3例は，診断時に未破裂で，血行動態に異常をきたしていなかった．2例に対しMTX

局注療法，1例に対し腹腔鏡下病巣切除術を施行した．MTX局注療法は，経膣超音波を併用し腹腔鏡下に行った．　MTXによ
る明らかな副作用は認めず，局注は1回のみで投与量は20mgであった．2症例とも極めて順調な経過を辿り完治した．1症例
は患者の強い希望のため腹腔鏡下病巣切除術を行った．術後の経過は良好であったがフォローアップを自己中断された．術後

約3か月後に自然妊娠が成立し他院で妊婦健診されていた．手術に対する情報が十分でないまま管理され，妊娠27週6日に子
宮破裂を起こし，緊急帝王切開を施行された．子宮は温存されたが子宮内胎児死亡となった．【考察】異所性妊娠の95％以上

が卵管妊娠（膨大部，峡部，卵管采部，間質部）であり，間質部が2～4％程度と最も少ないが，ARTの普及によりその頻度
は増加傾向にあるとされる．現在，間質部妊娠の治療について定まった指針は存在せず，各施設において種々の対応がなされ

ている．2010年にAJOGは，妊娠週数が早く血行動態の安定した未破裂症例に対しては，　MTXによる温存療法と手術療法の
双方を患者に提示することを推奨している．また，数回のMTX投与を必要としたとする報告もあるが，当科では症例数は少
ないがいずれも1回のみの局注で良好な結果であったN【結論】未破裂の間質部妊娠症例で，特に次回妊娠を希望する症例にお

いては，術後の妊娠・出産に与えるリスクを十分考慮し，MTX局注療法など保存的治療を考慮するべきと考えられた．

P－248　帝王切開癩痕部妊娠の2例

○福田真実子，林　篤史，樋口容子，吉田陽子，川邊紗智子，林　美佳，林　正美，山下能毅，大道正英
　大阪医科大学産婦人科

【緒言】帝王切開癩痕部妊娠は稀な病態である．帝王切開率の上昇に伴い，報告例が増えている．妊娠経過に伴って，大量
出血，子宮破裂などを起こすことがあるため，早期の診断，治療が必要とされるが，確立された治療指針はない．今回，帝

王切開癩痕部妊娠に対してMTX療法が有効であった2症例を経験したので症例報告する．【症例】症例1は33歳3経妊
1経産（2回異所性妊娠）．無月経を主訴に前医を受診し，経膣超音波検査にて子宮峡部前壁より漿膜下に突出する胎嚢を認

め，胎児心拍も確認されたため，癩痕部妊娠の診断で当科へ紹介となった．最終月経より5週4日相当であり，血中hCG56540
mIU／mlと高値であった，インフォームド・コンセントを得た上で保存的治療を選択し，経膣超音波ガイド下で胎嚢内溶液

を吸引したのち，MTX50mg，　KCL8mEqを胎嚢内に投与した．投与後1日目，　FHM消失するも7日目のhCG値が110400
mIU／mlと上昇を認めたため，再度MTX50mg局所投与を施行した．その後少量の性器出血は認めたが，腹痛は認めなかっ
た．hCGは3週間でhCG3231mlU／mlまで低下し，経膣超音波検査にて胎嚢が縮小したため退院とした．現在，外来経過観
察中である．症例2は39歳，1経妊1経産．無月経性器出血を主訴に近医を受診した．経膣超音波検査にて子宮体下部に
胎嚢を疑う低輝度領域を認め，癩痕部妊娠の診断で当科へ紹介となった．最終月経より5週4日相当であり，血中hCG5796
mIU／m1であった．保存的治療とし，　MTX50mg，／m2全身投与した．その後少量の性器出血は持続したが，腹痛は認めなかっ

た．hCGは2週間で1013mlU／mlまで低下したため退院とした．現在，外来経過観察中である．【結論】帝王切開癩痕部妊

娠に対するMTX局所投与療法はhCG高値の症例に対して安全で有効な治療法であると考えられた．

P－249　帝王切開癩痕部妊娠に対する腹腔鏡下手術一治療に成功した3症例の報告一

○福士　義将，和田真一一郎

　手稲渓仁会病院産婦人科

【緒言】帝王切開癩痕部妊娠（Cesarean　Scar　Pregnancy：CSP）は稀な疾患ではあるが，近年帝王切開（CS）分娩数の増加

に伴い症例数の増加を認めている．今回我々は腹腔鏡ド癩痕妊娠部摘出および癩痕部修復術を合併症なく施行できた3症例
について報告する．【症例1】28歳G7P3（2回CS），妊娠6週，大量性器出血CSP疑いにて紹介，血中HCG　237921U／L，

経膣超音波検査にてCS癩痕部にllmmの胎嚢，心拍動伴う4．5mmの胎児像を認め，　MRI検査行いCSPの診断MTX　75
mg／body筋注投与し，投与6日目に児の発育と心拍動の継続みられたため腹腔鏡下手術を施行した．手術2年後に子宮内
の妊娠を確認，妊娠経過に異常なくCSにて生児を得た．【症例2】31歳，　G2P2（2回CS），妊娠5週CSP疑いにて紹介，

血中HCG　l42251U／L，経膣超音波検査にてCS癩痕部に卵黄嚢を含有するGS　l9mmを認めCSPの診断に至り，手術を施
行した．手術2年後に子宮内妊娠を確認し継続中である．【症例3】36歳，G2P2（2回CS），妊娠5週，　CSP疑いにて紹介，

HCG　66431U／L経膣超音波検査にて子宮頸部前壁に9mmのGS様所見と底部に13mmのEcho　Free　Spaceを認め稽留流
産も考慮し経過観察し，3週間後，HCG　172891U／L，少量の性器出血と子宮頚部前壁のGS様所見の軽度増大認めた．　MRI
検査施行し，子宮頚部前壁の筋層断裂と血腫形成認めCSPの診断となり，緊急入院後に大量性器出血を認めたため緊急手
術を施行した．【結語】CSPに対する根治術として腹腔鏡下癩痕部妊娠摘出及び癩痕部修復術は安全で，次回妊娠に対する

反復の予防にも有用であると考えられた．
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P－250　子宮頸管妊娠に対して保存的療法を施行し生児を得た3例

○小島　淳哉P，羽田野景子1），岩佐　朋美1），伊東　宏絵D，内海　靖子L｝，岩城　妙子3），井坂　恵一｝

　D東京医科大学産科婦人科，2［うつみやす子レディースクリニック，3）いわきたえ子レディースクリニック

目的

子宮頸管妊娠は異所性妊娠の中でも大変稀な疾患である，妊娠経過中に突然大量出血をきたし救命のために子宮全摘術を余儀なくされる危険性があり，妊孕能温存が困難な場合があ

る，今回我々は子宮頸管妊娠に対しメソトレキセート（以下MTX）を局注した症例とUAE（子宮動脈塞栓術）を施行した症例を経験し，その後正常妊娠に至った3症例を報告する，

方法・結果

症例1は37歳，0経妊0経産，最終月経より5週，hCG　26211U／1であるにも関わらず子宮内に胎嚢を認めず，異所性妊娠を疑われ当院紹介受診，経膣超音波断層法で子宮内腔と離

れた子宮頸部内に胎嚢と，胎嚢内に卵黄嚢と心拍を有する胎芽を認め，子宮頸管妊娠と診断．保存的療法としてMTX局注療法を行なった，経膣超音波ガイド下に胎嚢内容を吸引し，

MTX25mgを注入した，局所注射後hCGは下降を始め，10日目頃からUCG・hCGともに速やかに低下した．14日目に外子宮口より胎嚢の自然排出を認めた，また，　MTXによる副作

用は認めなかった，治療後月経の再開を認め，1年2ヵ月後にlfl然妊娠成立した．現在のところ明らかな異常なく経過観察中である．

症例2は，0経妊0経産．最終月経より8週にて来院症例1と同様に経腔超音波ガイド下に保存的療法としてMTX療法を行った，治療2ヵ月後月経の再開を認め，その後自然妊娠

成立し生児を得た，

症例3は，0経妊0経産．最終月経より6週にて前医にてf・宮内容除去術を施行，大量出血にて当院救急搬送となった．経膣超音波にて頸管妊娠と判断し，大量出血と高度貧血の為緊

急処置が必要と判断しUAEを施行した，その後自然妊娠成立した，

結語

今回我々は子宮頸管妊娠に対しMTXを局注又はUAEを施行し，その後正常妊娠となった3例を経験した，子宮頸管妊娠に対しては確立された治療法がないのが現状であり，本症例

のような妊孕能を希望する場合，緊急度に併せた治療法を選択する事は有用であると考えられた，

P－251　先体反応過程における精子膜と先体膜タンパク質の変化

○大和屋健二L21，伊藤　千鶴D，年森　清隆1）

　い千葉大学大学院医学研究院形態形成学，2｝千葉大学バイオメディカル研究センター

　生体内において，精子は先体反応を起こして初めて透明帯を通過し，先体赤道部で卵子の細胞膜と融合することができる．

先体反応メカニズムの解明は精子の質の診断やIVF効率の向上に重要であるが，その分子メカニズムはほとんど明らかに
なっていない．先体反応は精子の膜と骨格系に起こる現象が多段階で制御されており，それぞれの段階の精子を分離するこ

とが必要である．今回，我々は先体膜タンパク質に対する抗体を用いて，先体反応を7段階に分類し，それぞれの時期の膜

やタンパク質の変化を解析したので報告する、【方法】1）先体反応を誘起した精子を2種類の先体膜タンパク質抗体，抗
IZUMO1と抗SPACA1で染色し，フローサイトメーター一一・を用いてそれぞれの膜タンパク質の露出を計測した．フローサイ

トメーター解析でゲート可能な集団を分取し，2）蛍光顕微鏡観察，3）走査型電子顕微鏡観察，4）ウェスタンブロットを
行った．【結果】1）先体反応を誘起した精子は，7つのpopulationに分離された．先体反応誘起後の培養時間O，15，30，60

分の変化から，先体反応進行の順序を決定した．Population　4～5にかけては細胞頭部辺縁部が膨張し，6～7にかけては先

体反応前よりも細胞容積が小さくなっていた．2）それぞれのpopulationは，膜タンパク質の露出と局在移動，抗原性の消
失によって分離された．3）前先体部の細胞膜の変化と膨張細胞膜と外先体膜から成るハイブリッドベシクルの形成と消
失，赤道部の細胞膜の変化が認められた．4）ハイブリッドベシクルが形成されるpopulation　5の精子において，　SPACAl

の分子量が先体反応前の35kDaから21kDaへと減少していた．【結論】本方法によって先体の膜変化やその安定性に関わる
と思われる膜タンパク質の変化をとらえることが出来た．今後，本方法を用いて先体反応から配偶子膜融合に至る分子メカ
ニズムの解明を試みたい．

P－252　c－kit発現を評価基準とした造精障害に対する漢方薬剤の効果に関する探索研究

○谷垣　礼子l」，末岡　　浩21，田島　博人］），佐藤　健二2），中林　　章3｝，佐藤　　卓L）），泉　　陽子Z），細井　美彦4），

　吉村　泰典21

　1）埼玉社会保険病院産婦人科，2慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，3］中林病院，”近畿大学生物理工学科

【目的】漢方薬は乏精子症の治療薬として広く臨床的に投与されてきた．また我々はspermatogoniaに対する造精障害時におけ

る受容体型チロシンキナーゼc－kitの発現の相関性について報告してきた．造精障害時おける劇的効果が認められた漢方薬剤の，

c－kit発現からみた効果を組織学的，免疫学的，遺伝子的に検討した．【方法】生後8週齢ICR系雄性マウスに対し，　doxorubicin

（DXR）O．15mg／kgを週2回5週間腹腔内投与した．対照群としてDXRのかわりに生理食塩水を投与した．また，　DXRを同様
に投与しつつ同時に予備飼育時より15週間TJ41（補中益気湯）1，2，4g／kg、　TJ7（八味地黄丸）1，2，4g／kgをそれぞれ経

口投与した．さらにDxRは投与せずにTJ4129／kg，　TJ729／kgをそれぞれ単独投与した．10群各10匹（精巣200個）につき
検討した．C－kit発現はRT－PCRにてmRNA発現の半定量を，　c－kit蛋白は免疫組織染色による分析を行った．【成績】精巣重

量はDXR単独投与群が対照群の約60％に減少しており，強い抑制が認められた．　TJ41併用4g投与群でほぼ対照群に近い値
であり，TJ7併用投与群ではいずれの投与量でも差は認められなかった．　TJ41，　TJ7単独投与群ではいずれも対照群より増加し

ていた．免疫組織染色ではDXR投与群でc－kit発現が低下し，　TJ41単独投与群で発現が強く認められた．　RT－PCR半定量では，

対照群に比較しDXR投与群では有意な低値を認めた．またTJ41，　TJ7併用群ではいずれも投与量依存的にc－kitの増加が認め

られ，単独投与群では対照群よりも増加していた．【結論】DNA合成阻害薬物の少量長期投与により，　maturation　arrestの状

態が示され，c－kit発現の顕著な低下が認められた．またTJ41およびTJ7群ではc－kitのmRNA発現およびc－kit蛋白が増加
し，慢性造精機能障害時の漢方薬剤投与群において，とくにspermatogoniaの障害に対する漢方薬の劇的効果が示された．
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P－253　精巣におけるFeminization　Factorlb（Femlb）のアンドロゲン調節作用

○岩月正一一一一一郎’・2），佐々木昌一），梅本　幸裕1），池内　隆人：），神谷　浩行1），窪田　裕樹D，窪田　泰江），矢内　良昌1），

　藤田　圭治2），郡　健二郎U

　］）名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野，2牡会医療法人宏潤会大同病院泌尿器科

【目的】精子形成にはアンドロゲンの作用が必要であるが，精細胞分化の各段階によりその作用は異なるとされている．こ

のようにアンドロゲン作用が異なることは，アンドロゲン合成や標的細胞におけるアンドロゲン感受性が精巣の部位で異
なっていることを示唆する．私たちは昨年の本学会で，線虫配偶子の雌雄決定因子fem－1のホモログである，　Feminization

Factor　lb（Femlb）が，精母細胞，精子細胞，　Leydig細胞に発現していることを報告した．本研究は精巣におけるFemlb
による微小環境下でのアンドロゲン作用調節機構を解明することを目的とした．【対象および方法】Femlbのアンドロゲン

合成調節への関与はマウスLeydig細胞由来である1－10細胞株を用い，アンドロゲン標的細胞におけるアンドロゲン感受性

調節は，Sertoli細胞由来であるTM4細胞株を用いて検討した．培養細胞にFemlbに対するsiRNAを投与し，48時間後に
細胞を回収した．1－10細胞におけるステロイド合成の評価として性ステロイド合成酵素，プロゲステロン産生量を定量した．

またTM4細胞株においてアンドロゲン受容体発現量を定量した．【結果】1－10細胞におけるステロイド合成酵素の発現量と

プロゲステロン産生量はsiRNA投与群とコントロール群で差は認めなかった．一一方，　TM4細胞におけるアンドロゲン受容

体発現量は，siRNA投与群で有意に増加していた．【考察】FemlbはLeydig細胞におけるステロイド合成調節には関与せ
ず，アンドロゲン標的細胞内でアンドロゲン受容体の発現量を調節していると考えられた．精細胞にもFemlbの発現が見
られることから，精細胞やSertoli細胞といったアンドロゲンの標的細胞においてアンドロゲン感受性の調節機構にFemlb
が関与していることが示唆された．

P－254　精液中ROS（reactive　oxygen　species）は密度勾配遠沈法により除去可能か？

○竹島　徹平1・2），黒田晋之介2｝，湯村　　寧2），野口　和美3｝，岩崎　　晧］），高島　邦僚1｝，池田万里郎1），近藤　芳仁4｝

　］横浜市立みなと赤十字病院泌尿器科，2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，3横浜市立大学附属
　市民総合医療センター泌尿器・腎移植科，i）（医）俊英会海老名レディースクリニック

【目的】精液中のROSは，精子中の核またはミトコンドリア内DNAを傷害し，おもに精子の運動率や妊孕性に影響を与え
ると考えられている．今回われわれは，精液中ROS陽性患者の精液を，密度勾配遠沈2層法により分離し，　ROS除去率に
つき検討した．【対象と方法】2011年6月より2012年2月に当院生殖医療センターおよび関連ART施設を受診し，文書に
よる同意を得て精液検査を行った無精子症16名を除く118名，182検体．精子運動解析装置（SMAS）を用い，精液各種パ
ラメータ測定を行うと同時にLuminometerを用い，　Luminorの化学発光によるROS値を計測した．また，90％Sperm　Grad，

45％Sperm　Grad，未洗浄精液各lmlずつを重層させ遠心分離（1800rpm，20分）を行い，上層（Layer1）および下層（Layer

2）の各種パラメータの測定，およびそれぞれのROS値の計測を行った．【結果】未処理精液検体のうち，　ROS陽性例は54
検体であった（平均ROS　level：55．7　mv／106spermatozoa）．その内訳は，乏精子症6検体，高度乏精子症19検体精子無
力症29例であった．ROS陽性例のうち，洗浄後の平均精子濃度はLayer1：19．5×10＊6／ml．　Layer2　：　7．70×10＊6／mlであ

り，平均運動率はLayerl：9．49％，　Layer2：14．10％と，　Layer2において運動率の改善を認めた．また，　Layer1のROS陽性

例は35例（64．8％），Layer2のROS陽性例は12例（222％）であり，密度勾配遠沈法によりROSは高率に除去されたと考
えられる．【考察】配偶者間人工授精（AIH）で用いられる，　Percoll法に代表される密度勾配遠沈法は成熟運動精子を選別

する一一般的な精子調整法であるが，高いROS除去率を有すると考えられる．　ROS陽性の男性不妊患者にAIHを推奨する契
機となると考えられた．

P－255　当院における射出凍結精子を用いたIVF－ETの成績について

○青葉　幸子1），松本美奈子2｝，村松　正子D，塩島　　聡L’）t今井　　伸3），渋谷　伸一

　’）聖隷浜松病院臨床検査部，：’）聖隷浜松病院不妊内分泌科，3〕聖隷浜松病院泌尿器科

【目的】近年当院では凍結精子を用いたIVF－ETが増加している．男性不妊症（MESA，　TESE，　MD－TESE）増加の他
に，夫の出張などの社会的理由によりあらかじめ精子凍結する症例も少なくない．男性不妊症症例とがん治療等の医学介入
症例を除く，新鮮精子症例と凍結精子症例の成績を後方視的に解析した．【方法】2009年1月から2012年4月に新鮮精子（F）

もしくは凍結精子（C）でICSI，あるいは媒精を施行した385周期1959コを対象とし，それぞれの媒精施行群とICSI施行
群（以下F－conv群133例，　F－ICSI群232例，　C－conv群3例，　C－ICSI群17例，）の4群に分け，受精率・胚盤胞到達
率・妊娠転帰を比較した．【結果】各群の受精率はF－conv　eV　67．1％（559／892），　F－ICSI群77．5％（776／1001），　C－conv

群57．1％（4／7），C－ICSI群79．7％（47／59），胚盤胞到達率は48．6％（291／599），35．6％（279／776），75．0％（3／4），42．6％

（20／47）であった．発育停止等で培養中止となった割合（周期あたり）は21．8％（29／133），17．7％（41／232），66．7％（2／3），

35．3％（6／17），移植あたりの妊娠率は26．4％（19／72），139％（19／137），O．O％（0／1），14．3％（1／7）で，凍結精子群で培

養中止率が高くC－conv群で妊娠例を認めなかった．【考察】凍結精子を用いたIVF－ETは，受精率・胚盤胞到達率では
新鮮精子を用いた場合と遜色ない一方で，周期あたりの培養中止率は凍結精子群で高かった．新鮮精子を用いたIVF－ET
は凍結精子群と比較して妊娠率が高く，ご夫婦に協力を呼びかけることが大切である．
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P－256　クライオトップを用いた極少数精子凍結法による臨床成績

○高橋　　如1戊，廣瀬　美穂1｝，岡部　美咲1］，中嶋　美紀1），加藤　由香D，赤星　孝子V，竹本　洋一］），田中威づみ］），

　伊熊慎一郎1），永吉　　基’｝，田中　　温1），楠　比呂志2）

　Vセントマザー産婦人科医院2榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

【目的】重度乏精子症例において運動精子が数個しか見られないケースでは，セラムチューブを用いた通常の凍結法を行っても

蘇生率・回収率ともに低値となる場合が多い．そこで当院では，こうした症例に対してはクライオトップを用いた凍結法を適

用し，昨年の第56回大会では，そのうち1症例が出産に至ったことを報告した．今回は，その後の臨床成績の経過について報
告する．【対象】平成23年4月から平成24年4月までに，患者の同意のもとに重度乏精子症例でクライオトップ法にて凍結保

存した精子を治療に用いた7症例を対象とした．7症例の妻の年齢は29歳から40歳（平均34歳）であった．【方法】7症例中

4症例は射出精子で，これらは通常の精子洗浄法で処理した，2症例がTESE，残りがMESAで，それぞれ採取された精巣内
精子と精巣上体精子は直ちに10％SPS－HTFのドロップ中において良好（運動）精子を選抜した．凍結は，先の大会で報告し

た0．1Mシュークロースと20％SPSを添加したHFTに浮遊させてクライオトップ先端に載せて液体窒素蒸気に2分間曝す方
法で行った．クライオトップは，妻の採卵当日に，融解して，蘇生した精子を用いてICSIを行った．【結果】7症例において，

6個からll個（平均8．2個／1本）の良好精子を9本のクライオトップに載せて凍結しt融解後の回収率は89．2％（66／74）で，

蘇生率は59．1％（39，／66）であった．採卵できた69個中のMII卵子32個にICSIを施行した結果，50．0％（16／32）の受精率が

得られ，Day　3での胚発生率は62．5％（10／16）であったが，翌日桑実胚となったのは2個のみで，これらを移植したが，妊娠

には至らなかった．【結論】今回の7症例で妊娠例が得られなかった原因として，初回に妊娠した事例に比べて回収率は遜色な

かったが，蘇生率は2／3程度であった．これに加えてICSIに用いた卵子の性状があまり良好ではなかったことが考えられた．

P－257　単一精子ガラス化凍結保存した高度乏精子症患者の臨床報告

○遠藤　雄史，藤井　好孝，黒土　升蔵，本山　洋明
　倉敷成人病センター倉敷成人病クリニックIVFセンター・

【目的】我々は単一ヒト精子をCryTop（北里バイオファルマ）もしくはCell　Sleeper（Nipro）を用いてガラス化凍結保存

する方法を報告した．今回，書面にて同意の上，ガラス化凍結保存された単一精子を用いて顕微授精（ICSI）を行った症例

を報告する．【症例1】妻29歳夫30歳，非閉塞性無精子症（NOA）のためmicro－TESEで得られた12個の精子を凍結
保存した．全精子融解後10個の非運動精子を回収し，うち6個をICSIに供した．カルシウムイオノフォA23187（Sigma）
で卵を活性化した，受精率83％（5／6），分割率100％（5／5），胚盤胞（day　5）を移植後妊娠し，健常男児の出産に至った

（38週，2632g）．【症例2】妻34歳夫34歳，　Cryptozoospermiaのため7回の射出精液より55個の運動精子を凍結保存し

た．計2周期で，14個精子融解し13個の非運動精子を回収し，うち7個をICSIに供した．卵活性化は行わなかった．受精
率57％（4／7），分割率100％（4／4），胚盤胞（day　5）と桑実胚（day　4）をそれぞれ各周期移植したが着床しなかった．自

然周期に凍結融解胚（桑実胚，day　4）を移植したが着床しなかった．【症例3】妻37歳．夫37歳，　NOAのためmicro－TESE

で得られた81個の運動精子を凍結保存した．計2周期で，20個精子融解し19個の非運動精子を回収し，うち8個精子をICSI
に供した．卵活性化は行わなかった．受精率75％（6／8），分割率100％（6／6），桑実胚（day　5）および8－cell（day　3）を

それぞれ各周期移植したが妊娠に至らなかった．【結論】凍結融解した単一精子を短時間で回収でき，卵にとって最適なタ

イミングでICSI施行できた．　NOA患者の児を得ることができたが，卵の人為活性が受精や胚発生を改善させたのかどうか

は不明である．単一ヒト精子ガラス化凍結法は夫の反復外科手術を回避させ，妻の採卵計画立案も容易にさせた．凍結前の
精子探索時，pentxifylline（Sigma）添加は運動精子獲得に有効だった．

P－258　当院における卵黄を含まない精子凍結保存液の運動精子回収率の検討

○宮田　広敏u，木下裕巳子］），長谷川真実］），永澤　千佳IL西

　D西ウイミンズクリニック，L｝鈴木レディスホスピタル

修】、，鈴木　康夫2［

【目的】現在，精子の凍結保存には卵黄を含む精子凍結保存液が広く使われている．しかし昨今，トリインフルエンザ等，

ヒト以外の感染症の危険性が問題視されるようになっており，ヒト以外の動物性タンパク成分を含まないことが望ましいと

考えられる．そこで卵黄を含む精子凍結保存液と卵黄を含まない精子凍結保存液を用いて運動精子の回収率を比較検討し
た．【方法】2012年3月から5月までに精液検査のために当院を受診し，今回の研究への参加の同意を得られた精液量1．5ml
以上の14人の精液を用いて，Test　Yolk　Buffer（Irvine　Scientific），　Sperm　Maintenance　Medium（Irvine　Scientific），　Sperm

Freezing　Medium（KITAZATO　BioPharma）の3種類の精子凍結保存液で凍結し，融解後の運動精子の回収率を検討した．

凍結方法は，十分に液化した精液を検査終了後O．5mlつづを3群に分け，各精子凍結保存液O．5mlと混合し，4℃にて30分
間静置した後，液体窒素蒸気下に5分間置き，液体窒素中に投下した．融解方法は，微温湯に5分間漬けて融解した．それ
ぞれ，凍結前，融解後の濃度・運動率を測定し，運動精子回収率を算出して比較した．なお，2011年の当学会で報告した通

り，SMIが低い症例に関しては精液を処理せずに凍結する方法により回収率が上昇するという結果から，精液を処理せずに
凍結した．【結果】平均運動精子回収率（％）はTest　Yolk　Bufferが51．5±30．0，　Sperm　Maintenance　Mediumが44．7±20．0，

Sperm　Freezing　Mediumが38．9±24．7と3群間に有意な差は認められなかった．【結論】今回の検討の結果，卵黄を含む精

子凍結保存液でも卵黄を含まない精子凍結保存液でも，凍結融解後の運動精子回収率は変わらないという結果であった．今

では，精子凍結保存液は各社から市販され，安定した品質のものを容易に手に入れることができる．さらに潜在的リスクを
考慮し，卵黄を含まない精子凍結保存液を使う事が望ましいと考えられた．
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P－259　Cell　Sleeperを用いて凍結保存された精子におけるDNA損傷化率の評価

○藤井　好孝，遠藤　雄史，黒土　升蔵，本山　洋明
　倉敷成人病クリニック体外受精センタL－一一

【目的】凍結融解された精子では精子DNAの損傷化率が高くなることが報告されている．我々は少数精子凍結保存において

Cell　Sleeper（Nipro）とセルガッチ（Nipro）のclosed－systemを用い，液体窒素に接触させることなく凍結する方法を報
告したが，本研究では凍結融解に伴う精子DNA損傷化率（DNA　fragmentation　index：DFI）について検討した．【方法】本

研究に関連して開示すべき利益相反状態はない．院内倫理委員会の承認後，インフォームドコンセントの得られたconven－
tional－IVF施行10症例を対象とした．　Percoll－swim　up処理後の余剰精子を2群に分けた．　A群：swim　up新鮮精子．　B

群：Cell　Sleeper（Nipro）とセルガッチ（Nipro）のclosed－systemを用いて凍結融解した精子．　DNA損傷化率の評価はsperm

chromatin　dispersion　test（Fernandez　et．　aL　2003）を一部修正した方法を用いた．染色にはDiff－Quikを用い，顕微鏡に

て500個以上の精子を観察して評価した．統計解析はカイニ乗検定を用いた．【結果】各群におけるDFIの平均値はA群で
O．56％（29／5190），B群で0．38％（20／5235）となり，両群間に有意差は認められなかった．【結論】Cell　Sleeperを用いて凍

結保存された精子におけるDNAの損傷化率は凍結前の精子と有意差なく，凍結融解に伴うDNAへの明らかな損傷は認め
られなかった．

P－260　精子凍結による凍結解凍精液中の活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）level
　　　　　　の変化

○保田　賢吾い，湯村　　寧2），黒田晋之介2），小林　将貴2），竹島　徹平Zl，加藤　喜健2），山本みずき2），千木野みわ2｝，

　岩崎　　晧2｝，野口　和美2｝

　D東芝林間病院泌尿器科，2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科

【目的】近年，精子凍結法は不妊治療の多くの分野で利用されているが，凍結解凍後の精液は所見が増悪することが知られている．その原因の

一つとして精液中の活性酸素（Reactive　oxygen　species：以下ROS）が考えられている．今回我々は精子凍結解凍前後における精液所見なら

びにROSの変化を測定し検討を行った．【対象】2012年2月～3月に当院生殖医療センターを受診し同意の得られた16例を対象とした．【方

法】精液とFreezing　MediumであるTEST　Yolk　Buffer　with　Glycerolを等量混合し，液体窒素蒸気下に5分静置後液体窒素下に凍結した．

後日微温湯で解凍後，Hepes　Salineを用いて洗浄し，精子濃度，運動率，　ROSを測定した，精子濃度，運動率の測定にはCASAであるSMAS

を使用し，ROS測定はLKB　Wallac　l251　Luminometerを用い，化学発光（chemiluminescence）を用いて測定した．精液500μ1の化学発光

を5分間測定後精液に4mM　luminol（5－amino－2，3－dihydro　1，4－phtalazine－－dione）40μ1を混和し，その後30分間の化学発光を測定した，【結

果】凍結前後の運動率は凍結前が平均13．9％，解凍後が平均4．1％と凍結解凍により運動率の減少を認めた．16例中凍結前のROS陽性検体は

8検体で，平均ROS　levelは28．3mV／sec・”108spermであった，解凍後もROS陽性であった検体は3例で，平均ROS　levelは16．5mV／sec／108

spermであった．【考察】凍結解凍後はROS　levelが低下し検出されなくなる検体も見られた，　Wangらは凍結の過程における低温下でROS

levelが常温下よりも高値になること，低温時のHigh　level　ROSのために正常な精子が傷害されることも運動率低下の原因であるということ

を示唆した．さらにROSを多く産生すると言われる形態・機能異常のある精子は低温状態では死滅してしまうので解凍後にはROSは減少す

ると述べている．低温になる過程でのROS上昇とそれによる精子へのダメージを防ぐことがより生存率上昇に繋がると思われた．

P－261　非閉塞性無精子症に対するmicrodissection　TESEの精子採取後の妊娠についての
　　　　　　検討

○増田　　裕1），山下　正紀2），岩山　　宏2），石山　　舞2），下田　美怜2」，東　　治人3）

　D藍野病院泌尿器科，2）　LLI下レディスクリニック，3）大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座

【目的】当院では病診連携システムにより生殖医療専門クリニック連携することによりmicrodissection　TESE（micro－TESE）を

施行している．連携しているクリニック男性不妊外来を担当することにより，精子採取後のICSIの結果につても症例ごとに検討

することが可能である．今回大阪府茨木市にある当院と，兵庫県神戸市にあるARTクリニックの間でのmicro－TESEとその後
の妊娠について検討した．【方法】病診連携システムにより2008年12月から2012年5月までに24例の非閉塞性無精子症に対し
て病診連携システムによりmicro－TESEを行った．それぞれの症例の精子採取の有無精子採取後の妊娠について検討した．ま
た精子採取後，妊娠が成立した症例，妊娠が成立しなかった症例について患者年齢，妻の年齢，精巣量，FSHについて検討した．

【結果】非閉塞性無精子症の原因はクラインフェルター症候群が4例で，均衡型相互転座46XYt（15，20）（pl2；pll2）が1例，

停留精巣術後が1例，原因不明が18例であった．そのうちクラインフェルター症候群が4例中2例，停留精巣術後が1例中1例，

原因不明が18例中6例で精子が採取可能であり，均衡型相互転座は精子採取不可能であった．精子採取後ICSIで4例の配偶者
の妊娠が成立し，2例は妊娠が成立せず治療を断念，3例は現在治療中である．妊娠成立群では患者年齢3L5±5．8歳配偶者の
年齢30．3±4．2歳，精巣容量9．0±5．3ml，　FSHの値1＆5±17．6mIU／ml，妊娠不成立群では患者年齢3＆4±52歳，配偶者の年齢36．6±

5．0歳精巣容量11．4±6．Oml，　FSHの値33．4±14．4mlU／mlであった．【まとめ】病診連携システムによるmicro－TESEにより非

閉塞性無精子症においても約4割の症例で精巣内精子の回収が可能であり，9例中4例の配偶者の妊娠が成立した．妊娠が成立し

た症例は妊娠が成立しなかった症例に比べ，患者年齢，配偶者の年齢が若く，FSHの低値であった．
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P－262　超音波プローブを用いた精細管径評価デバイスの開発一micro－TESE術前精子回
　　　　　収の予測因子として一

○石川　智基U，吉田　　淳L’｝，塩谷　雅英3｝

　1）石川病院21木場公園クリニック，3）英ウィメンズクリニック

（目的）現在，非閉塞性無精子症（NOA）における精子回収可能群と不可能群の判別は困難であり，侵襲を伴うmicro－TESE

を施行しても，非閉塞性無精子症における精子回収可能群は40％に過ぎず，金銭的肉体的にも大きな負担がかかる症例が
半数以上を占める，そのため術前に非侵襲的に精子回収を予測できる検査装置開発が強く求められている．本研究では，精
子回収可能群の精管の直径はO．250から0．30mmであり不可能群の精管の直径は0．15　mm以下が多い点に着目し，超音波を

用いて非侵襲で精細管の直径を計測する装置の開発を行った．（対象と方法）精子回収可能な精細管の代用として径が大き
い（0．285mm）ナイロン製のつり糸を用い，精子回収不可能な精細管の代用として径が小さいつり糸を用いた（O．090mm）．

対象物として合計24本のつり糸を球状に集合させたファントムを作成．中心周波数を5．OMHzとしたシングルアレイプロー

ブを用いて，対象物の反射波を取得し，バンドパスフィルタ通過後の振幅値を算出し，振幅値累積相対度数を測定．径が大

きいつり糸と小さいつり糸の振幅値累積相対度数よりファジィIF－THENルールを構築し，ファジィMIN－MAX重心法に
より径が大きいつり糸の割合を推定した．（結果）推定値の絶対平均誤差は5．98％，真値との相関係数はO．98となり，提案

手法は高精度で径を推定することができた．（結論）精細管直径の判別に最適な方法を計算知能の新しい方法として研究を
行った．今後生体への応用を考えると，さらなる精度が必要となる．

P－263　非モザイク型クラインフェルター症候群に対するMicro－TESEの成績

○宮川　　康］］，竹澤健太郎’［，奥田　英伸’），木内　　es　1），高尾　徹也1），辻村　　晃V，松岡　庸洋2’，高田　晋吾3），

　松宮　清美3），野々村祝夫1）

　P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講座，2健保連大阪中央病院泌尿器科，3）大阪警察病院泌尿器科

　非モザイク型クラインフェルター症候群による無精子症に対する治療はmicro－TESEが広く行われるようになったが，そ
の成績について，これまで日本からのまとまった症例数の報告はすくない．大阪大学および関連施設にて経験し，臨床研究
への協力のインフォーム・コンセントを得られた連続した54例（精子採取率48％）を対象として年齢，精巣容量（TV），

ホルモン値，手術時間および術中精巣所見などを，精子採取可能群（n＝26）と採取不可群（n＝28）の2群に分け，比較検
討した（大阪大学医学部附属病院臨床研究倫理審査承認）．可能群は不可群に比し年齢やテストステロン値に有意な差は無
かったが，精巣容量は有意に大きかった（4．1mlvs．2．5mlp〈O．05）．また，ロジスティック回帰分析で，精子採取を予測す

る術前因子は見出せなかったが，唯一，術中因子として精巣組織中に太い精細管を認めることが有意な予測因子であった．

精巣容量が大きいことが精子採取率に影響する可能性が考えられたが，術前にその予測をすることは困難であると思われ
た．受精率，妊娠率ならびに挙児の予後についても併せて報告する予定である．

P－264　当院で施行したKlinefelter症候群のTESE14症例の検討

○姫野　隆雄，前沢　忠志，大西　洋子，井上　朋子，伊藤啓二朗，中岡　義晴森本　義晴
　IVFなんばクリニック

【目的】Klinefelter症候群は，無精子症患者の約10％に認められる47，XXYを基本とする性染色体異常である．精巣内で精

子形成が認められなければ挙児不能となるが，精子が回収できればその精子は正常染色体男性と染色体異常率に差がないと

されている．今回当院でTESEを実施したKlinefelter症例について臨床的検討を行った．【方法】2006年から2011年まで
の6年に当院で施行したmicro　dissectionTESE170例のうちのKlinefelter症候群14症例について検討した．【成績】Klinefel－

ter症候群の核型はすべて47，XXYの非モザイク型であった．14症例中7症例（50％）に精子が回収できた．全体および精
子回収の有無についての症例検討では，男性年齢26～45歳（平均362）（精子有：平均36，1，無：平均36．7），血中FSH値
27．7’－68．6mlU／ml（平均447）（精子有：平均46．6無：平均42．0），血中テストステロン値1．44～5．16ng／ml（平均2．95）（精

子有：平均3．14，無：平均3．31），精巣容積1～6ml（平均2．9）（精子有：平均3．2，無1平均2．6）であり精子の有無におい

て全てのパラメーターで有意な差は認められなかった．精子を回収した7症例のうち6症例にIVFを実施した．採卵8周期，

ET9周期実地し，妊娠陽性が3例（33．3％）であり，そのうち正常出産1例，妊娠9週まで正常発育が確認できた症例が1
例，流産1例であった．【結論】非モザイク型Klinefelter症候群においても50％の症例で精子回収は可能であった．3例（33％）

に妊娠が成立し，少なくとも1例（11％）は正常児が得られた．臨床所見では精子採取可能かどうかの判断はできないこと
がわかった．
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P－265　精子回収可能であった非閉塞性無精子症患者における顕微授精治療の検討

○服部　幸雄1），佐藤　　剛D，出原　麻里D，梅本　幸裕2），佐々木昌一2｝，杉浦　真弓D

　1）名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科，2）名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学

【目的】無精子症症例に対して，手術的精子採取法を行うことで精子が得られる可能性があるが，回収精子を用いた顕微授

精（ICSI）治療で生児獲得に至らない症例も存在する．当院では，閉塞性無精子症患者に対して主に精巣上体精子採取術
（MESA）が施行され，非閉塞性無精子症患者に対して顕微鏡下精巣内精子採取術（MD－TESE）が施行されている．　MD－
TESEにより精子回収および凍結保存が可能であった非閉塞性無精子症患者における，　ICSI治療の帰結について検討した．

【方法】2004年3月より2012年4月までの期間で，当院でMD－TESEが施行され精子が回収および凍結保存できた31症例
を対象とし，妊娠治療帰結を後方視的に調査した．【結果】97周期に対して採卵およびICSI治療が施行された．染色体正常

核型22症例では8症例10周期で生児獲得に至り，Klinefelter症候群（非モザイク型）では7症例中1症例1周期で生児獲
得に至り，DAZ異常2症例では臨床的妊娠に至らなかった．染色体正常核型症例では，生児獲得までに要した採i卵回数は，

1回：4症例6周期，2回：3症例3周期，3回：1症例1周期で，採卵あたりの臨床的妊娠率および生児獲得率はともに1＆0％
であった．一方で，Klinefelter症候群での生児獲得症例では，2回目の採卵周期で得られた胚の移植で稽留流産（流産絨毛
染色体検査：48，XX，＋16，＋21）となり，6回目の採卵周期で得られた胚の移植で生児獲得（羊水染色体検査：　46，XX）に

至った．1（linefelter症候群全体での採卵あたりの臨床的妊娠率は5．6％，生児獲得率は2．7％であった．【結語】当院での検

討では，染色体正常核型男性から回収された精子を用いて行った治療症例では比較的早期に生児獲得に至る傾向がみられ，

一方でKlinefelter症候群患者では生児獲得までに治療回数を重ねる必要であることが示された．また，治療を重ねても生
児を得ることができない症例も存在することから，治療開始前に十分な説明を行うことが必要であると考えられる．

P－266　経皮的穿刺吸引により回収した精子を用いて妊娠にいたった精液瘤を有する男性不
　　　　　　妊症の1例

○湯村　　寧1｝，小林　将貴1），加藤　喜ee　1），竹島　徹平D，黒田晋之介1｝，保田　賢吾1｝，野口　和美］）t千木野みわ2），

山本みずきL），村瀬真理子Z｝

1横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター・泌尿器科，

婦人科

横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター

【はじめに】精液瘤は泌尿器科日常診療では比較的多く経験する疾患であるが，不妊症を呈するものはまれである．今回我々

は精液瘤による男性不妊症患者において経皮的穿刺吸引により精子を回収しARTにより妊娠に至った症例を経験したので
報告する．【症例】40歳男性，不妊症にて近医より紹介受診．妻は42歳で婦人科的異常は認められない．身体所見に異常は

認められず精巣は両側16cc，精管は触知困難エコー上両側陰嚢に多房性の嚢胞を認めた．精液検査は無精子症であった．
内分泌所見に異常なし．染色体検査は46，XYであった．【治療経過】嚢胞状病変を穿刺したところ内容液に精子を多数認め

た．多房性精液瘤の診断でまず，左精液瘤より20cc内容液を吸引．内容液は精子濃度2．2xlO6／ml，運動率145％　正常形

態率6．5％．精子を凍結し後日妻より採卵を行いICSI一胚移植を行ったが妊娠せず．8ヶ月後再度精液瘤より内容液を30cc
吸引．所見は濃度2．0×106／ml，運動率20％　正常形態率　6．1％であった．これを用いてICSIを行い7個の受精卵を得た．

その後本年5月凍結胚移植にて妻の妊娠が確認された．【考察】精液瘤による男性不妊症はまれであるが穿刺という低侵襲

な方法で容易に精子を回収できる．ARTを併用する必要はあるが治療可能な男性不妊症として重要であると思われた．

P－267　当院における後期精子細胞を用いた顕微授精

○中嶋　美紀1），廣瀬　美tw1），岡部　美咲D，高橋　　如t＞，加藤　由香1），赤星　孝子D，竹本　洋一1），田中威づみD，

　伊熊慎一郎u，永吉　　基n，田中　　温D，楠　比呂志2）

　1｝セントマザー産婦人科医院2）神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

　精巣生検によって採取した後期精子細胞を用いた顕微授精を実施する際には，精巣細胞浮遊液中に存在する雑多な細胞群

の中から，ターゲットを正確に鑑別してピックアップし，卵母細胞に注入するまでの複雑な作業を円滑に行わなければなら

ない．当院では，そのための様々な工夫を行っており，今回は，その内容について報告する．まず，精巣生検により外科的
に採取した精巣組織の中から，細胞の一つ一つを綺麗に単離しなくてはならない．その工夫として，1）RBC　lysing　buffer

により混入してくる赤血球を溶血して取り除く，2）コラゲナーゼとDNaseを添加したPBSGによる2回の32．5℃振盤加温
処理により精細管を完全解離する，3）ボアサイズ30pm及び15μmのメッシュを用いた2回の濾過によりデブリスを完全
除去するなどの3つの処理が挙げられる．次に，凍結融解後の細胞の蘇生率を向上させるため，後処理において耐凍剤の希

釈方法を工夫した．さらに，最も重要となる後期精子細胞の正診率の精度を高めるために，連続細胞断面写真のFlip　Book

イメージなどを用いたトレーニングを実施した．また，術者の労力の軽減と作業時間短縮のため，細胞のピックアップ作業

とその後の顕微授精作業の独立化を図るとともに，後期精子細胞用のドロップおよびピックアップ専用のガラスピペットの
考案なども行っている．こうした様々な工夫を凝らすことによって，5年前には1＆9％であった後期精子細胞を用いた顕微

授精による凍結胚移植成績（妊娠率）が，現在では352％にまで向上している．今後も，一層の工夫を凝らして，臨床成績
のさらなる向上に努めてゆきたい．
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P－268　射出精子が約100％奇形のため妊娠に至らなかったが，後期精了細胞により妊娠出
　　　　　　産に至った1症例

○中嶋　美紀1＞，廣瀬　美穂1〕，岡部　美咲1），高橋　　如1），加藤　由香D，赤星　孝子1），竹本　洋一，田中威づみ1），

　伊熊慎一郎D，永吉　　基n，田中　　温1），楠　比呂志2）

　1）セントマザー産婦人科医院，2榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

【症例】初診時，夫30歳，妻29歳患者同意のもとに当院にて，平成18年7月から11月までに計5回精液検査を行った．精液量は1．0～5．O

ml，精子濃度は100万～1，800万／mL運動率は5～13％で，動きは緩慢であった．また全回の検査において，ほとんど全ての精子の頭部に

奇形が認められた．平成19年1月20日に当院にてMESAを施行し，精子濃度100万／ml，運動率40％，やや緩慢な動きの精子が認められ

たが，射出精液と同様にほとんど全てが頭部奇形であった．そのためそのままTESEに移行し，後期精子細胞を酵素処理によって回収し，

凍結保存した．【結果】平成18年9月に妻の卵巣より4個の卵母細胞を採取し，新鮮な射出精子で顕微授精を行った．翌日，1個で受精を確

認し，72時間培養後，6細胞期胚（G2）となり子宮内移植を行ったが，妊娠には至らなかった．平成19年2月3日から10月3日までに凍

結保存しておいた後期精子細胞を融解して，電気刺激により活性化させた卵母細胞子に顕微授精し，得られた胚を子宮内移植する処置を2

回行ったが妊娠には至らず，同年11月に実施した3回目で妊娠に至った．3回目の処置では，9個の卵母細胞が採取でき，顕微授精の翌日

に6個で受精を確認，72時間培養後に7細胞期胚（G2）と5細胞期胚（G2）を各1個ずつ子宮内に移植した．市販の検査薬及び当院にて妊

娠反応陽性を確認し，超音波検査にてGSを2個とそれぞれ心拍が確認された，平成20年8月2日に双子の女児を出産し，母子共に健康で

あった．また第三子希望により，平成22年11月にも後期精子細胞による顕微授精を行い，96時間の培養で桑実期に達した胚を子宮内に移

植して妊娠し，平成23年8月5日に男児を出産し，こちらも母子共に健康であった，【結論】本研究の結果から，射出精液中や精巣上体か

ら回収した生存奇形精子を用いて顕微授精を行うよりも，後期精子細胞を用いた方が受精率，妊娠率，出産率は向上すると考えられた，

P－269　電気刺激及びIonophore，　Puromycinを用いた卵子活性化の検討

○加藤　由香P，高橋　　如P，中嶋　美紀D，赤星．孝子D，竹本　洋一1），田中威づみ1），伊熊慎一郎V，永吉　　基’），

　田中　　温D，渡邉　誠二e）

　1〕セントマザー産婦人科医院2｝弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

【目的】精子細胞を用いた顕微授精には，対象となる細胞のステージによって卵子活性化が必要である．これまで当院では，

卵子活性化能を補充するために電気刺激を用いていた．今回，更なる成績の向上を目的として電気刺激による活性化に加え

てIonophoreとPuromycinを併用した卵子活性化を行い，前核形成率，分割率を比較検討した．【方法】患者同意のもとに
得られた新鮮M－II卵子及び凍結精子細胞を用いて次の検討を行った．（1）295mM　Mannitol液に卵子を浸漬し，　ACsV，10
sec，　DCI200V／cm，99μsecの条件で刺激した後に顕微受精を行った．（2）Ca　Ionophore　A23187（SIGMA，　C－7522），　Puro－

mycin（SIGMA，　P7255）をそれぞれDMSOで溶解・凍結保存し，使用時に10％SPS添加HTFにてCa　Ionophoreを5μM，
7．5μM，10μMに，Puromycinを10μg／mlに希釈した．卵子をCa　Ionophore処理（5分）に続いてPuromycinに15～30分
浸漬した後に顕微受精を行い，さらにPuromycinにて2時間程度追加培養してからVitrolife社製G5シリーズで培養を継
続した．【結果】電気刺激群及びCa　lonophore　5μM，7．5μM，10μM群における前核形成率はそれぞれ47．0％（95／202），50．0％

（5／10），37．5％（6／16），100％（9／9）で，分割率は52．0％（105／202），40．0％（4／10），37．5％（6／16），88．9％（8／9）であっ

た．【結論】今回Ca　IonophoreとPuromycinを組み合わせた方法を用いた結果，検討数は少ないものの電気刺激群に比べ
てCa　IonophorelOμM群で前核形成率，分割率が高い傾向が認められた．今後，さらにサンプル数を増やしてその効果を検
証する必要がある．

P－270　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（MHH）に対
　　　　　　するr－hFSH／hCG療法の臨床的検討

○大橋　正和，宮崎　保匡，増田　　彩
　荻窪病院泌尿器科

【目的】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19例．年齢ll8－53

歳19例中13例が既婚で挙児希望．妻年齢：29－41歳結婚期間：6M～4Y．未婚の6例は第二次性徴発現を希望．6例が汎下
垂体機能低下症を合併．Kallmann症候群：無し．1例がLH単独低下症．初診時のTanner　Stageや精巣容積より一次性MHH：
11例，二次性MHH：8例．治療前Data：LH：O．1－O．87mlU／ml．　FSH：O．09－Ll8　mlU／ml．総T：O．1－O．73ng／ml．精巣容積：1－7

ml．　Tanner　Stage：G：1－5度，　PH：1－5度とバラツキあり．精液所見：射精不能5例．無精子症13例．乏精子症1例．【方法】r－

hFSH（ゴナールFペン型TMI50U）／hCG（プロファシーTM／ゴナトロピンTM　5000）を週2～3回自己皮下注し，3M毎に総
T値，Tanner　Stage，精液所見を観察総T値が高値の時は，　hCGの1回投与量，投与頻度を調節．観察期間：9－48M．【結果】

総T値Tanner　Stage（G，　PH）ともに6M後に全例で上昇した．精液所見：射精不能5例全例が6M後に前方射精可能となっ
た．射精不能例／無精子症例18例中14例（78％）で，精液中に精子（100万／ml以上）が出現した．精子出現までの期間は3～

18Mであった．治療により3例が自然妊娠し，3例とも健常女児が誕生した．3例の妊娠までの期間は12～18Mであり，その時
の精液所見は，1．0～3．Oml，800～5500万／ml，20～65％であった．3例とも，第1子誕生後，第2子希望にて治療継続を希望さ

れ，r－hFSH／hCGを毎週1回投与中である．1例は第2子を自然妊娠中である．有害事象として2例の乳房痛と1例のざ瘡（ニ
キビ）を認めたが，hCG投与量を減ずることにより改善した．【結語・考察】本療法はMHHの造精機能発現に有用である．精

液中に精子出現を目指して，本療法をいつまで続けるのか，いつMD－TESEに踏み切るかが，今後の検討課題である．
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P－271　当科でのhCG＋r－hFSH自己注射による男性低ゴナドトロピン性性腺機能低下の治
　　　　　　療経験

○天野　俊康，今尾　哲也，竹前　克朗

　長野赤十字病院

【目的】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）と遣伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（r－hFSH）の自己注射による低ゴナド

トロピン性男性性腺機能低下症（MHH）に対する治療は，二次性徴の発現と妊孕能の獲得に有効な治療法である．当科に
おけるhCG＋r－hFSHの自己注射によるMHHの治療経験に関して報告する．【方法】当科にてMHHと診断され，インフォー
ムドコンセントを得られてhCG＋r－hFSHの自己注射による治療を行った7名を対象とて，治療効果を中心とした臨床的検
討をおこなった．【成績】対象症例7名の発症年齢は24．0±9．2歳，治療開始年齢は32．4±6．0歳であった．MHH原因は，5

名が特発性，2名が頭蓋咽頭腫術後であった，当科受診時，4名は既婚，3名は未婚であったが，治療経過中に2名が結婚し，

独身は1名のみであった．全例において男性徴侯不全の改善がみられ，精子の出現に関しては，7名中5名において認めら
れ，1名はまだ確認できず治療継続中，1名は受診が途絶え不明であった．精子出現の認められた5名中，2名で自然妊娠

1名でAIHにて挙児を得られ，1名は妻側の因子もありART継続中，1名は独身でまだパートナーはいないが，本治療を
希望して自己注射を継続中である．さらに安全性に関しては，全例自己注射は問題なく施行可能で，現在までに副作用も特

に認められていない．【結論】MHHに対するhCG＋r－hFSH自己注射による治療は，二次性徴の改善に加え，高い精子形成
が報告されている，当科における治療経験においても，男性徴侯不全に対する効果は高く，精子形成に関しても7名中5名
に精子の出現が認められ，自然妊娠も2名において確認されている．安全性にも特に問題なく，hCG＋r－hFSHの自己注射
によるMHHの治療は，効果が高く，安全性にも優れた治療法であると考えられた．

P－272　非閉塞性無精子症患者に対するHCG療法の試み

○小林　秀行，田井　俊宏，永尾　光一，中島　耕一

　東邦大学医学部泌尿器科

【目的】非閉塞性無精子症（NOA）患者は造精障害に伴いFSHが高値を示している．顕微i鏡下精巣内精子採取術（Micro－TESE）

が唯一の治療方法であり，他の治療法が存在しない．最近，NOA患者に対してホルモン治療を行い，その後のMicro－TESE
にて精子が採取できたとの報告がある，我々は，NOA患者でMicro－TESEが適応である症例に対してHCG療法を行い，
ホルモン値の動向を調べた．数ヶ月後にMicro－TESEを行ない精子採取が可能であるか検討を行なった．【方法】全例に対

して同意を得て治療を行っている．NOA患者9例に対してHCG5000単位を週3回投与し，継続的にFSH，　LH，　PRL，テ
ストステロン，E2の測定を行った．また，その中の2例はrFSHも併用した．【成績】9例ともすべてに，　HCG5000単位を

週3回投与し，1カ月経過した時点で，FSH，　LHの低下を示した．その後HCGの投与量を減量すると，　FSHの上昇を認
め正常値を示した．【考察】HCG投与に伴うテストステロンの上昇にてネガティブフィードバック機構が働き，高FSH値
が改善されたと考えられる．その後，9例中5例については，Micro－TESEを施行したが成熟精子の採取には至らなかった．

残りの4例については現在もHCG療法を継続中である．【結論】HCG療法にて高FSH値は改善を認めるが，造精機能の改
善は認めず，Micro－TESEにて精子採取には至らなかった．しかし，今後，症例を重ねることによりHCG療法が有効な症
例が同定できるかもしれない，

P－273　NOA患者においてBMIは精子の採取率に影響を与えるか？

○日比　初紀D，大堀　　賢D，浅田　義正2）

　1協立総合病院泌尿器科，2医療法人浅田レディースクリニック

【はじめに】メタボリックシンドロームと健康障害や男性性機能低下の関係が論じられるようになり，肥満と精子の数も関

係があるとの報告がある．非閉塞性無精子症患者でのbody　mass　index（以下BMI）と精子回収の可能性の後ろ向き調査を
行った．【対象及び方法】平成19年より平成23年当院で非閉塞性無精子症と診断し，手術を受けた189例を対象とした．
BMI，精子の回収の有無，性ホルモン，中性脂肪，　HDL－cholesterolおよび尿酸値を調査した．【結果】BMIと精子回収の

可否，性ホルモン，脂質代謝および尿酸値に有意な相関関係は認められなかった．【考察】BMIは精子回収の可能性には影

響を与えなかった．一施設の後ろ向き研究であるため，大規模な調査が必要と考えられた．
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P－274　精索静脈瘤とPeak　Retrograde　Flowの関連性についての検討

○萩生田　純，石川　博通，勝井　政博，古内　　徹，丸茂　　健

　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

　精索静脈瘤は健常‘男性の15％，男性不妊の原因の約40％を占める疾患である．近年精索静脈瘤が造精機能障害を引き起

こす原因として酸化ストレスや血疏障害などが挙げられており精索静脈瘤手術により約70％の精液改善効果が報告されて
いるが手術により改善が認められない症例も存在する．今回われわれは当院リプロダクションセンターで過去2年間に外来
を受診された精索静脈瘤患者の，ドップラー超音波検査にて測定したPeak　Retrograde　Flow（PRF）と精液所見との関連

性におよび手術効果予測因子としての可能性について検討した．【目的】2年間に当院に来院した精索静脈瘤患者のPRFと
精液所見との関連性について明らかにした．【方法】2010年3月から2012年3月に当院リプロダクションセンターを受診し
た精索静脈瘤患者44例（平均年齢36．3歳）について検討した．静脈瘤のグレード，ドップラー超音波にて立位でpampiniform

静脈叢での最大静脈径，PRFを測定した．　PRFにより10cm／s以下のlow　flow群と10cm／s以上のhigh　flow群にわけ，精

液所見を比較し検討した．また顕微鏡下精索静脈瘤手術を行った10例について精液所見の改善とPRFの関連性を検討し
た．【結果】high　flow群で有意に精液所見が悪かった．最大静脈径には有意差がなかった．手術症例ではlow　flow群での

精液所見改善効果が乏しかった．【結論】静脈内の血液逆流が精索静脈瘤の造精機能低下に関与している可能性があり逆流

の程度が低い症例では手術の必要性を十分検討する必要があると考えられた．

P－275　精索静脈瘤に対する単孔式腹腔鏡下内精索静脈結紮術の初期経験

○加藤　喜健12），保田　賢吾t），黒田晋之介1｝，竹島　徹平1），小林　将貴t’，湯村　　寧U，野口　和美D

　l横浜市大附属市民総合医療センター生殖医療センター，L’）大口東総合病院

【目的】当科での単孔式腹腔鏡下手術（laparo－endoscopic　single－site　surgery：LESS　surgery）による内精索静脈結紮術の

初期経験について報告し，検討する．【対象および方法】2011年10月より2012年4月に，LESS（SILSポート使用）にて
内精索静脈結紮術を行った9例を対象とし，臨床成績について検討した，【結果】両側例が1例，左側が8例であった．手

術時間は，両側例で89分，片側例で平均6＆4分，気腹時間は，両側例63分，片側例で平均41．4分であり，出血量はいず
れも少量であった．術後合併症は創部の感染を2例に認めた．精索静脈瘤は術後速やかに消失し，再発は認めていない．さ
らに精液検査の変化につき，解析を行った．【結論】LESSによる内精索静脈結紮術は，両側例も手術時間の延長が少ない優

れた術式と考えているが，今後さらなる症例の蓄積とその解析が必要である．

P－276　精索静脈瘤術後残存に対し経皮的塞栓術が著効した一例

○倉橋　寛明1｝，杉本　盛人’），石井　和史2｝，松本　裕子D，公文　裕巳D

　l個山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学，2岡山市立市民病院泌尿器科

　症例は36歳男性．6年間の不妊のため，近医不妊クリニックを妻とともに受診．精液検査検査にて精子運動率低下を指摘

され，精査加療目的に当科を紹介受診となった．幼少時に左鼠径ヘルニアの手術歴があるのみでその他既往はなし．内分泌

検査は異常なし．外性器に発達異常を疑わせる所見は無かったが，左側にGrade3の精索静脈瘤を認めた．精索静脈瘤に対
して，顕微鏡下低位結紮術を施行．手術は内精静脈，外精静脈，精巣挙筋をすべて結紮切断，精管静脈の怒張は無かったた

め温存，結果として内精動脈1本，リンパ管1本，精管・精管動静脈を残し手術終了とした．術後1ヶ月後の診察で，精索
静脈瘤Grade3の残存を認め，精液検査の改善…も認めなかった．原因精査のためCTを撮影したところ，精巣静脈の逆流を
認めた．側副血行路による精索静脈瘤の残存を疑い精索静脈瘤造影を行ったところ，左腎静脈の遠位に側副血行路を認めた．

左腎静脈の圧測定を行ったところ，遠位・近位にほぼ変化は認めなかった．精索静脈瘤の改善を期待し，静脈塞栓術を施行．

術直後カラードップラーで左精索静脈瘤は消失した．その後，AIHで妊娠を得た．塞栓術後4か月の時点で精液所見も改
善した．精索静脈瘤術後残存に対し経皮的塞栓術が著効した一例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．
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P－277 思春期および子供の精巣静脈瘤患者に対する精索静脈瘤手術が精巣容量に与える影
響

○江夏　徳寿，山口　耕平，岡田　桂輔松下　　経，李　　福平，千葉　公嗣，三宅　秀明，藤澤　正人
　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

【背景と目的】精索静脈瘤は男性不妊の原因として一般的な疾患であり，性腺機能障害を引き起こすことが知られている．しかしな

がら，思春期および思春期前の患者に対する精索静脈瘤手術の適応については，いまだ議論の残るところである．今回我々は，メ

タ解析を用いて思春期および子供の精索静脈瘤手術の影響について検討した，精巣機能の指標としては精巣容量を用いた．【方法】

MEDLINEとPubMedのデータベースを用いて“varicocele”“children”“adolescent”“surgery”“testicular　volume”という単語

について検索を行った．手術前の精巣萎縮症例数と手術前後の精巣容量について記載のある論文を選び解析を行った，精巣容量に

関してはオーキドメーターもしくは超音波で測定し，（右精巣容量一左精巣容量）／右精巣容量×100にて計算し10％以上を萎縮と定

義した．論文によってカットオフ値に違いがあったため，10％群（10％－20％）と20％群（＞20％）に分けて検討した．【結果】75

の論文の内条件に該当する14の論文を選出し，1475人の患者について解析した（10％群：5論文496症例，20％群：9論文979症
例）．解析の結果，精巣容量に関して10％群で精巣容量の左右差は有意に改善した（RR　4．13，95％CI　2．35－7．23，　p〈0．00001），同

様に20％群でも精巣容量の左右差は有意に改善した（RR　4．64，95％CI　3．86－5、58，　P＜O．OOOOI）．2群間で改善の割合に有意差は認

めなかった．同様に，精巣の萎縮を認める患者の割合に関しても，術後有意に減少を認めた（RR　437，95％CI　3．40－5」63，　p＜0．00001）、

精巣容量が正常範囲まで改善した症例の割合は平均76．4％（52．6％－93．8％）であった．【結論】今回の解析の結果より，思春期およ

び子供で10％以上の精巣萎縮を来している精索静脈瘤患者に対する精索静脈瘤手術は明らかに精巣萎縮を改善させる効果があるこ

とが示された．精巣の萎縮を伴う精索静脈瘤患者に対して手術を第一選択と考える根拠となると考えられた．

P－278　当科における精索静脈瘤患者の手術治療経」験

○小林　将貴1・Z），湯村　　寧2），齋藤　和男2），黒田晋之介2），保田　賢吾2），加藤　喜健），竹島　徹平2），岩崎　　晧L”，

　野口　和美2）

　1）国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院泌尿器科，2横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科

【はじめに】精索静脈瘤は男性不妊症患者の21～39％に見られ，手術で改善出来る不妊症の一つとして重要である．今回我々

は当科で経験した精索静脈瘤手術症例について集計並びに考察を行った．【患者および治療方法】2000年4月より本年6月
までに当院男性不妊外来を受診した患者303例のうち61例（約20．1％）に精索静脈瘤を認めた．この61例のうち18例（未
婚者2名を含む）に手術を行った．患者の平均年齢は33．3歳．1例が両側性であるが残り17例は左側であった．静脈瘤Grade

はG16例，　G28例，　G34例であった．術前精液検査は2例が無精子症，精子濃度500万／ml以下の超高度乏精子症が8例，
500－1000万の高度乏精子症が6例，残り2例は，精子濃度は十分にあるものの運動率が低いため手術となった．【結果】18

例の患者に対し高位結紮7例，低位結紮術2例，腹腔鏡下高位結紮術9例を行った．術後の精液所見であるが18例のうち10
例に改善傾向がみられた．とくに無精子症であった2例はいずれも精子が出現し，うち1例はICSIを行い妊娠に至った．
全体での妊娠例は5例であり既婚者16名での妊娠率は31．3％であった．【考察】当科における精索静脈瘤手術患者数はまだ

少ないが精液所見の改善率，妊娠率については諸家と比べ大きな差はないと考えている．精液所見が改善すれば患者夫妻の
負担が軽減できる可能性があり本術式はARTが普及しつつある現在においても非常に重要な治療であると考えられる．

P－279　精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の治療成績

○伊藤　直樹1），田中　俊明2｝，前田　俊浩L’），藤本　　尚3），森若　　治3），神谷　博文3｝

　1｝NTT東日本札幌病院泌尿器科，2）札幌医科大学医学部泌尿器科，3）神谷レディースクリニック

【目的】精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の治療成績を検討した．【対象と方法】2008年4月以降，精索静脈瘤に対し

て60例の顕微鏡下低位結紮術を施行した．精巣痛や精索静脈瘤を主訴に受診した症例を除き，不妊を主訴とした38例を検
討対象とした．年齢は26歳から44歳（中央値34歳），精索静脈瘤は37例が左側で，両側例を1例に認めた．精索静脈瘤
のgradeはG　1：1例，　G2：27例，　G3二10例であった．手術は顕微鏡下に全ての静脈を結紮切断動脈・リンパ管・血管を
付着させた精管を温存した．【結果】平均手術時間は65分，周術期合併症は認められなかった．全例で術後精索静脈瘤は消
失した．精巣萎縮，陰嚢水腫は認められなかった．平均精子濃度は術前9．1×106／mlから術後30．8　×　IO6／mlへと有意に（p＜

O．OOI）増加した．一方平均精子運動率は術前23．7％，術後33．2％で有意な改善は認められなかった．術後35例中19例（54．3％）

に精液所見の改善（精子濃度：10×106／ml以上あるいは精子運動率：20％以上の増加）が認められた．妊娠に関しては，

術後3カ月以上経過し，フォローし得た25例中15例（60％）で妊娠が確認された．【結論】精索静脈瘤に対する顕微鏡下
低位結紮術は安全かつ有効な治療法であった．
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P－280　Sperm　motility　Index（SMI）と精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）

　　　　　　の関連性の検討

○黒田晋之介’・2），湯村　　寧2），保田　賢吾2｝，小林　将貴2），竹島　徹平2｝，加藤　喜健2），岩崎　　晧2｝，野口　和美2），

　高島　邦僚3），池田万里郎3），近藤　芳仁3）

　1）国際親善総合病院泌尿器科，2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科，3海老名レディース

　クリニック

【はじめに】精子の受精能力を判定する指標として，運動精子濃度に速度も考慮して数値化されたSperm　motility　Index（SMI）が

あり，Semen　quality　analyzer（SQA）ですぐに測定できることから近年頻用されている．また精液中活性酸素（Reactive　oxygen

species：ROS）は過剰に産生されると男性不妊症の原因となる可能性が示唆されている．今回我々はこの両者の関連性について検

討を行った．【方法】2011年9月から2012年6月まで海老名レディースクリニックを受診し，同意を得た男性患者72例より採取し

た精液中のSMIとROS　levelを測定した．SMIの測定は株式会社ジャフコのSQA－Vを用いて行った．　ROS　level測定にはLKB　Wal－

lac　l251　Luminometerを用い，化学発光を測定した．まず精液500pL中の化学発光を5分間測定し，続いて精液に4mM　luminol　40

μLを添加し30分後の化学発光を測定，添加後の化学発光の最大値が添加前を01mv／sec以上上回った場合をROS陽性と判断し
た．【結果】ROS　negativeが54例，　positiveが18例であった．　ROS　negative群のSMIは192．2±163．7であり，positive群は177．64±

111．93（平均±SD）とnegative群より低Fしていた．【結論】SMIは形態や直進性が良好な精子濃度（FSC）に速度を考慮して数

値化されている．一方ROSは精液中白血球や形態，機能上欠陥のある精子から産生されると言われている．ROS陽性の精液ではSMI

も低い傾向が見られており，ROSはSMIに反映される精子受精能力に影響を及ぼしており可能性が示唆された．また同時に形態，

機能上欠陥のある精子から産生されたROSが形態や直進性が良好な精子に悪影響を及ぼしている可能性も示唆された．

P－281　精子特性分析機（SQA－V）を用いた媒精方法の選択について

○青野　一則1），関　　隆宏IJ，菅　かほりD，田島　博人2），田中　雄大⑪

　1）メディカルパーク湘南，’埼玉社会保険病院

【目的】体外受精における媒精方法については，c－IVFかICSIのどちらを施行するかの決定に明確な指標はない．今回，　SQA－

Vを用いて測定した原精液のsperm　motility　index（SMI）が，媒精方法決定の指標となりうるかどうかを検討した．【方法】

採卵当日に採取した原精液のSMIをSQA－Vを用いて測定した．撹絆密度勾配法にて調整し，　swim－up施行後，精子が回
収できた周期にc－IVFを行った．正常受精率30％未満だった周期数をc－IVF施行周期数で除したものを各群の低受精率と

定義し，原精液のSMI（20未満，20以上30未満，30以上40未満，40以上50未満，50以上60未満，60以上70未満，70
以上80未満，80以上90未満，90以上100未満，100以上の群に分類）と低受精周期率について検討を行った．【結果】各
群の低受精周期率は，20未満53％，20以上30未満24％，30以上40未満13％，40以上50未満13％，50以上60未満24％，

60以上70未満17％，70以上80未満8％，80以上90未満18％，90以上100未満18％，100以h9％であった．　SMI20未
満は20以上30未満と比べ，有意に低受精周期率が高かった（p＜O．05）．【結論】原精液SMI20未満になると，例えswim　up

調整後の運動率が良好であってもc－IVFの正常受精率が有意に低くなることが分かった．一般的にSMI80がc－IVFかICSI
かの選択基準であるといわれている．しかし，SMIが80未満であっても原精液SMIが20以上且つ媒精可能な精子数が回
収できた周期にはc－IVFも有効であると示唆された．原精液SMIだけで媒精方法を決定することは困難であるが，調整後
精子の所見も加えどのような基準が媒精方法決定の指標となりうるか今後更なる検討を行っていきたい．

P－282　swim　up後の運動精子濃度がc－IVFの受精率に及ぼす影響～精子運動解析装置
　　　　　　SMASを用いた精子運動性の解析～

○加藤　道高12），永井　利佳12．3），福永　憲隆1・2・3），北坂　浩也1・L］，吉村　友邦1・2），田村　総子12），長谷川　望1・U），

　中山　　要12），竹内　基子】2），青柳　奈央12〕，児嶋　瑛子12），大野　浩史1・L’1，安江香友子’2｝，渡邊　紘之1・L｝，浅田　義正’・2，3）

　1｝浅田レディース名古屋クリニック，2｝浅田レディース勝川クリニック，3）浅田生殖医療研究所

【目的】conventional－IVF（c－IVF）の課題は正常受精率を向上させることである．当院のc－IVFはswim　up後の運動精子数を20万精子に調

整して添加する．しかし，この条件でc－IVFを施行しても症例によって正常受精率に差が生じることがあり，原因は明らかでない．そこでswim

up後の運動精子濃度の違いが受精率にどのような影響を及ぼすか検討した．また精子の移動した軌跡から様々な解析ができる精子運動解析装置

（SMAS）を用いて，　swim　up後の運動精子濃度の違いが精子運動性にどのような相違をもたらすか解析した．【対象・方法12011年1月～2012

年5月にc－IVFを施行した483症例524周期を対象とした．　swim　up後の運動精子濃度1．0×106／ml以上2．0　×　le6／ml以下（A群）と2．1×106

／ml以上14．9　×　106，！ml以下（B群）に分け，正常受精率，異常受精率（IPN，≧3PN）および不受精率を比較した，また2012年5月～6月にc－

IVFを予定しswim　upを施行した13症例13周期の精子をSMASに用いて，　A群と2．1×106　ml以上（C群）の直線速度，直進性，曲線速度

頭部振幅を解析した．【結果】A群vs　B群の正常受精率は4＆0％vs63．0％で，　B群はA群よりも有意に高くなった（P＜O．Ol）．異常』受精率（IPN≧

3PN）は6．1％vs5．8％，7．0％vslO．O％，不受精率は32．3％vsl4．3％で，　B群はA群よりも有意に低くなった（P〈O，Ol），　SMASにおける直線速

度，直進性，曲線速度，頭部振幅はA群で33．6μm／秒，041，83．4μm、／秒，1．84μm，C群で33．1μm．／秒，　O．33，1076μm／秒，2．66pm，／秒となった．

曲線速度頭部振幅でC群はA群よりも高値を示した．【考察】c－IVF施行時，添加運動精子数が同じでもswim　up後の運動精子濃度が高い症

例ほど正常受精率が高まる．更にswim　up後の運動精子濃度が高ければ運動精子の曲線速度，頭部振幅が高い傾向にあった．故にswim　up後

の運動精子濃度が高く，曲線速度頭部振幅の値が高い運動精子を用いることがc－IVFの正常受精率を高める一因と考えられる．
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P－283　先天性精管欠損症の超音波診断

○中野和馬D，成吉昌一一．2）s寺井一隆3㌧菅藤　哲1㌧辻　祐治1・e）
　n恵比寿つじクリニック，2）天神つじクリニック，3）順天堂大学泌尿器科，4個際医療福祉大学塩谷病院

【はじめに】先天性精管欠損症では，高頻度に精巣上体，精嚢，射精管などの形成不全を合併することが知られている．今

回は先天性精管欠損症の診断における陰嚢US，経直腸USの有用性を検討した．【方法】2010年8月から2012年4月まで
に無精子症を主訴として来院し，触診で両側精管を触知せず，先天性両側精管欠損症が疑われた17例を対象とした．超音

波観測装置は東芝SSA－580Aで，陰嚢USでは14MHzリニア型探触子，経直腸USでは6MHzエンドファイヤー型探触子
を使用し，陰嚢部走査では精巣上体を，経直腸走査では精管膨大部・精嚢を中心に観察した．【結果】17例のうち，陰嚢US

では両側の精巣上体尾部欠損が7例，片側の精巣上体尾部欠損が4例に見られた．経直腸USでは両側の精管膨大部と精嚢
欠損が11例，両側の精管膨大部と片側の精嚢欠損が3例，片側の精管膨大部と両側の精嚢欠損2例，片側の精管膨大部と
精嚢欠損が1例であった．精巣上体の欠損が観察されなかった6例でも，経直腸USでは精管膨大部・精嚢の欠損が認めら
れた．【まとめ】無精子症で，両側精管を触知しなければ，先天性両側精管欠損症が疑われるが，その他の部位の精路欠損

を明らかにできれば，さらに確定診断に近づくことができる．精巣上体部分欠損の触診での診断は困難なため，陰嚢USの
有用性は高い．さらに，精巣上体欠損のない症例では，射精管閉塞との鑑別が問題となるが，経直腸USで精嚢・精管膨大
部が描出されなければ精管欠損症を強く示唆するものである．陰嚢および経直腸USの使用により，初診時にも先天性両側
精管欠損の診断が可能となる．

P－284　性機能障害による男性不妊症の臨床的検討

○今井　　伸1），塩島　　聡2），松本美奈子L’），渋谷　伸一2），青葉　幸子：s’

　1）聖隷浜松病院泌尿器科，2聖隷浜松病院不妊内分泌科，3壁隷浜松病院ハートユニット

【目的】男性不妊の原因としての射精障害（EjD）と勃起障害（ED）の占める割合は近年増加傾向にある．正常な妊孕性を

有しているにもかかわらず，セックスの問題で挙児が得られないカップルが増加しているということであり，生殖補助技術
（ART）に頼らない対応が求められることも多い．当院における性機能障害による男性不妊症につき，臨床的に検討した．【対

象と方法】1999年6月から2012年6月の間に，男性不妊症にて当院泌尿器科を受診した237例を対象とした。無精子症，
高度乏精子症合併例を除外したEjDとED症例の占める割合，臨床診断，治療，転帰について検討した．【結果】EjDとED
による不妊症例は42例で，男性不妊症例に占める割合は，1999－2004年が27％（1／37），2005－2008年が17．1％（19／111），

2009－2012年が24．7％（22／89）と増加していた．臨床診断は，不妊治療に関連した心因性EDが13例（3LO％），膣内射精
障害13例（31．0％），性嫌悪症5例（11．9％），未完成婚4例（9．5％），器質性ED　4例（9．5％）であった，セックスカウン

セリングは29例（69．0％）に施行し，31D％で治癒または有効であった．　PDE5阻害薬はEDの13例に処方し，有効率は462％

であった．アモキサンはEjDの13例に処方し，有効率　30．8％であった．　TENGAによる射精指導は6例に行い，2例で改
善を認めた．18例はARTへ移行し，7例（3＆9％）で挙児が得られていた．治療のdrop　out率は405％で，　ED症例で多
くみられた．【考察】当院の不妊治療に関連した性機能障害症例は，一般的に有効とされるPDE5阻害薬やアモキサンの有
効率が低く，治療に難渋する症例が多かった．家庭環境や人間関係に複雑な心因を有している症例が多く，パートナーを含

めたカップル単位での治療が重要であると思われた．特に近年の症例では，薬物治療だけで治癒または改善が得られる症例
が少なくなり，カウンセリングやセックスセラピーの重要性が増してきていると考えられた．

P－285　無精子症を契機に診断され，高位精巣摘出後に妊娠に至った精巣ライディッヒ細胞
　　　　　　腫の一例

○田尻　翔太，中川　　誠松下富士代，永野　明子，松木　祐枝，邑上沙揺子，岩政　　仁
　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

　ライディッヒ細胞腫は精巣腫瘍の1～3％に認められ，成人例の場合は女性化乳房や不妊症を示すことがある．著明な高アンドロゲン状態と無

精子症を示した精巣ライディッヒ細胞腫の一例を経験したので報告する，

　症例は妻34歳夫36歳で挙児希望を主訴に来院した．無精子症を認め，内分泌的検討でFSH：1＆lmIU／ml，　LH：〈O．2mlU／ml，遊離テスト

ステロン：＞50pg／ml，　PRL：15．lng／mlであった．非閉塞性無精子症の内分泌環境としては理解し難く，テストステロン産生腫瘍を疑い総合病院

泌尿器科を紹介した．泌尿器科での検査では陰嚢内超音波検査にて右精巣内に径2cmの境界明瞭な低信号域を認めた．血中HCG一β，　LDH，　AFP

はすべて正常であったが，FSHやLHは測定感度以下で総テストステロンは高値であった．右精巣内腫瘍を疑うも良悪性の有無は不明であり高位

精巣摘出術を施行し，その際に右精巣の正常部位からのTESEを行い当院で凍結保存した．術後病理診断は良性のライディッヒ細胞腫だった，

　術後徐々に内分泌所見は正常化し，術後135日目にはFSH：12．7mlU／ml，　LH：4．3mlU／ml，遊離テストステロン：39pg／ml，　PRL；8．5ng／mlと

なり，精液所見も量：2、1m1，濃度：1700　×　104／ml，運動率：69％，奇形率：52％，　R．C：10×IOs／mlとなった．270日目にはPCTも良好となり，

400日目には子宮内に胎嚢および胎児心拍が確認された．

　ライディッヒ細胞腫は比較的まれな疾患で，検索した限りでは本症例は本邦で40例目であった．乏精子症や無精子症をきたす原因としては，

腫瘍内のアロマターゼ活性の充進によるE2の過剰産生がFSHを抑制することでおこると報告されている．今回術前のE2は測定できていない

が，術後1日目のE2：55pg／mlであった，当院でのFSHが高値を示しており，約30日後の泌尿器科受診時のFSHが測定感度以下に落ちている

ことから，テストステロンの直i接作用で精子形成が抑制されている可能性を考えると興味深い，
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P－286　精巣adrenal　rest　tumorを伴った21水酸化酵素欠損症に合併した乏精子症の一例

○千葉　公嗣，山口　耕平，江夏　徳寿，岡田　桂輔，李　　福平，松下　　経，三宅　秀明，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

【緒言】21水酸化酵素欠損症（21－OHD）は先天性副腎過形成（CAH）のなかで最も頻度の高い疾患であり，副腎皮質にお
けるコルチゾールの合成障害を認める常染色体劣性遺伝疾患である．本疾患では精巣に副腎残存腫瘍（adrenal　rest　tumor）

が存在し，さらに下垂体からのゴナドトロピン分泌不全により男性不妊を呈することがある．【症例】41歳男性．妻27歳．

挙児希望のため前医受診精液検査で精子濃度700万／ml，運動率14％とoligoasthenozoospermiaを呈しており，精巣超
音波検査で両側精巣内に小さなheterogeneous　echogenic　lesionを認め，両側精巣癌に伴う造精機能障害の疑いで当科紹介

となった．触診上両側精巣は12ccと萎縮を認め，右精巣に硬結を触知した．精索静脈瘤は触知しなかった．超音波検査で
のheterogeneous　lesionは造影MRIでT1／T210w，造影効果を認め，精巣癌を否定できない所見であった．採血上FSH　2．7
mIU／ml，　LH　l．3mlU／ml，テストステロン4．3ng／mlで，精巣腫瘍マーカーは陰性であった．転移検索のために施行した腹

部CTにて両側副腎腫大を認め，内分泌学的精査を施行したところ，血中プロゲステロン高値とコルチゾールの低値，　ACTH

の相対的高値を認めた．さらに遺伝子検索にてCYP21A2の変異を認め，21－OHDと診断した．精巣の腫瘍は悪性腫瘍を完
全には否定できなかったが，21－OHDに合併したadrenal　rest　tumorの可能性を考え，ステロイド補充療法で経過観察した

ところ，腫瘍の縮小と精液所見の改善を認めた．腫瘍の組織学的診断はついていないが，臨床経過から精巣の腫瘍はadrenal
rest　tumorと診断した．【結論1精巣腫瘍を伴う乏精子症症例では，21－OHDに合併した精巣adrenal　rest　tumorも念頭に

おく必要があり，本症例ではステロイド補充療法で腫瘍の縮小と精液所見の改善が期待できる．

P－287　不妊症を契機に発見された47，XYY症候群の1例

○尾崎　由美，永尾　光一，田井　俊宏，小林　秀行，澤田　喜友，竹内　康晴，黒田加奈美，関戸　哲利，中島　耕一

　東邦大学医学部泌尿器科

　症例は36歳，男性．以前より膣内射精障害を自覚していた．マスターベーションにて射精寸前に膣内へ再挿入し射精し
ていたが，挙児はなく2年間の不妊を主訴に当科紹介受診となった．

　現症：身長176cm，体重95kg，女性化乳房を認め，　Tanner分類5，精巣サイズは右20ml，左15mlであった．勃起は問
題なく性交可能，射精はマスターベーションでは可能であり膣内射精障害の状態であった．内分泌検査ではテストステロン
6．02ng／ml，　LH　2．7mlU／ml，　FSH　2．6mlU／ml，　PRL　6．2　ng／mlと正常範囲内であった．末梢血リンパ球培養によるG－banding

で染色体分析を行い，　20細胞の全てが47，XYYであった．精液検査で，精液量1．4ml，精子濃度47　x　106／ml，精子運動EP｛　11．0％

と精子無力症を認めた．

　患者に染色体の異常，治療法について説明した．妻が41歳と高齢であったため，婦人科的治療を優先することとなった．

人工授精体外受精では妊娠に至らず，顕微授精にて妊娠するに至った．
　47，XYY症候群は出生男児の約1／1000に発生し，学習障害や高身長を来たす頻度が高いと報告されている．本症例では，
広汎性発達障害を指摘されたことがあり，現在は解離性同一性障害のため通院加療中である．多くの47，XYY症候群患者は，

正常な性的発達を認め，挙児を得ることが可能とされている．ときに原発性不妊症を生じるケースがあり，顕微授精が有効
であると報告されており，本症例でも顕微授精が有効であった．

P－288　ヨウ素125密封小線源治療後に自然妊娠し挙児を得た1例

〇三木　健太u，木戸　雅人1］，青木　　学2｝，頴川　　晋D

　！）東京慈恵会医科大学泌尿器科，2）東京慈恵会医科大学放射線科

　54歳，男性．PSAの軽度上昇があり前医で経直腸前立腺針生検を行い，前立腺癌と診断され小線源治療を目的に当院に
紹介された．PSA7．78ng／ml，直腸診で前立腺に結節なし．針生検で2／10本にGleasonスコア2＋3＝5の前立腺癌を認め，

画像上転移なくcTlcNOMOと診断した．小線源治療は術中計画法を用いて80個のヨウ素125線源を前立腺内に留置した．
前立腺体積は37．5ccであった．小線源治療後の前立腺癌の経過は良好でPSAは徐々に下降した．治療後4年で離婚し，34
歳の女性と再婚した．その後，挙児希望があり，人工授精を5回行うなど不妊治療を行ったが，成功しなかった．精液検査
では精子数は正常なものの運動性や直進性は7．8％，0％とそれぞれ低値であった．ほとんど挙児をあきらめていたが，小線

源治療後6年3ヶ月のとき自然妊娠し，その後は順調に経過し周産期異常あるいは先天奇形などの異常もなく健康な男子を
もった．小線源治療の挙児の報告は諸外国ではあるが，本邦でははじめてである．
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P－289　男性不妊症外来で偶然発見された精巣腫瘍の3例

○松井　幸英，田井　俊宏t尾崎　由美，小林　秀行，鈴木　九里，中島　耕一，片桐由起子，永尾　光一

　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

　男性不妊症外来では，がん患者が化学療法前に精子凍結保存を目的として受診する機会がある．特に急性骨髄性白血病や
精巣腫瘍は若年発生の患者も多く生殖可能年齢での化学療法が必要になる場合，精子凍結保存は必須となりうる．今回，不

妊クリニックにて高度乏精子症を認められ，東邦大学大森病院リプロダクションセンターに紹介された男性不妊患者で初診

時精巣腫瘍が発見され治療を行った患者を経験したため発表する．患者は47歳男性．結婚6年目であり妻35歳，平成23
年12月ころ他院にて不妊治療を開始するため各種検査を施行中，高度乏精子症と左精巣の腫大を認め，男性不妊症の治療

の目的で平成24年3月当院紹介受診となった．所見触診上，左精巣は70mlと腫大し触診上表面不整で硬対側の精巣は6
mlと萎縮が認められた．エコー上，左精巣は内部が不均一一一一・一であり精巣腫瘍に一致する所見であった．腫瘍マーカーの有意

な上昇はなく，血液検査上も異常は認められなかった．またGrade3左精索静脈瘤を認め血清ホルモン値はFSH：22．2mIU／
ml，　LH：4．8mlU／ml，　Testosterone：3．10ng，／ml，　E2：＜20．Opg／mlとFSH，　LHが上昇していた．精液所見は，精液量：1．O

ml，精子濃度：60×104，精子運動率：50．0％，総運動精子数：30万と高度乏精子症であり，腫瘍の追加治療の可能性もあっ

たため凍結保存を行った．CT上傍大動脈リンパ節に径1cmのリンパ節腫大が認められた．他臓器転移は認められなかった．

既往歴家族歴などに特記すべきことはなかった．3月2日高位精巣摘除術を行い，セミノーマ．T2NIMO，　Stage2aの診
断となり，リンパ節に対し，放射線治療を施行．術後精液所見では精液量：1．3ml，精子濃度：15×104／／ml，精子運動率：

15．0％，運動精子数：29．25万と精液所見は悪化していたものの運動精子が認められたため現在紹介元のクリニックにおいて

顕微授精を行っている．更に1995年に当科野澤が報告した2例を加え文献的考察を行い発表する．

P－290　長期の抗生剤治療を要した無症候性bacteriospermiaの1例

○堀内　洋子，中村　　希，小松　雅博，彦坂　慈子，秋谷　　文，熊耳　敦子，酒見　智子，塩田　恭子，百枝　幹雄

　聖路加国際病院女性総合診療部

【緒言】精液中の細菌は精路通過障害，精液異常，精子形成障害をひきおこし男性不妊の原因になると言われている．男性

生殖器の感染だけでなく無症候性のbacteriospermiaもその原因となることが報告されているが，治療の対象となるかは
controversialである．今回我々は通常培養i液によく用いられているゲンタマイシンに耐性をもつ細菌性精液症例を経験した

ので文献的考察を含めて報告する．倫理的配慮については当科初診時に個人が特定できない形での報告について同意を得て
いる．【症例】初診時夫：41歳，妻：41歳．子宮筋腫による過多月経があり，挙児希望のため通院していた前医から加療目

的に紹介．当院にて子宮筋腫核出術を施行後，short法にて2個採卵したが培養液に細菌感染がみられ，胚は変性していた．
精液からの感染を考え，採卵時に採取した精液を培養しE．coli，　K．　oxytocaが同定された．ともに培養液に使用しているゲ

ンタマイシンに耐性であり，これが原因と考えられた．男性生殖器の感染所見はなく無症候性のbacteriospermiaと考えら

れた．レボフロキサシン・アンピシリンの内服を2週間服用後も培養で検出されたため追加投与を行い，計4週間服用し検

出されなくなった．治療後の精液検査では精子数・運動率の増加が見られた．治療後1週間の精液培養で再度K．oxytoca，
E．faecalisが検出されたため，抗生剤服用を再開・継続したまま体外受精を行うことにした．　short法にて2個採卵し良好

胚をえることができた．【結論】bacteriospermiaは50％程度にみられるとの報告もある．通常みられる細菌叢であれば培

地にも抗生剤が含まれているため問題にならないことが多い．しかし培養液によく用いられている抗生物質に耐性をもつ細

菌であった場合，胚の培養が不可能となり，また一緒に培養している他の胚への影響も考えられるため検査が有用な可能性

がある，くわえて加療により精液所見の改善が見込める可能性がある．

P－291　当院における続発性不妊症に対するAIHの妊娠率の検討

○岩佐　　萌，富樫　　伶，江副　郁恵，中野　英之

　中野レディースクリニック

【目的】今回我々は続発性不妊症に着目し，AIH症例の過去の妊娠歴及び分娩歴によってAIHの治療効果に差があるか否かを検討した．

【方法】当院において2010年1月から2011年12月までの間に施行したAIH症例のうち40歳未満の599症例，2035周期を対象とした．

平均年齢は34．7±3．4歳であった．精液は，80％pure　ception液を用いた密度勾配遠心法にて処理を行った．続発性不妊症例のうち妊

娠歴はあるが分娩歴がない症例を経妊未経産群（100症例，381周期，平均年齢34．4±3．4歳），分娩歴がある症例を経産群（160症例，

566周期，平均年齢35，5±3．0歳），原発性不妊症例をコントロール群（358症例，1088周期，平均年齢34．2±3．0歳）とし，各群の累積

妊娠率を算出した．

【結果】AIHの施行回数での累積妊娠率は，経妊未経産群では1回目3＆9％，2回目44．4％，3回目50．0％，4回目50、0％，5回目77．8％，

6回目94，4％，7回目94．4％，8回目以降100％であり，累積妊娠率は6回目でほぼ頭打ちとなった．経産群は，1回目31．3％，2回目

50．0％，3回目53．1％，4回目62．5％，5回目65．6％，6回目71．9％，7回目84．4％，8回目84．4％，9回目96．9％，10回目96．9％，11回

目以降100％であり，累積妊娠率は6回過ぎても上昇し，9回目でほぼ頭打ちとなった．コントロール群ではtl回目32．7％，2回目

49．1％，3回目67．3％，4回目76．4％，5回目90．9％，6回目9＆2％，7回目98．2％，8回目以降100％であり，累積妊娠率は6回目でほ

ぼ頭打ちとなった．

【結論】妊娠歴の有無にかかわらず，未経産婦に対してはAIHの施行回数は6回程度までとし，その後ARTへのステップアップが必

要であると考えられた．一方，経産婦に対してのAIHは，9回までは有効であることが示唆され，分娩歴の有無でARTへのステップ

アップまでのAIHの回数を変える必要があると考えられた．
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P－292　子宮内精子注入法の治療成績に影響を及ぼす因子についての検討

○櫛野　鈴奈，下中麻奈美，池田　千秋，藤田　陽子，中尾　佳月，堀川　道晴，根岸　広明

　医療法人社団レニア会ウイメンズクリニック大泉学園

【目的】子宮内精子注入法（以下IUI）は不妊診療において幅広く行われている治療法ではあるが，そのため適応は曖昧であ

り妊娠率は決して高くはない．今回IUIの治療成績に影響を及ぼす因子について検討を行った．【方法】2005年11月より2011

年4月の間に当院で施行した1，191症例，3，646周期について（1）不妊因子：性交障害，精液所見，卵巣予備能，排卵障害，

卵管因子，子宮筋腫，子宮内膜症，子宮頸部病変，フーナーテスト不良の有無，原因不明の妊娠率について検討した．（2）IUI

施行時の子宮内膜厚，排卵の有無，頸管粘液量の妊娠率への影響についても検討した．【結果】（1）性交障害の有無におけ
る周期当りの妊娠率は10．5％vs　7．0％（有vs無），症例当り40．0％vs　21．1％（有vs無）と症例当りで有意に高かったが，

精液所見不良の有無では周期当り5．1％vs　7．4％，症例当り17．1％vs　22．4％と妊娠率は低い傾向となった．卵巣予備能低一ド

の有無では周期当り3．4％vs　7．4％，症例当り11．3％vs　22．5％と有意に低く，排卵障害の有無では周期当り13．1％vs　6．9％，

症例当り4＆3％vs　21．1％と有意に高かった．また他の因子で差は認められなかった．（2）IUI施行時，子宮内膜厚が6mm
以上vs未満の妊娠率は7．6％vs　9．6％であり，排卵の有無では7．1％vs　7．4％（未排卵vs排卵後），頸管粘液O．lml以上vs

未満の妊娠率は7．1％vs　6．9％と差を認めなかった．【考察】性交障害に対してIUIは有効な治療法であったが精液所見が不

良になると妊娠率は低下した．卵巣予備能低下でも妊娠率は有意に低く，早めのステップアップが望ましいと考えられた．

また，子宮内膜6mm以下でも妊娠率に差は認めず，　IUI施行時に経膣超音波にて排卵があっても妊娠率の低下は認めなかっ
た．

P－293　人工授精（AIH）の施行時期の違いによる妊娠率および黄体化未破裂卵胞（LUF）
　　　　　　の検討

○邑上沙揺子，中川　　誠松下富士代，永野　明子，松木　祐枝，田尻　翔太，岩政　　仁
　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

【目的】人工授精（AIH）を排卵前もしくは排卵後に施行した場合で妊娠率の違いを検討した．排卵推定時刻より24時間以

上経過しても排卵が確認されない場合を黄体化未破裂卵胞（LUF）とし，その発生率及び妊娠率を検討した．【方法】1477
周期を対象とした．18mm以上の主席卵胞を認めた時点で尿中LH定性を行い，陰性の場合に酢酸ブセレリンもしくはHCG
を投与し，約38時間後にAIHを施行した．尿中LH陽性の場合は翌日にAIHを施行した．精子処理は3層パーコール法を
用いた．AIHの際に排卵が確認されたものを排卵後群，未排卵で翌日以降に排卵が確認されたものを排卵前群，未排卵のも
のをLUF群とした．また，排卵確認に来院できなかったものを不明群とした．【結果】AIH施行あたりの妊娠率は全体で12．7％
（187／1477周期）であり，排卵後群で13．0％，排卵前群で11．9％，LUF群で0％，不明群で13．6％であった．排卵前群，排

卵後群，不明群において妊娠率に有意な差は認めなかった．LUFは41症例44周期で全周期の3．0％に認められ，排卵因子
を多く認めた．さらに，LUF未経験症例と比べ年齢が有意に高いことが示された．　LUFの発生は初回AIHがもっとも多く，

排卵惹起法の変更，もしくは卵巣刺激を強くすることで38症例は次周期排卵が確認されたが，4症例は2回以上のLUFが
持続した．LUFを起こした症例では，　LUFを回避できたAIH周期でも妊娠率は3．8％と有意に低い値を呈した．【結論】AIH

において排卵前後で妊娠率に有意な差は認めなかった．また，LUF周期での妊娠例は認められなかった．　LUFの多くは初

回AIHに発生し，卵巣刺激や排卵惹起法を変更することで回避可能であったが，妊娠率はLUFを起こさなかった症例に比
べ有意に低値を示した．LUFを認めた場合難治性不妊症との認識が必要であると考えられる．

P－294　当院における配偶者間人工授精（AIH）の検討

○石橋　和見，渡邉　英明，中山　朋子，松川　結加，清家　　歩，笹野　りえ，金子　志麻，塚本　佳奈，菊本　晃代，

　長谷川久隆，齋藤　　優，小林　淳一

　神奈川レディースクリニック

【目的】近年のARTの進歩にはめざましいものがあるが，　AIHは未だ不妊治療の柱となる重要な治療法の一つである．今回

は，AIHの成績に影響を与える諸因子について後方視的に検討した．【対象・方法】2011年1月～12月に当院にてAIHを施
行した3194周期のうち，新鮮射出精液を用い，なおかつ精子運動解析装置（SMAS）を用いて精液所見を計測した2540周期
を対象とし，妻年齢，原精液の精子濃度，原精液の運動率，調整後の総運動精子数について検討を行った．【結果】全体の成
績は，平均年齢36．6歳，妊娠率　6．4％であった．妻年齢別妊娠率では，29歳以下：8．0％，30－34歳9．1％，35－39歳6．2％，40

歳以上3．6％であり，40歳以ヒでは有意に低い値となり，46歳以上では妊娠例は認められなかった．原精液の精子濃度別妊
娠率は，10×106／mi未満：4、0％，10－20　×　IO6／ml：2．8％，20－30　×　IO6／ml：7．4％，30－40×106／ml：7．1％，40×106／mt以上：6．9％

となり，20×106／ml以下では有意に低い値となり，5×106／ml以下では妊娠例は認められなかった．原精液の運動率別妊娠率
は，10％未満：1．5％，10－20％：38°／o，20－30％：5．6％，30－40％：4．5％，40－50％：8．0％，50％以上：7．8％となり20％未

満で有意に低い値となった．調整後の総運動精子数別妊娠率は，5×106未満：3．2％，5－10×10fi：6．0％，10－20×106：6．4％，20－

30×106：70％，30－40×10G：9．7％，40x106以上：＆7％であり，5×106未満では有意に低い値となった，【結論】妻の年齢が

上がるに従い妊娠率が低下し，40歳以上では有意に低ドすることからより早い段階でのARTへのステップアップが有用で
あろうと示唆された．また，原精液の精子濃度・運動率，調整後の総運動精子数も一定以下の所見の場合には，AIHの妊娠
率を有意に低下させるため，AIH施行時やのステップアップの際に慎重に考慮する必要があると考えられた．
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P－295　腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠の転帰

○神山　　茂D，平田真由美Z），高山　尚子2），寺田　陽子］），徳永　義光D，佐久本　薫2｝，佐久本哲郎P

　1）アルバ沖縄クリニック，2）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

【目的】子宮筋腫核出術後の妊娠では，子宮破裂のリスクがあることが知られている．近年，腹腔鏡下筋腫核出術（LM）が
普及し，当科でも開始しているが，そのリスクの上昇を懸念している．そこで，当科で腹腔鏡下筋腫核出術を施行し，その

後の妊娠・分娩経過を観察しえた症例を検討した．【方法】2008年1年から2010年1月の期間に，当科でLMを行なった症
例のうち，分娩まで経過観察した症例は3例であった．術前に酢酸リュープロレリンを4－6回使用した．術式は，バゾプレ

シン希釈液を局注し，モノポーラ電気メスで切開，子宮の縫合は，合成吸収糸の0号を用い，2～3層に縫合した．術後の避

妊期間は6カ月を勧めた．【成績】症例1は，37歳の続発性不妊症（不妊期間4年，HSG上両側卵管間質部閉塞），12．5cm
の筋層内筋腫であった．LMを行った（内腔への穿孔あり）．その2か月後に6cmの粘膜下筋腫が判明し，再度LMを行っ
た．術後15か月後に排卵誘発周期で妊娠成立したが，枯死卵で子宮内掻爬術を行い，その4か月後に再度妊娠成立した．

妊娠経過は順調で，妊娠38週で選択的帝王切開（ECS）を行い，子宮表面に異常所見を認めなかった．症例2は，30歳の
原発性不妊症（不妊期間1年，HSG上両側卵管間質部閉塞），9．6cmの筋層内筋腫であった．　LMを行った．術後19か月後
に自然妊娠が成立した．切迫早産にて妊娠32週から35週まで，入院管理とし，妊娠38週でECSを行い，子宮表面に異常
所見を認めなかった．症例3は，35歳の原発性不妊症（不妊期間5年），10．7cmの筋層内筋腫であった．腹腔鏡補助下筋腫

核出術を行った．術後39か月後にICSIにて双胎妊娠が成立した．妊娠31週からリトドリン内服開始とした．妊娠36週に
腹緊増強があり，入院管理とし，妊娠38週でECSを行い，子宮表面に異常所見を認めなかった．【結論】当科のLM後の
妊娠では，選択的帝王切開術を行い，妊娠・分娩経過は順調であった．

P－296　腹腔鏡手術における子宮筋腫核出後の再発および妊娠に関する検討

○西山　幸江，木下　孝一，南　　元人，宮村　浩徳，伊東　雅子，西尾　永司，西澤　春樹，塚田　和彦，廣田　　穣，

　宇田川康博

　藤田保健衛生大学

（目的）腹腔鏡手術における子宮筋腫核出術後の1．再発率および再発因子，2．再手術率，3．妊娠例の検討を行うことを目

的とした．（対象）2005年1月から2008年12月まで4年間に腹腔鏡下ないしは腹腔鏡補助下筋腫核出術を実施した症例の
うち，術後1年以上経過観察可能であった130例を対象とした．（方法）再発の定義は，術後1ヶ月検診で残存筋腫がなく，
かつ経過観察中に画像診断で新たに筋腫を認めたものとした．なお，再発率は妊娠例を除き算出した．再発因子として年齢，

術前GnRH使用の有無，総核出数総摘出重量，筋腫核最大径総和，出血量，手術時間について統計学的解析を行った．（結
果）1．術後再発率は32．5％であり，また累積での再発率は術後1年目13．2％，2年目20．3％，3年目23．0％，術後4年目26．4％

であった．再発因子の比較検討では，平均総核出数：3．6vs2．8個，平均総摘出重量：239．7　vs166．9g，平均筋腫核最大径総和：

132．1vs100．4mmの各項目において再発例で有意の高値を示した．2．再手術率は3D％（4／130例），再手術までの平均期間
は62、5ヶ月であり，全症例とも腹腔鏡手術で対応可能であった．（結論）再手術を必要とする症例は予想以上に低率であっ

たが，多発筋腫は再発リスクとなるため，腹腔鏡手術で多発筋腫を取り扱う場合には施設毎のスキルに見合った適応基準設

定が必要と思われた．

P－297　当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の，不妊治療および妊娠予後解析

○和田真一郎1），福止　義将1），藤本　　尚2），森若　　治2），神谷　博文2）

　1）手稲渓仁会病院産婦人科，2榊谷レディースクリニック

【緒言】子宮筋腫は不妊の原因となるばかりではなく，妊娠にも悪影響をもたらすことがあり，妊娠前に子宮筋腫核出術を

施行する意義は多いが，反面，術後の癒着，子宮破裂などの合併症も懸念される．そこで，当院で腹腔鏡下子宮筋腫核出術
（LM）を施行し，不妊治療を施行した症例を解析したので，報告する．【方法】2004年10月から2010年ll月に，神谷レディー

スクリニックからの紹介にて，当科でLMを施行した61例を対象として，手術後の妊娠予後について解析した．【結果】現

在のところ，40名の妊娠が確認でき，タイミング法12例，AIH8例，　ART20例であった．タイミング法の手術時平均年齢
は34．3歳（30－39歳），手術から妊娠までの期間の中央値は9ヶ月（3－21ヶ月）で，1例は異所性妊娠，10例で正期産となっ

た．AIH法では36．1歳（29－39歳），9ヶ月（5－13ヶ月），全例で正期産であった．　ART法では36．9歳（31－41歳），15ヶ月

（3－35ヶ月），10例の分娩を確認でき，双胎の1例を除いて正期産であった．妊娠した40例の解析では，筋腫の発生部位は，

粘膜下7例，筋層内28例，漿膜下5例，術前の内腔変形例は29例，術中内膜破綻した例は7例あった．摘出筋腫重量は平
均160g（2、5－442g），筋腫個数は3．9（1－18個）であった．分娩方法は全例で帝王切開で，癒着胎盤や子宮破裂をきたした例

は無かった．【結論】LM後，比較的早期に妊娠成立し，周産期予後も良好であり，不妊治療に先んじてLMを施行するこ
とは意義のあることと思われた．
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P－298　子宮筋腫合併不妊症における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠予後の検討

○小谷　泰史，梅本　雅彦，辻
　近畿大学医学部

勲，網　　和美，藤浪菜穂子，塩田　　充

【目的】子宮筋腫は性成熟期婦人の代表的腫瘍である．子宮筋腫以外の原因が存在しない不妊症患者では，筋腫核出術後に

妊娠率が増加すると言われている．その手術方法としては，従来より行われてきた開腹子宮筋腫核出術（開腹術）と近年急

激に増加している腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）がある．今回われわれは，当院での子宮筋腫合併不妊症において，子宮
筋腫核出術後の妊娠予後に関して後方視的に比較検討したので報告する．【方法】1995年より2011年までに当院で施行され

た子宮筋腫核出術723例（LM406例，開腹術317例）中，不妊スクリーニング検査を施行し，6カ月より1年で妊娠に至ら
なかった症例に手術を行い，その後1年以上フォローアップされた49例（LM35例，開腹術14例）（男性因子は除外する）
を対象に検討を行った．当院では術後6ヶ月後より妊娠許可を行っており，術後妊娠率を両者で比較検討した．また，LM
と開腹術の各々で，妊娠群と非妊娠群間で平均年齢，個数最大筋腫径を比較検討した．【成績】LM後の妊娠率は25．7％（9
／35），開腹術後の妊娠率は28．6％（4／14）となり，両者に差を認めなかった．次いでLMでの妊娠群と非妊娠群間の比較で

は，平均年齢は342歳と37．3歳（p＜O．05）となり，有意差を認めた．個数では，1．9個と5．0個（p〈O．05）となり，有意差

を認めた．最大筋腫径は5．9cmと6．lcm（p＝0．89）となり差を認めなかった．一方，開腹術での妊娠群と非妊娠群間では，

年齢は30．8歳と36．9歳（p＜O．05）となり，有意差を認めた．個数では，2．8個と＆3個（p＜0．05）となり，有意差を認めた．

最大筋腫径は4．8cmと6．9cm（p＝O．08）となり差を認めなかった．【結論】LM術後の妊娠率は開腹術と比較しても差がな
かった．筋腫の大きさ，個数などを考慮し，術式を選択する必要があると思われた．また，妊娠に関与する因子としては，
年齢，個数が関与することが判明した．

P－299　腹腔鏡下に施行した子宮頸部筋腫に対する子宮筋腫核出術の一例

○内出　一郎P，高島　明子2｝，竹下　直樹2），安田　　豊2），大高　　究2），木下　俊彦L’），森田　峰人3）

　引東京腎泌尿器センター大和病院レディースセンター，2｝東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科，：“　ut邦大学医療セン

　ター大森病院産婦人科

　子宮頸部筋腫（CM）に対する核出術は，出血量が増加することや，尿管走行に留意が必要なことから，腹腔鏡下手術でも

高度な手術技術を要求される．また，子宮後壁に発生した頸部筋腫に対し，開腹手術で横切開，垂直方向に運針することは

容易ではない．腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）において，ダグラス窩により近いポートから横切開，縦方向の運針操作を行

うことで，骨盤深部であっても理想的な手術が可能になると考えられる．今回，子宮頸部後壁に発生したCMに対してLM
を行った経験を報告する．症例：30歳台，未経妊，未経産．不正性器出血の増量を主訴に外来受診した．経膣超音波にて子
宮頸部に6cm程度の筋腫様の腫瘤を認め，腫瘤表面からの出血コントロール不良のため入院した．　MRIにて子宮頸部筋腫と

診断インフォームド・コンセントの結果，腹腔鏡ド子宮筋腫核出術を選択，緊急手術を施行した．泌尿器科医にて両側尿
管にステントを留置した後，全身麻酔ドに，closed法により気腹右パラレル法4punctureにて手術を施行した．子宮頸部
に6cm程度の筋腫を認めた．摘出検体は100g，手術時間90分，出血量はごく少量であった．子宮筋腫核出術は，その後の
妊孕能の確保と，安全な分娩に至らせることが目的であり，子宮本体への侵襲を低減させることが優先される．頚部筋腫核

出にて縦切開を行うと，子宮体部筋層にも切開創が及ぶ可能性があり，術後分娩方針に影響を与えると考えられ，横切開が

可能であれば，r宮体部への侵襲を軽減できると考えられる．子宮頸部筋腫に対するLMの症例選択は慎重に行うべきであ
り，子宮頸部縫合部の脆弱性についての検討は必要であるが，とくに後壁側に発生したものは骨盤腔最深部での操作を必要

とすることから，我々の施行するパラレル法を用いたLMは合理的手段であると考えた．今後も症例を重ねて検討したい．

P－300　不妊診療における日帰り腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術の現状と問題点

○杉山　里英u，栗林　　靖引，壽圓　裕康2｝，中川　浩次2｝，許山　浩司3），杉山　カー21

　’）杉山産婦人科丸の内，2彬山産婦人科生殖医療科，3佃園都市レディースクリニック

【目的】当院は手術室を有するが入院施設を有しない不妊診療専門クリニックであり，2011年5月に不妊診療に特化した内

視鏡センターを中心に開院した．入院施設を有していないため実施する手術はすべて日帰りとなる．そこで日帰り手術の問

題点と利点を検討することで今後の内視鏡センターとしての位置づけを検討することを目的とした．【方法】当科での手術

の流れについて記す．まず手術開始30分前に来院し8時20分に入室する．8時45分より手術を開始し，診療時間内に帰宅
となる．2011年7月～2012年6月の間に当科で行った全身麻酔の手術は340件であり，術式，手術時間，合併症について
検討した．【結果】手術の内訳は腹腔鏡下手術：195件，子宮鏡下手術：169件，卵管鏡下卵管形成術63件であった（重複
あり）．腹腔鏡下手術のうち原因不明不妊に対する腹腔鏡ド精査が154件，多嚢胞性卵巣症候群に対する多孔術が17件，卵

巣チョコレート嚢胞摘出術が7件，卵管水腫開口術が12件，子宮外妊娠手術5件であった．手術時間（平均±SD）は69．4±
28．8分であった．子宮鏡ド手術ではポリープ切除が117件，筋腫摘出術が14件であった．手術時間は23．4±14．5分であった．

術後入院施設への搬送を必要としたのは3件であり，その内訳はTCR後の水中毒2件，腹腔鏡F手術後の出血1件であっ
た．全例が術後管理中に発覚し，搬送を行った．帰宅の遅延は2件認めたが，すべて嘔気の遷延であり他の症例は問題なく

診療時間内に帰宅できている．また帰宅後に再入院の症例は認めなかった．現在までに腹腔鏡下手術の術後に15件（タイ
ミング／AIH）子宮鏡下手術の術後に12件が妊娠に至った．【結論】，術後合併症はO．88％と低率であり，入院施設を有しな

い不妊診療専門クリニックにおいても十分に日帰り内視鏡手術が可能であると考えられた．今後は，より安全な日帰り内視
鏡手術を目指すための普遍的な適応作りが必要であると考えられた．
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P－301　当院にて腹腔鏡手術を行った体外受精センター症例の臨床的検討

○黒土　升蔵t），遠藤　雄史1），藤井　好孝D，本山　洋明1），安藤　正明L’）

　1）倉敷成人病センター体外受精センター，2倉敷成人病センター婦人科

【緒言】生殖医療は医薬品や医療機器の開発と多角的な研究成果により日進月歩の発展を遂げ，腹腔鏡手術は手技の向上・

確立により広い普及と適応拡大がなされ，各々難治性不妊の治療成績向上に寄与している．関連したエビデンスも数多く蓄

積され診療に役立てることが可能となっているが，様々な患者に直面した際，患者年齢や不妊因子，治療に伴う患者負担，

腹腔鏡手術後の取り扱いや妊娠予後等を考えると，治療方針の選択に難渋する症例が未だ少なくない．こうした場合，自施

設にてこれまで経験してきた症例を検証することが重要である．今回我々は，体外受精センターの症例において，不妊症の

適応にて腹腔鏡手術を行った症例の患者背景，治療データ，妊娠予後等の検討を行った．【結果】2009年4月から2011年3
月までに実施した全腹腔鏡手術2076例中，体外受精センター症例は49例であった（年齢35．1±3．4歳，不妊期間4．9±3．7年）．

主な術式は，筋腫核出術が17例，内膜症に対する手術（チョコレート嚢胞核出，癒着剥離，病巣焼灼等）が15例，その両
者を実施した症例が15例であった．術後の全妊娠率は23／49例（46．9％），全出生率は20／49例（40．8％）であった．全妊

娠例のうち，自然妊娠は10／23例（43．5％），人工授精（AIH）による妊娠が4／23例（17．4％），体外受精（IVF）による妊
娠が9／23例（39．1％）であった．術式別の妊娠率は，筋腫核出術が9／17例（52．9％），内膜症に対する手術が6／15例（40D％）

であった、【考察】当院の症例では，筋腫核出術を行った不妊症例において約半数が術後妊娠に至る傾向が見られたことか

ら，他に不妊因子が存在しない症例や，AIHやIVF反復不成功の症例において考慮すべき選択肢と考えられた．過去の症
例を定期的にまとめ，施設ごとのデータを検証して，治療方針の再確認や見直しに役立てることが重要である．

P－302　腹腔鏡下手術の不妊症診断治療における有用性の検討

○野間　桃，湯　暁暉，保母るつ子，土屋富士子，黒澤貴子，仲田正之，藤原敏博，堤
　山王病院リプロダクションセンター

治

【緒言】低侵襲かつ直接的観察が可能である腹腔鏡検査は卵管に異常が疑われる症例や原因不明の不妊症に対して適応とな

る．その有用性を当院での成績に基づき検討した．【対象】2011年4月から2012年3月の1年間に当院で行った原因不明ま
たは子宮卵管造影や経膣超音波など画像検査にて付属器癒着，卵管異常を疑った不妊症21例を対象とした．年齢27～44歳
（平均33．8±4．4歳）．腹腔鏡検査を施行し，術前診断との比較，その後の妊娠経過を観察した．腹腔鏡検査には原則細径腹

腔鏡（3mm）を使用し，入院期間は1泊2日であった．対象症例中10例（48％）に人工授精治療歴があり，3例は体外受
精を実施されていた．また，妊娠歴は9例（42．9％），うち1例が異所性妊娠であった．【結果】経膣超音波や子宮卵管造影

検査にて卵管因子，付属器周囲癒着等の異常が指摘されていた11例中，実際に腹腔鏡下手術で異常が認められたのは7例

で，その内4例に子宮内膜症を認めた．画像検査で異常のない原因不明症例は10例であり，そのうち1例に卵管閉塞を認
めた．残り9例中6例に子宮内膜症を認めた．不妊症21例中8例（38．1％）に子宮内膜症を認めた．術後自然妊娠を試みた
10例中4例が妊娠成立し，5例が体外受精に移行し1例が妊娠成立した．【まとめ】結果より不妊症症例への画像検査の一
致率は76．2％と高いが，画像検査により体外受精の適応とされた症例の中でも腹腔鏡下手術で自然妊娠に至ることもある．

したがって，体外受精へのステップアップ前に，腹腔鏡検査を実施する事が望ましい．

P－303　卵管鏡下卵管形成における細径卵管鏡の破損リスクと使用法の検討

○末岡　　浩，高橋　香織，佐藤　　卓，泉　　陽子，佐藤　健二，吉村　泰典
　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

【目的】卵管鏡下卵管形成法（falloposcope　tuboplasty：FT）は，卵管通過障害に対する最も有効で低侵襲な治療法として，

導人から現在に至るまで，安全かつ有効な治療機器を目標に開発が行われてきたが，同時に各開発ステージの機器特性から，

操作法における工夫も破損のリスクを軽減し，有効性を向上する上で重要な要素となる．平成23年後半から供給されてい
る0．5mm径スコープの使用による耐久性の変化と破損部位から新たな操作法の留意点を検討した．【方法】O．6mm径スコー

プに対してO．5mm径スコープのFT施行による耐久性と破損部位を分析し，治療時の操作における機器へのストレスを分
析した．子宮卵管造影によって卵管閉鎖または狭窄と診断された症例を対象とし，同一術者による操作の耐久性と破損の解
析を行った．【成績】全損までO．6mm径スコープでは18～42（平均30．3）卵管の耐久性を示した．一方，05mm径スコープ

では，4～18（平均10．5）卵管であった．破損部位は先端から（1）1cm以内，（2）1～10cm，（3）10cm以後の3部分につ
いて分類した．スコープの使用による劣化についてO．6mm径スコープではライトファイバーの破損を外面からの光漏れで
観察可能であり，まず視野の光量低下が見られ，次いで視野欠損が拡大した後に全損に至った．破損部位は，（1），（3），（2）

の順に生じた．一方O．5mm径スコープでは光漏れによるライトファイバーの破損が観察不能であり，視野は部分欠損に始
まり，劣化に伴って拡大した．部位は主として（1）および（3）に生じた．【結論】現行のO．5mm径スコープはライトソー

スのファイバーが6本から4本へ削減されており，通過障害治療に対する耐久性の低下が示された．先端から10cm以後の
部に破損が多く，操作時にバルーン構造のない手元側の部におけるスコープのストレスに留意し，緩徐で微細な操作が必要
であることが示唆された．
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P－304　FT術後早期妊娠症例の後方視的検討

○佐藤　健二1），末岡　　浩IJ，泉　　陽子1〕，高橋　香織1〕，佐藤　　卓1’，中林　　章L），吉村　泰典’）

　1慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2）中林病院

【目的】卵管鏡下卵管形成術（Falloposcopic　Tuboplasty：FT）は，体外受精の適応とされていた卵管性不妊治療に新たな選

択肢を提供する，低侵襲かつ有用性の高い治療法である．FT術後に妊娠が成立するまでの期間は，約81％が1年以内であ
り，平均7．9ヶ月であった．今回FT術後6か月以内の早期に妊娠に至った症例を後方視的に検討し，　FT手術の適応につい

て考察した．【方法】当院で経頸管FT（以下FTとする）を施行し，術後6か月以内に妊娠が確認された89症例（うち3
か月以内に妊娠した症例は49症例）につき，クラミジア感染症の有無と術前のHSG上の卵管閉塞部位を非妊娠群（362症
例）と比較検討した．なお，腹腔鏡を併用した症例は除外した．【成績】クラミジア感染陽性率は早期妊娠群では24．7％，

非妊娠群では33．7％であった．早期妊娠群のHSG閉塞部位の組合せは，間質部・間質部が54症例（57．6％）と圧倒的に多
く，ついで間質部・膨大部が10症例（11．2％），間質部・峡部の組合せが6症例（6．7％）であった．少なくとも片側が間質

部閉塞であった症例は78症例（87．6％）であった．両側とも峡部以降の遠位部閉塞である症例は早期妊娠群では5症例
（5．6％），非妊娠群では56症例（23．5％）であった．【結論】クラミジア感染の既往がなく，術前のHSGで少なくとも片側

が間質部閉塞である症例は，FT術後より早期に妊娠に至る可能性があり，　FT手術の適応症例であると考えられた．クラ
ミジア感染陽性症例や卵管遠位部病変が主である症例は腹腔鏡手術の併用や早めに体外受精を考慮すべきであると考えられ
た．

P－305　当院における腹腔鏡下卵管手術後の妊娠に関する検討

○伊東　雅子，塚田　和彦，坂部　慶子，宮村　浩徳，西山　幸江，加藤　利奈，西尾　永司，関谷　隆夫，廣田　　穣，

　宇田川康博

　藤田保健衛生大学医学部産婦人科学科

【目的】不妊症患者における卵管因子に対する腹腔鏡下手術後の妊娠成績を解析しその有効性について検討した．【方法】対

象は2007年1月から2011年6月までの間に腹腔鏡下に卵管手術を実施した症例90例のうち，卵管因子が主要因と考えら
れ術後1年以上のフォローアップが可能であった不妊症患者20例について検討した【成績】平均年齢は34．9歳，経妊7例，

経産1例であった．卵管障害の原因卵管閉塞または留水症13例，子宮外妊娠5例，内膜症2例で，全体のクラミジア陽性
率は61．1％であった．手術術式は癒着剥離術，卵管形成術，開口術，卵管鏡下卵管形成術が実施され，手術合併症は認めら

れなかった．20例中t術後妊娠が成立したのは7例（35％）で，自然妊娠5例，AIHI例，　ART例であった．妊娠までの
期間は12．7か月で，妊娠例7例中2例（28．6％）は卵管膨大部妊娠でクラミジア抗体陽性例であった．【結論】卵管性不妊

に対する腹腔鏡手術は術後に妊娠を期待できる治療法で，術後約1年は妊娠を期待できるが，クラミジア陽性例では子宮外

妊娠の発症率も高く術後経過には十分な注意が必要と考えられた．

P－306　子宮腔内癒着症に対するTCR施行例の臨床的検討

○堀　　久美’），大沢　政巳］），辰巳　佳史1），浅野　美幸1），佐藤真知子U，伊藤知華子2），都築　知代1），上條　浩子’），

　山田　礼子1），成田　　収1）

　1］成田育成会成田病院，2｝レディスクリニックセントソフィア

（緒言）子宮腔内癒着症は帝王切開術後，筋腫核出術後，子宮内容清掃術等の子宮腔内手術後に引き起こされ，その後に過

少月経あるいは無月経などの月経異常，不妊症，習慣流産の原因となることがある．今回，当院で過去7年間に子宮腔内癒

着症に対し子宮鏡下癒着剥離術（TCR）を行った症例について検討した．（方法）平成16年9月から平成23年5月の間に
挙児希望のある子宮腔内癒着症9例（平均年齢34．4±3．6歳）についてTCRを施行した．術後の2～3ヶ月間はIUDを挿入
し，カウフマン療法を施行した．発症の要因，癒着の程度術後妊娠などについて検討した．（結果）対象の既往妊娠回数

は0回が2例，1回が2例，2回が3例，3回が1例，5回が1例であった．発症の要因として対象9例の全例に子宮腔内手
術が行われていた．1回の流産手術が4例，2回の流産手術が2例，人工妊娠中絶術が2回と流産手術が1回の計3回の掻
爬術が1例であった．また子宮内膜ポリープに対して掻爬術が1例，TCRが1例であった．癒着の程度をASRM分類にて
評価したところ，StageIが2例，　Stagellが6例，　StageIIIが1例であった．術後の妊娠は9例中6例（66．7％）に認められ

た．自然妊娠が5例で，1例がART妊娠であった．妊娠していない3例のうち1例は術後病理で異型内膜増殖症と診断さ
れ腫瘍専門医に紹介転院となった症例である．TCR術中に子宮穿孔をおこした症例が1例あったが，その後の妊娠で癒着
胎盤を生じ帝王切開術と同時に子宮全摘出術をうけている．（結語）子宮腔内癒着症の全例が何らかの子宮内手術操作を受

けていた．TCR術後の妊娠率は良好であり有効な治療法と思われた．一般的なTCRの合併症として子宮穿孔があるが，子
宮腔内癒着症では他の疾患より起こりやすいとの報告もあるので注意が必要である．
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P－307　当科における子宮腔内癒着症に対する子宮鏡下手術

○山本　奈理，田中　麗子，江頭　活子，井上　善仁

　浜の町病院産婦人科

　子宮腔内癒着症（intrauterine　adhesion；IUA）は帝王切開術（Cesarean　Section；C／S）後，子宮筋腫核出術後，流産手

術または子宮内膜掻爬術（D＆C）などの子宮腔内手術後に引き起こされ，その後に過少月経や無月経などの月経異常，不妊

症の原因になることがある．今回，1997年4月から2012年4月までの15年間に当科でIUAに対して子宮鏡下癒着剥離術
を施行した27症例について検討した．症例の平均年齢は35．4歳であった．既往妊娠回数は0回が5例，1回が10例，2回

が9例，3回が3例であった．発症要因としてD＆Cが1回である症例が8例，2回である症例が10例，3回である症例が1
例，腹式子宮筋腫核出術を施行された症例が2例，子宮鏡下，腹式子宮筋腫核出術を1回ずつ施行された症例が1例，腹式
子宮筋腫核出術，C／S，　D＆Cを1回ずつ施行された症例が1例，　C／S後が1例，不明である症例が3例であった．術前に月

経異常を認めた症例は9例であり，18例は月経異常を認めず挙児希望に対して子宮卵管造影検査または子宮鏡検査を施行し

IUAを指摘されていた．術中に子宮穿孔を起こした症例はなかった．術後に当科を再診した4例に妊娠を認め，全て自然妊
娠であった．1例は妊娠39週で自然分娩となり，2例は妊娠初期に稽留流産となった．1例は胞状奇胎が疑われ子宮内容除
去術を施行したところ，多量の子宮出血を認め子宮動脈塞栓術を施行した．術後に再発し，再度手術を施行した症例が3例

であった．子宮鏡下手術の一般的な合併症として子宮穿孔があるが，経腹超音波を併用することによって回避できると考え

られた．IUAに対する子宮鏡下手術は低侵襲であり有効な治療法と考えられるが，術後の妊娠率や生産率などを考慮し治療
にあたる必要があると考えられた．

P－308　子宮鏡下手術後にAsherman症候群を認めた2症例

○筒井　建紀’｝，熊澤　恵一｝，中村　仁美u，大八木知史1），正木　秀武1），後安　聡子1’，藤森　由香v，朝倉　寛之z），

　木村　　正1）

　1）大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人学，2扇町レディースクリニック

［緒言］子宮腔内に存在する病変に対して，まずは侵襲の少ない子宮鏡下手術が選択される．しかし，術後合併症としてAsher－

man症候群が生じた場合，挙児希望患者の不妊治療に苦慮することが多い．我々は，子宮鏡下手術後に認められたAsherman

症候群を2例経験したので報告する．［症例］（症例1）31歳，既婚女性．PCOS，中隔子宮の診断の下，前医にて腹腔鏡下
併用子宮鏡下中隔切除術が施行された．その後，不妊クリニックにて不妊治療を受けていたが，月経は発来するも，排卵期

子宮内膜厚は5～7mm程度であり，子宮鏡下観察にて子宮腔内の癒着を認め，　Asherman症候群の疑いにて当科を紹介され
た．骨盤i　MRI，　HSG，子宮鏡検査にて同診断の下，子宮鏡下癒着剥離術を施行した．術後，当科にてARTを含めた不妊治

療を施行するも，過排卵周期でも排卵期子宮内膜は7mm未満であった．不妊治療にて1回の稽留流産後，タイミング法に
て妊娠成立し，妊娠37週で，自然陣痛発来にて経膣分娩に到った．（症例2）35歳，未婚女性，過多月経にて近医婦人科ク
リニックを受診し，径約1．7cmの粘膜下子宮筋腫を指摘され，前医産婦人科を紹介受診．　GnRHアゴニスト療法後に子宮鏡

下粘膜下子宮筋腫核出術を施行．術後より無月経を認め，Asherman症候群を疑われ，当科を紹介受診子宮鏡検査にて同
診断の下，子宮鏡下癒着剥離術を2回施行．術後3ヶ月目より経血量は少ないながらも月経発来した．その後，結婚され，
挙児希望のため不妊治療を開始．1回生化学的妊娠するも，現在も不妊治療継続中である．［結語］子宮鏡下手術後のAsher－

man症候群は，頻度は少ないものの，挙児希望患者にとっては，その後の不妊治療を極めて困難なものにするため，十分に
留意すべき合併症である．Asherman症候群予防のための方策についても考察する．

P－309　子宮鏡下手術によって著明な低Na血症を引き起こした1例

○宇都　博文t），吉江　正紀u，吉田　宏之1），北村　誠司2），杉山　　武1）

　1）荻窪病院産婦人科，2｝虹クリニック

【緒言】生殖外科手術として子宮鏡下手術は広く普及している．今回我々は，子宮鏡下手術によって著明な低Na血症を引き

起こした1例を経験したので報告する．【症例】48歳　1GIP．主訴は過多月経MRI上3．5cm・突出率50％の粘膜下筋腫
を認めたため，GnRH　agonist療法を計6コース施行後，子宮鏡下粘膜下筋腫摘出術を実施した．【手術】手術は筋腫核周囲

より切除を行い，ある程度視野を確保した上で鈍的剥離法にて核出した．出血が予想以上に多く，核出・止血とも大幅に時

間を要した．手術時間が1時間30分を超えたため，術中電解質の確認を行った．血清Na値は114　mEq／1と著明な低Na血
症を呈していた．採血結果確認時に手術操作は終了しており，直ちに補液を生理食塩水に切り替え，フロセミド10mgを静
注した．術後の意識レベルは清明で，胸部レントゲンにて肺水腫の所見は認めなかった．術後尿量は約200ml／hrと多尿を

呈したが，その他バイタルサインに問題はなかった．帰室後4時間で再度採血を行ったところ，血清Na値は134　mEq／1と
急速な改善を認めた．点滴を乳酸リンゲル液に変更し，翌日の血清Na値は143　mEq／1と正常値になった．翌々日も145　mEq

／1と落ち着いており，退院とした．【考察】低Na血症発生要因として，手術時間が1時間53分に及んだ術者の手技の未熟

さが挙げられる．出血を最小限に抑えつつ，時間を意識した速やかな操作が必要であると考える．さらに，もう一つの要因

として，術中・術後ともに灌流液のIn－Outバランスはほぼ±0であり，計測の正確性に問題があると考えられる．現在は15

分おきに，より正確なIn－Outバランスの計測を実施するよう心がけている．【結語】低Na血症は容易に起こるものである
ことを十分認識し，その発生の予防に努める必要がある．
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P－310　小さい頸管ポリープの存在とET時の所見の検討

○多田佳宏，北宅弘太郎，林　輝美，船曳美也子，田口早桐，中村嘉孝
　オーク住吉産婦人科

緒言：当院では3回以上ET後反復の患者に，超音波上特に異常を認めなくとも，　hysterofiberscope（HF）を行っている．

また，胚移植（ET）のやりやすさと着床率については関係があるという報告がある．視診上頸管ポリープを認めない場合
でも，HF施行時に小さい頸管ポリープを認める症例があり，検証すると頸管ポリープの有無でET施行の際に状態の差を
認めた．方法：当院で平成23年2月から平成23年10月までに行ったHF施行症例について検討した．　HFをする際に，頸
管を観察し，頸管ポリープ存在症例について，ET時の出血の有無とETチューブの種類について検証した、結果：結果57
例中8例に視診では確認できない頸管ポリープを認めた．ET時のチューブの種類の選択については，頸管ポリープのない
症例では49例中8例にシースを必要とした．しかし，ポリープのある症例では8例中7例にシースが必要であった．出血
は前者が41例中1例であったのに対し，後者は8例中3例であった．考察：当院では，ET時カテーテルがスムーズに入ら
ない場合，シースを留置してから，カテーテルを挿入している．これはカテーテルの挿入経路に障害物の存在の可能性を示
唆する．出血がある場合も先端が何かに強く触れたため，起こると思われる．検討の結果より，頸管ポリープを認めるもの

については，出血が起こることが多く，チューブ挿入の困難さが増すと考えられた．しかし，ポリープの切除については，

頸管の状態に影響を及ぼすため着床率等の検討の上，決定する必要があると思う．

P－311　不妊症に対する子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術の意義

○小泉美奈子1），能瀬さやか1），長谷川亜希子’），国府田きよ子L），松岡　　良1）

　1）小平記念東京日立病院，2｝Kレディースクリニック

【目的】子宮内膜ポリープは着床障害や卵管通過性障害の原因となりうるため，当院では不妊患者の子宮内膜ポリープに対
して積極的に子宮鏡下切除を行っている．今回術後の妊娠予後に関して検討を行った．【方法】当院にて2007年4月から2011

年12月までの5年間に子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術を施行した141例中，不妊を主訴として切除を行った42例を対象
とした．なお，腹腔鏡下手術などを併用した症例，ポリープ以外の不妊因子を持つ症例は今回の検討から除外した．子宮内

膜ポリープの診断はすべて外来での子宮鏡検査で行った．子宮内膜ポリープの大きさ，個数部位についての検討と術後の
妊娠の有無について後方視的に検討を行った．【成績】患者年齢は35．5±4．8（27－48）歳，不妊期間は35、6±33．5（0－132）ヶ

月であった．術前に不正出血の症状を認めた症例は6例のみであった．手術時間は14．1±11．0（4－50）分，術後合併症は特

に認めなかった．術後，追跡の可能であった症例29例のうち妊娠例は13例（44．8％）であった．妊娠までの期間は4．3（2－

9）ヶ月であり，すべて1年以内の妊娠であった．妊娠方法は自然妊娠8例，排卵誘発剤使用4例，IVF－ET　1例であった．
ポリープの大きさ，個数部位による妊娠率の差は認めなかったが，13例中8例は大きさがlcm未満の症例であった．【結
論】子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術は安全に施行でき，術後早期の妊娠を期待できる．症状を有さない症例やlcm未満

の小さなポリープに対しても積極的に治療を行う意義があるものと考える．

P－312　不妊症患者における子宮内膜ポリープの治療とその効果に関する検討

○大石　　元，平池　　修，宮本雄一郎，長阪　一一一憲，丸山　正統，藤本　晃久，大須賀　穣，藤井　知行，矢野　　哲，

　上妻　志郎

　東京大学医学部附属病院産科婦人科

【目的】子宮内膜ポリープは子宮内膜組織が子宮内膜基底層から限局的に増殖発生した良性疾患であり，不妊症例において
着床不全を惹起するものと考えられるが，治療法に関する明確な指針はない．今回我々は，子宮内膜ポリープを有する不妊

症症例に対し，子宮鏡下手術またはEP剤投与を行った後の妊娠率を後方視的に比較した．
【方法】2000年1月から2009年12月の期間に子宮鏡検査にて子宮内膜ポリープと診断された不妊症患者115名のうち，子
宮内膜ポリープ治療後に不妊治療を6ヶ月以上継続した症例あるいは妊娠予後の情報が得られた症例計48例を後方視的に
解析した．治療はEP剤投与のみ（EP群）11例，子宮鏡下手術のみ（TCR群）27例，　EP剤で効果不十分と判定され子宮
鏡下手術を行った（EP→TCR群）10例であった．治療終了後6ヶ月以内に妊娠成立し，分娩まで至った症例を治療有効と
判定した．

【成績】48例中25例で妊娠が成立し，治療後妊娠までの期間は最短2ヶ月，最長40ヶ月であった．治療終了後6ヶ月以内
の妊娠はEP群では3例（33％），　TCR群では10例（37％），　EP→TCR群では3例（30％）であり，3群間に有意な差は無
かった．累積妊娠はEP群4例（36％），　TCR群16例（59％），　EP→TCR群では5例（50％）でありTCR群で高い傾向で
あったが有意な差は無かった．3群間で不妊原因因子の構成割合およびART症例の割合に有意な差は無かった．
【結論】以前我々は，子宮内膜ポリープに対するEP剤投与の有用性を報告している．今回の検討ではEP剤投与は短期的に
は子宮鏡下手術と同等の妊娠率を示すが，長期的には子宮鏡下手術を行う方が妊娠率は改善する可能性が示唆された．
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P－313　子宮鏡下手術における術前のジエノゲスト投与による子宮内膜菲薄化の検討

○土屋　雄彦，中熊　正仁，前村　俊満，片桐由起子，森田　峰人
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

　子宮鏡下手術における子宮内腔の視野の確保は，手術の遂行と安全確保において重要であり，適切な切開や凝固を行うこ

とによって子宮内膜の損傷を極力抑えることが，術後の妊娠において重要である．当院では2cm以上の粘膜下筋腫では，
術前にGnRHアゴニストを用いて，子宮筋腫の縮小化と子宮内膜を非薄化させて手術を行うことが多いが，1cm程度の小さ
い粘膜下筋腫の場合には，GnRHアゴニストを投与すると子宮筋腫が縮小しすぎてしまい，手術時に子宮筋腫を同定するこ
とが困難となる．そのため，子宮内膜の薄い月経終了直後の時期に手術日を予定して行うのが理想である．しかし，月経終
了直後で患者が入院可能な時期で，さらに各施設での手術が可能な日程を決定することは非常に困難であり，月経予定日が

ずれた場合には，良好な視野を確保できない場合もある．今回我々は，術前に子宮内膜増殖抑制作用を有するジエノゲスト

を投与することで，月経に左右されることなく手術日程を決定することができ，良好な術視野を確保することが可能であっ

たため報告する．術前のインフォームドコンセントで承諾が得られた子宮鏡下子宮筋腫摘出術：12症例，子宮鏡下子宮内膜

ポリープ切除術：3症例を対象とした．ジエノゲストは，術前月経開始日の2日から5日目より1日2mgにて開始し，手術
前日までの14日から60日間服用させた．術中所見は子宮内膜の肥厚は認めず，十分な子宮内腔を確保することが可能であ
り，子宮内膜の菲薄化によって子宮筋腫・子宮内膜ポリープと子宮筋層の境界の同定が容易であった．また，ジエノゲスト
投与により多少の不正出血は認めたが，子宮鏡下手術の際には不正出血による視野困難は認めなかった．子宮鏡下手術にお

ける術前ジエノゲスト投与は，副作用も少なく，子宮内膜の肥厚を抑制することで良好な子宮内腔の視野を得ることが可能
であり，さらに手術日程の決定を容易にする有効な手段であると考えられた．

P－314　妊娠成立の妨げとなるPeritoneal　inclusion　cystの2症例

○吉田　光紗1），北見　和久D，高橋明日香L），伴野　千尋1’，山口　恭平1｝，廣渡　芙紀1・1，寺西　佳枝1），矢野　有貴D，

　小林　浩治1），安藤　寿夫2）

　D豊橋市民病院産婦人科，2｝豊橋市民病院総合生殖医療センター

【緒言】Peritoneal　inclusion　cystは，骨盤内臓器や骨盤内腹膜に生じた術後癒着が原因となり，主として付属器周囲に形成

された閉鎖腔に浸出液が貯留したものである．生殖可能年齢では，卵巣や卵管の盛んな分泌活動が閉鎖腔の増大に関与する．

今回我々は，Peritoneal　inclusion　cystを生じた挙児希望2症例を経験したので報告する．【症例1】多発性子宮筋腫にて，

計7個の筋層内及び漿膜下筋腫を核出した．癒着防止シートを使用したものの手術2ヶ月後より子宮周囲に多房性嚢胞が出
現，Peritoneal　inclusion　cystのMRI診断となり癒着剥離手術を施行した．現在一般不妊治療中だが一部再発を認めており，

今後ARTを計画している．【症例2】子宮筋腫核出術後，多数の筋腫が再発して6年後に再手術となった．再手術2ヶ月後，

MRIにてPeritoneal　inclusion　cystと診断され，外科医の協力を得て腸管周囲を含めて癒着剥離手術を施行した．術後経過

は良好だったが，4ヵ月後の初回人工授精後に発熱と下腹部痛が出現し，炎症反応高値でMRIにて両側卵巣および卵管膿瘍

を認めて入院となった．抗生物質点滴による全身状態改善後に開腹手術となり，強度癒着を剥離して両側卵管切除術と両側
卵巣膿瘍開窓術を施行した．術後経過良好であり，速やかにARTへ移行する予定である．【考察】Peritoneal　inclusion　cyst

は，挙児希望がなければ経口避妊薬による排卵抑制や疾痛管理が第一選択となる．また，緊急避難的には経膣的嚢胞穿刺も
有効である．不妊治療中のPeritoneal　inclusion　cystの症例報告は現時点で稀であるが，疾患概念が確立しておらず，生殖

外科手術を必要とする不妊症例の増加と共により問題化してくるのではないかと推察される．今後，癒着防止対策処置にも

かかわらず発症する困難症例を集積し，生殖外科とARTの両面から総合的に対策を検討していく必要があると考えられた．

P－315　胸腺腫に対する胸腺全摘出術後にPOIを呈した患者血清中の自己抗体解析

○岡本　直樹P，佐藤　利行3｝，佐藤　可野1），星名真理子1），川越　雄太D，塚本　早苗D，河村　和弘D，田中　　守1），

　鈴木　　直D，加藤　智啓s），石塚　文平u）

　P聖マリアンナ医科大学産婦人科，2聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座3聖マリアンナ医科大学生化学

【目的】胸腺腫患者における胸腺摘出術は，一般的に推奨されている手術である．しかし，一部の胸腺腫患者において，胸

腺摘出により自己免疫疾患である重症筋無力症の発症や血中自己抗体の増加が報告されている．加えて，胸腺を摘出するこ
とで，末梢における自己免疫抑制が弱まる事が動物実験にて示されている．今回我々は，胸腺腫に対する胸腺全摘出術後に

早発卵巣不全（POI）発症した1例を経験した．　POIは不妊における重要な因子であり，様々な自己免疫との関連が報告さ

れている．本症例では胸腺摘出術がPOI発症に関与している事が疑われた．その機序は自己抗体による卵巣障害であると仮
定し，POI発症に関連する患者血清中の自己抗体同定を目的として，プロテオミクスによる自己抗原スクリーニングを行っ

た．【方法】胸腺腫に対する胸腺全摘出術後にPOIを発症した患者血清を一次抗体に用いた2次元電気泳動一ウエスタンブ

ロッティング（2DE－WB）を行い，患者血清に反応したタンパク質をMALDI　TOF／TOF　MSを用いて質量分析を行い，得
られたデータをもとにタンパク質を同定した．なお，本研究は所属大学生命倫理委員会承認のもと，患者の同意を得て施行
した．【成績】患者血清を用いた2DE－WBにて16個のタンパク質スポットが検出され，それらをMALDI　TOF／TOF　MS
で質量分析を行い同定した結果，6種類の抗原を同定した．【結論】胸腺腫に対する胸腺全摘出後のPOI発症は，現在まで

に報告がない．本研究で患者血清中に6種類の自己抗体が同定された．本症例において，これら自己抗体がPOIの発症に関
連している可能性が示唆された．今回，同定された自己抗体の詳細調査は，自己免疫性POIの病因解明に役立つと考える．
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P－316　子宮内膜症性気胸のため，不妊治療が困難となった2症例の検討

○山口　　隆，矢野美穂子，藤澤　佳子，松山　玲子，佐久川直子，高本　真弥，東梅　久子，北川　浩明

　国家共済組合連合会虎の門病院産婦人科

【はじめに】子宮内膜症性気胸の治療として手術療法・ホルモン療法が行われるが再発率は高い，今回，子宮内膜症性気胸

を起こし，不妊治療が困難となった2症例を経験したので報告する．【症例】症例1：44才0経妊0経産．31才結婚32歳
右厳径部腫瘤　腫瘤摘出行い子宮内膜症と診断超音波上，卵巣子宮内膜症性のう胞2cm大を認めた．35才時より不妊治
療開始．一般不妊治療行うも妊娠に至らず，37才時より体外受精開始．現在まで当院・他院にて体外受精・顕微受精あわせ

て12回行うも妊娠に至らず．凍結胚移植後の生理発来時に呼吸困難出現．当院呼吸器科受診し，気胸と診断．胸腔鏡下に
右肺部分切除＋横隔膜補強術施行した．肺・横隔膜の組織診にて子宮内膜症所見あり．手術所見より再発予防のためにはホ
ルモン療法行うこと勧めたが希望されず．排卵誘発は再発のリスクを増大させる可能性あり，現在は自然周期での経過観察

中である．症例2：41才0経妊0経産．29才左卵巣子宮内膜症性のう胞に対して腹式左卵巣のう胞摘出術施行．31才，36
才時に気胸となったが胸腔ドレーン留置で軽快，37才時の気胸発症時に横隔膜部分切除術行い，子宮内膜症気胸と診断され
た．その後気胸は一時落ち着いていたが，39才時ころより気胸を約3か月に一度起こすようになり，ディナゲスト使用開始．

40才結婚しディナゲストを中止．その後，2－3か月に一度気胸となり不妊治療を中断再開を繰り返している．【考察】
子宮内膜症性気胸のある不妊治療中の発症・再発・重症化予測は困難である．呼吸器科医師と連携しつつ，充分なインフォー

ムドコンセントを行い不妊治療の継続または中断を決定していく必要があると考える．

P－317　不妊症検査中にsolitary　fibrous　tumorと診断され，治療後にICSIにて妊娠成立し
　　　　　　た1例

○渡邊亜由子’1，加嶋　克則V，高桑　好一2）

　1噺潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2噺潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター

【症例】31歳，妊娠分娩歴は1経妊0経産．前回妊娠は子宮外妊娠で左卵管切除術を施行されたが，手術時所見で腹腔内腫
瘍は認めなかった．手術から4か月後，不妊治療目的に前医受診したところ，膀胱右側に腫瘍性病変を認め当科紹介受診し
た．経膣超音波で膀胱右側に5cm大の腫瘤性病変を認めたが，子宮附属器に異常所見は認めなかった．　MRIでも同部位に
6cm大の造影効果を伴う腫瘍性病変を認め，画像上，膀胱前腔由来のsolitary　fibrous　tumor（以下SFT）が疑われた．腫
瘍マーカーは正常範囲内であった．組織生検を施行したところ，短紡錘形細胞から成り，間質にわずかな繊維成分と血管を

認めた．腫瘍の細胞密度は高く，一部に壊死を認めた．免疫染色で筋系マーカーは陰性，CD34のみ陽性であり，　MRIと同

様SFTの診断であった．泌尿器科にて腫瘍摘出術を施行し，術後病理では低悪性度のSFTであった．術後，卵管因子によ
る不妊症に対して当科にて体外受精を開始した．FSH高値であったため，自然周期による顕微授精を施行したところ，6回
目の顕微授精にて妊娠成立した．現在，妊娠継続中であり，原病の再発も認めていない．SFTは比較的稀な間葉性腫瘍であ

り，主に胸腔内に発生し胸膜由来のものが多い．胸膜外病変として，腹腔内，眼窩，上気道，軟部組織などの症例報告があ
る，治療は外科的切除であり，組織学的には紡錘形細胞がpattern　less　patternをとって増生し，免疫組織学的にはCD34

陽性が見られることが多い．予後は基本的には良好だが，一部に悪性報告例もある、また，組織学的に良性～低悪性度であっ

ても再発報告例を認めており，本症例についても妊娠経過・分娩後を通じて慎重な経過観察が必要である．

P－318　病側卵巣摘出後に排卵が回復し自然妊娠に至ったテストステロン産生黄膜細胞腫の
　　　　　　1例

○林　真理子1），石川　雅彦1），古野　敦子1），岡本　真知1］，平原　史樹L），古屋　充子3｝

　’｝大和市立病院産婦人科，2横浜市大附属病院産婦人科，3横浜市大附属病院病理

　月経異常や排卵障害の原因は多岐にわたり，しばしば診断治療に難渋することがある．頻度は稀ではあるが，ホルモン産生

卵巣腫瘍も月経異常，排卵障害の原因となり，腫瘍摘出による月経正常化，自然排卵，妊娠が期待できる．ホルモン産生卵巣

腫瘍の大部分はエストロゲン産生性の穎粒膜細胞腫や黄膜細胞腫であり，テストステロン産生腫瘍は少ない．また，テストス
テロン産生卵巣腫瘍においてはSertori－Leidich腫瘍が一般的であり，英膜細胞腫は稀で，中でも無月経，男性化徴候等の臨床

症状が現れるものは極めて少ない．今回我々は，無月経を契機に発見されたテストステロン産生英膜細胞腫を摘出し，自然妊

娠に至った症例を経験したので報告する．症例は24歳0経妊0経産，19歳頃より月経周期不順となり，半年の無月経を主訴
に当院を受診した．経膣超音波で左卵巣と思われる，充実性で均一な42x38mm大の腫瘍を認め，ホルモン基礎値検査にてTes－
tosterone　275．7ng／dl，　freer　Testosterone　13．3pg／mlと異常高値を認めた．外性器は陰核の軽度肥大と陰毛の多毛を認めた．

性索間質性腫瘍を疑い腫瘍生検を施行，迅速病理結果でstromal　tumor，　benignであり患側付属器切除を施行した．腫瘍摘出

に先立ち，術中左右卵巣静脈より選択的静脈サンプリングを施行し，患側卵巣静脈のテストステロン上昇より左卵巣からのテ

ストステロン産生が強く示唆された．術後18日日より月経再開，術後32日目の採血にてTestosterone，　freer　Testosterone

ともに正常化した．基礎体温は28日型，2相性，整調となり，腫瘍摘出2回目の月経を最終月経として自然妊娠が成立した．

爽膜細胞腫はエストロゲン産生が典型的であるが海外の報告では10％－11％に男性化徴候を示すものがあるとされいくつかの

報告がある．テストステロン産生性爽膜細胞腫は稀な疾患であり，若干の文献的考察を加え報告する．
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P－319　妊孕性温存治療後，排卵誘発にて妊娠分娩した子宮体癌Ia期の1例

○小泉　幸司，伊木朱有美，佐保　知織，萩山　容了・，井上　　彩，小泉　絵理，森　　美妃，小泉　雅江，鍋田　基生，

　濱田　雄行，松原　圭一，那波　明宏

　愛媛大学大学院医学系研究科生殖病態外科学

【緒言】早期子宮体癌，子宮内膜異型増殖症は近年増加傾向にあり，若年症例においては妊孕性温存療法を求められる機会

が増加している．今回，組織診で類内膜腺癌と判明し，全面掻爬，黄体ホルモン療法施行後病巣消失を確認し，その後排卵

誘発にて妊娠分娩した子宮体癌Ia期の1例を経験したので報告する．【症例】25歳0回経妊0回経産．不正出血を主訴に
前医を受診，内膜組織診にてendometrioid　adenocarcinomaを認め当科紹介受診した．全面掻爬にてendometrioid　adenocar－

cinoma，　gradelでありMRI上筋層浸潤認めず，妊孕性温存療法希望にて黄体ホルモン療法施行後病巣消失を確認した．そ

の後クロミフェンクエン酸塩で排卵誘発を行いタイミング法により双胎妊娠が成立した．妊娠26週より切迫早産のため入
院管理していたが，妊娠31週2日に子宮収縮抑制困難となったため緊急帝王切開術を施行し1416gと1418gのそれぞれ男
児を娩出した．分娩後明らかな再発兆候は認めなかったが，分娩4か月後に子宮全摘術を施行した．病理検査では癌の残存
は認めなかった．現在経過良好であり再発兆候は認めていない．

P－320 若年性子宮体癌／複雑型子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存療法後の生殖医療
に関する検討

○井上　　治，浜谷　敏生，進　　伸幸，山上　　亘，阪埜　浩司，内田　　浩，丸山　哲夫，久慈　直昭，末岡　　浩，

　青木　大輔，吉村　泰典

　慶応義塾大学医学部産婦人科

【目的】若年子宮体癌／複雑型子宮内膜異型増殖症の挙児希望患者に対する妊孕性温存療法では子宮内操作（内膜生検・掻爬）が頻回に

行われる一方，MPA（medroxyprogesterone　acetate）療法により内膜が萎縮する可能性がある，今回我々は，40例の妊娠群と82例

の非妊娠群に分類し後方視的に比較検討した，【方法】1998年から2012年まで慶懸義塾大学病院を受診した122例の類内膜癌GI／G2

または複雑型子宮内膜異型増殖症の挙児希望患者に対し妊孕性温存目的にMPA療法（600mg／day）を行った，4ヶ月後に内膜生検を

行い，病変残存の場合は約2ヶ月おきに子宮内膜全面掻爬術を行った．病変消失した場合はEP合剤を2周期投与後，妊娠を許可した．

妊娠群と非妊娠群における子宮内膜全面掻爬術の回数，MPA治療期間，排卵期子宮内膜の厚さ，多嚢胞性卵巣の有無，また妊娠群に

おける治療終了から妊娠までの期間を調査した．【結果】子宮内膜全面掻爬術の回数は妊娠群で3．8±2．0回，非妊娠群で53±38回で

あり，MPA治療期間は妊娠群で257．8±163．2日，非妊娠群は441．1±34L6日であった．排卵期子宮内膜の厚さは，妊娠群で＆0±2、3mm，

非妊娠群で6．5±2．7mmと妊娠群に厚い傾向があった．多嚢胞性卵巣の有無については，妊娠群で31．8％，非妊娠群で32．1％と変わり

はなかった．また妊娠群におけるMPA治療終了から妊娠時の最終月経までの期間は292±323日であった．【結論】MPA療法後は，
子宮内膜全面掻爬術による内膜菲薄化や多嚢胞性卵巣の合併による排卵障害も多く存在した．妊娠群では治療期間が短期間であり，子

宮内膜全面掻爬術の回数も少なく，内膜が厚い傾向がみられた．MPA療法による子宮内膜病変の寛解後は，自然妊娠やクロミフェン

のみで早期に妊娠している例も多くみられたため，再発の危険を考慮して，早期よりタイミング指導など積極的な介入が望まれる．

P－321　MPA療法後に著明な内膜菲薄化にも関わらず，妊娠成立した一・例

○田頭ユキコ1｝，入江　　隆D，田代　稚恵1），東　　幸弘D，高尾　成久2）

　U松江市立病院産婦人科，2リL重垣レディースクリニック

　若年内膜癌患者に，妊孕能温存目的に酢酸メドロキシプロゲステロン（MPA）による高用量黄体ホルモン療法を行うこ
とがある．今回，私たちは高用量MPA療法後に，複数回の子宮内掻爬により内膜が著明に非薄化したにも関わらず，妊娠
成立した一例を経験したので報告する，症例：31歳，未経妊，月経不順と不正出血を主訴に受診，PCOを認めた．超音波
検査にて内膜肥厚は顕著ではなかったが，不正出血があったため内膜組織診を施行したところ，atypical　complex　en－
dometrial　hyperplasia／／endometrioid　adenocarcinoma　G1の診断を得た．　MRI所見では筋層浸潤はなく，進行期分類Iaと

診断．挙児希望が強かったため，MPA　600mg／day投与を6ヶ月行った．　MPA投与20週目に病理検査で子宮内膜の悪性像
は消失した．治療開始10ヶ月後の不妊治療開始までに計5回の内膜掻爬術を行った．hMGにて排卵誘発を行い，2周期目
に妊娠が成立した．hCG投与時の子宮内膜は3．9　mmと著明に非薄化していた．妊娠経過に異常を認めず，41週1日で経膣
分娩となった．胎盤は一部癒着しており，用手剥離を要した．MPA療法中は複数回の内膜掻爬により再発の有無や治療効
果を確認する必要があり，MPA治療後に子宮内膜が菲薄化し，妊娠の障害となる可能性がある．妊娠が成立するためには
ある程度以上の内膜厚が必要であるという考えは広く受け入れられており，着床に必要な最低限の内膜厚として5mmから
8mmまでの数値が報告されている．本症例ではその著明な内膜菲薄化にも関わらず，妊娠可能であった．また受診時に内
膜肥厚が著明でなくても，PCOは子宮内膜癌の高リスクとなりうるため，不正出血を認めた場合には内膜検査を行うべきで
あると考えられた，
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P－322　当院における子宮体癌・子宮内膜異型増殖症症例に対する不妊治療についての検討

○大八木知史，筒井　建紀，熊澤　恵一，橋本　香映，中村　仁美，正木　秀武，藤森　由香，後安　聡子，坂田　正博，

　木村　　正

　大阪大学医学部産婦人科

【緒言】子宮体癌はその多くは閉経後に発症するが，25％は閉経前，2．5～14．4％は40歳未満の若年者に発症すると報告さ

れている．また，複雑型子宮内膜異型増殖症はその約30％が内膜癌へ進行すると報告されている．いずれの疾患も妊孕性
温存の希望がない場合には子宮全摘術および両側付属器摘出術が標準治療となる．多嚢胞性卵巣症候群は生殖年齢女性の約

6～10％が発症する頻度の高い疾患であり，不妊や子宮内膜癌のリスク増加が臨床上問題となる．近年妊娠・出産も高齢化
が進んでおり，当院でも上記疾患を合併した挙児希望の患者数が増加しているt【方法】2005年6月からの6年間にMPA
療法を施行し，挙児希望のため当院生殖医療センターを受診した7例について後方視的に検討した．【成績】不妊外来初診
時の平均年齢は33、5歳（30～37歳），平均BMIは23．0（16．0～28」）．子宮体癌Ia　G2，1例，子宮体癌Ia　Gl，3例，複雑型

子宮内膜異型増殖症3例の計7例であった．
／day）施行したが，1例は未治療であった，

治療期間は11．3ヶ月．

の内膜検査により病変の消失を認めている．

くインフォームドコンセントの上，

3例とも体外受精により妊娠に至った

　　　　　　　　　　　　　　　　症例に応じて管理せざるを得ない
型増殖症や初期子宮体癌を念頭に診療にあたる必要がある．

全例に月経不順を認めt6例はPCOSと診断された．6例はMPA療法（600mg
平均治療期間は7．2ヶ月．7例中3例妊娠・分娩に至った．妊娠までの平均不妊

　　　　　　　　2例は病変消失確認できないままの妊娠であったが，分娩後
【結論】妊孕性温存黄体ホルモン療法やその後の不妊治療法は標準治療ではな

　　　　　　　　　　　　また月経不順を伴う不妊患者に対しては子宮内膜異

P－323　当科における子宮内膜異型増殖症／類内膜腺癌に対する妊孕性温存治療の成績

○宇田　智浩1），工藤　正尊D，井平　　圭1），

　大河内俊洋31，水上　尚典］），櫻木　範明1）

　1）北海道大学病院産婦人科，2）江別市立病院，

中谷真紀子v，田中理恵子u，保坂　昌芳u，首藤　聡子1｝，西　　信也2｝，

3）

おおこうち産婦人科

【はじめに】近年，子宮体癌は増加傾向にあり，40歳以下の若年症例も増加している．一方，晩婚化に伴い妊孕性温存治療を

希望する症例の増加が予想される．今回，当科における複雑型子宮内膜異型増殖症（AEHC），類内膜腺癌（EMCA）患者17
例に対する妊孕性温存療法の成績およびARTにより分娩に至った症例につき報告する．【対象】2004年から現在まで，挙児

希望のある10～40代女性16例，うちAEHC　6例，　EMCAIa期Gl　10例を対象とした．全例MPA療法を行い，子宮内膜組
織検査，子宮鏡検査，MRI等で治療効果を判定した．【成績】現在治療中の2例を除く14例のうち，　AEHC／EMCAではCR
がそれぞれ，100％（5／5）／100％（9／9），再発率はそれぞれ16．7％（1／6）／62．5％（5／8）で，再発率はEMCAで高かった．3

例に子宮全摘術が施行された．既婚者は14例中7例（50．0％）で，子宮全摘例2例を除く5例のうち，CR後に妊娠に至った
例は，それぞれ33．3％（1／3）／0％（0／2）であった．ARTを受けた3例でAEHCだった1例が出産に至った．その概要は，34

歳，0経妊0経産．貧血にて前医を受診し，子宮内膜全面掻爬にてAEHCの診断となりHXX年6月に当科紹介．温存治療
としてMPA（400mg／日）を6ヶ月施行し寛解するも，　HXX年9月に再発．再度同治療を行い寛解後にARTによる不妊治
療を開始．採卵し全胚凍結後，凍結融解胚盤胞移植にて妊娠成立した．双胎妊娠で妊娠19週より切迫流産で入院，妊娠29
週で前期破水のため緊急帝王切開および子宮全摘術となった．摘出子宮には残存病変を認めなかった．【まとめ】MPAによ

る温存治療では高い寛解率が得られたが，既婚者で温存治療を希望しても，児獲得率は20％（1／5）であった．妊孕性温存療

法の目的は生児獲得にあり，妊娠希望例には寛解後早期に体外受精を視野に入れた積極的な不妊治療が好ましい．

P－324　卵巣未熟奇形腫に対し，妊孕能温存手術，化学療法を施行した後，妊娠に至った1
　　　　　　例

○大田　昌治，藤田　　裕，岩本　豪紀
　武蔵野赤十字病院

【緒言】近年，悪性胚細胞性腫瘍に対して，妊孕性温存手術は予後に影響を及ぼさないと考えられ，若年者では妊孕能を温
存する手術を選択される場合が多い．今回，我々は腹膜播種のある卵巣未熟奇形腫の患者が妊孕能温存手術，術後化学療法

を施行され，妊娠に至った症例を経験したのでこれを報告する．【症例】25歳未婚1経妊未経産腹部膨満感，下腹部
痛にて前医を受診したところ，超音波にて卵巣腫瘍を指摘された．手術目的にて当院を紹介となった．下腹部痛もあり，す

ぐに腹腔鏡下腫瘍核出術を施行した．病理にて未熟奇形腫Gradelと診断された．初回手術から4ヵ月後，内診，　MRIにて
ダグラス窩に播種が認められたため，開腹手術となった．開腹所見は，ダグラス窩を中心に骨盤内に播種を認めた．左附属

器切除腹膜播種病変切除右卵巣のう腫核出術を施行した．右卵巣のう腫はmature　teratomaであったが，左附属器には
immature　teratomaの遺残を認め，腹膜播種病変にもimmature　teratomaを認めた．術後にシスプラチン，エトポシド，

ブレオマイシン併用化学療法を6コース施行した．化学療法5ヶ月後より月経再開した．その後，明らかな再発なく，化学
療法1年6ヶ月後，自然妊娠が成立した．今のところ，妊娠経過は良好である．【結語】若年女性の卵巣胚細胞性腫瘍では，

化学療法に感受性が高いため，積極的に妊孕能温存治療を考えるべきと考えられた．
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P－325　卵巣癌1c期抗癌剤治療後の低AMH，
　　　　　　妊娠に至った1例

高FSH症例に対し八味地黄丸を投与し自然

○坂部　慶子，西尾　永司，伊東　雅子，木ド　孝一，塚田　和彦，宇田川康博
　藤田保健衛生大学医学部産婦人科教室

【目的】卵巣癌lc期の妊孕性温存手術に対する一定のコンセンサスは得られておらず，術後行うプラチナ製剤を含む化学療法

の5％が続発性無月経になったという報告がある．ポジキン病や乳癌に対してGnRHアナログによる抗癌剤の卵巣毒性保護の
有用性に関する報告があるが抗癌剤治療後の卵巣機能低下に対する有効な治療法は確立されていない．今回，卵巣癌1c期抗癌

剤治療後の低AMH，高FSH症例に対し八味地黄丸を投与し自然妊娠に至った1例を経験した．【症例】31歳，未経妊．腹部
違和感を主訴に当院受診した．MRI検査で子宮右側に58mmx48mmの嚢胞部分に一部充実部分を含む所見認め，悪性の可能
性を考慮し右付属器切除を施行した．術後病理組織は卵巣類内膜腺癌，FIGO　stagelc期の診断だった．術後抗癌剤TC（pacli－

taxel　p正us　carboplatin）療法を6コース施行した．抗癌剤治療中，卵巣毒性保護目的にGnRHアナログ製剤を併用した．抗癌

剤治療とGnRHアナログ製剤終了後，6月間無月経であった．血液検査dataはE2感度以下，　FSH：64mlU／ml，　LH：19mlU／

ml，　AMH：lpmol／L以下であった．　Kaufumann療法4コース終了後月経発来せず，再度Kaufumann療法と漢方薬の八味地
黄丸（7．5g／日）を併用した．同治療3コース施行後，自然に月経発来した．カウフマン療法終了し八味地黄丸（7．5g／日）のみ

処方したところ，2回目の月経後妊娠成立し現在妊娠12週で経過順調である．【考察】卵巣癌lc期抗癌剤治療後の低AMH，

高FSH症例に対し八味地黄丸を投与し自然妊娠に至った．漢方薬の八味地黄丸は身体諸機能の低下した老人に用いる代表的処
方で加齢に伴う卵巣機能の低下に対し有効であるという報告が散見される．八味地黄丸は抗癌剤治療後の卵巣機能の回復に有

効である可能性が示唆された．又，卵巣癌術後抗癌剤治療中のGnRHアナログ併用による卵巣毒性保護の有用性が示唆された．

P－326　妊孕性温存乎術を施行した悪性卵巣腫瘍患者における術後の卵巣予備能の評価

○森　　正彦，岩瀬　　明，大須賀智子，近藤　美佳，中村　智子，杉出　敦子，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆
　名占屋大学産婦人科

緒言：悪性疾患の生存率がここ数十年改善されつつある中で，悪性疾患の治療を受けた患者の生殖機能を保つことが可能で

あった場合，その意義は極めて重要と考えられる．悪性卵巣腫瘍の標準治療は子宮および両側附属器の摘出であり，治療後

の妊孕性は望めないが，症例を適切に選択することで妊孕性温存手術は可能と考えられる．しかし，妊孕性温存手術および

術後化学療法を施行した症例の妊孕能を報告する文献は少ない．抗ミュラー管ホルモン（以下AMH）は前胞状卵胞の頼粒
膜細胞から分泌され，最近では卵巣予備能の指標として確立されつつある蛋白ホルモンである．今回我々は妊孕性温存手術

を施行した悪性卵巣腫瘍患者における術後の卵巣予備能の評価としてAMHを測定した．目的：悪性卵巣腫瘍に対し，妊孕
性温存手術を受けた患者の卵巣予備能を評価するためにAMHを測定し，後方視的に検討した．方法：悪性卵巣腫瘍の妊孕
性温存手術を受けた13人を対象とした．対象の13人中9人は妊孕性温存手術および術後化学療法を施行し，4人は妊孕性
温存手術のみ施行した．良性卵巣腫瘍核出術を施行した症例をコントロール群として，妊孕性温存手術術後のAMHとFSH
を比較検討した．結果：AMHの平均値はO．9　ng／mLであり，コントロール群と比べて著明に低値を示した．　FSHに関して

は有意差を認めなかった．結論：悪性卵巣腫瘍に対し妊孕性温存手術を施行した患者の卵巣予備能は低下する可能性がある

ことを考慮し，その後の妊娠計画をたてるべきである．なお本研究は当院倫理委員会の承諾を得，各症例にインフォームド
コンセントを得た上で実施した．

P－327 化学療法後早発卵巣不全に至り，ホルモン療法を実施した結果妊娠分娩に至った一
例～当院におけるがん・生殖医療の取り組み

○杉下　陽堂，塚本　早苗，星名真理子，西島　千絵吉岡　伸人，高江　正道，洞下　由記，石山めぐみ，河村　和弘，
　石塚　文平，田中　　守，鈴木　　直

　聖マリアンナ医科大学産婦人科

　近年若年がん患者の罹患率が上昇傾向を示す一方で，集学的治療や診断法の進歩に伴って，治療寛解後の一部の若年女性がん患者にお

ける卵巣機能不全（化学療法誘発性無月経：CRA）が問題視され注目されている．当院では早発卵巣不全患者に対する至適なホルモン療

法に関する検討を行ってきた，一方，化学療法誘発性無月経による早発卵巣不全に至った患者が妊娠に至った報告はほとんどない，今回

我々は，CRAの早発卵巣不全がん患者に対する当院独自のホルモン療法をインフォームドコンセント後に施行した結果，自然妊娠およ

び分娩に至った症例を経験したため報告する，症例：33歳時に当院初診となったホジキン病の患者である．21歳時に化学療法を2クー

ル施行後，血液内科にて経過観察されていた．28歳時結婚を契機に不妊治療開始となり，不妊治療専門クリニックにて3年間不妊治療実

施するものの良好胚が得られず（採卵5回）転院となった．次の不妊治療専門クリニックにて不妊治療再開となるも卵胞は形成せず，卵

巣機能不全が悪化し早発卵巣不全と診断（前医FSH　62．8mlU／ml）され，当院紹介受診となった．なお，初診時血液データはFSH　55．2

mIU／mt，　LH　228　mlU／ml，　E2測定感度以下のため早発卵巣不全を確認している．治療／結果：FSHコントロールを重視した当院独自の

ホルモン療法を開始するも3ヶ月間卵胞形成が確認されなかったが，4ヶ月目に卵胞が形成され，最終的に自然妊娠に至った．そして妊

娠39週5日に経膣分娩（3620g，女児）となり，その後乳児検診にて異常所見は認められていない．考察：CRAによる早発卵巣不全の

がん患者は難治性（不妊治療）であり，標準的なホルモン療法は確立されていない．今後の更なる検討も必要であるが，今回当院独自の

ホルモン療法にて本症例が妊娠・出産に至ったことから，本法ががん・生殖医療の新たな治療法の一つとなる可能性が示唆された，
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P－328　乳がん患者において化学療法が卵巣予備能に与える影響についての検討一血清
　　　　　　AMH値を用いて一

○後藤　真紀，杉田　敦子，大須賀智子，森　　正彦，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，岩瀬　　明，吉川　史隆

　名古屋大学医学部産婦人科学教室

【目的】AMH（Anti－Mullerian　hormone）は卵巣予備能の指標として，　ARTにおける予測因子としてのみではなく，手術

や化学療法による卵巣予備能変化の評価法としての有用性が期待されている．また，乳がんは生殖年齢女性に好発し，化学

療法や長期間の抗エストロゲン剤投与のために，妊孕性が損なわれる可能性が指摘されている．今回我々は乳がん患者にお
ける化学療法および抗エストロゲン療法前後での卵巣予備能の変化についてAMHを用いて評価した．【方法】当院で乳が

ん治療を施行された7症例について，化学療法前後の血清AMH値をELISA法にて測定した．本研究は院内倫理委員会の
承認とインフォームドコンセントに基づいて施行された．【成績】全例にシクロホスファミドを含む化学療法が施行された．

化学療法前年齢および化学療法前の血清AMH値（平均±SD）は41．8±＆4歳3．82±3．50　ng／mlであった．　AMH値は40
歳以下の症例（n＝3）では7．09±21．67ng／mlであった．化学療法後（9．3±3．39　month）のAMH値は0．74±0．11　ng／mlと

有意に低下していた（p　・・　004）．平均低下率は79．2±13．4％であり，患者年齢や化学療法前AMH値による差は認めなかっ

た．【考察】血清AMH値を用いることにより，化学療法が卵巣予備能に及ぼす影響を定量的に評価することが可能であっ
た．化学療法の施行前後で血清AMH値は有意に低下した．本結果は治療前のカウンセリングや卵子凍結保存，卵巣保護薬
剤投与の適応などの判断に役立つ可能性がある．

P－329　非ヒト霊長類における卵巣ガラス化保存および未成長卵母細胞の体外培養

○本橋　秀之，岡田　浩典，岡田　尚巳，石橋　英俊
　（独）国立精神・神経医療研究センター神経研究所

【目的】若年性癌患者の化学療法や放射線治療前の妊孕性保存や早発閉経リスクを回避する目的で，卵巣組織の凍結保存が

注目されている．非ヒト霊長類であるコモン・マーモセットは小型で繁殖効率が良く，性腺組織や生殖細胞においてヒト
ART研究のモデルとして有用性が高い．本研究では，マーモセット卵巣組織のガラス化保存を行い，融解後の正常性の評
価を行った．加えて非凍結卵巣における未成長卵母細胞の体外培養およびマーカー遺伝子の導入を試みた．【方法】採取し

た卵巣組織を前平衡後，15％EG，15％DMSO，　O．5M　Sucroseを含むガラス化液に浸漬し，　Cryotopを用いて保存を行った．

融解後の組織は，組織学的観察，Comet　AssayによるゲノムDNA損傷度の調査，一部は透過型電顕（TEM）観察を行っ
た．また，非凍結組織において，組織細胞を解離し，体外培養およびレンチウィルスベクターによりcopGFP遺伝子を導入
してその後の蛍光発現を観察した．【結果】凍結融解後の卵巣組織は凍結前の形態を保持し，融解後に分離した卵母細胞の

生存性が認められた．Comet　Parameterである％Tail　DNAは非凍結組織において上昇傾向が見られたが有意差は認められ
なかった（209±2．0％vs　25．8±1．1％，　P　＝　O．0978）．電顕観察の結果，非凍結組織の卵胞卵子に匹敵する像が観察された．一

方，胞状卵胞内卵子では凍結融解による影響と推察される膨張したERが認められた．未成長卵母細胞の体外培養では，裸
化状態で最大3週間生存し，遺伝子導入後にGFP蛍光を示す卵母細胞が観察された．【結論】マーモセット卵巣のガラス化

保存が可能であること，加えて未成長卵母細胞の培養および遺伝子導入が行えることが明らかとなった．

P－330　ガラス化法による卵巣組織凍結の実際

○星名真理子1），橋本　　周21，塚本　早苗1），杉下　陽堂い，河村　和弘D，森本　義晴2），石塚　文平3｝，田中　　守1），

　鈴木　　直1J

　n聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター，2）IVFなんばクリニック，3堅マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発

　講座

【背景】近年，治療法の進歩により悪性腫瘍，免疫疾患の生存率は改善傾向を示している．一方治療寛解後，抗がん剤の使

用や放射線治療により一部の患者では妊孕性が著しく低下することとなる．妊孕性温存の選択肢の1つとして，原疾患治療
前に受精卵の凍結保存が行われている．しかし，この方法は既婚者のみが対象となる他，女性ホルモン依存性の乳がんなど
において，過剰なホルモン投与ががん治療に影響する可能性もある．そこで，当院IRB承認後，がん患者または抗がん剤を

使用する免疫疾患患者を対象に説明と同意の下，妊孕性温存を目的としてがん治療開始前に卵母細胞の回収ならびに卵巣凍

結を行ったのでその実際に関して報告する．【方法】原則として腹腔鏡ドで片側卵巣を採取し，生理食塩水で洗浄後，髄質

部分を除去し培養液中で10×10×1mmの皮質切片を作製した．切片はガラス化溶液に平衡化した後，クライオサポートに
表面積が最大になるようにして載せて液体窒素中に直接浸漬し，凍結した．【結果】2012年6月現在，12例（乳がん：9例，

SLE：2例，子宮頚がん1例）の卵巣凍結を行い，いずれの患者からも12～30片の卵巣断片が得られた．また卵巣断片中に
卵胞を確認している．【結論】卵巣組織凍結保存は妊孕性温存以外にも移植後の卵巣機能の回復が見込め，女性のQOLの向
上につながる有用な手法である．卵巣凍結を行った患者はまだ治療中であり，治療終了後移植を予定している．今後その成

績を報告していきたい．
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P－331　慢性活動性EBウイルス感染症における凍結未受精卵の融解胚移植の経験

○藤野　祐司1），脇本　栄子1），中村　嘉宏2），小池　浩嗣1｝，堀　真由子1），駒　　由佳1），土谷　綾子’）

　1藤野婦人科クリニック，2）北摂総合病院産婦人科

［目的］近年の集学的治療方法の進歩により血液悪性疾患症例の予後改善には著しいものがある．このような現況の中で，

特に，白血病をはじめとする血液悪性疾患生殖期女性における白血病をはじめとする血液悪性疾患治療に際して“がん一生

殖医療”の重要性が注日されている．今回，慢性活動性EBウイルス感染症（以下，　CAEBV）治療前に卵子凍結保存を実

施し，治療終了後，融解体外受精・胚移植を実施した症例を経験したので報告する．このCAEBVは，　EBウイルスが慢
性的に体内で活動増殖を続け，血球貧食症候群を併発，多臓器不全や悪性リンパ腫などを発病し依然高い致死率を示す予
後不良の疾患とされ，治療として幹細胞移植の実施も行われる．［症例］平成○年（30歳）初診，CAEBVと診断され骨髄
移植予定．治療による妊孕能力低下に備えるため，同7月～ll月にかけて3周期にわたりクロミッドおよびhMGにて卵巣
刺激の後，採卵（成熟卵子：合計16個凍結保存）．採卵終了後，骨髄移植実施．平成○年（40歳）結婚，挙児希望のため凍
結未受精卵子を融解（3個）し，顕微授精実施，桑実期胚1個を移植するも妊娠せず．次周期に融解（3個），顕微授精の後，

胚盤胞1個を移植し妊娠成立．妊娠経過は順調であったが，妊娠41週3日，胎児仮死のため帝王切開にて3610gの健常男
児出産なお，治療にあたり，インフォームドコンセントを得るとともに，院内倫理委員会の承認を得た上で実施した．［考

察］CAEBV症例の骨髄移植治療前に採卵・未受精卵子を凍結保存し，原疾患治療後，融解未受精卵子を用いた顕微授精・
胚移植で妊娠，出産症例を経験したことをふまえ，血液疾患を中心とした生殖期未婚女性のがん治療における妊孕性保存戦
略の中でも，未受精卵凍結保存は大きな意義のある治療方法の一つと考えられる．

P－332　凍結融解未受精卵を用いたTESE－ICSIにて妊娠に至った1例

○臼井　　彰），久保　春海1），横田のぞみ1），高橋　暁子D，鈴木　晶子1），河原　佳奈1｝，宗　　晶子2），高島　明子1），

　田井　俊宏i）），安部　裕司5），永尾　光一）s齊藤　英和6｝，森田　峰人L）

　P医療法人社団ひとみ会臼井医院不妊治療センター，2）東邦大学医療センター大森病院産婦人科，3）東邦大学医療センター

　大森病院泌尿器科，D東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科，5℃Mポートクリニック，6）国立成育医療センター周産期

　診療部不妊診療科

　近年，卵子（未受精卵）の凍結保存はVitrification法により高い生存率が得られるようになってきた．今回，　ICSI予定で

の採卵時に新鮮精子が得られなかったため，成熟卵子を全卵凍結し，6か月後解凍TESE－ICSIを施行した1例を経験した
ので報告する【症例】29歳OGOP．他院にて重症乏精子症のためICSI適応とされ当院紹介となった．　Long法による卵巣刺
激にて16個の卵を採取，成熟卵11個を獲i得したが，採精精液から精子を回収できなかったため，インフォームドコンセン

トを得た後全卵凍結とした，6か月後ホルモン補充周期にて融解胚移植を行った．融解後の生存卵子は9個で，TESEにて
採取した精子によりICSIを施行し，正常受精卵7個をD5まで培養し，4個が胚盤胞に到達した．4BB胚盤胞を1個移植し，
妊娠が成立した．3個の胚盤胞は再凍結を行った．【考案】未受精卵のVitrification法による凍結融解後の生存率は良好であ

り，TESE－ICSI後の受精率，胚発生率も新鮮胚と同様であることが示唆された．

P－333　妊孕性温存目的で黄体期に排卵誘発を行い採卵，卵子保存を行った1例

○塩田　恭子，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，酒見　智子，小松　雅博，中村　　希
　聖路加国際病院生殖医療センター

　悪性腫瘍患者の生存率の向上に伴い，妊孕性を障害することが予測される治療を予定している悪性腫瘍患者に対して，妊
孕性温存目的で胚凍結保存，卵子凍結保存が行われつつある．胚凍結は生殖医療の現場で日常に行われている確立された技

術と考えられている．しかしながら，悪性腫瘍患者で行う場合には，多くの胚∠卵子を保存するために排卵誘発を行って採
卵を施行するので，1）患者が胚／卵子凍結保存を希望してから，2－4週間の時間がかかる，2）複数の卵胞発育を促すため，

血中エストロゲンが高値となり，ホルモン感受性のある患者では悪性腫瘍に悪影響を及ぼす可能性があるため使いにくい，

という問題点がでてくる．今回，進行乳癌患者に対して黄体期より排卵誘発を行い採卵し得た1例を経験したので報告する．

症例は36才，未婚女性．右浸潤性乳癌，右腋窩リンパ節転移と肺転移が疑われ，今後の治療として化学療法を行う予定で
あったが，治療前に妊孕性温存治療を希望し，外来受診となった．初診時月経周期9日目であったが，すでに排卵検査薬は

陽性をしめし，採卵を試みるも卵子は採取できなかった．乳癌は進行癌であり，早くに治療を開始する必要があり，かつ再
度の採卵を希望したため，黄体期から排卵誘発を試みることとなった．乳癌のため，エストロゲン高値を抑制する目的でア

ロマターゼ阻害剤を投与下に採卵を試みた翌日よりゴナドトロピンにて排卵誘発を開始し，卵胞が発育したところでGnRH
antagonistでLH　surgeを抑制し，　hCG投与後採卵を行った．3個採卵し，同日vitrification法にて卵子凍結保存を行った．

hCG投与日のエストラジオールは151ng／ml，プロゲステロンは2．8pg／mlであった．悪性腫瘍患者では妊孕性温存治療を希

望しても，悪性腫瘍の治療を早くに行わないとならないため，妊孕性温存治療に長い時間を割くことは困難である．通常の
不妊治療では行わない時期からの排卵誘発も考慮すべきと考えられた．
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P－334　子宮移植は可能か　～世界初の霊長類における自家子宮移植後の妊娠出産報告～

○原　　尚子’1，三原　　誠’〕，木須　伊織L’｝，飯田　拓也D，荒木　　淳P，光嶋　　勲1），林　　文子3），阪埜　浩司2），

　青木　大輔2［，吉村　泰典2」，平井　園子1），菅沼　信彦｝

　V東京大学形成外科・美容外科，2慶応大学産婦人科，3J東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻母性看護学・
　助産学分野，！［京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

【目的】子宮移植手術において，術後の子宮の血流を安定させることが重要である．子宮を灌流する血管として，子宮動静脈，卵巣動静脈が

あるが，すべてを吻合することは難しいp今回我々は子宮移植における血管吻合について様々な術式を比較したので報告する．【方法】6匹

のカニクイザルで，様々な術式で子宮自家移植実験を行った．動脈について，Case1，5は片側の子宮動脈のみを吻合し，その他は両側子宮

動脈を吻合した．静脈については，Casel－4は両側または片側の深子宮静脈を吻合し，　Case5，6では片側の卵巣静脈を吻合した．それぞれ

のCaseについて，術中のICG血管造影と術後のエコーにより，血流の有無，子宮のサイズを調べた，また，術後に子宮頸部からの生検を行

い，術後に死亡した個体では子宮など各部位で生検を行った．【結果】片側子宮動脈のみを吻合したCase5では術後に子宮の萎縮を認めたが，

両側子宮動脈を吻合したCase2，6では萎縮を認めず，術後に月経発来を認めた．　Casel，3，4は死亡したため評価できなかった．　ICG血管

造影では，片側の子宮動静脈は同側，対側の子宮体部，子宮頸部まで灌流したが，片側の卵巣動静脈は対側の子宮頸部を灌流しなかった，

また，卵巣静脈を吻合しなかったCaseでは，移植した卵管采の骸血を認めた．　Case6については，術後3ヶ月に自然妊娠を確認した．妊娠

経過に問題はなかったが，交配から143日目に早期胎盤剥離をきたし，緊急帝王切開を行った．児は体Pt．　326．6g（AFD）で，外見や解剖所

見上，明らかな以上を認めなかった，霊長類における，世界初の自家子宮移植後の出産例である．【結論】移植手術における虚血再還流後に

も子宮機能は温存され，子宮移植は技術上ロ∫能であることが示された．両側子宮動脈および，片側子宮静脈，その対側の卵巣静脈の4本の

血管を吻合することが一番よい術式と考えられる．術後管理など，基礎実験の限界もあり，今後は臨床応用に向けての議論を要する．

P－335　子宮移植は可能か？～トルコでの臨床応用報告～

○荒木　　淳］），三原　　誠D，飯田　拓也］），原　　尚子11，林　　文子Zl，木須　伊織：’），阪埜　浩司3），青木　大輔3］，

　吉村　泰典’），菅沼　信彦91

　1東京大学医学部形成外科・美容外科，2東京大学医学部保健学科，3慶応大学医学部産婦人科，1京都大学大学院医学研究

　科人間健康科学専攻

　先天的子宮欠損，子宮奇形および子宮摘出後の女性患者に，妊娠・出産できる可能性をもたらすために様々な努力がなされて

きた．代理母出産はその選択肢の一つであるが，代理母自身のリスクもあるうえ，法的に認められていない国も多いN近年，手

術手技や移植医療の進歩により非生命維持臓器である顔面，上肢，ド肢，喉頭，気管などの同種複合組織移植が患者QOL向上
を目的として行われるようになり，同種子宮移植においても，その可能性が見直されつつある．歴史的には1931年にデンマー

クで世界初のヒト同種子宮移植が試みられたが，3ヵ月後に患者は死亡してしまった．次いで2例目が2000年にサウジアラビ
アで施行されたが移植後99日目に血栓形成による子宮の壊死のため，再摘出されるに至った．その後世界各地で実験動物を用

いた研究が行われ，2011年8月にトルコで3例目の臨床応用が施行された．患者は21歳ロキタンスキー症候群の女性である．

19歳時に膣の欠損に対して形成外科的に自家小腸を用いた膣形成術が行われた，その後，パートナーと結婚し，強い挙児希望

があったため，子宮移植待機患者となった．待つこと2年，血液型の合う脳死ドナーが出現し，産婦人科・形成外科の合同チー

ムにより同種子宮移植が行われた．術後経過は順調で，移植子宮の拒絶や重篤な感染症もなく，現在までに7回の月経発来を認

め，免疫抑制剤も減量中である．移植後1年を待ち，生殖補助医療を試みていく予定である．同種子宮移植は，手術そのものの
難しさに加え，免疫抑制剤の副作用や感染のリスク，児の奇形や周術期および周産期管理など考慮すべき問題を多く抱えている．

それでもなお，自分のおなかに愛する人との子を宿し，育むという女性の夢をかなえるための努力は続いていく．

P－336　子宮移植における現況と課題～産婦人科の視点から～

○木須　伊織D，阪埜　浩司］），三原　　誠L’），原　　尚子2｝，荒木　　淳LJ，林　　文子S＞，平井　園子D，菅沼　信彦1），

　青木　大輔1），吉村　泰典］］

　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，L’）東京大学医学部形成外科・美容外科，　Sl東京大学医学部保健学科，　t）京都大学大学

　院医学研究科人間健康科学系専攻

　近年，生殖補助医療の技術が発達し，生殖医療技術で挙児を得る女性は増加している．その一方で子宮悪性腫瘍，良性疾患，産後の大量出血など

で子宮摘出を余儀なくされる女性や子宮と膣を先天的に欠損する先天性子宮性不妊女性が挙児を得るためには，養子や代理懐胎に頼るしか選択肢が

残されていないのが現状である，特に代理懐胎に関しては，法律的，倫理的，宗教的の問題で認められていない国も多い．そのため，これらの子宮

性不妊女性にとって挙児を得るのは困難なことであり，時には自分に子供が産めないことにより，結婚にも支障をきたしてしまうことも散見される，

　しかしながら近年の移植技術，血管吻合技術，組織凍結技術などの向上により，子宮性不妊女性が挙児を得るための解決策の1つの選択肢として

子宮移植が考えられ，様々な動物モデルで子宮移植研究が行われるようになってきた，2000年に初めてサウジアラビアで人の子宮移植が行われ，　2011

年にはトルコで2例目が行われた，前者は移植99日目に吻合血管に血栓が詰まり，移植子宮は壊死を起こしたが，後者は周期的な月経が回復し，

現在妊娠を計画している，

　子宮はvital　organではないという点から，女性内性器の臓器移植は他の臓器移植と大きく異なり，膵島，皮膚，血管，心臓弁，骨・靱帯などと

同様に，QOLの向上を目指した組織移植とも考えられる．健児を得ることを目的とした子宮移植の人への臨床応用には，移植手術手技，拒絶反応，

免疫寛容，移植子宮血流評価，虚血再潅流障害，妊娠・出産，催奇形性，ドナー・レシピエントの選別など解決すべき多くの課題が挙げられ，医学

的，社会的，倫理的問題を考慮する必要がある，しかしながら，子宮性不妊女性に対する解決策がない現状を考慮すると，子宮移植の臨床応用はこ

れらの女性の選択肢を広げ，挙児を得るための1つの手段として，前向きに議論されるべき問題と考えられる．
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P－337　当科における精子凍結保存の取り組み

○河井　清佳，川内　博人，板倉　彰子，荻野弓希子，石川　雅一，恩田　貴志

　北里大学医学部産婦人科

［緒言］精巣腫瘍や白血病，悪性リンパ腫などの治療における大量化学療法や放射線治療の副作用として永続的に造精機能
の低下あるいは消失を来たす可能性がある．そこで，このような患者に対し当科では治療前に精子凍結保存を行っている．

今回，精子凍結保存及び個別面談を行った症例について検討したので報告する．［対象］当科で1994年1月より2012年4
月までに原疾患（精巣腫瘍，血液疾患など）を有する症例の精子凍結保存を行った102例を対象とした．また，2010年4月
より希望する患者及び家族13組に精子凍結保存時，個別面談を行った．［結果］凍結時の年齢は16歳から66歳で，平均年
齢は29．8歳であった．既婚者は27例（26．4％）であった．原疾患は精巣腫瘍が41例と最も多く，次いで白血病26例，悪
性リンパ腫17例，ポジキンリンパ腫3例，再生不良性貧血3例，骨髄異型性症候群3例と血液疾患が続き，他に前立腺癌2
例，膀胱癌，直腸癌，横紋筋肉腫，SLE，成人Still病，縦隔腫瘍，慢性副睾丸炎が各1例ずつであった．凍結精子を用いて

不妊治療を行ったのは6例（5．8％）で，AIHで1例，　ICSIで3例生児を獲得した．他2例はICSIを行い現在治療中である．

また，個別面談を行った患者の年齢は19歳から55歳で，平均年齢は340歳であった．既婚者は2例であった．平均面談時
間は19．5分で精子凍結保存の意義やARTによる治療法などについての説明を行った．［考察］凍結精子の使用頻度は低い
結果であったが，生児を得た例もあり，治療により造精機能が低下した場合でも，精子凍結保存を行うことで将来児を望む
ことが可能となることから，本法の有用性が認識された．また，精子凍結保存希望者の多くは原疾患の告知直後や再発告知

直後であるため，原疾患の治療を目前に控え時間的に余裕が無いのが現状であった．そのため限られた時間の中で適切な情

報を提供し相談に応じる意義は大きいと考える．

P－338　がん治療のための精子凍結保存を行った症例の検討

○小松　雅博，中村　　希，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，熊耳　敦子，酒見　智子，塩田　恭子，百枝　幹雄

　聖路加国際病院生殖医療センター

【目的】近年，がん治療のために造精機能障害を危惧し精子凍結を行う症例が増加している．この研究は当院にて精子凍結

を行った症例を後方視的に検討し，この治療法の問題点について明らかにすること．【方法】2001年12月より2011年12月
までに，がん治療のために精子凍結を希望し，来院した155例について，インフォームドコンセントを得た上で，凍結時年

齢，原疾患，凍結回数凍結時精液所見，などについて検討した．【結果】患者の平均年齢は30．3±7．9歳（12～53歳），原

疾患は精巣腫瘍51例，精巣外胚細胞腫瘍20例，悪性リンパ腫28例などであった．155例中，精子凍結を施行したのは127
例（82％）．精子凍結を行わなかった28例の中，22例は無精子症，4例は精液を採取できなかったため中止となった．精子
採取回数は平均1．3回．精液所見は精子濃度28．7×10〈6±36．8　×　10〈6／ml，運動率48±21％，奇形率27±12％であった．精

子濃度が5xlO∧6／ml未満の高度乏精子症は33例（21％）にみられた．実際に凍結精子を利用したのは5例であり，3例に
妊娠を認めた．【結論】がん治療のため精子を凍結する時間には限りがあり，そのため凍結回数1回のみが79％と凍結でき

る回数は少なく，また採取した精液所見も必ずしも良好ではなかった．しかし，凍結精子を利用した5例中3例に妊娠を認
めており，精子凍結で実際に児をえることは十分に可能であると考えられた．また2001～2009年までの精子凍結保存では
原疾患の54％が精巣腫瘍だったが，2011年では精巣腫瘍は26％と精巣腫瘍以外の原疾患が増えていると言う特徴がある．

これはがん治療前の妊孕性温存が周知されてきた結果と考えられる．しかしながら，実際に凍結保存精子を使用する例は少
なく，連絡が取れなくなる例もあることから凍結保存前に保存期限，期限終了後の取り扱いについて十分な同意を得ておく

ことも必要と考えられた．

P－339　悪性腫瘍に対する精子凍結保存期間に関する検討

○東梅　久子，矢野美穂子，藤澤　佳子，松山　玲子，佐久川直子，山口　　隆，北川　浩明

　国家公務員共済組合連合会虎の門病院リプロダクションセンター

【目的】悪性腫瘍患者に対して妊孕性温存を目的とした精子凍結保存が普及しているものの，保存期間の長期化による問題
も生じている．当院における精子凍結保存の現状と保存期間について検討した．【方法】過去10年間に悪性腫瘍にて当科で

精子を凍結保存した53例を対象とした．精子凍結保存に当たってはリプロダクションセンターでカウンセリングを行い，

凍結保存を希望した場合には精液検査を施行して凍結保存が可能性であると判断された場合には文書による同意を得て精子

を凍結保存した．また保存の延長は1年毎に本人がリプロダクションセンターを受診して意思を確認し，書面による同意を
得た．尚，実施に当たっては院内の倫理委員会の承認を得た．【成績】1）精子凍結保存を目的として当科を受診した73例
のうち精子凍結保存が可能であったのは53例（73％）であった．臓器別にみると造血器38例（72％），泌尿器7例（13％），

消化器5例（9％），呼吸器2例（4％），その他1例（2％）であった．2）凍結時の平均年齢は30±9歳で，10代4例（8％），

20代18例（34％），30代24例（45％），40代6例（11％），50代1例（2％）であった．3）精子凍結保存を中止した症例
は26例（49％）であり，死亡12例，本人の希望8例，造精能あり1例，連絡先不明6例であった．死亡例の平均保存期間
は23±10か月，希望による保存中止例の平均保存期間は62±35カ月であった．4）凍結継続率は1年50例（94％）．2年42
例（79％），3年38例（72％），4年36例（68％），5年以上33例（62％）であった．5）凍結保存精子を3例（6％）が用い
て顕微授精を行い全例に妊娠が成立した．精子凍結から使用までの平均保存期間は3．7年であり，凍結時の年齢は全例30代

であった．【結論】精子凍結保存を行うに当たっては保存のみならず，保存期間，更新方法，ARTなども含めた長期的な観

点からみた情報提供も重要である．
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P－340　小児がん患者の妊孕性温存治療の選択までの看護師の関わり

○中村　　希，小松　雅博，彦坂　慈子，秋谷　　文，堀内　洋子，熊耳　敦子，酒見　智子，塩田　恭子，百枝　幹雄

　聖路加国際病院女性総合診療部

［目的］がん患者のQOL向上のため，がん治療前の妊孕性温存治療が行われるようになり，妊孕性温存に関するカウンセリ

ングの必要性は高まっている．今回，小児がん患者の妊孕性温存治療を選択するまでの看護師の関わりから今後の支援を検

討した．［方法］当科リプロダクション外来を受診し，看護師による面談を行った小児がん患者で卵巣凍結保存を実施した2

症例．インフォームドコンセントを得た上で検討した．［結果］症例L白血病で他院入院中の14歳がん治療前に紹介さ
れ両親と受診．診察に先だった看護師面談では，本人の希望があり，一人ではなく両親ともに面談を実施した．本人は自ら

はほとんど話さず，両親から「卵巣機能が悪くなって将来妊娠できなくなるかもと言われた」「治療法についてと費用につ
いて話を聞いたftで相談したい」と質問された．本人は診察時は親の顔をみたり，うなずいたりして意思表示していた．診

察後に看護師より本人と両親に再度説明の補足と気持ちの確認を行ったところ本人から初めて「大丈夫です」という言葉が

聞かれ，治療施設へ帰院した．症例2．骨腫瘍で当院入院中18歳，抗がん剤治療前に小児科より紹介され両親と受診本人
と両親と個別に看護師面談を行った．本人より「卵巣への影響で子どもが産めなくなるのかな」「好きな人との子どもは欲

しくなると思う．何もやらないのは嫌だ」と言葉で意思表示が見られた．看護師は不安や質問，疑問に応えられる体制を作

り，同時に家族の思いの確認を行った．［考察］10代後半の症例に比べ，10代前半では性や妊娠に対する理解が不十分であ
り，妊孕性温存の必要性や方法を説明することに苦慮した．今後このような症例に対するカウンゼリングについて検討する

必要がある．小児看護専門看護師との協力のもとに検討する予定である．

P－341　配偶子・性腺凍結保存技術に関する大学生の意識調査

○長谷川　徹D，中塚　幹也2・3），田淵　和宏2・’1），酒本　あい2．4），松田　美和L’・11，清水　恵子2．S），鎌田　泰彦2・D，平松　祐司LA）

　’個山赤十字病院産婦人科，2）岡山大学病院産科婦人科，3岡山大学大学院保健学研究科，’）岡山大学大学院医歯薬学総合研

　究科

【目的】精子，卵子，胚などの凍結保存技術の普及とともに，適用対象の拡大や死後生殖などが社会問題となっており，倫理面

に配慮した対応が必要であると考えられる．本研究では，大学生の死後生殖への意識を検討した．【方法】2010年4月～2011年

8月に，大学生に対して，同意のもと無記名の自記式質問紙調査を行なった．回答は967名（男性328名，女性621名，記入な
し18名）から得られ，年齢は20．7±2．9歳であった．【成績】精子や精巣組織を保存することに関しては，「男性癌患者が化学療

法などの治療で不妊になった場合に備えて」は92．7％，「戦争へ行く兵士が化学兵器などで不妊になった場合に備えて」は86．1％

が肯定的と回答し，比較的高率であった．また，「パートナーの見つからない20代，30代の男性が将来の妊娠のために」が341％，

「仕事第一の男性が将来の妊娠のため」24．0％が肯定的であった．また，癌患者が，自分の死後に（同意している）妻に自分の

子どもを産んでもらうことには72．3％が肯定的であった．卵子や卵巣組織を凍結保存することに関しては，「女性癌患者が治療

で不妊になった場合に備えて」は91．5％，「戦争に行く女性兵士が化学兵器などで不妊になった場合に備えて」は82．1％が肯定

的，「不妊治療をしている女性が閉経直前の年齢になったとき」が65．1％，「パートナーの見つからない20代，30代女性が将来

の妊娠のため」が34．6％，「20代，30代に仕事に打ち込むため，キャリアウーマンが妊娠のために」は24．5％が肯定的であった．

また，「癌患者が，自分の死後に（同意している）夫の精子で体外受精し，（同意している）代理母に子どもを産んでもらうこと」

には58．5％が肯定的であった．【結論】癌患者への配偶子，性腺保存技術の使凧死後生殖の肯定感は高かった．個人のライフ

プランに伴う妊娠時機の先送りへの肯定感は比較的低率ではあったが，一定の割合で肯定感を持つ回答も見られた．

P－342　当院を受診していない人への援助～看護師無料相談を実施して～

○弥園亜紀子，八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静，三本由里子，辻坂　晴美，繁田　　実
　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】当院は，大阪府南部の泉州地域に位置する不妊専門のクリニックである．通院中の患者にはその都度看護支援を実

施しているが，通院しておらずどこに相談したらいいか分からない，私は不妊？治療が必要なの？と地域で悩んでいる人の

相談窓口になればと考え，H21年8月より当院を受診したことのない人を対象に，看護師による無料相談を実施している．

相談は第1．3週木曜日の午後から最大2組，1組あたり1時間の予約枠で実施した．相談開始後2年半が経過し，制度の有
用性の検討を行ったので報告する．【方法】1平成21年8月～平成23年12月までに相談に来られた82名を対象に年齢，住
所，他院での治療歴，相談後に通院を開始した割合等をカルテより調査．2相談後現在通院中の23名にアンケート調査を実

施．アンケートは無記名，選択式及び記述式で，相談に対する感想，相談内容相談を受けた理由等で，院内の回収ボック
スにて回収した．（回収率100％）アンケートは，当院の倫理委員会の承認を受けて実施した．【結果】1平均年齢33．6歳，

泉州地域52名（64％），その他府内15名（18％），府外15名（18％），他院での不妊治療歴あり45名（55％），なし37名
（45％）．相談後当院に通院を開始した人68名（83％）．2相談に対する感想は，よかった22名，どちらでもない1名．よかっ

た理由は，素直に話せる場所がなかった，不安だったことを相談でき，通院する決断ができたなどであった．相談を受けた

理由は複数回答で情報収集17，通院前に病院の雰囲気をみたかった13，無料10であった．【考察】不妊治療を開始するか
否か，他院からの転院を考えている人は，具体的な情報提供や，不安に対する相談を望んでいることが分かった．今後も，

不妊で悩む人たちが，安心して相談できる場の提供，よりよい選択ができるような支援は重要であり継続する必要があると
考える．
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P－343　ARTの個別説明の有用性

○小池　弘子，梶原多恵子，林　麻衣子，西垣　　新

　産婦人科西垣ARTクリニック

【緒言】ART施行前の集団説明会の有用性は報告されているが，個別説明は少ない．当院では当初から個別説明を行ってき
た．個別説明はその方に合った内容にすることができ，治療に対して納得し安心できると言われている．個別説明の有用性

を説明後のアンケートから検討した．【方法】個別説明を受けたカップル75組に対し，アンケートを配布し，回収ボックス
を人目のない場所に設置・回収した．個人情報の保護や参加の意思はアンケートの投函で了承とした．【結剰アンケート

の回収は70組（回収率93％）．カップルで話を聞いたのは42組妻のみは28人．事前に医師より渡されたARTの説明ガ
イドは説明前に読んで理解した48名．難しかった21名．無回答1名．説明について，分かりやすかった69名．やや分か
りにくかった1名．説明を聞く時期はもっと早く聞けばよかった18名．ちょうど良い時期だった52名．説明時間はちょう
ど良かった68名．長かったと短かったが1名ずつ．説明を聞く前と後の気持ちの変化，「不安が取れ，説明を聞いて良かっ

た」12名，「安心した．」「体の事が分かった」9名，「前向きに取り組める」6名．「仕事との両立がイメージできスケジュー

ルが組めた」「希望がもてる」4名．「個別で質問しやすかった」「プライバシーに配慮されている」「気持ちを聞いていただ
きスッキリした」「想像以上に大変，経済的に困難」「思っていた以上の治療」1名ずつ．【結論】当院は年間採卵数300例．

説明は平日2組土曜午後4組を個別に看護師が行う．カップルからは前向きな声が聞かれたが困難と理解したカップルも
いた．ARTは自費診療であるうえ実施して原因が判明したり，結果が不確かである．開始前の十分な理解が必要である．
個別説明はカップルに合わせて行えるため理解を得易く，不安の軽減につながる．また密接な時間を共有することでスタッ

フと信頼関係も築ける．

P－344　不妊症患者が長期間継続治療するための要因

○矢口　美幸，田代みどり，高橋美知子，山下友佳里，北岡　芳久，白石　　悟

　大田原赤一卜字病院看護部

【目的】本研究｛よ不妊症患者が何をよりどころにして長期間治療を継続することが出来たのかを明らかにし，今後の患者

への支援について検討することを目的とした．【方法】研究参加者は，不妊治療を3年以上継続し妊娠分娩に至った3例
とした．データ収集方法は，半構成的面接法を実施不妊治療を始めたきっかけから妊娠，分娩までの体験や思いを語って
もらい，同意を得た上でレコーダーに録音した．データ分析は面接記録に基づき遂語録を作成し，意味のある内容で切り取

り，類似した項目をカテゴリ化した．分析は研究者3名で行い，一致するまで検討を繰り返し信頼性と妥当性を確保するこ
とに努めた．倫理的配慮として，研究参加者に研究の目的，方法，意義及びプライバシーの保護，結果の公表について書面

と口頭で説明し，同意を得た．また，本研究の参加は自由であり途中辞退出来るものとした．なお，本研究は当院研究倫理

委員会の審査を受け承認された．【結果】不妊治療を長期間継続できた患者の遂語録から6つのカテゴリが抽出された．不

妊症患者は治療によりく治療に対する苦痛や負担〉を伴うが〈信頼できる医療スタッフの存在〉〈周囲のサポート〉〈不妊

治療を受ける原動力〉などをよりどころにして治療を継続することができた．また，〈治療に対する不安〉を生じるためく

病院システムへの要望〉が語られていた．【考察】近年，不妊治療は日々進化しており治療内容が個別化され複雑となって

いる現状である．そのことにより，患者は不安や疑問を生じているのではないかと思われた．また，インターネットなどの
情報の氾濫により患者は迷いを生じることもあった．このような患者にとって，多くの情報を整理し助言できるスタッフの
存在は大きい．今後，正しい知識を持った看護師や専門性のあるスタッフなど多職種で連携をとり，不妊症患者を支援して

いきたい．

P－345　当院における不妊を主訴にした初診患者の現状と今後の課題～看護師の初診時の関
　　　　　　わりから得られたこと～

○宇佐美恵子

　東京北社会保険病院

【目的】当院は東京都北区内で分娩施設を有する唯一の総合病院であり，不妊症患者の診療は妊婦や婦人科疾患をもつ患者の中に

混在して行われている．妊産褥婦に対しては助産師による保健指導や助産師外来があるが，不妊症患者に対しての看護介入は皆無

であった．そこで，2011年9月から不妊を主訴にした初診患者に対する看護師の関わりを始め，今後の不妊症看護に繋げていくこ

とを目的とした．【対象・方法】2011年9月～2012年6月の間に不妊を主訴にした初診患者66名を対象に，問診票に記載された

情報と治療経過を後方視的に調査し，関わった看護記録を抜粋して分析した．本研究は施設内の倫理委員会の承認を得ており，第

145回関東生殖医学会で発表したものにさらに症例を加えて再検討したものである．【結果】当院における初診の不妊症患者は年々

増加傾向にあり，平均年齢は33．3歳であった．ほぼ半数が初妊初産であり，分娩歴のある患者は約2割で，約7割が仕事を持って

いた．挙児希望の期間は2年以内が最も多く，初診から通院後に妊娠に至った事例6例，転院を含め通院が途絶えた事例5例，手

術を含め不妊治療以外の疾患治療中の事例が4名であった．治療段階は約9割がタイミング法で，通院後1年以内のART症例は
無かった．治療経過と看護記録から，不妊症に関する知識の不確実さと，患者として不妊や医師に向き合い，改めて戸惑う様子が

表れていた．【考察】挙児希望で当院を初めて受診する患者は，不妊という認識はあるものの生来健康であり，不妊や生殖に関す

る知識が不足しているのではないかと考える．不妊症看護は，氾濫する情報と進歩する高度生殖医療の中で，心理的サポートだけ

でなく，不妊治療のための情報提供と患者指導の役割を果たす．今後は生殖に関する正しい知識やデータを解りやすく提示するこ

とと，看護師と医師とが連携してより患者が安心して不妊治療に臨むことができるシステム作りを課題とする．
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P－346　不妊治療中の生活の質と生活習慣

○柴田　文子1］，安部　裕司L）

　’横浜創英短期大学看護学科，2℃Mポートクリニック

【目的】不妊治療中の生活の質に関わる要因を生活習慣の観点から検討するt【方法】調査は森本式生活習慣8項目，WHO

QOL26生活の質に関する設問の一部で作成し，手渡し方式で行った．倫理的配慮として，調査においては口頭及び紙面で
調査及び発表について説明し，同意のもとに返却してもらった．【調査対象】不妊治療を行っている患者105名．【調査期間】

平成24年5月14日～24日【結果・考察】回収105名．有効回答104名．対象は35歳～39歳が31．7％で最も多く，次いで
40～44歳であった．仕事や活動では，常勤で勤務する人が3くt6％で最も多く，次いで何もしていない32．7％であった．不
妊治療期間は1年未満が40．4％で最も多かった．国立社会保障・人口問題研究所2012年版人口統計では，初婚年齢は28．8

歳と上昇している．晩婚化により結婚から治療に至る過程が短くなってきているのかもしれない．生活習慣では，「朝食を
食べている」87．3％「7～8時間寝ている」50％，「栄養のバランスを考えて食べている」76％，「定期的スポーツをしている」

26％，「多量の飲酒をしない」97．1％，「自覚的ストレスがない」4＆1％であった．食事に関しては注意している人が多かっ

た．生活の質に関する質問では「生活の質が良い」25．9％，「不妊治療以外の健康状態が良い」395％であった．生活習慣の
「定期的にスポーツをしている」は生活の質や健康状態と相関があり，スポーツは生活の質に良い効果をもたらしていた．「生

活の質が良い」と「治療以外の健康状態」は正の相関があった．また，「治療以外の健康状態」と「一日平均7～8時間は寝

ている」も相関があり，睡眠は健康状態に影響を与えていた．【まとめ】健康状態が良いと感じることが生活の質の良し悪

しに関わっており，睡眠とスポーツは健康状態と生活の質に良い影響があった．

P－347　不妊治療中の男性の思いを反映したケアの検討一アンケートの自由記載より

○川元　美里，村上貴美子，久保島美佳，中村　　静，吉岡　尚美，大塚未砂子，中島　　章，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【緒言】不妊治療はカップルで取り組むものだが，現状は女性に対する医療介入が圧倒的に多く，我々が男性と関わる機会

は限られている．不妊治療中の女性に関する報告は多いが男性の心理・社会的側面に焦点を当てた研究は少ない．【目的】当

院で不妊治療を受けている男性の精液所見と生活習慣の関係を調べるアンケートに付随して「不妊治療について思うこと」
と「治療やケアに望むこと」の自由記載欄を設けた．その内容より不妊治療に対する男性の思いを分析し，ケアを検討した．

【対象・方法】2010年4月から2011年4月に通院する男性272名よりアンケートの回答を得て，自由記載欄への記入があっ

た99名のデータを記述的分析方法により分析した，【結果】回答者の平均年齢は37．7歳（妻36．2歳），平均不妊期間は3年

8カ月，一般不妊治療が37名（37％），ARTが62名（63％）だった．不妊治療中の男性の思いとして，1．不妊治療の経済
的負担が重いと感じる，2．治療に関する説明や情報提供はその都度受けたいt3．医療従事者に治療中の精神面のケアや気

遣いをしてほしい，4．自分ができることを知りたい，5．妻の負担を気遺う，6．通院による時間の負担を少なくしたい，7．

不妊は特別なことという認識がある，8．治療の成果がないことに悩む，9．夫婦生活に関連した悩みがある，10．治療予後

が気がかりである，11．不妊治療に対して期待や希望を持つ，これらll個のカテゴリーが抽出された．【考察】男性は治療

の継続や精神面に影響する要因として経済的側面に強い関心をもっていた．自分のケアに対するニーズもあったが，それ以

上に妻をサポートするための情報や支援を求めていることが示唆された．自分の現状を把握して主体的に治療に参加したい

という男性のニーズも本調査で明らかになった．これらの結果から当院での情報提供における説明用紙等のツールの改善を
検討した．

P－348　患者と共有できるIVFスケジュール表を活用して

○福井　孝子，上野ゆき穂，高尾　成久

　八重垣レディースクリニック

【目的】最近のIVFプロトコールは複雑で患者が理解しにくくなってきている．そこであらかじめ診療内容を提示・説明す

るための患者個別のIVFスケジュール表を作成し，これを活用することで安心して治療を受けることができたかどうかを検
討した．【方法】IVF開始オリエンテーション時にIVFスケジュール表を渡した．スケジュール表記入内容は点鼻開始日・

HMG製剤の内容と注射部位・ホルモン併用の有無・アンタゴニスト製剤の注射時間・HCG製剤の内容と注射時間・黄体補
充療法・採血と診察予定などであり，診察時に医師が記入し患者に渡している．注射施行時には実施する看護師が電子カル

テとIVFスケジュール表を確認し，前回の注射部位と別の部位に注射して部位を記入し患者に返した．当院での注射の通院
が困難な場合は，依頼する医療機関での注射実施の際も，IVFスケジュール表を確認し注射部位をチェックしていただいた．
【結果】患者の反応をインタビューした．「IVFスケジュール表を渡されるとこれから頑張るという実感がわき，通院スケ

ジュールが守りやすかった，」「自分の治療内容がわかった．」「心の準備もでき，仕事などの調整にも役だった，」「毎日注射

があるが，自分が覚えなくても注射部位を代えてもらえてよかった．」「違う施設でも安心して注射が受けられた．」等の意

見があった．医療者側からも，通院・治療スケジュールが説明しやすい・電子カルテとIVFスケジュール表を確認するので
事故防止になるという意見があった．【結論】IVFスケジュール表を活用することで，患者が治療内容とスケジュールを理

解しやすくなり，安心して治療を受けることにつながると考えられた．またインフォームドコンセントの充実に役立つ可能

性が示唆された．今後，注射依頼医療機関と連携できるIVFスケジュール表も検討することが必要であると考えられる．
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P－349　ARTによる妊娠・出産を経験した患者が産科医療施設で特別な対応をされたと感
　　　　　　じたか

○桑名　真弓，杉本ゆき恵，上野奈緒子，本田　秀美，小嶋　康夫
　小嶋ウィメンズクリニック

【目的】ARTにより妊娠・出産した患者が，産科医療施設で他の妊婦と異なる対応を受けたと感じたか否か調査した．【方法】24、3．9～

24．5．10に当院ARTにより出産した患者62名（出産時平均年齢33．9歳，　IVF44名・ICSI18名）に，妊娠・出産時に異なる対応を

受けたか，次回妊娠時はどのような対応を希望するか等の項目について自記式アンケート調査を行った．調査は倫理的配慮のもと

同意を得られた患者を対象に行った．【結果】出産施設は総合病院61％，個人病院39％であった．妊婦健診時や出産時の医療者の

関わりの中で異なる対応を受けたと感じた患者は6名（10％）で，ART妊娠を理由に帝王切開（以下帝切）を勧められた，説明

や健診を丁寧にしてもらえた，健診回数が増えた等の意見があった．帝切を勧められた患者では，ARTと年齢を理由に手術を勧

められ嫌だと感じた，逆に慎重にされてありがたいと感じたなど感想が分かれた．次回妊娠時に他の妊婦と変わらない対応を希望

すると答えた患者は59名（95％）で，理由としてART妊娠も自然妊娠も妊娠・出産する事には変わらないからという回答が多かっ

た．産科医療者が用いる貴重児という言葉を知っていた患者は5名，実際に医師から言われた患者は2名で，そのうち1名は不愉
快と感じていた．初めて貴重児という言葉を知った患者の中にはとても不愉快に感じたという意見があった．【考察】医療者の同

じ言動でも患者により受け止め方が全く異なる事もあるため個々の患者に合わせた対応が必要であると思われた．患者の大部分は

他の妊婦と変わらない対応を希望していたが，ARTによる妊娠・出産が自然妊娠に比べて合併症を起こす可能性が高い事をあら
かじめ周知しておく事も重要であると思われた．貴重児という言葉は，不愉快に感じる患者もいるため使用しない方が無難と思わ

れた．【結論】ARTにより妊娠・出産した患者が医療者から他の妊婦と異なる対応を受けたと感じた者は10％であった．

P－350　不妊症診療の待ち時間短縮に効果があった看護部門による会計処理の改善対応

○西尾　京子，朝倉　寛之

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

【背景】待ち時間対策はサービス業の最優先事項であり，厚労省の受療行動調査においても待ち時間は費用負担以上に患者
の医療への不満原因となっている．【方法】診療枠が完全事前予約制（午前診察：月～t曜日，午後診察：月，水，金曜日，

各医師枠1～2）である当施設において，過去2年間に約7日間連続合計3回の診療待ち時間調査を実施した．患者の来院
時より診療開始，診療処置終了，会計終了までの各時間を診療目的別に分単位で記録，集計した．調査実施については当院
倫理委員会の承認を得た．【結果】各回における調査対象数は331名，353名，326名，来院から診療開始までの「診療前待

ち時間」は平均27分，29分，43分，診療処置終了から会計終了までの「会計待ち時間」は平均12分，16分，21分，来院
から会計終了までの「総滞在時間」は平均64分，77分，92分であり，注射・採血，超音波検査，再診察，不妊症・一般初
診の順に総滞在時間が長くなった．医師による指示出し以降，診療処置の会計箋を看護部門より会計部門へ処置終了に先駆

けて会計へ「先回し」することによって，会計待ち時間は，各調査にて5分，5分，10分の短縮が可能であった．各調査回
での先回し実施率は，各回9、9％，15．3％，7．1％だった．【考察】患者の来院から会計終了までの受療フローの時間を個別に

記録することで，診療時間経過の詳細分析が可能となった．診療開始までの待ち時間対策として，予約方式および待合環境
など，事務受付領域での改良が必要である一方，看護部門が迅速な会計処理に加担することで，会計待ち時間が短縮できた．

患者満足度向上には，業務処理能力を向上する各職員のスキルアップと，部門間の業務連携を能動的かつ恒常的に維持する

ことが必要と判明した．定期的な待ち時間調査の実施と結果共有は，待ち時間抑制への全組織的な動機付けにも有益である
と考えられた．

P－－351　不妊治療専門クリニックで親子待合閉鎖後の状況報告

○小野　雅子，今村　静香，伊藤　　蘭，ヒ畑みな子，桑波田暁子，越知　正憲
　おち夢クリニック名古屋

目的：当院ではH24年2月より，親子待合を閉鎖した．その背景には不妊専門クリニック内で子供の姿を見たくないと感じ
ている患者が無記名アンケートにて約半数いることを把握した．その心理状態への配慮にどこの施設でも苦慮していると推

測される．子連れ患者・そうでない患者双方からクリニックへの苦情もあり閉鎖に踏み切った．閉鎖後は，一般待合で待っ

ていただいた．閉鎖前後で外来の状況がどのように変化したか報告する．方法：閉鎖前後各4ヶ月間（H23．10～H24．5）に

分け子連れの患者数，外来の状況を比較した．結果：閉鎖前，子連れの患者数97名，子供の累積人数287名に対し，同意
を得て受診状況を確認した結果，閉鎖後は子連れ患者数62名，子供の累積人数142名．子連れ患者1日の平均，前3．54名
から後1．63名となった．子連れ患者が，閉鎖後子供を連れずに受診した患者は97名中28名いた．親子待合では，子供が走

り飲食をし，泣き声も聞こえてくる．その状態で診察室までいく姿がみられた．閉鎖後は，子供を横に座らせ，時間があれ

ば外出するなど，子供を注意する親の姿がみられた．考察：親子待合閉鎖により子供の数は減少した．親子待合が閉鎖的な

空間のためプレイルームの状況になり，親の配慮が低下すると考えられる．また，親自身が一般待合で子供が待つことがで

きるかできないかきちんと判断し行動するようになったと推測される．子供がいない患者からの子供がうるさいという指摘

はみられなくなった．子連れの患者からは親子待合が欲しいとの意見が出ると考えていたが，現在は出ていない．両者より

閉鎖に対する理解がされていると考えられる．今後の課題として両者ともが子供の存在を気にせず通院できる環境の提供が

望ましいが，完全分離することは施設上難しく，患者個々の治療内容をふまえたその時の配慮をきめ細かく行っていく必要
がある．
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P－352　在宅自己注射におけるヒヤリ・ハットアンケート調査

○亀井　里砂，河野　絢子，後藤　裕子，上野　桂子，河邉　史子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】当院では2008年10月からタイミング療法におけるペン型排卵誘発剤の自己注射を導入し，看護師が個別指導を行っ

てきた．2010年自己注射の指導を受けた患者2名から「単位を間違って多量に打った」という重大なミスが報告され，医療

者が思いもしないミスの可能性があることが分かった．今回自己注射の安全性の再確認のため，自己注射を使用した患者に

質問紙調査を行い，自己注射実施時のミスの頻度と内容，ミス発生時の心身状態，その時の対処法について調査したので報
告する．【対象・方法】2011年10月～2012年5月までの期間，218名に当院作成の質問紙を配布，回収した．【結果】有効

回答は194名（89％）．自己注射のミスを「したことがある」13％，「しそうになったことがある」16％であった．「ミスを

したことがある」と回答した26名の内訳は，「注射をするのを忘れた日がある」8名，「空打ちを忘れた」5名，「単位数を

間違えた」1名であった．ミスをした時の心身状態では「特に何もない（平静）」「慣れてあまり考えずに行った」が各7名
で最も多かった．ミスを「病院に報告しなかった」は11名であった．【考察】患者は「あまり意識せずに行った」ときに「うっ

かりミス」を起こしやすいことが分かった．当院では，2010年の重大ミスを受けて自己注射チェックリストを改定し，在宅

自己注射が可能であるとの判断を厳しくした上で処方している．また，トラブルがあれば直ちに対応できる24時間電話連
絡可能等の管理体制を取っていると説明している．しかし，13％の患者がミスをし，その半数近くを医療者が把握していな

かった．特に，その中にOHSS（卵巣過剰刺激症候群）を誘発する危険性のある単位数の間違いも1名あった．このことか
ら医療者側は，患者にミスを犯しやすい状況を説明し，ミス時は必ず連絡するよう再度指導体制を検討する必要があると思
われる．

P－353　プラセンタ自己注射のアンケート結果

○塩沢　直美，福山八知代，出居　貞義
　医療法人地塩会大宮レディスクリニック

【目的】卵巣機能を改善するために様々な取り組みがあるが，プラセンタの自己注射を試みたのでその方法とアンケート結

果を報告する．【方法】対象は卵胞数が5ヶ未満，またはホルモン値で卵巣機能不全が疑われる患者に対して，2012年3月

よりメルスモン注射2mlx3Aを週2回，2ヶ月を目安に腹部に自己注射で実施した．必要物品は薬剤の他に22G針付き10
ml注射器，26G注射針，アルコール綿チューシャバンを日数分，感染性医療廃棄物容器とした．1ヶ月経過したところで，

受診時にアンケートの目的を説明し同意が得られた方にアンケートを実施した．自己注射経験者をA群，自己注射未経験者
をB群とし注射による影響を比較検討した．【結果】問題点は6mlという量と回数だった．当初注射器5ml，注射針27Gの
方法で施行したが，吸引が」二手くいかない，注入速度が遅いなどの問題点から22G針付き10ml注射器と26G注射針に変更
した．A群の背景は平均年齢40．3歳，　ART経験者の19名，プラセンタの注射に対する期待感は卵の質の改善73．7％，美肌

効果36．8％，若返り31．6％だった．B群の背景は平均年齢42．1歳今後ARTステップアップ検討中の11名，プラセンタ
の注射に対する期待感は卵の質の改善100％，若返り363％だった．自己注射の評価は，薬剤準備・注入・注射による体調
の変化は両群ともほとんど問題ないが，局所の異常では，A群は皮下出血・しこり・痛みが42．1％，　B群は，皮下出血・し
こりが45．5％，痛みが27．3％だった．【結論】自己注射の手技においては両群とも問題なくできた．局所の異常では皮下出

血やしこりを両群とも半数近くが訴えた．これは6mlを週2回長期に行うことによりしこりが出現する傾向がある．改善策
として穿刺角度の検討やマッサージ，半量を両側に行う方法を提案したが，2回穿刺するより，1回穿刺で我慢したい傾向
がみられた．しこりの出現を最小限にする注射方法・指導が今後の課題である．

P－354　相談受付の設置について

○金子　京子，門田　貴子，大月　順子，定本　幸子，杉山喜代美，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨
　医療法人社団岡山二人クリニック

【目的】1996年に生殖医療専門施設として開院し，2011年4月の増築の機会に相談対応を行う相談受付を開設したが，その

意義や有用性について検証した．【方法】通常の受付とは別に相談受付を設置し，診療時間内に行う1回15分の「随時相談」

と1回45分の「予約相談」を行った．相談受付の後方には専用個室が4室あり，看護師（生殖医療コーディネーターなど）
2名，管理栄養士（生殖医療相談士）1名，臨床心理士（生殖医療心理カウンセラー）1名の相談部常勤職員が少なくとも2
名で対応した．患者了解が得られた相談内容はdata　base化し，院内LANにより職員間で情報共有した．今回，データ集
計および2011年9月にアンケート調査を行った．【結果】2011年4月から1年間の相談受付利用者は288名で，随時相談419
件，予約相談52件で総利用数471件であった．利用回数1回のみは147名（51．3％）であった．利用目的（複数回答）は，

説明補完317件，感情表出183件，自己決定支援125件，職場家族関係95件，会計59件，栄養43件であった．アンケー
ト調査では，208名中92％が相談受付の存在を知っており，22％が4月からの半年間に相談受付を利用していた．随時相
談については，あったほうがよい89％，なくてよい0％，どちらでもよい8％，知らないは2％であった．予約相談につい
ては，あったほうがよい82％，なくてよい0％，どちらでもよい15％，知らないは2％であった．【結論】不妊患者は，い
つでも気軽に声をかけることができる相談受付を必要とし，利用者の5割は繰り返して利用していた．先の見えない治療を

行っている患者にとって，相談部の存在は診療サポートだけでなく心理的支援が受けられる場として有用であると考えら
れ，今後さらに充実を計っていきたい．
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P－355　卵巣機能不全女性における不妊の受容と成長

○小泉　智恵D，菅沼　真樹2），高江　正道3｝，杉下　陽堂3），吉岡　伸人3），西島　千絵3），洞下　由記3｝，河村　和弘3），

　田中　　守”，鈴木　　直4），石塚　文平5｝

　1独立行政法人国立成育医療研究センター母性医療診療部，2東海大学文学部心理・社会学科，3）聖マリアンナ医科大学産
　婦人科生殖医療センター，幻聖マリアンナ医科大学産婦人科，5｝聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

【目的】卵巣機能不全（POF）女性は，若年にもかかわらず排卵誘発の成功率は非常に低く，妊娠困難である点で他の不妊原因女性とは異

なるストレスと孤独感にさらされる中で，どのように不妊を受容し成長するのだろうか．

【方法】調査対象は，聖マリアンナ医科大学病院産婦人科早発閉経外来に通院する女性160人であった．調査方法は，質問紙法を用いた．

聖マリアンナ医科大学倫理規定を遵守して調査の説明と同意を行った．調査内容は，（1）不妊の受容尺度（小泉，2010）．本調査の因子分

析でも理論通り，否認，怒り，取引き，落込み，受容の5（治療開始時は安堵を加えた6）因子構造で，内的一貫性が高かった．（2）成長：

セルフコントロール尺度不妊治療による人格発達尺度．（3）メンタルヘルス（HADS：不安と抑うつ，　K6：抑うつ）などであった．

【結果と考察】，対象者の特徴　項目の平均値による平均像は，5年前に初めて早発閉経と診断され，2回転院し，妊娠目的のために通院す

る37歳の女性であった．HADSのカットオフ以上の割合は54．9％，　K6のカットオフ以上の割合は64．6％であった．一般人1－1中の頻度より

約2倍多かった．2．クラスター分析により受容の類型化を行った．A群）否認と取引きが多い群（早発閉経を受け入れず治療すれば治る

という心理），B群）怒りと落込みが多い群（治療をしてもうまくいかず辛さと腹立たしさを痛感するという心理），　C群）受容が多い群（治

療経験で感情が振り回されず良いところを見て過ごすという心理）の3群が認められた．3．分散分析で3群間で成長に差異があるか検討

した．人格的成長はB群よりA群・C群が良好で，物事の長所短所両面を見ながら柔軟に考え対処できる傾向が見られた．A群は早発閉

経を受け入れず心理的危機を経験しないために良好な状態，C群は危機を経験した結果として対処や成長を得て良好な状態と考察された．

P－356　当科における遺伝カウンセリングの現状について

○江川　恵子，吉野　直樹，栗岡　裕子

　島根県立中央病院産婦人科

【目的】当科では，生殖補助治療を含めた不妊症治療，周産期管理，悪性腫瘍治療等の診療を行っている．治療を受ける症

例の内には遺伝に対して不安を抱えている患者もおり，希望者に対して遺伝カウンセリングを行っている．当科における遺

伝カウンセリングの現状を調査することを目的とした．【方法】2007年1月から2011年12月までの5年間に当科で遺伝カ
ウンセリングを受けた患者で，インフォームドコンセントの上承諾を得た134例に関して後方視的に検討した．【結果】2007

年1月から2011年12月までの5年間に上記疾患の治療目的に当科を受診した7735例のうち134例に遺伝カウンセリング
を行った．遺伝カウンセリングを受けたのは，不妊症治療希望の初診986例中10例（1．0％），周産期管理希望の初診6408

例中116例（1．8％），悪性腫瘍治療の初診341例中3例（0．9％），その他5例であった．遺伝カウンセリングを受けた頻度
の内訳は，周産期症例が86．6％と最も多く，次いで不妊症治療症例が7．5％，悪性腫瘍症例が2．2％であった．該当疾患のた

め当科を受診した患者の平均年齢は31．4歳であったのに対し，遺伝カウンセリングを受けた患者の平均年齢は34．7歳であっ

た．遺伝カウンセリングの内容の内訳は，高齢妊娠症例が66例と最も多く，次いでNuchal　translucency肥厚症例が29例，

染色体異常症例が13例，胎児リンパ管腫症例が4例であった．不妊症では，無精子症症例が3例，不育症症例が3例，そ
の他4例であった．【考察】当科は総合周産期母子医療センターであり，多数の周産期管理および分娩を担っていることか

ら，周産期遺伝カウンセリングの比率が高くなっていると考えられた．これに比較し，不妊症症例に関係する遺伝カウンセ

リングは10例で，不妊症治療希望の初診患者のうち遺伝カウンセリングを受けたのは1．0％であり少数であったが，いずれ
も重要な遺伝カウンセリングであった．

P－357　長期不妊治療患者のサポートについての検討～家族について考える機会を通して～

○小松原千暁1），澤部麻衣子1），荻野友貴子1］，福田　愛作1），森本　義晴2J

　v医療法人三慧会IVF大阪クリニック，2｝医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】当院では長期不妊治療患者を対象とした会を行い，患者の孤独感の緩和や自尊感情の向上を目指し支援している．

今回「家族ってなあに？」をテーマに患者会を行い，その成果と今後の患者支援の方法について検討した．【方法】長期不

妊治療中で参加希望夫婦5組10名に「夫婦，夫と妻，家族，子ども，血縁，卵子提供，養子縁組」について事前アンケー
トを行い，その内容についてディスカッション形式の患者会を行った．また，実施後に会に参加した感想について匿名性を
保持し倫理的配慮のうえ無記名でアンケートを実施した．【結果と考察】アンケートの結果，夫婦について「一つの目標に

向かって進むことができる関係」「お互いに信頼し支えあっていく存在⊥家族について「相互に無償の愛を共有できる存在」

「一番身近な存在，絆」，子どもについて「希望，なかなか叶わないもの」「夫婦だけでも家族ですが，子どもが増えたらよ

り嬉しい」，血縁について「絆，繋がり」などの解答があった．会終了時の感想では「他の人の考えを聞く機会になったこ
とが良かった」「不妊治療をしていく中で，考えなければいけないと思っていた内容だった」「夫婦で言葉にして伝え合い，

共有できてよかった」などの意見があった．本会参加により，個人の家族観を改めて考えることで，夫婦であっても思想や
価値観の違いがあることを認識し，お互いの意見を尊重したうえで夫婦間の家族観を再構築し，夫婦の絆をより深める機会
となったと考える．【結論】今後も定期的に患者会を開催し，患者から要望のある卵子提供や養子縁組などの情報提供も行

い，様々な選択肢について考える機会を持つ支援も行っていきたい．また，参加者と継続して関わりを持つことで，安心し
て治療継続や中断終結，卵子提供などの自己選択ができるよう支援していく必要性が示された．
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P－358 「妊娠に至らず治療終結した元患者を囲む会」を開催して

○松元恵利子，越光　直子，篠田多加子，後藤　裕子，上野　桂子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】不妊治療が進歩したことにより，患者の「治療終結」の意思決定に対する悩みは，より深刻な問題になっている．

当院では年に一度「治療終結を決断した元患者を囲む会」を開催し，患者の思いを聞く機会を設けている．2011年5月に開

催した第7回では，初めて話題提供者がご夫婦で参加され，夫側の気持ちを直接聞くことができたのでこれを報告し，治療
終結を考える時期に患者が望むこと，不安や悩みなどを知ることにより医療者による心理的支援のあり方を検討した．【対

象・方法】当院でART後，治療終結した患者に会の趣旨を説明し，決断までの経緯を話してくれるよう依頼．参加者はボ

スターを掲示し声かけをして募った．話題提供者の語り，自由討論の逐語録及び当院作成の質問紙の回答から，治療終結期
における患者の思いをまとめた．【結果・考察】参加患者7名の内夫婦での参加は2組．話題提供者は治療終結決断の理由
として，年齢や治療を重ねると共に「妊娠確率の低下」「高齢出産の不安」「障害児への不安」「経済的負担」等が増大する

ことを挙げた．また「治療で夫婦の絆が深まった」「終結後も夫婦ふたりでも楽しくやれる」「不安はいつか開放される日が
来る」と現在は前向きな気持ちでいることが分かった．ご主人からは「治療でわかった妻の弱さ」「夫として手伝える事」「聴

いてあげる事」等妻を労わり治療を続けていたことが語られた．参加者の感想では「二人だけの人生でもいいよという思い
にしてくれる」「不安や迷いが軽減できた」「ご主人の話が聞けて参考になった」「夫婦の形が大事だと言う事をとても感じ

ることができた」「ここに来るのに気が重かったが話を聞いて清々しい気持になった」「今日のご夫婦のようにもっと絆を深

めていきたい」等不安等が軽減できたことがわかった．この会は揺れ動く複雑な思いを話し合える貴重な場となり，今後も
この会を継続することの重要性が再確認された．

P－359　治療体験者を招いての患者会（オープングループ）の取り組みと課題

○河野　絢子，関　こずえ，斉高　美穂，亀井　里砂，後藤　裕子，上野　桂子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

〈目的〉当院では1998年よりIVFで妊娠・出産を経験された元患者を迎え，治療に対する悩みや不安を話し合う患者会を
定期的に開催している．現在までの参加述べ人数は320名である，今回，患者会の周知状況や参加意欲会を開催するにあ
たって今後の課題について調査・分析を行ったので報告する．＜対象・方法＞2007年～2011年開催分患者会参加者56名と
未参加者125名に当院作成の質問紙を手渡しまたは郵送にて配布，回収した．〈結果〉回収は患者会参加者42名（回収率
75％，平均年齢365歳），未参加者110名（88％，34．6歳）であった．参加者からは「とても良かった」「良かった」という

感想が98％得られた．しかし，自由筆記による感想では「治療体験者が自分より経験がある方がよかった」「あまり仲良く
なり過ぎるのもためらいがある」という意見も聞かれた．参加後の治療への影響は「気分が少し楽になった」74％，「治療
の悩みを相談できる友人が出来た」57％，「通院に対する気持ちの負担が軽くなった」38％であった．未参加者は86％が「会

の存在を知っている」と回答し，会を知ったきっかけは「院内の掲示板」が1番多く73％であった．今後の参加について
は「機会があれば参加したい」が57％である反面「参加したくない」という回答も38％あり，理由としては「忙しくて時
間がない」54％，「人と話すのが苦手」22％，「治療の話を他人にしたくない」15％，少数意見として「患者会にネガティブ

なイメージしか持てない」というものもあった．〈考察〉この会への参加は自由意志によるものだが，参加者からは高い評
価が得られたことから，参加意欲を向一ヒさせるような会の持ち方の検討，患者の自発性を高めるような勧誘の工夫，会の良

い雰囲気が未参加者にも伝わるようなフィードバックの方法などを考えていく必要があると思われる．

P－360　ARTオンライン登録の省労力化への試み

○平田　　麗12），中務　結ee1），斉藤　寛恵］），新藤　知里u，川上　典子1），青井　陽子ll，寺田さなえn，吉岡奈々子D，

　羽原　俊宏1）f林　　伸旨D

　t）岡山二人クリニック，2個山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

【目的】日本産科婦人科学会の生殖補助医療（ART）実施登録施設は「生殖医学の臨床実施に関する調査の報告」の義務を果たす必

要があり，2007年治療周期よりインターネットを用いた症例個別登録が開始された．また，患者が特定不妊治療助成金を申請するた

めには，個別登録によって交付される症例登録番号を実施施設が受診証明書へ記載しなければならない．ARTの長期的な予後を検討

するためにも正確性が要求されるが，症例個別の登録は時間と労力を必要とし，また手入力することによる間違いが懸念される．そ

こで当院で使用しているデータベースから，直接，必要な情報を取り出し，自動的にARTオンライン登録をおこなうシステムを構

築し，省労力化できたので報告する．

【方法】ARTオンライン登録に必要なデータを抽出し，データベース内でARTオンライン登録の形式に合うよう変換し，　CSV形式

ファイルでデータを取り出した。RACCO　UMIN－TOOL　ftを用い，取り出したデータをインターネット上のARTオンライン登録の入
力フォームへ自動入力させた．

【結果】これまで「採卵から胚移植まで」の入力に1件あたりおよそ45秒要していたが，このシステムにより10秒で登録可能となっ

た．データベースの情報をそのまま登録できるため正確性が向上した．個別登録後に交付される症例登録番号をデータベースに取り

込むことにより，その後の受診証明書作成や融解胚移植周期に要求される「その胚の採卵周期の症例登録番号入力」も容易となった．

【結論】データベースの情報を自動的にデータ移行させることにより，正確な情報を短時間にARTオンライン登録へ入力できるよう

になった．事務作業の効率化・省労力化に電子システムの応用は有用であり，さらに他方面における応用が期待される．



平成24年10月1日 321（465）

P－361 データベース管理システムを用いた業務の効率化を目指した当院の取り組みについ
て

○井上須美子，鮫島まち子，鈴木　　綾樋本　美穂，岩崎　　遥，陣内　彦良
　陣内ウィメンズクリニック

【目的】ARTラボ業務においてデータ管理は重要であり，迅速で正確なデータ管理システムが求められる．ファイルメーカー

（FM）はユーザのニーズにあわせて容易に開発できるデータベースソフトであり，運用後の変更も可能である．これまで当

院ではラボ内の業務にMicrosoft社のエクセル及び紙ベースでデータ管理を行ってきたが，2011年9月より当院で構築した
FMを用いた培養業務データベースシステムを導入した．今回，このシステムを用いたラボ業務への取り組みについて報告
する．【方法】データベースとして患者基本情報（ID，生年月日t年齢等），培養記録台帳，凍結管理台帳，精液検査台帳と

いったテーブルを設けた．また，作業の効率化を図るため，テーブル間の重複入力箇所はデータ人力を一元化し，相互活用
できるよう構築した．【結果】これまでのエクセル及び紙データベース中心のデータ管理と比較して，FMの機能によりデー

タの重複入力箇所を減らすことができ，作業の効率およびデータの正確性が上昇した．また，レイアウトを工夫することに
より，患者毎の治療履歴，凍結履歴，精液検査履歴の一覧を統合的に認識するができた．さらに，オープニングメニューに

採卵，培養中，移植といった本日の作業一覧から迅速な入力が可能となった．培養報告書や凍結検体の延長などの書類作成

を簡便化することも可能となった．【まとめ】データベースを有効利用することにより，安全性の向上やデータに基づく医
療技術の向上，および患者への情報提供の充実が期待できる．今後は，より質の高い医療を提供できるようシステムの構築
を進めていきたい．

P－362　1VF管理システムと取り違え防止システムを併用した当院の取り組み

○中澤　留美，坂井　和貴，竹中　亜希，松山　毅彦
　厚仁病院産婦人科

【目的】生殖医療におけるデータ管理安全管理の確立は重要である．当院においても，症例数の増加，スタッフの増加に

ともない，生殖医療で起こりうるミスを未然に防止し安全かつ効率的な管理を行うためIVF管理システ（WISH：TMRシス
テムズ）を導入し，電子データ管理に移行した．今回我々は，IVF管理システムと取り違え防止システムを併用した当院の

取り組みについて報告する．【方法と結果】これまで当院では培養室業務において，患者基本情報，治療既往歴，卵胞刺激

記録採卵記録採精記録，受精記録，観察記録，移植記録，凍結保存記録管理を専用の紙媒体に記入していた．しかし，
紙媒体の処理業務が煩雑かつ紙文書の処理に費やす作業が，業務全体のスピードを低下させていた．そこで，IVF管理シス
テムを導入し，すべての情報記録を電子データ管理した．また，院内LANにより各部署においてもアクセス可能とした．2010

年より旭テクネイオン社のART取り違え防止システムを運用しており，今回導入したIVF管理システムより発行したバー
コードを使用し，両機を連携させることにより，リストバンド，患者カード，ディッシュ，患者個人の観察画面，この4点

照合で患者と検体の取り違い防止と電子データ管理が可能となり，患者個人の管理がより安全に円滑に行えるようになっ
た．【まとめ】今回のシステム導入にあたって，業務全体のスピードや効率が向上するだけではなく，「培養管理の一元化」

により，情報入力完了と同時に情報が参照可能となり各部署間で，迅速かつ正確な情報伝達が可能になった．データの検索
や集計が容易になり，情報の電子化二次活用能力が高まった．よって，より質の高い医療の提供に寄与すると示唆された．

P－363　データベースおよび電子カルテと連携した取り違え防止システム

○平田　　eeL2），中務　結貴⑪，斉藤　寛恵1｝，新藤　知里P，川上　典子D，青井　陽子P，寺田さなえい，吉岡奈々子D，

　羽原　俊宏1），林　　伸旨V

　D岡山二人クリニック，2岡山大学自然科学研究科バイオサイエンス専攻

【目的】不妊治療において，患者や検体の取り違えはあってはならない．このため複数者によるダブルチェック，トリプルチェックを行うが，

ヒューマンエラーを完全に防ぐことは困難である．そこでバーコードを用いた取り違え防止システムを構築し，安全性の向上を試みたので報告
する．

【方法】当院で使用しているFilemaker’”を基盤とするデータベースFFM　Rを拡張することによりバーコード照合システムを構築し，照合記録が

自動的に電子カルテRacco”内に保管されるよう連携させたsラベルプリンターにはVesprit”（SATO），バーコードリーダーには無線高速読取

モデルOPI－3301（OPTICON）を使用した，

【成績】デー・タベースの患者情報をそのまま利用することから，バーコードシステムを運用するためにデータを追加入力する必要は全くなかっ

た．データベース上からバーコードラベルを印刷し，精液処理では採精カップや遠心管に，卵子／受精卵培養では培養dish，　Icsl　dish，　ET　dish

に，受精卵凍結ではcryotop　Rなど使用する全ての器材にラベルを貼り付け，配偶子／受精卵を移動させるときはバーコード照合を行った，照合

はデータベース上で行い，エラー時には音と表示で知らせ，照合時間，照合者，照合内容を自動的に電子カルテへ送信し変更不可情報として記

録されるようにした．また，バーコードシステムをデータベース内へ組み込むことにより受精卵／精子凍結の検体保管管理の真正性向上につな

がった．

【結論】これまでのダブルチェックに加えバーコード照合を行うことにより安全性の向上が図られ，自動的な照合記録保存によりリスク管理が

容易となった．作業の負担が少ないバーコードシステムを構築できたことから，患者だけでなく医療者にとっても安心できる作業環境となった．
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P－364　ART妊娠転帰の正確な情報収集を求めて：神奈川県における試み

○河村　寿宏，安部　裕司，和泉俊一郎，児島　孝久，佐藤　芳昭，町田　稔文，中山　昌樹，可世木久幸，東條龍太郎

　神奈川県産科婦人科医会異常分娩先天異常対策部

　ART妊娠に関しては，妊娠の転帰，分娩様式，産科合併症，新生児の状態などを不妊治療施設から日本産科婦人科学会
に報告する義務がある．しかし，最近は，分娩を取り扱う不妊治療施設の減少や，分娩を取り扱う施設自体の減少により妊

婦健診施設と分娩施設とが異なる（帰省分娩を含む）妊婦さんが増加し，正確なART妊娠転帰等の記録が保存・回収され
にくく，学会への報告が困難となってきている．また，不妊治療施設と分娩取り扱い施設との相互理解が不十分であること

もART妊娠転帰等の報告が回収されにくい要因となっていると思われる，そこで，神奈川県産科婦人科医会異常分娩先天
異常対策部は，不妊治療施設と分娩取り扱い施設の双方向への情報交換の一助となるよう，県下の全会員が共通書類を用い

てART妊娠の転帰等を正確に記録する目的で各種文書および文書取扱マニュアルを作成したので紹介する．文書はA．　ART
妊婦紹介状，B．　ART妊娠後転帰等返送状，　C．バックアップ分娩（ART妊娠した妊婦さまへ），　D．バックアップ新生児

（ART妊娠で出生した新生児のお母さまへ），の4種類からなりたっている．各々の文書は文書作成施設用，文書受け取り

施設用，患者用の3枚綴りになっている．ART妊婦紹介状の特徴は妊娠の成立法，妊娠経過など一般的な情報のほか，周
産期施設にとって重要であるが紹介状記載の時に忘れがちな糖尿病，高血圧，子宮筋腫，甲状腺疾患など基礎疾患あるいは

合併症の有無，BMI等を記載するようにした．また，返送状には日本産科婦人科学会への報告義務事項を記載するようにし
た．これらの情報交換は基本的に大切な事柄であり，全国的に統一されたフォーマットが必要であるがこれまで日本産婦人

科医会あるいは日本産科婦人科学会，生殖医学会等の全国的な組織ではフォーマットを作成する動きがなかった．今回の神

奈川県産科婦人科医会の動きがその一翼を担うことになれば幸いである．

P－365　1VF病歴管理システムの運用

○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美，竹中　亜希

　厚仁病院産婦人科

【はじめに】当院におけるIVF病歴管理は従来より紙ベースで行われていた．紙ベースの場合はそのレイアウト構成が比較

的容易に変更可能であり，また個人情報を一冊のファイルにまとめることができ，ファイルさえ持ち出せばどこでも個々の

情報分析や患者に対しての説明が可能であった．しかし紙ベースであるが故にそのファイルが手元になければ質問に対して
即答できず，また統計解析を行うには紙ベースのデータをデータベースソフトに入力することが必要であり，すべての情報

を体系的に解析することは不可能に近かった．以前からファイルメーカーを利用したシステムを使用しデータ管理を行って
いたが，自前で改変を繰り返していたため情報の整合性が一部崩れていて，使いにくいものになっていた．【方法】新規デー

タベースの構築を目的とし，当院チーム，おち夢クリニック名古屋のチーム，ソフトウェア会社（TMRシステムズ）の3
つのチームが共同でデータベースを開発した．当院ではこのデータベースをIVF病歴管理システムとして位置づけ，2011
年より運用を開始した．【運用】IVF情報は主に胚培養土が発生時入力を行い情報を電子化した．各部署にPC端末を置く
ことにより情報の確認は容易に可能となった．またARTオンライン登録の入力にもコピーペーストの機能を活用し，手入
力の手間を極力減らすことができた．【結果】IVF病歴の情報は外来でもほとんどオンタイムでみることができ，患者への
情報提供が明らかに円滑になり，患者も自分の結果を速やかに知ることが可能となった．また情報が一元化したため．外来

請求業務も以前より簡素にすることができた．またARTオンライン登録の手間を極力減らすことができ，業務を効率化す
ることにつながった．【まとめ】情報を一元化することにより，スタッフのみならず患者サイドとも情報を共有することが

可能となり，いろいろな意味でIVF病歴を電子化する意義は高いと思われた．

P－366　ART施設での電子化患者予約管理システム・業務管理システムの運用

○古賀真菜美，得能　典子，村ヒ　真央，小原由香子，泊　　博幸，本庄　　考，詠田　由美

　医療法人IVF詠田クリニック

【目的】電子カルテの普及と共に電子化した様々なデータの活用も普及している．診療所内の各部署では必要なデータ管理

が行われるが，電子化データ管理の有用性の一つにオンタイムでのデータの共有が挙げられる．効率よく診療の業務を把握・

管理することでミスの少ない安全な医療を追行することができる．このような基本理念の下に，業務をより簡素化し確実な

ものとするため電子化患者予約管理・業務管理システムを構築したので報告する．【方法】院内にはサーバー1台，クライ

アント26台を設置し，診療部・培養部・看護部・事務部門に配置，情報を共有した．自医院にFileMakerをベースとした
93個のデータベース（診療予約表台帳・妊娠台帳・HSG台帳・AIH台帳・ART台帳・凍結台帳・凍結胚移植台帳など）を
作成した．FileMakerのリレーションとポータル機能を活用し，日付データごとに93個のデータベースを一括表示する予
約管理・業務管理システムとして診療に活用した．【成績】患者予約は受付医療事務が電話で受けるが，診療予約の際には
日時・処置内容・時間をデータとして診療予約表台帳に入力，その結果は予約管理・業務管理システムに日付別時間別処置

内容別でPC画面に表示し，全部署で参照可能となる．採卵日や凍結胚移植日時が決定した際にも各部署からの決定情報が
予約管理・業務管理システムに10秒以内のキャッシュ時間で表示され，決定情報を全部署で即時に共有した．同システム
の患者予約画面とは別に診療部・培養部・看護部・事務部門に必要な業務管理画面も作成し，より早く確実な業務内容の把
握が行われるようになった．【結論】医療現場では電子化した様々なデー・・タは集計表としての役割を担ってきたが，更に進

化したデータの活用法として，今回われわれが構築した患者予約管理システムや業務管理システムといった様々な発展的活

用法が期待できるものと思われる
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P－367　ART施設での妊娠管理リレーショナルデータベースの運用

○小原由香子，古賀真菜美，得能　典子，村上　真央，泊　　博幸，本庄　　考，詠田　由美

　医療法人IVF詠田クリニック

【目的】ARTならびに不妊治療を専門とする施設では，妊娠成立に至った治療の統計学的検討や妊娠転帰ならびに児の予後

調査を行うことも重要な職務であると考えている．不妊治療後の妊娠管理をより確実なものとするため電子化妊娠管理デー

タベース（妊娠台帳）を作成したので，その運用状況を報告する．【方法】院内にはサーバー1台，クライアント26台を設
置し，診療部・培養部・看護部・事務部門に配置し，情報を共有した．自医院にFileMakerをベースとした妊娠台帳を作成

し，医師事務作業補助者（MC）は妊娠判定陽性日に，受精日・妊娠に至った治療内容・リレーションを組んだ他のデータ

ベースのリレーションナンバーを入力し，ART台帳凍結台帳，凍結ET台帳，培養液台帳，助成金台帳など30種のデー
タベースに妊娠結果を反映させた．妊娠の転帰は，MCならびに医師で入力し，診療や統計処理に活用した．【成績】妊娠
判定陽性日，患者には分娩予定日ならびに妊娠中生活指導書を妊娠台帳から発行した．診療部・看護部は治療法別妊娠集計

を終業時に確認し，培養部では培養液別妊娠率，手技別妊娠率，技師別妊娠率など業務を随行する上で重要な統計処理をオ
ンタイムで行った．医療事務部では，妊娠判定同日，関連医療機関に妊娠成立報告書を妊娠台帳から発行し送付した．また，

日本産科婦人科学会個別調査票報告にも活用した．【結論】電子化妊娠管理データベースは作成方法で多くの発展的使用法
が考えられる．

P－368　ART施設での電子化凍結胚保存管理法（cryo－dBase）

○村上　真央，小原由香子，古賀真菜美，得能　典子，泊　　博幸，本庄　　考，詠田　由美

　医療法人IVF詠田クリニック

【目的】近年ヒト胚ガラス化保存法の導入により治療成績が安定し，胚凍結保存の機会は増加してきたが，凍結保存胚の管

理は培養士の業務の大きな負担となっている．その要因として，保存胚のタンク内位置，保存期限，凍結延長の確認といっ

た多くの作業の発生によるものと思われる．これらの業務をより簡素化し確実なものとするため電子化凍結胚保存管理法
（cryo－dBase）を作成したので報告する．【方法】院内にはサーバー1台，クライアント26台を設置し，診療部・培養部・

看護部・事務部門に配置，情報を共有した．自医院にFileMakerをべ一スとしたcryo－dBaseを作成した．　cryo－dBaseに

必要なデータベースとして患者登録名簿，ART台帳，凍結台帳・チューブ台帳，　ET台帳，　ET予定表台帳，凍結タンク台
帳を作成し互いに患者ID番号やART・番号でリレーションを組むリレーショナルデータベースとして診療に活用した．【成
績】培養室からは胚凍結保存の結果を凍結台帳画面からデータ入力し，入力と同時にチューブ台帳，ET台帳が自動的に作

成される形式をとった．培養室では入力結果からタンク保存状況が確認でき，受付事務では保存期限日の月毎に延長希望の

同意書送付を行った．日常診療では，患者が凍結胚移植希望にて来院した際，ET予定表を作成すると，自動的に残存チュー

ブの状況，過去のET記録を参照でき，詳細な予定を作製した．これらの情報は文書化して患者と共有した．【結論】cryo－
dBaseで一括管理することで，凍結保存胚の管理を安全に行うことができた．

P－369　ART施設での電子カルテの導入とART－dBaseの運用

○得能　典子，村上　真央，小原由香子，古賀真菜美，泊　　博幸，本庄　　考，詠田　由美

　医療法人IVF詠田クリニック

【目的】電子カルテは厚生省認可を受け，正式に診療録として承認された．電子カルテはいくつかのデータテーブルより成

り，そのデータベース機能を利用してカルテと同一のデータを生殖医療領域に活用できる．われわれは電子カルテデータベー

スからデータを利用し，院内独自にARTリレーショナルデータベース（ART－dBase）を作成したので運用を紹介する．【方
法】院内にはサーバー1台，クライアント26台を設置し，診療部・培養部・看護部・事務部門に配置し情報を共有した．

電子カルテレセプトシステムにはSQLを使用した市販の電子カルテを使用した．電子カルテのデータテーブルには診療内
容，投薬，処置，医療事務処理を行った日々の記録を患者ID番号をもとにデータテーブルに記録する．電子カルテデータ
テーブル中の患者名簿，薬剤，注射，検査に関するデータベースを利用し，同一患者ID番号による情報の統一性のもと，
自医院にFileMakerをベースとしたART－dBaseを作成した．　ART－dBaseには複数個のファイルを使用し，患者ID番号
やART番号でリレーションを組むリレーショナルデータベースとして診療に活用した．【成績】ART予定表作成の際に医
師は患者個々にART－dBaseにレコードを作製し，排卵誘発方法，注射・薬剤指示，患者の希望治療を入力し，患者と共に
院内各部署で情報を供した．採卵日には採卵時の術中カルテ，採卵結果入力表，患者指示書，処方箋などを印刷し，結果を

ART－dBaseに反映した．データ入力の完了したART－dBaseからART治療法別妊娠集計を終業時に確認し，培養部では
培養液別妊娠率，手技別妊娠率，技師別妊娠率など業務を随行する上で重要な統計処理をオンタイムで行った．また，日本
産科婦人科学会個別調査票報告にも活用した．【結論】ART－dBaseは作成方法で更なる多くの発展的使用法が考えられる．
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P－370 情報共有化システムを用いたアンケート調査

○杉山喜代美，門田　貴子，大月

　羽原　俊宏，林　　伸旨

　岡山二人クリニック相談部

順子，定本　幸子，金子　京子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，

【目的】生殖医療をはじめ今日の医療界は，単なる安心・安全の医療提供だけではなく，サービス業としての対応が求めら
れている．当院では，1997年より，患者ニーズの把握や問題点抽出を改善に繋げるために，毎年「クリニックを良くするた

めのアンケート」を実施している．今回，パソコンを利用した個別化・双方向性の情報共有化システムによるアンケート調
査をおこなったので報告する．【方法】1．2010年：外来通院者が記入した用紙を投書箱で回収し，職員がデータ入力をおこ

なった．2．2011年：情報共有化システムとして院内に設置した30台のパソコンを利用し，外来通院者がアンケートを直接

入力できるようにした．尚，入力途中の場合は継続書き込み可能とした．1・2ともに無記名で調査期間中に一人一回限りの
回答となるようにした．【成積】lvs．2の比較では，それぞれ調査期間：14日間vs．15日間，配布数：200vs．223，回収率：99．5％

vs．100％，全質問項目に対する記入率：96．5％vs95％であった．1．では，用紙印刷，回収，データ入力，集計と多くの時間

や人員を要していたが，2．では飛躍的に効率化された．【結論】患者ニーズや問題点の把握は，職員からだけではなく，患

者から直接聞くことが重要である．しかしながら実際にアンケートを行うには準備や解析に多大な時間や労力を必要とす
る．今回，用いたパソコンを利用した情報共有システムは，アンケー一一　b調査が簡便におこなえるため，適宜，色々な調査が

実施できる．また，このシステムは一方的な情報提供だけではなく，患者が知りたい情報を選択して確認することが可能で
あり，患者同士の意見交換，さらには患者からの投書や質問に対する回答を掲載することも可能であり，有用度は極めて高

いと考えられる．

P－371 アンケート結果からみた患者説明に対する培養十トレーニングの在り方

○鈴木　麻美，菊地　裕幸，山田　健市，村川

　吉田レディースクリニックARTセンター

晴生，吉田　仁秋

【目的】当院では，IVF希望患者に対して治療周期に入る前に，治療の流れ・培養・成績に関して集団説明会を実施してい

る．また，採卵後や凍結融解胚移植決定日には，培養士から個別に配偶子・受精卵の状態などの説明を行っている．しかし，

説明内容が十分か，患者希望に沿っているかは不明であった．そこでアンケート調査を実施し，今後患者への関わり方や説

明に対する培養士のトレーニングをどのようにしていくべきかを検討した．【対象】2011年12月～2012年1月の問，採卵
後または凍結融解胚移植決定日に培養士から説明を受けた患者100名を対象とした．説明終了後にアンケートを配布し，回

収ボックスにて回収した．【結果】回収率は97％，患者平均年齢は36．3歳平均治療期間は33．3ヶ月であった．「培養士か
らの説明は必要か，分かりやすかったか」にはそれぞれ95．9％，97．9％の方が「はい」と答えていた．「説明の長さ，内容

が適切か」にはそれぞれ97．9％，89．7％の方が「ちょうどいい」と答えていた．「培養士から詳しく聞きたいことは何か」で

多かった回答は，「胚のグレード」72名，「妊娠率」47名であった．「培養士に求めることは何か」に対しては「技術」79名，

「知識」72名，「コミュニケーション能力」45名であった．【考察】多くの患者が培養士からの説明を必要と考えており，医

師と直接受精卵を扱う培養士の両者から説明を受けることで理解が深まり，安心感が得られているようである．当院では人

職から2年目以降に患者説明を行っているが，継続的なトレーニング方法は確立していない、患者に，より理解・納得して
頂くため，知識・技術が十分であることはもちろん，口施設でのグレード別妊娠率などのデータを正確に分析し，学会等の

最新の情報も把握しておく必要がある．そのため，今後はアンケートをもとに患者満足度の高い情報提供ができる培養士の

育成に取り組んでいきたい．

P－372 当院で実施している胚培養士外来について

○古橋　孝祐，緒方　洋美，片田

　岡本　恵理苔口　昭次，塩谷
　英ウィメンズクリニック

雄也，角本　知世，十倉　陽子，山田　　聡，緒方　誠司，水澤　友利，松本由紀子，

雅英

【目的】患者に配偶子及び受精卵の情報を提供することは極めて重要である一方で，配偶子及び受精卵を扱う胚培養上が直

接患者に説明する機会は少ない．当院では2011年6月に胚培養士が直接患者に説明する場として培養士外来を開設した．
今回，当院の胚培養士外来の現状を考察したので報告する．【方法】検討（1）2011年10月～2012年5月に胚培養士外来を
訪れた171人の患者を対象とし，A：患者の内訳，　B：妻の年齢・採卵回数・培養士外来受診回数，　C：所要時間，　D：具体

的な質問内容について集計した．検討（2）2012年4月～5月に胚培養士外来を受診した21人の患者を対象に外来後にアン
ケートを実施した．【結果】検討（1）Al患者の内訳は，妻のみ50．4％，夫婦4＆7％，夫のみO．9％であった．B：妻の平均
年齢は37．8±4．8歳平均採卵回数は3．2±5．1回，平均胚培養i士外来受診回数はL1±O．4回であった．C：平均所要時間は42．4±

18．6分であった．D：具体的な質問内容は，受精卵の状態についてが最も多く次に今後の治療についてなどがあった．検討

（2）アンケートの回収率は87．5％であった．アンケートに対する回答は，A：外来受診後の感想については，とても良かっ

た66．7％，まあまあ良かった33．3％であった．B：胚培養上の説明については，とてもよく分かった71．4％，まあまあ良く

分かった2＆6％であった．C：胚培養士の対応については，非常にr寧だった95．2％，まあまあ丁寧だった4．8％であった．

【考察】今回外来後に実施したアンケートではいずれの質問に対しても高評価であったことから，胚培養士が直接患者に情

報提供をする機会を設けることは，患者にとって治療の一一助となることが考えられた．また，胚培養士にとっても直接患者

に接することにより患者の気持ちも理解できモチベーションの向上にも繋がるものと考えられた．
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P－373　不妊患者がよく訴える身体症状に対する低反応レベルレーザー治療（LLLT）の効
　　　　　　果

○白石　美穂，景浦　瑠美，村上　亜紀，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　矢野産婦人科IVFセンター

【目的】低反応レベルレーザー治療（LLLT）により不妊患者がよく訴える肩こり，冷え症，生理痛などの身体症状が改善す

るか検討した．また，四肢末端の温度変化をサーモグラフィーにより分析した．【対象と方法】レーザー装置はメディレー

ザーソフト（Mochida　LUKETRON　MLD－1002）および日本医用レーザー研究所製OhLase　HT2001を使用した．治療器先
端を左右の星状神経節近傍および膀上部，子宮，左右の卵巣周辺に接触してレーザーを照射した．1．患者（n＝45）が日常
的に自覚している身体症状の程度をVAS（visual　analogue　scale）により評価した．「症状が全くない」をVAS値Omm，「症

状が最も強い」をVAS値100mmとして，被験者がスケール上に示したVAS値を看護師が記録して検討した．2．体表面
温度スクリーニングサーモグラフィ（Thermo　Shot　F301S：NEC）を用いて，　LLLT前後における四肢末端（両手，両足）の

温度変化を検討した（n＝10）．【結果】1．主な身体症状（n＝45）におけるLLLT（前一後）の平均VAS値（mm）は冷え
症（62．9－33．8），肩こり（61．5－36．4），発汗（54．9－27．7）．易疲労（47．1－29．7），頭痛（46．8－19．7），目の疲労（45．6－32．2），月経

前緊張症（45．5－18．0），便秘（44．8－19．4），生理痛（43．5－20．7），イライラ（43．1－23．6）であった．全ての症状において治療後

のVAS値は有意に低下し（P＜0．05），症状が改善した．2．LLLT前および後の平均温度は272℃および28．1℃で09℃上昇
した．【考察】LLLTは血行改善などの効果により不妊患者を悩ませている身体症状を軽減し，今後の不妊治療をサポート
すると思われた．

P－374　妊娠期黄砂エアロゾル曝露による胎仔への影響と雄性出生仔生殖機能への影響

○吉田　成一1，Miao　Hel），嵐谷　奎一2），市瀬　孝道1）

　P大分県立看護科学大学看護学部，2）産業医科大学医学部

【目的】近年，黄砂による健康被害として，アレルギー性の喘息や鼻炎の増悪，呼吸器疾患や循環器疾患に起因する入院患

者数や死亡率の増加などが明らかにされている．一方，我々は，妊娠マウスへの浮遊粒子状物質の曝露により造精機能の低

下や精子形態の奇形率の増加などが生じ，雄性生殖機能に影響を与えることなどを明らかにしてきた．しかし，胎仔期に黄
砂エアロゾルの曝露による胎仔および出生仔への影響は明らかになっていない．そこで本研究では，日本に飛来した黄砂エ

アロゾルを妊娠マウスに曝露し，胎仔発育への影響及び雄性出生仔の生殖機能への影響を検討した．

【方法】ICR系妊娠マウスに黄砂エアロゾルを気管内投与（妊娠7日目及び14日目に200pg／匹を投与）し，出産率や産仔

数性比など出産産仔への影響を検討した、また，雄性出生仔の雄性生殖機能を評価した．なお，本研究は，大分県立看護
科学大学研究倫理・安全委員会の審査，承認を得て実施した．

【成績】胎仔期黄砂エァロゾル曝露による出産率，出生仔の性比などへの影響を解析したところ，出生仔の性比は対照群と

比較して黄砂エアロゾル曝露群において雄の出生比がO．54から040に減少した（p＜O．05）．また，10週齢の雄性出生仔に

ついて，精巣機能および精子性状を解析したところ，精子産生能が対照群と比較して黄砂エアロゾル曝露群において約27％
低下した（p＜0．05）．さらに，精子性状についても胎仔期黄砂エアロゾル曝露により一部指標で悪化することが明らかになっ
た．

【結論】妊娠マウスが黄砂エアロゾルの曝露を受けると，雄性胎仔の発育に悪影響が及ぶとともに，出生仔の雄性マウスの

雄性生殖機能を悪化させることを明らかにした．

P－375　不妊患者の卵子提供に対する意識：第三者の関与する生殖補助医療に関するアン
　　　　　　ケート調査の結果から

○島薗　洋介，日比野由利

　金沢大学医薬保健研究域医学系環境生態医学・公衆衛生学

【目的】日本では，晩婚化・晩産化に伴い不妊カップルが増加しており，生殖補助技術（ART）も急速に普及した．しかし，　ARTにかんする

法規制はなく，ARTのルールや仕組みの整備が緊急の課題となっている，その際不妊当事者の意識や見解を十分に把握することは，望まし

い生殖医療のあり方を考える上でも重要である．そこで，我々はとくに第三者の関与する補助生殖医療に対する不妊当事者の意識を明らかに

するため，アンケート調査を実施した．本発表では特に卵子提供に関する調査結果を中心に報告する．

【方法】金沢大学医学部の倫理委員会の審査を経た上で調査を実施した．2011年11月中旬から，国の特定不妊治療費助成施設のうち協力の得

られた65病院を通して合計7，309票の自記式調査票を配布した．3月．ヒ旬までに2，007票を患者個人からの後納郵便で回収した（回収率27％），

【結果】「既に卵子提供を受けたことがある」としたのは3名のみだったが，全体の118％が今後卵子提供を受ける可能性があると回答した．

この割合は，主な不妊原因に「早発閉経」（O、8％）や「加齢」（22，3％）を挙げた人々のあいだでさらに高かった（23．5％，38．6％）．また，卵

子提供受けるかもしれないと回答した人々は157．5％は海外で卵子提供を受ける可能性があるとした，最も望ましい卵子提供者としては，「姉

妹」（65．％）が最も多く挙げられた．しかし，卵子提供受けるかもしれないと回答した人々に限ってみると，「姉妹」（50，8％）以外の選択肢

一
「匿名の卵子ドナー」（28．0％）や「余剰卵」（14．0％）一を挙げる人々が相対的に多かった．

【結論】不妊当事者の高齢化に伴い今後卵子提供へのニーズの増加が予測される，国内での実施困難な現状が続く場合，海外での卵子提供を受

ける生殖ツーリズムが盛んになる可能性もある．子どもの福祉や身体の商品化などの問題に配慮した上で，国内で卵子提供のニーズに対応す

る体制を整えていく必要がある．
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P－376 筋腫合併不妊症患者における筋腫核出術の意義について

○安里こずえ，平敷　千晶，

　琉球大学医学部産婦人科

銘苅　桂子，青木　陽一

目的：当院初診となった筋腫合併不妊症患者の治療転帰を調べ，筋腫核出術の意義に関して検討すること．方法：2006年1

月から2011年12月まで，挙児希望にて当科初診となった筋腫合併不妊症患者で最低3か月間フォローアップ可能であった
73例を対象とした．当院での核出術の適応は，1．内膜圧排が著明である症例，2．筋腫による卵管閉塞が疑われる症例，3．

筋腫により経膣超音波での卵巣描出が困難で，経膣採卵や卵胞モニターが困難な症例とした．筋腫核出術を施行した群（21

例）の治療成績と，手術を施行せず不妊治療を行った群（52例）の治療成績に関して後方視的に検討した．結果：核出群と
非核出群で，平均年齢（36．8vs．372歳）．不妊期間（3．3　vs．3．8年），筋腫最大径（69．7　vs．56．8　mm），筋腫の個数などの患

者背景に有意差はなく，筋腫の場所にも一定の傾向はなかった．それぞれの臨床的妊娠率は19．1vs．　442°／o，　p＝O．061，生児

獲得率は10．5vs．34％，　p＝O．071で有意差を認めなかった．また，妊娠症例の予後を検討したところ，核出群と非核出群で

流産率（Ovs．25％），早産率（Ovs．8．3％），帝王切開率（100vs．41．7％）に差をみとめなかった．手術を施行しなかった例

で，妊娠群と非妊娠群にわけて検討したところ，筋腫の大きさ，不妊期間，経産回数で臨床的妊娠率に差はなかったが，年
齢37歳未満（60　vs．　29．6％，　p＝O．026），筋腫以外に不妊因子のない症例（72．7　vs．　35．6％，　p＝O．044）で妊娠率が有意に高かっ

た．結論：自験例の検討では，筋腫核出群と非核出群で臨床的妊娠率と生児獲得率は同等で，妊娠例の周産期予後も差がな

かった．若年で筋腫以外の不妊原因がない場合は，核出術をしなくても良好な妊娠率が得られており，手術の適応に関して

は慎重に判断すべきである．

P－377 ART妊娠における分娩時出血量の調査

○中村　友紀，山崎　香織，杉原

　浜松医科大学産婦人科学教室
一廣，金山　尚裕

【目的】近年，生殖補助医療（ART）後妊娠では，母児の有病率が上昇する可能性が指摘されている．とりわけ，　ART後妊

娠症例の分娩時に出血量が多いとの統計結果がいくつか報告されているが，その原因や病態は明らかではない．今回我々は，

当院のデータベースを用い，ARTと分娩時出血量の関係を検索した．【方法】2009年6月～2012年2月の期間に当院で出
産された妊婦を対象として，ART群（76人），　AIH群（28人）と同一年齢の自然妊娠群（641人）に分類し，分娩様式と
分娩時出血量を比較検討した．【結果】ART群，　AIH群，自然妊娠群全体の分娩時平均出血量は966．8±1126．0（SD）g，674．3±

642．2g，530．（）g±432．9であった．　ART群は有意に出血量が多かった（P＜ODI）．帝王切開症例では，　ART群，　AIH群，自

然妊娠群は，619．8±649．5g，640．5±1503g，484．6±415．4gであり，3群問に有意差を認めなかった．一方，経膣分娩例では

ART群，　AIH群，自然妊娠群は，1205．9±1315．5g，709．9±687．Og，552．2±4399gであり，　ART群は有意に出血量が多かっ

た（P＜0．05）．【結論】体外受精で妊娠した場合には経膣分娩の分娩時出血量が優位に多く，慎重な周産期管理が必要である

ことが示唆された．受精卵の質，移植条件ならびに胎盤の病理所見と分娩時出血量の関連についての検討も現在行っており，

発表時に追加報告を行う．

P－378 不妊女性のBMI（Body　Mass　Index）が妊娠にあたえる影響

○船曳美也子L2），田口早桐2），林　輝美夙多田佳宏1㌧北宅弘太郎川，
　1牙一ク住吉産婦人科，L））オークなんばレディースクリニック

中村　嘉孝D

　世界保健機構ではBMI≧30を，日本肥満学会ではBMI≧25以上を肥満と定義している．今回我々は日本肥満学会の分類
に基づいて，BMIが不妊治療に与える影響を検討した．対象：2006年6月より2010年3月の間に不妊治療を行った859名
の患者を日本肥満学会の基準で，低BMI（＜18．5）群（n＝152），　BMI正常（1＆5≦，〈25）群（n＝648），高BMI（≧25）
群（n　・・　59）の3群に分類した．また非IVF治療（n　・＝　421）とIVF治療群（n＝438）に分類した．方法：各群の妊娠率，継

続妊娠率と流産率を求め，Student’s　t検定，　Pearson’s　chi　square　testを用いた．結果：BMI正常（440／648，67．9％）に比

べ高BMI（32／59，54．2％；p〈O．05）は有意に妊娠率が低く，低BMIは有意な影響を与えなかった．　IVF治療群において，

高BMI（nニ34）は正常BMI（n＝332）より低い傾向の妊娠率（11／34，32．3％vs．117／332，35．2％）と低い傾向の継続妊
娠率（6／ll，54．5％vs．99／117，84．6％），また高い流産率（5／11，45，4％vs．18／117，15．3％）と低い受精率（164／301，52．5％

vs．2257／3898，57．9％）を示し，獲得卵子数も有意に低く（88　vs．11．7；p＜O．05），形態良好胚数も減った（47／116，40．5％

vs．873／1517，575％：p＜O、05）．結論：肥満は妊娠に不利な影響を与える．　IVFの高BMI群では，獲得卵子数が減少し，

また胚の質も低下した．正常群と高BMI群では着床率に差がなかったが，形態不良胚の増加が高BMI女性の不利な結果に

つながった可能性がある．
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P－379　不妊外来における子宮頸部・内膜細胞診異常一632名の検討から

○宮田あかね，吉田　丈児，吉丸　真澄，片野坂潤子，岡崎　雅子，内田　明花，仲村　　勝，小川真里子，兼子　　智，

　石川　博通，丸茂　　健，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

【目的】不妊女性における子宮頸部あるいは内膜細胞診異常の頻度や，異常例の転帰に関する報告は少ない．そこで今回我々

は，不妊症女性における細胞診異常に関して検討を行った．【方法】2010年1月から2011年12月までの2年間に，当院リ
プロダクションセンターを不妊を主訴に受診した初診女性患者632名を対象とした．スクリーニング検査として施行された
子宮頸部および内膜細胞診における異常所見の頻度と治療の有無，妊娠の有無について診療記録を後方視的に調査した．【成
績】対象患者の年齢中央値は36歳（22～48歳）であり，子宮頸部細胞診は581例（91．9％），子宮内膜細胞診は505例（79．9％）

に施行されていたN子宮頸部細胞診異常は15例（2．4％）に認め，ASC－US　6例（40．0％），　LSIL　5例（33．3％），　HSIL　4例

（26．7％）であった．今回の検討期間には，子宮内膜細胞診異常例はなかった．子宮頸部細胞診異常15例のうち治療を施行

したのは3例であったがいずれも妊娠に至らなかった．子宮頸部細胞診異常15例中6例が妊娠し1例は初期流産，当院で
管理した2例では妊娠中の合併症は認めなかった．【結論】子宮頸部細胞診異常の頻度は，従来報告されている一般検診で

の異常検出率より若干高値であり，対象年齢がやや高いというバイアスはあるものの，不妊外来における子宮頸部細胞診検

査の重要性が確認された．また，不妊女性患者に細胞診異常が認められた場合，無治療で妊娠を目指すべきか，あるいは治

療を並行して行うかは議論がある．今回の検討では例数が少なく結論はだせないが，妊娠例はいずれも無治療例で，治療例

での妊娠例はなかった．生殖医療担当医は婦人科医療担当医と連携して，細胞診異常の程度，年齢や不妊治療の状況に応じ
た対応をすることが重要であると考えられた．

P－380　月経前気分不快障害（PMDD）症状評価票による診断と薬物療法の効果判定

○熊耳　敦子］），佐藤　孝道12｝

　1）明理会中央総合病院婦人科，2）武久レディースクリニック

【目的】PMDDは，米国精神医学会DSM－4によって，主として症状のクライテリアから定義されたものが診断基準とされ
る．症状の強さは「仕事や学校，通常の活動や周囲との関係が障害される」程度とされるが，その具体的な評価法はない．

症状の強さを医療者・患者自身が正当に評価できないことが問題であると考え，我々は，痛みの評価に用いられる0から10

の数値評価スケール（NRS）で症状を記録するPMDD症状評価票を開発し，その有効性を確認した．今回，評価票により
PMDDと診断された患者に対し，選択された薬物療法の有効性について評価票を用いて検討した．【方法】2010年8月から

2012年3月までの20カ月間に，PMDD様主訴で関東地域2施設を受診したものにPMDD症状評価票を手渡した．記人が
得られた16症例のうち，PMDDと診断された10症例を検討対象とした．薬物療法の選択は，症例の臨床背景を考慮し，
PMDDに有効とされているピル，　SSRI，漢方，等の中から担当医師が適切であると考えた薬剤を提示して，症例の服用意
思を確認した上で投与を開始した．評価票においてNRS≧5を症状が強いと判定し，強かった症状の項目数を薬物療法の前
後で比較した．【成績】10症例に対する薬物療法の内訳は，ピル単独群2例，SSRI＋ピル群1例，漢方単独群2例，漢方＋

カルシウム群5例であった．全ての症例において，薬物療法を開始した後PMDD評価票における症状が強い項目数は減少
した．【結論】PMDD症状評価票によりPMDDと診断された場合，適切な薬物療法を選択することにより，　PMDD症状は
十分に改善されることが示唆された．的確に診断した上で，定型的ではなく，患者に合った薬剤を選択することが有効な治
療につながると考える．
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基礎2（卵巣）

子宮内膜症

看護・カウンセリング

排卵誘発
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開始　終了

13：45～14：39

11　：01～11　：46

15：15～16：00

13：00～13：45

15：54～16：48

15：00～15：54

13：45～14：30

14：39～15：24

8：40～　9：34

15：00～15：54

9：40～10：25

15：54～16：39

15：24～16：09

13：00～13：45

9：40～10：25

16：09～16：54

9　：34～10：19
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座長 演題分類 演題番号 日付

　口生殖医会誌57巻4号

会場　　　　　開始　終了

目

三浦　清徳

固

森田　峰人

固

矢野　　哲

山口　耕平

団

梁　　善光

その他

診断・検査

高齢不妊

男性不妊（臨床）2

子宮腺筋症

0－098～0－101

0－009－－O－014

0－020～O－023

0－088～0－092

0－006～0－008

11月9日（金）

11月8日　（木）

11月8日（木）

ll月9日（金）

ll月8日（木）

第5会場

第4会場

第5会場

第5会場

第4会場

16：00～16：36

10：52～11　：46

10：25～11　：01

14：30～15：15

10：25～10：52



一

　（五十音順）



　平成24年10月1日

※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

自

Bader，　Jessica　O－072

Bilasy，　Shymaa　E．　O－069

Brosens，　Jan　J　O－073

Bulun，　Serdar　O－027

回

Dyson，　Matthew　O－027

囹

Ganbat，　Gereltsetseg　P－175，

　　　　　　P－176，P－177

Gargett，　Caroline　O－076

H
He，　Miao　P－374

■

Irahara，　Minoru　P－177

1wasa，　Takeshi　P－177

囚

Keller，　Patrick　O－028

Kinouchi，　Riyo　P－177

皿

Matsuzaki，　Toshiya　P－177

Meyer，　Ralph　G．　0－072

Meyer－Ficca，　Mirella　L．

　　　　　　0－072

Monsivais，　Diana　O－027

団

Nakazawa，　Hiroshi　P－177

回

Quenby，　Siobhan　O－073

囹

Schultz，　Richard　M．　0－072

団

　　一　般　演　題

Venkatakrishnan，　Radha　O－073

囲

Word，　Ruth　Ann　O－028

固

合阪幸三　　〇－045

相野谷陽子　P－180

青井陽子

青木　愛

青木大輔

青木　学

青木洋一

青木陽一

青野一則

青葉幸子

青柳さやか

青柳奈央

青山直樹

赤井麻里子

赤澤由起子

赤星孝子

赤松芳恵

秋谷　文

秋山　誠

秋吉俊明

明楽重夫

阿久津英憲

浅井のりこ

朝倉寛之

浅田裕美

浅田義正

0－013，0－109，

P－043，P－194，

P－360，P－363，　P－370

P－076

0－107，P－320，

P－334，P－335，　P－336

P－288

0－020，P－245

P－376

P－281

P－243，P－255，

P－284

P－076

0－040，0－059，

P－022，P－159，　P－282

0－Ol8，0－022

0－097

0－052

0－087，P－120，

P－151，P－256，

P－267，P－268，　P－269

P－007，P－126，

P－137，P－203

0－055，P－290，

P－333，P－338，　P－340

0－007

P－059，P－060，　P－127

0－048，P－140

P－161

0－012，P－202

0－100，P－046，

P－308，P－350

0－050，0－074，

P－220

0－033，0－037，

安里こずえ

浅野美幸

東　治人

東　幸弘

東口篤司

阿部　崇

阿部未聖

阿部　睦

安部裕司

阿部若菜

天田千尋

天野ちはる

天野俊康

天野奈美子

網　和美

新井　学

荒川　修

荒木晃子

荒木　淳

荒木康久

荒木泰行

嵐谷奎一・

荒瀬　透

有地あかね

有馬　薫

安藤一道

安藤智子

安藤寿夫

安藤　慎

安藤正明

335（479）
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■

飯倉絵理

飯島将司

飯泉文香

飯田拓也

五十嵐健治

五十嵐敏雄

五十嵐秀樹

伊木朱有美

生田あかね

生田克夫

井口裕樹

井口めぐみ

伊熊慎一・郎

池内隆人

池上加代子

池上美希

池澤有加

池田桂子

池田千秋

池田伴衣

池田万里郎

池田　稔

池田ゆうき

池邉慶子

池間　鈴

井坂恵一

石井　愛

石井和史

石井康夫

石川智則

石川智基

石川弘伸

石川博通

石川雅一

P－183，P－208

0－070，0－085

P－056，P－088，

P－090，P－113

0－107，P－334，

P－335

P－097

0－008，P－242

P－080，P－166

P－319

P－076

P－tg7

0－092

P－173

0－011，0－017，

0－087，P－031，

P－120，P－151，

P－191，P－210，

P－256，P－267，

P－268，P－269

P－253

0－031，0－038，

P－012

0－058，P－075，

P－098

0－031，　O－038，

P－Ol2

P－179，P－182

P－001，P－087，

P－292

P－069

P－254，P－280

0－089

P－164

P－071，P－082

P－067

P－015，P－250

0－084

P－276

0－036，P－106

P－240

P－262

0－053，P－205

P－214，P－217，

P－274，P－379

P－184，P－224，　P－337

石川雅彦

石田恵理

石田智子

石田佳江

石塚文平

石野史敏

石橋和見

石橋英俊

石原　理

石松正也

石丸忠之

石山　舞

石山めぐみ

石渡　勇

石渡　巌

石渡恵美子

石渡千恵子

出原麻里

和泉俊一郎

泉　陽子

泉谷知明

五十畑葵

井田　守

板垣和子

板倉彰子

板倉敦夫

板橋詠子

板谷雪子

市岡健太郎

市川　剛

一瀬俊一郎

市瀬孝道

出居貞義

糸井史陽

伊藤啓二朗

伊藤知華子

P－318

P－132

P－014，P－114，　P－204

P－110

0－046，0－049，

P－156，P－163，

P－213，P－315，

P－327，P－330，　P－355

P－158

P－085，P－294

P－329

0－025，P－223

P－149

P－238

P－261

0－046，0－049，

P－327

P－173

P－173

P－173

P－173

P－265

P－364

0－015，0－016，

P－006，P－121，

P－122，P－123．

P－124，P－153，

P－155，P－252，

P－303，P－304

P－231

P－122，P－123，

P－153，P－155

P－128，P－135，　P－187

0－020

P－337

P－223

0－080，P－092

P－211

0－112

0－026

P－211

P－374

0－086，0－088，

P－353

0－033

P－007，P－126，

P－137，P－203，　P－264

P－306

日生殖医会誌57巻4号

伊藤千鶴

伊藤直樹

伊東宏絵

伊東裕子

伊藤史子

伊藤文武

伊東雅子

伊藤正信

伊藤正則

伊藤真理

伊東宗毅

伊藤由紀

伊藤　蘭

糸数　修

稲垣　昇

猪野友香里

井上　彩

井上　治

井上須美子

井上卓也

井h朋子

井上正樹

井上正人

井ヒ善仁

井庭裕美子

猪鼻達仁

井原基公

井平　圭

伊福光枝

今井和美

今井　伸

今尾哲也

今城昭史

今野　彰

今村静香

今村健仁

苛原　稔

入江　隆

O－068，P－251

P－279

P－Ol5，　P－250

0－028

P－174，P－241

0－007

P－061，P－062，

P－105，P－190，

P－296，P－305，

P－325

P－024，P－111

P－156，P－163

P－003，P－138

P－211

P－208

P－351

P－115

0－086，0－088

0－057，P－200

P－319

P－161，P－169，

P－320

P－027，P－361

P－119

P－007，P－126，

P－137，P－203，　P－264

0－103

P－049

P－246，P－307

0－034，P－162

0－035，P－018

0－072

P－112，P－247，

P－323

0－066，0－084，

P－036，P－052

P－067

P－243，P－255，

P－284

P－271

0－034，P－162

P－086

P351
P－238

0－051，P－037，

P－100，P－157，

P－175，P－176

P－321
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子
武
美
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妙

　
朋

城

佐
佐
佐

山
石　
山
石
　
山
石
　
山
石

岩坂　剛

岩崎　晧

岩崎聡美

岩崎信爾

岩崎　遥

岩下光利

岩瀬　明

岩田京子

岩田未菜

岩月正一郎

岩橋和裕

岩原由樹

岩部富夫

岩政　仁

岩本武夫

岩本晃明

岩本豪紀

岩山　宏

囹

上垣　崇

上田一之

上田昌美

上田美奈子

上田泰子

上野桂子

上野　智

上野紗也香

上野奈緒子

上野ゆき穂

上原　尚

植松真希子

宇佐美恵子

宇佐美友希

臼井　彰

臼井　溢

P－250

P－175，P－176

P－250

0－064，P－055，

P－291

P－033，P－040

P－254，P－260，

P－278，P－280

P－033，P－040

P－002，P－030

P－027，P－361

P－218

0－105，P－165，

P－326，P－328

0－034，P－162

P－240

P－253

P－029，P－057

P－240

P－172，P－232

P－285，P－293

0－031

P－008

0－104，P－225，

P－324

P－261

P－172，P－232

P－216

P－102

0－034，P－162

P－059，P－060，　P－127

P－352，P－358，　P－359

0－063

P－004，P－009，

P－Ol7，　P－020，

P－103，P－116

P－039，P－349

P－348

P－115

P－013

P－345

P－047，P－053，

P－091

P－332

0－058，P－075，

P－098

臼田三郎　　P－015

宇田智浩　　P－112，　P－247，

　　　　　　P－323

宇田川康博　P－296，　P－305，P－325

内出一郎　　P－299

内川順子　　0－062

内田昭弘　　0－094，　O－096，

　　　　　　P－108

内田玄祥　　0－097，P－013

内田明花　　0－077，P－214，

　　　　　　P－21　7，P－379

内田　浩　　0－077，P－320

内田将央　　0－112

内田律子　　0－097，　P－013

内野貴久子　P－241

内野聡美　　0－025

内村慶子　　P－071，　P－082

内山一男　　O－063

宇津野宏樹　0－062

宇津宮隆史　0－004，0－028，

　　　　　　0－043，P－079，

　　　　　　P－101，P－131，

　　　　　　P－133，P－352，

　　　　　　P－358，P－359

宇津宮由布子　P－168

内海靖子　　P－250

宇都博文　　0－081，P－130，

　　　　　　P－309

祖母井英　　P－110

楳木美智子　P－044

梅崎絵梨　　P－134

梅澤明弘　　P－169

梅本雅彦　　P－298

梅本幸裕　　P－253，P－265

浦野晃義　　P－132

瓜田麻由美　0－OlO

困

江頭昭義

江頭活子

江川恵子

頴川　晋

江口智子

江口二郎

江口明子

江副郁恵

0－030，0－066，

0－084，P－036，

P－052，P－186

P－246，P－307

P－356

P－288

P－141

P－127

P－024，P－111

0－064，P－055，

枝松裕紀

枝元直子

江夏徳寿

圓成寺真見

遠藤俊明

遠藤雄史

題

黄木詩麗

大井なぎさ

大石　元

大内久美

大浦訓章

大條淳子

大垣　彩

大久保和俊

大久保毅

大河内俊洋

大越唱子

大沢政巳

大澤真穂

大澤淑子

大下里衣

大島　綾

大島裕子

大須賀智子

大須賀穣

太田茂之

大田昌治

太田浩子

太田博孝

大高　究

大津英子

大塚未砂子
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P－291

0－069

P－180

0－069，0－091，

P－277，P－286

P－008

P－179，P－182

P－257，P－259，

P－301

O－061，P－041

P－054

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244，P－312

P－150

P－208

0－097

P－078，P－128，

P－135

0－112

P－005

P－112，P－247，　P－323

P－076

P－306

P－013

0－015，0－016，

P－121，P－122，

P－123，P－124

P－229

P－047，P－053，　P－091

P－049

0－105，P－165，

P－326，P－328

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244，P－312

0－086，0－088

0－104，P－225，

P－324

P－178

P－237

0－OIO，　P－299

0－004，P－079，

P－101，P－133

0－066，0－084，

P－036，P－052，
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大月順子

大坪　瞳

大西洋子

大野浩史

大場　隆

大場奈穂子

大橋いく子

大橋浩栄

大橋正和

大濱尚子

大林伸太郎

大原　健

大原知子

大原基弘

大平千愛

大堀　賢

大道正英

大村直輝

大桃幸夫

大谷香央里

大八木知史

岡　賢二

岡　親弘

岡　奈緒

岡井　崇

岡垣竜吾

岡崎雅子

岡田桂輔

緒方誠司

岡田尚巳

岡田尚子

岡田英孝

岡田　弘

岡田浩典

P－186，P－347

0－093，0－109，

P－354，P－370

0－066，0－084，

P－036，P－052

P－007，P－126，

P－137，P－203，　P－264

0－040，0－059，

P－022，P－159，　P－282

P－174，P－241

P－200

0－019，P－095，

P－373

P－081

P－270

P－029，P－057

0－005

P－211

P－004，P－009，

P－017，P－020，

P－103，P－ll6

P－096

P－102

P－273

P－227，P－233，　P－248

P－096

P－081

P－200

0－075，P－308，

P－322

0－062

P－125，P－206

P－102

P－030

P－223

P－214，P－217，　P－379

0－069，0－091，

P－277，P－286

0－OOI，0－056，

P－028，P－058，

P－072，P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－372

P－329

P－134

P－171

0－086，0－088

P－329

緒方洋美

岡田潤幸

岡田真紀

岡根夏美

岡野真一郎

岡部綾美

岡部公香

岡部美紀

岡部美咲

岡ヰ†佳貝‖

岡本愛光

岡本恵理

岡本純英

岡本直樹

岡本　一

岡本真知

岡本恭行

岡本吉夫

小川誠司

小川真里子

沖　利通

荻野　舞

荻野弓希子

荻野友貴子

沖村匡史

奥　裕嗣

奥井　静

奥島美香

奥田　剛

奥田英伸

奥津美穂

奥野　隆

奥村典子

小栗久典

尾崎智哉

尾崎康彦

0－056，P－028，

P－058，P－072，

P－083，P－198，　P－372

P－239

P－220

P－173

P－014，P－114，

P－204

P－229

0－067

P－102

P－256，P－267，　P－268

P－174，P－241

P－183，P－208

0－001，0－056，

P－028，P－058，

P－072，P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－372

P－059，P－060，　P－127

0－049，P－315

P－180

P－318

0－086

0－083

P－161，P－169

P－214，P－217，　P－379

0－082

P－164

P－184，P－224，

P－337

P－357

0－063

P－067

0－111，P－029，

P－342

0－111，P－029，

P－342

P－002，P－030

0－083，P－263

P－077

0－022

P－161，P－169

0－037，P－022，

P－097，P－159，　P－201

P－056，P－088，

P－090，P－113

0－005

　　　　日生殖医会誌57巻4号

尾崎由美　　P－287，P－289

尾嶋真由子　P－146

小代裕子　　P－021，　P－049

小田英之　　O－077

越知正憲　　P－048，P－061，

　　　　　　P－062，P－105，

　　　　　　P－152，P－190，

　　　　　　P－192，P－196，　P－351

落合尚美　　0－008，P－242

小野修一　　〇－048，P－140

小野雅子　　P－351

小野政徳　　0－027

小野光樹子　P－029，P－057

小野賀大　　P－233

小畑清一郎　0－045

小原由香子　P－366，P－367，

　　　　　　P－368，P－369

折出亜希　　P－178

恩田貴志　　P－184，P－224，　P－337

恩田知幸　　P－005

囲

カーンカレク　P－238

甲斐健太郎　P－235

甲斐義i輝　　O－034，　P－162

貝嶋弘恒　　0－036，P－034，

　　　　　　P－106

柿沼敏行　　0－027

景浦瑠美　　P－095，　P－373

笠井真子　　P－086

梶原　健　　O－025，　P－223

加嶋克則　　P－050，P－317

梶原多恵子　P－099，　P－207，P－343

可世木久幸　P－364

片岡久美恵　P－146

片岡徹　0－069
片岡信彦　　P－198

片桐由起子　0－021，0－044，

　　　　　　P－051，P－289，　P－313

片田雄也　　P－083，　P－372

片野坂潤子　P－214，P－217，　P－379

片渕秀隆　　P－174，P－241

片山佳代　　P－047，P－053，　P－091

勝井政博　　P－274

勝股克成　　O－022

加藤恵利奈　0－026

加藤修　O－018，　O－022，

　　　　　　0－063
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加藤恵一

加藤智啓

加藤友康

加藤道高

加藤由香

加藤由起

加藤祐美

加藤喜健

加藤利奈

門田貴子

金崎春彦

金澤朋扇

金谷美加

金谷美希

金山尚裕

可兇知加子

金子京子

兼子　智

金子志麻

兼子由美

金子芳子

加納博美

樺山彩香

鎌田泰彦

鎌田八代生

釜本早紀

上條桂一

上條浩子

上畑みな子

神谷恵理

神谷奈々

神谷博文

神谷浩行

O－018，0－022，

0－063

P－315

0－102

0－040，0－059，

P－022，P－159，

P－282

P－120，P－256，

P－267，P－268，

P－269

P－038

P－049

P－260，P－266，

P－275，P－278，

P－280

P－305

0－093，P－354，

P－370

P－178

P－092

0－Ol2，　P－202

P－074，P－209

P－377

P－152

0－093，P－354，

P－370

0－068，P－214，

P－217，P－379

P－085，P－294

P－056，P－088，

P－090，P－113

P－191

0－037，P－201

P－110

0－024，P－145，

P－146，P－341

0－034，P－162

P－119

0－012

P－306

P－048，P－061，

P－062，P－105，

P－152，P－190，　P－351

P－074，P－209，　P－211

0－036，P－106

P－074，P－209，

P－279，P－297

P－253

神山　茂

亀井里砂

亀田知美

鴨井舞衣

鴨下桂子

嘉本寛江

茅木千明

唐木田貴子

唐松美佳

河井清佳

川内博人

川上佐智子

川上典子

川口里恵

川窪雄一

川越雄太

川崎彰子

川崎奈美

川崎裕美

川島美智子

川嶋美智子

河内谷敏

河津　剛

河西美和

河野絢子

河野康志

川野由紀枝

河原佳奈

川邉紗智子

河邉史子

河村和弘

河村寿宏

川村　良

川村悠喜

川元美里

菅　愛佳

神崎秀陽

神田真由美

神田理恵子

菅藤　哲

P－212，P－295

P－352，P－359

0－106

P－143，P－181

P－183，P－208

0－008，P－242

0－097

P－150

P－008

P－337

P－184，P－224，　P－337

P－014，P－114，　P－204

0－Ol3，0－109，

P－043，P－194，

P－360，P－363

P－183，P－208

P－071，P－082

P－315

P－180

0－018

P－024，P－111

P－041

0－061

0－022

0－014

0－097

P－352，P－359

P－168，P－234，　P－236

P－168，P－235，

P－236

P－332

P－227，P－233，

P－248

P－352

0－046，0－049，

P－156，P－163，

P－213，P－315，

P－327，P－330，　P－355

P－096，P－364

P－189

P－119

P－347

P－095

P－171

P－076

P－189

P－008，P－283

圏

木内　寛

菊地　盤

菊地裕幸

菊地真理子

菊本晃代

貴志瑞季

岸田拓磨

木須伊織

北　直喜

喜多伸幸

北岡芳久

北川武司

北川晴香

北川浩明

北川雅一

北坂浩也

北澤正文

北島道夫

北出真理

北見和久

北村修一

北村誠司

北村　衛

北元香菜子

北宅弘太郎

北脇　城

吉川史隆

城戸京子

木戸雅人

絹谷正之

木内理世

木下和雄

木下勝治

木下孝一

339（483）

0－083，P－263

0－020，P－245

P－117，P－371

P－223

P－085，P－294

P－004，P－009，

P－017，P－020，

P－103，P－116

P－063

0－106，0－107，

P－334，P－335，

P－336

P－180

0－099，P－032

P－344

P－025

P－067

P－221，P－316，　P－339

P－047，P－053，　P－091

0－040，0－059，

P－022，P－159，

P－282

0－Ol4

P－238

0－020，P－245

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

P－109

0－081，P－1　30，

P－309

0－021，0－044，

P－051，P－110

P－073，P－129

0－079，P－193，

P－310，P－378

0－007

0－105，P－165，

P－326，P－328

0－004，P－079，

P－101，P－133

P－288

P－014，P－114，　P－204

P－175，P－176

0－065

0－053，P－205

P－296，P－325
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木下俊彦

木下裕巳子

木村　正

木村文則

木村真智子

木谷　保

京野廣一

清川麻知子

清須知栄子

桐明千晶

金城　洋

■

久我　彰

草開恵里子

久慈直昭

櫛野鈴奈

楠木　泉

楠田朋代

楠比呂志

楠原浩二

工藤正尊

國武克子

久野芳佳

久保敏子

久保春海

久保島美佳

久保田彩

久保田俊郎

窪田裕樹

窪田泰江

熊谷　仁

熊耳敦子

熊切　順

熊迫陽子

熊澤恵一一

0－OlO，　P－299

P－070，P－258

0－071，0－075，

P－308，P－322

0－099，P－032

P－223

P－179

0－085，0－108，

P－035

P－147

P－003，P－138

0－081，P－130

P－021，P－049

0－058，P－075，

P－098

P－119

P－131，P－161，

P－169．P－320

P－001，P－087，

P－215，P－292

0－007

P－014，P－114，

P－204

0－Ol7，0－087，

P－151，P－256，

P－267，P－268

P－Olg

P－112，P－247，　P－323

P－071，P－082

P－182

0－Ol9，　P－095，

P－373

P－332

0－095，P－347

P－119

0－032，P－158，

P－240

P－253

P－253

P－222

0－055，P－290，

P－338，P－340，

P－380

0－020，P－245

P－079，P－101，P－133

0－071，0－075，

熊澤由紀代

熊田絵里

公文裕巳

倉智博久

倉橋寛明

倉持麻衣

蔵本武志

栗岡裕子

栗野早央理

栗林　靖

栗山理英子

胡桃沢智子

黒澤貴子

黒田加奈美

黒田恵司

黒田晋之介

黒田ちひろ

黒田知子

黒田侑子

黒土升蔵

桑名真弓

桑波田暁子

桑原　章

桑原慶充

■

後安聡子

己斐秀樹

小池浩嗣

小池尚子

小池弘子

小池　恵

P－308，P－322

P－222

0－039，P－139

P－276

P－080，P－166

P－276

P－110

0－030，0－066，

0－084，0－095，

P－036，P－052，

P－186，P－347

P－356

P－024，P－111

P－021，P－049，　P－300

P－134

0－037，P－201

0－035，P－018，

P－089，P－302

P－287

0－020，0－073，

P－245

P－254，P－260，

P－266，P－275，

P－278，P－280

P－134

0－018

0－053

P－257，P－259，

P－301

P－039，P－349

P－048，P－061，

P－062，P－105，

P－152，P－190，

P－1　92，P－196，

P－351

0－051，P－037，

P－100，P－157

0－048，P－140

0－071，P－308，

P－322

P－150

P－331

P－076

P－099，P－207，

P－343

P－079，P－101，P－133

日生殖医会誌57巻4号

小泉絵理　　P－319

小泉幸司　　P－319

小泉智恵　　P－355

小泉雅江　　P－319

小泉美奈子　P－311

高　栄哲　　0－070，0－085

甲賀かをり　P－185，　P－244

光嶋　勲　　0－107，P－334

国府田きよ子　P－311

幸田　尚　　P－158

上妻志郎　　0－023，P－023，

　　　　　　P－054，P－185，

　　　　　　P－244，P－312

幸寺　渚　　P－067

幸松美佐　　P－109

甲村弘子　　P－219

郡健二郎　　P－253

古賀真菜美　P－366，　P－367，

　　　　　　P－368，P－369

古賀美佳　　P－033，P－040

苔口昭次　　O－OO1，　O－056，

　　　　　　P－028，P－058，

　　　　　　P－072，P－083，

　　　　　　P－093，P－094，

　　　　　　P－198，P－372

小坂真世　　0－060

輿石　真　　P－015

越田光伸　　0－052，　O－086，

　　　　　　0－088

児嶋瑛子　　0－040，0－059，

　　　　　　P－022，P－159，　P－282

小島加代子　P－033，P－040

小島淳哉　　P－250

児島孝久　　P－364

小嶋哲矢　　P－068

小島章弘　　P－063

小嶋康夫　　P－039，　P－349

越光直子　　P－358

古武由美　　P－128，P－135

小谷泰史　　P－298

見玉尚志　　P－107，P－226

児玉英也　　P－222

小玉美智子　P－219

後藤香里　　P－079，P－101，

　　　　　　P－133

後藤栄　P－006
後藤詩織　　P－102

後藤哲也　　P－125，P－206
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後藤真紀

後藤裕子

後藤優介

小西郁生

小畠美智子

小濱奈美

小早菜月

小林一彦

小林健治

小林淳一

小林　保

小林　勉

小林倫子

小林はつ美

小林秀行

小林浩治

小林将貴

小林　護

小林勇毅

小堀善友

駒　由佳

小牧麻美

小松雅博

小松原千暁

五味陽亮

小峰祝敏

小宮ひろみ

古村絢子

小森江利子

小森慎二

小山伸夫

近藤　玄

近藤　正

近藤哲郎

近藤宣幸

近藤美佳

近藤芳仁

0－105，P－165，

P－326，P－328

P－352，P－358，　P－359

P－058

P－170，P－195

P－076

0－112，P－038，

P－119

P－025

P－068

0－060

P－085，P－294

0－022

P－097

P－033，P－040

P－200

P－051，P－272，

P－287，P－289

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

P－260，P－266，

P－275，P－278，

P－280

0－047，P－154

P－062

0－086，　O－088

P－331

0－065

0－055，P－290，

P－333，P－338，

P－340

P－357

P－211

P－096

P－077

0－008，P－242

P－076

P－164

0－065

0－029

P－239

P－002，P－030

0－090

0－105，P－165，

P－326，P－328

P－254，P－280

固

サージャント晴香クレア

　　　　　　0－034，P－162

三枝美智子　0－021，0－044，

　　　　　　P－051

斉高美穂　　P－359

齋藤和男　　P－278

齊藤紗恵子　O－036，P－106

齋藤祥子

齋藤　優

齊藤隆和

斉藤　豪

齊藤英和

斉藤寛恵

斉藤正博

斎藤　学

齋藤麻美子

齊藤優子

斉藤幸代

齋藤依子

坂井和貴

堺　利枝

坂井涼子

榊　美緒

榊原秀也

坂口摩姫

坂口優子

坂田正博

坂部慶子

酒見智子

酒本あい

坂本知巳

阪本美香

佐川義英

佐久川直子

佐久本薫

佐久本哲郎

櫻井友義

櫻木範明

0－036，P－106

P－034，P－085，　P－294

P－132

P－179，P－182

P－132，P－332

0－013，0－109，

P－043，P－194，

P－360，P－363

P－211

0－080，P－092

P－048，P－061，

P－062，PIOs

P－134

P－183，P－208

0－012，P－202

P－362，P－365

0－003

P－229

P－186

0－101，P－047，

P－053，P－091

P－059，P－060

0－006

P－322

P－305，P－325

0－055，P－290，

P－333，P－338，　P－340

0－024，P－145，

P－146，P－341

P－063

0－037，P－201

0－008，P－242

P－221，P－316，　P－339

P－295

P－212，P－295

0－015，0－016，

P－122，P－123，

P－153，P－155

P－112，P－247，　P－323

櫻橋彩子

佐護　中

佐々木綾

佐々木幸子

佐々木昌一

佐々木雅弘

佐々木由香

佐々木幸江

佐々木瑠美

笹野りえ

雀部　豊

定本幸子

佐藤晶子

佐藤　修

佐藤和文

佐藤景子

佐藤健二

佐藤孝道

佐藤　俊

佐藤　卓

佐藤節子

佐藤　剛

佐藤利行

佐東春香

佐藤仁美

佐藤真知子

佐藤　学

佐藤雄一

佐藤幸保

佐藤有理

佐藤芳昭

341（485）

P－185

P－033，P－040

0－007

0－081，P－130

P－253，P－265

P－061，P－062，

P－105，P－190，

P－192，P－196

0－021，0－044，

P－051

0－041，P－026，

P－188

P－174

P－085，P－294

0－044

0－093，0－109，

P－354，P－370

0－004，P－079，

P－101，P－133

P－199

P－056，P－088，

P－090，P－113

P－107

0－015，0－016，

P－121，P－122，

P－123，P－124，

P－153，P－155，

P－252，P－303，

P－304

P－380

0－074

0－015，0－Ol6，

P－121，P－122，

P－123，P－124，

P－153，P－155，

P－252，P－303，　P－304

P－Ol6

P－265

P－315

P－083

0－081，P－130

P－306

P－007，P－126，

P－137，P－203

0－057，P－200

P－170，P－195

0－108，P－035

P－364



342（486）

佐藤可野

眞田佐知子

佐保知織

鮫島まち子

澤田富夫

澤田喜友

澤部麻衣子

澤村茂樹

■

椎名　薫

塩川素子

塩沢丹里

塩沢直美

塩島　聡

塩田恭子

塩田　充

塩谷雅英

繁田　実

下中麻奈美

紫藤千鶴

地主　誠

篠田多加子

篠原一朝

篠原真理子

柴田健雄

柴田典子

柴田文子

柴田美智子

柴原浩章

渋井幸裕

渋谷伸一・

渋谷智子

島薗洋介

島田和彦

島田昌之

嶋村勝典

O－049，P－315

P－038

P－319

P－027，P－361

P－Oll

P－287

P－357

P－010

P－004，P－009，

P－017，P－020，

P－103，P－116

P－110

0－062

P－353

P－243，P－255，

P－284

0－055，P－290，

P－333，P－338，

P－340

P－230，P－298

0－001，0－056，

P－028，P－058，

P－072．P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－262，　P－372

0－111，P－029，

P－057，P－342

P－001，P－087，

P－292

P－076

0－020，P－245

P－358

0－022

P－024，P－111

0－043

0－065

P－346

P－126

P－069

0－044，P－110

P－243，P－255，　P－284

P－003，P－138

P－375

P－069

P－001

0－006

嶋村　純

清水亜由美

清水恵子

清水絢也

清水千佳子

清水美紗

清水美和

清水康史

清水葉子

清水良彦

下井華代

下田美怜

壽圓裕康

徐　東舜

部　　輝

生水真紀夫

庄田亜紀子

白井安砂子

白石晃司

白石　悟

白石美穂

城石裕子

新　博美

新藤知里

陣内彦良

神野正雄

新保暁子

団

末岡　浩

末包博昭

末富崇弘

末永めぐみ

菅かほり

菅沼　泉

菅沼信彦

菅沼真樹

菅沼亮太

菅谷　健

O－036，P－106

P－179，P－182

0－024，P－145，

P－146，P－341

0－036，P－106

0－102

P－118

P－132

P－096

0－036，P－106

0－099，P－032

P－171

P－261

P－021，P－049，　P－300

P－003，P－138

P－167

0－027

0－014

P－049

0－110

P－344

P－095，P－373

0－036，P－106

P－073，P－129

0－013，0－109，

P－043，P－194，

P－360，P－363

P－027，P－361

P－066

P－141

0－Ol5，0－016，

P－121，P－122，

P－123，P－124，

P－153，P－155，

P－252，P－303，

P－304，P－320

P－068

0－ll2

P－024，P－111

P－281

0－007

0－106，0－107，

P－334，P－335，　P－336

P－355

P－077

P－084，P－104，

日生殖医会誌　57巻4号

菅谷　進

菅原かな

菅原準一

杉　俊隆

杉浦真弓

杉下陽堂

杉田敦子

杉並　興

杉野法広

杉原一廣

杉本和宏

杉本公平

杉本貴章

杉本利幸

杉本盛人

杉本ゆき恵

杉山喜代美

杉山　武

杉山里英

杉山カー

鈴木晶子

鈴木昭久

鈴木麻美

鈴木　綾

鈴木絢子

鈴木九里

鈴木孝太

鈴木聡
鈴木孝明

鈴木達也

鈴木　直

鈴木紀子

鈴木範子

鈴木裕美

鈴木真理子

P－136，P－228

P－239

P－161，P－169

0－072

0－003

0－005，P－265

0－046，0－049，

P－156，P－213，

P－327，P－330，

P－355

P－165，P－326，　P－328

P－170，P－195

0－050，0－074，

P－220

P－377

0－070

P－183，P－208

P－029

0－097，P－013

P－276

P－039，P－349

0－093，0－109，

P－354，P－370

0－081，P－130，

P－309

P－021，P－049，

P－300

P－021，P－049，　P－300

P－332

0－062

P－117，P－371

P－027，P－361

P－189

P－289

P－131

P－077

P－084，P－104，

P－136，P－228

P－069

0－046，0－049，

P－156，P－163，

P－213，P－315，

P－327，P－330，　P－355

P－160

0－042，P－045，

P－064，P－065

P－150

P－160
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鈴木光明

鈴木元晴

鈴木康夫

鈴木有香

進　伸幸

鈴森伸宏

須戸龍男

首藤聡子

須藤慎介

住田美佳

炭谷美保

角本知世

諏訪友美

自

歩
え
宏
之

　

ず
隆
博

家
こ

清

関
関
関
関岡祐輝子

関戸哲利

千木野みわ

関谷隆夫

先久　幸

千石一雄

目

宗　晶子

宋　成浩

祖川侑子

園原めぐみ

囲

田井俊宏

高井絵理

高井教行

高井　泰

高江正道

高尾徹也

高尾成久

P－069

P－223

P－070，P－258

P－049

P－320

0－005

P－038

P－112，P－247，　P－323

P－038

P－014，P－114，　P－204

P－004，P－009，

P－017，P－020，

P－103，P－ll6

P－372

P－096

P－085，P－294

P－359

P－281

P－211

0－007

P－287

P－047，P－053，

P－091，P－260，　P－266

P－305

0－094，0－096，

P－108

0－067

O－021，0－044，

P－051，P－110，　P－332

0－086，0－088

0－020，P－245

0－037，P－097，

P－201

P－051，P－272，

P－287，P－289，　P－332

P－172，P－232

P－235

P－211

0－046，0－049，

P－213，P－327，　P－355

0－083，P－263

P－321，P－348

高木綾子

高木清考

高岸　舞

高倉哲司

高桑好一

高郷真希

高崎彰久

高島明子

高島邦僚

田頭ユキコ

高田晋吾

高田玲子

高橋暁子

高橋明日香

高橋彩香

高橋香織

高橋和子

高橋克彦

高橋敬一

高橋健太郎

高橋千絵

高橋俊文

高橋七瀬

高橋則行

高橋麻紀子

高橋正好

高橋美知子

高橋由香里

高橋　如

高橋悠里子

高松　潔

高見澤聡

高本真弥

高柳武志

高山　修

高山尚子

高山陸斗

P－184，P－224

P－158

P－010

P－084，P－104，

P－136，P－228

0－002，P－050，

P－142，P－144，　P－317

P－146

0－006

0－010，0－099，

P－032，P－299，　P－332

P－254，P－280

P－321

P－263

P－029，P－057

P－332

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

0－036，P－106

0－015，0－016，

P－121，P－122，

P－123，P－124，

P－153，P－155，

P－303，P－304

0－035，P－018

P－206

P－102

0－099，P－032

P－021

P－080，P－166

P－245

P－156，P－163

0－002，P－142，

P－144

0－038

P－344

P－102

P－120，P－256，

P－267，P－268，　P－269

0－052

P－214，P－217，　P－379

P－008

P－221，P－316

0－042，P－045，

P－064，P－065

0－036，P－106

P－295

P－109

343（487）

滝rl修司

滝戸なほみ

田口早桐

田口俊章

竹内茂人

竹内　巧

竹内正義

竹内基子

竹内康晴

竹尾　透

竹澤健太郎

竹下俊行

竹下直樹

竹島徹平

竹田　省

竹中亜希

竹林明枝

竹原祐志

竹原侑希

竹前克朗

竹本洋一

田島敏秀

田島博人

田尻翔太

田代浩徳

田代みどり

田代稚恵

多田佳宏

立入智恵子

橘　直之

巽　国子

辰巳賢一

辰巳佳史

舘林美希

田仲昭宏

田中　温

P－097

0－039，P－1　39

0－079，P－193，

P－310，P－378

0－060

P－084，P－104，

P－136，P－228

0－047，P－154

P－066

0－040，0－059，

P－022，P－159，　P－282

P－287

0－029

0－083，P－263

0－048，P－140

0－OlO，　P－299

P－254，P－260，

P－266，P－275，

P－278，P－280

0－Ol1，0－020，

0－073，P－245

P－362，P－365

0－099，P－032

0－018，0－022，

0－063

P－071，P－082

P－271

0－017，0－087，

P－120，P－151，

P－256，P－267，

P－268，P－269

P－206

P－153，P－155，

P－252，P－281

P－285，P－293

P－174

P－344

P－321

0－079，P－193，

P－310，P－378

P－119

P－069

P－132

0－086，0－088

P－306

0－053，P－205

P－191

0－Oll，　O－Ol7，



344（488）

田中亜理佐

田中威づみ

田中久実子

田中啓子

田中里美

田中順子

田中忠夫

田中俊明

田中豊美

田中宏光

田中宏幸

田中政彰

田中　守

田中真理

田中麻理

田中恵美

田中　優

田中雄大

田中理恵子

田中麗子

田邊　学

谷　洋彦

谷垣礼子

谷口佳代

谷口文紀

谷口友香

谷村　悟

種部恭子

田原隆三

O－087，P－031，

P－120，P－131，

P－1　51，P－191，

P－210，P－256，

P－267，P－268，　P－269

0－053，P－205

0－011，0－017，

0－087，P－031，

P－120，P－151，

P－191，P－210，

P－256，P－267，

P－268，P－269

P－150

0－066，0－084，

P－036，P－052

P－072

P－109

P－183，P－208

P－279

P－061，P－105

0－083

P－164

0－103

0－046，0－049，

P－156，P－163，

P－213，P－315，

P－327，P－330，　P－355

P－073，P－129

P－033，P－040

P－074，P－209

0－051，P－037，

P－100，P－157

P－281

P－112，P－247。

P－323

P－246，P－307

0－050，0－074，

P－220

P－170，P－195

P－121，P－124，

P－252

P－231

P－172，P－232

0－051，P－037，

P－100，P－157

0－078

P－148

P－002，P－030

田淵和宏

玉川朝冶

田巻智慧

田宮　親

田村　功

田村　出

田村宣子

田村博史

田村総子

田谷順子

樽見　航

湯　暁暉

■

千川　愛

千島史尚

千葉公嗣

茅原　誠

ちょう寿勇

■

立木　都

塚越静香

塚崎あずさ

塚田和彦

塚原みほ子

塚本佳奈

塚本智史

塚本早苗

佃　笑美

辻　　勲

辻俊一郎

辻　祐治

辻　優大

辻坂晴美

辻村　晃

土江佑佳

土谷綾子

土屋翔太郎

0－024，P－145，

P－146，P－341

P－173

0－081，P－130

P－110

0－050，0－074，

P－220

0－053，P－205

0－102

0－050，0－074，

P－220

0－040，0－059，

P－022，P－159，　P－282

P－223

0－049，P－156，

P－163

0－035，P－018，

P－089，P－302

P－029，P－057

0－026

0－069，0－091，

P－277，P－286

0－Oll，　P－031

P－171

0－037，P－097，

P－201

P－110

P－033，P－040

P－296，P－305，　P－325

0－062

P－085，P－294

0－032

P－163，P－315，

P－327，P－330

P－126，P－203

P－230，P－298

P－032

0－089，P－283

P－072

0－111，P－342

0－083，P－263

0－034，P－162

P－331

P－056，P－088，

日生殖医会誌57巻4号

土屋雄彦

土屋富士子

土山哲史

筒井建紀

都築たまみ

都築朋子

都築知代

堤　　治

堤　　亮

津野晃寿

津村志穂

■

出浦伊万里

寺井一隆

寺川直樹

寺田光二郎

寺田幸二郎

寺田さなえ

寺田幸弘

寺田陽子

寺西明子

寺西佳枝

寺村聡子

寺元章吉

固

東條龍太郎

堂地　勉

東梅久子

富樫　伶

時枝由布子

徳永義光

得能典子

P－090，P－113

P－313

0－035，P－Ol　8，

P－089，P－302

0－022

0－071，0－075，

P－308，P－322

P－231

P－17t

P－306

0－035，P－018，

P－089，P－302

P－023，P－054

P－235

0－039，P－139

P－172，P－232

0－086，0－088，

P－283

P－172，P－232

P－242

0－008

0－013，0－093，

O－109，P－043，

P－194，P－354，

P－360，P－363，　P－370

P－222

P－21　2，P－295

P－029，P－057

0－042，P－045，

P－064，P－065，

P－314

0－111，P－029，

P－057

P－005

P－364

0－082，P－192，

P－196

P－221，P－316，

P－339

0－064，P－055，

P－291

P－173

P－212，P－295

P－366，P－367，
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　　　　　　P－368，P－369

十倉陽子　　O－OOI，P－028，

　　　　　　P－058，P－072，

　　　　　　P－083，P－093，

　　　　　　P－198，P－372

野老美紀子　0－033

土信田雅一　〇－108，P－035

年森清隆　　0－068，P－251

戸城えりこ　P－038

刀禰美那子　O－024

登内恵美

泊　博幸

富坂美織

富山達大

富山僚子

友原　愛

戸屋真由美

困

中井香奈

永井利佳

中江華子

中尾佳月

永尾光一

中岡義晴

中潟直己

中川　藍

中川圭介

中川浩次

中川潤子

中川真喜子

中川　誠

長木美幸

中熊正仁

長阪一憲

中里和正

P－049

P－071，P－082，

P－366，P－367，

P－368，P－369

0－035，P－018，

P－089

P－004，P－009，

P－Ol7，　P－020，

P－103，P－116

0－048，P－140

0－066，P－036，

P－052

0－108，P－035

P－233

0－040，0－059，

P－022，P－159．　P－282

0－008，P－242

P－001，P－215，

P－292

P－051，P－272，

P－287，P－289，　P－332

P－007，P－126，

P－137，P－203，　P－264

0－029

P－084，P－104，

P－136，P－228

0－008，P－242

P－021，P－049，

P－300

0－039，P－139

P－Ol6

P－285，P－293

P－079，P－101，P－133

P－313

P－312

P－115

長澤邦彦

永澤千佳

中澤浩志

中澤留美

中島　章

中島耕一

中嶋美紀

永島百合子

中條友紀子

長瀬祐樹

中田久美子

永田智子

仲田正之

詠田由美

中谷真紀子

永谷　都

中塚幹也

中務結貴

中西　彩

中西桂子

永野明子

中野和馬

中野達也

中野英之

中野眞佐男

中橋美貴子

中林　章

中原辰夫

中原裕子

P－182

P－070，P－258

P－1　75，P－176

P－362，P－365

0－066，0－084，

P－036，P－052，

P－186，P－347

P－272，P－287，　P－289

P－120，P－256，

P－267，P－268，

P－269

0－094，0－096，

P－108

0－085，0－108，

P－035

0－058，P－075，

P－098

0－031，0－038，

P－012

0－101

0－035，P－018，

P－089，P－302

0－009，P－071，

P－082，P－366，

P－367，P－368，　P－369

P－112，P－247，　P－323

P－197

0－024，P－145，

P－146，P－341

0－013，P－043，

P－194，P－360，　P－363

0－031，0－038，

P－012

P－006

P－285，P－293

P－283

P－007

0－064，P－055，

P－291

P－034

P－073，P－129

0－Ol5，0－016，

P－122，P－123，

P－124，P－153，

P－155，P－252，　P－304

0－105，P－165，

P－326，P－328

P－046

中平理恵

永渕恵美子

中村　静

中村拓実

中村千夏

中村忠治

中村智子

中村朋美

中村　希

中村仁美

中村牧子

仲村　勝

中村泰昭

中村康彦

中村友紀

中村幸夫

中村嘉孝

中村嘉宏

中村理果

中山　要

中山貴弘

中山朋子

中山順樹

中山昌樹

中山雅博

永吉　基

名越一介

奈須家栄

鍋田基生

並木幹夫

奈良和子
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P－057

0－066，0－084，

P－036，P－052

P－347

0－036，P－034，

P－106

0－065

0－061，P－041

0－105，P－165，

P－326，P－328

0－101

0－055，P－290，

P－333，P－338，

P－340

0－071，0－075，

P－308，P－322

0－097

P－214，P－217，　P－379

0－008，P－242

P－216

P－377

P－173

0－079，P－076，

P－193，P－310，　P－378

P－331

0－041，P－026，

P－143，P－181，　P－188

0－040，0－059，

P－022，P－159，　P－282

0－ll2，P－038，

P－119

P－085，P－294

0－031，0－038，

P－Ol2

P－364

P－086

0－011，0－017，

O－087，P－031，

P－120，P－151，

P－191，P－210，

P－256，P－267，

P－268，P－269

P－042

P－168，P－234，

P－235，P－236

P－319

0－070，0－085

P－150
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酬
酬
酬
翻
国

醜
田

鮮

央
　
　
美

　
　
　
和

本

　
　
口

根

回

野

P－168，P－234，

P－235，P－236

P－306

0－089，P－283

P－319

P－223

P－003，P－138

P－223

P－015

P－070，P－258

P－112，P－247，　P－323

P－021，P－049

P－296，P－305，　P－325

0－100，P－350

P－219

P－171

P－099，P－207，

P－343

0－053

P－296

0－046，0－049，

P－213，P－327，　P－355

P－234

P－074

P－107

P－056，P－088，

P－090，P－113

0－038

0－006

P－296，P－305

0－112

P－033，P－040

P－073，P－129

P－184，P－224

P－001，P－087，

P－215，P－292

0－Ol4

P－047，P－053，

P－091，P－254，

P－260，P－266，

　　　　　　P－275，P－278，　P－280

野口幸子　　P－183，　P－208

野崎利晃　　P－167

野尻由香　　P－025

能瀬さやか　P－311

能仲太郎　　0－002，P－142，

　　　　　　P－144

野々口耕介　O－053，P－205

野々村佳代　　0－094，0－096，

　　　　　　P－108

野々村祝夫　0－083，P－263

野間桃　0－035，　P－018，

　　　　　　P－089，P－302

野見山真理　P－033，P－040

野村一人　　0－103，　P－073，

　　　　　　P－109，P－129

野村昌男　　P－025

囮

生野寿史　　O－－002，P－144

拝野貴之　　P－183，　P－208

萩生田純　　P－274

萩原千加子　O－061，P－041

萩山容子　　P－319

萩原美幸　　P－132

橋口綾乃　　P－004，P－009，

　　　　　　P－017，P－020，

　　　　　　P－103，P－116

橋田菜保子　O－019，P－095

橋爪淳子　　P－073，　P－129

橋場剛士　　　　P－218

羽柴良樹　　0－037，　O－040，

　　　　　　0－059，P－022，

　　　　　　P－097，P－159，　P－201

橋本香映　　P－322

橋本　周　　P－007，P－126，

　　　　　　P－137，P－203，　P－330

橋本朋子　　P－019

長谷充子　　P－228

長谷川亜希子　0－023，P－185，

　　　　　　P－311

長谷川昭子　P－164

長谷川瑛　　P－015

長谷川徹　　P・－341

長谷川望　　0－040，0－059，

　　　　　　P－022，P－159，　P－282

長谷川久隆　P－085，P－294

長谷川真実　P－070，P－258

　　　　日生殖医会誌　57巻4号

畠山尚久　　P－066

羽田野景子　P－015，P－250

畑山　博　　0－112，　P－038，

　　　　　　P－119

服部友子　　P－029

服部裕充　　0－085，0－108，

　　　　　　P－035

服部幸雄　　P－265

花岡嘉奈子　P－llO

花村浩美　　P－013

馬場剛　P－179，P－182

羽原俊宏　　O－013，0－093，

　　　　　　0－109，P－043，

　　　　　　P－194，P－354，

　　　　　　P－360，P－363，　P－370

濱井晴喜　　P－029，P－057

濱崎正　0－006
濱田雄行　　P－319

濱田千代　　P－015

浜田直美　　P－156

浜谷敏生　　P－161，P－169，P－320

浜之上はるか　P－047，P－053，

　　　　　　P－091

早川ひとみ　P－029，　P－057

林　篤史

林　文子

林　忠佑

林　輝明

林　輝美

林　直樹

林　奈津

林　伸旨

林　　博

林麻衣子

林　正美

林　正路

林真理子

林　美佳

原周一郎

原　鐵晃

原　尚子

P－227，P－233，

P－248

0－106，0－107，

P－334，P－335，　P－336

0－026

P－005

0－079，P－193，

P－310，P－378

P－211

P－025

0－013，0－093，

0－109，P－043，

P－194，P－354，

P－360，P－363，　P－370

P－183，P－208

P－099，P－207，

P－343

P－233，P－248

0－014

P－318

P－227，P－233，　P－248

P－080，P－166

P－107，P－226

0－107，P－334，
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　　　　　　P－335，P－336

原由紀子　　P－180

原田　省　　P－172，　P－232

原田竜也　　0－032，　P－240

原田菜摘　　P－OIO

原田美由紀　0－023，P－023，

　　　　　　P－054，P－185，　P－244

春木　篤

坂東裕子

阪埜浩司

伴野千尋

日

日浦理絵

東　美和

束理映子

東野教子

樋口泰彦

樋口容子

彦坂慈子

檜尾健二

日比初紀

日比野由利

姫野隆雄

樋本美穂

兵藤博恵

平井園子

平池　修

平池春子

平岡謙一郎

平岡毅大

平田哲也

平田真由美

平田瑠美

平田　麗

P－078，P－128，

P－135，P－187

0－102

0－107，P－320，

P－334，P－335，　P－336

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

P－066

P－030

P－084，P－136，　P－228

P－109

P－121

P－227，P－233，　P－248

0－055，P－290，

P－333，P－338，　P－340

P－037，P－100，

P－147，P－157

P－273

P－375

P－007，P－126，

P－137，P－203，

P－264

P－027，P－361

0－045

0－106，0－107，

P－334，P－336

0－045，P－185，

P－244，P－312

0－045

0－081，P－130

P－244

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244

P－295

P－024，P－111

0－013，0－109，

P－043，P－194，

P－360，P－363，

平野由紀

平原史樹

平松伸子

平松祐司

廣岡　孝

廣澤利和

廣澤利久

廣瀬美穂

廣田　穰

廣永真衣子

廣濱　準

廣渡芙紀

函

深澤一雄

深谷孝夫

府川敦子

福井淳史

福井敬介

福井孝子

福士義将

福島千恵美

福島史久

福嶋倫子

福田愛作

福田淳一郎

福田真実子

福田裕子

福田雄介

福永恵美

福永朝子

福永憲隆

福原真友子

福原理恵

P－370

P－069

0－101，P－047，

P－053，P－091，P－318

0－006

0－024，P－145，

P－146，P－341

P－097

P－048，P－061，

P－105，P－190

P－062

P－256，P－267，　P－268

P－296，P－305

0－052

P－066

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

0－014

P－231

0－021，0－044，

P－051

0－041，P－026，

P－143，P－181，P－188

P－229

P－348

P－249，P－297

0－051，P－037，

P－100，P－157

P－191

P－059，P－060，　P－127

P－078，P－128，

P－135，P－187，　P－357

0－Ol8，0－022

P－227，P－233，

P－248

P－059，P－060，　P－127

0－021，0－044，

P－051

P－014，P－ll4，P－204

P－169

0－033，0－037，

0－040，0－059，

P－022，P－097，

P－159，P－201，P－282

0－097

0－041，P－026，

福山八知代

藤井知行

藤井美喜

藤井好孝

藤井亮太

藤井玲名

藤岡聡子

藤澤正人

藤澤佳子

藤下　晃

藤城栄美

藤田圭治

藤田智久

藤田　裕

藤田真紀

藤田陽子

藤浪菜穂子

藤波隆一一

藤野祐司

藤村佳子

藤本晃久

藤本　尚

藤森敬也

藤森由香

藤脇あや奈

藤原敏博

藤原　浩

藤原睦子

藤原康弘

船内祐樹

船曳美也子

船水文乃
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P－143，P－181，

P－188

P－353

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244，P－312

P－093，P－094

P－257，P－259，

P－301

0－043

P－073，P－129

P－128，P－135

0－069，0－091，

P－277，P－286

P－221，P－316，　P－339

P－238

0－036，P－034，

P－106

P－253

P－025

0－104，P－225，

P－324

P－102

P－001，P－087，　P－292

P－230，P－298

P－109

P－331

0－057，P－200

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244，P－312

P－074，P－209，

P－279，P－297

P－077

0－071，0－075，

P－308，P－322

P－038

0－035，P－Ol8，

P－089，P－302

P－170，P－195

P－032

0－102

P－227

0－079，P－193，

P－310，P－378

0－041，P－026，

P－143，P－181，

P－188
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舟本　寛

古井憲司

古井辰郎

古内　徹

古川雄一

古田麻緒

古野敦子

古橋孝祐

古屋充子

古山紗也子

■

0－078

P－025

P－160

P－274

P－235

P－197

P－047，P－053，

P－091，P－318

P－072，P－372

P－318

0－034，P－162

平敷千晶　　P－376

逸見博文　　O－080，P－092

但

保坂昌芳

保坂眞美

星名真理子

細井美彦

細川由起

保母るつ子

洞下由記

堀明日香

堀　久美

堀紗耶未

堀真由子

堀内あさみ

堀内俊孝

堀内洋子

堀内理菜

堀江昭史

堀川　隆

堀川道晴

堀田美穂

本河孝介

本庄　考

P－112，P－247，　P－323

P－239

P－315，P－327，

P－330

P－252

P－004，P－009，

P－Ol7，　P－020，

P－103，P－116

0－035，P－018，

P－089，P－302

0－046，0－049，

P－163，P－213，

P－327，P－355

0－058，P－075，

P－098

P－306

P－011

P－331

P－178

P－061，P－062，

P－105，P－152

0－055，P－290，

P－333，P－338，　P－340

P－187

P－170，P－195

0－057，P－200

P－292

P－109

P－191

0－009，P－071，

P－082，P－366，

本田謙一・

本田智子

本田秀美

本田律生

本間寛之

目

亮前

上
じ忠沢前

前田あかね

前多亜紀子

前田和宏

前田俊浩

前田知子

前田長正

前田雄司

前村俊満

牧野　弘

牧野田知

政井哲兵

正木秀武

正橋鉄夫

増崎英明

増澤菜美

増田　彩

増田　裕

升田博隆

町田稔文

町田麻衣

松井大輔

松井有紀

松井幸英

松浦俊樹

松浦まき

松浦眞彦

松浦　操

松江陽一

松尾　完

松尾恵子

松尾幸城

P－367，P－368，　P－369

P－167

P－174，P－241

P－039，P－349

P－174，P－241

P－074，P－209

0－074

P－007，P－126，

P－137，P－203，　P－264

0－041，P－026，

P－188

P－073，P－129

0－069

P－279

P－044

P－231

0－070

P－313

P－160

0－043

0－057，P－200

0－071，0－075，

P－308，P－322

P－141

P－238

P－054

P－270

P－006，P－261

0－076，0－077

P－364

0－020

P－132

P－056，P－088，

P－090，P－113

P－289

0－058，P－075，

P－098

0－056，P－028

0－026

P－094

0－021，0－044，

P－051

P－059，P－060，

P－127

P－059，P－060，　P－127

P－080，P－166

日生殖医会誌　57巻4号

松岡典子

松岡庸洋

松岡祐太

松岡　良

松川結加

松木祐枝

松隈豊和

松崎利也

松澤由記子

松下　経

松下富士代

松田和洋

松田美和

松田有希野

松永茂剛

松永利恵

松葉純子

松原圭一

松宮清美

松村聡子

松村康子

松元恵利子

松本和紀

松本恒和

松本久宣

松本寛史

松本美奈子

松本裕子

松本由香

松本由紀子

松山　茜

松山毅彦

松山豪泰

松山玲子

的場由佳

P－200

P－263

0－036，P－106

P－311

P－294

P－285，P－293

0－066，0－－084，

P－036，P－052

P－175，P－176

P－218

0－069，0－091，

P－277，P－286

P－285，P－293

P－024，P－111

0－024，P－145，

P－146，P－341

0－058，P－075，

P－098

P－211

P－048，P－061，

P－062，P－105，

P－190

P－004，P－009，

P－017，P－020，

P－103，P－116

P－319

P－263

P－034

0－081，P－130

P－358

P－019

0－022

P－170，P－195

P－128

P－243，P－255，　P－284

P－276

P－007，P－137

0－OO1，0－056，

P－028，P－058，

P－072，P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－372

P－229

P－362，P－365

0－110

P－221，P－316，

P－339

0－034，P－162
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丸茂　健

丸山　修

丸山仁子

丸山祥子

丸山哲夫

丸山正統

目

三浦一陽

見尾保幸

三木明徳

三木健太

御木多美登

三嶋典子

水口雄貴

水澤友利

水谷栄太

水谷哲也

水溜絵津子

水沼英樹

水野里志

水野智子

水野涼子

水本久美子

溝口千鶴

溝田友里

弥園亜紀子

溝部大和

道倉康仁

光成匡博

水上尚典

南　綾子

南　元人

皆元裕子

峯　克也

峰　千尋

P－214，P－217，

P－274，P－379

0－086，0－088

P－042

0－006

0－076，0－077，

P－320

P－312

P－110

0－034，P－162

P－223

P－288

0－Ol1，P－031

P－049

0－Ol5

0－OOI，0－056，

P－028，P－058，

P－072，P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－372

0－005

P－097

P－241

0－041，P－026，

P－143，P－181，P－188

P－078，P－128

P－160

P－061，P－062，

P－105，P－190，

P－192，P－196

0－006

0－034，P－162

0－102

0－ll1，P－342

P－059，P－060，

P－127

P－073，P－109，　P－129

0－054

P－ll2，P－247，P－323

0－066，0－084，

P－036，P－052

P－296

0－042，P－045，

P－064，P－065

0－048，P－140

0－066，0－084，

三原　誠

三本由里子

宮内彰人

宮川博栄

宮川　康

三宅友子

三宅秀明

宮崎　薫

宮崎康二

宮崎　淳

宮崎保匡

宮崎友佳

宮地志織

宮嶋　淳

宮城博恵

宮田あかね

宮田佳苗

宮田広敏

宮原祐子

宮村浩徳

宮本恵里

宮本新吾

宮本敏伸

宮本麻梨恵

宮本雄一郎

圏

向田哲規

向橋貴美子

武藤聡子

宗藤朋美

村上亜紀

村上貴美子

邑上沙揺子

村上　節

村一ヒ真央

村上正夫

村上雅博

村川晴生

村越行高

P－036，P－052

0－106，0－107，

P－334，P－335，　P－336

0－111，P－342

0－039，P－139

0－067

0－083，P－263

0－023

0－069，0－091，

P－277，P－286

0－077

P－178

0－112

P－270

P－135

P－078，P－128

0－098

P－171

P－214，P－217，

P－379

P－062

P－070，P－258

0－097

P－296，P－305

P－033，P－040

0－028

0－067

P－007

P－312

P－206

P－109

P－102

P－107

P－095，P－373

0－095，P－186，

P－347

P－285，P－293

0－099，P－032

P－366，P－367，

P－368，P－369

0－030，0－066，

0－084，P－036

P－147

P－117，P－371

0－016，P－153，

P－155

村瀬真理子

村田紋香

村田みどり

村松正子

村松裕崇

村松美保子

室井美樹

固

銘苅桂子

固

持田菜穂子

望月善子

持丸佳之

本橋秀之

本山洋明

許山浩司

百枝幹雄

森　崇英

森　正彦

森　美妃

森　梨沙

森岡　均

森重健一郎

森下美幸

森嶋かほる

森田　大

森田峰人

森本　誠

森本有香

森本義晴

森山弘恵

　　　　349（493）

P－047，P－053，

P－091，P－266

P－084，P－104，

P－136，P－228

P－102

P－243，P－255

P－096

P－118

P－008

P－376

P－164

0－014

P－034

P－329

P－257，P－259，　P－301

P－096，P－300

0－055，P－290，

P－338，P－340

0－053，P－205

0－105，P－165，

P－326，P－328

P－319

P－128，P－135，　P－187

0－006

P－160

P－179，P－182

P－023，P－054，

P－185，P－244

P－048，P－061，

P－062，P－105

0－021，0－044，

P－051，P－299，

P－313，P－332

P－084，P－104，

P－136，P－228

P－004，P－009，

P－Ol7，　P－020，

P－103，P－116

P－007，P－078，

P－126，P－128，

P－135，P－137，

P－187，P－203，

P－264，P－330，　P－357

0－094，0－096，



　350（494）

森若　治

両角和人

門前志歩

日

八重樫伸生

八木亜希子

八木佳奈子

矢口美幸

安江香友子

安澤彩子

安田明子

安田勝彦

保田賢吾

安田　豊

矢内良昌

矢内原敦

柳田　薫

矢野浩史

矢野樹理

矢野　哲

矢野美穂子

矢野祐也

矢野有貴

八幡哲郎

藪内恭子

山内久美子

山内　悠

山岡絵美

山縣一夫

山縣然太朗

山縣瑞穂

山縣芳明

山上　亘

山口敦巳

山口恭平

山口賢一・

P－108

P－074，P－209，

P－279，P－297

0－035，P－089

P－096

0－072

P－074，P－209

0－111，P－029，

P－342

P－344

0－040，P－282

P－216

P－109

P－171

P－260，P－266，

P－275，P－278，　P－280

0－OIO，　P－299

P－253

0－061，P－041

P－008，P－077

0－Ol9，　P－095，

P－373

P－038，P－ll9

0－023，P－023，

P－054，P－185，

P－244，P－312

P－221，P－316，　P－339

0－051，P－037，

P－100，P－157

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

P－050

0－006

P－102

P－115

P－086

0－033

P－131

P－013

0－050，0－074，

P－220

P－320

P－059，P－060，　P－127

0－042，P－045，

P－064，P－065，　P－314

0－052

山口耕平

山口　隆

山口剛史

山口ゆうき

山口結加

山崎香織

山崎裕行

山崎悠紀

山崎友貴

山崎友紀子

山崎玲奈

山路めぐみ

山下恵理子

山下直樹

山下正紀

山下友佳里

山下能毅

山瀬亜弥

山田敦子

山田健市

山田耕平

山田　聡

山田朝子

山田昌宏

山田満稔

山田裕子

山田礼子

山出一郎

大和屋健二

山中菜保子

山本晃央

山本　篤

山本綾子

山本新吾

山本精一郎

山本勢津子

山本太陽

lll本樹生

山本奈理

山本　輝

0－069，0－091，

P－277，P－286

P－221，P－316，

P－339

0－053，P－205

0－065

P－085

P－377

0－022

0－062

P－086

P－134

0－・103，P－073，

P－109，P－129

P－229

0－048

0－031，0－038，

P－012，P－134

P－261

P－344

P－227，P－233，　P－248

P－038

P－245

P－117，P－371

P－033，P－040

0－001，0－056，

P－028，P－058，

P－072，P－083，

P－093，P－094，

P－198，P－372

P－161

P－086

P－161，P－169

0－060

P－306

P－038，P－119

0－068，P－251

P－048，P－061，P－105

P－160

0－032

0－062

P－033，P－040

0－102

P－044

0－097，P－Ol3

0－026

P－246，P－307

P－227，P－233

　　　　日生殖医会誌57巻4号

山本みずき　P－047，P－053，

　　　　　　P－091，P－260，　P－266

山本佑司　　0－058，P－075，

　　　　　　P－098

山本由理　　O－051，P－037，

　　　　　　P－100，P－157

山脇友記子　0－060

画

弓岡英里　　O－094，　O－096，

　　　　　　P－108

湯村　寧　　P－047，P－053，

　　　　　　P－091，P－254，

　　　　　　P－260，P－266，

　　　　　　P－275，P－278，　P－280

湯本啓太郎　0－034，P－162

國

横須賀治子　P－183，　P－208

横田のぞみ　P－332

横田英巳　　P－016

横田麻里子　P－004，P－009，

　　　　　　P－017，P－020，

　　　　　　P－103，P－116

横田美賀子　P－016

横田　恵　　0－041，　P－026，

　　　　　　P－143，P－181，

　　　　　　P－188

横田佳昌　　P－Ol6

吉江正紀　　0－081，P－130，

　　　　　　P－309

吉岡尚美　　0－066，　O－084，

　　　　　　P－036，P－052，

　　　　　　P－186，P－347

吉岡奈々子　0－013，　O－093，

　　　　　　0－109，P－043，

　　　　　　P－194，P－354，

　　　　　　P－360，P－363，　P－370

吉岡伸人　　0－046，0－049，

　　　　　　P－21　3，P－327，

　　　　　　P－355

吉岡麻衣子　0－058，P－075，

　　　　　　P－098

吉貝香里　　P－011

吉川香織　　P－076

吉崎敦雄　　0－101

吉田　淳　　O－047，　O－070，

　　　　　　P－154，P－262
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吉田邦彦

吉田純子

吉田丈児

吉田成一

吉田壮一・

吉田仁秋

吉田　浩

吉田宏之

吉田光紗

吉田陽子

吉野　剛

吉野直樹

吉益裕子

吉丸真澄

吉村俊和

吉村友邦

吉村泰典

米澤潤一

依光　毅

団

李　福平

李　理華

梁　善光

固

若杉聡美

脇本栄子

鷲尾奈美

和田　篤

0－002，P－144

P－110

P－214，P－217，

P－379

P－374

0－054

P－117，P－371

P－047，P－053，　P－091

0－081，P－130，

P－309

0－042，P－045，

P－064，P－065，

P－314

P－227，P－233，　P－248

P－191

P－356

P－110

P－214，P－217，　P－379

P－118

0－040，0－059，

P－022，P－1　59，

P－282

0－015，0－016，

0－076，0－077，

0－107，P－121，

P－122，P－123，

P－124，P－131，

P－153，P－155，

P－161，P－169，

P－252，P－303，

P－304，P－320，

P－334，P－335，　P－336

0－058，P－075，

P－098

P－096

0－069，0－091，

P－277，P－286

0－050，0－074，

P－220

0－008，P－242

P－148

P－331

P－076

P－180

和田恵子

和田真一郎

和田知久

渡邉愛子

渡邊亜由子

渡辺真一

渡邉誠二

渡邊倫子

渡邉英明

渡邊仁美

渡邊ひとみ

渡辺　博

渡邊浩彦

渡邊紘之

渡辺裕子

渡辺由美子

渡邉陽子

和地祐一

0－022

P－249，P－297

P－048，P－061，

P－062，P－105，　P－152

P－066

P－050，P－317

P－048，P－061，

P－062，P－105，

P－190

P－151，P－269

0－035，P－018，

P－089

P－085，P－294

0－029

0－031，0－038，

P－Ol2

0－014

0－053，P－205

0－059，P－282

P－054

0－053，P－205

P－107

P－218

351（495）
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　　一般社団法人日本生殖医学会

平成24年度第1回臨時理事会議事録

1．理事会の決議があったものとみなされた日：平成24年5月31日

1．理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者：理事長吉村泰典

1．議事録の作成に係る職務を行った理事：理事　苛原　稔

1．取締役の総数：20名

　監査役の総数：3名

L理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案　事業報告及び計算書類等承認の件

　監事による5月17日付監査を受けた当法人の事業報告及び計算書類等について承認すること

第2号議案　定時社員総会招集の件

　当法人の第1回定時社員総会を下記の通り招集する

（社員総会の日時及び場所）

　　平成24年6月15日

　　東京都千代田区丸の内3丁目5番1号東京国際フォーラムG701会議i室

（社員総会の目的である事項）

1，報告事項

（1）各部報告（庶務・会計・編集・渉外・学術・広報）

（2）委員会報告（倫理・将来・社保・生殖医療従事者資格制度）

2．審議事項

（1）1号議案　役員改選，名誉会員功労会員推薦の件

（2）2号議案　今後の学術講演会開催地について

（3）3号議案　定款変更の件

（4）4号議案　議事録署名人選出の件

（5）5号議案　代議員選挙のあり方について

（6）その他

　平成24年5月28日，理事長吉村泰典が理事の全員及び監事の全員に対して，理事会の決議の目的であ

る事項について上記の内容の提案書を発し，当該提案につき平成24年5月31日までに理事の全員から書

面により同意の意思表示を，監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので，一般法人法

第96条（定款第30条第2項）に基づき，当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみな

された．

　以上のとおり，理事会の決議があったとみなされた事項を明らかにするため，この議事録を作成し，議

事録の作成に係る職務を行った理事が次に記名押印する．

平成24年5月31日

（名称）一般社団法人日本生殖医学会　理事会

理 事 苛原 稔
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一般社団法人日本生殖医学会平成24年度　第1回通常理事会議事録

日　　時：平成24年6月15日（金）13：00～14：55

場　所東京国際フォーラム会議室G701

出　　席

　　　　　吉村泰典（理事長）

　　　　　市川智彦（副理事長），苛原　稔（副理事長）

常任理事．石原　理今井　裕木村　正，久保田俊郎，倉智博久，

　　　　　深谷孝夫，峯岸　敬

理　　事　安藤寿夫，瓦林達比古，杉浦真弓，千石一雄，年森清隆

　　　　　楢原久司，藤澤正人（58回会長），道倉康仁

監　事：田中俊誠星和彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※理事（18名／20名中）　監事（2名／3名中）

陪　　席：柴原浩章（総会議長），増崎英明（57回会長），

　　　　　久具宏司（幹事長），久慈直昭（副幹事長）

　　　　　遠藤俊明，梶原　健，河野康志，岸　裕司，齊藤寿一郎，

　　　　　佐藤　剛，高橋俊文，原田竜也，松崎利也，南直治郎（以上，幹事）

　　　　　鈴木　豊，加藤　渉，森下幸也（鈴木公認会計士事務所）

　　　　　天野秀明，高倉洋一郎（司法書士・天野事務所）

欠　　席

理

監

陪

事：武谷雄二（副理事長），石塚文平

事：奥山明彦

席　辻村　晃，永尾光一，野村一人（幹事）

〈議事経過およびその結果〉

平成24年6月15日午後1時，東京都千代田区丸の内3丁目5番1号の東京国際フォーラム会議室G701

号において，平成24年第1回通常理事会を開催した．定刻に吉村泰典理事長は開会を宣し，本日の理事

会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた．

議決に加わることのできる理事数　20名

出席理事数：18名

次いで，選ばれて，理事長　吉村泰典が議長となり，平成23年度第2回常任理事会議事録，

第1回臨時理事会議事録を確認し，直ちに議案の審議に入った．

平成24年度

〈議　事〉

第1号議案・役員改選，名誉会員功労会員推薦の件

　　　　　　苛原庶務担当理事より，3月に実施した代議員選挙の結果，平成23年度第2回常任理事会で

　　　　　　承認・選出された105名の代議員の中から，各ブロックより20名の理事候補が選出，その

　　　　　　賛否を議場に諮ったところ，満場一致で承認され，平成24年度定時社員総会で諮ることと

　　　　　　なった．また，理事候補の20名が代議員を返上する為，次点の代議員20名が新たに繰り上

　　　　　　がる旨を説明し，その賛否を議場に諮ったところ，満場一致で承認された．

　　　　　　また，本年度の名誉会員功労会員の推薦については，一般社団法人への移行に伴い，役員改

　　　　　　選の時期が半年前倒しになったことより，各ブロック長より以下の推薦があった旨報告があ
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り，その賛否を議場に諮ったところ，満場一致で承認され，平成24年度定時社員総会で諮

ることとなった．なお，新名誉会員の名誉会員証の授与については，多くの会員にご参集い

ただける平成24年度臨時社員総会（第57回学術講i演会会期中）において執り行うことが申

し合わされた．

新役員，名誉会員は以下の通りである．

理事：20名

　北海道ブロック：千石一雄

　東北ブロック：倉智博久

　関東ブロック：石原　理，市川智彦，久保田俊郎，竹下俊行，西井　修，

　　　　　　　　峯岸　敬，吉村泰典

　中部ブロック：安藤寿夫，杉浦真弓

　北陸ブロック：道倉康仁

　関西ブロック：今井　裕木村　正，藤澤正人

　中国四国ブロック：苛原　稔，杉野法広，原田　省

　九州沖縄ブロック：楢原久司，増崎英明

監事：3名

　瓦林達比古，武谷雄二，深谷孝夫

名誉会員：5名

　東北ブロック：田中俊誠（上田市産院名誉院長・秋田大学名誉教授）

　　　　　　　　星　和彦（スズキ病院院長・元山梨大学副学長）

　関東ブロック：石塚文平（聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授）

　関西ブロック：奥山明彦（愛染橋病院院長・大阪大学名誉教授）

　中国四国ブロック：寺川直樹（日本生命済生会附属日生病院院長　鳥取大学名誉教授）

　　　　　　次点による繰り上がる代議員：20名

　　　　　　　北海道ブロック：櫻木範明

　　　　　　　東北ブロック：熊谷仁

　　　　　　　関東ブロック：明楽重夫，浅田弘法，辰巳賢一，永尾光一，野口和美，

　　　　　　　　　　　　　　森田峰人，柳田　薫

　　　　　　　中部ブロック：金山尚裕，望月　修

　　　　　　　関西ブロック：仲谷達也，藤野祐司，森本義晴

　　　　　　　中国四国ブロック：林伸旨，原鐵晃宮崎康二，矢野浩史

　　　　　　　九州沖縄ブロック：岡本純英，城田京子，肥後貴史

第2号議案：今後の学術講演会開催地について

　　　　　　吉村理事長より第59回（平成26年），第60回（平成27年）学術講演会会長ならびに開催

　　　　　　地について，すでに過去の理事会において審議・決定をした旨発言があった．とくに第60

　　　　　　回についてはIFFS2015との同時開催であるため，早期に準備をしていく必要があることよ

　　　　　　り第59回第60回ともに，本理事会でご承認いただきたい旨発言があり，その賛否を議場に

　　　　　　諮ったところ，満場一致で承認された．承認された開催地ならびに会長は以下のとおりであ

　　　　　　る．

　　　　　　第59回（平成26年）：東京（埼玉医科大学　石原　理教授）

　　　　　　第60回（平成27年）：横浜（京都大学　今井　裕教授）

第3号議案　定款・定款施行細則変更の件

　　　　　　吉村理事長は，例年3月に開催していた常任理事会を予算編成等法人運用の都合上，通常理



356（500） 日生殖医会誌57巻4号

事会に変更するため，定款施行細則第36条及び50条を次のとおり変更したい旨を説明し，

その賛否を議場に諮ったところ，満場一致をもってこれに賛成し，原案どおり承認可決され
た，

（変更前）

第36条　常任理事会は年2回開催するほか，理事長が必要と認めたときに開催し，議長は

理事長とする．

第50条　社員総会・理事会は原則として学術講演会開催時及び事業年度終了後3ヶ月以内

に理事長が招集する．

（変更後）

第36条　常任理事会は年1回開催するほか，理事長が必要と認めたときに開催し，議長は

理事長とする．

第50条　社員総会・理事会は原則として学術講演会開催時及び事業年度終了後3ヶ月以内

に，定款第33条の理事会は事業年度終了前の3月に，理事長が招集する．

　　　　　　また，同様に業務の都合上，別紙のとおり定款を変更したい旨説明がなされ，定時社員総会

　　　　　　に上程する旨諮ったところ，原案通り全会一致で承認された．

第4号議案：代議員選挙のあり方について

　　　　　　吉村理事長より，一般社団法人化に伴い，代議員選挙制度を開始・運用してみて，電子投票

　　　　　　の是非等投票方法や選挙区割り，専門領域別の配分について等いくつかの課題も浮かび上

　　　　　　がってきたため，庶務部を中心に今後委員会を組織し，さらなる問題分析を行い，次回の代

　　　　　　議員選挙に向けて継続的に検討と改善を図りたい旨説明され，全会一致で承認された．

＜報告事項＞

1．庶務報告　苛原庶務担当理事より，下記について報告がなされた．

　　　　　　・平成23年度事業報告書承認の件

　　　　　　平成24年5月31日付けをもって書面での臨時理事会を開催し，平成23年度事業報告書に

　　　　　　ついて理事の全員より同意の意思表示を，監事の全員より異議なしとの意思表示を得，承

　　　　　　認可決されている旨報告があった．これを受け，平成24年度定時社員総会に本事業報告書

　　　　　　を上程することもあわせて報告された．

　　　　　　・会員数の動向，物故会員，諸会議，および会費の納入状況について

　　　　　　会員数動向は，平成24年3月末日現在，会員4，583名，うち名誉会員51名であり，動向の

　　　　　　内訳は前年度より新入会240件，退会・物故等67件t資格喪失104件である．

　　　　　　　物故会員については

（北海道ブロック）

（東北ブロック）

（関東ブロック）

（中部ブロック）

（関西ブロック）

館花明佳

坂野雄一

北原敬市，齋藤和明，沢田喜彰，根岸正勝松本清一＊

大池哲郎，三矢英輔＊

濱口久明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊名誉会員

　以上10名の報告があった．

・ 代議員選挙結果について

平成23年12月31日時点での会費納入状況より有権者を確定し，本年2月から3月にかけ

て代議員選挙を電子投票で行った旨報告があった．代議員定数については総数105名で各

ブロック（関東は都県別）の有権者数に比例して割り当てた．立候補者は全体で144名，

投票率は23．1％となり，3月21日に開票を行い，無事終了し，平成23年度第2回常任理事

会にて承認され，105名の代議員が選出され選挙を終了した旨報告があった。
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　　　　　　これを受け，選出された代議員による定時社員総会を組織すべく，平成24年度定時社員総

　　　　　　会にご参集いただく予定であること，また，一般社団法人移行に伴い，代議員の任期は選

　　　　　　挙終了時から次回の選挙まで，理事・監事については総会終了後から次回改選年の総会ま

　　　　　　でとなる旨これまでと異なることが補足説明がなされた．

　　　　　　　・会費納入の件

　　　　　　平成23年度第2回常任理事会で報告された平成24年2月10日現在の会費納入状況につい

　　　　　　て説明があった，現行特例法人（社団法人）においての定款では2年以上の会費滞納につ

　　　　　　いては除名処分となることが定められているが，一般社団法人移行後は3年以上の会費滞

　　　　　　納について資格喪失処分となる．現在の複数年にわたる会費滞納者の中ではこれまで順次

　　　　　　妥当な処分を行ってきたため，資格喪失処分に該当する会員は存在しない．ただし，平成25

　　　　　　年度以降は資格喪失処分になる可能性のある会員が発生するため，引き続き経過を注視し

　　　　　　ていくこと，また，宛先不明で会費請求書を届けることのできない会員がいるため，各ブ

　　　　　　ロックであて先不明者のリストを確認し，宛先のわかる会員がいる場合は事務局まで連絡

　　　　　　をいただくよう要請がなされた．

　　　　　　　・IFFS2015準備委員会開催報告

　　　　　　準備委員会をこれまでに2回開催し，準備を進めているが，役員改選に伴い，組織委員会

　　　　　　の委員構成について再度検討をし，次回の常任理事会までに組織委員会の案を上程したい

　　　　　　旨，説明がなされた．

　　　　　　　・一般社団法人化に伴う役員会の運営スケジュールと予算編成の時期について

　　　　　　吉村理事長より，一般法人化に伴う役員会（総会，通常理事会，常任理事会）の運営スケ

　　　　　　ジュールについてこれまでの法人運営との違いの説明があった．法令上，定時社員総会2

　　　　　　週間前までに通常理事会を開催し，必須議案としては事業報告ならびに計算関係書類につ

　　　　　　いての承認と定時社員総会の開催の是非について審議を行わなければならない．本年度の

　　　　　　定時社員総会については暫定的に2週間前である平成24年5月31日付で臨時理事会を書

　　　　　　面で開催し，これら2つの議案について承認を得たうえで定時社員総会を開催することで

　　　　　　対応したが，今後もそのような手続きをするか，または定時社員総会の2週間以上前に実

　　　　　　際に通常理事会を開催するかお諮りしたい旨提案があった．意見交換ののち，実際に理事

　　　　　　会を2週間以上前に開催して定時社員総会に臨むべきであろうという意見が多数となり，

　　　　　　その賛否について議場に諮ったところ，満場一致で承認され，平成25年度定時社員総会か

　　　　　　ら実施することとなった．なお，秋に開催する臨時社員総会においても2週間以上前に臨

　　　　　　時社員総会開催の是非を問う臨時理事会を開催しなければならないが，議案が総会開催の

　　　　　　みの場合は引き続き書面での臨時理事会を開催することで対応することが申し合わされ

　　　　　　た．

　　　　　　また，これまで，次年度の予算編成については定款上，秋の通常総会で決議しなければな

　　　　　　らず，上半期の実績をもとに予算編成をせざるを得なかったが，これまで3月に開催して

　　　　　　いた常任理事会を通常理事会開催とし，その際に次年度の事業計画ならびに次年度予算に

　　　　　　ついての承認を可決できるようにすることで実質に則した予算編成が可能である旨，会計

　　　　　　部から提案があり，それにかかる定款ならびに定款施行細則の変更がなされることとなっ

　　　　　　た旨説明があった．【第3号議案に関連】

2．会計報告　峯岸会計担当理事より，以下の報告があった．

　　　　　　平成24年5月31日付けをもって書面での臨時理事会を開催し，平成23年度計算書類等決

　　　　　　算報告書について理事の全員より同意の意思表示を，監事の全員より異議なしとの意思表

　　　　　　示を得，承認可決された．また，引き続き，田中俊誠監事より平成24年5月17日に会計

　　　　　　監査を行い，事業報告ならびに会計監査について問題がないことが報告された，これらを

　　　　　　受け，平成24年度定時社員総会に事業報告書と同様に本決算報告書を上程することもあわ

　　　　　　せて報告された，なお，補足事項として下記要点も説明がなされた．
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3．編集報告

4．渉外報告

5．学術報告

6，広報報告

・ 平成23年度収支予算では△6，999，350円を見込んでいたが，専門医事業，学術講演会収支

の大幅な黒字により，結果としては△1，665，081円に赤字を抑えることができた

・ 本年度の一般社団法人化に伴い，公益目的支出計画に則し，事業ごとに会計を6つに分

けなおすこと，また，学会の財産を計画的に減らしていくことが必要である，平成23年度

は，大幅な赤字予算にも関わらず各事業の自助努力により，かなり赤字を抑えることがで

きたが，学会の財産を計画的に減らしていくことになるので単年度での収支としては今後，

恒常的に黒字にしていく必要がある

今井編集担当理事より，以下の報告があった．

・機関誌等の発刊状況については，和文誌は現在56－1，2号が発刊され，57－3号が発刊準

備中，RMBはVol．11－2が3月に発刊され，　Vol．11－3が発刊準備中である

・ 利益相反状態の開示について編集委員会で検討をした結果，Vol．12．　No．1より本会の利益

相反に関する指針に基づいた義務付けを，英文論文誌RMBについても行うこととした．な

お，学術講演会の発表では発表前1年間の状態において開示を義務付けしているが，論文

においてはその期間を長く設定する必要があると考えており，引き続き編集委員会で検討

していくこととした

木村渉外担当理事より，今回は特に報告なしとの発言があった，

倉智学術担当理事より，下記報告があった，

・平成24年度学術奨励賞推薦受付の締切が本日となっており，6月15日現在5件の推薦が

あり，RMB掲載の対象論文をあわせて合計10本の論文が候補となっている．締切後，慎

重な選考を行い，予備選考委員会，選考委員会の決議を経て，平成24年臨時社員総会にて

学術奨励賞授与者をご承認いただけるよう進めていきたい旨報告がなされた

・ 本年度の推薦受付にあたり，対象となりうる論文の掲載期間について，曖昧な表記が見

られたため，誤解の生じないよう改定する旨説明がなされ，対象期間を事業年度（4月から

3月）ではなく，RMBのVolumeにあわせた1月から12月とすることとし，全会一致で

承認された

・生殖医療ガイドブック2013（仮）の改定について

平成23年度第2回常任理事会において，生殖医療ガイドブック2013の改定について学術

部への対応依頼が申し合わされたが，検討した結果生殖医療専門医試験に合格するため

の到達目標の基準を示すだけでなく，生殖医療に携わる医師が身につけるべき基礎的・臨

床的な知識の基準も示すことのできるテキストとしての役割も盛り込みたい点を大きな改

定点とし，現状で執筆依頼のリストアップまで進めているとの準備報告があった．この報

告に対し，改定案ならびに引き続き改定作業を進めていくこととし，満場一致で承認され
た．

・ 平成23年第1回常任理事会において制定された利益相反に関する指針制定に伴い，第57

回学術講演会の演題発表時より利益相反状態開示について発表者に義務付けすることとし

た．増暗会長と連携を図りながら周知徹底に努めていきたい

倉智学術担当理事より下記報告があった．

・ホームページへのアクセス数が例年より伸びている．改定により見やすくなったことや

各情報の充実によるものかと思われる．バナー広告については引き続き新たな広告をとる

よう努力していきたい

・ ホームページについては昨夏のリニューアル後，一般社団法人移行に伴い，さらに微細

なリニューアルを行った

・ 産科婦人科系での学術講演会での参加登録等利用や生殖医療専門医へ発行しているIC

カードについて，より利便性を高める為カード発行元である（株）MAコンベンションコ

ンサルティングが取り扱いについてのHPを平成24年5月より開設し，オンラインで各種

変更手続きを承れるようにしたことを受け，本会ホームページからもアクセスが簡便にな
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　　　　　　るようにトップページにバナーを設けた

　　　　　　　・学術講演会の演題募集などメールアドレスを本会に登録している会員を対象にメールで

　　　　　　各種情報の配信について，本会メールサーバのセキュリティやスパイウェア対策を考慮し，

　　　　　　代理での一斉メール配信サービスを提供する会社と契約し，今後随時アナウンスを行うこ

　　　　　　ととした，本サービスが会員のメールアドレス登録率向上や有益情報の提供に繋がるもの

　　　　　　と期待している．すでに第57回学術講演会の演題募集からご活用いただくこととした

7．将来計画検討委員会報告

　　　　　　久保田将来計画検討委員会委員長より，かねてより検討・申請していた本会の一般社団法

　　　　　　人への移行認可が平成24年3月27日に決定し，平成24年4月1日に一般社団法人設立登

　　　　　　記を完了した旨報告があり，各種証明書類の紹介と協力関係各位への謝意が述べられた．

8．社会保険委員会報告

　　　　　　深谷社会保険委員会委員長から，下記報告があった．

　　　　　　　・外保連から平成25年度以降の加盟学会分担金をこれまで年間20万円から40万円への値

　　　　　　上げの依頼を受け，本会として予算拠出増をお願いしたい旨報告があった．これについて

　　　　　　審議したところ全会一致で承認され，平成25年度予算編成の際に組み入れることとなった

　　　　　　　・特定疾患療養管理料の新設として不妊症（習慣性流産）治療管理料の試案を作成し，平

　　　　　　成26年度の改定時期に合わせ，内保連に要望したい旨提案があった

　　　　　　　・腹腔鏡および子宮鏡の一一部を用いた手術の施設基準の新設について厚生労働省の周知不

　　　　　　足により届出を行っていない施設が見られることより，会員向け周知文書を本会ホームペー

　　　　　　ジに平成24年5月21日に掲載した．その後，平成24年6月14日に厚生労働省から通達

　　　　　　があり，救済措置として，届出をすることができなかった施設については平成24年4月1

　　　　　　日に遡り6月末までに申請を受け付けることとなった

9．生殖医療従事者資格制度委員会報告

　　　　　　市川生殖医療従事者資格制度委員会委員長から，下記について報告があった．

　　　　　　　〈生殖医療専門医関連〉

　　　　　　　・旧制度での平成23年度認定試験（二次審査）は52名受験し，最終合格者は45名となり，

　　　　　　平成24年4月1日付けで生殖医療専門医として新規認定した．合格率は例年通りである．

　　　　　　本年度は旧制度での最終の認定試験を実施するべく6月1日を締切として申請を募ってい

　　　　　　た．結果，93件の申請があった．今後，慎重に一次審査を行い，二次審査を平成24年12

　　　　　　月23日に認定試験を実施する予定である

　　　　　　・平成24年4月1日付け更新の生殖医療専門医は138名となった

　　　　　　・新規合格者，更新申請結果を踏まえ，平成24年4月1日現在で認定中の生殖医療専門医

　　　　　　は合計で467名となった

　　　　　　・新制度での平成24年4月1日新規認定の認定研修施設・研修連携施設申請について認定

　　　　　　研修施設として36施設，研修連携施設として28施設を新たに認定し，総計で認定研修施

　　　　　　設は145施設，研修連携施設は97施設となった

　　　　　　・新制度での研修開始申請受付を旧制度申請同様6月1日（金）まで受付し，82件の申請

　　　　　　があった．今後，研修開始の可否について審議していく

　　　　　　・産婦人科領域の医師が男性不妊から治療を患者に薦める際に，適当な泌尿器科医師を探

　　　　　　しにくいという要望に応え，本会会員の泌尿器科領域の医師に実施治療内容のアンケート

　　　　　　を本年2月に行った．有益な情報として，表記の整備をし，すでにホームページで公開し

　　　　　　ている

　　　　　　・高齢で更新要件を満たすのが困難である生殖医療専門医の取り扱いについて，ある一定

　　　　　　の制限を設けて生殖医療専門医の名誉職としてご就任いただけるような制度を設計してい

　　　　　　きたい旨提案があった．今年度中に検討し，次年度より実施できるよう規約等に盛り込ん

　　　　　　でいきたい
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・ 本年度の生殖医療従事者資格制度委員会の年間予定について紹介があり，とくに生殖医

療従事者講習会については関連学会の日程とも調整し，参加いただきやすい日程を設定し

ている旨紹介があり，講習会開催の周知を各方面へお願いしたい旨要請があった

　　　　　　　〈生殖医療コーディネーター関連〉

　　　　　　・平成24年4月1日付生殖医療コーディネーター新規認定は13名となった

　　　　　　・平成24年4月1日付更新の生殖医療コーディネーターは該当がない

　　　　　　・平成24年4月1日現在で認定中の生殖医療コーディネーターは合計で71名となった

　　　　　　・平成24年度生殖医療コーディネーター申請は例年通り受付し6月1日（金）締切とした．

　　　　　　10件の申請があり，今後慎重に審査をすすめていく

10．倫理委員会報告

　　　　　　石原倫理委員長より下記報告があった．

　　　　　　・3月16日に第82回，6月8日に第83回倫理委員会を開催した旨報告があった．第82回

　　　　　　では「医学的および社会的理由による卵子保存の現状」（香川則了先生）について，第83

　　　　　　回では「造血器腫瘍患者の不妊対策について」（神田善伸先生）と，それぞれ演者をお招き

　　　　　　して議論を行った．今後もしばらくこれらのテーマで議論・検討をしていきたい．

　　　　　　・生殖補助医療関係法案骨子案について本会の意見を伺いたいとの自由民主党国会議員な

　　　　　　らびに吉村理事長の要請を受け，非公式ではあるが関連法の整備の要望ならびに6つの見

　　　　　　解を回答することとした

　　　　　　・東日本大震災での各医療施設の被害状況を鑑み，生殖医療連絡協議会を中心としてART

　　　　　　施設における災害時の行動計画の指針を検討した旨報告があった．ASRM（米国生殖医学

　　　　　　会）の緊急時行動計画を参考にし，日本の実勢にあわせた内容となっている

11．第57回（平成24年）総会・学術講演会準備報告

　　　　　　増崎会長より，会期は平成24年11月7日（水〉から9日（金），市民公開講座を10日（土）

　　　　　　に予定していること，会場は長崎ブリックホール（主会場）他をあわせて予定している．

　　　　　　副題はシーボルトにちなみ，「家族のきずなを求めて」と決定し，プログラムや概要につい

　　　　　　て現時点で決定しているものについて説明があった．またプログラム決定に際しては役員

　　　　　　へのアンケートを行った．東日本大震災をうけ，放射線に対しての関心が高いことより，

　　　　　　特別講演の内容に盛り込むこととした．また，詳細は今後とも検討していく旨，報告があっ

　　　　　　た．

12．第58回（平成25年）総会・学術講演会準備報告

　　　　　　藤澤次期会長より，会期は平成25年11月14日（木）から16日（土）を予定しているこ

　　　　　　と，会場は神戸国際会議場，神戸ポートピアホテルを予定している．詳細は今後とも検討

　　　　　　していく旨，報告があった．

13．その他確認事項

　　　　　　苛原庶務担当理事より，学会運営について下記2点の確認がなされた．

　　　　　　　・今後も，本会から各ブロックへの連絡等の通達はブロック長（ブロック選出代表理事）

　　　　　　にさせていただくことをご承知おきいただきたい

　　　　　　　・平成23年度より支部（現・ブロック）運営費の支給を取りやめているが，財政上運営が

　　　　　　困難なブロックは引き続き本会へお申し出いただきたい．これまでの支部運営費相当の援

　　　　　　助は可能な場合がある旨発言があった

以上の議決事項を証するため，

監事が記名押印する．

この議事録を作成し，定款第31条第2項にもとづき，理事長および出席
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　　　平成24年6月15日

　　　　　一般社団法人　日本生殖医学会

理事長

出席監事

　同

吉村泰

田中俊

星　　和

平成24年度第1回通常理事会

典⑳

誠㊥

彦㊥
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平成24年度　一般社団法人日本生殖医学会　定時社員総会議事録

日　　時：平成24年6月15日（金）15：30～16：30

場所：東京国際フォーラムG701

出席役員：　　　　　　　　　副理事長

　常任理事　　　　　　　　裕

　理　　事：安藤寿夫，瓦林達比古，

　　　　　　道倉康仁

　新理事：安藤寿夫，石原理市川智彦，

　　　　　　倉智博久，杉浦真弓，杉野法広，

　　　　　　楢原久司，藤澤正人，増崎英明，

　監　事：田中俊誠星和彦
　新監事：瓦林達比古，深谷孝夫

議　　長：代議員　柴原浩章

議事録作成者：代議員　久具宏司

出席者：開会当時の社員数

　　　　　総社員の議決権数

　　　　　本日の出席者数

　　　　　この議決権の数

105名

105個

46名（委任状含めての出席数101名）

101個

　　　　市川智彦苛原稔
　木村　正，久保田俊郎，倉智博久，

　　杉浦真弓，千石一雄，年森清隆，

深谷孝夫，峯岸敬
楢原久司，藤澤正人，

今井　裕，苛原　稔，木村　正，久保田俊郎，

千石一雄，竹下俊行，西井　修，原田　省，

道倉康仁，峯岸　敬，吉村泰典

〈議事経過およびその結果〉

定款第15条にもとづき，柴原浩章代議員が議長となり，「本日の出席社員数は委任状を含め101名で，定

款第17条に規定する定足数を充足し，本総会は成立した」旨発言し，開会．

次の議案を順次審議した．

〈議　事〉

第1号議案：平成23年度事業報告ならびに収支決算に関する件

　　　　　　苛原庶務担当理事・峯岸会計担当理事は，当期（自平成23年4月1日至平成24年3月31

　　　　　　日）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し，下記の書類を提出

　　　　　　して，その承認を求めたところ，全会一致で承認された，

　　　　　　1．貸借対照表

　　　　　　2，損益計算書（正味財産増減計算書）

　　　　　　3，貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

第2号議案：役員改選，名誉会員・功労会員推薦に関する件

　　　　　　吉村理事長より，定款の規定により，本定時社員総会の終結をもって役員の全員が任期満了

　　　　　　となることにともない，20名の理事，3名の監事が選出され，また，名誉会員は5名推薦さ

　　　　　　れ，功労会員の推薦は本年はなしとのことが理事会で承認されたことが説明され，全会一致

　　　　　　で承認された，なお，理事および監事の被選任者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　　新役員，名誉会員は以下の通りである．

　　　　　　理事：20名

　　　　　　　北海道ブロック：千石一雄

　　　　　　　東北ブロック：倉智博久

　　　　　　　関東ブロック：石原　理，市川智彦，久保田俊郎，竹下俊行，西井　修，峯岸　敬，

　　　　　　　　　　　　　吉村泰典
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　　　　　　　中部ブロック：安藤寿夫，杉浦真弓

　　　　　　　北陸ブロック：道倉康仁

　　　　　　　関西ブロック：今井　裕，木村　正，藤澤正人

　　　　　　　中国四国ブロック：苛原　稔，杉野法広，原田　省

　　　　　　　九州沖縄ブロック：楢原久司，増崎英明

　　　　　　監事：3名

　　　　　　　瓦林達比古，武谷雄二，深谷孝夫

　　　　　　名誉会員：5名

　　　　　　　石塚文平，奥山明彦，田中俊誠，寺川直樹，星　和彦

　　　　　　功労会員：該当なし

第3号議案：今後の学術講演会の開催地について

　　　　　　吉村理事長より第59回（平成26年），第60回（平成27年）学術講演会会長ならびに開催

　　　　　　地について，すでに過去の理事会において審議・決定をした旨発言があった．とくに第60

　　　　　　回についてはIFFS2015との共催であるため，早期に準備をしていく必要があることより第

　　　　　　59回第60回ともに，本総会でご承認いただきたい旨発言があり，全会一致で承認された．

　　　　　　承認された開催地ならびに会長は以下のとおりである．

　　　　　　第59回（平成26年）：東京（埼玉医科大学　石原　理教授）

　　　　　　第60回（平成27年）：横浜（京都大学　今井　裕教授）

第4号議案：定款変更の件

　　　　　　吉村理事長より，業務の都合上，別紙のとおり定款を変更したい旨を説明し，その賛否を諮っ

　　　　　　たところ，原案通り全会一致で承認された．

第5号議案：議事録署名人選出の件

　　　　　　吉村理事長より，第4号議案「定款変更の件」が承認可決されたことを受け，定款第18条

　　　　　　第2項の規定に基づき，次のとおり出席社員の中から議事録署名人2名を選任したい旨を説

　　　　　　明し，その賛否を諮ったところ，原案通り全会一致で承認された．

　　　　　　　議事録署名人　久具　宏司　代議員

　　　　　　　同　　　　　　久慈　直昭　代議員

第6号議案：代議員選挙のあり方について

　　　　　　吉村理事長より，一般社団法人化に伴い，代議員選挙制度を開始・運用してみて，電子投票

　　　　　　の是非等投票方法や選挙区割り，専門領域別の配分について等いくつかの課題も浮かび上

　　　　　　がってきたため，庶務部を中心に今後委員会を組織し，さらなる問題分析を行い，次回の代

　　　　　　議員選挙に向けて継続的に検討と改善を図りたい旨説明され，全会一致で承認された．

以上をもって，すべての議事を終了し，本総会を閉会した．

以上の議決事項を証するため，この議事録を作成し，

代表者たる議事録署名人において記名押印する．

定款第18条第2項にもとづき，議長ならびに出席

平成24年6月15口

一般社団法人　日本生殖医学会　平成24年度定時社員総会

議 長 柴　原　浩　章　⑳

議事録署名人 久　具　宏　司　㊥

同 久　慈　直　昭　㊥
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平成24年度一般社団法人日本生殖医学会

　　　　　　　新理事会議事録

日時：平成24年6月15日（金）16：15～16：35

場所：東京国際フォーラムG701

出　席．

理　事：安藤寿夫，石原　理，市川智彦，今井　裕苛原　稔，

　　　　木村　正，久保田俊郎，倉智博久，杉浦真弓，杉野法広，

　　　　千石一雄竹下俊行，西井　修，楢原久司，原田　省，

　　　　増崎英明，道倉康仁，峯岸　敬，吉村泰典

監　事：瓦林達比古，深谷孝夫

陪　席：久具宏司，久慈直昭，柴原浩章

欠

理

監

席：

事：藤澤正人

事：武谷雄二

（五十音順　敬称略）

〈議事経過およびその結果〉

苛原理事が推され，仮議長を務めた．「本日の出席理事数は，全理事20名中19名定款第30条に規定する

定数を充足し，本理事会は成立した」旨発言し，開会．

次の議案を順次審議した．

〈議　事〉

第1号議案：理事長の選定について

　　　　　　仮議長は，定款第19条および第20条に基づき，当法人の理事長（代表理事）を選定すべき

　　　　　　旨を述べ，その選定方法について議場に諮ったところ，吉村泰典理事が苛原理事より推薦さ

　　　　　　れ，その可否について諮ったところ，全会一致で承認された，なお，被選定者は直ちにその

　　　　　　就任を承諾した．

　　　　　　この後，吉村理事長が議長を務めた．

第2号議案：副理事長の選定について

　　　　　　議長は，定款第19条および第20条に基づき，当法人の副理事長を選定すべき旨を述べ，そ

　　　　　　の選定方法について議場に諮ったところ，議長の指名に一任したいとの発言があり，一同こ

　　　　　　れに承認したため，議長は市川智彦理事，苛原　稔理事，今井　裕理事の3名を指名し，こ

　　　　　　れらの者についてその可否を議場に諮ったところ，全会一・致で承認された．なお，被選定者

　　　　　　は直ちにその就任を承諾した．

第3号議案：常任理事の選定および担務について

　　　　　　定款第19条および第21条に基づき，常任理事の選定および担務について，議長より各ブロッ

　　　　　　ク長からの推薦に基づき，次のとおり選定および業務分担することを議場に諮ったところ，

　　　　　　全会一致で承認された．なお，被選定者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　　　常任理事　※括弧は担務

　　　　　　　　苛原　　稔（庶務部，中国四国ブロック長）

　　　　　　　　峯岸　　敬（会計部）

　　　　　　　　今井　　裕（編集部，関西ブロック長）
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　　　　　　　　木村　　正（渉外部）

　　　　　　　　倉智　博久（学術部，東北ブロック長）

　　　　　　　　倉智　博久（広報部，東北ブロック長）※学術部と兼任

　　　　　　　　久保田俊郎（将来計画検討委員会，関東ブロック長）

　　　　　　　　西井　修（社会保険委員会）

　　　　　　　　市川　智彦（生殖医療従事者資格制度委員会）

　　　　　　　　石原　　理（倫理委員会）

第4号議案’理事および幹事の職務分掌について

　　　　　　当法人の理事について，次のとおり職務分掌することを議長が議場に諮ったところ，全会一

　　　　　　致で承認された．

　　　　　　　理事　※括弧は担務（括弧なしは担務なし）

　　　　　　　　千石　一雄（北海道ブロック長）

　　　　　　　　杉浦　真弓（中部ブロック長）

　　　　　　　　道倉　康仁（北陸ブロック長）

　　　　　　　　楢原　久司（九州沖縄ブロック長）

　　　　　　　　安藤　寿夫

　　　　　　　　杉野　法広

　　　　　　　　竹下　俊行

　　　　　　　　原田　　省

　　　　　　　　藤澤　正人

　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　幹事については，新理事より推薦を募った結果，次のとおり選任および職務分掌することを

　　　　　　議長が議場に諮ったところ，全会一致で承認された，

　　　　　　　幹事　※括弧は担務（括弧なしは担務なし）

　　　　　　　　松崎　利也（庶務部，中国四国ブロック）

　　　　　　　　岸　　裕司（会計部）

　　　　　　　　藤原　　浩（編集部，関西ブロック）

　　　　　　　　辻村　　晃（渉外部）

　　　　　　　　高橋　俊文（学術部，東北ブロック）

　　　　　　　　高橋　俊文（広報部，東北ブロック）※学術部と兼任

　　　　　　　　原田　竜也（将来計画検討委員会，関東ブロック）

　　　　　　　竹村　由里（社会保険委員会）

　　　　　　　　小林　秀行（生殖医療従事者資格制度委員会）

　　　　　　　梶原　　健（倫理委員会）

　　　　　　　　遠藤　俊明（北海道ブロック）

　　　　　　　佐藤　　剛（中部ブロック）

　　　　　　　　野村　一人（北陸ブロック）

　　　　　　　　河野　康志（九州沖縄ブロック）

　　　　　　　　岩部　富夫

　　　　　　　　田村　博史

　　　　　　　古井　辰郎

　　　　　　　　三浦　清徳

　　　　　　　峯　　克也

　　　　　　　　山口　耕平

　　　　　　加えて，幹事長・副幹事長については，議長より幹事長を久具宏司代議員，副幹事長を久慈

　　　　　　直昭代議員が推薦され，全会一致で承認された．
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　　　　　なお，被選定者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　総会議長については，議長より柴原浩章代議員が推薦され，全会一致で承認された．なお，

　　　　　被選定者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　各委員会の編成については，選定された委員会担当理事と相談し，可及的速やかに決定・通

　　　　　知する旨議長より説明があり，その可否を議場に諮ったところ全会一・致で承認された．

以上をもって，すべての議事を終了し，本理事会を閉会した．

以上の議決事項を証するため，

監事が記名押印する．

この議事録を作成し，定款第31条第2項にもとづき，理事長および出席

平成24年6月15日

一般社団法人日本生殖医学会

理事長

出席監事

同

平成24年度新理事会

吉　村　泰　典　㊥

瓦　林　達比古⑳

深　谷　孝　夫　⑳



NEWSLETTER

lNTERNATIONAL　FEDERATION
　　　　OF　FERTILITY　SOClETIES

灘
Message　from　the　PreSident

Hiv　AidS　and　RepToductive　Hea廿h

WhO　GlObal　Guideline　Developrn旬t
lnfe『tility

融u§蒜品2瀦廿懸。Paul。

｝新story　of　thゼIFFS

霧繍舗

灘



2

mぴrn強蝕lnel芋edernt拍n　of　Fe酎lity　Socie目es

Message　from

the　P『esident

Prof．　David　L　Healy

　President　of　IFFS

　　　Our冊∫mi∬ion　includes　tんe　di∬emination〔）f　edμcation・

fflFS　stands　foγ　enceuragi’ng　supen’or　clinical　cαre　ofカatients仇

rOProdu　ctive　mediCine　world痂de・

　　　This　came　to　mind　as∬IOoked　over　our　pm’s協焼∫んψ5・

With　the　heip（）f　maay　clinical　do‘tors，　and　many　scientists，耀沈一

ber　SOεieties（ゾ∬［77S　use　our　DIFS　WOTkshop　Sen’es　to　a∬ist　them　to

di∬eminate　edμ6atioη‘0仇θiγOWηcommunities．

　　　Fo吻田『S　Worksh（）Ps　aγe　comPlete・∬buγ　more　are　in　PrOPα一

ration．　Reguests　from　me？nber　SOεietiesんave／bCU∬ed　on　scientzfic

advances，θ堕融αめε仇励oわ兜εα’αdvances，　inα∬isted　rePro－

ductive　technotog）｝↓AR　T戊・By　contrast，　di∬emination〔）f　edu‘a－

tion　to　encourage　supen’or　clinical‘are　hasんadfetv　reeuests・TWO

ctinical　topic　areas　have　neverんα∂αη丑ガs　VVorksんop：　raproduc－

tive　surgerツand　ovulαtion　induction・

　　　ROProdu　ctive　surgery　isαu‘岨面／1　in仇ε咋θγτo舵（）f　anPt

doctor　sPeCialised　in　rePro〔加6励θmediεine仇anツ翻∫member

∫oα⑳．乃reguires　regular　jりractise・It‘εγ鋤η砂bεηφZ∫戸o初dis－

semination　of　rOProductive　sur9膓cal　education・IEFS　can　suPlb　ly

仇α‘．ROProductive　surgery　is　not，α∫∫0舵ヅ吻loca’colleagμes

∫⑳，just　bntn9　a　glonfied“eg9　suckgr’）一・4　nd　Ptet－no　pm“S　Work－

∫んOP　inγOProductive　surgery・1仇α舳〃Lθμηθeffortαtハ4unich

2010in　hightigh伽g　roprodttctive　surgeγll．　Dr　Tinnebe「g　and

his　colleagues　deserve　continued∬日】FS　Praiseノ’or　thetr　roproductive

surgerN　Program　at　thαt　LFFS　World　Congre∬・Thay　were　su♪erb・

Meγeover，　in　Mの）2012，　Drs　A　brao　and　Dzik　areんosting　the．tirst

II｛FS　lnternationat　seri’es　in　SαO　PaolO，　Bmzil．　Thθtr　topic　is閲一

dometγiosis．　Surgery　will　be　Prominent・1　cannot　thinh〔ヅa　better

6⑳to　di∬eminate　endometriosis　education・

　　　Ovulation　induction（（〕りis仇θsec侃∂t〔）pic　areaη例宮r停

guested／br　an　IEFS　Werhsh〔㌘・Ajfter　50　years　using　gonadotro

畑5，クerhaPs　all　cliniCt’ans　in　all　me？屹r　5・Cieties　are　wel”rained

仇raProdu　ctive　endocri’nology・1　hope　so・The　GeneratiOn〔ゾThe

Obese　is　uPon　us・It　shall　be‘輪屹ηg仇90r　PeirhaPs　reProductive

endocrinology　is　extinct・∠4R　7「 fer　all・Aη∂ツε’－several　countries

have　rOPorted　thec’r　infeγtite　couptes　are　at　goreateγ　rish〔）f　multipte

bU’γth　from　OL　and　related　reP　roductive　endOCTine　treatments，

tんαη‘んヴα陀戸o仇AR　T　Dαmαge　fromθκ㈱sive　dosages可9伊

nadotr（ipins　in　Ol　seems　to　be　increasing．　Theんormonαt♪roducts

αre　fine　：the　doctσrs　who　Prescri’be　them－？

　　　The　clinicalωisdom　neededノ∂γhigh　guα1⑳OI　is　we”re－－

Ported．　Drslacobs，　Burger，　Franks，　Homburg，　Dicker　and　Fauser

are　WO7rLd友α4ぴ∫in　tんese　tγeatments．　Thθirs　isαSμbtle　shilムBμt

surely　Part〔）f　the　rOPertoire　inαlt　ITIFS　membeγ　societies・

　　　Acoup　le　sufftn‘ng　infertiliりis∫融・ηりαre　dis－eαsed・

VtOzen　anPl　of　US　is　sich，　zve　want　the　best　doctor　in　the　zvorld　to　care

for　us．・4nd　we　want　themαt　the　Peah〔’f　tんeir　careex　And　in‘ψ

ノ「orm．　HOW　can　IMS，　and　its　member　societies，　help　a　doctoγ　to　ge‘

there？　A　lthough　it　seems　unfashio？zable，　encouragtng　supen『or・re－

Productive　surgerツ，　and　rOProductive　endocri’notogy，sheukt　fcrm

畑彦〔～r∬FS・di∬eminαtion〔～∫ぬ¢磁・η・

　　　Or　wilt　rePγoductive　su㎎gery，　rOProdttctive　endocri呼nology，　and

even　ctinical　caγe，　become　extiηct？

霧蘂

鋸

OFFICERS
David　Hea］y

Joe　Leigh　Simpson

Richard　Kennedy

Gabriel　de　Candolle

Edgar　Mocanu

Mauricio　Abrao

Basil　Tariatzis

Paul　Devroey

Australia

USA

UK
Switzerland

lreland

Brazil

Greece

Belgium

80ARO　OF　DIRECTORS㎜EMBER　SOC■ETIεS

Amencan　S㏄iety　for　ReproducOve　Medicine

Argentine　bOciety　of　Reproductive　Medicine

Colombian　Association　of　feniltty　and

Reproductive　Medicine

Fedilky　Society　of　Australia

German　Society　of　ReprOductive　Medicine

lndian　Soci日ty　of　Assisted　ReprOdu（由on

Japan　Society　of　ReprOduCUve　Medicine

Jordanian　Society　for　Fertjllty　and　Genetics

Swedish　Society　of　ObStebics　and　Gynecology

SCIENWFIC　COMM「「「EE

Basil　TariatZis

Joe　Leigh　Simpson

LiSelotte　Mettler

Linda　Giudice

Serdar　Bulun

Dhiraj　Gada

Narendra　Malhotra

Richard　Kennedy

Paul　Devroey

Greece

USA
Germany

USA
USA
lndia

lndia

UK
Belgium

President

President　Elect

Secretary　General

Assistant　Secretary　General

Treasurer

Assistant　Treasurer

Past　President

Director　of　Medical　Education

G．David　Adamson

Marcos　HortOn

Jose　lgnacio　Madero

Ossie　Petrucco

Tina　Buchholz

Dhiraj　Gada

Minoru　lrahara

Mazen　El－Zibdeh

pietro　Gambadauro

2007　－1　6

2010－19

2004　－1　3

2004・13

2004－13

2010－19

2007－16

2010－19

2007－16

Chair

President　Ele〔±

2010Chair　Local　SC

2013Congress　Chair

2013Chair　Local　SC

2016Congress　Chair

2016Chair　Local　SC

Secretary　General，　ex　offic泊

DireCtor　of　Medical　Education，　ex　officio

SCIENWFIC　COMM『「「E匠MEM8En　seCIETIES

Brazilian　Society　of　Human　Reproduction

British　Fertility　Society

Finnish　Gynecological　Association

Japan　Society　of　Reproductive　Medicine

Fertility　Society　of　Australia

Korean　Society　for　Reproductive　Medicine

Artur　Dzik

Sue　Avery

Antti　Perheentupa

Osamu　lshihara

Cynthia　Farquhar

Seok　Hyun　Kim

lnterna【ieoal　Federation　or　Fertih！y　Seciet‘es

Edior　in　Chief

Gabriel　de　CANDOLLE

Editorial　Board

DAVID　HEALY

BASILTARLATZIS

PAUL　DEVROEY
lAN　D．　COOKE

MOISE　FIADJOE

rrな　《癬、糞、

NEWSLE“rTER
　INTERNATIONAL　FEOERATION
　　　OF　FERTIUTY　SOCIETiES

Please　send　your　contribution　to：

Gabriel　de　Candolle

6，rue　de　Candolle

1206Gen6ve，　Switzerland

Phone：＋41227815380
Fax：＋41227815467
E－mail：gabrieldecandolle＠vb（．ch

Member　Societies　and　readers　are　invited　to　send　all　commentS，

reports　or　articles　of　800－1　200　words　no　later　thafi　1　st　February

for　the　Spring　lssue　and　l　st　July　for　the　Autumn　lssue．

The　views　expressed　in　articles　in　the　IFFS　Newsletter　are　those

of廿ie　authors　and　do　not　necessarily　reflect廿le　official　viewpoint

of　IFFS．
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HIV　AIDS　AND　REPRODUCTIVE　HEALTH

ealth　carc　in　Sub－Saharan　Africa　has

many　challenges．　These　countries　carry

24％of　the　total　burden　of　disease　world一

wide，　have　only　3％of　the　medical　workforce　and　l％or

less　of　the　world　wealth．360f　59　countries　within　Sub－

Saharan　Africa　have　a　critical　shortage　of　health　profes－

sionals　and　the　needs　far　cxcccd　any　realistic　cxpcctations

of　supplying　this　expertise．　It　is　therefbre　essential　that　we

recognize　the　health　requirements　in　Africa　but　also　the

fact　that　our　strategies　need　to　be　innovative　and　often　dif・

飴rent　to　those　in　the　industrialized　world．

　　　Reproductive　ill－health　among　women　is　responsible

for　36％of　the　total　burdcn　of　disease　and　is　mainly　re－

lated　to　pregnancy，　STIs　and　HIV．　ln　South　Africa　5，5　mil－

lion　South　Africans　are　HIV・・positive　and　about　a　million

men　and　women　are　currently　on　HAART．　Our　Minister

of　Health　reports　that　about　29％of　pregnant　women　are

HIV　positive，43％of　maternal　mortality　is　HIV　related，

57％of　child　deaths　under　5　are　due　to　AIDS　and　73％of

women　liVing　with　AIDS　also　have　tuberculosis　which　is

the　major　cause　of　death，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reviewing　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Millennium　DeveloP－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ment　Goals，　MDG6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　specifically　deals　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HrV／AIDS　and　other

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diseases　but　undoubt－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　edly　AIDS　impacts　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MDGs　3，4and　5　as

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WelL　It　iS　a　grim　reali－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ty，　as　reported　by　UN－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIDS　in　both　2007

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　2009，　that　each

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　year　tWICe　aS　many

people　becomc　infected　with　HrV　as　start　on　treatmcnt

and　twice　as　many　people　dic　of　AIDS　as　start　on　treat－

ment．　This　has　resulted　in　a　major　change　in　life　expec－

tancアparticularly　in　countrics　with　high　HrV　prevalence

and　in　some　African　countries　1ife　expectancy　for　women

has　fallen　as　low　as　below　40　years．

　　　In　Sub－Saharan　Africa　AIDS　has　been　regarded　asしmi－

versally」Fatal　and　is　now　the　leading　causc　of　death．　The

pandemic　impacts　on　adults　in　their　productivc　years　and

results　in　a　major　loss　of　expertise　Within　communities．

The　impact　on　pregnancy　outcomcs　are　most　pronounced

in　developing　countries　and　the　recent　review　within　our

own　Department　in　Cape　Town　by　Kennedy　and　Fawcus

（personal　communication）has　revealed　that　there　has

been　little　change，　despite　advances　in　treatment　and　sur－

veillance，　in　the　last　decade．　Women　who　are　HIV　positive

remain　at　risk　of　higher　pregnancy　loss　than　those　who　are

HrV　negative（21．7vs　11．5　per　l　OOO　deliveries．　P＜0．0001）．

In　women　who　are　untested　and　therefbrc　do　not　access

AN　AFRICAN　PERSPECTIVE
Zephne　M　Van　Der　Spuy

our　services　and　the　PMTCT　programme　the　PNMR　in
this　study　was　as　high　as　87．6　per　1000　deliveries．

　　　Despite　the　AIDS　pandemic，　fertility　remains　valued

in　Africa　fbr　many　reasons．　It　is　perceived　as　bringing　hap－

piness　and　love，　completing　a　relationship　and　ultimately

providing　assistance　in　subsistence　related　tasks．　The　gen－

der　identity　of　a　women　and　her　social　sccurity　are　often

related　to　her　ability　to　bear　children．

　　　‘‘．．．men　leave？酩α∫∬cannotんαV8　children．｝bμmμstんave

ツour　own　children，　even　zf　the　child　dies　la‘er・on，　thり）∫⑳α‘least

yOZt　have　Oηe．，，

　　　　　　　　　　　　　　　　Dyer　et　al∫20021　Hum．・Reiりrod．17：1663

　　　Unfbrtunately　in　most　countrics　in　Sub－Saharan　Af－

rica　infertility　is　a　major　health　problem　which　is　critically

under－resourced・Firstly　because　the　health　budgets　are

constrained　and　fertility　is　rcgarded　as　a　non－essendal　ex－

pense　and　secondIy　bccause　the　treatment　which　is　avai1－

able　often　exceeds　the　availability　of　either　expertise　or

resources．　It　has　been　clearly　demonstrated　within　A丘ica

that　despite　the　high　prevalence　of　HIV　infectiVity　there

has　becn　little　or　no　changc　in　sexual　behaviour　and　fer－

tility　decisions　do　not　dcpend　on　HrV　status．　The　tragedy

of　the　pandemic　has　been　that　couplcs　lose　their　children

due　to　AIDS　and　two　responses　have　evolved．　Firstly　the

precautionary　demand　fbr　children－in　short　having　larg－

er　families　because　it　is　perceived　that　children　will　die－or

else　attempting　to　replace　children　who　have　already　died

the　so－called　replacement　strategy．　In　addition　HrV／AIDS

impacts　on　reproductive　health，　reducing　fecundity　and

impacting　on　both　male　and　female　fertility．　This　com－

pounds　the　already　difficult　problem　Within　Africa　where

tubal　factors　remain　the　leading　cause　of　infertility．

Infertility　ln　African　And　Industrialized　Countries

　　　HrV／AIDS　is　a　tragedy　of　global　proportions　and　in　a

pronatalist　society　such　as　is　fbund　in　Africa，　this　reproduc－

tive　health　problem　needs　attcntion　which　must　include

the　safe　care　of　women　who　become　pregnant．　They　need

to　bc　confident　that　thcrc　will　be　adequate　antenatal　care

which　will　ensure　their　children　are　not　born　infected．

Strategies　in　Africa　which　will　offer　infertility　treatment　al－

ways　need　to　embrace　the　necd　for　safe　maternity　serVices．

This　presents　an　enormous　challenge　fbr　all　of　us　working

in　Africa　but　one　which　it　is　essential　wc　address．
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WHO　Globat　Guideline　Development　tnfertility
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Richard　Kemedy　MD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IFFS　Secretary　General

　　　　　　　　　　he　「World　Health　Organisation（WHO）

　　　　　　　　　　launched　their　Rel）roductive　Health　Guide－

　　　　　　　　　　　lincs　pr（）ject　at　a　two　day　meeting　hosted　at

their　headquarters　in　Geneva　16／17January　2012・As　a

key　partner　with　NGO　status　the　IFFS　was　well　representcd

at　this　meeting　with　three　o冊cers（Richard　Kennedy，　Sec－

retary　General；Gabriel　dc　Candolle，　Assistant　Secretary

General；Paul　Devroey，　Dircctor　of　Education）and　one

Board　Member（David　Adamson，　ASRM）in　attendance．

The　meeting　was　co－chaired　by　Paul　Devroey　and　Bart

Fauser．　The　WHO　pr（）ject　is　an　ambitious　collaborative

venturc　set　up　by　their　long　serving　Rcproductive　Health

Coordinator，　Sheryl　van　der　Poel　who　brought　together

representation　from　FIGO（President，　Gamal　Serour）；

ASRM（President，　Dolores　Lamb）；ICMART（Chairman，

David　Adamson）；ESHRE（Chair，　Anna　Veiga）and　Aldo

Campanaoll　behalfof　the　Geneva　Foundation　fbr　Medical

Education　and　Research（GFMER）．The　meeting　was　giv－

en　its　momentum　with　six　pre－chosen　Executivc　Working

Group　Chairs：Chris　Barrett（UK　Male　Infertility）；Hans

Evers（Netherlands，　General　Infertility）；Willem　Ombclet

（Belgium，　Intra　Uterine　Insemination）；Adam　Balen（UK

Poly　Cystic　Ovarian　Syndrome）；Anders　Nyobe　Andersen

（Denmark，　Ovarian　Stimulation）；Andre　van　Stcirteghem

（Belgium，　Overvicw）・

　　　The　meeting　was　introduced　by　Michacl　Mbizwo，1〕i－

rector　Rcproductive　Health　Research　Special　Programme，

WHO，　who　sct　the　scene　by　underscoring　the　importance

that　WHO　now　holds　this　area　of　developmenL　Thc　ob－

jectives丘）r　the　two　days　were　set　out　by　Sheryl　van　der

Poel　and　most　of　the　first　day　was　devoted　to　a　series　of

presentations　detailing　thc冊O　apProach　to　guideline

Meeting　in　progress．

development．　For　the　majority　of　topic　chairs　and　attend－

ing　organisations　this　insight　was　essential　to　enable　the

pr（）ject　to　move　forward．　At　the　top　of　the　chain　is　the

WHO　Guidelines　Review　Committee　chaired　by　Charles

Penn　and　the　outputs　over　the　coming　months　will　havc　to

Representatives　to　the　WHO　Reproductive　Health　Guidelines　proiect　meeting・

satisfy　this　committec　before　distribution　and　implemen－

tation．　Two　important　issues　emerged　in　discussion；firstly

how　the　topic　chairs　would　scopc　their　work　to　enable　this

seemingly　enormous　task　to　be　complcted　in　extremely

ambitious　timescales；secondly　how　the　issue　of　conflict　of

interest　would　be　addressed　given　that　almost　all　those　in－

volvcd　has　some　degree　of　conflict　whether　it　be　sponsor・－

ship　or　prcViously　publicly　expressed　opinion　on　a　specific

lssue．

　　　Through　thc　second　day　greater　clarity　developed　as

each　of　the　topic　chairs　presented　their　preliminary　ideas

about　subject　areas．　What　came　out　of　this　was，　not　sur－

prisingl）～the　broad　range　of　subj　ect　headings　providing　a

starting　point　f（）r　potential　guideline　dcvelopment　in　re－

productive　health　and　one　of　the　first　tasks　fbr　the　Tbpic

Chairs　will　be　prioritisation　of　this　long　list．　The　Chairs

also　presented　their　proposals　for　teams　to　support　their

work，　chosen　for　their　recognised　expertise　in　the　field．

The　wealth　of　material　that　already　exists　from　national

organisations　fbr　cxample　National　Institutc　of　Clinical

Excellence（NICE，　UK），ASRM　and　ESHRE　was　evident
to　the　group　and　it　as　clear　that　where　possible　this　mate－

rial　would　play　an　important　rolc　in　informing　the　WHO

pr（）ject．　The　main　roles　for　the　IFFS　in　this　project　moVing

forward　will　be　through　its　educational　expertise，　under－

standing　of　the　global　issues　and　many　contacts　to　aid　the

topic　prioritisation，　sharc　its　own　material　on　standards

care　and　promote　and　disscminate　the　WHO　outputs．　The

IFFS　bclicves　this　to　be　an　important　development　and

welcomes　the　WHO　commitment　to　raising　thc　standards

of　care　in　reproductive　health・

鎌
－t・vti
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Education　Committee

Paul　Devroey　MD

　　　Director　ef　Education

here　is　no　doubt　that　IFFS　is　active　ill　orga－

nizing　educational　activities．　The　first　2012

worshop　took　place　in　Lima－Peru　on　Janu一

ary　31　and　February　l．Thc　topics　relatcd　to　gametes　and

embryos．　Full　attention　was　given　to　sperm　and　oocyte　bi－

010gy．　Also　different　strategies　were　presented　related　to

cryopreservadon　and　Vitrification．　For　sure　in　vitro　matu－

ration　was　part　of　the　evaluation．　Embryo　fertilization　and

dcvelopmentwere　acccsscd　in　depth．

　　　The　sccond　meeting　took　place　in　Jakarta－Indone－

sia．　Thc　meeting　is　organized　with　the　Indonesian　Asso－

ciation　fbr　In－Vitro　Fertilization　on　February　l　3－152012．

Thc　themes　of　the　mecting　were　towards　an　easier，safer，

affordable　more　successful　treatment．　The　item　related

to　safety　was　of　paramount　importancc．　Two　main　factors

are　involved　namely　the　occurrence　of　multiple　pregnan－

cies　and　the　occurrcnce　of　ovarian　hyperstimulation　syn－

drome．

　　　The　avoidance　of　multiple　pregnancies　is　closely　re－

lated　to　the　number　of　replaced　embryos．　If　the　numbcr

of　replaced　embryos　is　reduced　the　percentage　of皿11－

tiple　pregnancies　will　drastically　reduce．　This　reduction

of　the　number　of　replaced　embryos　implies　an　accurate

embryo　cryopreservation　or　Vitrification　program．　Even

twin　pregnancies　have　to　be　avoided．

　　　Besides　thc　occurrence　of　multiple　prcgnancies　the

Ovarian　hyperstimulation　syndrome　remains　a　dangerous

event．　Nowadays　it　is　known　that　2％of　stimulated　women

dcvclop　a　Ovarian　Hyperstimulation　syndrome．　It　is　also

reported　that　30ut　of　100000　stimulated　women　die　from

this　syndromc．　These　data　have　been　published　in　Eng－

land　and　The　Netherlands．　The　crucial　question　relates

to　the　avoidance　of　the　syndrome．　Thc　important　reason

to　develop　the　OHSS　syndrome　relates　to　the　i可ection

of　HCG　to　trigger丘nal　egg　maturation．　The　aim　of　any

research　is　to　replace　the　maturation　triggcr　by　GnRH

agonist．　There　is　one　stimulation　protoco1，　which　allows

the　replacement　of　HCG　by　GnRH　agonist．　This　specific

protocol　implies　the　combination　of　GnRH　antagonist　to

down　regulate，　FSH　to　stimulate　fbllicular　growth　and　fi－

nally　GnRH　agonist　to　trigger　final　egg　maturatioll．

　　　In　this　strategy　two　options　are　open．　The　first　option

is　to　freeze　in　patients　at　risk　all　eggs　or　all　embryos　after

GnRH　triggering．　In　GnRH　agonist　triggered　cycles　the

occurrence　of　OHHS　is　zero．　After　thawing　the　embryos

can　be　replaced　in　a　non　stimulated　cycle，　eiher　in　a　spon－

tancous　or　in　a　substituted　cycle．

　　　If　it　is　decided　to　replace　a　fresh　embryo，　thc　fbllowing

option　is　proposed　in　an　GnRH　antagonist　cyclc．　Final　egg

maturation　is　perfbrmed　with　GnRH　agonist　an　36　hours

latcr　a　low　dose　injection　of　HCG　is　administered．　Follow－－

ing　this　strategアthe　OHSS　syndrome　is　almost　erascd．

　　　During　the　mceting　full　attention　was　givcn　to　a　pa．

tient　centcred　apProach・Several　urgent　questions　were

posed．　The　programming　of　cycles　were　presented，　cspe－

cially　related　to　the　usc　of　contraceptive　pills　an　ocstradiol

valerate．　Is　the　day　of　start　of　stimulation　crucial？Can

FSH　be　replaced　at　the　end　of　the　follicular　phase？Can

weekend　days　be　avoided　P㎜ich　is　the　ideal　stimulation

protocol」E（）r　IiVF？

　　　Also　the　endometrial　receptivity　in　stimulated　cycles

were　studied．　If　in　stimulated　cycles　Iuteal　phase　supple－

mentation　is　not　administered　implantation　will　not　oc－

cur．　Different　luteal　phase　supplementation　regimens　are

in　use．　A工so　the　length　of　luteal　phase　supplemcntation

in　case　of　a　beginning　pregnancy　is　a　matter　of　research．

　　　At　present　a　meeting　has　been　programmed　in　Ma－

nilla－thc　Philippines．　This　IFFS　mccting　will　be　organized

in　collaboration　with　the　Philippine　Society　of　Reproduc－

tive　Endocrinology　and　Infertility．　The　meeting　will　take

placc　in　thc　FalL

toro，　Dr．　Markus　Montag　and　Dr．　Budi　Wiweko
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lFFS　l耐emational　Symposium　in　Sao　Paulo

　　　　　　　　　　he　International　Federation　of　Fertility　So－

　　　　　　　　　　cieties（IFFS）is　pleased　to　have　collaborat－

　　　　　　　　　　ed　with　its　member　society　the　Sociedade

Brasileira　de　Reprodugao　Humana（SBRH），　together　with

the　Sociedade　Brasileira　de　Endometriose（SBE），　in　or－

ganizing　the　first　meeting　in　the　IFFS　International　Sym－

posium　Series　in　Sao　Paulo，　Brazil　on　May　4，2012．　The

theme　of　the　meeting　was“Recent　Advances　in　Endome－

triosis　and　Reproductive　Medicine．”

　　　Bringin

national　Symposlum　Scrics
focuses　on　　topical　areas　of

reproductive　health　rclcvan　t

to　regional　concerns，　present－

ing　cutting　edge　research，

contemporary　review　and
topical　debatc・　IFFS　has　a

proven　60　year　history　of　such

expertise　and　represents　ovcr

601nember　societies　in　these

endeavors．

　　　The　event　in　Sao　Paulo

was　opened　by　IFFS　President

ElectJoe　Leigh　Simpson　who

welcomed　the　participants　to

the　first　annual　symPosium・

tory　of　IFFS，

gsclence　and　practice　home，　the　IFFS　Inter一

Joe　I＿eigh　Simpsen，　IFFS

　　　　　Prgsident　Elect

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　He　briefly　described　thc　his－

　　　　　　　　　　　noting　that　prior　to　l951　no　international

organization　existed　devoted　to　the　problelns　of　human

infertility」n　that　year　during　an　evcnt　in　Rio　de　Janeiro，

the“International　Fertility　Association”was　fbrmed；IFA

was　thc　predecessor　to　IFFS．　It　was　fitting　to　launch　the

first　International　Symposium　Series　event　in　the　same

country，　Brazil，　whcrc　IFFS　was　conceived．

　　　The　2012　S且o　Paulo　event　was　grcatly　enhanced　by　the

participation　of　I）restigious　international　speakers　invited

丘）rtheir　prominence　in　the　field，　including：Joe　Leigh

Simpson（United　Statcs，　IFFS　President　Elec∋who　gavc

the　dynamic　keynotc　lccturc“Genetlcs　Selection：From

the　Gamete　to　the　Embryo”；David　Adamson（Unitcd
States）who　presented　two　keynote　lectures“Do　We　Need

aClassi6cation　Just　fbr　Infertile　Patients　with　Endome－

triosisP”and“Should　a　Single　Embryo　Be　Transferrcd　to

AU　Women　Undergoing　rVF？”；Carlos　Sueldo（Argentina）

who　lectured　on“Treatmcnt　of　Infertility”；and　Domi－

nique　de　Ziegler（France）who　offered　the　keynote　lec一

ulre“Endometrium　and　Implantatioバ．　In　addition　to　thc

f（）ur　keynote　lectures，　threc　pallel　discussions　were　led　by

local　Brazilian　specialists　on　thc　topics：“PCOS－Past　and

Future”，‘℃ancer　and　Reproduction”，　and“Endometriosis

Treatmcnt　and　Infertiliry－Is　IVF　the　best　optionP”The

complete　program　with　the　names　of　all　speakers，　scssion

presidents　and　moderators　can　be　fbund　on　the　IFFS　web－

site　www．iffs－reproduction・org・

　　　IFFS　is　honored　that　this　one－day　scientific　rneedng

was　couplcd　with　the　Ferrillg　UIT　Program　prcscnted　on

May　5，2012．　This　second　day　offered　a　broad　range　ef　top－

ics　related　to　fertility．　IFFS　is　especially　proud　to　note　its

partnership　with　Ferring　Pharmaceuticals　and　is　gratcful

fbr　their　support．

　　　Joc　Leigh　simpson，　IFFs　President　Elcct，　summed

llp　the飴elings　of　the　day“The　IFFS　leadership　was　very

pleased　with　all　aspects　of　our　first　International　Region－

al　Symposium，　especially　thc　choicc　of　South　America

as　en、オsioned　by　our　President　David　Healy．　Artur　Dzik，

President　of　IFFS　member　society　SBRH，　as　well　as　SBE

President　and　IFFS　Assistant　Treasurer　Mauricio　Abrao，

were　outstandillg　hosts．　Participants　wcre　attentivc　and

cngaged　our　international　speakers　With　Vigor．　Collabora一

（1．te　r．｝Carlos　Sueldo，　Artur　Dzik，　David　Adarnsen，　Joe　Leigh　Simpson，　Mauricio

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abrao，　Dominique　de　Ziegler

tive　work　and　ongoing　relationships　were　initiated．　This

first　IFFS　Intemational　Symposium　has　certainly　set　the

bar　high　fbr　those　that　will　follow”．

　　　IFFS　looks　forward　to　sponsoring　similar　programs　in

the　future　in　support　ofour　continuing　mission　to　provide

worldwidc　educational　outreach．
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History　of　the　lnternational

Federation　of

Fertility　Societies

Roger　D．　Kempers，　MD

Professor　of　Obstetrics　and　Gynecelogy，　Emeritus

Mayo　Clinic　School　ef　Medicine

gress　Prcsident　was　J・cortcs－Priento　of　sp

still　exPe「ienclng　significant　political　unrest　and　th

sulted　in　limited　attend

novel　aspect　of　thc　con

national　socicties　to　h

issucs　ofparticular　concern　to　their　societies．　At　this　mect－

ing　many　members　on　the　Executive　Committce　com－
pleted　their　terms　and　were　replaced　with　new　physicians．

Staggered　terms，　so　that　only　three　of　the　nine　members

of　the　Exccutive　Committee　could　bc　replaced　every　three

years，　were　not　fully　implcmcnted　until　12　years　later．

he　X　World　Congress　of　IFFS　was　held　July

5－11，1980in　Madrid，　Spain．　The　IFFS　Presi－

dent　was　Patrick　Steptoe　alld　the　host　con－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ain・Spain　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ls　re－

　　　　　　　　　ance丘gures　fbr　the　meeting．　A

　　　　　　　　gress　was　the　oPPornmity　given　to

　　　　　　　old　there　own　workshops　to　discuss

　　　The　XI　World　Congress　of　IFFS　was　held　in　Dublin，

Ireland，　June　26July　1，1983．　The　IFFS　President　was　A．

Mendizabal，　Buenos　Aires，　Argentina　and　the　congress

host　President　was　J．　Bonnar，　Dublin，　Ireland，　In　the

election　of　officers，　Ingelman－Sundberg　was　replaced　as

treasurer，　a　position　he　had　held　for　l5years　since　the　be一

ginning　of　lFFS　in　1968．　Simultaneously，　for　all　these　years

he　had　also　continued　as　President　of　the　now　inactive

IFA．　The　World　Health　Organization（WHO）organized
two　workshops　as　part　of　the　program．　The　congress　drew

over　2000　registrants　and　was　well　supported　by　industry．

All　the　profits　went　to　the　local　society　of　obstetrics　and

gynecology．　This　was　the　first　IFFS　congress　organized　by

aprofessional　congress　organizer（PCO）and　the　first　to

publish　a　book　sVi　th　the　proceedings　of　the　congress．

　　　The　XII　World　Congress　of　IFFS　was　held　in　Singa－

pore，　October　26－31，1986．Thc　President　of　IFFS　was　Wil－

1iam　C．　Andrews，　Norfblk，　VA，　USA．　The　host　congress

President　was　S．　Ratnam，　Singapore．　The　congress　which

drew　2000　participants　was　held　in　the　excellent　congress

center　of　a　newly　completed　luxury　hoteL　It　was　a　grcat

success　having　opened　up　the　IFFS　to　the　Asian－Paci丘c

medical　world．　Pre－congress　post　graduate　c皿rses　were

offered　and　wcrc　very　well　attended．　Among　the　dignitar－

ies　present　at　the　opening　ceremonies　was　the　President

of　Singapore．

Xl、brld　Congress　oi’IFFS

July　5－lI，1980，　Madrid，

Spain．　The　cxecutive

Committee　at　wo1－k．　FTom

left，　s．J．Behrman，　USA，

S・Sakamoto，Japan，IL
de　V㌧，atteVille，　switzer－

land，　A．　Mendizabal，

Argentina　and　Nevey
e－Castro，　POrnlgaL

xI　world　Congress　ofIFFsJune－26－
July　1，198s，　Dublin，　Irland．J．　Bonnar、

Ireland、　host　cengTess　President，　R．

Harrison，　lreland、　Secretary　Gencral

IFFS，　Mrs　Rosmtha　Semm，　Germany．

xl　world　congress　of　IFFsJune－26

－ July　1，　1983，　Dublin，　lrland、　From

left，　S・Ratnam，　Singapore，　incoming

host　congress　President，　P．　G．　Wong，

Singapore　Secretary　of　incorning　host

congress；A・Ingelman　一　Sunberg，　Swe－

den，　Last　President　of　original　IFA；A．

Mendizaba］，Argentina，　President　IFFS．

IX　World　Congrcss　ofIFFS　Apri1－12－16，

1977，Miami，　Florida，　USA．　P　Steptoe，

UK　President　IFFS　and　A．　Campos　da

Paz，　Brazil，　outgoing　President　IFFS．

XI1、～「orld　Congress　of　IFFS　Oct（｝

bcr　26－31，1986，　Singapore．　Closing

CelでmOlly・KSemm，　Gerlnany，

illcoming　President　IFFS，　with　presi－

del“ial　medal　and　oしltgoing　Presi－

dcm　IFFS、　W．　Ar）drews，　USA．

XII　W（エrld　Congress‘）f　IFFS　Oc－

tober　26－31，1986，　Singapore．　R

C・Wong，　Singapore，　secretary　of

hest〔ongress・KSemm，　Gcrmany，
President　eleαIFFS　and　P．　Step－

toe，　UK，　a　Past　President　IFFS，
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Join　us

Octo6er
Moston！

12－17，2013

tFFS

　　　　　　　　A　Conjoint　Meeting　of　the

∬nternational　Federation（）fFertility　Societies　and

the　American　Societ＞ノブ’or　Reρroductive　Medicine

B・吻％醐・ん嚇or6’1，20《3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鯉馳

　　　　　　　＿＿＿櫛＿＿＿一＿＿　馳

con捻醜1醜勧r㎜a撫灘f騨1鐸＄騒縫欝醜雛1隷電

International　Federation　of　Fertility　Societies

lNTERNATIONAL　FEDERATION　OF　FERTILITY　SOCIETIES

lFFS　Secretariat　Office

19Mantua　Road，　Mt．　Reyal，　NJ．08061

Tel．：＋18564237222，　Fax：＋18564233420
Ei－mail：secretariat＠iffs－reproduction．org

Website：www．iffs－reproduction．org

8



学術誌掲載論文等のリポジトリとアーカイブの扱いについて

　日本生殖医学会の刊行する学術誌（日本生殖医学会雑誌）に掲載された論文の著者自身のホームページ上での公

開，あるいは著者の所属機関のリポジトリへの登録・保管に関しては，著者本人の判断にゆだねます．ただし，商

業目的とするものに関しては，著作権元（学会）に許可を得ることといたします．

一般社団法人 日本生殖医学会編集委員会

　　編集委員長　今井　裕

複写をご希望の方へ

　日本生殖医学会は，本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております．

　本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は，（社）学術著作権協会より許諾を受けて下さい．但し，企業等法人による社内利用目的

の複写については，当該企業等法人が社団法人日本複写権センター（（社）学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託して

いる団体）と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては，その必要はございません（社外頒布目的の複写については，許諾が必要
です）．

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会

〒107－0052東京都港区赤坂9－6－41乃木坂ビル3F

FAX：03－3475－5619　E－mail：info＠jaacc．jp

複写以外の許諾（著作物の引用，転載，翻訳等）に関しては，（社）学術著作権協会に委託致しておりません．

直接，日本生殖医学会（E－mail：info＠jsrm．or．jp）へお問い合わせください，
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