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■

　　　　　　　　第59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59回日本生殖医学会学術講演会・総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：これからの生殖医療と家族のかたち

会期：2014年 12月3日

　　4日

　　5日

　　7日

（水）：幹事会，理事会

（木）：学術講演会，総会，総懇親会

（金）：学術講演会

（日）：市民公開講座＊（ラフレさいたま）

会場：京王プラザホテル

　　　　　〒160－8330　東京都新宿区西新宿2－2－1

　　　　　TEL：03－3344－0111　FAX：03－3345－8269　website：http：／／www．keioplaza．cojp

　　　　＊ラフレさいたま

　　　　　〒330－0081埼玉県さいたま市中央区新都心3－2

　　　　　TE】L：048－601－1111　FAX：048－600－5501　website：http：／／www．rafre．co．jp

プログラム概要（予定）：

　特別講演：（未定）

　招請講演：（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）

　ランチョンセミナー（未定）

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25年10月

　　　　　第59回日本生殖医学会学術講演会・総会

会長　　石原　　理（埼玉医科大学産科婦人科教授）

大会に関するお問合せ先

　　　　　　　第59回日本生殖医学会学術講演会・総会　運営事務局

　　　　　　　埼玉医科大学産科婦人科学教室内（担当：鈴木元晴）

　　　　　　　　〒350－0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

　　　　　　　　TEL：049－276－1347／FAX：049－294－8305

　　　　　　　　e－mail：jsrm59＠saitama－med．ac．jp



蘂

鎧殖医療コーディネーター⑳ため⑳勉強会と認定者⑳集験
●

　第58回日本生殖医学会・学術講演会会期中に生殖医療コーディネーター認定者の

ための勉強会と認定者同士が相互に情報交換や連携をとって活動できるよう認定者

の集いを開催したいと思います。

皆さま学術集会への参加も含め、奮ってご参加頂きますようおねがいします。

日時：第58騨臼藁生殖医学会・学術鱗演会会期中

　　　2013tfi　iき1月16圏　（土）　　16：30－17：30

場所：神戸ポートピアホテル　地下1階　借楽

　　　　受講料：無料（初回につき）

　　　　事前予約等不要（初回につ欝

灘繋灘es　：事例検討会】 15”’、意見交換le分

　　　　　　　　がん化学療法前精子凍結について

～症例から明らかになったコーディ＊・一一ターとしての役割と今後の鱗鰻（蝶

　　　　　　　事例提供者：熊本大学医学部附属病院

　本N万里子（生殖医療コーデ”t’ネーター・不妊症看護認定看護師）

【第2部：認定者澗士の情報交換】
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お知らせ（重要必読）

会員各位

平成25年度一般社団法人日本生殖医学会代議員選挙実施について

　一般社団法人日本生殖医学会では，現在の代議員・役員が平成26年定時社員総会（6月）で任期満了と

なるため，「一般社団法人日本生殖医学会代議員選出に関する細則」（平成25年11月に一部改定を予定し

ております）に基づき，新代議員・役員（任期：平成26年定時社員総会から平成28年度社員総会まで）

の選出のための代議員選挙を，下記の日程で実施いたしますのでご案内申し上げます．

　本代議員選挙に関しては前回（平成24年3月）の選挙から電子投票制（web上での投票）を導入して

おり，今回も同じ方法で行う予定です．実施にあたりましては，代議員立候補方法ならびに期間，および

投票方法ならびに期間に関する情報につきまして，改めまして選挙権・被選挙権を有する会員の先生に郵

送（ハガキ）でご連絡いたしますので，その情報を必ず一読し，選挙期間が終わるまで大切に保管してい

ただくようお願いいたします．

　本件に関する今後の最新情報は，随時本会ホームページでもご案内する予定ですので，ご確認下さいま

すようお願い申し上げます，

　なお，平成25年12月末日までの会費納入状況で選挙権被選挙権，各ブロックの代議員定数を確定い

たします．平成25年12月末日までに本年度までの会費を完納しない場合，選挙権・被選挙権を喪失しま

すのでご留意ください．

本代議員選挙が円滑に実施されますよう，会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます．

一般社団法人日本生殖医学会

　　　　理事長　吉村　泰典

　　　　庶務部　苛原　　稔

〈代議員選挙スケジュール〉

2013／11／15．16 通常理事会，臨時社員総会（細則改定案の最終決定）

2013／12／31 会費納入締切

2014／1中旬まで

選挙権・被選挙権者の確定（会費を2013．1231までに完納している，かつ会員歴5年以上

の会員が対象）

各ブロックの代議員定数

2014／1末 選挙公示（選挙権・被選挙権者のみ郵送でのご案内）

2014／2／20 代議員立候補締切

選挙管理委員選出・選挙管理委員会組織
2014／2／28

被選挙人名簿，選出枠について各ブロック長へ通達

2014／2／28までに 投票開始のお知らせ（選挙権者へ郵送）

2014／3／1－3／20 電子投票（選挙権のある会員が本会ホームページ上でご投票）

2014／3／20 投票締切・開票・集計

2014／3／末 平成25年度第3回通常理事会で選挙結果を報告したのち新代議員を承認

2014／6 平成26年度第1回通常理事会・総会にて承認



●

2014年度日本生殖医学会生殖医療専門医認定試験のご案内

　　　　　　　　　　　　　（第1回会告）

　2011年4月から新・生殖医療専門医制度細則による生殖医療専門医研修開始をし，2014年3月末をもっ

て3年間の研修を修了される先生方におかれましては2014年度生殖医療専門医認定審査申請が可能になり

ます．研修終了認定ならびに生殖医療専門医認定試験申請をされる対象の先生方には12月下旬を目途に別

途郵送でご案内を差し上げる予定ですが，2014年4月～6月上旬を予定する申請期間においてご提出いた

だく書類をご準備いただくようご予定ください．なお，最新情報は随時，本会ホームページ（http：／／www．

jsrm．or．jp／qualification／specialist＿new．html）上にてご案内申し上げますのでご確認ください．

己云ロ

1，日本生殖医学会生殖医療専門医認定試験申請

　受付期間：2014年4月1日～6月上旬（予定）

　＊受付期間内の書類ご提出をお願いいたします．

　＊2014年7月頃に一次審査の合否（研修終了認定の可否）についてご連絡いたします．その際，二次

　　審査等詳細についても合わせてご案内いたします．

2．日本生殖医学会生殖医療専門医認定試験（二次審査）

　日程：2014年12月23日（火・祝日）〈予定〉

　会場：東京

3．申請条件

　（1）我が国の医師免許を有する者

　（2）研修開始申請時から引き続き日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医あるいは日本泌尿器科学会

　　　認定泌尿器科専門医である者

　（3）研修開始申請時から引き続き日本生殖医学会の会員である者

　（4）研修期間を2011年4月1日～2014年3月31日とし，生殖医療専門医制度細則第5章の研修内容

　　　のすべてを満たす者

4．申請提出書類

　本会ホームページ

　http：／／www．jsrm．｛）r．jp／qualification／specialist＿application．html

　に掲載されている生殖医療専門医認定審査の手引きを参照のこと．申請書類の提出は1の期間内を厳守

　すること．

5．提出先：一般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　〒102－0083　東京都千代田区麹町4－7麹町パー一クサイドビルディング402号

　　　　　電話：03－3288－7266E－mail：info＠jsrm．or．jp

　　　　　※書類提出の際は，封筒表に「専門医新規認定申請書在中」と朱記のこと．

※送付の際は簡易書留（送料は申請者負担）のこと．

　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　2013年10月

　　　　　一般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　　　　　理事長　吉村　泰典

日本生殖医学会生殖医療従事者制度委員会

　　　　　　　　　委員長　市川　智彦



●

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

2013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．

2014年1月末日 認定研修施設・研修連携施設　申請締切．

2014年2月下旬（予定） 認定研修施設・研修連携施設決定．

2014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．

2014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2014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2014年度研修開始申請

書の受付は2014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．

2013（平成25）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26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21年4月に認定された生殖医療専門医（旧指導医）が

平成26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」

1．更新対象者

　該当する生殖医療専門医は平成20年度に申請・試験が行われ，平成21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25年12月下旬

2．更新手続きの締切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26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26年3月中旬

4．申請者に通知し，専門医証を送付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26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25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）

五十嵐秀樹，石川

小谷　俊一，梶原

木原　真紀，渋井

角沖　久夫，中村

林　　　博，林

牧野亜衣子，松原

矢野　樹理山下

伸
健
裕
彦
路
和
樹

弘
　
幸
公
正
寛
直

岩瀬　　明，宇都宮智子，江崎

金崎　春彦，河内谷　敏，北島

白石　晃司，菅沼　亮太，首藤

名越　一介，鍋島　寛志，西

福井　淳史，藤本　晃久，古井

向田　哲規村瀬真理子，両角

湯村　　寧，吉野　直樹，渡辺

敬

夫
子
也
司
人
正

　

道
聡
信
憲
和

（計35名）

●



　　　　　　　　　第58回

日本生殖医学会学術講演会・総会

期
場
長

会

会

会

プログラム

平成25年（2013年）11月15日（金）・16日（土）

神戸国際会議場，神戸ポートピアホテル

藤澤　正人

（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野教授）
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第58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

る努力により，順調な発展を遂げて参りました．

数であり，現在我が国は高度な不妊治療を数多くの患者さんが享受できる国の一つとなっていま

す．この生殖医療の発展は今や成熟期に入り，これまでのように単に治療成績を追い求める時代か

ら，個々の患者の状況に最も適した，質の高い安全で安心感のある生殖医療が求められる時代へと

変遷して参りました．さらに，生殖医療にはこれまで以上に広い視野と見識に立った，きめ細やか

な診療が必要になってきています．そのためには常に知識をup　dateして最新の生殖医療に精通す

ることはもちろんのこと，これまでの発展期において残されてきた課題ついても早急に具体的な方

向性を示す必要があると思います．また，今後の生殖医療発展の大きな原動力である研究分野にお

いても，基礎研究から実臨床への応用の可能性を探りながらその安全性や倫理的な問題等について

も十分に議論していかなければなりません．

　それらを踏まえて，本学術講演会のメインテーマは「生殖医療の未来を見据えて」とし，この分

野における最新の基礎的ならびに臨床的話題のほか，現在の生殖医療が抱える諸々の問題に関して

専門家の先生方をお招きし，招請講演，特別講演，教育講演，シンポジウム，ランチョンセミナー

などを企画させて頂きました．今回久し振りに泌尿器科が単独で総会・学術集会をお世話させて頂

くことになりました．現在，生殖医療はやはり女性が診療の中心なっていることは否めませんが，

生殖医療においては両性の調和なくしては成立し得ません．その意味も含め，今回は，婦人科泌尿

器科が共同で参画して進める臨床のセッションを少し多めに企画いたしました．

　本学術講演会が生殖医療に携わる全ての先生方にとって最新の知識を吸収できる有意義なものと

なるよう，教室員一同鋭意準備を進めております．ご多忙のこととは存じますが，六甲山の豊かな

自然と異国情緒にあふれた街並みが見事に調和する秋の港町神戸に一人でも多くの先生方にお越し

いただき，活発な議論で本学会を盛り上げていただければ幸いでございます．皆さまのご参加を心

よりお待ちいたしております，

　この度，第58回日本生殖医学会学術講演会・総会を平成25年11月15日

（金），16日（土）の日程で，神戸国際会議場および神戸ポートピアホテルで

開催させていただくことになり，大変光栄に存じます．石神嚢次教授，守殿

貞夫教授に続き教室として3代にわたってこの会をお世話させて頂くことと

なり，教室員一同心より感謝申し上げます．

　さて，この20数年間の世界の生殖医療技術の進歩は大変目覚ましく，本

邦におきましても，本学会会員の先生方を中心とした多くの先生方の多大な

　　　　　　　　　　　　ご存知のように本邦のART施行周期数は世界有

　　第58回日本生殖医学会学術講演会・総会

　　　　　　　　　　　会長　藤澤　正人

（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）
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　　　　　　　　　　　　　　日　程　概　要

　学術講演会

　　　会期：2013年11月15日（金）・16日（土）※17日（日）市民公開講座

　　　会場：神戸国際会議場

　　　　　　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－9－1TEL：078－302－5200

　　　　　　神戸ポートピアホテル

　　　　　　〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－10－1TEL：078－302－lll1

　総会

　　　日時：2013年11月15日（金）13：00～14：00

　　　会場：神戸国際会議場1階「第1会場（メインホール）」

　幹事会

　　　日時：2013年11月14日（木）15：00～16：00

　　　会場：神戸ポートピアホテルB1階「菊水」

　理事会

　　　日時：2013年11月14日（木）16：00～18：00

　　　会場：神戸ポートピアホテルB1階「第7会場（生田）」

　総懇親会

　　　日時：2013年11月15日（金）18：45～20：45

　　　会場：神戸ポートピアホテル南館1階「大和田」

　第2回生殖医療従事者講習会

　　　日時：2013年ll月16日（土）16：10～18：00

　　　会場：神戸ポートピアホテルB1階「第4会場（借楽2）」

　生殖医療コーディネーターのための勉強会と認定者の集い

　　　日時：2013年11月16日（土）16：30～17：30

　　　会場：神戸ポートピアホテルB1階「第3会場（借楽1）」
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会場へのアクセスおよび周辺のご案内
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■

会場案内図

●
〒650－OO46　神戸市中央区港島中町6－9－1
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●

〒650－0046　神戸市中央区港島中町6－10－1
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●

学会参加者へのお知らせ

●

｝

●

ー　
　
1

●

●

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ので，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．

　領収証兼用の参加章を参加受付にてお渡しいたしますので，参加章ホルダーに入れて会場内では必ずご着用く

　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，

　　　①IC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。

　　　　詳しくは（httpノ／www．rakuten－edy．co．jp／howto／charge／register／index．html）をご参照ください．

　　　③非会員の方で，ICカードをお持ちでない方も，事前オンライン決済でお支払い可能です．

　2）受付時間

　　　11月15日（金）8：00～17130

　　　11月16日（土）8：00～16：00

　3）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ーは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．

　　　※定員制のため，事前登録いただいた方のみご入場いただけます．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方は，本会事務局へお問合せください．

●

●

，

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，非会員事前決済をご利用いただくか当日

　　　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参加費をチャージ（入金）してからご来場ください．

　　　詳しくは，（http：／／www．rakuten－edy．co．jp／howto／charge／register／index．html）をご参照ください．
ρ
↓

♂
砿
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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（木）～10月10口（木）

　2）ICカード発送：10月下旬予定

　3）事前決済期間：9月5日（木）～11月8日（金）

　　　※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．k－svr．net／jsrm58、／05．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）．

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：平成25年11月15日（金）18：45～20：45

　場所：神戸ポートピアホテル　南館1階「大和田」

　参加費：無料

●

●

d

ー　
　
1

●

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章（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i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）も，クレジットによる事前決済でお支払いが可能です．

●

｛
●

じ
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■第58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（2009，2010年4月1日認定）…10点

02006～2008，2011～2013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（11月16日（土）16　10～18：00）

○すでに生殖医療専門医の方（2009，2010年4月1日認定）…30点

02006～2008，2011～2013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，神戸国際会議場Bl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15日（金）8：00～ランチョンセミナー開始10分前まで

　11月16日（土）8：00～ランチョンセミナー開始10分前まで

　※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．

　　チケットはランチョンセミナー開始時間以降無効となります．

9．企業展示会のご案内

　学会開催中，神戸国際会議場3階におきまして，企業展示を開催いたしますので，皆様ご参加ください．

　ドリンクコーナーを4階（予定）にご用意しておりますので，是非ご利用ください．詳しくは，大会公式ホー

　ムページ（http：／／www．k－svr．net／jsrm58／）をご覧ください．
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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7分，討論3分の計10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45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

　・バックアップとして，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，Dsubl5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vAlo，　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V－一，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）発表者へのお知らせ

　　　＊今回は個別のポスター発表の時間はございませんので，11月15日（金）17：00～18115

　　　ご自身のパネルの前に待機して御自由に討論をお願いいたします．

　　　学術期間2日間を通してのポスター掲示になります．

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

　　　・ポスター受付　演題番号P－OOI～087　神戸国際会議場　4階

　　　　　　　　　　　演題番号P－088～218　神戸国際会議場　5階

　　　　ポスター受付にて発表用リボンをお受け取りください．

　2）ポスター作成に関しては，下記のポスター展示要項をご確認ください．

　3　演者は討論開始15分前までにご自一のパネル前に待機してください．

4）掲示および討論，撤去の時間は次のとおりです．

　■掲示時間　　11月15日（金）　9：00～11：00

　■討論　　　　11月15日（金）17：00～18：15

　■撤去時間　　11月16日（土）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白由です．縦190cm×

　　横90cm以内であれば枚数等に制限はありませ

　　ん．

　20cm　　　　　　　　70　cm

司一一芦司トー一一一一一一一一一一一一一一一→芦

12°一

190cm

●

●

4．大会に関するお問い合わせ先

　　〔大会事務局〕

　　　〒650－0017　兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号

　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

　　　TEL：078－382－6155　FAX：078－382－6169

　　〔運営事務局〕

　　　〒541－0046　大阪市中央区平野町3丁目2番13号平野町中央ビル4階　福田商店広告部内

　　　TEL：06－6231－2723　FAX：06－6231－2805

　　　E－mail：58jsrm＠adfukuda．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xx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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※一ヒ記の雛形（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．html

※開示する利益相反状態は第58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58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50万円以上．

（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15日（金）
＿一 　　▲　＝　　　　　　　　　　　　　　＿一　　▲　＝　　　　　　　　　　　　　　　一一　　▲　＝　　　　　　　　　　　　　　＿－2　▲　＝

　　　　　　：：一副w三．・＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：：一　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　巨訓ば▲、バー　　　　　　　　　　　　＝＝　　　　　　　　　　　　　　＝：

8’50～9’00開会式

　　900～945教育講演1
古くて新しい妊孕性温存の診療～
　　がん・生殖医療の再考
　　　　座長：峯岸　敬
　　　　演者：鈴木　直

　9，00～］O：OO

受精・胚・着床1

（O－OO　1～O－006）

　座長：遠藤俊明

　9’OO～10．00

　　体外受精1

（0－018～0－023）

　座長：久慈直昭

　　9．OO～9150

卵胞発育・採卵1

（O－052～ひ056）

　座長：田原隆三

　　　9：45～旧30
　　　　教育講演2
環境ホルモンと生殖障害機序
　　　座長：木村　正
　　　演者：星　信彦

　9，50～10’40

卵胞発育・採卵2

（O－057～O－061）

座長：梶原　健

　10：00～11：00

受精・胚・着床2

（O－OO7～0－012）

　座長：蔵本武志

　1000～11．OO
　　体外受精2
（O－024～0－029）

　座長：苔口昭次
　　1030～11’15　教育講演3
マウスにおける始原生殖細胞形成シ
グナリングの解明と試験管内再構築

　　　座長：今井　裕
　　　演者：大日向康秀

　10：40～1120
多嚢胞卵巣症候群］
（0－062～O－065）

　座長：宮崎康二
1115～11：45　会長講演
泌尿器科医と生殖医療

　　座長：市川智彦
　　演者：藤澤正人

　］100～1150
受精・胚・着床3

（0－013～0－017）

　座長：水野里志

　1100～11：50
　　体外受精3
（0－030～O－034）

　座長：井上善仁

　　］200～12．50
ランチョンセミナー1

　　座長：武谷雄二
　　演者：村上　節
共催：武田薬品工業（株）

　　　　1200～12’50
　　ランチョンセミナー2

　　　座長：峯岸　敬
　　　演者：塩谷雅英
共催：フェリング・ファーマ（株）

　1200～1250
ランチョンセミナー3

　座長：守殿貞夫
　演者：野□靖之
共催：第一三共（株）

　　　12，DD～1250
　ランチョンセミナー4
座長：岡村　均
演者：島田宗昭　　干葉公嗣
　　共催：日本化薬（株）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

1300～1400
　　総会

「．▲■●■■

　　14’00～1500招請講演1
Regenerative　Medicine－based
　Technobgies　to　lmprove
　Female　Fertility　and　IVF

　　　　　Outcomes
　　座長：石原　理
　　演者Jonathan　L，　Tilly

　　　　15層00～16．OO

　　　　特別講演1
体外受精から発生医学へ一生殖
　　細胞再生の倫理と哲学

　　　座長：吉村泰典
　　　演者：森　崇英

　　　　15’OO～1620
　　　　シンポジウム2

　生殖医療における凍結技術の
　　　　　最前線
座長：久保田俊郎　　干石一雄
演者：鈴木　直　　　向田哲規
　　中潟直己　　　日下部博一
　　横西哲広

　15：00～16：00

受精・胚・着床4

（O－035～0－041）

座長：宇津宮隆史

　　　　1500～］6．20
　　　　シンポジウム4

生殖機能における酸化ストレスと
　　　　　その対応

座長：辻村　晃　　　杉野法広
演者：白石晃司　　　宮川　康
　　　五十嵐秀樹　　高崎彰久

　　　16．OO～1730
　　　シンポジウム1

　理想的な生殖医療体制・
　　　連携を考える

座長：岩本晃明　　齊藤英和
演者：高見澤聡　　辻　祐治

　　永尾光一　　吉田　淳

　16：00～17．OO

受精・胚・着床5

（O－042～0－046）

　座長：大道正英

　　　　1620～17．40
　　　シンポジウム3
不妊症に対する外科的治療法の
　　　　　最前線
座長：松田公志　　楢原久司
演者：山口耕平　　谷口久哲

　　　河野康志　　北出真理

　〕700～1ア50
受精・胚・着床6

（0－047～O－051）

座長：岩下光利

　　　16：20～1740
　　　ワークショップ

授精のライブイメージング

座長：岡部　勝　　三宅正史
演者’岡部　勝　　稲葉一男
　　佐藤裕公　　浅田義正

サ〉■■■・ ．’．．，．ヂ．．
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　．　　〆十　．．　人一

　　9．00～9：40

　　　精子1
（0－066～0－069）

　座長：宮川　康

　　900～940
　　卵管・子宮

（O－097～0－100）

　座長：筒井建紀

　　9，00～9：50

　妊孕性温存1
（0・131～0－135）

座長：和泉俊一郎
　9：40～10：20

　　　精子2
（O－070～0－074）

　座長：白石晃司

　9．40～1030
　　内視鏡1
（0－101～0－105）

座長：大須賀穣

　9’50～10層40

　妊孕性温存2
（O－136～O－140）

　座長：堂地　勉

900～1〕OO
ポスター掲示

　10’20～1110
　　男性不妊1

（0－075～0－079）

　座長：伊藤直樹

　10，30～11．10

　　内視鏡2
（O－106～O－109）

座長：可世木久幸

　1040～11：20
　　凍結保存1
（0－141～0－144）

　座長：向田哲規 11’00～1700
ポスター閲覧　］1’10～1150

　　内視鏡3
（0－110～0－113）

座長：和田　龍

　1120～11：50
　凍結保存2
（O－145～O－147）
座長：沖津　摂

第8会場（401・402）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

　　　　12：00～12，50

　　ランチョンセミナー5

　　　座長：倉智博久
　　　演者：筒井建紀
共催：日立アロカメディカル（株）

　　12’00～1250
第18回男性不妊症

　　手術フォーラム

協賛：（株）キースマック

　　1200～12．5D
ランチョンセミナー6

　座長：堤　　治
　演者：末岡　浩
共催：塩野義製薬（株）

中枢（P－001～002）
卵子（P－003～010）
卵胞発育・排卵・女性ホルモン

　　　　　（P－011～019）
生殖器腫瘍（P－020～02D
精子（P－022～031）
男性不妊（基礎）

　　　　　（P－032～035）
男性不妊（臨床）

　　　　　（P－036～053）
受精・胚・着床（P－054～087）

　令　’　・　、　←”　．　・　‘　今

㊨．，之“・．

900～1750
企業展示 第9－A会場（501）

妊娠・流産・不育

　　　　　（P－088～105）
診断・検査　（P－106～111）
子宮内膜症（P－］12～118）
妊孕性温存（P－119～121）
内視鏡（P－122～126）
統計（P－127～142）
カウンセリング（P－143）

第9－B会場（502）

　15：00～15：30
　妊娠・流産
（0－114～0－116）
　座長：出口雅士

　　15．OO～1540
染色体・遺伝子異常1
（0－148～O－15］）

　座長：百枝幹雄

　1500～16．00
多嚢胞卵巣症候群2
（0－080～0－085）

　座長：山本樹生

看護（P－144～151）
卵巣　（基礎）　（P－152～153）

凍結保存（P－154～164）
多嚢胞性卵巣症候群
　　　　　（P－165～167）
卵管・子宮（P－168～169）
顕微授精（P－170～175）
体外受精（P－176～195）

　　15’40～1620
染色体・遺伝子異常2
（O－152～○－155）

　座長：末岡　浩

　1530～1630
　　　不育
（0－］17～0－122）

座長：中林幸士 第9－C会場（504・505）　16：00～］700
　子宮内膜症1
（O－086～0－091）

　座長：谷□文紀
　1630～17：10
　　ホルモン1
（O－123～0－126）

　座長：島田昌之

　1620～17：00
　診断・検査1
（0－156～0－159）

　座長：増崎英明

性分化異常洗天異常（P－］96）
遺伝子（P－197）

その他（P－198～218）

　1700～1フ：50
　子宮内膜症2
（O－092～0－096）

　座長：矢野　哲

　］7910～1750
　　ホルモン2
（0－127～O－130）

座長：高橋健太郎

　17．00～1740
　診断・検査2
（0－160～O－163）

座長：北脇　城 ワ’OO～1815
ポスター討論

17：00

18：00

19：00

工「、．“

　　　　　　　　　　　　　●崎　．

　　　］8．45～20：45

　　　総懇親会
神戸ポートピアホテル南館
　　　1F　大和田

．w．↑．．．
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　　800～8．50
モーニングセミナー1

　座長：布施秀樹
　演者：永尾光一
共催：ファイザー（株）

　　　900～945
　　　教育講演4
in　vitroにおける精子形成

　　座長：守殿貞夫
　　演者．小川毅彦

　　9’OO～950
幹細胞・細胞毒性

（0－］64～O－168）

座長：丸山哲夫

　900～10．OO
　　体外受精4
（0－176～0－18］）

　座長：森田峰人

　9．00～10’10

　子宮内膜症3
（0－203～0－209）

座長：蝦名康彦
　9：50～10：30
受精・胚・着床7

（0－169～0－172）

　座長：藤原　浩

　945～1045　特月｜」講演2

当事者の語りが教える第三者が
　関わる生殖技術と養子縁組
　　～社会学の立場から

　　　座長：武谷雄二
　　　演者：白井千晶

　10．00～11：00

　　体外受精5
（O－182～O－187）

　座長’吉田　淳

　　　　1015～11’OO
　　　　教育講演5
ARTとゲノムインプリンティング

　　　座長：苛原　稔
　　　演者：有馬隆博

　lO30～1100
受精・胚・着床8

（0－173～0－175）座長、松崎利也

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15100

　　　　10’45～11．45
　　　　　招請講演2
Genetic　and　Genomic　Causes
　of　Human　Male　lnfertility

　　座長：並木幹夫
　　演者：Dolores　J．　Lamb

　1100～1］．45
　　教育講演6
免疫性不妊症の診療
　座長：倉智博久
　演者：柴原浩章

　　1200～］250
　ランチョンセミナー7

　　座長：吉村泰典
　　演者：石原　理
共催’メルクセローノ（株）

　　12．OO～1250
ランチョンセミナー8

　　座長：神崎秀陽
　　演者：森本義晴
共催：富士製薬工業（株）

　1200～12’50
ランチョンセミナー9

　座長：苛原　稔
　演者：田中　温
　共催：MSD（株）

　　　1200～1250
　ランチョンセミナー10
　　　座長：香山浩二
　　　演者：鈴森伸宏
共催：キッセイ薬品工業（株）

　　　1300～1430
　　　シンポジウム5

病態に基づく子宮内膜症の
　　　　治療戦略
座長：村上　節　　原田　省
演者：北島道夫　　太田啓明

　　岩瀬　明　　岩佐弘一

　　　1300～1430
　　　シンポジウム7

高齢不妊カップルに対する

　　　　治療戦略
座長：西山博之　　安藤寿夫
演者：齊藤英和　　田中　温

　　山崎一恭　　小堀善友
　　梶原　健

　13．00～1350
　　体外受精6
（0－188～0－192）

　座長：見尾保幸

　　　1300～1430
　　　シンポジウム9

　　染色体異常を伴う
不妊症患者に対する治療戦略

座長：永井　敦　　寺田幸弘
演者：熊谷　仁　　吉田　淳
　　　辻村　晃　　石川智基

　1350～14：40
　　顕微授精1

（0－193～O－197）

　座長：越田光伸

　　　　1430～15’50
　　　シンポジウム6
不育症診療における新しい展開

座長：杉浦真弓　　山田秀人
演者：村島温子　　出□雅士

　　　福井淳史　　北折珠央

　　　　14：30～｜550
　　　　シンポジウム8

　　Modern　AR丁不成功例
不妊カップルに対するトータルケア

座長：岡田　弘　　　柳田　薫
演者：菅沼亮太　　　藤原　浩

　　　佐々木昌一　　小泉智恵

　14’40～1530
　　顕微授精2

（0－198～O－202）

　座長：加藤浩志

1550～16：00閉会式
16：00

17：00

18：00

19：00

　　　　1630～17〔30
生殖医療コーディネーターのための

　　勉強会と認定者の集い

　　1610～18’00
第2回生殖医療従事者
　　　講習会

　　　　　　　　　「、▽．層、」
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，r．．f．．P． 8：00
8：00～8：50

モーニングセミナー2

座長：出居貞義
演者：溝□　徹
共催：（株）MSS

9：00

900～10、00 9：00～10’00

男性不妊2 看護1 9．00～16．OO
（O－210～0－215） （0－231～0－236） ポスター閲覧
座長：大橋正和 座長：大橋一友

10：00

1000～10’50 第8会場（401・402）
　10’OO～11’00

　　男性不妊3
（0－216～0－221）

　座長：小堀善友

　　　看護2

（O－237～O－24D
　座長：森　明子

中枢（P－OO　1～OO2）

卵子（P－003～010）
卵胞発育・排卵・女性ホルモン
　　　　　　（P－OH～O］9）
生殖器腫瘍（P－020～021）
精子（P－022～03D 11：00
男性不妊（基礎）

（P－032～035）
男性不妊（臨床）

’へ1▽”P、 （P－036～053）
受精・胚・着床（P－054～087）

12．00～1250 1200～12，50
第9－A会場（501） 12：00

ランチョンセミナー11

　座長：木村　正
　演者：岩瀬　明
共催：持田製薬（株）

ランチョンセミナー12

　座長：奥山明彦
　演者：岡田　弘
共催：あすか製薬（株）

9．OO～15．50

企業展示

妊娠・流産・不育

　　　　　　（P－088～lO5）
診断・検査（P－106～111）
子宮内膜症（P－112～1］8）
妊孕性温存（P－］19～121）
内視鏡（P－122～126）

13．OO～13：50

男性不妊4

　］3．00～13：40
　カウンセリング

（0－242～O－245）

統計（P－127～142）
カウンセリング（P－143）

13：00

（0－222～0－226）
座長：本田万里子 第9B会場（502）

座長：佐々木昌一

134G～14：30
看護（P－144～151）

　1350～1430
　　男性不妊5
（0－227～0－230）

　座長：小林秀行

　　　統計
（0－246～O－250）

　座長：金山尚裕

卵巣（基礎）（P－152～153）
凍結保存（P－154～164）
多嚢胞性卵巣症候群
　　　　　　（P－165～167）
卵管・子宮（P－168～169）

14：00

14’30～15：10 顕微授精（P－170～175）

その他1 体外受精（P－1フ6～195）

（O－251～O－254）
．，・〔w．「・

座長：小林眞一郎 第9－C会場（504・505） 15：00

1510～1550 性分化異常・先天異常（P－196）

その他2 遺伝子（P－197）
A’A⊥．’

（0－255～0－258） その他（P－198～218）

座長：望月　修

■・・‘直L．■ ■　r　▲　晶　∀　▼　、　A　■　■　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　晶　∀　■　，　■　’　A　． 16：00

16：00～17：00

ポスター撤去

17：00

L’‘‘．．・ 18：00

9，〉

■　r　w“　．　．　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．　・　．　．　．　． 19：00

19（151）



演

演

演

演

ム

　

　

　

　

　

　

ナ
ナ

　

　

　

　

ゥ
ッ

　
　
　
　
　
　
、
ミ
　
ミ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

演

講

講

講
講
　

ヨ

　

　

　

　

　

　

セ

セ

　

　

　

　

　

シ
グ
ン

長



平成25年10月1日 23（155）

会長講演　・11月15日（金）11，15～11，45第1会場

　泌尿器科医と生殖医療

　　　　座長：市川　智彦（千葉大学泌尿器科）

　　　　演者：藤澤　正人（神戸大学泌尿器科）

招請講演1　・11月15日（金）14、oo～15、oo第1会場

　Regenerative　Medicine－based　Technologies　to　lmprove　Female　Fertility　and　IVF　Outcomes

　　　　座長：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　　演者：Jonathan　L．　Tilly（Chair　and　Professor，　Department　of　Biology，　Northeastern　University）

招請講演2　・11月16日（土）10、45～11、45第1会場

　Genetic　and　Genomic　Causes　of　Human　Male　lnfertility

　　　　座長：並木　幹夫（金沢大学泌尿器科）

　　　　演者：Dolores　J．　Lamb（Director，　Center　for　Reproductive　Medicine，　Baylor　College　of　Medicine）

特別講演1　・ll月15日（金）15、oo～16、oo第1会場

　体外受精から発生医学ヘー生殖細胞再生の倫理と哲学

　　　　座長：吉村　泰典（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　　演者：森 崇英（京都大学名誉教授・生殖再生医学アカデミア理事長）

特別講演2　・11月16日（土）g，45～10，45第1会場

当事者の語りが教える第三者が関わる生殖技術と養子縁組～社会学の立場から

　　　座長：武谷　雄二（労働者健康福祉機構）

　　　演者：白井　千晶（早稲田大学文学学術院ほか非常勤講師（社会学））

教育講演1　・11月15日（金）g、oo～g，45第1会場

　古くて新しい妊孕性温存の診療～がん・生殖医療の再考

　　　　座長：峯岸　敬（群馬大学産婦人科）

　　　　演者：鈴木　　直（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

教育講演2　・11月15日（金）g，45～10，30

　環境ホルモンと生殖障害機序

　　　　座長：木村　　正（大阪大学産婦人科）

　　　　演者：星

第1会場

信彦（神戸大学大学院農学研究科応用動物学講座分子形態学分野）

教育講演3　・11月15日（金）10、30～11、15第1会場

マウスにおける始原生殖細胞形成シグナリングの解明と試験管内再構築

　　　座長：今井　　裕（京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻）

　　　演者：大日向康秀（科学技術振興機構さきがけ）

●

教育講演4　・11月16日（土）g，oo～g、45

　in　vitroにおける精子形成

　　　　座長：守殿　貞夫（西宮敬愛会病院）

　　　　演者：小川

第1会場

毅彦（横浜市立大学医学群分子生命医科学プロテオーム科学（生命医科学））
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教育講演5　・11月16日（土）10・15～11・oo第4会場

　ARTとゲノムインプリンティング

　　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　　演者：有馬　隆博（東北大学情報遺伝学分野）

●

教育講演6　・11月16日（土）11，00～11，45第4会場

　免疫性不妊症の診療

　　　　座長：倉智　博久（山形大学産婦人科）

　　　　演者：柴原　浩章（兵庫医科大学産婦人科）

シンポジウム1　・11月15日（金）16、oo～17、30第1会場

理想的な生殖医療体制・連携を考える

　　　　座長：岩本　晃明（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター男性不妊部門）

　　　　　　齊藤　英和（国立成育医療研究センター不妊診療科）

Sl－1．男性不妊への対応：泌尿器科連携による治療ステップダウンへの道

　　　　　　高見澤　聡（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）

S1－2．男性不妊クリニックにおける連携の実際

　　　　　　辻祐治（恵比寿つじクリニック）

S1－3．全国男性不妊診療施設と大学病院リプロダクションセンターの現状

　　　　　　永尾　光一（東邦大学泌尿器科）

Sl－4．当クリニックにおける生殖医療体制

　　　　　　吉田　　淳（木場公園クリニック）

シンポジウム2　・11月15日（金）15、oo～16、20第2会場

生殖医療における凍結技術の最前線

　　　　座長：久保田俊郎（東京医科歯科大学周産・女性診療科）

　　　　　　千石　一雄（旭川医科大学産婦人科）

S2－1．卵巣組織凍結・移植の最前線

　　　　　鈴木　　直（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

S2－2．着床率向上を目指したガラス化胚盤胞融解移植の工夫

　　　　　　向田　哲規（広島HARTクリニック）

S2－3．マウス未受精卵の凍結保存とその応用

　　　　　　中潟　直己（熊本大学生命資源研究・支i援センター（CARD）資源開発分野）

S2－4．フリーズドライ精子における染色体異常生成とその抑制

　　　　　　日下部博一（旭川医科大学生物学教室）

S2－5．精巣組織の凍結法一組織培養法による分化誘導法の可能性

　　　　　横西　哲広（横浜市立大学泌尿器科）

シンポジウム3　・11月15日（金）16，20～17，40第2会場

不妊症に対する外科的治療法の最前線

　　　　座長：松田　公志（関西医科大学泌尿器科）

　　　　　　楢原　久司（大分大学産婦人科）

S3－L精索静脈瘤手術

　　　　　　山口　耕平（神戸大学泌尿器科）

S3－2．精路再建術の現状と課題

　　　　　　谷口　久哲（関西医科大学泌尿器科）
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S3－3．子宮腔内病変に対する妊孕性回復を目指した治療戦略

　　　　　河野　康志（大分大学産婦人科）

S3－4．妊孕能温存を目的とした腹腔鏡下機能温存手術の治療効果と妊娠予後一子宮内膜症・子宮筋腫合併不妊に

　　　対する治療指針の提案一

　　　　　北出　真理（順天堂大学産婦人科）

シンポジウム4　・11月15日（金）15、oo～16、20第4会場

生殖機能における酸化ストレスとその対応

　　　　座長：辻村　　晃（大阪大学泌尿器科）

　　　　　　　杉野　法広（山口大学産婦人科）

S4－1．精索静脈瘤と酸化ストレス

　　　　　　白石　晃司（山口大学泌尿器科）

S4－2．テストステロンと酸化ストレス

　　　　　　宮川　　康（大阪大学泌尿器科）

S4－3．加齢に伴う卵の質の低下と酸化ストレスの関与

　　　　　　五十嵐秀樹（山形大学産婦人科）

S4－4．体外受精不成功例に対するメラトニン投与の治療成績

　　　　　　高崎　彰久（済生会下関総合病院産婦人科）

シンポジウム5　・11月16日（土）13，00～14、30第1会場

　病態に基づく子宮内膜症の治療戦略

　　　　座長：村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

　　　　　　　原田　　省（鳥取大学産婦人科）

S5－1．子宮内膜症による局所炎症が卵巣予備能に与える影響

　　　　　　北島　道夫（長崎大学産婦人科）

S5－2．挙児希望女性の卵巣チョコレート嚢胞へのmanagement　plan～不妊治療につなげるための腹腔鏡下手術

　　　　と術後プラン～

　　　　　　太田　啓明（倉敷成人病センター産婦人科）

S5－3．卵巣予備能を低下させないチョコレート嚢胞への対応

　　　　　　岩瀬　　明（名古屋大学産婦人科）

S5－4．子宮内膜症治療が卵巣予備再生に与える影響一日産婦生殖内分泌委員会小委員会調査結果より一

　　　　　　岩佐　弘一（京都府立医科大学産婦人科）

シンポジウム6　・11月16日（土）14、30～15、50第1会場

　不育症診療における新しい展開

　　　　座長：杉浦　真弓（名古屋市立大学産婦人科）

　　　　　　　山田　秀人（神戸大学産婦人科）

S6－1．母性内科から見た抗リン脂質抗体関連不育症

　　　　　村島　温子（国立成育医療研究センター母性医療診療部）

S6－2．抗リン脂質抗体陽性者の妊娠管理

　　　　　　出口　雅士（神戸大学産婦人科）

S6－3．不育症診療におけるNK細胞の関与とその適正化

　　　　　　福井　淳史（弘前大学産婦人科）

S6－4．原因不明不育症における遺伝子の関与

　　　　　　北折　珠央（名古屋市立大学産婦人科）
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シンポジウム7　・ll月161ヨ（土）13，00～14，30第2会場

　高齢不妊カップルに対する治療戦略

　　　　座長：西山　博之（筑波大学泌尿器科）

　　　　　　安藤　寿夫（豊橋市民病院総合生殖医療センター）

S7－1．我が国のReproductive　Health／Rightsの現状と高齢不妊カップルの治療上の問題点

　　　　　　齊藤　英和（国立成育医療研究センター不妊診療科）

S7－2．老化卵子救済のための細胞質置換の新しい手技の開発一サイトカラシンBとセンダイウイルスを用いな

　　　　い直接法一

　　　　　　田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

S7－3．加齢が精子の質／男性生殖機能に及ぼす影響～射出精子の質の向上を目指して～

　　　　　　山崎　一恭（茨城県西南医療センター泌尿器科）

S7－4．精子の老化とその対策

　　　　　小堀　善友（燭協医科大学越谷病院泌尿器科）

S7－5．不妊治療の代替策の可能性

　　　　　梶原　　健（埼玉医科大学産婦人科）

シンポジウム8　・11月16日（土）14，30～15，50第2会場

　Modern　ART不成功例不妊カップルに対するトータルケア

　　　　座長：岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

　　　　　　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）

S8－1．受精障害への対応

　　　　　　菅沼　亮太（福島県立医科大学産婦人科）

S8－2．着床障害への対応

　　　　　藤原　　浩（金沢大学産婦人科）

S8－3．　MD－TESEで採精できなかった患者に対する次の戦略

　　　　　佐々木昌一（名古屋市立大学泌尿器科）

S8－4．治療不成功における心理と精神的支援

　　　　　小泉　智恵（独立行政法人国立成育医療研究センター研究所）

シンポジウム9　・11月16日（土）13、00～14、30第4会場

　染色体異常を伴う不妊症患者に対する治療戦略

　　　座長：永井　　敦（川崎医科大学泌尿器科）

　　　　　　寺田　幸弘（秋田大学産婦人科）

S9－1．染色体異常を有する患者のART治療

　　　　　熊谷　　仁（秋田大学産婦人科）

S9－2．染色体異常を伴う不妊症患者に対する遺伝力ウンセリングとART

　　　　　吉田　　淳（木場公園クリニック）

S9－3．造精機能障害と染色体異常

　　　　　辻村　　晃（大阪大学泌尿器科）

S9－4．　Y染色体微小欠失を伴う無精子症患者に対して

　　　　　石川　智基（リプロダクションクリニック大阪）
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ワークショップ・11月15日（金）16，20～17、40第4会場

授精のライブイメージング

　　　　座長：岡部

　　　　　　　三宅

　W－1．

　　　　　　岡部

W－2．受精時の精子運動性のイメージング

　　　　　　稲葉　一男（筑波大学下田臨海実験センター）

　W－3．融合必須因子IZUMO1を通して見た受精の瞬間

　　　　　　佐藤　裕公（大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設）

W－4．ライブセルイメージングを用いたヒト胚における最新知見

　　　　　　浅田　義正（医療法人浅田レディースクリニック）

　　　　　　勝（大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター）

　　　　　正史（神戸大学大学院農学研究科資源生命科学専攻）

トランスジェニックマウスを用いた精子の可視化と受精のメ力ニズム

　　　　　勝（大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター）

モーニングセミナー1　・11月16日（土）8、oo～8、50第4会場

　性機能障害と男性不妊

　　　　座長：布施　秀樹（富山大学泌尿器科）

　　　　演者：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）

共催：ファイザー株式会社

モーニングセミナー2　・11月16日（土）8，00～8，50第5会場

　妊娠成立に必要な栄養について

　　　　座長：出居　貞義（大宮レディスクリニック）

　　　　演者：溝口　徹（新宿溝ロクリニック）

共催：株式会社MSS

ランチョンセミナー1　・11月15日（金）12，00～12、50第1会場

子宮内膜症不妊症のマネージメントを考える

　　　　座長：武谷　雄二（労働者健康福祉機構）

　　　　演者：村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2　・11月15日（金）12、oo～12、50第2会場

　ART難治症例に対する当院の戦略

　　　　座長：峯岸　　敬（群馬大学産婦人科）

　　　　演者：塩谷　雅英（英ウィメンズクリニック）

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3　・11月15日（金）12、oo～12、50第3会場

不妊症外来で求められる性感染病に関する基礎知識

　　　　座長：守殿　貞夫（西宮敬愛会病院）

　　　　演者：野口　靖之（愛知医科大学産婦人科）

共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー4　・11月15日（金）12：00～12：50第4会場

　悪性腫瘍と不妊症

　　　　座長：岡村　　均（熊本生殖医学研究所）

　　1）婦人科悪性腫瘍と妊孕能温存

　　　　　　島田　宗昭（鳥取大学産婦人科）

　　2）悪性腫瘍と男性不妊

　　　　　　千葉　公嗣（神戸大学泌尿器科）

共催：日本化薬株式会社

ランチョンセミナー5　・11月15日（金）12：00～12：50第5会場

　がんサーバイバーと妊孕性温存

　　　　座長：倉智　博久（山形大学産婦人科）

　　　　演者：筒井　建紀（大阪大学産婦人科）

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15日（金）12：00～12：50第7会場

着床前診断の実際とメンタルヘルスケア

　　　　座長：堤　　　治（順和会山王病院）

　　　　演者：末岡　　浩（慶鷹義塾大学産婦人科）

共催：塩野義製薬株式会社

ランチョンセミナー7　・11月16日（土）12、oo～12、50第1会場

　一般不妊治療による多胎発生の現状とその対策

　　　　座長：吉村　泰典（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　　演者：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

●

共催：メルクセローノ株式会社



平成25年10月1日 29（161）

ランチョンセミナー8　・11月16日（土）12，00～12、50第2会場

患者のQOLを考慮した新しい不妊治療一ホリスティック医療の応用

　　　座長：神崎　秀陽（関西医科大学産婦人科）

　　　演者：森本　義晴（IVFなんばクリニック）

共催：富士製薬工業株式会社

ランチョンセミナー9　・11月16日（土）12，00～12，50第3会場

　卵子提供の現状と将来の展望

　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　演者：田中　温（セントマザー産婦人科医院）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー10　・11月16日（土）12：00～12：50第4会場

　出生前診断を考える

　　　座長：香山　浩二（兵庫医科大学産婦人科）

　　　演者：鈴森　伸宏（名古屋市立大学産婦人科）

共催：キッセイ薬品工業株式会社

ランチョンセミナー11　・11月16日（土）12：00～12：50第5会場

　子宮内膜症と妊孕性一治療におけるジレンマを再考する一

　　　座長：木村　　正（大阪大学産婦人科）

　　　演者：岩瀬　　明（名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター）

共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー12　・11月16日（土）12，00～12、50第6会場

　男子低ゴナドトロン性性腺機能低下症の臨床

　　　座長：奥山　明彦（愛染橋病院）

　　　演者：岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

共催：あすか製薬株式会社
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一
般演題（ロ演）

第1日目　11月15日（金）第2会場

受精・胚・着床1　レ11月15日（金）9：00～10：00 第2会場

　　座長：遠藤 俊明（札幌医科大学産婦人科）

0－001．受精卵あたりの推定妊娠率：分割期胚移植と胚盤胞移植での比較検討

　　　　　○藤田　　裕，渡邊　倫子，藤原　敏博，田畑　知沙，黒澤　貴子，野間　　桃，保母るつ子，

　　　　　　仲田正之，堤　 治

　　　　　　　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

o－oo2．　Split媒精における臨床成績の比較

　　　　　○中村　祐介1），服部　裕充P，中條友紀子】2），大山　智美2］，渋谷友美子2i，竹内　　巧21，

　　　　　　宮谷　静江U，境　ひとみV，土信田雅一］］，戸屋真由美］），京野　廣一2｝

　　　　　　　P京野アートクリニック，2京野アートクリニック高輪

O－003、ICSI後に前核形成がみられない症例における精子の卵子活性化能の検討と人為的活性化よるレスキュー

　　　　　○野老美紀子1’，中山　　要23），児嶋　瑛子23｝，山縣　一夫V，北坂　浩也23〕，福永　憲隆123），

　　　　　　浅田　義正123i

　　　　　　　D浅田生殖医療研究所，21浅田レディース名古屋駅前クリニック，

　　　　　　　3）浅田レディース勝川クリニック，1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－004．Live－Embryo　lmaging　System（Embryo　ScopeTM）を用いた培養液の違いによる前核形成時間への影響

　　　　　○児嶋　瑛子12｝，福永　憲隆1・2・3），北坂　浩也12～，吉村　友邦］2），田村　総子12），長谷川　望12｝，

　　　　　　加藤　道高12），巾山　　要12〕，竹内　基子’2），青柳　奈央12｝，大野　浩史12〕，安江香友子1L），

　　　　　　渡邊　紘之t　L’｝，羽柴　良樹z），浅田　義正123）

　　　　　　　i桟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

0－005．胚培養におけるSequential　Mediumの検討

　　　　　○松岡　祐太，齋藤　祥子，嶋村　　純，神谷　奈々，片岡　彩香，城石　裕子，齊藤紗恵子，

　　　　　　清水　葉子，清水　絢也，所畑和寿美，大脇美早紀，田中　美冴，山本はるか，貝嶋　弘恒

　　　　　　　みなとみらい夢クリニック

0－006．培地交換の頻度がヒト胚の発達に与える影響

　　　　　○小林　一彦u，小嶋　哲矢D，末包　博昭L）

　　　　　　　U武庫之荘レディースクリニック，2末包クリニック

受精・胚・着床2　レ11月15日 （金）10：00～11：00　第2会場

　　　　　　　　　　座長：蔵本 武志（蔵本ウイメンズクリニック）

0－007．キャピラリー電気泳動一飛行時間型質量分析法（CE－TOFMS）を用いたマウス着床前期胚培養液のメタ

　　　　ボローム解析

　　　　　○若松　修平】，山田　満稔！1，浜谷　敏生1’，阿久津英憲2｝，竹本　崇史U，戸田　里実い，

　　　　　　上條慎太郎P，小川　誠司U，菅原　かなP，久慈　直昭D，吉村　泰典い

　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，

　　　　　　　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
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マウス顕微授精胚の次世代シーケンサーを用いた遺伝子発現解析

　○高木　清考12’，幸田　　尚2），及川　真実2｝，原田　竜也P，石野　史敏2），久保田俊郎1）

　　　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

受精直後のオートファジー誘導はmTORC1シグナリングに依存しない

　OIII本　　篤1），塚本　智史2），原田　竜也1〕，水島　　昇31，久保田俊郎u

　　　P東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機瀧協関学，

　　　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，

　　　：P　sl｛［京大学大学院医学系研究科分子生物学

胚の初期動態は胚盤胞への発育と関連するのか？：EmbryoScopeTMを用いた胚の観察

　○末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，川崎　裕美，松下富士代，山口　弓穂，伊藤　正信，

　　松田　和洋

　　　松田ウイメンズクリニック

ヒト初期胚で多核胚の核相の違いによる体外発生能と妊孕性

　○江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳南　　綾子，松隈　豊和，

　　打田　沙織，水本　茂利，前田　祐紀，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，

　　蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

第一分割時間，胞胚腔形成時間，胚盤胞凍結までに要する時間，TE数は融解胚移植胚における妊娠率

の高い胚盤胞の選択基準となるか

　○松永　利恵D，渡辺　真一U，小林　勇ge　1），宮田　佳苗b，田中　豊美D，山中菜保子1），

　　可兄知加子1），上畑みな子P，宮村　浩徳121，西尾　永司12〕，伊東　雅子1），桑波田暁子L3），

　　越知　正憲”，堀内　俊孝4）

　　　P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｝加藤レディスクリニック，

　　　1）県立広島大学大学院総合学術研究科

受精・胚・着床3　芦11月15日（金）11：00～11：50 第2会場

　　　座長　水野　里志（IVF大阪クリニック）

O－013．Live－Embryo　lmaging　System（Embryo　ScopeTM）を用いた受精操作直後から胚盤胞形成までの完全連

　　　　続培養と良好胚盤胞形成に至る胚発生速度の解析

　　　　　○中山　　要’2’，福永　憲隆1・L，3），北坂　浩也12），吉村　友邦1・2〕，田村　総子L2，，長谷川　望1・2），

　　　　　　加藤　道高12），竹内　基子】2），青柳　奈央12），児嶋　i瑛子’2），大野　浩史’2J，渡邊　紘之12），

　　　　　　安江香友子’2｝，羽柴　良樹12），浅田　義正1231

　　　　　　　’浅田レディース名古屋クリニック，Z）浅出レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

O－014．Live－Embryo　lmaging　System（Embryo　ScopeTM）による初期胚の解析一国際指標との比較および良好

　　　　胚盤胞形成の予測因子についての検討一

　　　　　〇北坂　浩也’2），福永　憲隆123），吉村　友邦121，田村　総7・i・2｝，長谷川　望1・L），加藤　道高12戊，

　　　　　　中山　　要’2），竹内　基子12），青柳　奈央’2」，児嶋　i瑛子IL）1，大野　浩史12），安江香友子12J，

　　　　　　渡邊　紘之］・2j，羽柴　良樹12），浅田　義正123）

　　　　　　　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，

　　　　　　　3｝浅田生殖医療研究所

O－015．EmbryoscopeTMによる胚発育速度評価の有用性の検討

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

　　　　　　　西村ウイメンズクリニック
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O－016．Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚におけるsyngamy時期とその後のembryo　qualityとの関連性

　　　　　○鎌田八代生岩田　京子，田中　　藍　山内　至朗，古山紗也子，的場　由佳，溝口　千鶴

　　　　　　サージャント晴香クレア，杉嶋美奈子，甲斐　義輝，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

0－01　7．Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚盤胞期の動的評価とhatchingとの関連性

　　　　　○古山紗也子，岩田　京子，田中　　藍，山内　至朗，的場　由佳，鎌田八代生，溝口　千鶴，

　　　　　　サージャント晴香クレア，杉嶋美奈子，甲斐　義輝，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

第1日目　11月15日（金）第3会場

体外受精1　φ　11月15日（金）9：00～10：00第3会場

座長　久慈　直昭（慶鷹義塾大学産婦人科）

O－018．

0－Ol9．

O－020．

O－021．

O－022．

0－023．

体外成熟培養（IVM）におけるヒト卵胞液添加濃度についての検討

　○猪野友香里1i，荒木　泰行2），名取　友来い，大谷香央里1，，松岡　典子P，小林はつ美P，

　　天田　千尋lb，藤村　佳子D，大場奈穂子D，政井　哲兵い，堀川　　隆い，佐藤　雄一U

　　　P医療法人舘出張高崎ARTクリニック，21高度生殖医療技術研究所

胚盤胞培養における培養液交換の必要性～培養液交換の有無による培養成績の比較～

　○新開　総子，鈴木　美加，山根　里歩，小林紗貴子，木村　裕美，大山　由香，江崎　　敬

　　　池袋えざきレディースクリニック

組換えヒトアルブミンを含む無血清培養液で培養した胚盤胞の選択的単一胚移植

　○村上　正夫，江頭　昭義，蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

子宮内膜厚と妊娠（ペントキシフィリンの試み）

　○北村　誠司1），佐藤　仁美b，佐々木幸子li，平岡　夏織D，田巻　智慧い，名田　康子’1，

　　桐明　千晶1），平岡謙一郎い，井上　　治2］，吉江　正紀2），宇都　博文2），吉田　宏之L）b，

　　杉山　　武L〕

　　　1）荻窪病院虹クリニック，2荻窪病院産婦人科

不妊症に対する内視鏡下手術の効果

　○北村　誠司V，佐藤　仁美い，佐々木幸子IJ，平岡　夏織い，田巻　智慧U，名田　康子D，

　　桐明　千晶D，平岡謙一郎P，井上　　治21，吉江　正紀L）1，宇都　博文2），吉田　宏之Z｝，

　　杉山　　武Z｝

　　　い荻窪病院虹クリニック，2｝荻窪病院産婦人科

精子不動化抗体陽性不妊婦人におけるART

　O繁田　　実，高田　玲子，小野光樹子，寺村　聡子，千川　　愛，濱井　晴喜，早川ひとみ，

　　大濱　尚子，岩橋　和裕

　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

体外受精2　レ11月15日（金）10：00～11：00第3会場

座長　苔ロ　昭次（英ウィメンズクリニック）

O－024．ARTにおけるボルタレンの排卵抑制効果と着床に及ぼす影響についての検討

　　　　　○西　　弥生D，中川　浩次’b，杉山　里英2），小代　裕子ll，高橋　千絵D，壽圓　裕康い，

　　　　　　金城　　洋D，許山　浩司2’，栗林　　靖21，杉山　カーP，井上　正人D

　　　　　　　1）杉山産婦人科生殖医療科，2杉山産婦人科丸の内
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0－025．

O－026．

O－027．

O－028．

O－029．
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採卵時における卵子獲得率の検討

　〇八田　幸治，林　　篤史，小野　賀大，山本　　輝，中村　容子，川邊紗智子，吉田　陽子，

　　林正美，山下能毅大道正英
　　　大阪医科大学産婦人科

GnRH　antagonistを使用した卵巣刺激法（アンタゴニスト法）における，　FSH単独投与群とhMG切替

群の採卵成績比較検討

　○田畑　知沙，藤原　敏博，藤田　　裕野間　　桃，富坂　美織渡邊　倫子，保母るつ子，

　　黒澤貴子，仲田正之，堤　 治

　　　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

単一胚盤胞移植の成績に影響する因子（胚盤胞のグレード評価の観点より）

　○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美

　　　厚仁病院産婦人科

当院における単胚移植周期と2胚移植周期の体外受精成績の比較

　○宮田　広敏11，木下裕巳子U，長谷川真実U，永澤　千佳D，西　　　修I」，鈴木　康夫2，i

　　　1｝西ウイミンズクリニック，2鈴木レディスホスピタル

当院の凍結胚移植における自然周期とHRT周期の比較について

　○柏崎　祐士，冨田　沙織，玉木　尚子，柏崎　香織，柏崎　　操，柏崎　　研

　　　かしわざき産婦人科

体外受精3　レ11月15日（金）11：00・一“：50第3会場

座長　井上　善仁（浜の町病院産婦人科）

0－030．2個胚移植を許容する例外規定の検証

　　　　　○大濱　尚子，早川ひとみ，岩橋　和裕高田　玲子，小野光樹子，寺村　聡子，千川　　愛，

　　　　　　濱井　晴喜，繁田　　実

　　　　　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

O－031．当院での低刺激周期のART成績

　　　　　○本庄　　考，中山　直美，谷口加奈子，秋吉　弘美，泊　　博幸，詠田　由美

　　　　　　　IVF詠田クリニック

O－032．ARTに用いる市販ミネラルオイルにおける過酸化脂質の分析

　　　　　〇八木亜希子t・z），恵　　淑薄31，Shrestha　Rojeet3），小林　清一3／，千葉　仁志31，神谷　博文】

　　　　　　　D神谷レディースクリニック，2コヒ海道大学大学院保健科学院

　　　　　　　3）北海道大学大学院保健科学研究院

O－033．Sitagliptinによる食後糖代謝是正は，　ARTでの卵胞・胚発育，妊娠率を改善する

　　　　　○神野　正雄，渡邉　愛子，日浦　理絵，畠山　尚久

　　　　　　　ウィメンズクリニック神野

O－034．全周期に全胚凍結すべきか？～当施設プロトコールでの検討～

　　　　　○安藤　寿夫u，甲木　　聡2），矢吹　淳司2），北見　和久21，池田　芳紀2｝，伴野　千尋2），

　　　　　　山口　恭平Z｝，吉田　光紗2），廣渡　芙紀2），寺西　佳枝2J，松川　　哲2〕，矢野　有貴2），

　　　　　　小林　浩治21，皆元　裕子’｝，高柳　武志P，鈴木　範子t］

　　　　　　　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

●
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受精・胚・着床4　レ11月15日（金）15：00～16：00

0－035．

O－036．

0－037．

0－038．

O－039．

0－040．

0－041．

第3会場

　　座長．宇津宮隆史（セント・ル力産婦人科）

観察による胚へのストレスを考慮したPrimo　Vision（Time－Lapse　embryo　monitoring　system）を用い

た胚発生について

　○後藤　香里，小池　　恵，佐藤　晶子，城戸　京子，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

胚質不良例に対するメラトニンの有効性に関する検討

　○西原　卓志121，橋本　　周1］，伊藤啓二朗D，中岡　義晴1），松本　和也2），細井　美彦z，，

　　森本　義晴P

　　　1｝医療法人三慧会IVFなんばクリニック，2｝近畿大学大学院生物理工学研究科

卵丘細胞による発生培地の馴化がヒト分割期胚の胚盤胞形成率に及ぼす効果

　○沖津　　摂，小見山純一，清川麻知子，小田　隆司，三宅　　馨i

　　　三宅医院生殖医療センター

当科における単一凍結胚盤胞移植の胚グレード別妊娠率・流産率に関する検討

　○茅原　　誠］〉，松本　賢典D，平山亜由子D，加嶋　克則い，高桑　好一21

　　　い新潟大学医歯学総合病院産婦人科，2個総合周産期母子医療センター

胚盤胞の凍結時期および凍結サイズにおける妊娠率への影響

　○杉本　　岳，河内谷　敏，加藤龍太郎，近藤　雅恵，中野　彰大，大屋　智子，森本菜都美，

　　近藤綾希子，森　　敏恵，細見　尚子，松本　恒和

　　　神戸元町夢クリニック

Trophectoderm　vesiclesの有無による凍結胚盤胞移植成績の比較検討

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

　　　医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック

当院における凍結胚盤胞融解後の胚の体積変化率と妊娠率の関係性

　○加藤龍太郎，河内谷　敏近藤　雅恵，大屋　智子，杉本　　岳，中野　彰大，廣澤　利和、

　　森　　敏江，細見　直子，松本　恒和

　　　神戸元町夢クリニック

受精・胚・着床5　レ11月15日（金）16：00～17：00

O－042．

0－043．

0－044．

第3会場

　　座長：大道　正英（大阪医科大学産婦人科）

着床能力の高い胚の選別を目的としたヒト凍結融解胚盤胞における酸素消費量特性の検討

　○前沢　忠志1：山中　昌哉2），橋本　　周2），伊藤　隆広3］，福田　愛作11，森本　義晴2）

　　　i’IVF大阪クリニッ久2〕IVFなんばクリニック，3］クリノ株式会社

酸素ナノバブルウォーターを用いたマウス胚の体外発生能力の検討およびヒト凍結融解胚盤胞の回復培

養についての新しい試み

　○中田久美子い，伊藤　潤哉3｝，相良　恵里3），中山　順樹21，池上加代子21，中西　　彩L〕，

　　阿部　　睦z），渡邊ひとみ21，池澤　有加2’，高橋　正好‘），柏崎　直巳3｝，山ド　直樹2）

　　　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）麻布大学獣医学部動物応用科学科，1産業技術総合研究所環境管理技術研究部門

反復不成功例における2段階胚移植の有用性

　○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
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O－045．凍結融解胚盤胞移植反復不成功症例に対するSEET法（子宮内膜刺激胚移植法）の有用性の検討

　　　　　○糸数　　修，中里　和正，上原　　尚，山内　　悠，真栄里　聡

　　　　　　　ウィメンズクリニック糸数

O－046．胚移植法の新しい試み

　　　　　○貴志　瑞季，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，上田　　鈴，中西　裕子，金森　真希，

　　　　　　奥　　裕嗣

　　　　　　　レディースクリニック北浜

受精・胚・着床6　＞11月15日（金）17：00～17：50第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岩下　光利（杏林大学産婦人科）

0－047．EmbryoGlueは生産率も改善するか？

　　　　　　○岩本　典子，福永　恵美，原田　義久，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科クリニック

0－048．凍結融解分割期胚移植におけるEmbryo　Glue使用の有用性

　　　　　　○前田　祐紀，江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，南　　綾子，

　　　　　　　松隈　豊和，打田　沙織水本　茂利，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，

　　　　　　　蔵本　武志

　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック

O－049．当院におけるEmbryo　Glueの適応に関する検討

　　　　　　○宮田　広敏1），長谷川真実P，木下裕巳子肋，永澤　千佳D，西　　　修い，鈴木　康夫2｝

　　　　　　　　P西ウイミンズクリニック，21鈴木レディスホスピタル

0－050．Embryo　Glueへの浸漬時間の検討

　　　　　　○瀬戸山　遥，福元由美子，榑松　朋子，穂満ゆかり，徳留　茉里，竹内　美穂，粟田松一郎，

　　　　　　　竹内　一浩

　　　　　　　　竹内レディースクリニック高度生殖医療センター

O－051．自己免疫異常を有する着床障害症例に対する柴苓湯の有効性

　　　　　　○小塙　　清

　　　　　　　　医療法人小塙医院

　　　　　　　　　　　　　第1日目　11月15日（金）第4会場

卵胞発育・採卵1　レ11月15日（金）9：00～9：50第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：田原　隆三（昭和大学産婦人科）

0－052．食後高血糖の不妊における意義：糖負荷後の血糖とinsulin値は卵胞発育の悪化と関連する

　　　　　　○神野　正雄，渡邉　愛子，日浦　理絵，畠山　尚久

　　　　　　　　ウィメンズクリニック神野

O－053．小卵胞由来卵子の成熟率は成熟誘起投薬からの時間により変動するか

　　　　　　○上野　　剛，林　　輝明，大久保　毅恩田　知幸，松尾　涼子，渡邉　芳明，宮内　　修，

　　　　　　　瀬川　智也，寺元　章吉

　　　　　　　　新橋夢クリニック

O－054．新規卵子由来因子R－spondin2による初期卵胞発育制御

　　　　　　○河村　和弘’），佐藤　可野’1，岡本　直樹’），高江　正道D，川島　一公D，石塚　文平2），

　　　　　　　田中　　守1］，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開発講座
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O－055．

0－056．

次世代シークエンサーを用いた卵丘細胞発現遺伝子プロファイルの作製と抗セントロメア抗体陽性高度

不妊の原因究明への応用

　○松井　大輔’1，川原　玲香2），岸　　靖典11，齊藤　隆和1，石田　恵理’lp中筋　貴史1｝，

　　竹島　和美li，河野　友宏31，齊藤　英和］）

　　　］国立成育医療研究センター不妊診療科，21東京農業大学生物資源ゲノム解析センター，

　　　3L東京農業大学応用生物科学部

オステオポンチンはEGF受容体シグナリングを介して初期黄体化穎粒膜細胞に発現しVEGFの発現を

促進する

　○桑原　慶充，富山　僚子，小野　修一，米澤　美令，橋本恵理子，市川　智子，峯　　克也，

　　明楽　重夫，竹下　俊行

　　　日本医科大学産婦人科

卵胞発育・採卵2　レ11月15日（金）9：50～10：40 第4会場

　　座長　梶原　　健（埼玉医科大学産婦人科）

0－057．

O－058．

O－059．

O－060．

0－061．

リコンビナントFSH製剤による卵巣刺激の反応不良例に対する工夫

　○古村　絢子U，佐川　義英1i，鮫島　大輝21，寺田光二郎1，中村　泰昭1），落合　尚美1），

　　中川　圭介u，中江　華子2），五十嵐敏雄1，梁　　善光1

　　　’帝京大学ちば総合医療センター産婦人科，2凍京大学産婦人科

当院における治療方針別の最適な卵巣刺激法の選択

　○金城由紀子，会田　拓也，河島　一三，菊池　理仁，山寺　里枝，五十嵐千晶，末吉　智博，

　　長田　尚夫

　　　Shinjuku　ART　CIinic

完全自然周期採卵とレトロゾール周期採卵の臨床検討

　○山寺　里枝，会田　拓也，河島　一三，菊池　理仁，金城由紀子，五十嵐千晶，末吉　智博，

　　長田　尚夫

　　　Shinjuku　ART　CIinic

早発卵巣不全患者の卵巣刺激に対する当院のプロトコールの有用性：採卵率と早期黄体化の検討

　○川越　雄太］1t河村　和弘］21，星名真理子1］，水町　静華1，西島　千絵～〕，吉岡　伸人12），

　　高江　正道2〕，洞下　由記］2），杉ド　陽堂121，田中　　守IL，，鈴木　　直］2），石塚　文平4）

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

　　　3横浜市立西部病院4聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

本邦の一般不妊治療における卵巣刺激法と多胎妊娠の発生一全国産婦人科施設アンケート調査の解析から

　○岡垣　竜吾U，荒木隆一郎9’，苛原　　稔L｝，久具　宏司31，桑原　　章2’，栗林　　靖4），

　　齊藤　英和51，矢野　　哲6｝，吉田　　淳T），峯岸　　敬8），石原　　理1）

　　　1埼玉医科大学産婦人科，Lt徳島大学病院産婦人科，3東邦大学医療センター大橋病院産婦人科，

　　　4杉山産婦人科丸の内，5国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科，

　　　6国立国際医療研究センター病院婦人科，7木場公園クリニック，

　　　8群馬大学医学部付属病院産科婦人科，9埼玉医科大学医学部地域医学・医療センター
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多嚢胞卵巣症候群1　芦11月15日（金）10：40～11：20第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：宮崎　康二（島根医科大学産婦人科）

0－062．多嚢胞性卵巣症候群患者のクロミフェン抵抗性に関する予測因子としてpulse　wave　velocity測定は有用

　　　　である

　　　　　　○松尾　幸城，高橋　俊文，五十嵐秀樹原　周一郎，長谷川歩美，倉智　博久

　　　　　　　　山形大学医学部産科婦人科

0－063．クロミフェン抵抗性PCOSに対するグリスリンの臨床成績

　　　　　　○伊熊慎一郎P，田中威づみlb，御木多美登い，永吉　　基1’，田中　　温t），竹田　　省21

　　　　　　　　］］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

O－064．多嚢胞性卵巣症候群患者に対するMetformin投与および卵巣多孔術のIVF治療成績への効果の検討

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

　　　　　　　　西村ウイメンズクリニック

0－065．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（第2報）

　　　　　　○林　　正路1・2i，庄田亜紀子U，根本　　央3），河津　　剛4），北澤　正文D，深澤　一一雄D

　　　　　　　　llas協医科大学，2i手稲渓仁会病院，3根本産婦人科，4｝かわつクリニック

　　　　　　　　　　　　　第1日目

精子1　レ11月15日（金）9：00～9：40

11月15日（金）第5会場

第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：宮川　　康（大阪大学泌尿器科）

O－066．精子頭部の形態と精子核プロタミン欠乏の関連

　　　　　○宇津野宏樹，岡　　賢二，山本　綾子，内川　順子，橘　　理絵，山田　香織，塩沢　丹里

　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科学講座

O－067．精子の核DNA断片化と頭部空胞を指標にした精子の質の評価

　　　　　○年森　清隆，伊藤　千鶴

　　　　　　　千葉大学大学院医学研究院

O－068．精子力は35－40歳を境に低下する一mouse　oocyte　activation　testを用いた検討

　　　　　○慎　　　武，福島　麻衣，岩端　威之，鈴木　啓介，太田　茂之，小堀　善友，八木　　宏，

　　　　　　宋成浩，新井学，岡田弘
　　　　　　　猫協医科大学越谷病院泌尿器科

O－069．An　in－vitro　comparat’ve　Study－ASignificant　lnf’uence　of　Staphy’ococcus　aureus　on　human　sperm

　　　　motility　parameterS

　　　　　OS．　Sasikumar，　D．　Dakshayani

　　　　　　　Nova　IVI　fertility　centre，　RAPuram，　Chennai，　Tamilnadu，　India

精子2　レ11月15日（金）9：40～10：20第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：白石　晃司（山ロ大学泌尿器科）

O－070．精子a2　Vacuolar　ATPaseは良好精子に発現し運動能に関与する

　　　　　○太田　邦明u，丸山　哲夫い，森田　峰人2），吉村　泰典1）

　　　　　　　1慶雁義塾大学産婦人科，2｝東邦大学医療センター大森病院産婦人科



38（170）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌58巻4号

0－071．ヒト精子無力症を発症させる遺伝子変異の同定

　　　　　○萩生田　純121，高崎　延佳1’，石川　博通2），成松　　久1’

　　　　　　　u産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センター，2東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

O－072．黄砂エアロゾルによる精子形成・精子運動能への影響因子の探索

　　　　　○吉田　成一P，嵐谷　奎一2），小林　史尚3，，Miao　He】），市瀬　孝道1］

　　　　　　　引大分県立看護科学大学看護学部生体反応学研究室，2産業医科大学，3金沢大学

0－073．急性炎症後の回復期における精巣生殖細胞のアポトーシスとIL－18の関与

　　　　　○井上　岳人121，青山　倫子13），西野　　哲1），笹野　真希’｝y岡　　伸樹”，山下　勇人1），

　　　　　　上田　敬博31，鴨志田伸吾］’，宇佐美　眞1），小谷　穣治3［

　　　　　　　い神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域，

　　　　　　　2医療法人社団誠心会小野レディースクリニック，1兵庫医科大学救急・災害医学講座

O－074．媒精前後の精子運動性パラメータと受精能および胚盤胞発生能の関係

　　　　　○佐藤　景子，宗藤　朋美，渡邉　陽子，西村加奈子，三浦　貴弘t見玉　尚志，原　　鐵晃

　　　　　　　県立広島病院生殖医療科

男性不妊1　レ11月15日（金）10：20～11：10

0－075．

0－076．

0－077．

0－078．

O－079．

第5会場

　　座長　伊藤　直樹（NTT東日本札幌病院泌尿器科）

精子頭部空胞形成の先体反応や精子運動能維持との関連

　○小宮　　顕い，加藤　智規”，布施　秀樹1），谷井　一郎L）［

　　　’）富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学，2富山大学大学院医学薬学研究部生物学

運動精子数が配偶者間人工授精の妊娠率に与える影響について

　○川窪　雄一，泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邊　慶子，村上　真央，中山　直美，

　　西村佳与子，本庄　　考，詠田　由美

　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

多発性嚢胞腎に合併した男性不妊症の3例

　○中野　和馬い，成吉　昌一2｝，辻　　祐治】2〕

　　　い恵比寿つじクリニック，2）天神つじクリニック

精巣内運動精子により妊娠出産に至った精子死滅症の一例

　○下井　華代い，岡田　英孝2｝，宮城　博恵v，馬場真有美L，，小野　淑子2｝，都築　朋子2〕，

　　神道　寿勇z｝，松田　公志3｝，神崎　秀陽2）

　　　’欄西医科大学附属枚方病院生殖医療センター，2関西医科大学産科学婦人科学，

　　　3関西医科大学腎泌尿器外科学

精子死滅症例は高度乏精子症例に比べ精巣内精子回収法によって治療成績が向上する

　○大住　哉子’）t谷口　久哲2），赤松　芳恵1’，佐藤　　学II，橋本　　周D，中岡　義晴’），

　　森本　義晴1〕

　　　1）医療法人三慧会IVFなんばクリニック，2）関西医科大学腎泌尿器外科学講座

多嚢胞卵巣症候群2　・11月15日（金）15：00～16：00 第5会場

　　座長　山本　樹生（日本大学産婦人科）

0－080．多嚢胞性卵巣症候群における生化学的アンドロゲン過剰症の評価

　　　　　○谷口　　憲，北島　道夫，井上　統夫，三浦　清徳増崎　英明

　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科
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0－081．

O－082．

O－083．

O－084．

O－085．

多嚢胞性卵巣症候群モデルラットにおけるLH分泌異常の機序の検討

　○松崎　利也，岩佐　　武Gereltsetseg　Ganbat，　Munkhzaya　Munkhsaihan，

　　Tungalagsuvd　Altankhuu，苛原　　稔

　　　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野

日本人の多嚢胞性卵巣症候群女性は将来の生活習慣病のハイリスク群である

○倉林　　工L），水沼　英樹2‘，久保田俊郎3｝，長井　万恵1），林　　邦彦4＋

　　1噺潟市民病院産婦人科，2泓前大学医学部産婦人科，

　　3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，

　　4群馬大学医学部保健学科医療基礎学

多嚢胞性卵巣症候群に対する卵巣多孔術の長期効果持続を予測する因子の検討

　○福原　理恵福井　淳史，佐々木幸江，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科

PCOおよび非PCO症例に対する未熟卵体外受精胚移植法（IVM－IVF）10年間の臨床成績の検討

　○福田　愛作D，大垣　　彩D，今田　絢子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

ART治療におけるPCOS症例の検討

　○中村　康彦，鈴川　彩子，上田　一之

　　　山口県立総合医療センター産婦人科

子宮内膜症1　芦11月15日（金）16：00～17：00第5会場

座長　谷口　文紀（鳥取大学産婦人科）

O－086．子宮内膜症間質細胞においてIL－4とPGE2は3beta　hydroxysteroid　dehydrogenase　type　2（HSD3B2）

　　　　を相乗的に誘導する

　　　　　○浦田　陽子’2｝，大須賀　穣2｝，秋山　育美2），永井美和子2・3），泉　玄太郎2），高村　将司2｝，

　　　　　　長谷川亜希子4），原田美由紀21，平田　　哲2），廣田　　泰2），吉野　　修5），甲賀かをり21，

　　　　　　藤井　知行2｝

　　　　　　　’）三楽病院産婦人科，2東京大学病院産婦人科，3）JR東京総合病院産婦人科，

　　　　　　　4）東京日立病院産婦人科，5富山大学附属病院産科婦人科

0－087．子宮内膜症に特異的な自己抗原タンパク質PDIKlLの組織発現性検討

　　　　　○鍋田　基生1），伊木朱有美］1，佐保　知織D，小泉　絵理1），井上　　彩D，森　　美妃1’，

　　　　　　高木香津子’」v近藤　恵美1），小泉　雅江D，濱田　雄行1），松原　圭一），草薙　康城21，

　　　　　　那波　明宏1｝

　　　　　　　D愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学，2愛媛県立医療技術大学保健科学部

0－088．子宮内膜症のレチノール酸代謝異常に関する研究

　　　　　○山縣　芳明，岡田　真紀，李　　理華，田村　　功，浅田　裕美，田村　博史，杉野　法広

　　　　　　　山口大学大学院医学研究科産科婦人科学

O－089．子宮内膜症合併不妊症例におけるEFI（Endometriosis　Fertility　lndex）と妊娠予後の検討

　　　　　○大内　久美，奈良　和子，高矢　千夏，己斐　秀樹

　　　　　　　亀田総合病院不妊生殖科

O－090．卵巣チョコレート嚢腫術後の自然妊娠とEFI（Endometriosis　Fertility　lndex）との関係性の検討

　　　　　○宇都　博文t］，井上　　治い，田口　千香1），吉江　正紀1），吉田　宏之1），杉山　　武）］，

　　　　　　北村　誠司2）

　　　　　　　1）荻窪病院産婦人科，21虹クリニック

O－091．子宮内膜症の骨盤内炎症と増殖・進展に17βエストラジオールとリポポリサッカライドが与える影響

　　　　　○カーンカレク1），北島　道夫IJ，井上　統夫1），平木　宏一），藤下　　晃2），増崎　英明1　］’

　　　　　　　1〕長崎大学医学部産科婦人科，2｝済生会長崎病院産婦人科
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子宮内膜症2　＞11月15日

O－092．

0－093．

0－094．

0－095．

O－096．

（金）17：00～17：50　第5会場

　　　　　　　　座長：矢野　　哲（国立国際医療研究センター産婦人科）

子宮内膜症における腹水中AMH濃度の臨床的意義

　○今村亜紗子b，北島　道夫P，カーンカレク’［，井上　統夫1，，平木　宏一1，藤下　　晃2〕，

　　増崎　英明1〕

　　　1］長崎大学医学部産婦人科，当斉生会長崎病院産婦人科

子宮内膜症患者での腹水中のNK細胞のNCR発現とサイトカイン産生異常

　○船水　文乃D，福井　淳史D，鴨井　舞衣IJ，横田　　恵ZJ，福原　理恵い，水沼　英樹1）

　　　1】弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，2情森県立中央病院産婦人科

腫瘤径の大きな卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡手術後の妊娠について

　○伊藤真友子D，塚田　和彦2｝，西尾　永司1），宮村　浩徳1，南　　元人い，西澤　春紀1’，

　　廣田　　穣D，藤井多久磨P

　　　l藤田保健衛生大学医学部産婦人科，2藤田保健衛生大学坂分種報徳会病院

膀胱鏡併用腹腔鏡下手術にて摘出後妊娠に至った膀胱子宮内膜症，子宮内膜症性嚢胞の1例

　○千島　史尚，市川　　剛，林　　忠佑，松浦　眞彦，山本　樹生

　　　日本大学医学部産婦人科

腹腔鏡下嚢胞内容吸引術を施行した子宮内膜症性卵巣嚢胞の10例

　○竹谷　　朱，佐伯　　愛，奥　　久人，橋本　佳子，銭　　鴻武，竹谷　俊明，松本　　貴

　　　健保連大阪中央病院婦人科

第1日目　11月15日（金）第6会場

卵管・子宮　レ11月15日（金）9：00～9：40第6会場

座長　筒井　建紀（大阪大学産婦人科）

0－097．

O－098．

0－099．

O－100．

超音波下NEW－FTカテーテルの有用性についての検討

　○伊熊慎一郎1］，田中威づみD，御木多美登川，永吉　　基］），田中　　温1），竹田　　省2’

　　　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

末梢血と子宮内膜におけるIL－22産生NK細胞の機能解析

　○鴨井　舞衣1），福井　淳史D，船水　文乃P，佐々木幸江’1，中村　理果】〕，淵之上康平2｝，

　　福原　理恵1），水沼　英樹D

　　　1泓前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，2｝むつ総合病院産科婦人科

ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化におけるエピジェネティック機構の検討一DNA　methyltransferase

（DNMT），　Ten－Eleven－Translocation（TET）の発現に関する検討一

　〇柿沼　敏行’｝vMattew　Dyson2），　Diana　Monsivais2），　Serdar　Bulun2），生水真紀夫1｝

　　　1）千葉大学医学部婦人科・周産期母性科，2）Northwestern　University　Feinberg　School　of　Medi－

　　　cine，　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

ヒト子宮内膜で脱落膜化により誘導されるHand2はFibulin－1を制御する

　○神道　寿勇，岡田　英孝，都築　朋子，西垣　明実，安田　勝彦，神崎　秀陽

　　　関西医科大学産科学婦人科学教室
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●

内視鏡1　＞11月15日（金）9：40～10：30第6会場

座長：大須賀　穣（東京大学女性診療科）

●

●

0－101．

0－102．

0－103．

0－104．

O－105．

UNスネアシステムを用いた子宮内膜ポリープ摘出の有用性～外来・無麻酔・観察用ヒステロファイ

バーで行う手技～

　○谷村　　悟，舟本　　寛

　　　富山県立中央病院産婦人科

外来卵管鏡下卵管形成術（FT）の有用性についての検討

　○村上　純子U，澤辺麻衣子IL片岡　信彦1），井田　　守1），福田　愛作1），森本　義晴2／

　　　D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

子宮鏡検査の有用性とLアルギニンが子宮内膜に与える影響について

　○立石こずえ，木下　春香，永井由美子，内村　知佳，粟田松一郎，竹内　一浩

　　　竹内レディースクリニック附設不妊センター

不妊治療開始時に診断しえた腹腔鏡下子宮筋腫核出術後子宮筋創部癒合不全例

　○岩本　豪紀，大田　昌治

　　　武蔵野赤十字病院産婦人科

子宮鏡手術における，ジエノゲスト術前投与による子宮内膜ポリープの臨床病理学的検討一免疫染色に

よる作用機序の推測一

　〇中山　　毅D，宮野奈緒美1），石橋　武蔵1｝，田中　一範D，俵　　史子2），北山　康彦3］

　　　1）JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，2｝俵IVFクリニック，3）日本医科大学武蔵小杉病院病理部
■

●

●

内視鏡2　レ11月15日（金）

O－106．

O－107．

O－108．

O－109．

10：30～11：10

座長：

第6会場

可世木久幸（社会医療法人社団正志会花と森の東京病院産婦人科）

鏡視下筋腫核出術後の子宮内膜菲薄化についての検討

　○逸見　博文D，東口　篤司1），斎藤　　学2），長澤　邦彦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

腹腔鏡下手術が卵巣予備能に与える影響

　○長木　美幸，後藤　香里，熊迫　陽子，大津　英子，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

卵巣腫瘍術後卵巣不全に関する疫学的考察

　○高江　正道t），河村　和弘1），佐藤　可野1‘，岡本　直樹’），西島　千絵］1，吉岡　伸人IJ，

　　杉下　陽堂1），洞下　由記1），石山めぐみD，田中　　守P，石塚　文平L），鈴木　　直12）

　　　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

子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する各種妊孕能温存手術の卵巣機能への影響

　○斉藤奈津穂1），奥田喜代司1｝，湯口　裕子P，山下　能毅2｝，大道　正英2）

　　　D北摂総合病院産婦人科，2）大阪医科大学産婦人科

内視鏡3　レ11月15日（金）11：10～11：50第6会場

座長　和田　　龍（兵庫医科大学産婦人科）
●

0－110．偶発的な卵管因子

　　　　　○伊藤　理廣，安部　和子，岡崎　友香，山崎　美帆

　　　　　　　社会保険群馬中央総合病院

e

L
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●

0－111．

0－112．

0－113．

両側卵管留水症合併不妊症例における卵管鏡下卵管形成術の検討

　○末永　昭彦，岸本倫太郎，川田龍太郎，香山　哲徳，宮崎　泰人，綾部　琢哉

　　　帝京大学

当院で内視鏡手術を施行した挙児希望患者の背景についての検討

　○北村　　衛い，片桐由起子］），土屋　雄彦n，早田英二郎P，高橋　怜奈P，宗　　晶子E’，

　　松江　陽一｝，三枝美智子1），上山　　怜i），佐々木由香2〕，府川　敦子2），前村　俊満D，

　　森田　峰人］〕

　　　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リプロダクションセンター

当院における子宮粘膜下筋腫及び子宮内膜ポリープ摘出術後の妊娠率とその因子に関する検討

　○小谷　泰史，辻　　　勲網　　和美，藤浪菜穂子，万代　昌紀

　　　近畿大学医学部産科婦人科

●

●

妊娠・流産　レ11月15日（金）15：00～15：30第6会場

座長　出ロ　雅士（神戸大学産婦人科）

O－114．

O－115．

O－116．

自然排出を待機した不妊治療後妊娠の稽留流産に関する検討

　〇三宅　友子，東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，白根　　晃，田中　誠治，高本　真弥，

　　山口　　隆，北川　浩明

　　　虎の門病院産婦人科リプロダクションセンター

当科での生化学的妊娠既往についての検討

　○清水　恵子12），鎌田　泰彦12｝，酒本　あいt2｝，田淵　和宏P，松田　美和12｝，刀禰美那子2），

　　中塚　幹也23），平松　祐司12｝

　　　匡‘岡山大学医学部産科婦人科，2）岡山大学病院，3）岡山大学大学院保健学研究科

習慣流産と関与する，ヒト子宮内膜間質細胞の子宮NK細胞の異常増加は，脱落膜化マーカーやレチノ

イド代謝酵素の発現低下と関与する

　○黒田　恵司12），Jan　Brosens2），竹田　　省川，　Siobhan　Quenbyz’

　　　11順天堂大学産科婦人科学教室，2’Division　of　Reproductive　Health，　Warwick　Medi－

　　　cal　School，　Clinical　Science　Research　Laboratories，　University　of　Warwick

4

●

不育　＞11月15日（金）15：30～16：30第6会場

座長　中林　幸士（神戸大学産婦人科）

0－117．

O－118．

O－119．

流産や着床障害に対して行った不育症スクリーニング検査と妊娠予後についての考察

　Ot信田雅一），戸屋真由美D，中村　祐介IJ，服部　裕充b，宮谷　静江1），境　ひとみD，

　　竹内　　巧L｝，京野　廣一一u

　　　い京野アートクリニック，2）京野アートクリニック高輪

当院10年間における不育症診療に関する報告

　○内田　明花，丸山　哲夫，宮崎　　薫，各務　真紀，升田　博隆，吉村　泰典

　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科

不育リスク因子の高度生殖補助医療に与える影響について

　○峯　　克也D，吉田　　淳21，米澤　美令P，小野　修一U，阿部　　崇D，市川　智子U，

　　富LLI僚子1｝，西　　弥生1），桑原　慶充1｝，明楽　重夫n，竹下　俊行v

　　　PH本医科大学産婦人科，2）木場公園クリニック

●

●

宰
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O－1　20．不育症症例における抗Phosphatidylethanolamine抗体価の経時的変化に関する検討

　　　　　○米澤　美令，里見　操緒，小野　修一，市川　智子，峯　　克也，桑原　慶充，明楽　重夫，

　　　　　　竹下　俊行

　　　　　　　日本医科大学女性診療科産科

O－121．第Xll因子欠乏でなおかつ抗第Xll因子抗体陽性の不育症患者は血液凝固異常を伴う頻度が高い

　　　　　○木多　　　　イ変‖董，　堺　　　　矛1」オ支

　　　　　　　杉ウイメンズクリニック不育症研究所

0－122．不育症女性におけるアネキシンA5の遺伝子多型についての検討

　　　　　○林　　裕子，鈴森　伸宏，水谷　栄太，北折　珠央，片野　衣江，尾崎　康彦，杉浦　真弓

　　　　　　　名古屋市立大学病院産婦人科

ホルモン1　芦11月15日（金）16：30～17：10第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：島田　昌之（広島大学生物圏科学研究科）

O－1　23．リンパ性下垂体炎合併妊娠の一例（プロラクチンは妊娠成立・維持に本当に必須なのか？）

　　　　　　○吉田誠哉，柵木善多，荒木雅子，千原啓
　　　　　　　　聖霊病院産婦人科

0－124．メラトニン長期投与によるマウス卵巣加齢の予防効果

　　　　　　○田村　博史，田邊　　学，岡田　真紀，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

0－125．一般女性のAMH測定の解析

　　　　　　○立木　　都1’，園原めぐみ123），阪本　美香1・2・3），東　　光子12．31，福永　憲隆1234），木下　孝一・2・3｝，

　　　　　　　薬師　義弘123｝，滝口　修司’2．：3｝，五十嵐健治1・2・3），羽柴　良樹］・2，3），浅田　義正｜234）

　　　　　　　　1）医療法人浅田レディースクリニック，2浅田レディース名古屋駅前クリニック，

　　　　　　　　3）浅田レディース勝川クリニック，4）浅田生殖医療研究所

O－126．生殖可能年齢女性では血中25ビタミンD値が抗ミュラー管ホルモンに関連する

　　　　　　○佐藤　雄一】21，本田　由佳23），鈴木　光幸3），黒田　恵司4），堀川　　隆P，政井　哲兵1），

　　　　　　　竹田　　省4），清水　俊明3）

　　　　　　　　1）高崎ARTクリニック，2産科婦人科館出張佐藤病院，3〕順天堂大学医学部小児科，

　　　　　　　　4）順天堂大学医学部産婦人科

ホルモン2　レ11月15日（金）17：10～17：50第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高橋健太郎（滋賀医科大学産婦人科）

O－127．Anti－Mullerian　Hormone低値症例における卵巣刺激法についての検討

　　　　　　○櫛野　鈴奈，田村　和美，下中麻奈美，池田　千秋，藤田　洋湖，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

O－128．AMH1．4ng／ml（10pmol／L）以下の症例における排卵誘発の有用性について

　　　　　　○幸寺　　渚，今井　和美，北川　晴香上田　　鈴貴志　瑞季，中西　裕子，金森　真希，

　　　　　　　奥　　裕嗣

　　　　　　　　レディースクリニック北浜

O－129．産婦人科手術前後における抗ミュラー管ホルモン値の変化

　　　　　　○安藤　　索，伊藤　路奈，玉城　英子，齋藤　博恭岡宮　久明

　　　　　　　　久我山病院産婦人科
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●

O－130．AMHO．1ng／ml未満でARTにて妊娠に至った30例の検討

　　　　　○安　　昌恵苔口　昭次十倉　陽子，緒方　誠司，岡本　恵理水澤　友利，山田　　聡，

　　　　　　松本由紀子，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

●

第1日目　11月15日（金）第7会場

妊孕性温存1　レ11月15日（金）9：00～9：50第7会場

座長　和泉俊一郎（東海大学産婦人科）
●

0－131．

0－132．

O－133．

0－134．

O－135．

当院におけるがん・生殖医療の試み～がん・生殖医療研究会を立ち上げて～

　○洞下　由記］2、，杉下　陽堂121，拝野　貴之1S｝，吉岡　伸人12i，高江　正道12），星名真理子2），

　　川越　雄太2’，西島　千絵’2），五十嵐　豪1〕，石山めぐみ12），橋本　　周4）丁河村　和弘121，

　　森本　義晴e，石塚　文平3），鈴木　　直121

　　　1ト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病院生殖医療センター，

　　　3｝聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座，i’IVFなんばクリニック，

　　　5’東京慈恵会医科大学産婦人科

乳癌患者の妊孕性温存治療の問題点

　○秋谷　　文，百枝　幹雄塩田　恭子，酒見　智子，熊耳　敦子，堀内　洋子，中村　　希，

　　小松　雅博，小野健太郎，大垣　洋子

　　　聖路加国際病院女性総合診療部

加藤レディスクリニックにおける乳がん罹患患者の卵子・胚凍結保存の現状

　○高山　優子，森　智絵美，青野　文仁，薮内　晶子，沖村　匡史，内山　一男，山崎　裕行，

　　奥野　　　　隆，　ノ1・林　　　保，　カn藤　　恵一

　　　加藤レディスクリニック

若年がん患者に対するガラス化法による卵巣組織凍結と組織内発育卵胞の体外培養による妊孕性温存療

法の開発

　○杉下　陽堂12｝，吉岡　伸人12），高江　正道1・z1，五十嵐　豪1），洞ド　由記］2），田村みどり1），

　　橋本　　周4），河村　和弧2），森本　義晴1］，石塚　文平3｝，鈴木　　直1L“

　　　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病院生殖医療センター，

　　　3聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座，411VFなんばクリニック

悪性腫瘍治前と後に実施した不妊成績の比較

　○宮谷　静江1），境　ひとみ1’，佐藤　有理1，中村　祐介U，服部　裕充1），中條友紀子12），

　　土信田雅一］），戸屋真由美U，京野　廣一2）

　　　U京野アートクリニック，2）京野アートクリニック高輪

●

●

●

妊孕性温存2　＞　11月15日（金）9：50～10：40第7会場

座長　堂地　　勉（鹿児島大学産婦人科）

0－136．子宮頸管妊娠15例に対するエタノール局注療法の意義

　　　　　○長田　尚夫川，会田　拓也1），末吉　智博U，寺元　章吉2），貝嶋　弘恒3），加藤　恵一，

　　　　　　永石　匡司5｝，山本　樹生5）

　　　　　　　i’Shinjuku　ART　Clinic，2噺橋夢クリニック，3・，みなとみらい夢クリニック，

　　　　　　　4加藤レディスクリニック，5）日大駿河台病院

●

●
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0－137．

O－138．

O－139．

O－140．

卵管采部妊娠に対する新しい腹腔鏡下卵管温存手術

　○沖　　利通，沖　　知恵，河村　俊彦，Ill崎　英樹，堂地　　勉

　　　鹿児島大学病院女性診療センター

不妊症患者における甲状腺ホルモンの抗ミューラー管ホルモンへの影響の解析

　○長井　咲樹1），黒田　恵司1），内田　豊gkZ，，綿田　裕孝Zb，竹田　　省1）

　　　D順天堂大学産科婦人科学教室，L）順天堂大学糖尿病内分泌内科

抗がん剤（シクロフォスファミド）投与によるマウス卵巣機能への影響

　○小池　　恵い，熊迫　陽子D，大津　英子〕］，荒木　康久Zl，荒木　泰行2〕，宇津宮隆史1）

　　　’1セント・ルカ産婦人科，21高度生殖医療技術研究所

新生仔マウス精巣組織の凍結保存とin　vitro精子形成

　○横西　哲広い，古目谷　暢b，佐藤　卓也2｝，片桐久美子21・，越後貫成美IT，井上貴美子3｝，

　　小倉　淳郎3），窪田　吉信b，小川　毅彦L2）

　　　1横浜市立大学大学院医学研究科・医学部泌尿器病態学，

　　　2横浜市立大学医学群分子生命医科学系列プロテオーム科学（生命医科学），

　　　3理化学研究所バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室

45（177）

凍結保存1　レ11月15日（金）10：40～11：20第7会場

座長　向田　哲規（広島HARTクリニック）

0－141．

O－1　42．

O－143．

O－144．

少数精子の凍結保存法の検討

　○高橋　　如’），森　麻里奈P，廣瀬　美穂1，岡部　美咲］），中嶋　美紀1），加藤　由香’），

　　赤星　孝子1），竹本　洋一），田中威づみ1；御木多美登D，伊熊慎一郎D，永吉　　基’」，

　　田中　　温lF，楠　比呂志2｝，渡邉　誠二3）

　　　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，

　　　3泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

卵巣組織凍結に向けた卵胞存在部位の解析：卵巣機能不全での変化

　○樽見　　航ll，河村　和弘1・2），拝野　貴之IA），星名真理子2｝，川越　雄太2），石塚　文平3’，

　　鈴木　　直P

　　　l｝聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室，21聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター，

　　　3聖マリアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座，4東京慈恵会医科大学産婦人科

Day5およびDay6に凍結した拡張胚盤胞のサイズが臨床妊娠率に及ぼす影響

　○金子　　繁，上野　　智，沖村　匡史，内山　一男，和田　恵子，加藤　恵一，加藤　　修

　　　加藤レディスクリニック

ヒト胚盤胞凍結保存におけるClosed－systemの検討

　○大坪　　瞳江頭　昭義，永渕恵美子，出中　啓子，峰　　千尋，南　　綾子，松隈　豊和，

　　打田　沙織，水本　茂利，前田　祐紀，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，

　　蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

凍結保存2　レ11月15日（金）11：20～11：50第7会場

座長　沖津　　摂（三宅医院生殖医療センター）

0－145．災害時など培養の継続が困難な状況下における緊急避難的な配偶子・胚の凍結保存についての検討一体

　　　　外受精直後から胚盤胞までの各発生段階に応じて求められる対処法について一

　　　　　〇菅沼　亮太1］i，奥津　美穂い，鈴木　　聡゜，小宮ひろみD，柳田　　薫21，藤森　敬也t］

　　　　　　　1福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，2国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター
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0－146．良好胚移植における妊娠不成立の原因の究明についての一考察

　　　　　○廣瀬　美穂11，高橋　　如1），岡部　美咲D，中嶋　美紀II，加藤　由香11，赤星　孝子1’，

　　　　　　竹本　洋一い，田中威づみ’・’、御木多美登U，伊熊慎一郎1），永吉　　基”，田中　　温］’　t

　　　　　　楠　比呂志2）

　　　　　　　11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

0－147．ヒドロキシプロピルセルロース添加凍結保存液の有用性の検討一マウス凍結胚移植で得られた産仔の経

　　　　過観察一

　　　　　〇森　智絵美，村田　奈fr　，高山　優子，薮内　晶子，勝股　克成，奥野　　隆小林　　保，

　　　　　　加藤　恵一

　　　　　　　加藤レディスクリニック

染色体・遺伝子異常1　レ11月15日（金）

0－148．

O－149．

O－1　50．

O－151．

15：00～15：40　第7会場

　　　座長：百枝　幹雄（聖路加国際病院女性総合診療部）

予防的性腺摘出でdysgerminomaが発見された46，XY完全型性腺形成不全の双胎妊娠報告

　○泉　　陽子1［，末岡　　浩t），水口　雄貴’1，高橋　香織1），佐藤　　卓b，佐藤　健二U，

　　中林　　章2），吉村　泰典U

　　　】慶礁義塾大学医学部産婦人科，2医療法人社団中林病院

アンドロゲン不応症との鑑別が困難であったXY型性腺形成異常症の1症例

　○羽室　明洋，尾崎　宏治，古山　将康

　　　大阪市立大学大学院医学研究科産婦人科

生殖医療　出生前診断の現状と問題点～妊娠21週に減数手術を施行した二絨毛膜二羊膜双胎の一例か

ら考察する～

　○津村　志穂，滝戸なほみ，中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道

　　　日本赤十字社医療センター

腕間逆位保因者（46，XY，inv（2）（p16q31））の精子染色体分析一着床前診断希望の反復流産夫婦に対す

る情報提供資料としての有用性の検討一

　〇青山　直樹，黒田　知子，川崎　奈美，福田淳一郎，阿部　　崇，加藤　　修，加藤　恵一

　　　加藤レディスクリニック

染色体・遺伝子異常2　＞11月15日

0－152．

0－153．

0－154．

O－155．

（金）15：40～16：20　第7会場

　　　　　　　　　座長：末岡　　浩（慶鷹義塾大学産婦人科）

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

当院における流死産児組織染色体検査の検討

　○早川　　繁福岡　　栞，原川　智早，星見　由紀，土井有希子，阿久津　正，佐藤　芳昭

　　　ソフィアレディスクリニック

Ovotesticular　DSD症例における診断的腹腔鏡の意義

　○守屋　仁彦，森田　　研，三井　貴彦，橘田　岳也，野々村克也

　　　北海道大学腎泌尿器外科

腎・尿路発生異常は高頻度に子宮奇形を合併する

　○値賀　正彦，大場　　隆本田　智子，岡村　佳則，本田　律生，片渕　秀隆

　　　熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学
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診断・検査1　レ11月15日（金）16：20～17：00第7会場

座長　増崎　英明（長崎大学産婦人科）

0－156．着床前遺伝子診断実施状況の全国調査　第一報

　　　　　○佐藤　健二lj，末岡　　浩1），佐藤　　卓「］，中林　　章21，吉村　泰典D

　　　　　　　］慶雁義塾大学医学部産婦人科，2）中林病院

O－157．当院における着床前診断の実績

　　　　　○山本あゆみP，大垣　　彩D，福田　愛作1▲，森本　義晴2）

　　　　　　　P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

O－158．複合ヘテロ接合体変異で発症する福山型筋ジストロフィーの着床前遺伝子ハプロタイプ併用診断による

　　　　世界初の妊娠報告と有効性の検証

　　　　　○佐藤　　卓II，末岡　　浩1，，佐藤　健二V，中林　　章121，泉　　陽子P，水口　雄貴1，，

　　　　　　高橋　香織1，磯部まり子1］，大澤　淑子い，吉村　泰典1）

　　　　　　　D慶礁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

O－159．当院での挙児希望患者における甲状腺機能低下症例の取り扱い一油性造影剤を使用した子宮卵管造影検

　　　　査前後の甲状腺機能評価をもとに一

　　　　　〇山口和香佐1｝，山崎　香織2），俵　　史子u

　　　　　　　U俵IVFクリニック，当兵松医科大学産婦人科

診断・検査2　レ11月15日（金）17：00～17：40

0－160．

0－161．

O－162．

O－163．

第7会場

　　座長：北脇　　城（京都府立医科大学産婦人科）

生殖関連のホルモン測定系間における測定値の相関に関する検討

　○岩佐　　武，松崎　利也，木内　理世，松井寿美佳，加藤　剛志，桑原　　章，安井　敏之，

　　苛原　　稔

　　　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部女性医学分野

頸管粘液中穎粒球エラスターゼの新しい不妊症検査への可能性

　○俵　　史子U，志田　有加P，石井　美都1｝，榊原　由佳1｝，藤田　智久1‘，山口和香佐b，

　　山崎　香織1，金山　尚裕2’

　　　D俵IVFクリニック，2）浜松医科大学産婦人科

自然排卵周期における新試薬「iE2」の評価に関する検討

　○瀬川　智也1｝，寺元　章吉D，宮内　　修1〕，渡邉　芳明1），黒田　雅子1・Z｝，篠原　一朝3），

　　土山　哲史：｛），石川　博士1〕，柿沼　敏行4、，生水真紀夫4）

　　　’噺橋夢クリニック，2）順天堂大学，3）加藤レディスクリニック，’）千葉大学

子宮内膜ポリープの診断にはソノヒステロ3D超音波が有用である

　○井上　統夫，北島　道夫，谷口　　憲，カーンカレク，杉田　豊隆今村亜紗子，増崎　英明

　　　長崎大学医学部産婦人科
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　　　　　　　　　　　　　第2日目　11月16日（土）第2会場

幹細胞・細胞毒性　レ11月16日（土）9：00～9：50第2会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：丸山　哲夫（慶雁義塾大学産婦人科）

O－164．マウス脂肪組織由来間葉系幹細胞の局所注入による卵巣機能改善

　　　　　　○薮内　晶子，江副　賢二，村田　奈々，黒田　知子，青山　直樹，阿部　　崇，奥野　　隆

　　　　　　　小林　　保，加藤　　修，加藤　恵一

　　　　　　　　加藤レディスクリニック

O－165．着床前期特異的新規遺伝子Kzpiを欠失させた胚性幹細胞（ES細胞）の機能解析

　　　　　　○上條慎太郎P，浜谷　敏生］），阿久津英憲2｝，小川　誠司12），菅原　かなL2’，片岡　典子li，

　　　　　　　山田　満稔11，久慈　直昭い，吉村　泰典川

　　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，

　　　　　　　　L’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

O－1　66．免疫不全動物を用いたラット／マウス異種異所発生による始原生殖細胞からの生殖腺様組織誘導

　　　　　　○葉山　智工’21，山口　智之1］，加藤めぐみい，三賓　　誠3），田村　千尋3｝，海野あゆみ1），

　　　　　　　瓦井　麻美P，佐藤　秀征’），小林　俊寛t’，平林　真澄3i，中内　啓光’

　　　　　　　　い東京大学医科学研究所幹細胞治療分野，2横浜市立大学医学部産婦人科学教室，

　　　　　　　　3生理学研究所行動代謝分子解析センター遺伝子改変動物作製室

O－1　67．3，3Liminodipropionitrile（IDPN）の生殖軸における毒性について

　　　　　　○高橋　則行川，樽見　　航1），浜田　直美IJ，伊藤　正則21，河村　和弘1〕，田中　　守D，

　　　　　　　鈴木　　直］），石塚　文平3｝

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

　　　　　　　　3聖マリアンナ医科大学医学部高度生殖医療技術開発講座

O－168．マウスへのシクロフォスファミド投与が卵巣へ及ぼす長期的影響

　　　　　　○江副　賢二，村田　奈々，薮内　晶子，和田　恵子，奥野　　隆小林　　保，加藤　　修，

　　　　　　　加藤　恵一

　　　　　　　　加藤レディスクリニック

受精・胚・着床7　＞11月16日（土）9：50～10：30第2会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤原　　浩（金沢大学産婦人科）

O－169．着床障害症例における末梢血NK細胞活性ならびにOK432免疫療法の有効性について

　　　　　　○福井　敬介，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美

　　　　　　　　福井ウィメンズクリニック

O－170．G－CSF子宮内注入の治療効果と妊娠例の周産期結果の検討

　　　　　　○大島　隆史，大盛　愛美，大野ちなみ

　　　　　　　　医療法人社団大島クリニック

O－171．当院における薄い子宮内膜症例の原因とその対策

　　　　　　○丸山　祥子｜），梶邑　匠彌1），水本久美子’，菊田　恭子IZ坂口　優子1），嶋村　勝典D，

　　　　　　　高崎　彰久U，森岡　　均V，濱崎　　正2｝，平松　伸子2）

　　　　　　　　V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
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O－172．着床前の子宮体部内膜の分化・増殖状態の変化は胚受容能を表し，その変化は上皮のプロゲステロン受

　　　　容体発現によって維持されている

　　　　　○原口　広史1’，廣田　　泰12），藤田　知子），江頭　真宏］・3j，松本玲央奈D，松尾　光徳U，

　　　　　　甲賀かをりD，大須賀　穣1），藤井　知行1，

　　　　　　　1東京大学医学部産婦人科，2）科学技術振興機構さきがけ，

　　　　　　　3東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻

受精・胚・着床8　，11月16日（土）10：30～11：00第2会場

座長：松崎　利也（徳島大学産婦人科）

O－173．リラキシンの妊娠初期絨毛外トロボブラストならびに子宮筋での役割の検討

　　　　　○中林　幸士，出口　雅上，森田　宏紀，牧原　夏子，篠崎奈々絵，宮原　義也，蝦名　康彦，

　　　　　　山田　秀人

　　　　　　　神戸大学医学部産科婦人科

0－174．反復着床不全および増殖期・単回・局所子宮内膜損傷直後の妊娠における周産期合併症の発症頻度

　　　　　○北宅弘太郎，多田　佳宏，田口　早桐，船曳美也子，林　　輝美，岩木　有里，天野奈美子，

　　　　　　小畠美智子，中村　嘉孝

　　　　　　　医療法人オーク会

0－175．日本IVF学会による「ARTにおけるホルモン補充に関するアンケート調査」の結果

　　　　　○東口　篤司1），森本　義晴2）

　　　　　　　i’KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2医療法人三慧会IVFなんばクリニック

第2日目　11月16日（土）第3会場

体外受精4　＞11月16日 （土）9：00～10：00第3会場

　　　　　　　座長：森田　峰人（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）

0－176．

O－177．

O－178．

0－179．

0－180．

タイムラプスインキュベーター導入後6年間の周産期を含む治療成績

　○矢野　有貴D，甲木　　聡い，矢吹　淳司1），北見　和久’｝t池田　芳紀U，伴野　千尋い，

　　山口　恭平い，吉田　光紗］），廣渡　芙紀2，，寺西　佳枝D，松川　　哲D，小林　浩治1‘，

　　皆元　裕子2），高柳　武志2’，鈴木　範子2），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

凍結融解胚移植における胚発育速度の違いによる出生児への影響

　○小林はつ美1），藤村　佳子P，大場奈穂子11，天田　千尋！〕，猪野友香里P，松岡　典子］1，

　　大谷香央里U，名取　友来1），政井　哲兵11，堀川　　隆1’，佐藤　雄一n，荒木　泰行2｝

　　　い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

体外受精により出生した児のアンケートによる1歳半までの予後調査

　○尾形　龍哉D，幸池明希子P，今田　絢子1“，水野　里志IJ，片岡　信彦1’，古武　由美D，

　　藤岡　聡子U，森　　梨沙D，井田　　守b，福田　愛作D，森本　義晴2，

　　　D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

当院におけるLow　Grade胚の移植による出生児の所見に関する検討

　○永澤　千佳］），宮田　広敏U，木下裕巳子W，長谷川真実’〕，西　　　修11，鈴木　康夫2’

　　　D西ウイミンズクリニック，Z）鈴木レディスホスピタル

凍結融解胚移植妊娠における黄体ホルモンの値による予後の検討

　○小川　達之，笠井　　剛，大木　麻喜，下地　彩乃，原ロセリーナ，平田　修司

　　　山梨大学医学部
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0－181．ART妊娠例における血中β一HCG値とその上昇率は妊娠予後推測の指標となり得るか

　　　　　○川崎　裕美，末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，松下富士代，山口　弓穂，伊藤　正信，

　　　　　　松田　和洋

　　　　　　　松田ウイメンズクリニック

体外受精5　レ11月16日（土）10：00～11：00第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：吉田　　淳（木場公園クリニック）

0－182．生殖補助医療（ART）における一卵性双胎発生因子の検討

　　　　　　○向井　直子1），有地あかねlb，村松　裕崇12），諏訪　友美n，門前　志歩い，大村　直輝）s

　　　　　　　小峰　祝敏P，大原　基弘い，清水　康史1），依光　　毅D，河村　寿宏い

　　　　　　　　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系研究科

O－183．凍結融解胚盤胞移植により得られた児の男女比と出生時体重の検討

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

　　　　　　　古谷　公一，矢野知恵子，矢野　浩史

　　　　　　　　医療法人矢野産婦人科

O－184．胚盤胞移植が出生時性比に与える影響についての検討一単一胚移植における形態評価を基に一

　　　　　　〇羽原　俊宏，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

O－185．ART後前置胎盤症例の周産期予後と着床部位に関する検討

　　　　　　○滝戸なほみD，津村　志穂D，熊田　絵里2｜，中川　潤子b，宮内　彰人1｝，安藤　一道1）

　　　　　　　　1旧本赤十字社医療センター，2）川口市立医療センター

O－1　86．当院における年齢別ART成績による公費助成制限に対する検討

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

　　　　　　　古谷　公一，矢野知恵子，矢野　浩史

　　　　　　　　矢野産婦人科IVFセンター

O－1　87．An　a　Research　view　of　Air　Quality　in　IVF　Iaboratories－Negative　effect　of　non－perfect　air　on　Embryo

　　　　survival＆development

　　　　　　OS．　Sasikumar，　D．　Dakshayani

　　　　　　　　Nova　IVI　fertility　centre，　RAPuram，　Chennai，　Tamilnadu，　India

体外受精6　レ11月16日（土）13：00～13：50第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：見尾　保幸（ミオ・ファティリティ・クリニック）

O－188．卵成熟障害における低用量hCG添加刺激の有用性について

　　　　　　○滝口　修司12），松林　秀彦1・23｝，廣岡　　孝12），木下　孝一2［，薬師　義弘12〕，五十嵐健治12｝，

　　　　　　　羽柴　良樹Z｝，福永　憲隆12），浅田　義正1・2）

　　　　　　　　1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｝リプロダクションクリニック大阪

0－189．当院における40歳以上の高齢不妊患者のART成績：最高何歳まで治療効果が期待できるか？

　　　　　　○石橋　美樹，小牧　麻美，山口ゆうき，中村　千夏，宮本　恵里，木下　和雄小山　伸夫

　　　　　　　　医療法人聖命愛会ART女性クリニック
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O－190．40歳以上の不妊症に対する凍結融解胚移植の臨床成績に関する検討

　　　　　　○竹内　茂人，菅谷　　健，大内　由貴，張　　凌雲，中川　　藍村田　紋香，長谷　充子，

　　　　　　　鈴木　孝明，高倉　哲司

　　　　　　　　済生会松阪総合病院ART生殖医療センター

O－191．凍結融解胚移植により成立した卵管切除後同側遺残卵管間質部妊娠の1例

　　　　　　○昇　千穂美1］，鈴木　達也1’，今井　　賢い，橘　　直之1，廣瀬　典子u，島田　和彦D，

　　　　　　　平野　由紀］），小川　修一2），本山　光博21，鈴木　光明］］

　　　　　　　　1，自治医科大学産科婦人科，2）三秀会中央クリニック

O－192．精子swim　up処理がC－IVFの受精率に及ぼす影響一C－IVFにおけるswim　up処理の妥当性一

　　　　　　〇加藤　道高’2｝，福永　憲隆123），北坂　浩也12｝，吉村　友邦12］，田村　総子1），長谷川　望12），

　　　　　　　中山　　要12；，竹内　基子］2），青柳　奈央1），児嶋　瑛子12），大野　浩史’2‘，安江香友子12），

　　　　　　　渡邊　紘之12’，羽柴　良樹12｝，浅田　義正1・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

顕微授精1　レ11月16日（土）13：50～14：40第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：越田　光伸（越田クリニック）

O－1　93．当院におけるPiezo－ICSIおよびConventional－ICSIの成績

　　　　　　○廣澤　利和，近藤　雅恵，加藤龍太郎，杉本　　岳，中野　彰大，大屋　智子，森本菜都美，

　　　　　　　近藤綾希子，森　　敏恵，細見　尚子，河内谷　敏，松本　恒和

　　　　　　　　神戸元町夢クリニック

O－194．IMSiとICSIの臨床成績の比較検討

　　　　　　○小林　祐紀12｝，根津　八紘12），吉川　文彦t2），保科　洋美］2i，岡村　杏子1・2・，，小林　美和12），

　　　　　　　坂本　　恵’2），大江　由紀1・2），佐藤　尚子t2），林　奈津美12），丸山　美緒i・21，中西　美幸12ト

　　　　　　　　1〕諏訪マタニティークリニック，2諏訪リプロダクションセンター

O－195．TeratozoosparmiaにおけるIMSIの有効性について

　　　　　　○内山　一男，上野　　智，沖村　匡史，福田淳一郎，山崎　裕行，奥野　　隆，小林　　保，

　　　　　　　加藤　恵z加藤　　修

　　　　　　　　加藤レディスクリニック培養部

0－196．ICSI時における透明帯の菲薄化によるその後の胚凍結および融解後の臨床成績に及ぼす影響についての

　　　　検討

　　　　　　○江副　郁恵，中野　英之

　　　　　　　　中野レディースクリニック

O－197．新鮮卵子および凍結卵子を用いた精巣内精子ICSIの臨床成績

　　　　　　○中村　祐介1’，大山　智美21，中條友紀子12），竹内　　巧2），渋谷友美子2），服部　裕充’｝r

　　　　　　　宮谷　静江D，境　ひとみV，土信田雅一’，京野　廣一21

　　　　　　　　1京野アートクリニック，2京野アートクリニック高輪

顕微授精2　レ11月16日（土）14：40～15：30第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：加藤　浩志（神戸アドベンチスト病院不妊センター）

0－198．顕微授精を行ったzona－free卵子の臨床成績

　　　　　　○上野　　智，内山　一男，沖村　匡史，勝股　克成，加藤　　修，加藤　恵一

　　　　　　　　加藤レディスクリニック



52（184）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌　58巻4号

O－199．低受精率患者に対するカルシウムイオノフォアまたは塩化ストロンチウムによる卵子活性化の有用性

　　　　　○大山　智美1），渋谷友美子1），中條友紀子12b，竹内　　巧P，中村　祐介2b，服部　裕充2】，

　　　　　　宮谷　静江L”，境　ひとみ2），戸屋真由美2），京野　廣一ZT

　　　　　　　l京野アートクリニック高輪2〕京野アートクリニック

O－200．イオノマイシン・ピューロマイシン併用法によるヒト卵子活性化能の検討

　　　　　○田中威づみ1），高橋　　如］’t中嶋　美紀P，赤星　孝子li，加藤　由香D，竹本　洋一〕，

　　　　　　御木多美登川，伊熊慎一郎川，永吉　　基V，田中　　温b，渡邉　誠二2）

　　　　　　　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

O－201．細胞質置換におけるレーザーシステム導入の検討

　　　　　○米本　昌平，廣瀬　美穂，岡部　美咲，中嶋　美紀，高橋　　如，加藤　由香，赤星　孝子，

　　　　　　竹本　洋一，御木多美登伊熊慎一郎，永吉　　基，田中威づみ，田中　　温

　　　　　　　セントマザー産婦人科医院

O－202．ヒト円形精子細胞を用いた顕微授精における臨床成績

　　　　　○田中　　温］i，中嶋　美紀1’，竹本　洋一・1），田中威づみD，御木多美登b，伊熊慎一郎］】，

　　　　　　永吉　　基1］，楠　比呂志2），渡邉　誠二”

　　　　　　　1）セントマザー産婦人科医院，彗申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

第2日目　11月16日（土）第4会場

子宮内膜症3　レ11月16日（土）9：00～10：10第4会場

座長　蝦名　康彦（神戸大学産婦人科）

0－203．

0－204．

O－205．

O－206．

0－207．

O－208．

O－209．

子宮腺筋症・深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術一術後妊孕性について一

　〇佐伯　　愛，松本　　貴，奥　　久人，竹谷　　朱，橋本　佳子，銭　　鴻武，竹谷　俊明

　　　健保連大阪中央病院婦人科

子宮内膜症性卵巣嚢胞エタノール固定術と再発，悪性化の検討

　○河邉　史子，越光　直子，長木　美幸，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

チョコレート嚢腫に対するアルコール固定法後の腹腔内評価

　○竹谷　俊明，竹谷　　朱，橋本　佳了，銭　　鴻武，奥　　久人，佐伯　　愛，松本　　貴

　　　大阪中央病院婦人科

卵巣チョコレート嚢胞核出術後LEP療法のその後の妊孕能に及ぼす影響について

　○小堀　宏之

　　　メディカルトピア草加病院婦人科

直腸子宮内膜症に対する直腸低位前方切除術は妊孕性を改善する

　○奥　　久人，松本　　貴，佐伯　　愛，銭　　鴻武，竹谷　俊明，橋本　佳子，竹谷　　朱

　　　健保連大阪中央病院婦人科

月経期に反復する発熱，腹痛を呈し，婦人科受診を契機に診断された家族性地中海熱の5例

　○岡　　賢二，内川　順子，宇津野宏樹，山田　香織，村中　　愛，橘　　理絵，塩沢　丹里

　　　信州大学医学部産科婦人科学講座

当院で計画的・統括的に治療を実施した子宮内膜症手術症例の成績

　○池田　芳紀1），甲木　　聡い，矢吹　淳司Llf北見　和久1｝，伴野　千尋P，山口　恭平U，

　　吉田　光紗D，廣渡　芙紀2［，寺西　佳枝D，松川　　哲D，矢野　有貴U，小林　浩治U，

　　皆元　裕子2［，高柳　武志Z），鈴木　範子Li，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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第2日目　11月16日（土）第5会場

男性不妊2　，11月16日（土）9：00～10：00第5会場

座長　大橋　正和（荻窪病院泌尿器科）

O－210．無精子症に対する精巣内精子採取術（testicular　sperm　extraction：TESE）の検討

　　　　　○伊藤　直樹D，田中　俊明2），前田　俊浩2）

　　　　　　　’INTT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

O－211．当院におけるMD－TESE・ICSIについて

　　　　　○鈴木　康夫D，辻　　敏徳11，西　　　修2），高　　栄哲3），並木　幹夫3）

　　　　　　　1）鈴木レディスホスピタル，2西ウイミンズクリニック，

　　　　　　　3）金沢大学医薬保健研究域医学系集学的治療分野（泌尿器科学）

O－212．Microdissection　Testicular　Sperm　Extractionにより明らかとなってきたSertoli　Cell　Only　Syndromeと

　　　　Uniform　Maturation　Arrestの臨床的特徴

　　　　　○菅藤　哲1㌧辻　祐治2㌧福崎　篤D，岩本晃明31，早川正道1〕

　　　　　　　1）国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科，2）恵比寿つじクリニック，

　　　　　　　3国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

O－213．精巣生検における精細管の形態と精子細胞の有無

　　　　　○中嶋　美紀IJ，森　麻里奈D，廣瀬　美穂D，岡部　美咲】「，高橋　　如1），加藤　由香1〕，

　　　　　　赤星　孝子’），竹本　洋一），田中威づみb，御木多美登］1，伊熊慎一郎U，永吉　　基】〕，

　　　　　　田中　　温1），楠　比呂志2｝

　　　　　　　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

0－214．当院における最近6年間のクラインフェルター症候群患者に対する臨床成績

　　　　　○御木多美登D，田中威づみ1），伊熊慎一郎P，永吉　　基11，田中　　温t），楠　比呂志2｝，

　　　　　　渡邉　誠二3），竹田　　省4）

　　　　　　　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，’4順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科

O－215．Y染色体AZF領域微小欠失と精巣内エコーパターンの関連についての検討

　　　　　○成吉昌一”，中野和馬2［，辻　祐治12）

　　　　　　　1）天神つじクリニックt2恵比寿つじクリニック

男性不妊3　レ11月16日

0－216．

O－217．

0－21　8．

（土）10：00～11：00　第5会場

　　　　　　　　　　　座長：小堀　善友（掲協医科大学越谷病院泌尿器科）

閉塞性無精子症を疑い両側精巣上体の尾部のみから運動精子が得られたものの，精巣組織の病理所見で

は『セルトリ細胞単独症候群』であった1症例

　○粟田松一郎，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，木下　春香，榑松　朋子，穂満ゆかり，

　　福元由美子，竹内　一浩

　　　竹内レディースクリニック

精巣上体精子および精巣精子を用いた顕微授精の治療成績

　○今井　　伸1），塩島　　聡21，松本美奈子2），渋谷　伸一2），鈴木伊津子3），村松　正子3‘

　　　D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

閉塞性無精子症の治療法の検討一MESA　vs．　MD－TESE－

　○田中　　温，田中威づみ，御木多美登，伊熊慎一郎，永吉　　基

　　　セントマザー産婦人科医院
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O－219．凍結保存された精巣上体および精巣精子を用いたART

　　　　　O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

O－220．交差性精巣上体精管吻合術を行った片側精巣萎縮対側精管閉塞の一例

　　　　　○松下　知彦U，中野　　勝U，矢内原　敦L’），岩本　晃明：S’

　　　　　　　D大船中央病院泌尿器科，2〕矢内原ウィメンズクリニック，

　　　　　　　31国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

0－221，泌尿器科におけるMHH治療　標準化にむけたアンケート調査

　　　　　○小堀　善友1〕，太田　茂之P，岡田　　弘1｝，田中　敏章2）

　　　　　　　D掲協医科大学越谷病院泌尿器科，2MHH研究会代表

日生殖医会誌58巻4号

男性不妊4　芦　11月16日（土）13：00～13：50第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐々木昌一（名古屋市立大学泌尿器科）

O－222．日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術105例の検討一手術手技とアウトカムー

　　　　　　○木村　将貴，永尾　光一，田井　俊宏，田中　祝江，小林　秀行，片桐由起子，中島　耕一

　　　　　　　　東邦大学大森病院リプロダクションセンター

0－223．精索静脈瘤リンパ管温存高位結紮術の検討

　　　　　　○田井　俊宏b，永尾　光一1］，松井　幸秀IJ，木村　将貴い，小林　秀行1），鈴木　九里），

　　　　　　　片桐由起子2），中島　耕一）

　　　　　　　　1東邦大学大森病院泌尿器科，2凍邦大学大森病院産婦人科

O－224．男性不妊症を中心とした両側精巣腫瘍の臨床的検討

　　　　　　○天野　俊康，今尾　哲也，竹前　克朗

　　　　　　　　長野赤十字病院泌尿器科

O－225．不妊治療が発見の契機となった精巣腫瘍の1例

　　　　　　○岡　真太郎P，白石　晃司11，松山　豪泰川，蔵本　武志2）

　　　　　　　　1）山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野，2）蔵本ウイメンズクリニック

0－226．精巣悪性腫瘍患者における造精機能の検討

　　　　　　○加賀麻祐子，菅原　　翔，山田　康隆，柳澤　　充，坂本　信一，川村　幸治，今本　　敬

　　　　　　二瓶　直樹，市川　智彦

　　　　　　　　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

男性不妊5　レ11月16日（土）13：50～14：30第5会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：小林　秀行（東邦大学泌尿器科）

O－227．一次性／二次性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

　　　　討一特に精巣容積について一

　　　　　　〇大橋　正和，宮崎　保匡，増田　　彩

　　　　　　　　荻窪病院泌尿器科

0－228．精子採取術の既往のある閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術の成績

　　　　　　○日比　初紀1），大堀　　賢1，浅田　義正2）

　　　　　　　　’協立総合病院泌尿器科，21医療法人浅田レディースクリニック

0－229v内分泌と精液検査パラメーターからみた造精機能と生活習慣との関連について

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

　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科
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O－230．男性不妊症患者におけるバイオアベイラブルテストステロンの測定意義

　　　　　○梅本　幸裕1），佐々木昌一い，岩月正一郎］），池内　隆人D，神谷　浩行い，窪田　裕樹川，

　　　　　　窪田　泰江IJ，矢内　良昌1、，服部　幸雄2］，佐藤　　剛2｝，杉浦　真弓L），郡　健二郎①

　　　　　　　D名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

　　　　　　　2）名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学分野

第2日目　11月16日（土）第6会場

看護1　レ11月16日（土）9：00～10：00第6会場

座長’大橋　一友（大阪大学生成育成看護科）

0－231．

O－232．

O－233．

O－234．

0－235．

0－236．

不妊症患者の非配偶者間生殖補助医療に対する意識調査

　○越光　直子，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

妊娠・出産に対する意識調査一高校生・20代未婚女性・不妊症患者を対象に一

　〇岡田　清美，関　こずえ，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

不妊問題解決に向けた選択情報誌の汎化と展望～家族のサポート・ガイドブック「FaP」の応用と地域

連携への試行～

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

　　知念日菓利v，内田　昭弘川

　　　1）内田クリニック，2位命館大学客員研究員

生殖医療専門施設で治療以外の選択肢情報（里親／養親）を患者へ提供する必要性の検討

　○永島百合子’），荒木　晃子12］，先久　　幸D，森山　弘恵’），野々村佳代I」，弓岡　英里1），

　　知念日菓利1），内田　昭弘1）

　　　1）内田クリニッ久2、立命館大学客員研究員

不妊症患者夫婦の喫煙習慣と男性因子検査結果の相関および禁煙指導についての検討

　○西尾　京子，中原　裕子，長池　未郷，山内　博子，朝倉　寛之

　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

遠方より初診当日にFTを希望する患者への支援

　○澤辺麻衣子い，村上　純子P，片岡　信彦］），井田　　守1），福田　愛作1），森本　義晴2i

　　　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

看護2

O－237．

O－238．

芦11月16日（土）10：00～10：50

　　　　　　　　　　　　座長：森

第6会場

明子（聖路加看護大学ウイメンズヘルス・助産学研究室）

患者が望むART妊娠判定陰性時の看護

　○江隈　直子，村上貴美子，久保島美佳，井上　　静，徳永　美樹，金子　清美，園田　敦子，

　　河野　照美，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

局所麻酔採卵の有用性の検討

　○阿部　祐子，奥山　由佳，黒木　都未，石井　千明，三浦　礼子，瀬川　智也，寺元　章吉

　　　新橋夢クリニック看護部
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0－239．採卵時の痛みに対するアンケートの検討を通して～局所麻酔を取り入れて～

　　　　　○藤井　美喜，オンビルギン操，岡本　恵理水澤　友利，山田　　聡，緒方　誠司，松本由紀子，

　　　　　　十倉　陽子，梶原　綾乃，苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

O－240．ヒヤリ・ハット報告～連携ミス事例を振り返って～

　　　　　○後藤　裕子，手島しおり，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

0－241．不妊治療施設におけるインシデントレポート～発生状況と対策についての分析～

　　　　　○手島しおり，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

カウンセリング　レ11月16日（土）13：00～t3：40第6会場

　　　　　　　　　　　　　　座長：本田万里子（熊本大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター）

O－242．不妊治療におけるインフォームドコンセントの為のタブレットPC導入の試み～一般不妊編～

　　　　　　○松浦　里江，平井　真耶，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理，新居　　遙，菅原　由貴，

　　　　　　　八木香菜子，徐　　東舜

　　　　　　　　医療法人社団徐クリニックARTセンター

O－243．不妊治療におけるインフォームドコンセントの為のタブレットPC導入の試み～体外受精編～

　　　　　　○清須知栄子，松浦　里江，平井　真耶，今井　智子，伊藤　真理新居　　遙，菅原　由貴，

　　　　　　　八木香菜子，徐　　東舜

　　　　　　　　医療法人社団徐クリニックARTセンター

0－244．ステージ4の肺がん男性の精子凍結と，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審

　　　　議した症例～臨床心理士の立場から～

　　　　　　○奈良　和子D，己斐　秀樹2｝，大内　久美2｝

　　　　　　　　1亀田総合病院臨床心理室，2亀田総合病院不妊生殖科

0－245．ARTを受療する女性の治療断念をめぐる心理的プロセス

　　　　　　○花谷　智子，絹谷　正之

　　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

統計　レ11月16日（土）13：40～14：30第6会場

0－246．

O－247．

O－248．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：金山　尚裕（浜松医科大学産婦人科）

不妊クリニック受診患者の風疹抗体保有状況について

　○堀川　　隆1’，政井　哲兵1），藤村　佳子D，小林はつ美U，猪野友香里D，荒木　泰行2），

　　佐藤　雄一L3）

　　　1）高崎ARTクリニック，2｝高度生殖医療技術研究所，3〕産科婦人科舘出張佐藤病院

挙児希望女性と風疹抗体

　○吉岡奈々子，林　伸旨，寺田さなえ，羽原俊宏

　　　岡山二人クリニック

性交回数は妊娠予後に影響を与え，性交回数の減少は流産率を増加させる

　○己斐　秀樹P，高矢　千夏2），大内　久美D

　　　’亀田メディカルセンター不妊生殖科，2亀田メディカルセンター産婦人科

｛
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O－249．累積生産率による自然周期・低刺激周期の治療評価

　　　　　○阿部　　崇）t福田淳一郎’、t湯　　暁暉川，和田　恵子V，谷田部典之II，篠原　一朝D，

　　　　　　勝股　克成］’　，山崎　裕行ll，奥野　　隆D，小林　　保1），長田　尚夫2｝，加藤　　修1‘，

　　　　　　加藤　恵一1‘

　　　　　　　’）加藤レディスクリニック，2Shinjuku　ART　clinic

O－250．総合周産期母子医療センターからみた生殖補助治療後妊娠の検討

　　　　　○伊東　裕子，城田　京子，宮本　新吾

　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科

その他1＞11月16日（土）14：30～15：10第6会場

座長　小林眞一郎（Kobaレディースクリニック）

O－251．

0－252．

0－253．

0－254．

当院における多胎防止に関する取り組み

　○溝都　大和，秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，西垣みなみ，松崎　彰子，上田　泰子，

　　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

ART実施施設を対象とした多胎と減数手術に関する調査報告（2009年一一201　1年）

　○桑原　　章，谷口　友香，山崎　幹雄岩佐　　武松崎　利也，苛原　　稔

　　　徳島大学医学部産科婦人科

卵子提供に関する相談例についての実態調査一ART施設に対するアンケート調査結果から

　○小野　修一），竹下　俊行13｝，久慈　直昭23），吉村　泰典23）

　　　］）日本医科大学産婦人科，L）慶雁義塾大学産婦人科，3惇生労働科学研究班

本邦における「医学的理由ではない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究（第一報）

　○瀬戸さち恵，梶原　　健，石原　　理

　　　埼玉医科大学産科婦人科学教室

その他2　＞　11月16日（土）15：10～15：50第6会場

●

座長　望月 修（聖隷三方原病院産婦人科）

O－255．配偶子の凍結保存と死後生殖，第3者の配偶子提供の実態と意識：全国の産婦人科施設への調査から

　　　　　○井上　理絵12｝，岩井　智子2｝，中塚　幹也2｝

　　　　　　　1）山陽学園大学看護学部看護学科，2岡山大学大学院保健学研究科

O－256．AID当事者に対する「修復的対話アプローチ」による「社会的虐待」からの解放に関する理論的考察

　　　　　○宮嶋　　淳

　　　　　　　中部学院大学

0－257．生殖医療における統合医療の試み

　　　　　○井田　　守P，福田　愛作1），森本　義晴21

　　　　　　　DIVF大阪クリニック，2’IVFなんばクリニック

0－258．日本社会の妊孕能に対する認識と今後の課題

　　　　　○鴨下　桂子］｝，杉本　公平’，大野田　晋V，山本　瑠伊D，飯倉　絵理D，川口　里恵IL

　　　　　　拝野　貴之U，林　　　博2），遠藤　尚江3’，岡本　愛光1）

　　　　　　　D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，

　　　　　　　3五の橋レディスクリニック
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掲示時間

閲覧時間

討論時間

一
般演題（ポスター）

11月15日
11月15日
11月16日
11月15日

（金）

（金）

（土）

（金）

9：00～11：00

11：00～17：00

9：00～16：00

17：00～18：15

ポスター第8会場（401・402）

中枢

P－OOI．　Macroprolactin血症の臨床的意義とその特徴

　　　　　○合阪　幸三1】，平池　春子1），兵藤　博恵1），土屋富士子11，小畑清一郎】｝f平池　　修2），

　　　　　　服部　尚樹3｝，武谷　雄二4），森　　宏之5）

　　　　　　　1御茶ノ水・浜田病院産婦人科，2凍京大学医学部産婦人科，3立命館大学薬学部，

　　　　　　　4‘労働者健康福祉機構，5）帝京大学医学部産婦人科

P－002．経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術後の女性に対する不妊治療

　　　　　○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

卵子

P－003．卵巣および排卵後の卵子，卵丘細胞でのSirtuin遺伝子発現の母性エイジングへの影響

　　　　　○岡本　直樹U，河村　和弘1），河村　七美2｝，佐藤　可野］］，西島　千絵川，石塚　文平L），

　　　　　　田中　　守D，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

P－004．卵子提供に伴う周産期リスクー当施設で経験した3症例からみえてくること一

　　　　　〇本田　智子P，岡村　佳則1），本田　律生1｝，大場　　隆1），片渕　秀隆P，田中　　温2）

　　　　　　　Il熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野，　L’セントマザー産婦人科医院

P－005．早発卵巣不全（POI）症例の融解胚移植における妊娠率の検討

　　　　　○吉岡　伸人，西島　千絵，杉下　陽堂，高江　正道，洞下　由記，石山めぐみ，河村　和弘

　　　　　　石塚　文平

　　　　　　　聖マリアンナ医科大学病院

P－006．IVMによるdelayed　ICSI胚の検討

　　　　　○藤井　玲名P，橋爪　淳子D，前多亜紀子D，新　　博美D，丹羽　幸子1），北元香菜子’1，

　　　　　　田中　真理i，山崎　玲奈2），野村　一人21，道倉　康仁い

　　　　　　　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

P－007．主席卵胞破裂後の委縮した卵胞から回収した卵子の胚盤胞発生率と妊娠率の検討

　　　　　○恩田　知幸，田口　智美，上野　　剛，松尾　涼子，大久保　毅林　　輝明，瀬川　智也，

　　　　　　寺元　章吉

　　　　　　　新橋夢クリニック
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振動培養装置がヒト体外受精に及ぼす影響

　○溝部　大和1），秋吉　俊明1，南　　志穂U，松尾　　完］），西垣みなみD，松崎　彰子1」，

　　福嶋　倫子’〕，山口　敦巳IL岡本　純英1），三好　和睦2〕

　　　u医療法人ART岡本ウーマンズクリニック，2鹿児島大学農学部

ミトコンドリアDNA　copy数と卵子容積が胚発達へ及ぼす影響

　○村越　行高12〕，末岡　　浩2／，五十畑　葵21，泉　　陽子21，高橋　香織2、，佐藤　　卓21，

　　櫻井　友義L’1，佐藤　健二2L，中林　　章2｝，吉村　泰典2）

　　　い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

タイムラプスインキュベーター（EmbryoScopeTM）を用いた胚観察による自然周期採卵における主席卵

胞および小卵胞由来卵子の発生時間の比較の検討

　○林　　輝明，上野　　剛，恩田　知幸，松尾　涼子，田口　智美，大久保　毅，瀬川　智也，

　　寺元　章吉

　　　新橋夢クリニック

卵胞発育・排卵・女性ホルモン

P－011．AMH値は体外受精の妊娠予後の指標となり得るか

　　　　　○小川武甲b，齋藤寛恵U，金　昌勲】㌦藤本晃久3），矢野　哲2㌧矢野直美V

　　　　　　　D池下レディースクリニック吉祥寺，2国立国際医療研究センター，

　　　　　　　3）東京都教職員互助会三楽病院

P－012．不妊治療の最適化のために～AMHを指標とした検討～

　　　　　○加藤　奈緒岩瀬　　明，田中　千晴齋藤　　愛，森　　正彦大須賀智子，杉田　敦子，

　　　　　　近藤　美佳，中村　智子，巴雅　蘇拉，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科医学部医学科

P－013．当院における抗ミュラー管ホルモン（AMH）と臨床成績との関与の検討

　　　　　○野々村佳代，先久　　幸，森山　弘恵，弓岡　英里，嶋林　亜希，知念日菓利，永島百合子，

　　　　　　内田　昭弘

　　　　　　　内田クリニック

P－014．不妊症例における年齢別AMHと経時変化の検討

　　　　　○遠藤　依子，天野　嘉子，國井優衣子，杉山真理子，桜井加那子，桜井　明弘

　　　　　　　産婦人科クリニックさくら

P－015．低AMH症例におけるART治療成績の検討

　　　　　○佐藤百合子，武田　信好，阿部亜佳音，稲井　仁美，逢澤　純世，堤　真由子，町屋　　礼，

　　　　　　鈴木　雅美，吉井　紀子，小田原　靖

　　　　　　　ファティリティクリニック東京

P－016．自然妊娠妊婦と不妊女性におけるAnti－Mullerian　Hormone値の比較検討

　　　　　○宗　　晶子，片桐由起子，三枝美智子，北村　　衛松江　陽一，府川　敦子，佐々木由香，

　　　　　　森田　峰人

　　　　　　　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

P－017．携帯電話写メールを使用による栄養指導によって減量成功し妊娠に至った高度肥満患者の一例

　　　　　○牧野亜衣子D，牧野登志子2），宮本亜希子3）

　　　　　　　P医療法人亜一会あいこ女性クリニック，2金城学院大学生活環境学部，

　　　　　　　3社会福祉法人聖霊会聖霊病院
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P－01　8．採卵数と採卵前後のホルモン動態の関係についての検討

　　　　　○伊藤啓二朗，佃　　笑美，大西　洋子，姫野　隆雄，井上　朋子，中岡　義晴，橋本　　周，

　　　　　　森本　義晴

　　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

P－Ol　9．穎粒膜細胞におけるCurcuminのAMP－activated　protein　kinase（AMPK）に対する効果

　　　　　○甲斐由布子，河野　康志，川野　咲季，岡本真実子，奈須　家栄，楢原　久司

　　　　　　　大分大学医学部産科婦人科

●

●

生殖器腫瘍
●

P－020．子宮筋腫手術における前投薬としてのGnRHアゴニストの筋腫縮小効果と安全性について

　　　　　○中澤　明里，平田　哲也，甲賀かをり，平池　　修，大須賀　譲，藤井　知行

　　　　　　　東京大学医学部付属病院女性診療科・産科

P－021．卵巣のMicrocystic　stromal　tumor術後の体外受精胚移植後で妊娠に至った1例

　　　　　○宮村　浩徳1），西尾　永司I」，塚田　和彦2），藤井多久磨］

　　　　　　　1藤田保健衛生大学医学部産婦人科，2藤田保健衛生大学坂種病院産婦人科

精子
●

P－022．精子先体赤道部タンパク質Equatorinの先体反応に伴う翻訳後修飾変化

　　　　　○大和屋健二IL伊藤　千鶴2），年森　清隆2［

　　　　　　　D千葉大学大学院医学研究院バイオメディカル研究センター，

　　　　　　　’千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

P－023．ステロイドによる精子超活性化の調節とDESによる撹乱

　　　　　○藤ノ木政勝

　　　　　　　燭協医科大学

P－024．肛門生殖器間距離（anogenital　distance；AGD）と精子濃度との関連性についての検討

　　　　　○内田　将央’［，山崎　一恭2），室井　美樹D，圓成寺真見］），唐松　美佳1｝，高見澤　聡1），

　　　　　　岩本　晃明V、柳田　　薫1）

　　　　　　　1）国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター，2茨城西南医療センター病院泌尿器科

P－025．精子所見からみた胚発生への影響

　　　　　○深作　悠D，芝原隆司D，林奈穂子1’，箕浦博之1’，川戸浩明2）

　　　　　　　1みのうらレディースクリニック，2〕川戸レディースクリニック

P－026．人工授精から体外受精ヘステップアップが必要な精液所見とは？

　　　　　○堀金　聖羅佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，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－027．抗equatorin抗体を用いた精子の質の評価法の検討

　　　　　○伊藤　千鶴，大和屋健二，年森　清隆

　　　　　　　千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

P－028．40才以上のART患者に対する媒精方法の選択

　　　　　○中橋美貴子lj，堀田　美穂川，高山　陸斗U，幸松　美佐1‘，田中　順子’1、東野　教子｜），

　　　　　　安田　明子P，向橋貴美子D，藤波　隆一U，藤田　欣子ll，北村　修一P，道倉　康仁21

　　　　　　　1永遠幸レディスクリニック，2｝金沢たまごクリニック

●

●

●
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P－029．凍結精子の運動性およびPLCζによる新しい受精方法選択の試み

　　　　　○渡邊ひとみD，越智　　梓21，伊藤　潤哉2），中田久美丁・1・3，，巾山　順樹b，池上加代子い，

　　　　　　中西　　彩い，阿部　　睦1，，池澤　有加’｝，柏崎　直巳2’，山下　直樹31

　　　　　　　V山下湘南夢クリニック，L）麻布大学獣医学部，3仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

P－030．精液調整及び前培養に用いる遠心管の材質は精子の運動性に影響を与える

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

　　　　　　森本　有香，原武　祐樹，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－031．二重筒式遠沈管（ラピッツ）を用いたPercoll法における精子回収率の検討

　　　　　○小見山純一，沖津　　摂，清川麻知子，小田　隆司，三宅　　馨

　　　　　　　三宅医院生殖医療センター

男性不妊（基礎）

P－032．RA－GEF－2（Rapgef6）のマウス精子形成における役割

　　　　　○岡田　桂輔D，山口　耕平1），福田　輝雄P，江夏　徳寿’），李　　福平’｝，松下　　経P，

　　　　　　千葉　公嗣u，三宅　秀明1），前田　和宏L’｝，Shymaa　E．　Bilasy3），枝松　裕紀2’，片岡　　徹2〕，

　　　　　　藤澤　正人v

　　　　　　　’）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

P－033．クラスタリンは熱ストレスから精巣細胞を保護する働きをする可能性がある

　　　　　○松下　　経，山口　耕平，福田　輝雄，江夏　徳寿，岡田　桂輔，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

P－034．精漿タンパク質SEMGの精子の受精能評価マーカーとしての検討

　　　　　○吉田　　薫1），山崎　一恭24），吉池　美樹3），岩本　晃明3）

　　　　　　　1桐蔭横浜大学先端医用工学センター，2茨城西南医療センター泌尿器科，

　　　　　　　3聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学，4）国際医療福祉大学リプロダクションセンター

P－035．精巣におけるポドシン，ネフリンの作用メカニズムの究明

　　　　　○江夏　徳寿，山口　耕平，福田　輝雄，岡田　桂輔，千葉　公嗣，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講座

男性不妊（臨床）

P－036．

P－037．

両側停留精巣に対する精巣固定術により自然妊娠にいたった無精子症の1例

　○福原　理恵，福井　淳史，佐々木幸江，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，水沼　英樹

　　　弘前大学医学部産科婦人科

不妊症の精査中に診断されたKartagener症候群の1例

　○森　　亘平D，湯村　　寧1），加藤　喜ee1），竹島　徹平1），小林　将貴1‘，山中　弘行P，

　　黒田晋之介V，保田　賢吾1），野口　和美1），近藤　芳仁2｝，池田万里郎2」，高島　邦僚2

　　　Dtw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海老名レディースクリニック
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P－038．不妊を契機に発見された特発性成人発症型低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の2例

P－039．

P－040．

P－041．

P－042．

P－043．

P－044．

P－045．

P－046．

P－047．

P－048．

P－049．

　○惣田　哲次，宮川　　康，竹澤健太郎，木内　　寛，高尾　徹也，辻村　　晃，野々村祝夫

　　　大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科）

札幌医科大学泌尿器科男性不妊外来の臨床統計

　○前田　俊浩”，田中　俊明’），前鼻　健志V，舛森　直哉1，伊藤　直樹2｝

　　　u札幌医科大学医学部泌尿器科，2）NTT東日本札幌病院泌尿器科

男性不妊外来における染色体異常患者の検討

　○黒田晋之介121，湯村　　寧2），保田　賢吾i2｝，山中　弘行21，竹島　徹平2），小林　将貴2｝，

　　加藤　喜健2｝，岩崎　　晧2），野口　和美21

　　　1大口東総合病院泌尿器科，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

男性不妊患者における血中エストロゲンの意義について

　○萩生田純，石川博通，萩原正幸，古内徹丸茂健
　　　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

男性不妊外来における閉塞性無精子症の検討

　○山中　弘行121，小林　将貴3），森　　亘平L”，保田　賢吾2［，黒田晋之介L］，，竹島　徹平2戊，

　　加藤　喜健IL’，湯村　　寧2｝，岩崎　　晧D，野口　和美21

　　　1横浜船員保険病院泌尿器科，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横須賀共済病院4横浜市立みなと赤十字病院泌尿器科

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臨床検討

　○加藤　喜健IL，，山中　弘行12〕，保田　賢吾’1，黒田晋之介ll，竹島　徹平1），湯村　　寧1），

　　野口　和美D

　　　l横浜市立大学附属病院市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜船員保険病院泌尿器科

精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位内精静脈結紮術の経験

　○柴田　康†専），加藤　春雄1）t新井　誠二1），周東　孝浩1，，関根　芳岳P，小池　秀和D．

　　松井　　博1），深堀　能立L’1，伊藤　一人1〕，鈴木　和浩1’

　　　1群馬大学医学部泌尿器科，2）猫協医科大学泌尿器科

非閉塞性無精子症患者における染色体異常と精子採取成績

　○岩月正一郎，佐々木昌一，窪田　泰江，窪田　裕樹，梅本　幸裕，郡　健二郎

　　　名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

非閉塞性無精子症患者に対するホルモン療法の検討

　○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

TESE時のJohnsen’s　scoreと精子回収とそのアウトカムについて

　○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

　　　医療法人オーク会オーク住吉産婦人科

modern　ART時代の脊髄損傷による射精障害患者の挙児戦略

　○岩端　威之U，小堀　善友’），鈴木　啓介V，太田　茂之11，飯島　将司D，慎　　　武D，

　　八木　　宏D，宋　　成浩1），新井　　学V，岡田　　弘い，辰巳　賢一21，飯野　好明3），

　　出居　貞義1’，稲垣　　昇5｝，越田　光伸f’l

　　　Das協医科大学越谷病院泌尿器科，2梅ヶ丘産婦人科，

　　　3大宮中央総合病院大宮中央クリニック産婦人科（女性診療科），P大宮レディスクリニック，

　　　5’セントウィメンズクリニック，（i越田クリニック

脊髄損傷患者からmicro－TESEで回収された精子を用いた顕微授精の成績

　○藤井　好孝，遠藤　雄史，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体外受精センター
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P－050．当院における精液1004検体の精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species；ROS）に関する検討

　　　　　○竹島　徹平1ノ，保田　賢吾］i，黒田晋之介t），山中　弘行D，加藤　喜健1｝，湯村　　寧い，

　　　　　　岩崎　　晧川，野口　和美1，高島　邦僚2），池田万里郎2），近藤　芳仁2）

　　　　　　　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泌尿器科，

　　　　　　　当医）俊英会海老名レディースクリニック

P－051．Luminometer1　251とmonolight　3010による精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）値の比

　　　　較検討

　　　　　○湯村　　寧，竹島　徹平，小林　将貴，山中　弘行，黒田晋之介，保田　賢吾，加藤　喜健，

　　　　　　森　　亘平，岩崎　　晧，野口　和美

　　　　　　　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

P－052．gentle　MACS　Dissociatorを用いた精巣精子回収法の検討

　　　　　○中村　理果］〕，福井　淳史P，佐々木幸江1），鴨井　舞衣1），船水　文乃P，横田　　恵2’，

　　　　　　福原　理恵’t，前田あかね1＋，水沼　英樹D

　　　　　　　’泓前大学医学部附属病院産科婦人科，2情森県立中央病院

P－053．乏精子症例のARTにおけるアネキシンV－MACS精子調整法の有用性

　　　　　○脇本　栄子，中村　嘉宏，藤野　祐司，小池　浩嗣，山本　理沙，植田　潤子，松本　真弓，

　　　　　　林清音，駒由佳，土谷綾子
　　　　　　　藤野婦人科クリニック

受精・胚・着床

P－054．マウス第二極体に由来する混倍数性受精卵のゲノム動態

　　　　　○日野　敏昭，日下部博一，立野　裕幸

　　　　　　　旭川医科大学医学部生物学教室

P－055．着床前期胚において特異的に発現する新規SCAN－zinc　finger遺伝子Zip371の解析

　　　　　○小川　誠司12），浜谷　敏生D，阿久津英憲2），山田　満稔1），奥村　典子1：，菅原　かな12［，

　　　　　　井上おさむb，山田　朝子li，上條慎太郎P，久慈　直昭1），吉村　泰典1／

　　　　　　　1慶雁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

P－056．ヒト間葉系幹細胞から子宮内膜間質様細胞への分化誘導

　　　　　○菅原　かな11，浜谷　敏生b，小川　誠司IJ，山田　満稔1），山田　朝子1】，上條慎太郎1），

　　　　　　竹本　崇史’）、戸田　里実1），若松　修平P，久慈　直昭1），阿久津英憲2），梅澤　明弘21，

　　　　　　吉村　泰典】】

　　　　　　　D慶雁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生殖・細胞医療研究部

P－057．クロミフェンクエン酸塩とFSH／hMGを併用する低刺激Antagonist法におけるARTの有効性の検討

　　　　　○中原　裕子，長池　未郷，谷岡　睦美，占川　武子，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

P－058．ART後流産児染色体異常を認めた胚と同一周期胚移植で生児獲得なるか？～ART後妊娠・出産した胚と

　　　　同一周期胚移植を対照として～

　　　　　○嶋村　　純，齋藤　祥子，神谷　奈々，片岡　彩香，城石　裕子，清水　葉子，齊藤紗恵子，

　　　　　　松岡　祐太，清水　絢也，所畑和寿美，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

P－059．当院におけるART治療後に前置胎盤となった症例についての検討

　　　　　○後藤　哲也，田島　敏秀，岡　　親弘

　　　　　　　東京HARTクリニック
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P－060．ARTを実施した原発性不妊患者および続発性不妊患者の背景と治療成績の比較

　　　　　○髭　　友希，稲田　梨乃，村越友衣乃，佐々木真紀，濱田　亜紀，桑原　聖子，吉岡菜津美，

　　　　　　園田　桃代

　　　　　　　園田桃代ARTクリニック

P－061．当院のTESE－ICSI成績における女性年齢の関与についての検討

　　　　　○宮田あかね，吉田　丈児，片野坂潤子，岡崎　雅子，都築陽欧子，吉丸　真澄宮崎　　薫，

　　　　　　仲村　　勝小川真里子，萩生田　純兼子　　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

P－062．当院におけるIMSI（intracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection）の成績

　　　　　○楳木美智子，前田　知子，山本勢津子

　　　　　　　愛育会福田病院

P－063．当院における2段階移植の検証報告

　　　　　○藤波　隆一1），高山　陸斗1），幸松　美佐D，田中　順子1〕，東野　教子V，中橋美貴子1），

　　　　　　安田　明子U，向橋貴美子1］，堀田　美穂D，藤田　欣子】1，北村　修一1，道倉　康仁2）

　　　　　　　P永遠幸レディスクリニック，2金沢たまごクリニック

P－064．Zona－free卵子に対するPiezo－ICSIの有効性

　　　　　○渡辺　真一1，上畑みな子1），小林　勇ge1），宮田　佳苗1’，田中　豊美P，可見知加子1），

　　　　　　石川　孝之P，松永　利恵1），山中菜保子1），伊東　雅子1：，宮村　浩徳12｝，西尾　永司12），

　　　　　　桑波田暁子13ノ，越知　正憲D，堀内　俊孝4・，

　　　　　　　］）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加藤レディスクリニック，

　　　　　　　4i県立広島大学大学院総合学術研究科

P－065．未成熟卵子回収例におけるRescue－IVMの有用性についての検討

　　　　　○山瀬　亜弥1），中山　貴弘U，小濱　奈美IL釜本　早紀U，谷仲

　　　　　　戸城えりこ2｝，須戸　龍男2），矢野　樹理2｝，畑山　　博2［

　　　　　　　1医療法人財団足立病院生殖内分泌医療センター，2同産婦人科

P－066．D2，　D3胚の割球数から胚盤胞到達は予測できるか

　　　　　○村松　正子1］，渋谷　伸一2｝，松本美奈子2），塩島　　聡2’，今井

　　　　　　　1聖隷浜松病院臨床検査部，2）聖隷浜松病院不妊内分泌科，

P－067．Day3におけるfragmentの割合が胚盤胞形成に与える影響

　　　　　○森本　有香，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起

　　　　　　椎名　　薫，原武　佑樹，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－068．胚の発生速度と年齢からみたDay3における移植胚の選択基準

　　　　　○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，細川　由起，上野紗也香

　　　　　　森本　有香，原武　佑樹，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－069．Day4胚盤胞と着床率との関係

　　　　　○松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，

　　　　　　森本　有香，原武　佑樹

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－070．分割期胚におけるgread4（Veeck分類）の割球の均等性に関する検討

　　　　　○横田麻里子，松葉　純子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，

　　　　　　森本　有香，原武　佑樹，富Ill達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－071．

　　　　　○泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，川窪　雄一，

　　　　　　西村佳与子，本庄　　考，詠田　由美

　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

恵］」藤脇あや奈1］，

伸3］，鈴木伊都子］］

S）

聖隷浜松病院泌尿器科

上野紗也香，大原　知子，

大原　知子，椎名　　薫，

大原　知子，椎名　　薫，

大原　知子，椎名　　薫，

ヒト卵子のMll期における紡錘体面積とICSI後の第一卵割時間を組み合わせた胚評価法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　真央，中山 直美，
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P－072．初期胚盤胞到達後にタイムラプスインキュベータを使用した胚盤胞培養

　　　　　○山中菜保子］1，渡辺　真一］，小林　勇毅P，宮田　佳苗1〕，田中　豊美v，可見知加子ll，

　　　　　　石川　孝之1，松永　利恵P，上畑みな子D，伊東　雅子1｝，宮村　浩徳1・2〕，西尾　永司12［，

　　　　　　桑波田暁子B），越知　正憲），堀内　俊孝1）

　　　　　　　川おち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，I」加藤レディスクリニック，

　　　　　　　1）県立広島大学大学院総合学術研究科

P－073．タイムラプスインキュベーター（Embryo　Scope）を用いた胚培養環境の評価

　　　　　○谷仲　　恵1〕，中LI」　貴弘1’，小濱　奈美1），川村　悠喜1），加藤i由起1〕，草開恵里子2），

　　　　　　須藤　慎介2），山出　一郎2），井上　卓也21，畑山　　博2）

　　　　　　　’医療財団法人足立病院生殖内分泌医療センター，2伺産婦人科

P－074．EmbryoScopeTMを用いた2細胞期における多核胚の出現頻度と着床率

　　　　　○伊藤　正信，末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，川崎　裕美，松下富士代，山口　弓穂，

　　　　　　松田　和洋

　　　　　　　松田ウイメンズクリニック

P－075．前核形態と4細胞期までの到達時間による胚発生の比較～EmbryoScope’Mを用いて～

　　　　　○小島　章弘，坂本　知巳

　　　　　　　婦人科さかもとともみクリニック

P－076．EmbryoScopeTMを良好胚選別に有効的に利用するには

　　　　　○吉貝　香里，澤田　富夫，堀　紗耶未，中野　英子

　　　　　　　さわだウィメンズクリニック

P－077．EmbryoScop♂Time－lapse　Systemを用いた胚盤胞発生における予測因子の検討

　　　　　○片田　雄也，緒方　洋美，佐東　春香，緒方　誠司，古橋　孝祐，十倉　陽子，水澤　友利，

　　　　　　岡本　恵理，松本由紀子t苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－078．当院におけるEmbryoGluピを用いた胚移植成績とその有用性について

　　　　　○古賀　美佳，西山和加子，山本　新吾，塚崎あずさ，小林　倫子，岩崎　聡美，尾崎　麻理，

　　　　　　佐護i　中，有馬　　薫，野見山真理，小島加代子，岩坂　　剛

　　　　　　　高木病院不妊センター

P－079．栄養外胚葉のグレードと凍結単胚移植の妊娠率の検討

　　　　　○上野紗也香，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起大原　知子，椎名　　薫，

　　　　　　森本　有香，原武　佑樹，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックニューアートリサーチセンター

P－080．栄養外胚葉（TE）の形態評価と融解胚盤胞移植の流産率について

　　　　　○武藤満美子，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－081．子宮内膜菲薄周期におけるEmbryo　Glueを用いた凍結融解胚移植の成績

　　　　　○荒賀麻里子，泉　　陽子，上田　尚美，梶原　千晶，中西　桂子，後藤　　栄

　　　　　　　後藤レディースクリニック

P－082．採卵周期のhCG投与日の血中E2高値症例における移植時最高評価胚の凍結をメインとした胚移植の検討

　　　　　○元石　睦郎，水島　友理，中藤　真里，村上ひとみ，松川真木子，小林眞一郎

　　　　　　　Kobaレディースクリニック

P－083．エストラジオールの塗布剤または貼付剤を使用したホルモン補充周期における凍結融解胚盤胞移植の妊

　　　　娠成績

　　　　　○泉　　陽子，上田　尚美，荒賀麻里子，梶原　千晶，中西　桂子，後藤　　栄

　　　　　　　後藤レディースクリニック

P－084．移植前日融解による子宮内膜と胚の同期化は妊娠率の向上に有効か

　　　　　○高橋　典子，久保　早織，山田　成利，越田　光伸

　　　　　　　医療法人越田クリニック
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P－085．

P－086．

P－087．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌58巻4号

自然排卵周期における凍結融解単一胚移植後のE2，　P4追加補充が妊娠成立に与える影響について

　○前田　真子，福嶋　文吉，熊耳　敦子，佐藤　孝道

　　　明理会中央総合病院婦人科

凍結融解胚盤胞移植でのSEET法の有用性

　○岩崎　　遥，鮫島まち子，鈴木　　綾，樋本　美穂，井上須美子，松本　貴重，陣内　彦良

　　　陣内ウィメンズクリニック

1PN由来凍結胚盤胞移植の検討

　○岡　　奈緒，高橋由香里，大平　千愛，岡部　美紀，後藤　詩織，村田みどり，山内久美子，

　　武藤　聡子，藤田　真紀，高橋　敬一

　　　高橋ウイメンズクリニック

妊娠・流産・不育

ポスター第9－A会場（501）

P－088．クロミフェン周期で採卵時に排卵していたためAlHを施行し妊娠した症例

　　　　　○田村　総子1・2．3’，福永　憲隆123），北坂　浩也123｝，吉村　友邦’231，長谷川　望1・2・3），加藤　道高⊥2・3），

　　　　　　中山　　要’23］，竹内　基子123），青柳　奈央12・3），児嶋　瑛子123｝，大野　浩史1・2・3），安江香友子123），

　　　　　　渡邊　紘之123｝，羽柴　良樹12，31，浅田　義正123）

　　　　　　　］）浅田レディースクリニック名古屋駅前クリニック培養研究部s

　　　　　　　2｝浅田レディース勝川クリニック，3桟田生殖医療研究所

P－089．直腸総排泄腔痩型鎖肛根治術後の不妊症に対し，タイミング法にて生児を得た1例

　　　　　○北　　直喜，川崎　彰子，相野谷陽子，和田　　篤，岡本　　一

　　　　　　　筑波学園病院産婦人科

P－090．凍結融解周期における単一胚盤胞移植後の二卵性双胎の一例

　　　　　○竹原　　功1，，原　周一郎2），松尾　幸城2｛，長谷川歩美Lp，五十嵐秀樹2），高橋　俊文2］，

　　　　　　倉智　博久L’

　　　　　　　1仙形県立新庄病院産科婦人科，2仙形大学医学部産科婦人科

P－091．不妊治療後に子宮内外同時妊娠をきたした3症例

　　　　　○高橋　怜奈，土屋　雄彦，北村　　衛，松江　陽一，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

P－092．人工授精当日の排卵有無が妊娠率に及ぼす影響

　　　　　○若林　由理中野　達也，井上　朋子，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，姫野　隆雄

　　　　　　大西　洋子，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－093．4回以上の流産歴を有する原因不明習慣流産症例に対する免疫療法の有効性に関する検討

　　　　　○能仲　太郎，高桑　好一

　　　　　　　新潟大学医歯学総合病院産婦人科

P－094．1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠の周産期成績における高度生殖補助医療（ART）の影響に関する検討

　　　　　○村上　雅tS　i），清川麻知子2），檜尾　健二1］

　　　　　　　い四国こどもとおとなの医療センター産婦人科，2三宅医院生殖医療センター

P－095．45歳以上の高年出産の分娩転帰

　　　　　○松本美奈子，塩島　　聡，渋谷　伸一

　　　　　　　聖隷浜松病院産婦人科
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P－096．IVF－ET反復不成功例の患者に対するダナゾールの有効性

　　　　　○新居　　遙，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理菅原　由貴，八木香菜子，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－097．着床前遺伝子診断目的で来院した同腕染色体を原因とする不育症例における性腺モザイクの解明と正常

　　　　核型児妊娠の報告

　　　　　○高橋　香織P，末岡　　浩1），水口　雄貴い，泉　　陽子い，佐藤　　卓］），中林　　章2｝，

　　　　　　佐藤　健二1〕，大澤　淑子3），櫻井　友義P，村越　行高5），吉村　泰典1）

　　　　　　　1）慶雁義塾大学医学部産婦人科，2中林病院，3聖母病院，°さいたま市立病院，

　　　　　　　5）川崎市立川崎病院

P－098．凍結胚盤胞融解移植周期におけるEmbryoGenの使用は妊娠成績を改善するか否かについての検討

　　　　　○池上加代子D，中山　順樹い，中西　　彩1；，中田久美子12），阿部　　睦D，渡邊ひとみ1），

　　　　　　池澤　有加b，山下　直樹LZ‘

　　　　　　　1仙下湘南夢クリニック，2」山ド湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

P－099．凍結融解胚移植時の子宮内膜の厚さが児の出生体重に及ぼす影響

　　　　　○東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，三宅　友子，白根　　晃，田中　誠治，山口　　隆，

　　　　　　北川　浩明

　　　　　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院

P－100．原因不明女性不妊症におけるSγCP3遣伝子変異の解析

　　　　　○水谷　栄太12｝，林　　裕子D，服部　幸雄D，佐藤　　剛P，杉浦　真弓P

　　　　　　　’名古屋市立大学医学部医学研究科産科婦人科学教室，

　　　　　　　2医療法人三栄会ダイヤビルレディースクリニック

P－101．当院における潜在性甲状腺機能低下症と不妊症との関連についての検討

　　　　　○平岡　毅大，平池　　修，原田美由紀，平田　哲也，甲賀かをり，大須賀　穣，藤井　知行

　　　　　　　東京大学医学部附属病院産婦人科学教室

P－102．凍結胚移植において，仮想排卵後10日目の血清hCGを用いて妊娠判定は可能か

　　　　　○田畑　知沙，藤原　敏博，藤田　　裕野間　　桃，富坂　美織渡邊　倫子，保母るつ子，

　　　　　　黒澤貴子，仲田正之，堤　 治

　　　　　　　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

P－1　03．不育症女性における子宮動脈血管抵抗と全身の血管硬化度

　　　　　○松田　美和’2戊，中塚　幹也13），酒本　あい121，田淵　和宏2），清水　恵子12），鎌田　泰彦b，

　　　　　　平松　祐司12）

　　　　　　　1岡山大学病院産科婦人科，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－104．分娩後子宮に存在する老化細胞のクリアランス機構

　　　　　○江頭　真宏L2’，廣田　　泰13），藤田　知子’），原［　広史U，松本玲央奈11，松尾　光徳V，

　　　　　　大須賀　穣b，藤井　知行D

　　　　　　　I東京大学医学部産婦人科，2凍京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻，

　　　　　　　3i科学技術振興機構iさきがけ

P－105．抗リン脂質抗体陽性不育症症例に対する免疫抑制，抗凝固併用療法の有効性一既往流産回数による有効

　　　　性の検討を中心に一

　　　　　〇吉田　邦彦］｝，高橋麻紀子1），能仲　太郎P，生野　寿史2），高桑　好一2’

　　　　　　　1噺潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2総合周産期母子医療センター
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診断・検査

P－1　06．続発性無月経を契機に発見された非機能性下垂体腺腫の一例

　　　　　○満尾　友美，折出　亜希，金崎　春彦，宮崎　康二

　　　　　　　島根大学医学部産婦人科

P－107．当院の絨毛検査の現況について

　　　　　〇八木香菜子，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理，新居　　遙，菅原　由貴，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－108．当院におけるプロテインS低下症例に関する検討

　　　　　○篠崎奈々絵，出口　雅士，前澤　陽子，森田　宏紀，山田　秀人

　　　　　　　神戸大学

P－109．選択的卵管造影検査の不妊検査・治療の有効性について

　　　　　○菅原　由貴，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理新居　　遙丁八木香菜子，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－t10．　Multiple　displacement　amplification（MDA）を用いたミトコンドリア病に対する新たな汎用性着床前

　　　遺伝子診断法の確立

　　　　　○水口　雄貴，末岡　　浩，佐藤　　卓，泉　　陽子，高橋　香織，櫻井　友義，村越　行高，

　　　　　　佐藤　健二，中林　　章，吉村　泰典

　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室

P－111．日本人のための新しいY染色体微小欠失検出キットの開発と解説

　　　　　○飯島　将司b，前田　雄司li，高　　栄哲］），並木　幹夫］］，吉田　　淳2，京野　廣一3’

　　　　　　　い金沢大学大学院医学研究科泌尿器科学，2）木場公園クリニック，3京野アートクリニック

子宮内膜症

P－112．

P－113．

P－114．

卵巣内に子宮内膜症様組織と境界悪性腫瘍の発生を認めたRokitansky－Kuster－Hauser　syndromeの1例

　○野間　　桃，藤田　　裕，田畑　知沙，渡邊　倫子，保母るつ子，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・婦人科内視鏡治療センター

子宮内膜症性嚢胞を有し，採卵後に骨盤腹膜炎を呈した3症例についての検討

　○齊藤　　真L・21b，村瀬真理子2），新井　夕果2〕，古野　敦子3〕，香川　愛子2｝，北川　雅一），

　　片山　佳代3’，大島　　綾4｝，浜之上はるか4〕，吉田　　浩3，湯村　　寧2），榊原　秀也4’，

　　野口　和美L’1，平原　史樹4｝

　　　P国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院産婦人科，

　　　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婦人科，1横浜市立大学附属病院

当院における卵巣チョコレート嚢胞合併不妊症手術症例に対するART成績の検討

　○北川　雅一1〕，山本みずき］），千木野みわ1），新井　夕果1），石寺　由美1），古野　敦子い，

　　香川　愛子1），片山　佳代1］，大島　　綾U，村瀬真理子D，湯村　　寧U，吉田　　浩IJ，

　　榊原　秀也2），野口　和美］），平原　史樹2）

　　　1）横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科／生殖医療センター，

　　　2横浜市立大学医学部産婦人科
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P－115．子宮内膜症性不妊に対するUltra－long法の受精卵の形態への有効性

　　　　　○佐藤　　亘い，富樫嘉津恵1：白澤　弘光1），金森　恭子1），熊澤由紀代1‘，熊谷　　仁1］，

　　　　　　児玉　英也2），寺田　幸弘u

　　　　　　　lJ秋田大学大学院医学系研究科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－116．子宮内膜症性嚢胞および子宮内膜症性嚢胞核出術が体外受精に与える影響

　　　　　○見玉　尚志，原　　鐵晃，三浦　貴弘，西村加奈子，渡邉　陽子，宗籐　朋美，佐藤　景子

　　　　　　　県立広島病院生殖医療科

P－117．NFKB経路を介したパルテノライドの子宮内膜症細胞における抗炎症および増殖抑制作用

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

　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科

P－1t8．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，小野　賀大，山本　　輝，中村　容子，吉田　陽子，鎌田　美佳，

　　　　　　林篤史．青木正美，大道正英
　　　　　　　大阪医科大学産婦人科

妊孕性温存

P－・119．

P－120．

P－1　21．

がん治療医および生殖医療医へのアンケート調査からみた若年がん患者の妊孕性温存に対する対応と課題

　○牧野　　弘，古井　辰郎，森　美奈子，竹中　基記，水野　智子，山本　晃央，森重健一郎

　　　岐阜大学医学部附属病院

アロマターゼ阻害剤を併用して調節卵巣刺激を施行した乳癌の1症例

　○平良　理恵，安里こずえ，平敷　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一

　　　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

酢酸メドロキシプロゲステロン療法後に不妊治療を行った症例の臨床的検討

　○岡村　佳則，齋藤　文誉本田　律生，伊藤　史子，本田　智子，田代　浩徳，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

内視鏡

P－122．

P－1　23、

P－124．

P－125．

不妊治療中に診断したparasitic　myomaの1例

　○神山　　茂．寺田　陽子，徳永　義光，佐久本哲郎

　　　ALBA　OKINAWA　CLINIC
異所性妊娠に対するMethotrexate（MTX）療法後の卵管水腫の一例

　○服部　幸雄，佐藤　　剛，出原　麻里，杉浦　真弓

　　　名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学

腹腔鏡下子宮筋腫核出後妊娠101例の妊娠経過についての検討

　○和田真一郎，福士　義将

　　　手稲渓仁会病院産婦人科

当院で施行した子宮鏡下手術後の妊娠予後の検討

　○吉田　宏之1），井上　　治川，吉江　正紀1〕，宇都　博文1），北村　誠司2），杉山　　武U

　　　V荻窪病院産婦人科，2荻窪病院虹クリニック
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P－126．子宮鏡下子宮筋腫摘出術におけるジエノゲスト投与法の検討

　　　　　○土屋　雄彦，前村　俊満，北村　　衛，早田英二郎，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

統計

P－127．不妊治療の普及と晩産化の進行がもたらしたわが国の複産出生割合の増加に対する母体年齢・時代背

　　　　景・母体出生コホート効果の分析

　　　　　○荒木隆一郎11，石原　　理1

　　　　　　　］埼玉医科大学地域医学・医療センター，2埼玉医科大学産婦人科

P－1　28．自然妊娠双胎とART妊娠双胎の妊娠経過の違い

　　　　　○和地　祐一）t荒岡　千景2），松澤由記子D，橋場　剛士P，酒井　啓治ll，岩下　光利U

　　　　　　　IJ杏林大学医学部産科婦人科学教室，2相模原共同病院

P－129．ART患者による特定不妊治療助成制度への申請状況の分析

　　　　　○長池　未郷，中原　裕子，中井　香織，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

P－130．第二子不妊における患者背景と治療経過についての検討

　　　　　○園田　桃代，佐々木真紀，髭　　友希，稲田　梨乃，村越友衣乃，濱田　亜紀，桑原　聖子，

　　　　　　吉岡菜津美

　　　　　　　園田桃代ARTクリニック

P－131．当院における40歳以上のART治療成績

　　　　　○池田　千秋12｝，下中麻奈美1），櫛野　鈴奈P，藤田　陽子D，田村　和美1），中尾　佳月1’，

　　　　　　堀川　道晴1‘，根岸　広明1）

　　　　　　　u医療法人社団レニア会ウィメンズ・クリニック大泉学園，2ノ広島大学大学院生物圏科学研究科

P－132．40歳代不妊治療患者におけるART成績についての年齢別検討一何歳までARTを継続すべきか一

　　　　　〇釜本　早紀1），中山　貴弘”，小濱　奈美11，川村　悠喜P，谷仲　　恵D，眞田佐知子2】，

　　　　　　立入智恵子2），濱田　啓義L’｝，原田　裕子21i，畑山　　博21

　　　　　　　P医療法人財団足立病院生殖内分泌医療センターt2伺産婦人科

P－1　33．不妊女性は「妊娠と女性年齢」についてどのように考えているか？

　　　　　〇三浦みどり，有川　由貴，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

P－134．体外受精開始時の年齢別不妊原因についての検討

　　　　　○東　　美和1｝，岩崎　信爾2），近藤　哲郎1］，奥田　　剛D

　　　　　　　u昭和大学医学部産婦人科，2）芝公園かみやまクリニック

P－135．当院での不妊外来受診者の，その後の帰結に関する検討

　　　　　○伊藤　真理清須知栄子，今井　智子，新居　　遙，八木香菜子，菅原　由貴，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－1　36．生存解析を用いた当科の妊娠率

　　　　　○渋谷　伸一1），塩島　　聡川，松本美奈子1），今井　　伸12，，鈴木伊都子13’，村松　正子131

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

P－137．当院リプロダクションセンターにおける新規開院よりのART成績の検証

　　　　　○高橋　寿子，田島　博人，神野　亜耶，秋元　　諭浅田　弘法

　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院

P－138．出生年度による風疹，麻疹抗体価の報告

　　　　　○馬場　恵子，天野　嘉子，増子あゆみ，國井優衣子、杉山真理子，桜井加那子，桜井　明弘

　　　　　　　産婦人科クリニックさくら

●

●

○

a
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P－139．assisted　hatchingによる妊娠率への影響　ART　registry　2010

　　　　　0中筋　貴史P，佐久本哲郎2），荒木隆一郎3｝，桑原　　章P，久保田俊郎5），齊藤　英和1）

　　　　　　　D国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科，2｝ALBA　OKINAWA　CLINIC，

　　　　　　　3埼玉医科大学地域医学医療センター，i徳島大学産婦人科，

　　　　　　　5凍京医科歯科大学周産・女性診療科

P－140．時系列解析を用いた生殖補助医療治療成績の再評価

　　　　　○見尾　保幸，山内　至朗，鎌田八代生，的場　由佳，古山紗也子，サージャント晴香クレア，

　　　　　　溝rl千鶴，杉嶋美奈子，甲斐　義輝，湯本啓太郎，岩田　京子，井庭裕美子

　　　　　　　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

P－141．胚盤胞移植妊娠における周産期及び児の予後～新鮮胚VS解凍胚を比較検討して～

　　　　　○高島　明子，竹下　直樹，安田　　豊，萬来めぐみ，安達　知弘，佐々木　泉，横川　　桂，

　　　　　　大高　　究，木下　俊彦

　　　　　　　東邦大学

P－142．当科でのEmpty　follicle　syndromeにおける血中ホルモン値の検討

　　　　　○折出　亜希，金崎　春彦，満尾　友美，宮崎　康二

　　　　　　　島根大学医学部産婦人科

カウンセリング

P－143．カウンセリングを含めた患者サポートプログラムのネーミングの重要性について

　　　　　○村上ひとみ，水島　友理，中藤　真里，松川真木子，元石　睦郎，小林眞一郎

　　　　　　　Kobaレディースクリニック

ポスター第9－B会場（502）

看護

P－144．

P－145．

P－146．

P－1　47．

P－1　48．

不妊治療に取り組む妻と夫の意識の相違

　○柴田　文子1），安部　裕司2｝

　　　1横浜創英大学看護学部看護学科，2℃Mポートクリニック

不妊治療中の妻の夫への思い

　○柴田　文子P，安部　裕司2）

　　　加横浜創英大学看護学部看護学科，2℃Mポートクリニック

40歳以上の患者への治療終結を含めた看護支援のあり方～アンケート結果から見えてきたもの～

　○太田　有美，浅野　明恵，越後　恵美，神谷　博文

　　　神谷レディースクリニック

体外受精患者のサポート体制はどうすればよいか？

　○川上佐智子，石田　智子，住田　美佳，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　　　絹谷産婦人科

働きながら通院する患者の職場の理解と環境に関する調査報告

　○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

●
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P－149．不妊治療終結時の看護一子宮体癌により余儀なく不妊治療終結となった症例より一

　　　　　〇篠原　宏枝，西澤千津恵，森　　　篤

　　　　　　　長野市民病院婦人科

P－150．グループアプローチ効果を期待した集団自己注射指導の取り組み

　　　　　○松尾　恵子，上田　泰子，佐藤　春菜，川口　由美，桑原カオリ，山下ひとみ，福嶋　倫子，

　　　　　　秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，溝部　大和，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

P－151．不妊治療後の妊産婦を支える看護ケアー不妊治療に携わる看護師の視点から一

　　　　　〇長岡由紀子D，岸田　佐智21，清水　清美3）

　　　　　　　D茨城県立医療大学保健医療学部看護学科，Zl徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部，

　　　　　　　3城西国際大学看護学部

卵巣（基礎）

P－152．

P－153．

FOXOと不妊症の関連について

　○山本　輝，山下能毅，林　篤史，林
　　小野　賀大，大道　正英

　　　大阪医科大学産婦人科

マウス卵巣におけるAMHの免疫組織学的検討

　○鈴木亜矢子，牧村　紀子，古谷　健一

　　　防衛医科大学校産科婦人科学講座

正美，川邉紗智子，吉田　陽子，樋口　容子，

凍結保存

P－154．

P－155．

P－1　56．

P－157．

P－158．

P－159．

卵黄を含まない市販の精子凍結液を用いた簡易的な少数精子凍結保存の検討

　○平山　和宏，立花　郁雄高橋　重智，飯田　修一，田中　耕平，星　　和彦，鈴木　雅洲

　　　スズキ記念病院

当院におけるガラス化凍結融解胚移植成績について

　○青葉　幸子，長谷川洋子，若山　　彩，竹原　　啓，加藤雄一郎，千田裕美子，望月　　修

　　　聖隷三方原病院産婦人科リプロダクションセンター

当センターにおける精子凍結保存の現状

　○保田　賢吾12～，湯村　　寧2），森　　亘平2），黒田晋之介2j，山中　弘行2｝，竹島　徹平2），

　　小林　将貴2），加藤　喜健2），野口　和美2）

　　　D大口東総合病院泌尿器科，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

凍結融解時に収縮した状態のまま回復しない胚盤胞の背景

　○松木　祐枝，佐多　良章，永野　明子，田尻　翔太，邑上沙揺子，岩政　　仁

　　　愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

Hatching　Blastocystの凍結融解後における回復状態についての検討

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

　　森本　有香，原武　佑樹，富山　達大

　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

中空糸法によるマウス胚およびブタ胚のガラス化保存

　○内倉　鮎子D，松村　幸奈い，中野　和明1，，浅野　吉則］），長嶋比呂志】Ll

　　　川明治大学農学部発生工学研究室，2明治大学バイオリソース研究国際インスティテユート
●
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P－160．

P－161．

P－162．

P－163．

P－164．
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採卵後6日目に凍結した胚盤胞を用いた融解胚移植の治療成績

　○平敷　千晶，銘苅　桂子，平良　理恵，安里こずえ，青木　陽一

　　　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

凍結融解胚盤胞移植の融解時期に関する検討

　○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，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

悪性腫瘍に対する凍結配偶子の破棄に関する検討

　○藤澤　佳子，東梅　久子，矢野美穂子，三宅　友子，白根　　晃，田中　誠治，山口　　隆，

　　北川　浩明

　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科リプロダクションセンター

SEET変法の試み

　○和田麻美子1），笠井　　剛2），小川　達之2），大木　麻喜2），下地　綾乃2），原ロセリーナ2），

　　平田　修司2｝

　　　1仙梨赤十字病院2’山梨大学産婦人科

当科におけるヒト卵巣凍結保存

　○木村　文則1），竹林　明枝P，清水　良彦D，平田貴美子P，高島　明子1），高橋健太郎2｝，

　　村上　　節い

　　　1滋賀医科大学医学部産婦人科学教室，2滋賀医科大学地域周産期医療講座

多嚢胞性卵巣症候群

P－1　65．

P－166．

P－167．

多嚢胞性卵巣症候群に対する投与時期を遅らせたクロミフェン待機投与法による排卵症例

　○川村　　良，鈴木　絢子，神田理恵子

　　　総合病院厚生中央病院

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）診断基準Rotterdam　criteriaと日産婦2007の比較検討

　○清水亜由美1），遠藤　俊明2、，馬場　　剛21，森下　美幸2），久野　芳佳2），池田　桂子2i，

　　逸見　博文3］，木谷　　保’‘，西川　　鑑1，真名瀬賢吾5），幡　　　洋6～，齋藤　　豪2）

　　　lNTT東日本札幌病院産婦人科，2）札幌医科大学産婦人科，3）斗南病院婦人科，

　　　4’エナレディースクリニック，5｝五輪橋産科婦人科小児科病院6大谷地産科婦人科

LODにおけるAMHの治療マーカーとしての有用性について

　○森下　美幸い，遠藤　俊明1），清水亜由美D，池田　桂子1），久野　芳佳’1，馬場　　剛1］，

　　逸見　博文2｝，金谷　美加31，木谷　　保1），本間　寛之51，幡　　　洋61，真名瀬賢吾7），

　　齋藤　　豪D

　　　P札幌医科大学産婦人科，2’KKR札幌斗南病院3）美加レディースクリニック，

　　　4bエナレディースクリニック，5）神谷レディースクリニック，6J大谷地産婦人科，

　　　71五輪橋産科婦人科
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卵管・子宮

P－168．

P－169．

子宮筋腫核出術症例と子宮筋腫合併症例における子宮内膜厚の後方視的検討

　○新井　夕果1］，村瀬真理子U，山本みずき1），千木野みわD，古野　敦子D，香川　愛子1｝，

　　北川　雅一1，片山　佳代U，浜之上はるかU，大島　　綾1｝，吉田　　浩D，湯村　　寧P，

　　榊原　秀也2），野口　和美t），平原　史樹2）

　　　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横浜市立大学附属病院産婦人科

片側卵管閉塞はART治療か？一般不妊治療か？

　○上村るり子，横田　英巳，横田美賀子，佐藤　節子，中川真喜子，横田　佳昌

　　　横田マタニティーホスピタル

●

顕微授精

P－1　70．37℃で輸送した卵子から得られたDay7凍結胚盤胞により妊娠に至った1症例

　　　　　○井上　岳人’2），小野　吉行’），米澤由紀子1｝，藤原　卓夫31，野原　　当3），三村　　治3），

　　　　　　岸淳二1㌧江見信之U
　　　　　　　D医療法人社団誠心会小野レディースクリニック，

　　　　　　　2、神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域，3医療法人社団吉徳会あさぎり病院

P－1　71．電気刺激による卵子活性化が有効であったICSI受精障害の1症例

　　　　　○上畑みな子1），渡辺　真一］｝，田中　豊美1），松永　利恵U，山中菜保子1），桑波田暁子’21，

　　　　　　越知　正憲D，堀内　俊孝3▲

　　　　　　　’）おち夢クリニック名古屋，2加藤レディスクリニック，3）県立広島大学大学院総合学術研究科

P－172．当院におけるr－ICSIの検討

　　　　　○関　　隆宏，高橋　　恵，池崎　公彦，青野　一則，田中　雄大

　　　　　　　メディカルパーク湘南

P－173．卵胞液活性化精子を用いたICSI（Follicular　Fluid　Activation　ICSI：FFA－ICSI）の有用性の検討

　　　　　○秋元　　諭，神野　亜耶，田島　博人，高橋　寿子，柴山　珠穂，奥野さつき，浅井　　哲，

　　　　　　井浦　文香，永井　　崇，浅田　弘法

　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院リプロダクションセンター

P－174．ICSlにおける未受精例に対してpentoxifyllineによる精子活性化処理は有用か？

　　　　　○松山　　茜，岡部　綾美，松岡　里衣，福井　敬介

　　　　　　　福井ウィメンズクリニック

P－175．紡錘体の出現時間ならびに第一極体との位置関係がICSI後の胚発生に及ぼす影響について

　　　　　○岸田　拓磨，岸田　理英，小口　隆明，藤井　俊策

　　　　　　　エフ．クリニック

体外受精

P－1　76．AMHが低値であり，　ART施行により妊娠・分娩に至った一卵性双胎（姉）の一症例

　　　　　○森若　　治，金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，渡邊　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



●
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P－177．採卵後に生じた卵巣膿瘍の3症例

　　　　　○安藤　智子，江口　智子，新保　暁子

　　　　　　　名古屋第一赤十字病院

P－178．新鮮胚移植周期および凍結融解胚移植における子宮内膜厚E2，　P4とHCGとの関連性について

　　　　　○澤村　茂樹，高岸　　舞，原田　菜摘

　　　　　　　こうのとりWOMEN’S　CAREクリニック

P－1　79．卵巣刺激法としてのGnRH　agonist　long法とantagonist法のランダム化比較

　　　　　○吉田　丈児，片野坂潤子，岡崎　雅子，都築陽欧子，宮田あかね，吉丸　真澄宮崎　　薫，

　　　　　　仲村　　勝小川真里子，兼子　　智，高松　　潔，石川　博通

　　　　　　　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－180．当院における自然周期採卵およびレトロゾール周期採卵のART成績についての検討

　　　　　○政井　哲兵1’，堀川　　隆v，名取　友来u，大谷香央里u，松岡　典子u，猪野友香里v，

　　　　　　小林はつ美V，天田　千尋1），大場奈穂子D，藤村　佳子D，荒木　泰行2’，佐藤　雄一D

　　　　　　　］）高崎ARTクリニック，2｝高度生殖医療技術研究所

P－181．IVF妊娠におけるVanishing　twinの妊娠予後に及ぼす影響

　　　　　○安里こずえ，銘苅　桂子，長田　千夏，平良　理恵，平敷　千晶，金城　忠嗣，正本　　仁，

　　　　　　青木　陽一・

　　　　　　　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

P－182．2002－2011年の当院の成績

　　　　　○北元香菜子1），橋爪　淳子1），前多亜紀子1」，新　　博美い，丹羽　幸子’），藤井　玲名1），

　　　　　　田中　真理］］，山崎　玲奈2），野村　一人21，道倉　康仁！）

　　　　　　　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学

P－183．正常形態精子率から受精方法が選択できるか

　　　　　○志田　有加D，石井　美都1），榊原　由佳’），藤田　智久D，山崎　香織2’，山口和香佐1），

　　　　　　俵　　史子D

　　　　　　　I）医療法人社団俵IVFクリニック，2）浜松医科大学医学部産婦人科

P－184．検卵ダブルチェックの必要性について

　　　　　○青井　陽子，中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，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

P－185．体外受精での新しい調節卵巣刺激法

　　　　　○今井　智子，清須知栄子，伊藤　真理，新居　　遙，八木香菜子，菅原　由貴，徐　　東舜

　　　　　　　徐クリニックARTセンター

P－186．当院における生殖補助医療後単胎出生例の後方視的検討

　　　　　○山出　一郎，中山　貴弘，小濱　奈美，川村　悠喜，矢野　樹理井上　卓也，立入智恵子，

　　　　　　草開恵里子，眞田佐知子，須藤　慎介，須戸　龍男，畑山　　博

　　　　　　　足立病院生殖内分泌医療センター

P－187．当院における単一胚移植でのSEET法の臨床成績

　　　　　○岡野真一郎，楠田　朋代，福永　恵美，原田　義久，岩本　典子，川上佐智子，石田　智子，

　　　　　　住田　美香，絹谷　正之

　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

P－188．回収卵子数が1個の場合の媒精方法に関する検討

　　　　　○小代　裕子D，中川　浩次P，薄井　千絵D，西　　弥生D，壽圓　裕康’b，金城　　洋1），

　　　　　　杉山　里英2），許山　浩司2），栗林　　靖2），井上　正人D，杉山　力一l

　　　　　　　l｝杉山産婦人科生殖医療科，2彬山産婦人科丸の内
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P－189．One－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養において培養液交換の有無が良好胚盤胞への発生率に及ぼ

　　　　す影響

　　　　　○名田　康子，平岡謙一郎，田巻　智慧，桐明　千晶，井一ヒ　　治，吉江　正紀，宇都　博文，

　　　　　　吉田　宏之，北村　誠司

　　　　　　　医療法人財団荻窪病院虹クリニック

P－1go．当院における体外受精・顕微授精併用法（Split法）の受精成績と有効性評価

　　　　　○武田　信好，阿部亜佳音，稲井　仁美，堤　麻由子，町屋　　礼，逢澤　純世，佐藤百合子，

　　　　　　鈴木　雅美，吉井　紀子，小田原　靖

　　　　　　　ファティリティクリニック東京

P－－191．凍結融解胚移植例と新鮮胚移植例の妊娠初期の血清hCG値推移の比較検討

　　　　　○吉新明日香’），原田美由紀1，，大津　　洋2’，藤本　晃久1］，大石　　元P，平田　哲也い，

　　　　　　堤　　　亮1），大井なぎさ1］，甲賀かをりV，平池　　修D，大須賀　穣D，藤井　知行P

　　　　　　　い東京大学医学部付属病院産科婦人科学教室，

　　　　　　　2東京大学大学院医学系研究科臨床試験データ管理学講座

P－192．40歳以上の体外受精症例への対応についての検討

　　　　　○石松　正也

　　　　　　　石松ウイメンズクリニック

P－193．排卵周期での凍結融解胚盤胞移植における多胎妊娠症例の検討

　　　　　○青野　一則，高橋　　恵，高崎　真起菅　かほり，関　　隆宏，池崎　公彦，田中　雄大

　　　　　　　メディカルパーク湘南

P－194．二段階凍結胚移植400例の検討：単一胚盤胞移植の次善の策としての位置づけ

　　　　　○井上　朋子，姫野　隆雄，大西　洋子，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－1　95．AMHと良好胚獲得の関連性に対する検討

　　　　　○井上　　治D，田口　千香D，吉江　正紀，宇都　博文’）．吉田　宏之D，杉山　　武li，

　　　　　　北村　誠司2〕

　　　　　　　1）荻窪病院産婦人科，2虹クリニック

●

●

ポスター第9－C会場（504・505）

性分化異常・先天異常

P－196．腹腔鏡，人工真皮，自家製プロテーゼを用いた新たな造腫術

　　　　　○宮原　義也，出口　雅士，牧原　夏子，篠崎奈々絵，中林　幸士，森田　宏紀，山田　秀人

　　　　　　　神戸大学医学部産科婦人科

遺伝子

P－197．ヒト無精子症とくにSCOSにおけるヒトLRWD1遺伝子の解析

　　　　　○宮本　敏伸，千石　一雄

　　　　　　　旭川医科大学産婦人科学講座
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P－1　98．補腎剤にて妊娠に至った2例

　　　　　○山口　貴史，糸賀　知子，青井　裕美，國見　聡子，河村　　彩，山田　敦子，小泉　朱里，

　　　　　　永井富裕子，須賀　　新，西岡　暢子

　　　　　　　越谷市立病院産科・婦人科

P－199．不妊治療後に骨盤内膿瘍を発症し，治療に難渋した2症例

　　　　　○平山亜由子D，松本　賢典1，茅原　　誠P，加嶋　克則2〕，高桑　好一D

　　　　　　　’噺潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2県立がんセンター新潟病院婦人科

P－200．骨髄移植後の早発閉経に対する卵子提供による妊娠事例から適応を考察する

　　　　　○中林　　章1），末岡　　浩2），水口　雄貴2｝，泉　　陽子2），高橋　香織2｝，佐藤　　卓2），

　　　　　　佐藤　健二2），吉村　泰典2）

　　　　　　　1医療法人社団中林病院産婦人科，2優雁義塾大学医学部産婦人科

P－201．急性リンパ性白血病治療後に膣壁癒着による続発性無月経となった一例

　　　　　○佐藤　雅和，大石　　元，長阪　一憲，平田　哲也，甲賀かをり，平池　　修，藤本　晃久，

　　　　　　大須賀　穣，藤井　知行

　　　　　　　東京大学医学部附属病院産婦人科

P－202．ミトコンドリア脳筋症（MELAS）を合併する女性への不妊症治療および妊娠成立後の周産期経過

　　　　　○朝倉　寛之，佐藤有希子，西尾　京子

　　　　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

P－203．ヒューナーテスト（Post－Coital　Test：PCT）良好例に対するAIHの有用性

　　　　　○吉田　壮一，仲　　瑞穂，岸田　知佳，上本　雄己，今城　昭史，松本　須美，羽原由里子，

　　　　　　光成　匡博

　　　　　　　よしだレディースクリニック内科・小児科

P－204．人工授精における自宅採精は有効か？

　　　　　○中山　雅博，山田　昌宏，今野　　彰，笠井　真子，山崎　友貴

　　　　　　　ASKAレディースクリニック

P－205．培養液が出生児体重に与える影響について

　　　　　○阿部　礼奈，緒方　洋美，角本　知世，古橋　考祐，十倉　陽子，緒方　誠司，水澤　友利，

　　　　　　岡本　恵理，松本由紀子，苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－206．Embryo　Scopeで胚培養を行い出産に至った児に関する報告

　　　　　○溝部　大和，秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，西垣みなみ，松崎　彰子，上田　泰子，

　　　　　　松尾　恵子，福嶋　倫子，山U　敦巳。岡本　純英

　　　　　　　医療法人ART岡本ウーマンズクリニック

P－207．ART採卵時間に影響を与える因子の検討

　　　　　○詠田　由美，本庄　　考，中山　直美，西村佳与了，泊　　博幸，愛甲恵利子，得能　典子，

　　　　　　小原由香子，古賀真菜美

　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

P－208．ART採卵術に対するプロポフォール間歌投与麻酔法に関する検討

　　　　　○中山　直美，本庄　　考，西村佳与子，泊　　博幸，愛甲恵利子，得能　典子，小原由香子，

　　　　　　古賀真菜美，詠田　由美

　　　　　　　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

P－209．精液所見不良あるいは未破裂黄体化卵胞（LUF）周期を除外した子宮内精子注入（IUI）の成績

　　　　　○仲　　麻微丸山　仁子，平松　篤子，田村　　彩，坂井　涼子，名越　一介

　　　　　　　名越産婦人科
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P－210．

P－211．

BMIは単一胚移植において影響を及ぼすか？

　○市橋　佳代，河野恵美子，中山奈央子，赤松　芳恵，佐藤

　　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

バーコードシステム導入による培養成績への影響

　○斉藤　寛恵，中務　結貴，新藤　知里，川上　典子，平田

　　吉岡奈々子，羽原俊宏，林　伸旨

　　　岡山二人クリニック

日生殖医会誌58巻4号

学，姫野　隆雄大西　洋子，

麗，青井　陽子，寺田さなえ，

P－212．胚移植前に実施したLow　Level　Laser　Therapy（LLLT）が妊娠率に与える影響について

　　　　　○角　　知英，緒方　洋美，占橋　孝祐，緒方　誠司，水澤　友利，岡本　恵理松本由紀子，

　　　　　　苔口　昭次，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－213v子宮筋腫核出術後の妊娠予後規定因子に関する検討

　　　　　○藤浪菜穂子い，辻　　　勲2），網　　和美2i，小谷　泰史2〕，塩田　　充Lt　’，，万代　昌紀2）

　　　　　　　1近畿大学医学部生理学教室，2近畿大学医学部産科婦人科学教室

P－214．生殖医療技術が出生児に与える影響についての検討

　　　　　○松本　賢典，茅原　　誠，平山亜由子，加嶋　克則，高桑　好一

　　　　　　　新潟大学医歯学総合病院

P－215．凍結融解胚移植におけるEmbryoGlueの有用性について

　　　　　○佐々木幸江，福井　淳史，中村　理果，鴨井　舞衣．船水　文乃，横田　　恵，阿部　和弘，

　　　　　　福原　理恵，水沼　英樹

　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科

P－21　6．dbc－AMPとlBMXによる前処理はIVM成績を改善する

　　　　　○小畠美智子U，長谷川昭子U，天野奈美子1・2｝，吉川　香織ll，高野　智枝］1，佐治　史恵ll，

　　　　　　長谷　英里P，松田　智恵D，中村　嘉孝］23〕

　　　　　　　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，

　　　　　　　3医療法人オーク会オーク梅田レディースクリニック

P－217．不妊女性の甲状腺機能は妊娠前から管理が必要

　　　　　○熊耳　敦子，前田　真子，福嶋　文吉，佐藤　孝道

　　　　　　　明理会中央総合病院婦人科

P－－21　8．Wnt／β一カテニンシグナルを基軸とする子宮発生メカニズムについての解析

　　　　　○原口　竜摩D，北澤　理子’｝，平田　　務2’，北澤　荘平1］

　　　　　　　1愛媛大学大学院医学研究科病態解析学講座分子病理学講座，2愛媛大学上級研究員センター
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会長講演

泌尿器科医と生殖医療

藤澤　正人

神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

　ノーベル賞を受賞されたロバート・G・エドワーズ博士による体外受精　さらに顕微授精による妊娠の成功・出

産が報告されて以後，男性不妊診療は大きく変貌した．高齢不妊カップルが増加し，治療において時間的余裕が少

なくなっている中で，不妊症の約半数が男性側の因子であり，泌尿器科としてその責務を再確認し，より的確な治

療手段の選択をするべきである．臨床的に男性不妊症は，無精子症，乏精子症，精子無力症などの病態に分けられ

る．無精子症は，大きく閉塞性と非閉塞性に分けられるが，閉塞性の場合は治療時の年齢などを考慮に入れた上で

積極的に可能な限り再吻合術を薦めるべきである．非閉塞性無精子症の場合は，その原因の大半は精子形成障害で

ありその発症機序は明らかでない部分が多い．原因のなかには内分泌学的なものも存在し，その場合はホルモン補

充により治療可能あるが，それ以外の場合には治療に難渋することが多い．病理組織学的にはSertoli　cell　onlyで

ある場合が多いが，治療はARTの発達により大きく変わり精巣内精子が存在する場合は妊娠・出産が可能になっ

た．また，精子まで精細胞の分化が至っていないMaturation　arrestの場合も精子前段階の精子細胞を用いた顕微

授精による挙児や，マウスでは，Secondary　spermatocyteを用いた産子の報告がある．乏精子症については，そ

れに特異的に結びつく原因は明らかではないが，精索静脈瘤がみられた場合は，未だ議論の余地はあるが外科的治

療は行うべきであると考えている．一方，男性不妊に関する研究としては，精巣における幹細胞の確立とその分化

誘導機構に関する研究が盛んになされてきている．幹細胞の精巣内への移植により精子の誘導，授精が可能となっ

たが，幹細胞だけでIn　vitroで精子に分化したという報告は現在のところない．一・方で，我々が行ってきたような

精巣内での細胞間調節機構それを維持するSertoli　cellなどの支持細胞の研究も重要である．このような不妊診

療・研究体制の中で，男性不妊に従事する泌尿器科医の確保が最も重要である．地域によっては，泌尿器科の生殖

医療専門医が不在であり生殖医療の診療体制に大きな格差があるのも事実である．本講演では，泌尿器科医として

今後生殖医療にどのように携わっていくか，また，生殖医療のあり方についてどのように考えているか，さらにど

のようにして泌尿器科の人材育成を行うかについて述べたい．

略　歴

1984年

1990年

2001年

2002年

2005年

2008年

神戸大学医学部卒業

The　Population　Council，　The　Rockefeller　University，　Research　fellow

神戸大学泌尿器科講師

川崎医科大学泌尿器科教授

神戸大学大学院腎泌尿器科学分野教授

神戸大学医学部附属病院副院長
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●

招請講演1

Regenerative　Medicine－based　Technologies　to　Improve　Female　Fertility　and

IVF　Outcomes

●

Jonathan　L．　Tilly

Chair　and　Professor，　Department　of　Biology，　Northeastern　University

●

　　Until　recently，　a　fundamental　belief　in　reproductive　science　and　medicine　was　that　the　ovaries　are　female

mammals　lose　the　capacity　to　generate　new　oocytes　during　the　peri－natal　period．　However，　independent　stud－

ies　from　a　number　of　laboratories　over　the　past　decade　have　provided　the　basis　for　a　major　paradigm　shift　fa－

voring　the　existence　of　rare　premeiotic　germline　cells－termed　female　germline　stem　cells（fGSCs）or　oogonial

stem　cells（OSCs），in　the　ovaries　of　adult　female　mice　that　support　the　formation　of　new　oocytes　which　become

enclosed　by　granulosa　cells　to　form　follicles（Nature　2004428：145－50；Nature　Cell　Biology　200911：631－6；Dif－

ferentiation　201079：159－70；Nature　Medicine　201218：413－21；Nature　Protocols　20138：966－88）．Although　still

considered　controversial　by　some（Reproductive　Sciences　201320：7－15；Nature　Protocols　20138：966－88），such

ashift　in　thinking　better　aligns　the　fundamental　properties　of　female　gametogenesis　from　flies　to　mammals，　as

is　the　case　with　spermatogenesis　in　males（Seminars　in　Reproductive　Medicine　201331：24－32）．　In　mice，　oo－

cytes　formed　from　isolated　OSCs　are　capable　of　generating　oocytes　that　fertilize　to　produce　viable　embryos

and　offspring（Nature　Cell　Biology　200911：631－6；Reproductive　Sciences　201320　Supplement：75A－76A）．

These　findings，　along　with　the　discovery　that　a　similar　population　of　oocyte－producing　precursor　germ　cells

exist　in　the　ovaries　of　reproductive　age　women（Nature　Medicine　201218：413－21；Nature　Protocols　20138：

966－88），have　opened　numerous　possibilities　not　previously　considered　for　the　clinical　management　of　female

infertility　and　the　timing　of　ovarian　failure（Fertility＆Sterility　201298：3－10）．

●

●

　　As　one　of　many　examples　of　how　human　OSCs　could　be　leveraged　to　improve　reproductive　success，　we　have

adeveloped　a　protocol　we　term　AUGMENT（autologous　germline　mitochondrial　energy　transfer），which　is　de－

signed　to　utilize　the　bioenergetic　potential　of　mitochondria　in　these　naturally－occurring　egg　precursor　cells　to

ensure　that　eggs　of　women　undergoing　IVF　procedures　are　maximally‘energizcd’for　successful　fertilization

and　embryonic　development（Fertility＆Sterility　201298：3－10）．　The　concept　for　AUGMENT　was　based　on

prior　clinical　studies　that　showed　a　marked　increase　in　pregnancy　success　rates　in　women　with　a　history　of　re－

peat　IVF　failure　after　non－autologous　ooplasmic（donor　egg　cytoplasmic）transfer　during　intracytoplasmic

sperm　injection．　Despite　its　promising　success　rates，　the　US．　Food　and　Drug　Administration　stopped　the　proce－

dure　in　2002　due　to　concerns　over　the　delivery　of　foreign　genetic　material－in　the　form　of　donor　egg　mitochon－

drial　genes，　into　the　recipient’s　egg　at　the　time　of　fertilization．　Such　concerns　would　be　ameliorated　by　the　use

of　autologous（patient　matched）mitochondria　isolated　from　egg　precursor　cells　for　transfer　into　oocytes　at　the

time　of　IVF．　Other　options　to　consider　for　use　of　human　OSCs　in　new　technologies　aimed　at　enhancing　fertility

include　the　ex－vivo　generation　of　fertilization－competent　eggs　from　OSCs　entirely　outside　the　body　through

multi－step　culture　systems（Fertility＆Sterility　201298：3－10），　as　well　as　the　development　of　therapeutic

molecules　that　target　OSCs　in　ovaries　in　vivo　as　a　means　to　expand　the　ovarian　reserve（Fertility＆Sterility

2013in　press）．　Details　of　the　science　behind　these　technologies，　and　progress　towards　achieving　these　goals，

will　be　overviewed．

●

●

Supported　by　NIA　MERIT　Award　R37－AGO12279　from　the　National　Institutes　of　Health．
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略　歴

Jonathan　L．　Tilly，　Ph．D．

●

Chair　and　Professor，　Department　of　Biology，　Northeastern　University

●

Previous　Academic　Appointments：

　　・Professor　of　OB／GYN＆Reproductive　Biology，　Harvard　Medical　School（2009－13）

　　・Associate　Professor　of　OB／GYN＆Reproductive　Biology，　Harvard　Medical　School（1995－2008）

　　・Assistant　Professor　of　Population　Dynamics，　Johns　Hopkins　University（1993－95）

Research　lnterests：

　　・Adult　ovary－derived　stem　cells　and　regenerative　medicine　for　female　fertility

　　・Oogenesis　and　folliculogenesis　in　adult　mammalian　ovaries

　　・Impact　of　aging　on　egg　quality，　and　the　role　of　changes　in　mitochondrial　bioenergetics

■

Selected　Publications（from　over　170　total）　：

　　・Tilly　JL，　Sinclair　DA．　Cell　Metabolism　2013；17：838－50．

　　・Woods　DC，　Tilly　JL．　Nature　Protocols　2013；8二966－88．

　　・White　YAR，　Woods　DC，　Takai　Y，　lshihara　O，　Seki　H，　Tilly　JL　Nature　Medicine　201218：413－21．

　　・Johnson　J，　Canning　J，　Kaneko　T，　Pru　JK，　Tilly　JL　Nature　2004；428：145－50．

　　・Tilly　JL．　Nature　Reviews　Molecular　Cell　Biology　2001；2：838－48．

●

Selected　Awards，　Honors　and　Professional　Accomplishments：

　　・Glenn　Award　for　Research　in　the　Biological　Mechanisms　of　Aging（2012）

　　・The　Boston　Globe　Top　121nnovator　in　Science　and　Biotechnology　in　Massachusetts　for　2012（2013）Boston

　　　Business　Journal　Champion　in　Healthcare－Innovator／Research（2013）

　　・Scientific　Co－founder：OvaScience，　Inc．，　Cambridge，　Massachusetts，　USA（www．ovascience．com；incorpo－

　　　rated　July　2011　with　public　launch　November　2012，　NASDAQ：OVAS）
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●
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招請講演2

Genetic　and　Genomic　Causes　of　Human　Male　Infertility ●

Dolores　J．　Lamb1’2’3，1　1i

Lester　and　Sue　Smith　Chair　in　Urologic　Research，”Director，　Center　for　Reproductive　Medicine，2）Vice－Chairman

for　Research　and　Professor　of　Urology　and　3’Molecular　and　Cellular　Biology，　Baylor　College　of　Medicine，’i）Past

President，　Arnerican　Society　for　Reproductive　Medicine
●

　　The　impact　of　infertility　affects　the　lives　of　about　8－12％of　couples　attempting　to　conceive　for　the　first　time．

In　roughly　half　of　these　cases　a　male　factor　is　causative，　yet　surprisingly，　in　many　assisted　reproductive　tech－

nology　clinics　the　male　is　not　clinically　evaluated　beyond　a　routine　semen　analysis．　Our　studies　have　focused

on　the　genetic　and　genomic　causes　of　idiopathic　male　infertility，　with　the　expectation　that　findings　will　im－

prove　patient　diagnosis　and　treatment，　as　well　as　allow　couples　to　make　educated　choices　regarding　their　re・

productive　decisions．　About　11％of　infertile　couples　exhibit　karyotype　anomalies　due　to　numerical　and　struc－

tural　defects．　Although　the　Y　chromosome　microdeletions　are　present　in　6－8％of　men　with　non－obstructive

azoospermia，　about　25％of　these　men　have　a　previously　unrecognized　genomic　defect，　SHOX　syndrome．　The

use　of　array　comparative　genomic　hybridization　revealed　these　sex　chromosome　defects　in　the　pseudoautoso－

mal　regions　and　then　allowed　the　identification　of　other　candidate　genes　involved　in　human　spermatogenic　fail－

ure、　This　technology　allowed　the　identification　of　an　autosomal　gene　copy　number　variant　highly　associated

with　non－obstructive　azoospermia，　E2F1．This　gene　encodes　a　transcription　factor　involved　in　both　cell　prolif－

eration　and　apoptosis　as　well　as　reponse　to　DNA　damage．　Importantly，　mouse　models　of　insufficiency　as　well　as

over－expression　phenocopy　the　patient　testicular　histopathologies．　As　researchers　increasingly　dissect　the　mo－

lecular　pathways　needed　for　fertility　in　the　male，　it　is　apparent　that　genetic　defects　may　underlie　many　types

of　infertility．　The　information　gained　from　molecular　diagnostics　will　ultimately　provide　important　information

that　may　affect　not　only　the　decision　to　proceed　with　an　assisted　reproductive　technology，　but　also　potential

health　risks　for　the　male　factor　patient．

●

●

略　歴

Dolores　J．　Lamb，　Ph．D．

1984－85

1986－95

1987－present

1995－2003

2003－present

2006－present

Research　Instructor，　Department　of　Molecular　and　Cellular　Biology，　Baylor　College　of　Medi－

cine，　Houston，　Texas

Assistant　Professor，　Scott　Department　of　Urology　and　Department　of　Molecular　and　Cellular

Biology，　Baylor　College　of　Medicine，　Houston，　Texas

Director，　Laboratory　for　Male　Reproductive　Research　and　Testing，　Scott　Department　of　Urol－

ogy，　Baylor　College　of　Medicine，　Houston，　Texas

Associate　Professor（Tenured），Scott　Department　of　Urology　and　Molecular　and　Cellular　Biol－

ogy，　Baylor　College　of　Medicine，　Houston，　Texas

Professor　of　Urology　and　Molecular　and　Cellular　Biology（Tenured），Scott　Department　of　Urol－

ogy　and　Department　of　Molecular　and　Cellular　Biology，　Baylor　College　of　Medicine，　Houston，

Texas

Lester　and　Sue　Smith　Chair　in　Urologic　Research，　Vice　Chairman　for　Research，　Scott　Depart－

ment　of　Urology，　Baylor　College　of　Medicine，　Houston，　Texas

●

●

●
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特別講演1

体外受精から発生医学へ一生殖細胞再生の倫理と哲学

森　　崇英

京都大学名誉教授・生殖再生医学アカデミァ理事長

85（217）

　体外受精の成功以来35年間における生殖補助医療の進歩は予想以上に目覚ましかったにも拘わらず，エドワー

ズ博士のノーベル賞受賞は成功から32年後と，予想より遅かったのは生命倫理を巡る宗教hの反対論が学術的評

価に影響したのだろうか．英国国教の支持と発生生物学者マックラーレン博士の前胚説に支えられて生命倫理的評

価も確定した．彼は生殖医療におけるジャスティスの確立にも歴史的貢献をしたといえる．演者が徳島大学在任中

の1984年，体外受精の臨床応用に本邦初の医学倫理委員会の設置という手続論を経たのもエドワーズ博士に対す

る激しい非難を熟知していた故である．

　IVFの臨床応用に対する生命倫理の条理を何に求めるべきか．熟慮の結果，治療医学における死生観では「死」

の生命倫理はあっても「生まれること」の生命倫理が存在しないこと，倫理通念である生命の絶対観は生殖医学で

は成立し得ないことなどに気付いた．そして生殖医学・医療の倫理規範を考えた揚句「生殖の尊厳」という理念に

辿りついた．

　体外受精は不妊治療に測り知れない貢献をもたらしたが今やその限界も顕在化し始めた．最大の問題は卵子の老

化である．予防や啓蒙はなすべき重要な対策ではあるが効果は限定的で，先端生殖医療として注目されている原始

卵胞の体外活性化や卵細胞質提供も適応の限界がある．そこで配偶子型絶対不妊の根治療法として配偶子の造成法

開発が求められる．幹細胞研究の進歩が体細胞核移植による自己クローン胚経由の配偶子の造成に道が開かれるも

のと一時脚光を浴びたものの，ヒト胚の損壊という倫理問題の前に頓挫した．ノーベル賞に輝いたips細胞の出現

は倫理問題の回避と生殖細胞形成過程の詳細な分子生物学，エピゲネシス解析をロ∫能とし，既に本邦においてマウ

スの精子と卵子の造成に成功している．配偶子型絶対不妊患者にとっての夢が現実の視野に入って来るのも遠い将

来ではない．

　発生医学の夜明けを意味する配偶子造成の臨床応用に際し，再び生命倫理上の条理を問い直さなければならな

い．それはこの操作が「人命の創出」そのものに繋がるからである．体外受精における「生殖の尊厳」という規範

が果たして配偶子造成という生命科学操作の条理たり得るのか、本講演では発生医学における生命倫理をさらに掘

り下げた哲理を模索したい．

略　歴

1960年　　　’京都大学医学部卒業

1970～1974年：米国留学・生殖内分泌学と生殖免疫学の研究

1981年　　　　徳島大学産科婦人科学教授・本邦最初の倫理委員会の設立に参画

1983年　　　・京都大学・婦人科学産科学教授

1993年　　　　第8回世界体外受精会議・会長

1997年　　　’京都大学名誉教授・醍醐渡辺クリニック不妊センター長

1997年　　　・国際不妊学会　創立30周年記念功労賞

2003年　　　　日本生殖再生医学会設立・理事長

2005年　　　　国際体外受精学会（ISIVF）・初代会長／アメリカ生殖免疫学会　Blackwell－Munksgaard賞

2006年　　　’NPO法人生殖再生医学アカデミア設立・理事長／愛寿会同仁病院・理事長（病院長）
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特別講演2
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当事者の語りが教える第三者が関わる生殖技術と養子縁組～社会学の立場から ■

白井　千晶

早稲田大学文学学術院ほか非常勤講師（社会学）

　周知のように不妊は医療の問題であるだけでなく，当事者やその家族の生活・人生に共時的にも中長期的にも大

きく関わる．制度の設計や改変のさいは，当事者の生活や人生のありよう・影響を把握しておく必要があるが，当

事者が声を上げにくかったり，耳を傾けてこなかったために，十分に把握できているとはいえない．

　本講演では特に卵子提供を経験した方へのインタビュー結果から見えることを報告し，当事者の経験から見た時

の課題を整理する．講演では，DI（AID）を試みた方，　DIで生まれた方，法的親子関係を持つ非血縁親子である

継親子と養親子のうち養親子のインタビューと照らし合わせながら検討する．

　演者が本抄録準備時（2013／5／31）までに実施した卵子被提供経験者へのインタビューは17人である．本講演で

は，長期的な時間幅で見た時の子どもとの関係やドナーとの関係，経験者の生活・人生・人間関係への影響に焦点

を当てるため，ケースを限定して報告する．

　本報告が，今後の制度設計や社会のあり方を考えるときの材料となり，活発に議論がおこなわれることを願って

いる．

　なお，本研究にさいしインタビュー協力者には個人情報の保護および倫理上の配慮について説明をおこない，同

意を得ている．報告にさいして個人の特定がされないよう倫理上の配慮をおこなっていることを付記する．

●

●

略　歴

2003年3月　早稲田大学大学院　文学研究科　博士後期課程　社会学専攻

専門はリプロダクションの社会学，家族社会学，医療社会学

現在，首都大学東京，津田塾大学，東洋大学，東京女学館大学，和光大学，

常勤講師

リプロダクション研究会代表

満期退学

早稲田大学，都立北多摩看護学校の非
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教育講演1

古くて新しい妊孕性温存の診療～がん・生殖医療の再考

鈴木　　直

聖マリアンナ医科大学産婦人科学
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　近年，がんに対する集学的治療の進歩によって，多くの患者がこの病気を乗り切ることができるようになってき

た．一方，小児思春期・若年患者に対するがん治療は，性腺機能不全や妊孕性の消失，そして早発閉経などを引き

起こすことになる．このように小児思春期・若年がん患者が妊孕性温存の診療を選択する機会が増加していること

から，治療寛解後の男性としてのあるいは女性としての患者のQOL向上を目指して，的確な「がん・生殖医療」

の実践が重要となってくる．がんと診断された患者は同時に多発する問題の自己解決が求められ，短期間にいくつ

もの選択を余儀なくされる．原疾患の治療開始までの時間が限られている中で，いかに正確な情報を患者に伝える

か，そしていかに早期に産婦人科医（特に生殖医療医）と密に連携するかが「がん・生殖医療」の実践には必須と

なる．そして本医療を実践するにあたっては，医師のみならず看護師，臨床心理士，薬剤師そしてソーシャルワー

カーなどからなる医療チームの存在が不可欠である．一方，がん・生殖医療と一般不妊症との最も大きな相違は，

なによりも原疾患の治療が最優先となる点であり，患者は不妊治療中にも常に原疾患の再発・再燃のリスクを負っ

ていて，限られた時間の中での不妊治療が求められる．診断時の患者の病状によっては，主治医は妊孕性温存を断

念せざるを得ない事実を正確に患者に伝えるべきであり，不要ながん治療の延期や中止は避けるべきである．一方，

本来であれば可能であったはずの妊孕性温存の診療をがん患者に提供できない事がないよう，がん治療医は妊孕性

温存の診療である「がん・生殖医療」を十分に理解すべきである．我々は，本邦におけるがん・生殖医療に関する

医療連携の再構築ならびに的確ながん・生殖医療の実践と啓発を志向して，平成25年4月に特定非営利活動法人

日本がん・生殖医療研究会（Japan　Society　for　Fertility　Preservation：JSFP）を設立した．がんと生殖の医療に

携わる多くの職種の医療従事者の間で，古くて新しくもあるこのがん患者に対する妊孕性温存の診療の問題点を改

めて共有する必要性があると考える．本講演では，古くて新しい妊孕性温存の診療～がん・生殖医療の再考と題し

て，がん・生殖医療の問題点ならびに最近の進歩などに関してJSFPの取り組みも含めて紹介させていただく．

略　歴

1990年3月

1990年4月

1993年4月

1996年4月

1998年9月～2000年7月

2005年8月

2009年8月

2011年4月

2012年4月

2012年6月

慶雁義塾大学医学部卒業

慶鷹義塾大学医学部産婦人科入局　研修医

慶雁義塾大学大学院（医学研究科外科系専攻）入学（指導：野澤志朗教授）

米国カリフォルニア州バーナム研究所　postdoctoral　fellow

慶雁義塾大学助手（医学部産婦人科学），同産婦人科診療医長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学講師，産婦人科医長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学准教授

聖マリアンナ医科大学教授，婦人科部長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学教授，産婦人科学講座代表を兼ねる

聖マリアンナ医科大学腫瘍センター副センター長（緩和医療部会長を兼ねる）



88（220） 日生殖医会誌58巻4号

●

教育講演2

環境ホルモンと生殖障害機序 ●

星　　信彦

神戸大学大学院農学研究科応用動物学講座分子形態学分野

　近年，個体や細胞の死を引き起こす従来の化学物質の影響とは異なり，内分泌撹乱作用が生殖機能の破綻を通じ，

種の絶滅を導く潜在的危険性が指摘され，『内分泌撹乱物質（環境ホルモン）』という概念が提唱された．当初，環

境ホルモンの多くはER結合能を有し，生体内のホルモン作用を撹乱する外因性物質であったことから，Diethylstil－

bestrol（DES），ビスフェノール，フタル酸等を投与する実験を行ったところ，低濃度では肥育・成長促進効果が，

中濃度では内分泌学的には濃度依存的な影響が，高濃度では，雌雄共にDES濃度に依存して性腺機能低下ならび

に視床下部一下垂体一性腺軸フィードバック機構の破綻が示された．さらに，P450scc遺伝子のプロモーター領域

のヒストン脱アセチル化が引き起こされ，ピストン修飾への影響は合成エストロゲンと天然エストロゲンで異なる

ことが示され，その作用機序にエピジェネティクスが関わっていることも明らかになった．

　最近の大きな関心は，農薬ネオニコチノイド．この新規浸透性農薬は様々な用途から我々の周りに氾濫しており，

「蜂群崩壊症候群」の主原因といわれる．ネオニコチノイドはシナプス後のニコチン性アセチルコリン受容体

（nAChRs）のアゴニストとして作用し、昆虫のnAChRsに対する高い親和性を持つため，哺乳類と比較してより

低濃度で昆虫の神経系の機能障害，運動障害を引き起こし，死に至らしめる．しかし，一部のnAChRsのサブユ

ニットはヒトの精巣（α5，β4）および前立腺（α5），マウスの精巣および精子（α7）でも発現している．さらに，

活性酸素種（ROS）等に含まれるフリーラジカルが過度に産生されると，脂質過酸化（LPO），　DNA損傷，アポ

トーシス，抗酸化物質の枯渇が引き起こされる．精子の細胞膜は主に多価不飽和脂肪酸（PUFAs）で構成されて

おり，それらは二重結合を有するために酸化ストレス（ROSと抗酸化物質の分解能力の不均衡状態）によるダメー

ジを受けやすい．LPOがPUFAsに作用すると，細胞膜の構造と機能に影響し受精能が低下する．加えて，精巣

内コレステロール値の上昇はアンドロゲン濃度の減少を引き起こし，精子形成能を低下させることが明らかとなっ

ている．

　講演では，上記に加え，複合曝露実験ERストレスと関連し，生後発達期におけるTCDDによる神経発達障

害やトキなどの希少鳥類の繁殖障害との関連についても我々の実験成果をお示ししながら言及したい．

●

●

●

略　歴

神戸大学大学院農学研究科　応用動物学講座分子形態学分野　教授

1988年3月，北海道大学大学院獣医学研究科形態機i能学専攻博士課程修了．1988年4月，北海道大学医学部産科

婦人科助手（－1999），1992－1995年：米国ペンシルベニア大学医学部産婦人科ならびに臨床病理医学講座遺伝子診

断学部門客員研究員，1999年10月，北里大学獣医学部実験動物学講i座助教授（－2004）を経て，2004年4月より

現職．専門は細胞分子遺伝学および分子形態機能学．性分化疾患，脳・生殖系の形態分化，環境ホルモンの作用機

構の解明などを研究テーマとして日夜学生達と実験に励んでいる．日本先天異常学会評議員，日本獣医解剖学会理

事，日本解剖学会評議員，日本獣医学会評議員，関西出生前診療研究会世話人，関西実験動物研究会評議員等

●
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教育講演3

マウスにおける始原生殖細胞形成シグナリングの解明と試験管内再構築

大日向康秀’2）

D科学技術振興機構さきがけ，2哩化学研究所発生・再生科学総合研究センター多能性幹細胞研究プロジェクト

　哺乳動物の発生は，唯一・全能性を有する受精卵を起点とし多能性状態を経て，体細胞系列及び生殖細胞系列に運

命を分岐し，分化状態に到達することで個体と次世代個体の起源が形成される現象として捉えることができる．従

来，最初期の生殖細胞である始原生殖細胞（PGC）は初期胚（E7．25）の尿膜基部領域にアルカリ性ホスファター

ゼ陽性細胞として出現する事が知られていたが，その形成過程は殆ど未知の分野であった．我々は単一細胞発現解

析と胚での発現解析を繰り返し，最初期のPGCで特異的に発現を開始する遺伝子としてBlimp1を同定した．Blimp

lの発現はE625のエピブラストの最近位かつ後方領域に限局して発現を開始する事を示し，　Blimp1のノックア

ウト（KO）胚ではPGCが特異的に欠失する事からBlimplが生殖細胞系列の運命決定因子である事を示した．次

にPGC運命決定シグナリング機構について，逆遺伝学的解析と試験管内培養系による微小環境の再構成の方法論

によって解析を行った．胚体外外胚葉で発現するBmp4等のKO胚においては，　Blimplの発現がエピブラストで

開始しない事から，これら胚体外胚葉由来の細胞外液性因子は生殖細胞系列運命の誘導に必要であった．一方，胚

の前方決定に必要な因子であるSmad2等のKO胚においては，本来Blimplの発現が誘導されない胚の前方領域

においても発現が開始し，PGCが形成される事を示した．即ちPGCの運命決定は胚体外胚葉からの誘導シグナル

と，前方での阻害シグナルによってエピブラストの限られた領域が指定されると考えられた．我々はモデルを証明

するべく無血清培養系と蛍光蛋白質の発現による生殖細胞分化の評価系を確立し，PGC誘導因子であるBMP4の

添加と阻害因子の排除によって，PGC運命決定過程を試験管内で再構築可能である事を示した．試験管内で誘導

されたPGCは遺伝子発現，エピジェネティックな特徴について生体内のPGCと同様の性質を示し，新生仔精細管

への移植によっては精子形成過程に貢献できた．更に得られた精子を用い，野生型卵子へICSIを行う事によって

正常な産仔を得ることにも成功した．これらの研究から我々が解明した生殖細胞系列決定シグナリングの理論は，

試験管内において実際に多能性幹細胞からPGCを誘導可能である事が証明された．

略　歴

2003年5月

2003年6月～2005年9月

2005年10月～2008年9月

2008年10月～2009年9月

2009年10月～

2009年10月～

筑波大学農学研究科博士後期課程修了

独立行政法人理化学研究所発生再生科学総合研究センター研究員（哺乳類生殖細

胞研究チーム）

同基礎科学特別研究員

同研究員

独立行政法人科学技術振興機構さきがけ研究者（ips細胞と生命機能領域）

独立行政法人理化学研究所発生再生科学総合研究センター　客員研究員（多能性

幹細胞研究プロジェクト）
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in　vitroにおける精子形成 ●

小川　毅彦

横浜市立大学医学群分子生命医科学プロテオーム科学（生命医科学）

　古典的な器官培養法（気層液層境界部培養法）を用いて，私たちはマウス精巣組織片を培養し，精原細胞から精

子を産生することに成功した．産生された精子および円形精子細胞を用いた顕微授精により，健康な産仔を得るこ

ともできた．それら仔マウスは成長し，自然交配で次世代を産生した．さらに，精巣組織は凍結保存も可能で，解

凍後に同様の器官培養法により精子形成が誘導できることも確認できた．一方，マウス精子幹細胞はGDNFと

bFGFを添加した培養条件下で，自己複製増殖させることができ，細胞株も作れる．そこで，これらの培養精子幹

細胞（GS細胞）を加　vi　t’roで精子にする方法として体外移植培養法を考案した．まず宿主精巣としてWマウス

もしくはブスルファン処理したマウスの精巣を用意し，その精細管内にGS細胞を注入移植した．その精巣の組織

片を上記と同様の器官培養法で培養するとGS細胞由来の精子形成が誘導され，精子産生に成功した．このような

培養技術の進歩を臨床応用する際には，精子形成不全をin　vitroで治療することが目標の一つとなる．そのよう

なモデルとして私たちは，Sl／Sldマウスに注目した．　Sl／Sldマウスは，　Steel　factor（別名；stem　cell　factor，　Kit

ligand，以下KitL）に変異があるために，セルトリ細胞の細胞表面にKitLが欠損している．このためにSl／Sldマ

ウスの精巣には未熟な精原細胞がわずかに存在するのみで，精子形成は皆無である．私たちは，このマウスの精巣

組織片を器官培養し，そこにKitLとCSF－1を添加することで完全な精子形成の誘導に成功した．産生された円形

精子細胞で顕微授精し，産仔も得られた．もう一つの展開として，解離した精巣細胞から精巣組織を再構成するこ

とを試みている．新生仔マウスの精巣を酵素処理して細胞浮遊液を作り，その細胞集塊を器官培養すると精細管構

造が再生されることを見出した．そこに含まれている未分化生殖細胞（Gonocyte）や混和したGS細胞は，再構成

の際に精細管内に取り込まれることがあり，その際には減数分裂に入るまでの分化を示すことが確認された．以上

のような培養法の発展は，精子形成研究に新しい手法として応用でき，将来的にはヒト精子形成研究への応用も期

待される．

●

●

●

略　歴

1985年

1989年

1989年

1995年

1998年

2003年

2005年

2013年

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

米国ペンシルベニァ大学獣医学部生殖生理学教室　客員研究員

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

横浜市立大学医学群分子生命医科学系列プロテオーム科学（生命医科学）教授

●
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ARTとゲノムインプリンティング

有馬　隆博

東北大学大学院医学系研究科情報遣伝学分野

　エピジェネティックな修飾は，生殖細胞，胚発生過程のゲノム機能を動的に制御している．『エピジェネティク

ス』とは，DNAの配列に変化を起こさず，かつ細胞分裂を経て伝達される遺伝子機能の変化やその仕組みで，ゲ

ノムの遺伝情報を正しく発現し，細胞の状態を正確に記憶する生命システムである．具体的には，DNAメチル化，

ヒストン修飾，クロマチン構造などを介する遺伝子発現制御が主体であり，発生・分化・リプログラミングに関与

する．ヒト生殖補助医療（ART）は，排卵誘発，配偶子操作，培養液など，この時期の配偶子や初期胚を人為的

に操作するため，エピゲノム修飾に多様な変異を招く可能性について懸念されている．最近，DNAメチル化異常

を伴うインプリンティング異常症や小児がんの発症率の増加を指摘する報告が世界中で散見される．これらエピゲ

ノム異常は，先天性疾患，小児がんにとどまらず，小児の身体的，精神的発育・発達性格形成，行動異常等に関

連し，さらに癌や生活習慣病など成人の難治性疾患の原因となりうる．本稿では，ARTによりどのような異常が，

どの程度起こるのか文献的考察するとともに，ヒト発生，分化に必須であるインプリント遺伝子に焦点を絞り，ART

におけるエピゲノム異常について紹介したい．また，我々は，我が国の先天性インプリンティング異常症（5疾患）

の全国実態調査を行ない，ART治療と関連がみられる疾患（Beckwith－Wiedemann症候群，　Silver－Russell症候

群）を明らかにした．さらに，患者血液を用い，DNAメチル化異常の頻度，程度について，特異性について検討

した．その結果，ART出生児と自然妊娠のゲノムインプリンティング（遺伝子刷り込み）異常症について，メチ

ル化異常のパターンや臨床症状に特徴が見られた．今回，エピジェネティクス異常と外的，内的リスク要因，先天

異常との関連についてその問題点について整理し，討議したい．

略　歴

1986年

1986年

1993年

1998年

2001年

2006年

2008年

2010年

鳥取大学医学部卒業

九州大学医学部附属病院産婦人科入局

九州大学生体防御医学研究所附属病院　助手

英国ケンブリッジ大学　Wellcome　CRC研究所　Research　Fellow

九州大学生体防御医学研究所ゲノム機能制御学部門　助手

東北大学大学院医学系研究科（助教授）

東北大学未来医工学治療開発センター・准教授

東北大学大学院医学系研究科・情報遺伝学分野・教授

●
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免疫性不妊症の診療 ●

柴原　浩章

兵庫医科大学産科婦人科学講座

　ARTの進歩はかつて治療に難渋した不妊原因の多くを解決してきた．悩みを抱えるクライアントには誠に望ま

しい「ARTの光」の部分とも言える中，一方でICSIの臨床応用以後，配偶子のクオリティーや受精現象というテー

マに関心が向けられていない現状を，私は「ARTの影」の部分と考えている．そのような中で本講演では私のラ

イフワークの一つである配偶子免疫の臨床および研究の現況を紹介する．抗精子抗体による免疫性不妊症は男女と

も3％程度に検出されるが，ART以外の不妊治療に対して概して難治性である．従ってその存在を不妊原因診断

の段階で見逃すと，クライアントを長期の外来通院に導いてしまう．抗精子抗体の研究史は古く，1899年にLand－

steinerはウシ精子のモルモット腹腔内への大量反復注入による精子の運動障害を発見した．1959年に礒島らは雌

ラットに精巣組織を免疫すると抗精子抗体が産生され，同時に不妊症に陥ることを報告した．臨床的には1972年

に礒島らは女性の血中に存在する精子不動化抗体が不妊症と強く相関することを発見し，続いて香山らは定量的精

子不動化抗体価（SI50値）の個々の変動パターンの把握が治療方針決定に有用と報告した．すなわちSI50値が10

以上の高値を示す女性に対してAIHの有効性は低く，　IVF－ETの適応とする．精子不動化抗体の外注検査での留

意点として，本検査は2段階のstepで構成され，1段階目の精子不動化試験はあくまでスクリーニング検査であ

り，これにより抗体陰性者は除外できる．しかしながら抗体陽性者の治療方針，すなわちAIH・IVF－ETのいず

れを第一選択とするか決定する上で，2段階目の定量的精子不動化試験によるSI50値の測定が必須であることを無

視しては，臨床上全く意味がない．一方男性側では射出精子上に結合する抗精子抗体，すなわち精子結合抗体の検

出が推奨される．精液検査の際に精子結合抗体の検出法である直接イムノビーズテスト（D－IBT）をスクリーニ

ング検査として行い，陽性の場合は精子通過障害の有無をPost－coital　test（PCT）で，受精障害の有無をhemizona

assay（HZA）で評価する．両者とも正常なら自然妊娠も期待できる．　PCT異常，　HZA正常ならAIHを，　HZA

が異常ならICSIを選択する．一方，基礎研究面では抗精子抗体の産生機序の解明，あるいは対応抗原を同定し免

疫学的避妊ワクチンの開発に応用する，等の興味深いテーマに対する研究の詳細についてもあわせて述べる．

■

●

●

略　歴

1984年3月

1984年6月

1990年4月

1996年9月

1998年5月

1999年4月

2007年4月

2013年1月

2013年4月

高知医科大学　医学部卒業（第1期生）

兵庫医科大学病院　産婦人科研修医

Eastern　Virginia　Medical　School（VA，　USA）生殖免疫学講座　研究員（半年間）

University　ef　Virginia（VA，　USA）細胞生物学講座　助手（1年4カ月間）

兵庫医科大学　産科婦人科講座　学内講師

自治医科大学　産科婦人科講座　助教授

自治医科大学医学部　産科婦人科学講座　教授

自治医科大学附属病院　生殖医学センター　教授

兵庫医科大学　産科婦人科学講座　主任教授

兵庫医科大学病院　生殖医療センター　センター長

●
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シンポジウム1

「理想的な生殖医療体制・連携を考える」

S1－1．男性不妊への対応　泌尿器科連携による治療ステップダウンへの道

高見澤　聡，唐松　美佳，圓城寺真見，室井

国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

美樹，岩本　晃明，柳田 薫

95（227）

　男性不妊に対しては，男性側の原因治療が原則であるが，その大半は特発性であり有効治療がなく，原因が判明

しても治療効果は100％ではなく，奏効しても治療効果発現まで通常数カ月を要する．また近年は不妊患者年齢，

特に妻年齢の高齢化に伴い時間的に余裕がない症例が多いこと，そもそも男性不妊患者を診ることができる男性不

妊専門泌尿器科医が本邦では少なく偏在しているため，男性側診療が困難であることなどから，大半の不妊治療の

現場では男性不妊，即→人工授精→ART（生殖補助医療）が行われているのが現状であり，男性側治療が置き去

りにされている．当院では男性不妊を専門に診る男性リプロ診療部門があり，男性不妊専門泌尿器科医が診療にあ

たり，女性部門と協力し積極的に男性側治療を行っている．過去3年（2010年1月～2012年12月）において，精

索静脈瘤89例に手術を施行し，奏功（精液所見正常化）23例（26％），改善（精液所見改善）23例（26％）であ

り，計46例（52％）で治療効果を得た．c－TESE／MD－TESEを閉塞性無精子症疑い29例に施行し，26例（90％）

で精子を回収した．非閉塞性無精子症では49例に施行し，19例（39％）で精子を回収した．また，閉塞性無精子

症例のうち18例に精路再建術を施行し，15例（83％）で精管吻合を完遂，6例（40％）に射出精子を得た．無精

子症を呈したクラインフェルター症候群症例では，12例にTESEを施行し，4例（33％）で精子を確保し得た．

このように手術適応例では高い治療効果が期待できるため，男性不妊においては男性側の正確な原因診断とそれに

基づく的確な治療が重要である．男性側治療により精子を確保または精液所見が改善した結果，ART→人工授精，

人工授精→タイミングへと治療のステップダウンをなし得た症例があり，妊娠例も得ている．また妊娠に至らずと

も，治療に対する患者満足度は高い．妻年齢，卵巣予備能を参考に時間的に余裕があり，精索静脈瘤など比較的治

療効果が期待できる明らかな原因があり，そして夫婦が希望する症例に対しては，対応が困難であっても積極的に

男性側治療を行う意義は大きい．

略　歴

1989年

1989年

1992年

1995年

1998年

2002年

2008年

2010年

自治医科大学医学部卒業

都立広尾病院・都立大塚病院勤務

東京都新島村診療所勤務

東京都小笠原村父島診療所勤務

自治医科大学産科婦人科入局，同病院助手

自治医科大学産科婦人科助手

自治医科大学産科婦人科講師

国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター教授・同副センター長
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S1－2．男性不妊クリニックにおける連携の実際 ■

辻　　祐治

恵比寿つじクリニック

　2003年に福岡で天神つじクリニックを開院し，2008年には東京で恵比寿つじクリニックを開院，男性不妊専門

クリニックでの診療経験はちょうど10年となった．当初は婦人科からの紹介患者が多くを占めたが，最近では婦

人科からの紹介患者とご自身で調べて受診される患者が半々で，ごくまれに泌尿器科からの紹介があるという状況

である．（1）無精子症：非閉塞性無精子症の精巣内精子回収がmicrodissection　TESEにより行われるのが一般的

になってからは，婦人科医が精子の回収を試みる機会は減り，泌尿器科医が担当することが増えている．当院では

精子が回収されれば，凍結処理まで行い，凍結精子を婦人科に搬送して顕微授精を行うという手順をとっており，

婦人科から派遣された培養士が精巣組織を持ち帰って処理するという形の連携は行っていない．そのため，初めて

の連携の際には婦人科の培養士に当院の精子処理／凍結技術と安全管理の実際について確認してもらうこともあ

る．連携後は培養士・検査士間の知識と情報の共有（とくに治療結果のフィードバック）を積極的に行うことによ

り，治療成績の向上をはかっている．（2）乏精子症や精子無力症などの精液所見不良：泌尿器科と婦人科の治療方

針が分かれることがある．現在は婦人科からの紹介ではなく，自ら受診される患者のほうが多い．妻の年齢等を考

慮して，挙児の希望をかなえるのに最善と判断されれば，男性因子の治療は次善の選択とし，婦人科でのART治

療を優先している．（3）射精障害，勃起障害（ED）などの男性性機能障害やセックスレス：膣内射精障害やセッ

クスレスでは治療が難渋し，長期間を要することが多い．不妊治療には時間の制約があるため，性機能障害と不妊

の治療を切り離し，婦人科に人工授精等を依頼することもある．生殖医療の婦人科・泌尿器科連携では男性因子，

女性因子の治療についてそれぞれが理解を深め，相互信頼を高めていかねばならないが，一方で一般泌尿器科医の

不妊治療についての知識不足が連携を妨げている現状がある．

●

●

●

略　歴

1980年

1980～1982年

1982～1986年

1986～1989年

1990年

1996年

2003年

2008年

福岡大学医学部卒業

福岡大学病院臨床研修医（泌尿器科）

福岡大学大学院医学研究科（医学博士）

クリーブランドクリニック特別研究員

福岡大学医学部泌尿器科講師

福岡大学医学部泌尿器科助教授

福岡市に男性不妊専門の「天神つじクリニック」を開設

東京・恵比寿に男性不妊専門の「恵比寿つじクリニック」を開設 ■

●

●
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● S1－3．全国男性不妊診療施設と大学病院リプロダクションセンターの現状

永尾　光一

東邦大学医学部泌尿器科

●

●

●

L男性不妊症の診療に関するアンケート調査結果　日本生殖医学会で，男性不妊症の診療を依頼できる泌尿器科

医についての情報が少ないとの指摘に対応するため，泌尿器科会員にTESE，　MicroTESE，精索静脈瘤手術顕

微鏡下精路再建術性腺機能低下症治療勃起不全診療の有無を調査した．TESEやMicroTESEを行っている施

設数は，北海道3，東北1，関東21，中部6，北陸4，関西16，中国・四国10，九州・沖縄3であり，沖縄以外は，

施設数としては問題がないか？　現在，更新作業中で，発表時には新しいデータを報告する．2．当科を男性不妊

で訪れた患者の紹介元調査　初診患者110名の紹介元を調査した．他院泌尿器科46％，紹介なし28％，他院婦人

科16％，当院婦人科3％，当院内科・小児科3％，他大学血液内科・内科2％，鍼灸院1％，医師家族1％．紹介な

しのうち35％は他院婦人科，6％が他院泌尿器科の受診を確認婦人科の前治療にはAIH，　IVF，　ICSIなどがあ

り，婦人科で男性不妊患者を抱え込んでいる傾向がある．内科や小児科からの紹介は，精子凍結・内分泌疾患など

であった．他院婦人科からの紹介患者は，妻が紹介元にかかっているので，男性不妊治療のみ当院で行い，紹介元

でARTを行っていない例だけ妻が当院婦人科に転院当院産婦人科からの3％（3名）は，1名が無精子症でTESE－

ICSI，2名が乏精子症で1名内服治療．110例中当科のTESEが18％で，精子回収例は当院婦人科でICSI施行．

3．婦人科医の男性不妊に対する意識　2011年に日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会が共同で発行した産婦人

科診療ガイドラインの「男性不妊治療は？」の項目で，Answerとして，1．乏精子症に薬物治療2．軽度の乏精

子症・無力精子症に対してAIH，3．重度の乏精子症・無力精子症に対してIVF・ICSI，4．無精子症・重度の乏

精子症の原因検索および治療に対しては泌尿器科の不妊専門医と相談し，治療方針を決定，5．無精子症などの夫

の精子による妊娠が困難と考えられる場合にAIDを選択することができる，6．性機能障害に対しては，泌尿器科

医と連携して治療を行う．つまり，軽度の乏精子症・無力精子症は，泌尿器科医が扱わなくてよい，IVF・ICSI

失敗例と性機能障害例を泌尿器科医と相談というメッセージがガイドラインから読み取れる．

略　歴

●

1988年

1990年

1990年

1992年

1997年

1997年

2006年

2007年

2009年

2010年

昭和大学大学院博士課程修了

昭和大学医学部助手（形成外科学講座）

川崎病院形成外科部長

東邦大学医学部助手（泌尿器科学講座）

東邦大学医学部講師（泌尿器科学講座）

博慈会記念総合病院泌尿器科部長

カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学

東邦大学医学部准教授（泌尿器科学講座）

東邦大学医学部教授（泌尿器科学講座）

リプロダクションセンター長
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S1－4．当クリニックにおける生殖医療体制 ●

吉田　　淳

木場公園クリニック

　我々の施設は，一人の医師が女性・男性不妊症の治療を行うというコンセプトのもとに，平成ll年1月11日に

開設した．我々の施設が行っている生殖医療体制を述べる上で，医療連携についても述べる．医療連携には，施設

外連携と施設内連携がある．施設外連携には，当施設での不妊治療実施前連携，不妊治療中連携，不妊治療後連携

がある．当施設での不妊治療実施前連携には，患者を紹介いただいた医療機関との連携がある．他院でART治療

を行ってもうまく妊娠が成立しないために，患者を紹介していただくケースも多くあるが，そのような時には紹介

元の施設で，どのような不妊治療が行われていたのかなどを紹介状や問診を通して詳細に分析し，不妊症の治療法

を決める．また可能ならば，自分たちの施設で実施した不妊治療について，紹介元の施設と比較してどのような点

を変更したのかなど，治療経過や結果を伝達することは医療連携という点で重要である．不妊治療中連携には，チョ

コレート嚢腫などがあるための腹腔鏡手術の依頼，子宮内膜ポリープなどのための子宮鏡下手術子宮外妊娠のた

めの腹腔鏡手術　甲状腺機能異常のための甲状腺治療専門機関への精査・治療の依頼などがある．また，不妊治療

後連携には，妊娠がうまく成立したため妊婦検診や分娩をお願いする場合，結果が出せないために他院を紹介する

場合や転勤で他院を紹介する場合などがある．我々の施設には，医師，看護師，IVFコーディネーター，看護助

手，エンブリオロジスト，ホルモンコーディネータt臨床心理士，遺伝カウンセラt受付，染色体検査技師，

研究者など様々な職種のスタッフが，患者の治療をサポートするために勤務している．現在は，施設が入っている

ビルの2階と3階で診療を行っているが，2階では一般不妊治療，人工授精子宮卵管造影，精巣内精子回収法，

ホルモン検査などを3階では体外受精や顕微授精などの高度生殖補助技術を行っている．我々の施設はISO9001

を取得しているが，質の高い高度な医療を提供するために，抜けのない医療体制を構築することは重要である．

■

●

●

略　歴

産婦人科・泌尿器科医・生殖医療専門医

1961年1月24日　愛媛県松山市生まれ　52歳　男性

1986年3月

1986年5月

1991年6月
1993年10月

1994年7月
1997年11月

1999年1月

愛媛大学医学部卒業

東京警察病院産婦人科

池下レディースチャイルドクリニック

高度医療研究所・中央クリニック非常勤医師

東邦大学医学部第一泌尿器科学講座特別大学院研究生

医学博士（男性不妊症と染色体異常）

木場公園クリニック院長

●

●

●
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シンポジウム2

「生殖医療における凍結技術の最前線」

S2－1．卵巣組織凍結・移植の最前線

鈴木　　直

聖マリアンナ医科大学産婦人科学

　1998年のDonnezによる初めての卵巣組織凍結施行の報告から15年が経過し，初めての若年がん患者における

生児獲得の報告から9年が経過した現在，欧米では「卵巣組織凍結保存は，早期閉経発来や緊急体外受精を施行し

なければならない卵巣毒性を有する治療を受ける全ての若年女性がん患者に，選択肢として提供すべき医療行為で

ある」と認識されている．しかし，本技術の安全性や有効性などに関する再評価が必要である．現在の標準的な卵

巣組織凍結保存は緩慢凍結法であり，これまで卵巣凍結によって得られた生児は全て緩慢凍結法によるものであ

る．しかし，緩慢凍結法によって移植後の内分泌機能がどの程度維持されるかに関してはまだ十分に検証されてお

らず，採卵で卵子が回収できないempty　follicleの増加，得られた卵子の発育能の低下も明らかにされている．我・々

の研究グループ（IVFなんばクリニック：森本義晴，橋本周，矢持隆行，近畿大学生物理工学部遺伝子工学科：

細井美彦，イブバイオサイエンス研究所：竹之下誠，聖マリアンナ医科大学産婦人科学：石塚文平，河村和弘，五

十嵐豪，洞下由記，高江正道，杉下陽堂；敬称略）は霊長類を用いて卵巣組織凍結・移植の前臨床試験としての研

究を2006年に開始した．そしてエチレングリコールを主体としたガラス化溶液を用いて検討を行った結果，異所

性移植卵巣組織から質の高い卵子の採取と，顕微授精による受精卵の獲得に成功している．現在，聖マリアンナ医

科大学倫理委員会によって承認された臨床試験を進めており，2013年1月現在69症例に対して卵巣組織凍結・移

植を施行している．Andersenの報告にもあるように，緩慢凍結法による卵巣組織凍結の生児獲得率は決して満足

のいく結果とはなっていない．しかし卵巣組織凍結保存は，より多くの卵子を保存できるだけでなくエストロゲン

分泌によるホルモン補充ができるというメリットがある．さらに，緊急対応可能な技術である卵巣組織凍結による

妊孕性温存はがん治療に臨む際の若年がん患者の精神的支えともなりうると考える．現在，本邦でも当学を含む6

施設で卵巣組織凍結が実際に可能となり（2013年5月現在），本技術が妊孕性温存可能である若年がん患者にとっ

て福音となっているが，しかし，本技術の有効性と安全性に関しては引き続き検証を行っていく必要性がある．

略　歴

1990年3月

1990年4月

1993年4月

1996年4月

1998年9月～2000年7月

2005年8月

2009年8月

2011年4月

2012年4月

2012年6月

慶雁義塾大学医学部卒業

慶雁義塾大学医学部産婦人科入局　研修医

慶雁義塾大学大学院（医学研究科外科系専攻）入学（指導：野澤志朗教授）

米国カリフォルニア州バーナム研究所　postdoctoral　fellow

慶雁義塾大学助手（医学部産婦人科学），同産婦人科診療医長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学講師，産婦人科医長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学准教授

聖マリアンナ医科大学教授t婦人科部長を兼ねる

聖マリアンナ医科大学教授，産婦人科学講座代表を兼ねる

聖マリアンナ医科大学腫瘍センター副センター長（緩和医療部会長を兼ねる）
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「生殖医療における凍結技術の最前線」

S2－2．着床率向上を目指したガラス化胚盤胞融解移植の工夫 ●

向田　哲規高橋
広島HARTクリニック

克彦，田島　敏秀，後藤　哲也，岡 親弘

【目的】現在のART医療において，余剰胚の有効利用，　OHSSの回避，反復不成功症例への着床率改善等のため

の胚の低温保存技術は必要不可欠であり，胚盤胞の段階でガラス化法によりLN2内で保存する技術は既に確立さ

れ，臨床的に最も有効であり，日本では凍結胚による挙児数が新鮮胚のそれより遥かに多い状況である．このガラ

ス化胚盤胞融解移植の臨床成績を向上させるためには，着床に関係する子宮内膜状態の調整方法という臨床側の工

夫と，ガラス化融解後の胚の生存性を高め胚の着床能力を高めるART　Laboでの工夫とが必須である．前者には

自然排卵による内膜調整での融解移植と，外因性ホルモン投与による内膜作成周期での移植があり，エストロゲン

剤（E），プロゲステロン剤（P）の種類や投与量，移植前のP剤投与期間，前周期にGnRHa剤の有無などがあり，

後者ではガラス化方法の個別化とガラス化前にLaserを用いて胞胚腔を収縮させることにより融解後の生存性を改

善させることが出来る点と融解後にLaserによりAssisted　hatching（LAH）を行うことにより着床率を改善させ

ることが出来る点を既に報告してきた．今回のシンポジウムでは臨床面で内膜調整方法の工夫と，ラボ部門では融

解後の胚へのLAHの有用性の確認と，　LAHの適切なサイズをその後のHatching形態から考察を加えたので報告

する．【方法】胚盤胞のガラス化保存は既に確立し報告されている方法を用い，内膜調整は全症例の約9割が内服

のE剤，膣内投与のP剤を用いる方法であった．LAHの検討ではA；LAHを一切行わない群，　B：透明帯全体の

5－10％にLAHを加えた群，　C：透明帯の40　一　50％にLAHを加えた群，と3つに分けてその後Hatching，　Hatched

になる割合について検討した．【結果】詳細な臨床Dataは発表の際供覧するが，外因性ホルモン投与による内膜

作成周期の方が着床率は高く，LAH法もC群の透明帯の半分程度まで行う方法がHatchedする割合が高かった．

【考察】着床不全等の患者背景の場合は，確実に分泌期変化を起こし内膜と胚が同期化した状態を作るには外因性

ホルモン剤での調整がより有用であり，ガラス化のための耐凍剤への暴露LN2内での保存という操作が透明帯

を硬化しHatchingを妨げる可能性があるためにはLAHは不可欠で大きいサイズの方がより有効である．

■

●

●
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マイアミ大学医学部生化学教室と生殖医学教室へ留学　排卵機構の研究および体外受精（IVF）の基

礎と臨床の知識習得

帰国し，高知医科大学医学部産科婦人科助手として勤務

ダイヤモンド不妊研究所へ留学（Diamond　lnstitute　for　lnfertility，　New　Jersey，　USA）生殖補助医療

のラボディレクターとして勤務し，IVF，　ICSI，　TESEのプログラムを管理・臨床研究も行う．

5年間の留学研修の後帰国し，広島HARTクリニックに勤務ガラス化によるハイ凍結などの基礎・

臨床研究を行う

広島HARTクリニック院長に就任し，施設管理責任者となる．産科婦人科専門医，生殖医療専門医，

RBM　OnlineのEditorial　Board
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S2－3．マウス未受精卵の凍結保存とその応用

中潟　直己

熊本大学生命資源研究・支援センター （CARD）資源開発分野

　ヒトゲノムプロジェクトによる遺伝子の構造解析がほぼ完了し，すでに遺伝子の機能解析の時代へと突入してい

る．そこで，現在，遺伝子の機能解析およびそれに関連した研究開発が，国家プロジェクトとして世界中で盛んに

行われている．その中で重要な役割を果たしているのが遺伝子改変マウスであり，バイオリソースとしての遺伝子

改変マウスの重要性は，まさに知的基盤の根幹を成すものと言っても過言でなく，その収集，保存，供給システム

が，ますます重要なものとなってきている．これを効率的に管理運営するためには，生殖工学技術が必須のアイテ

ムであり，特に，凍結保存した精子，また，冷蔵輸送された精子，あるいは低受精能新鮮精子を用いた体外受精シ

ステムに凍結未受精卵が利用されつつある．

　現在，マウスの体外受精には新鮮未受精卵が用いられているが，新鮮未受精卵を得るためには，毎回，雌に過排

卵処理を施し，排卵した卵子を雌の卵管から採取しなければならない．しかし，大量の未受精卵をあらかじめ凍結

保存しておけば，必要に応じて凍結未受精卵を融解，直ちに体外受精に用いることで，迅速に胚を作出することが

可能である．すなわち，凍結未受精卵の利点は，卵子を採取するための雌を大量に飼育しておく必要がないこと，

また，毎回ごとの過排卵処理を必要とせず，いつでも体外受精が可能であることである．本講演では，マウス未受

精卵の凍結保存とそれら卵子を用いた様々なケース（凍結未受精卵一新鮮精子，凍結未受精卵一冷蔵精子および凍

結未受精卵一凍結精子）の体外受精について紹介する．
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（財）日本生物科学研究所，プロジェクトリーダー
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S2－4．フリーズドライ精子における染色体異常生成とその抑制 ●

日下部博一

旭川医科大学医学部生物学教室

　精子の凍結乾燥（フリーズドライ）法は，ヒトを含めた哺乳類由来の精子を非凍結条件下で保存する方法として

注目される．マウスにおいて，フリーズドライ精子の運動能を回復させることは難しいが，その精子からICSIに

よって産仔を得ることが可能である．当研究室では，マウスの精巣上体尾部から採取した精子をキレート剤の

EGTAを含むトリス緩衝液（ETBS）に懸濁し，4℃で3～7日間前処理した後，ガラスアンプルに加えてフリー

ズドライを行っている．精子ゲノムはフリーズドライ操作によって損傷を受けやすいが，ETBSはフリーズドライ

操作からヒトやマウスなどの精子ゲノムを保護する働きをもつ．しかし，フリーズドライ精子における染色体異常

の誘発がETBSのどのような働きによって抑制されているのかは定かではない．　ETBSを用いたフリーズドライ

操作によってマウス精子に直接生じるDNA損傷のレベルを単一細胞ゲル電気泳動法（コメットァッセイ）で調べ

たところ，非凍結精子のそれと同じレベルを示した．ところが，フリーズドライ精子の作製条件によっては，必ず

しもコメットアッセイの結果と受精卵の染色体分析結果が一致するとは限らないこともわかった．コメットアッセ

イと染色体分析法の結果から，ETBSを使用しないフリーズドライ操作による構造的染色体異常誘発の原因を推定

できるかもしれず，現在調査中である．また，マウスのフリーズドライ精子を室温（25℃）で保存すると，保存期

間に依存して構造的染色体異常の頻度が増加する．この異常の増加は発生率にも影響すると考えられ，1年間室温

保存したフリーズドライ精子は同じ期間冷蔵（4℃）したものと比べ，作製した受精卵の胎仔発生率（妊娠18日目）

が1／6にまで減少した．なお，フリーズドライ精子における室温保存蓄積型の染色体異常の特徴は，染色分体交換

が増加傾向を示すことである．同じ傾向はフリーズドライ精子を高温で短期間処理（50℃，3日間）しても認めら

れた．本講演ではフリーズドライ精子に生じるDNA損傷または染色体の構造異常の特徴を紹介し，保存による染

色体ダメージの蓄積を阻止または遅らせる方法について言及してみたい．

■

●

●
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● S2－5．精巣組織の凍結法一組織培養法による分化誘導法の可能性

横西　哲広，小川　毅彦

横浜市立大学大学院医学研究科・医学部泌尿器病態学

●

●

●

【背景と目的】若年がん患者における，がん治療後の晩期合併症の一一つに不妊症がある．思春期以降の若年者の場

合では精液凍結保存法があるが，精子形成が行われていない小児がん患者の場合は叶わない．実験動物では，凍結

した精巣組織を分化誘導する方法として自家移植と異種移植法がある．しかし，自家移植には検体中にがん細胞が

混和している危険性がつきまとう．またヒト精子を動物体内で産生する異種移植を実臨床に応用することには不安

と抵抗がぬぐえない．近年我々は気相液相境界部培養法を用いてマウス精巣を組織培養することで完全な精子形成

の遂行に成功した．もしも，がん治療前に精巣組織を凍結保存し，必要時にin　vitroで精子形成が可能となれば，

小児がん患者の妊孕能の温存に有益であると考えられる．そのため本研究は新生仔マウス精巣組織片を凍結保存

し，解凍後のin　vitro精子形成に関して検討を行った．

【材料と方法】減数分裂終末期の生殖細胞特異的にGFPを発現する遺伝子改変マウス（Gsg2－GFP）を用いた．凍

結保存法には，ジメチルスルホシド（DMSO），プロパンジオール（PROH），市販の凍結保存剤であるセルバンカー

を用いて緩慢凍結法を行った群と，市販のガラス化凍結保存剤であるステムセルキープ（SCK）を用いた群に分け

た．凍結保存後に解凍し，我々の培養系で培養を継続した．保存剤による検体への影響は組織学的に評価し，精子

形成は組織のGFP発現域の割合で評価した．精子は鞭毛の有無と核をヘキストで染色して確認した．次に凍結保

存した精巣組織を培養し，精子形成を誘導させ，培養下で得られた精子を用いて顕微授精を試みた．

【結果】保存剤の組織障害に関して，PROHを用いて凍結した組織群では他の検体と比べて，間質と精細管に強く

変性を認めた．精子形成効率においては，DMSO群とガラス化凍結群ではほぼ同等の効率を認め，コントロール

群と比べて効率は低いものの良好であった．SCK群の織片を機械的にほぐして観察すると精子を認めた．05日齢

と2．5日齢のマウス精巣組織片をSCKで凍結し，218日，219日間の保存後に解凍し，培養45日目に得られた精

子を用いて顕微授精をしたところ，産仔の産生に成功した．

【考察】凍結保存した精巣組織のin　vitro精子形成誘導法は自家移植，異種移植の弱点を克服しており，侵襲性も

低いことから，若年がん患者の治療前の妊孕能温存の手段であると期待される．

●
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S3－1．精索静脈瘤手術

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

　精索静脈瘤は造精機i能障害患者の20－40％に存在する．現在でも精索静脈瘤が造精機i能障害を引き起こすメカニ

ズムは完全には解明されてはいないが，精索静脈瘤は特発性（原因不明）を除いた男性不妊の原因疾患の中で最も

頻度の高いものであり，手術によって造精機能の改善が望めることから，様々な手術法が考案され実践されてきた．

手術の有用性に関して否定的な報告もあるが，触知可能な静脈瘤に対しては手術の有用性を示す報告が多く，我々

の施設においても，触知可能な精索静脈瘤に対して積極的に手術を行っている．現在我々の施設においてはほぼ全

例で，低侵襲で，比較的手技が容易であり，また外精静脈の処理が可能であるといった利点を有する顕微鏡下内精

静脈低位結紮術を行っている．今回，当科で施行している最近の顕微鏡下内精静脈低位結紮術のビデオを供覧させ

ていただくとともに，1999年1月から2013年5月までの間に，当科において触知可能な精索静脈瘤と診断されて，

顕微鏡下内精静脈低位結紮術を施行した253例の治療成績をお示しする．年齢は平均32．7±6．5歳術前精液検査

所見と，術後最終の精液検査所見を比較し，術前精子濃度が1×106／ml未満では術後5×106／ml以上に，1－5×106

／mlでは10×106／ml以上に，5×106／ml以上では2倍以上に増加し，かつ精子運動率が術前より改善した症例を

有効群とした場合の有効率は43．4％であった．術後精子濃度，運動率ともに有意に増加し（14．8±18．7×106／ml　vs

27．2±30．1×106／ml，　P＜0．0001，34．2±20．7％vs　43．5±20．4％，　P＜O．OOO1），また，わずかながら術後有意にFSH

値の減少を認めた（7．3±5．5mlU／ml　vs　6．9±5．8　mlU／ml，　P＜O．Ol）．効果を認める症例の多くは，術後3カ月の

時点で既に精液所見の有意な改善を認めていた．また，特に手術の効果が得られにくいとされる高度乏精子症（術

前精子濃度500×106／ml未満）の患者に対する手術の効果も検討した結果，高度乏精子症患者においても多くの症

例で術後有意な精液所見の改善を認めた．さらに精索静脈瘤手術によって精液所見の改善のみならず，精漿中の酸

化ストレスの軽減や，精子DNA損傷率の改善を認めた．このように精索静脈瘤手術の有用性を後押しするevi－

denceの一つとして，当科における手術手技と治療成績をご紹介させていただくとともに，最新の文献的考察を加

えて，最近の静脈瘤手術を取り巻く動向をご報告させていただく．
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● S3－2．精路再建術の現状と課題

谷口　久哲，日浦　義仁，地崎　竜介，木下　秀文，松田　公志，森本　義晴

関西医科大学腎泌尿器外科学講座

　閉塞性無精子症は無精子症患者の約20％を占めるとされる．治療法に精路再建術と補助生殖技術（Assisted　re－

productive　technology：ART）のいずれを選択すべきかについては，十分なインフォームドコンセントのもと，

個々の症例毎に行われるべきであり，その為には，それぞれの治療成績を把握しておく必要がある．松田1）らは2000

年に行われた全国多施設で行われた精路再吻合術580例の調査報告で，初回手術後の自然妊娠率は22．4％であっ

たと報告した．これは1998年のわが国における卵細胞質内精子注入法（lntracytoplasmic　sperm　injection：ICSI）

の成績2）（採卵あたり21．1％）とほぼ同等であった、精路再建術は，自然妊娠が可能であり，第2子も期待でき，

女性への侵襲が無いことから，適切な症例を選択すれば精路再建術は有用であるという事が示された事になる．2010

年における新鮮胚を用いたICSIの妊娠率は精巣内精子採取術（Testicular　sperm　extraction：TESE）で採取した

精子を用いた場合，採卵あたり10．9％，移植あたり20．3％であると報告されている3）．一方，精路再建術に関して

は以後10年以hが経過した現在まで治療成績は集計されていない．そこで今回，全国多施設の協力のもと精路再

建術の現状調査を行ったので報告する．この結果を踏まえ，ART全盛時代における精路再建術の役割・術者の教

育体制・費用における問題・産婦人科医だけでなく，生殖医療に従事しない泌尿器科医に対する啓蒙の必要性につ

いて考察を行いたい．1）松田公志，岩本晃明，他：閉塞性無精子症に対する精路再検術の成績　全国多施設での

調査報告：日本不妊学会雑誌　45巻2号　Pagel43－149（2000．04）2）藤本征一郎（1999）平成10年度診療研究

に関する倫理委員会報告（平成9年度分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成11年3月における登録

施設名）日産婦誌51：361－367　3）斎藤英和，他：日本産科婦人科学会平成23年度倫理委員会・登録・調査小委

員会報告（2010年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2012年7月における登録施設名）日産婦誌

2012；64：2110－2140

略　歴

2003年3月

2003年4月

2005年4月

2006年4月

2007年4月

2009年4月

2010年4月

関西医科大学医学部卒業

関西医科大学附属病院

大阪府済生会野江病院

大阪府済生会泉尾病院

関西医科大学附属枚方病院

守口敬任会病院

関西医科大学腎泌尿器外科学
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「不妊症に対する外科的治療法の最前線」

S3－3．子宮腔内病変に対する妊孕性回復を目指した治療戦略 ●

河野　康志

大分大学医学部産科婦人科

　子宮腔内病変は不正出血や過多月経等の症状ばかりでなく着床の妨げとなり，ひいては不妊症の原因となる．子

宮粘膜下筋腫や子宮内膜ポリープのような子宮腔内病変に対する治療は子宮鏡下手術が用いられることが多い．子

宮内膜は卵巣から産生される性ステロイドホルモンに反応して形態学的または機能的変化を遂げるため，性周期に

より内腔の所見が変わる．そのため，内腔に突出した病変に対しては全体像を把握しづらい場合があり，薬物によ

る子宮内膜の前処置は手術を円滑に遂行するための手段のひとつとなる．GnRH　agonistを術前に投与することに

より子宮内膜を菲薄化させ，手術時間の短縮出血量の減少，視野の確保に効果的であるとされてきたが，効果の

発現には1ヶ月以上かかることが難点であった．最近ではジェノゲストの子宮内膜を菲薄化する効果が注目されて

おり，有効とする報告が散見される．一方で，子宮筋層内に埋没する病変に対しては，その大きさや深さにより子

宮内膜や筋層の損傷部位が広くなることから手術の方法を工夫することが必要となる．最近では0度の電気メスが

開発され，筋腫核と筋層を剥離しながら核出する方法も報告されている．2008年1月から2013年3月の間にイン

フォームドコンセントが得られ，当科で経験した子宮鏡下手術を施行した症例の主な内訳は，子宮内膜ポリープ46

例，子宮粘膜下筋腫69例，子宮腔内癒着4例，子宮内膜増殖症等5例であり，そのうち挙児希望のある子宮内膜

ポリープ27例（58．6％）（平均年齢34．2歳）と子宮粘膜下筋腫21例（30％）（平均年齢36．1歳）について検討し

た．術後に1年以上当科外来で経過観察または不妊治療できた症例のうち48％が妊娠に至った．手術におけるそ

れぞれの内訳は，子宮内膜ポリープでは手術時間30．0±10．4分，摘出腫瘤最大径：平均14．7mm，平均個数1．3個，

子宮粘膜下筋腫では手術時間47．1±35．3分，摘出腫瘤最大径：平均23mm，平均個数1．1個であった．子宮腔内病

変は不妊症診療でしばしば遭遇する疾患であることより，本シンポジウムでは当科で施行している不妊症に対する

子宮鏡下手術を提示し，これらの背景から妊孕性向上を目指した今後の展開の可能性について考察する．

略　歴

1990年

1995年

1995年

1995年

2000年

2003年

2012年

大分医科大学医学部　卒業

大分医科大学大学院医学研究科　修了

大分医科大学医学部産科婦人科　助手

米国テキサス大学（サウスウエスタンメディカルセンター）留学

国立大分病院産婦人科　医長

大分医科大学医学部産科婦人科　講師

大分大学医学部産科婦人科学　准教授

現在に至る
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シンポジウム3

「不妊症に対する外科的治療法の最前線」

S3－4．妊孕能温存を目的とした腹腔鏡下機能温存手術の治療効果と妊娠予後一子

　　　　宮内膜症・子宮筋腫合併不妊に対する治療指針の提案一

北出　真理熊切　　順，黒田　恵司，菊地　　盤地主　　誠青木　洋一，
斉藤寿一郎，竹田　　省

順天堂大学産婦人科

　近年生殖補助医療の進歩はめざましく，従来では妊娠成立が不可能とされていた症例に対しても生児獲得の可能

性が高まりつつあるが，着床障害の原因となり得る子宮疾患に対しては手術療法との併用が必要である．低侵襲で

術後癒着が少ない腹腔鏡手術は，late　reproductive　ageの勤労女性を申心に需要が高まり，不妊症例に対しても妊

孕能温存手術の主流となりつつある．手術により不妊の原因を除去することで，妊孕能を回復し疾患に付随する症

状をも改善させる事が可能である．

　しかしその一方で，卵巣チョコレート嚢胞に対しては手術による卵巣機能低下のリスクがクローズアップされ，

手術療法の位置づけに対する見解が一致していない．原則としてART前に手術を選択しない施設は近年増加しつ

つあるが，手術自体が本当に妊孕能を低下させ得るか否かはさらに詳細な検討が必要である．感染や破裂の危険性

がある状態で無理にARTを行うよりは，術前の受精卵凍結も考慮しながら手術適応を遵守した上で愛護的な手術

を施行する方が，妊娠環境として望ましい場合も少なくはない．

　当科では1993年から腹腔鏡手術を導入し，2012年まで約11，777件の手術を施行した．そして不妊症例に対する

腹腔鏡下妊孕能温存手術の術後妊娠率は，術式によらず40％前後の妊娠率を得ている．本講演では，治療法の選

択に苦慮する子宮内膜症と着床障害の原因となり得る子宮筋腫を中心に，腹腔鏡手術の手術手技や手術適応を提示

し，術後の卵巣機能の評価と手術の介入時期を考慮した治療指針の提案を行いたい．

　近年，女性のライフスタイルの変化により晩婚化・少子化が急速に進んでおり，不妊症の治療は国策としても喫

緊の課題である．生殖補助医療と腹腔鏡手術は完全に独立した治療ではなく，互いに補完しあう治療法として考え

るべきである．

略　歴

1991年3月　順天堂大学医学部卒業

1991年6月　順天堂大学医学部産婦人科　入局

1994年7月　　　　同　　上　　　　　　助手　就任

2003年1月　　　　同　　上　　　　　　臨床講師　就任

2007年4月　　　　同　　上　　　　　　准教授　就任

学会役職：日本産科婦人科内視鏡学会幹事長，代議員

日本産科婦人科学会代議員専門分野：生殖内分泌，ホルモン依存性疾患（子宮内膜症，子宮筋腫）
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「生殖機能における酸化ストレスとその対応」

S4－1．精索静脈瘤と酸化ストレス

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

　酸化ストレス（oxidative　stress：OS）は男性不妊症を来たす多くの疾患に異なった割合で関与する．精索静脈

瘤は精巣の温度上昇や低酸素をきたし，OSが多いに関与する疾患である．精液を用いた検討にて精索静脈瘤患者

ではreactive　oxygen　species（ROS）の増加により精子機能が低下するという多くの報告があるが，精液中と精

巣内のOSはその発生機序や病態は全く異なる．精巣内OSは精巣サンプルが採取困難なためその解析が遅れてい

る．1）ヒト精巣生検サンプルを用い，4－hydroxy－2－nonenal（4－HNE）modified　proteinの発現を検討すること

により精巣内OSの評価を行い，精索静脈瘤によるOSが充進する一方で，　HO－1やVEGFの発現といった防御機

構も充進していることを報告した．4－HNEによるmodificationを受ける分子としてp53やアルブミンが含まれる

ことを見出し，OSの造精機能への影響を分子レベルで解析を行っている（倫理委員会承認済み）．2）精索静脈瘤

患者に対しビタミンCおよびEを用いた抗酸化療法を施行したところ，無治療群に比べ精子濃度および運動率の

有意な改善を認めた（手術群を入れると有意差なし）．抗酸化療法のARTの成績における検討を行っている．3）

陰嚢深部温測定による精巣の温度上昇が精巣内OSと相関し，非侵襲的に精巣内OSが評価可能なことを報告し

た．男性不妊外来において精索静脈瘤や他の異常を認めず，陰嚢深部温の上昇のみを認めるケースが少なからず存

在する．つまり精巣温度異常症≒精巣内OS充進という疾患概念の可能性が見出され，24時間精巣温度測定器の

開発および病態に応じた抗酸化療法の検討を行っている．参考文献Shiraishi　K．　Pathophysiology　of　varicocele　in

the　era　of　assisted　reproductive　technology．　Int　J　Urol　19：538－550：2012　Shiraishi　K．　Heat　and　oxidative

stress　in　the　germ　line．　In：Studies　on　Men’s　Health　and　Fertility，　edited　by　Agarwal　A，　Aitken　J，　Alvarez　J　PP

149－178，Springer　2012
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2004年～：Iowa大学薬理学，　Children’s　Hospital　of　lowa泌尿器科

2009年～：山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野

2013年　：Cornell大学，　Rush大学泌尿器科（米国泌尿器科学会／日本泌尿器科学会　Exchange　Scholar）
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男性不妊症，性機能障害，小児泌尿器科，血液透析，内分泌外科，マイクロサージェリー，鏡視下手術（日本泌尿

器科学会専門医・指導医，日本透析医学会専門医・指導医，日本生殖医学会生殖医療専門医，日本がん治療認定医

機構がん治療認定医，日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡技術認定医，日本内視鏡外科学会腹腔鏡技術認定医，日本性機

能学会専門医，日本内分泌外科学会専門医，日本小児泌尿器科学会専門医）
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「生殖機能における酸化ストレスとその対応」

S4－2．テストステロンと酸化ストレス

宮川　　康，惣田　哲次，竹澤健太郎，木内　　寛，高尾　徹也，辻村

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

晃，野々村祝夫

　男性生殖機能におけるテストステロンの役割は造精機能，特に半数体以降の精子形成期に果たす役割や射精や性

欲といった性機能に対する古典的役割はいうに及ばず，最近では男性の心血管・代謝機能や高次中枢神経機能にも

重要な役割を果たしていることが明らかにされつつある．さらに，最近，先進諸国では内臓脂肪蓄積に脂質異常症

（動脈硬化惹起性リポタンパク異常），高血圧耐糖能異常（インスリン抵抗性）を合わせもつ生活習慣病であるメ

タボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）と男性性腺機能低下症（男性不妊症・低テストステロン症）との関連

が注目されるようになっている．しかしながら，日本人での男性性腺機能低下症とメタボリックシンドロームの関

係性については未だに報告は少ない．我々は，大阪大学保健センターで検診を受けた30歳以上63歳以下の健常男

性1154名を対象として，各メタボリック因子と総テストステロン値（TT値）との関連を検討した．その結果，

メタボ因子が増えれば，TT値が低下する傾向があること，逆にTT値が低下すれば，各メタボ因子保有の危険度

が増すことが示唆された．統計学的には，TT値の1SD低下に伴う各メタボ因子のオッズ比（95％CI）は，内蔵

脂肪蓄積（腹囲85cm以上）では1．9（1．6－2．1），高lfrL圧（130／85mmHg以h）では1．5（1．3－1．7），高脂血症（TGI50

mg／dl以上／HDLコレステロール40mg／dl未満）では1．8（1．5－2．1），高血糖（FBSIIOmg／dl以lt）では1．9（1．3－

2．7）であった．さらに，年齢調整後，TT値を5群に階層化し，　TT値6．8ng／ml以上の群をreferenceとした場合，

各群におけるメタボリックシンドロームの危険度はTT低下に伴い有意に段階的に増加することが判明した．こ

の，我々の横断的研究結果は，健常日本人を対象におけるテストステロンとメタボリック因子の有意かつ密接な関

連性を確定したものと考えられる．一方，男性不妊症とメタボリック因子の関連性も散発ながら報告が相次いでい

る．注目すべきは男性肥満が体外受精などの成績にも悪影響が示されていることである．そのメカニズムとして酸

化ストレスの生殖臓器障害が推測されている．本講演では国内外の基礎的，臨床的エビデンスを供覧するとともに，

メタボ対策の男性不妊治療への応用を考察する．

略　歴
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大阪大学医学部医学科卒業

米国NIH留学

国立大阪病院泌尿器科医員

米国クリーブランドクリニック留学

大阪大学大学院医学系研究科助教

大阪大学大学院医学系研究科講師



110（242） 日生殖医会誌58巻4号

シンポジウム4

「生殖機能における酸化ストレスとその対応」

S4－3．加齢に伴う卵の質の低下と酸化ストレスの関与

五十嵐秀樹，高橋　俊文，

山形大学医学部産科婦人科

倉智　博久

　高齢不妊症患者のART治療成績は不良である．高齢不妊症患者では胚発育が悪化し，卵の染色体異常も増加す

ることから妊娠率が低下し，流産率は増加するため，生産率は著しく低ドする．これは加齢による“卵の質”の低

下に起因するが，詳細な分子メカニズムは不明である．酸化ストレスは細胞内で小胞体（ER），ミトコンドリア

（Mt），脂質，蛋白質，　DNAなどを障害し，細胞の機能不全を惹起することから，卵子でも加齢の一因と考えられ

ている．そこで我々はマウスを用い，母体加齢卵と胚発生異常・染色体異常の増加など多くの共通点を有する排卵

後加齢卵（排卵後，直ちに受精に至らず，長時間卵管内に留まった卵）を加齢卵モデルとし，卵の加齢に伴うER，

Mt機能の変化，酸化ストレスの卵加齢への関与を検討した．1．　ER機能の検討では加齢卵では新鮮卵（排卵直後

の卵）と比較して，1）ERでの細胞内カルシウム制御機能が低下すること，2）その結果，受精・胚発育に必須で

あるカルシウムオシレーションのパターンが変化すること，が明らかとなった．2．MT機能の検討では加齢卵で

は新鮮卵と比較して，1）膜電位が低下していること，2）卵の呼吸量が低下していること，3）mtDNAの複製・

転写制御・安定性に関与するMitochondrial　transcription　factor　Aの発現が低下していること，4）受精卵の細胞

内ATP量が低値であること，5）カルシウムオシレーションに伴って起こる細胞内ATP産生が抑制されること，

が明らかとなった．3．酸化ストレスの卵加齢への関与の検討では，1）加齢卵では新鮮卵と比較して脂質膜の酸化

は充進していること，2）新鮮卵への酸化ストレスがカルシウムオシレーションを加齢卵と同様なパターンに変化

させ，胚発育を悪化させること，が明らかとなった．以上の結果から，加齢卵の胚発生異常のメカニズムの一因は

以下のように想定される．1）排卵後の酸化ストレスによりER，　Mt機能が低下し，卵の質が低下する．2）Mt機

能低下によりATP産生の低下が起こり，これに加えてカルシウムオシレーションのパターンが変化することによ

り胚発育が悪化する．本講演では上記の我々のデータに加えて，現在検討されている卵の加齢を克服するための種々

のアプローチに関しても紹介するとともに，高齢不妊症患者治療の今後の展望についても概説する予定である．

略　歴

1993年3月

1997年3月

2002年8月

2006年2月

2007年7月

2009年4月

2011年4月

山形大学医学部医学科卒業

山形大学大学院医学研究科卒業

研究テーマ「卵の加齢によるカルシウムオシレーションの変化」

山形大学医学部　産科婦人科学講座　助手

米国ペンシルベニア大学　博士研究員　Department　of　Biology，　Richard　M　Schultz　Lab．

研究テーマ「カルシウムオシレーションへの卵由来PLCbetalの役割」

山形大学医学部　産科婦人科学講座　助教

日本生殖医学会生殖医療専門医

山形大学医学部　学内講師
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● S4－4．体外受精不成功例に対するメラトニン投与の治療成績

高崎　彰久

済生会下関総合病院産婦人科

●

■

●

【目的】良好な卵が採取できず体外受精不成功となる症例をしばしば経験するが，卵の質を改善させる有効な方法

は確立されていない．松果体ホルモンであるメラトニン（M）は，明暗刺激で分泌が調節されている中枢神経系ホ

ルモンであるが，近年，Mは，活性酸素を消去する強力なラジカル・スキャベンジャーとしての役割が注目され

ている．我々は，Mが卵胞内で卵と穎粒膜細胞を酸化ストレスから保護していること，さらに，受精障害による

体外受精不成功例に対するM投与は，卵胞内の酸化ストレスを減少させ受精率を改善させることを示してきた．

現在，我々の施設では，体外受精不成功例に対し，次回はM投与のうえで体外受精を行っているので，その治療

成績を報告する．【方法】対象は，1998年から2013年の間に，M投与を行った229症例で，前月経周期の月経5

日目より治療周期採卵日の前日まで連日M錠（3　mg／日，22：00服用）を内服した．　M投与は当院の倫理委員会

の承認と充分なICの元に行った．前回の不成功に終わった治療周期（C周期）とM投与周期（M周期）の治療

成績を比較した．【成績】（1）周期あたりの平均発育卵胞数採卵数および成熟卵数には差は認められなかったが，

採卵率（C周期：935／1382（67．7％），M周期：1011／1313（77．0％）），成熟卵採卵率（ICSI）（C周期：290／619

（46．8％），M周期：415／767（54．1％）），受精率（C周期：352／935（37．6％），　M周期：476／1011（47．1％）），良好

胚率（良好胚数／受精卵数）（C周期：113／352（32．1％），M周期：217／476（45．6％）），胚盤胞到達率（C周期：36

／154（23．4％），M周期：106／248（42．7％））は，　M周期で有意に高値を示した．また，　M周期において38例の臨

床的妊娠を認めた．（2）M投与が，どのような症例に特に有用かを検討した．採卵率く50％（52例），成熟卵採卵

率く34％（38例），受精率く50％（65例），良好胚率く50％（105例），胚盤胞到達率く50％（34例）の基準で改

善率をみると，それぞれ76．9％，71．1％，62．8％，31．4％，20．6％であり，採卵率が悪い症例において最も効果的で

あった．【結論】M投与により，発育卵胞数の増加は認められなかったが，発育卵胞の卵胞内環境の改善やHCG

投与後の卵胞内の卵成熟環境を改善させ卵子の質を改善させることにより，良好卵と良好胚が得られたと考えられ

る．体外受精不成功例においても，M投与は試みられるべき治療法であり，特に採卵率が50％未満の症例に有用

であると思われた．

●

略　歴

1984年4月～

1985年7月～

1986年7月～

1986年12月～

1987年4月～

1990年4月～

1990年7月～

山口大学産科婦人科

済生会下関総合病院産婦人科

済生会下関総合病院麻酔科

徳山中央病院産婦人科

山口大学医学部産科婦人科学講座大学院

山口大学医学部産科婦人科

済生会下関総合病院産婦人科　現在に至る
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「病態に基づく子宮内膜症の治療戦略」

S5－1．子宮内膜症による局所炎症が卵巣予備能に与える影響 ●

北島　道夫，カーンカレク，今村亜紗子，松本亜由美，井上　統夫，平木　宏一，

Anne　Van　Langendonkt，　Marie－Madeleine　Dolmans，　Jacques　Donnez，三浦　清徳

増崎　英明

長崎大学医学部産科婦人科
●

【目的】子宮内膜症を合併する不妊症の病態は多岐にわたり，その機序は必ずしも明らかでない．慢性炎症性疾患

である子宮内膜症では，卵巣病変の形成と周囲の炎症性骨盤内環境により，卵巣機能が障害されている可能性があ

る．今回，卵巣チョコレート嚢胞を有する卵巣皮質の組織構造と初期卵胞の形態解析を行い，卵巣チョコレート嚢

胞が卵巣予備能に与える影響を検討した．【方法】両側あるいは片側卵巣チョコレート嚢胞を有する40才未満の女

性で，インフォームド・コンセントを得て，チョコレート嚢胞を有する卵巣（E群）あるいは対側の嚢胞のない卵

巣の皮質（C群）の一部を生検した．切除組織はプアン固定し，5μmの連続切片を作成し50μmおきにHE染色を

行った．皮質における顕微鏡的微小内膜症病変の有無とその周期組織に与える影響をマッソントリクローム染色に

より検討した．周囲穎粒膜細胞が2－3層程度の2次卵胞までの初期卵胞の単位体積あたりの数，穎粒膜細胞の形態

による発育度の評価し，卵胞卵子および核の直径を測定した．PCNAおよびcaspase3の免疫組織染色により願

粒膜細胞の増殖性と卵胞のアポトーシスの有無を検討した．【成績】初期卵胞は卵巣白膜下に帯状に存在する密な

皮質間質に巣状に存在した．卵胞密度は，C群に比較してE群で有意に低下していた．　E群の卵巣皮質では線維

化とともに皮質問質の消失が認められ，それらは卵胞密度の低下と有意に相関していた．卵巣皮質表層には顕微鏡

的微小内膜症病変が存在し，その周囲では出血と線維化，炎症細胞浸潤を伴っていた．初期卵胞のなかで，形態的

に閉鎖卵胞と判定された卵胞がE群で有意に多く，また，原始卵胞の比率が有意に低下していた．卵胞および卵

子の直径はE群で有意に低下していた．E群ではPCNA陽性の穎粒膜細胞を有する卵胞の比率が高く，閉鎖卵胞

では卵細胞質にcaspase3の局在が認められた．【結論】子宮内膜症は，正常卵巣皮質の組織構築を変容させ，初期

卵胞の恒常性に影響を与える．その機序のひとつとして，皮質に存在する原始卵胞のリクルートメントが元進し，

一・方で閉鎖卵胞が増加することにより，初期卵胞の減少が加速していることが推察された．子宮内膜症では，慢性

炎症による局所的な卵胞数の減少により，卵巣予備能の低下をきたしている可能性があり，早期の治療介入が妊孕

性の温存に有効であると考えられた．

●

●

略　歴

長崎大学病院　産婦人科　講師

1996

同年

2004

同年

2009

2011

熊本大学医学部卒業

長崎大学医学部産婦人科　医員

医学博士（長崎大学）

長崎大学医学部歯学部附属病院　産婦人科　助教

ルーヴァンカソリック大学サンリュック病院婦人科　客員研究員

長崎大学病院　産婦人科　講師

●
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シンポジウム5

「病態に基づく子宮内膜症の治療戦略」

S5－2．挙児希望女性の卵巣チョコレート嚢胞へのmanagement　plan～不妊治療に

　　　　つなげるための腹腔鏡下手術と術後プラン～

太田　啓明，安藤　正明，高野みずき，海老沢桂子，藤原　和子，黒十　升蔵

羽田　智則，金尾　祐之，本山　洋明

倉敷成人病センター産科婦人科

【目的】

卵巣チョコレート嚢胞は子宮内膜症婦人の55％に合併し，腹腔鏡手術による嚢胞摘出術は卵巣機能低下の報告が

ある，さらに術後は3－4年後に30－45％再発するとされ反復手術によるさらなる卵巣機能への影響が危惧される．

しかし，一方で卵巣チョコレート嚢胞存在自体による妊娠率の低下や癌化の問題も懸念され，これらを考慮して手

術の適応やタイミングを図ることが重要である．今回我々は術後の再発率と術後薬物療法の効果術後の妊娠率に

関して調査し，妊孕能を温存しつつ不妊治療につなげる卵巣チョコレート嚢胞の治療方針について考察した．

【方法】

対象は2008年から2012年の5年間に当院で院内倫理委員会の承認及びインフォームドコンセントを得て腹腔鏡下

卵巣チョコレート嚢胞摘出術をおこなった675例（33．4±5．72歳）と同時期に卵巣チョコレート嚢胞存在下で手術

療法をせずに体外受精を行った21例とした．術後ジエノゲスト投与群2mg：95例，1mg：36例，術後LEP（Low－

dose　estrogen　progestins）投与群：164例と術後療法なし群370例の4群として，術後卵巣チョコレート嚢胞の

累積再発率をKaplan－Meier法で解析し，　Log－rank検定を行った．また，術後直ちに挙児希望した165例に対し，

その妊娠法別累積妊娠率をKaplan－Meier法で解析し，特に術後ARTを施行した23例と上記非手術群を比較対

象として，多項ロジスティック回帰分析を行い，x二乗検定にて妊娠に影響する因子を検討した．

【成績】

術後4年後の卵巣チョコレート嚢胞の累積再発率は術後なし群で62％，術後LEP投与群で23％，術後ジエノゲス

ト2mg投与群で5％であった．また術後の累積妊娠率は自然妊娠群で57％，一・般不妊治療群で68％，　ART群で

92％であった．ART妊娠群においては多項ロジスティック回帰分析の結果，妊娠に影響する因子は年齢と卵巣嚢

胞の偏在性（両側）であった．（P＜0．001）同対象群において，両側卵巣嚢胞を有する場合は切除術を行うと妊娠

率は有意に上昇していた．（P＜O．05．OR＝2．49）

【結論】

卵巣チョコレート嚢胞術後はLEPやDNGを長期投与することでその再発を抑制でき，術後1年以内に自然妊娠

しない場合は速やかに不妊治療を導入するべきと思われた．またARTの妊娠率には，卵巣嚢腫摘出による手術侵

襲よりも両側卵巣病変の存在と年齢が深く関与し，卵巣機能温存に細心の注意を払った方法での手術療法も考慮す

べきと思われた．

略　歴

1999年

2005年

2006年

2009年

日本大学医学部卒業，日本大学産婦人科学教室入局

日本大学大学院発生生殖学卒業，医学博士

倉敷成人病センター医員

同医長

資格；

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
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学会；

日本産科婦人科内視鏡学会幹事・評議員

賞与；

2007年・2012年

2009年

2010年

2013年

日本産科婦人科内視鏡学会　学会賞（ビデオ部門）

日本内視鏡学会外科カールストルッ賞

European　Society　for　Gynaecological　Endoscopy　（ESGE）

日本エンドメトリオーシス学会演題発表賞（臨床部門）

“

Lilo　Mettler　Prize”
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シンポジウム5

「病態に基づく子宮内膜症の治療戦略」

S5－3．卵巣予備能を低下させないチョコレート嚢胞への対応

岩瀬　　明，杉田　敦子，

森　　正彦，大須賀智子，

後藤　真紀，吉川　史隆

名古屋大学医学部産婦人科

田中　千晴，邨瀬　智彦，加藤　奈緒齋藤　　愛，
近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，高橋　秀憲，

　子宮内膜症性卵巣嚢胞（チョコレート嚢胞）に対する嚢胞摘出術は卵巣予備能にダメージを及ぼし得る．不妊症

合併の多い子宮内膜症において，このことは大きなジレンマとなる．卵巣予備能マーカーとして近年注目されてい

る抗ミュラー管ホルモン（anti－Mullerian　hormone；AMH）は，年齢との相関がリニアで，体外受精の採卵数と

も良く相関することが知られている．我々は，施設内倫理委員会の承認とインフォームドコンセントのもと術前，

術後1か月の血清AMH値を測定し，チョコレート嚢胞摘出術により血清AMH値が低下すること，特に両側手術

症例，rASRMスコアが高値の症例で顕著に低下する傾向を見出した（Iwase　A　et　al．　Fertil　Steril　2010，　Hirokawa

Wet　al．　Hum　Reprod　2011）．さらに手術1年後の血清AMH値の検討では，手術1か月後の値よりさらに低下す

る症例（n＝　19）と一部回復する症例（n＝20）がみとめられた．摘出標本中の卵胞数10未満と10以上の2群に

分けて検討を行ったところ，術後1カ月のAMH値は，摘出卵胞数が多い群で低値になる傾向をみとめたが，術後

1年のAMH値は，両群でほぼ同等であった（Sugita　A　et　al．　Fertil　Steril　2013）．チョコレート嚢胞術後の卵巣予

備能の低下を引き起こす原因としては，手術による卵巣皮質の切除，卵巣血流の低下，炎症などの術後変化が考え

られている．我々の結果は，短期的な卵巣予備能（血清AMH）低下は，手術による卵胞数減少に起因する側面が

あり，発育卵胞コホートの再構築により血清AMHは回復しうること，卵胞コホートの再構築を阻害する術後変化

が，持続的な卵巣予備能低下の原因になっている可能性を示唆している．一方，チョコレ・一ト嚢胞の存在そのもの

が卵巣予備能に及ぼす影響については，血清AMH値に関する限りは否定的な見解が出されているが（Streuli　I　et

al．　Hum　Reprod　2012），質的な影響に関しては議論の余地が残されている．本発表では，臨床研究・基礎研究のデー

タから卵胞の量・質への影響を最小限にするチョコレート嚢胞への対応について考察したい．

略　歴

1995年

1995年

1997年

2001年

2003年

2007年

2012年

名古屋大学医学部卒業

春日井市民病院

名古屋大学大学院入学

コーネル大学Weill　Medical　College石ヲf究員

名古屋大学医学部附属病院産婦人科　助手

名古屋大学医学部附属病院周産母子センター　講師

名占屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　准教授
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シンポジウム5

「病態に基づく子宮内膜症の治療戦略」

S5－4．子宮内膜症治療が卵巣予備再生に与える影響一日産婦生殖内分泌委員会小

　　　　委員会調査結果より一

岩佐　弘一・，久保田俊郎，原田

林邦彦北脇城
京都府立医科大学産婦人科

省，峯岸　　敬，百枝　幹雄，森本　義晴，

【緒言】子宮内膜症性卵巣嚢胞（嚢胞）に対する外科治療が卵巣予備能および妊孕能を低下させることが懸念され

ている．そこで，日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会の平成23～24年度研究として行われた「本邦における

子宮内膜症治療が妊孕能に与える影響に関する検討小委員会」の成績について報告する．【方法】日産婦生殖補助

医療実施登録全579施設にアンケート調査を依頼し，集積した資料を統計解析した．調査対象は，A．機能性不妊，

B．嚢胞合併例，およびC．嚢胞既往例の3群とした．Bの嚢胞合併とは，今回のIVF－ETに際し嚢胞を有してい

た例に該当し，再発例も含めた．Cの嚢胞既往とは，過去に嚢胞を有していたが，今回のIVF－ETに際し，薬物

療法，手術，自然治癒などにより嚢胞が消失していた例とした．登録例は25～40歳で，月経周期を有し，男性因

子による不妊ではない例とした．FSH基礎値，胞状卵胞数（AFC），抗ミュラー管ホルモン（AMH），　FSH使用

量，採卵数，受精卵数，良好胚率，臨床妊娠率，胚移植あたり妊娠率，流産率を評価項目とした．【成績】94施設

（16．5％）から計5，124例の回答を得た．機能性不妊群4，007例，嚢胞合併群675例，嚢胞既往群442例であった．

B群ではクロミフェン法による排卵刺激の割合が有意に高かった．採卵数影響する因子は，A群においては年齢，

FSH使用量，　AFC，　AMHであり，　B群では嚢胞の最大径，　AFC，　AMHであった．嚢胞の合併あるいは既往に

より有意に卵巣予備能低下を認めた．無処置の嚢胞の存在の時点で既に卵巣予備能は低下しており，この低下は嚢

胞径40mm以上および両側発生の2要因が重複することによりさらに顕著となった．また，嚢胞に外科処置を行

うことでさらに卵巣予備能は低下した．嚢胞合併およびその外科治療により採卵数受精卵数も滅少したが，それ

以降の良好胚率，胚移植数，臨床妊娠率，胚移植あたり妊娠率，流産率は各群間に有意差を認めなかった．【結論】

嚢胞合併自体およびその外科治療により卵巣予備能は低下するが，卵巣予備能が低下してもIVF－ETによる妊娠

成績は下がらないことから，嚢胞合併は卵の質や着床には悪影響を与えないことが示された．嚢胞への外科処置に

よる予備能低下が懸念されるが，外科処置を行うか保存的にARTに移行するかについてはさらなる検討を要す
る．
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● S6－1．母性内科から見た抗リン脂質抗体関連不育症

村島　温子

国立成育医療研究センター母性医療診療部
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●

●

【背景】抗リン脂質抗体症候群（APS）合併妊娠では低容量アスピリンとヘパリンの併用が標準的治療であるが，

これだけでは良好な結果が得られない症例にしばしば遭遇する．【目的】標準的治療では良好な結果が得られない

症例の予測方法ならびに治療方法について探索する．【方法】当院が開設されてから約ll年間に経験した国際診断

基準を満たすAPS合併妊娠症例ならびに偶発的抗リン脂質抗体陽性妊娠症例について診療録を後ろ向きに調査し

た．標準的治療を行いながらも早死産子宮内胎児発育不全，妊娠高血圧症候群合併を生じた症例を治療抵抗群，

そうでないものを治療反応群としてわけて，それぞれの臨床症状ならびに抗リン脂質抗体のプロフィールを比較し

た．抗リン脂質抗体はLAC，β2GPI依存性抗カルジオライピン抗体，抗カルジオライピン抗体（lgG／M），一部の

症例ではホスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン（PS／PT）抗体（lgG／M）を測定した．また，治療抵抗

症例において妊娠初期に大量ガンマグロブリン療法（IVIG）を行い，抗リン脂質抗体価の変動をみるとともに治

療効果を評価した．【結果】APS合併妊娠は18症例，23妊娠であった．このうち治療反応群は7症例（原発性4

例），治療抵抗例は11症例（原発性4例）であった．治療抵抗群では血栓症の既往，LACならびにPS／PT抗体が

陽性である例が多かった．β2GPI依存性抗カルジオライピン抗体も高値陽性の傾向があった．治療抵抗症例のうち

5症例に対して次回妊娠時にIVIGを追加し，良好な結果を得た．　IVIG後は抗リン脂質抗体の低下傾向が認められ

た．偶発性抗リン脂質抗体陽性妊娠例については現在検討中である．【考察】抗リン脂質抗体は易血栓性の招来だ

けでなく，妊娠初期の絨毛組織の発達を阻害すると考えられている．実際抗凝固作用を中心とした標準的治療法

だけでは不十分な症例がある．抗体のプロフィールならびに既往歴から治療反応性を予測し，その病態にあった治

療方針をたてていくことができるようになればAPS合併妊娠の成績はさらに向上すると考える．一方，自己免疫

疾患合併妊娠を多く診療している母性内科では偶発的抗リン脂質抗体陽性妊娠も数多く経験し，その多くは抗凝固

療法を必要としないことを実感しているが，その観点から整理し，呈示したい．
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S6－2．抗リン脂質抗体陽性者の妊娠管理 ■

出口　雅士，前澤　陽子，篠崎奈々絵，谷村　憲司，蝦名　康彦，山田　秀人

神戸大学医学部産科婦人科

神戸大学病院で管理した抗リン脂質抗体（aPL）陽性患者の治療内容と妊娠帰結等を後方視的に検討した．

【不育症とaPL】

過去4年間に不育外来を受診した反復・習慣流産患者191人を対象とし，aPL　7種類（aPE　IgG／lgM，　aCL　IgG／

IgM，　aCLβ2GPI　IgG，　LAC，　aPS／PT　IgG）を測定した．陽性率（重複有り）は高い順に，　aPE　IgM　28、3％，　aPE

IgG　9．4％，　aCLβ2GPI　lgG　6．3％，　aCL　lgG　5．8％，　aCL　IgM　4．7％，　LAC　3．7％であった．抗リン脂質抗体症候群（APS）

診断基準に含まれるaPL（aCL　IgG／lgM，　aCLβ2GPI　IgG，　LAC）陽性の患者は28人（14．7％）であった．　aPE

単独陽性群，APS診断基準aPL　1種陽性群，同aPL　2種以上陽性群に分類し検討したところ，既往流死産時期は，

aPL　2種以上陽性群が妊娠11．6±1．8週（M±SD）で，1種陽性群の8．0±0．5週に比べて流死産週数が高かった．

【APS診断基ge　aPLが陽性の患者の治療と妊娠帰結】

不育症aPL陽性患者の18妊娠，および不育症以外のaPL陽性患者の20妊娠を合わせた38妊娠（SLE群13，原

発性APS群9，非APS群16妊娠）の治療と妊娠帰結を調べた．低用量アスピリン（LDA）単独ないしヘパリン

（H）単独療法10妊娠LDA＋H併用療法18妊娠LDA＋H＋大量免疫グロブリン（HIVIg）併用療法が8妊娠

であった．HIVIgは倫理委員会承認と同意のもと実施した．2例は紹介時期の要因で無治療であった．胎児染色体

異常による流産帰結が3例あり，それを除いた35妊娠中28例（80．0％）で生児を得た．生児を得た28例では，

分娩週数は非APS群38．4±0．3週原発性APS群362±1．4週，　SLE群33．1±1．0週で，非APS群に比べSLE群

では早産が有意に多く，原発性APS群でも多い傾向にあった．早産原因として，　PIH，血小板減少，胎児機能不

全，SLE増悪が関係しており，　SLEや原発性APS合併妊娠では慎重な妊娠管理が必要である．

治療方法別の生児獲得率は，LDA／H単独66．7％，　LDA＋H　94．1％，　LDH＋H＋HIVIg　71．4％であった．　LDA／H

単独療法では生児獲得率が低い傾向があった．生児獲得例の分娩週数は，LDA／H単独38．3±O．9週LDA＋H37．0±

0．6週に比べてLDH＋H＋HIVIgでは33．2±0．7週と有意に低かった．　HIVIg療法がLDA＋H抵抗性の症例に実施

された背景が関係したと考えられる．
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S6－3．不育症診療におけるNK細胞の関与とその適正化

福井　淳史

弘前大学医学部産科婦人科

　末梢血，子宮内膜に存在するNK細胞は妊娠の成立，維持において重要な役割を果たしていると考えられ，　NK

細胞を局所的，全身的に制御することは妊娠の成功ために必須のことであると考えられる．細胞傷害性リンパ球の

一
種であるNK細胞は，末梢血そして子宮内膜，脱落膜にも存在し，子宮における免疫機構の維持に重要な機能を

果たしている．こと妊娠初期脱落膜中のNK細胞は，脱落膜リンパ球の実に70％を占め，これらの機能分担，機

能発現の異常は，不妊や流産さらには妊娠高血圧症候群（PIH）を引き起こすことが次第に明らかにされてきてい

る．我々はこれまで体外受精・胚移植（IVF－ET）において，子宮内膜NK細胞の状態がその後の妊娠成績に影響

を与えること，不育症においてNK細胞に発現するNatural　Cytotoxicity　Receptor（NCR）やNK細胞産生サイ

トカインが変化することなどより，妊娠の成立および維持において免疫機構，とりわけNK細胞の機能分担と機能

発現の適正化が重要であることを示してきた．さてNCRの一つであるNKp46はNK細胞におけるサイトカイン

産生と関連していることが示唆されている．我々はNKp46弱陽性細胞（NKp46dim細胞），　NKp46強陽性細胞（NKp

46b「ight細胞）ともにサイトカイン産生NK細胞であることを明らかにし，　NK細胞のうち子宮内膜CD56b「ight／

NKp46b「ight　NK細胞がIFN－y．　TNF一α，　IL－4，　IL－10などのサイトカインを最も多く産生していることを示した．

NCRとNK細胞サイトカイン産生とをつなぐ鍵となる細胞として最近IL－22を産生するNK細胞（NK22）細胞が

注目されてきている．我々はNK細胞におけるIL－22の発現の違いによりNK細胞サイトカイン産生が異なること

を明らかにした．これらNK細胞の異常は治療しうるのであろうか？薬物によるNK細胞構成比率の正常化およ

び免疫状態正常化を目的として，NK細胞活性が高値あるいはNK細胞の構成比率の異常が見られる不育症患者に

対し同意を得て妊娠成立時から4週間毎にγグロブリンを投与した．その結果NK細胞活性は有意に低下し，現在

までに本法を施行した16例中での妊娠継続率は75％（12／16）であり，染色体異常妊娠を除いた妊娠継続率は92．3％

（12／13）である．本シンポジウムでは私どもの得た知見をもとにNK細胞からみた不育症に対するアプローチを紹

介したい．
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S6－4．原因不明不育症における遺伝子の関与

北折　珠央，林　　裕子，水谷　栄太，尾崎　康彦，鈴森　伸宏，杉浦　真弓

名古屋市立大学大学院医学研究科

　不育症の原因は抗リン脂質抗体，夫婦の染色体異常，子宮奇形があげられるが，これまで半分以上は原因不明と

されてきた．胎児染色体異常は散発流産の原因の50～70％を占めるが，反復流産の原因として認識されていなかっ

た．しかし我々の胎児染色体異常を系統検査の一つとして調べた不育症482例の検討では胎児染色体異常が41％

を占め，真の原因不明は25％に限られた．この真の原因不明不育症には遺伝子多型が関与している可能性がある．

原因不明不育症患者において50種類以上の遺伝子多型が報告されている．その中で再現性がありメタアナリシス

によって関与が肯定的なものはLeiden変異とProthrombin変異であるがこれらはアジア人には見られない．私た

ちはAnnexin　A5遺伝子の6種類の変異について横断研究を行い，流産の危険因子であることを確認した．しか

し，オッズ比は2．0未満であり，前方視的コホート研究ではリスクアレルを持つ患者と持たない患者の生児獲得率

の差は全くなく，臨床的な影響を持たないことがわかった．MTHFRとeNOS遺伝子多型に関しても追試し反復

流産と関与しないことを確認した．2011年に報告された奈良変異については現在不育症患者で存在するか確認中

である．原因不明不育症では染色体正常流産を繰り返すことが多いが，染色体異常流産を繰り返す例もある．染色

体不分離に関与するSYCP3遺伝子変異が2009年に習慣流産患者に発見されたが，私たちの検討では，同じ変異

が患者と対照に1例つつ見つかり，患者の過去2回の胎児染色体は正常だったことからSYCP3変異は胎児異常流

産を起こす変異ではないことが明らかになった．リスクアレルは単独で流産の原因とはなることはなく，多数のリ

スクアレルと生活習慣や子宮内環境などの影響が合わさって，流産の原因となり得るのではないかと考えている．

原因不明不育症において遺伝子変異はまだ研究の余地が多い分野である．
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S7－1．我が国のReproductive　Health／Rightsの現状と高齢不妊カップルの治療上

　　　　の問題点

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

　我が国は急速な少子高齢化の一途である．特殊合計出生率は1．36でここ数年やや上昇傾向はあるものの，出生

児数は103万人と減少している．この傾向は1985年の男女雇用均等法以降にはじまる．カップルの希望の児の数

は2．34人であるのに対して，実際にはこの数値には達していない．このことからも，本邦におけるReproductive

Healthは健全な状態にあるとはいえない．この要因にはいろいろあるが，本邦における妊娠に関わる知識の習得

不足も要因の一つと考えられる（Bunting　L，　Hum　Reprod　28；385，2013）．このような状況において，不妊治療数

は増加しているが，生殖補助医療の治療に関しては，2007年のARTの治療からは，インターネットを用いた登録

を開始し，個々の症例において治療ごとに登録を行うことにより詳細に成績を分析できることになった．治療を受

ける症例の年齢分布からみると31歳から44歳にこの治療を受けている症例が多い．2007年から2010年4年間の

年齢別治療数の変遷を考察してみると，毎年この治療を受ける症例の年齢が高齢化している．40歳以上でこの治

療を選択する症例の全体に占める率は2007年が31．2％，2008年32．1％，2009年34．4％，2010年35．7％と年々高

齢化が進んでいる．総治療数も毎年2から3万治療周期増加していた．年齢の妊孕性への影響について2007年か

ら2010年4年間の生産分娩率を解析してみると，どの年も20歳代から32歳ぐらいまでは治療開始総数あたり約

20％の生産率となっており，32歳ぐらいから緩やかな低下を示し，30歳代後半にから急速に生産率は低下し，42

歳では5％を割っている．治療上の課題としては，L生殖補助医療治療件数の増加が著しい，2．治療患者の年齢

が高齢化している，3．高齢者は妊孕性が低下しているため，治療あたりの生産率が低い，4．費用対効果が低い，

5．妊娠後の流産等のリスクが高い，がありこれらについて論じたい．
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S7－2．老化卵子救済のための細胞質置換の新しい手技の開発一サイトカラシンB

　　　　とセンダイウイルスを用いない直接法一

田中　　温，田中威づみ，

セントマザー産婦人科医院

御木多美登伊熊慎一郎，永吉 基

【目的】近年のART治療患者の平均年齢は39歳という驚くべき高年齢に達している事が，日本産科婦人科学会の

約31万件の報告より判明した．ARTの成績では当然妊娠率は低下し，流産率が高くなる事態は避けられないとこ

ろである．高い流産率の原因としては，ほとんどが体細胞のトリソミーであり，その原因としては染色体の減数分

裂における発生異常が考えられる．このような染色体異常に対する有効な治療法として，我々は細胞質を取り替え

るM－II期置換を報告してきた．カリオプラストの融合方法では従来電気融合法を報告してきたが，今回は核置換

の確実性を高めるため，サイトカラシンBとセンダイウイルスを用いない直接顕微注入法の開発の結果について

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）を一晩培養し，　M－II期となったものを使用した．ノマルスキー微分干渉装置

下直視下でM－II染色体を見つけて，18pmの先端が平坦なガラスピペットで，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－II期卵子およびカリオプラストをHTFの中で30分間培養後，除核時の開口部

より直接細胞質内に注入する．注入後，120分間HTF培養液内で培養後，　ICSIを行なう．【結果】直接顕微注入

法による結果は，融合成功率：80．0％（8／10），受精率：75．0％（6／8），胚盤胞発生率：50．0％（4／8）であった．

また，サイトカラシンBを使用しないことにより卵子活性化の正常性が向上し，従来の方法より異常受精（第2

極体放出障害）を防ぐことができた．一方，条件が合わないと細胞膜が破れやすく，M－IIカリオプラストの除去

が困難となる等の問題が発生し，細胞膜を破ってドナー細胞質内にレシピエントカリオプラストを注入する技術に

は習熟が必要だと考えられる．【結論】対象とした卵子が体外成熟M－II期卵子であり，また症例数が少ないため

に，正確な胚発生率の評価が出来ず，新しい直接法及びセンダイウイルス法が従来の電気融合法よりも明らかに優

れているとは，現在のところでは言い難い．ただし，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．
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● S7－3．加齢が精子の質／男性生殖機能に及ぼす影響～射出精子の質の向上を目指し

　　　　て～

山崎　一恭，西山　博之，岩本　晃明

茨城県西南医療センター泌尿器科

　加齢に伴う卵子の質の低下および女性の妊孕性の低下は既に周知の事実となって久しいが，男性の生殖能力に対

する加齢の影響についてはまだ理解が進んでいるとは言えない．しかし精液量，精子運動率，正常形態精子の比率

は加齢に伴い低下することが示され，男性の生殖機能もやはり加齢の影響を受けることが明らかになってきつつあ

る．これらのメカニズムとして加齢によるDNA損傷等の関与が有力視されているがまだ決定的でなく，どのよう

な環境・内的因子が影響するのかについても諸説混在している．

　男性不妊症の原因として精索静脈瘤は最も頻度が高い疾患である．精索静脈瘤を有する患者では加齢とともに精

液所見が悪化する事が知られており，特に第二子不妊カップルにおいて精液所見の異常を認めた場合には，精索静

脈瘤が関与している事が多い．精索静脈瘤が不妊に関与する原因は諸説あるが，活性酸素によるDNA障害の可能

性が示唆されており，加齢による精液所見の悪化と同様の機序が関与している可能性がある．精索静脈瘤に対する

外科的治療の意義は，精液所見の改善と妊娠率の向上にある．精索静脈瘤根治術の効果は年齢と関係がなく，高齢

男性においても精液所見および妊娠率の改善につながる．さらにパートナーの年齢が35歳以上の場合でも精索静

脈瘤により自然妊娠率が高まりARTの回避に繋がる可能性が指摘されている．従って35歳以上の高齢カップル

においても女性パートナーが超高齢者でない限り，精索静脈瘤の手術適応は検討してみる価値があると我々は考え

ている．

　一般に，妊娠までの期間は男性の加齢，女性の加齢により相加的に延長するので，男女とも高齢なカップルに対

する不妊治療では残された時間を考慮し早期にARTを導入する場合が多い．　ARTの成績に対する男性の年齢や

精子の質の影響については，未だ一定の結論はない．しかし，通常のIVFで男性の加齢により妊娠に失敗するリ

スク比が高まるが，女性の年齢が高まるとリスク比はさらに高まるという報告や女性年齢が35歳以下であれば，

IVF／ICSIにおいて男性の年齢は妊娠率に影響しないという報告がある．今後の不妊カップルの高齢化時代では，

特に男性の加齢はARTを含めた不妊治療の成績にも影響を及ぼすと予想され，男性の精子の質の向上が不妊治療

の成績向上に重要であると思われる．
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S7－4．精子の老化とその対策 ●

小堀　善友，岡田　　弘

猫協医科大学越谷病院泌尿器科

　精子は卵（子）とちがい，加齢変化を受けることが比較的少ない事と言われている．このために，40歳以上の

カップルで児を授かりにくいのは，主に女性側の卵と子宮の加齢変化によるとされてきた．この背景には，卵は出

生後その幹細胞から更新されるのではなく，出生児にすでに卵巣中に存在していたものが，成熟・排卵されこれが

受精の対象となるという事がある．一方，精子は生涯を通じて，その幹細胞から新しく精子が産生され，順次更新

されて排精されるとの認識がある．さらに，他の動物種では起こらないことであるが，ヒトでは高齢雄（男性）と

かなり年齢の隔たりのある雌（女性）が挙児を試み，児を得ている事実があるため，精子の加齢変化は，これまで

問題とされてこなかった．しかし，近年精子の加齢変化に関する知見が，集積されてきている．本講演では，精子

形成の加齢変化と精子機能の加齢変化について概説する．精子形成の加齢変化は，精液検査上では，40歳頃から

精子運動率と精液量の減少として現れてくる．この傾向は，不妊外来患者と児のある男性（対照群）を比較すると，

前者により顕著に認められる．また，クラインフェルター症候群をモデルとしての検討では，精巣精子の回収率（精

巣での成熟精子の形成率）は，35歳を境に急速に低下することが知られている．精子機能の検討では，精子DNA

断片化率は正常対照群では加齢変化を受けにくいが，不妊患者群では著明に精子DNA断片化率の上昇を認める例

が多くなる．精子の卵活性化率をmouse　oocyte　activation　test（MOAT）で調べると，不妊患者群では，20歳代

79％，30－34歳75％，35－39歳68．5％，40－44歳55．7％，45－49歳37．3％と急速に低下するが，対照群では，40歳

代以降も20歳代の機能を保持するものと不妊患者群と同様の低下を示す2つのグループが認められる．以上から，

40歳以一ヒのカップルでの挙児困難は，女性因子（卵の加齢）のみではなく，男性因子（精子の加齢）もその原因

と考えられる．また，60歳以上の挙児希望男性不妊症患者の治療成績の現状を説明する．今後も，高齢者の不妊

治療希望者が増加することが予測され，児へのgenetic／epigeneticな影響の調査が必要である．さらに，精子の加

齢変化の予防・若返りにつながる方策についても，言及したい．
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● S7－5．不妊治療の代替策の可能性

梶原　　健，石原　　理

埼玉医科大学産科婦人科学教室

●

●

●

　生殖補助医療（ART）は現在，難治性不妊の治療において中心的な役割を果たしている．一方，女性の妊孕性

は年齢とともに低下し，35歳を過ぎると著しく低下する．本邦では，年齢の上昇が主な要因となる不妊女性が増

加してきているが，現在のART技術は女性の加齢による不妊に対する有効な治療法とはならない．したがって，

その代替となる方法が必要となる場合がある．たとえば，「養子を迎える」という選択はARTに替わる治療とな

る可能性が考えられる．スウェーデンはこれまで，家族のあり方について試行錯誤を続けていた国であり，「少子

高齢化」「女性の社会進出」「家族の変容」といった現在の日本の社会における「時代のキーワード」は，スウェー

デンにおいて「生殖医療」と表裏一体のトピックとなってきた．すなわち，スウェーデンで行なわれてきた試行錯

誤は，本邦における「不妊治療の代替策」を考える上で参考になる可能性がある．スウェーデンを含めた北欧の国々

でも，以前は国内養子のシステムがあったが，ピルの普及とシングル女性が自ら子を育てることを可能にした社会

福祉政策により，国内養子は激減し統計ヒは存在しなくなった．その結果，現在では養子とは，事実上国際養子を

意味する．しかし，スウェーデンにおける国際養子数は1970年代半ばから後半の18000人台をピークに減少し，1990

年頃から現在まで一定している．これと反対にARTにより出生した児の数は1980年代までは微々たる数であっ

たが，1990年頃からは著しい増加の一途をたどり，現在では3000人程度になっている．すなわち，ARTにより

子供を持つという希望がかなわなかったカップルの解決の行き先の一つとしてスウェーデンでは国際養子が選択さ

れているといえる．わが国において「不妊症の治療＝生殖医療」という視点が広く共有されている現状から，今後

は不妊症の治療の代替策を含めたより広い視野への転換の必要性を考える必要があるのではないか．本講演では，

日本における養子制度，運用の現状等を提示し，家族のあり方について，今後の方向性を考えてみたい．
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S8－1．受精障害への対応

菅沼　亮太，藤森　敬也

福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座

生殖補助医療技術（ART）の成功において，良好な受精卵を得ることは欠くことのできない第一段階である．完

全受精障害は当該治療周期の終了を意味し，不妊カップルに与える衝撃は大きく，極力回避したい．受精障害には，

体外受精後の受精障害と，現在最も効果的な授精法である卵細胞質内精子注入法（ICSI）後の受精障害とがある．

本シンポジウムでは，それぞれの対応について我々の臨床成績・動物実験の知見を交え考察する．

体外受精後の受精障害への対応

受精障害を予測する精子検査方法として，Immunobead　test，　Hemizona　assay等が報告されているが，完全な予

測は困難である．体外受精後の受精障害はICSIの適応であり，いかに受精障害症例を予測しICSIを併用するか

（split　ICSI），いかに媒精後早期に受精障害の卵を診断しICSIを追加施行するか（rescue　ICSI）が重要である．

しかしICSI自体の安全性に対する懸念があり，またIVF症例を全例ICSIとした場合の有効性は示されておらず，

その適応を遵守すべきである．

ICSI後の受精障害への対応

ICSI後受精障害は，諸家の報告より1～5％程度存在すると推定されるが，予測は困難である．

人為的卵活性化法（AOA：artificial　oocyte　activation）の併用

電気刺激法・化学的刺激法が報告されている．併用時期は，既往治療周期でICSI後受精障害と診断された症例に

対しICSI直後に併用する方法（assisted　AOA）と，　ICSI後の受精障害卵を早期に診断しAOAを追加施行する方

法（rescue　AOA）とがある．　ICSI後の受精障害卵の中で，精子核はPCC（premature　chromatin　condensation）

をきたし，PCC後の活性化では異常受精・胚発生障害となるため，　ICSI直後／早期のAOA施行が望ましいが，未

だ研究的治療法でありその適応は慎重である必要がある．

精巣精子の使用

造精機能障害のある個体において，精子形成過程，特に精巣から精巣上体尾部までの輸送・精子成熟過程における

精子核の障害が報告されている．また，射出精子を用いたICSI反復不成功例に対し精巣精子を用いて出産に至っ

た報告や，cryptozoospermia症例のICSIにおける精巣精子の優位性を示す報告がある．

現状，受精障害の完全予測は不可能だが，個々の症例に対する臨床成績による診断・対応（ICSI／AOAの併用，

精巣精子の使用）と，個々の卵に対する早期診断による対応（ICSI，／AOAの追加）により，受精障害症例・受精

障害卵が最小となるように努めていく必要がある．

略　歴

1997年3月

1997年4月
1997年10月

2000年10月

2002年12月～2004年10月

2004年11月

2006年8月

2008年4月
2012年10月

福島県立医科大学　医学部　卒業

福島県立医科大学　産科婦人科学講座　入局

竹田綜合病院　産婦人科　勤務医

福島県立医科大学　産科婦人科学講座　診療医

ハワイ大学　生殖生物学研究所（柳町隆造教授）研究員

福島県立医科大学　産科婦人科学講座　診療医

福島赤十字病院　産婦人科　副部長

福島県立医科大学　産科婦人科学講座　助教

福島県立医科大学　産科婦人科学講座　講師
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S8－2．着床障害への対応

藤原　　浩

金沢大学医薬保健研究域医学系分子移植学産婦人科教室教授

　受精は動物種に共通する生殖現象である．一方で着床は哺乳類に特徴的な生殖現象であり，哺乳類は非自己であ

る胚を子宮内に寄生させる方法を選択した．そのため子宮内膜への胚侵入から胎盤形成に至る一連の着床過程で，

胚一母体間の相互応答や母体組織の再構築を行うことが必要となった．特に子宮内膜上皮細胞への胚の接着は着床

において必須の現象であり，一般に子宮内膜への胚接着は着床期のみに可能とされている．子宮筋腫などの圧迫や

子宮奇形などで着床の場となる子宮内腔に障害が生じると胚の着床が妨げられるため，このような器質的病変に対

しては手術療法が主体となる．一方で形態良好胚を繰り返し移植しても妊娠に至らない機能的な原因による着床障

害も存在し，近年その対策がクローズアップされている．着床に必要な子宮内膜分化の誘導には卵巣から分泌され

るステロイドホルモンが重要とされている．内分泌機構に加えて近年免疫系の関与も報告されるようになり，さら

に胚からの因子も重要と推察されている．本来子宮は胚以外の侵入者は排除するように機能する．従って胚着床の

誘導には母体は最初の段階から着床すべき胚とそれ以外の侵入者を正確に識別すること，すなわち「母体による胚

の認識」が必須と考えられる．一般にこれまで免疫系の役割に関しては，胎児を拒絶することなく子宮内寄生を寛

容する機序に注目が集められてきたが，近年免疫細胞がより積極的に妊娠の成立・維持に貢献している可能性が示

されつつある．免疫系に対する胚からの因子も想定されている．その一方で子宮の血流や収縮の制御には自律神経

の作用も重要と考えられ，精神的なストレスの関与も示唆される．しかしながら，上記の着床現象の詳細な分子機

構は未だに解明されていないのが現状である．着床不全の不妊カップルにおける問題としては，その原因の大半が

女性側に存在するという点と，体外受精を含む不妊治療を重ねた結果，着床に至らず最終的に着床障害と診断され

る点が挙げられ，女性側に肉体的・精神的な多大な負担をかけざるを得ない側面がある．これらの問題を根本的に

解決するためには，着床機構の詳細を解明するとともにその治療法を開発することが強く望まれる．

略　歴

1983年　京都大学医学部卒業

1993年　京都大学医学部助手

1995年　京都大学大学院医学研究科講師

2009年　京都大学大学院医学研究科准教授

2013年　現職

Human　Reproduction誌

Associate　Editor（2001－2003）Reproductive　Medicine　and　Biology誌

Managing　Editor（2003－）The　Journal　of　Obstetrics　and　Gynaecology　Research誌

Associate　Editor（2008－）American　Journal　of　Reproductive　lmmunology誌

Editorial　board　member（2010－）

■
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S8－3．　MD－TESEで採精できなかった患者に対する次の戦略

佐々木昌一，梅本　幸裕，水野健太郎，

名古屋市立大学大学院腎・泌尿器科学分野

岩月正一郎，窪田　裕樹，郡　健二郎

　1992年にtesticular　sperm　extraction（TESE）が，1998年にmicrodissection　TESE（MD－TESE）が報告さ

れ，それまで治療不可能とされてきた特発性非閉塞性無精子症（NOA）患者も，挙児を得ることができるように

なった．しかしその採精率は50％前後であり，採精できなかった患者に対する次の治療がみつかっていない．

　現在のところ，採精不可能症例に対する次のステップとして，（1）養子縁組　（2）非配偶者間人工授精（Artificial

Insemination　with　Donor’s　semen；AID），（3）再度TESE施行（2nd　TESE），（4）hCG／FSH療法後2nd　TESE，

（5）精細胞培養，（6）精巣内遺伝子導入治療，（7）ES細胞・iPS細胞等を移植した精子形成，などが考えられる．

　（1）（2）については以前から行われているが，患者の配偶子を用いていないことから，患者と遺伝的につながり

のない児を得ることとなる．

　（3）はしばしば施行されているが，初回の採精率を上回ることは期待できない、（4）についてはShiraishiらが

その有用性を報告しているが，さらなる症例の積み重ねや，適応についての検討が必要と思われる．

　（5）（6）（7）が可能になれば，男性不妊の治療は大きな進展を遂げることとなるであろう．すでにマウスでは

Sato，　Ogawaらが精子幹細胞から精子をつくる技術を発表した．（5）（6）については，そもそも精細胞が存在す

ることが条件であるが，（7）についてはセルトリセルオンリー症候群でも精子形成が可能になる．これをすぐヒト

に応用できるわけでないが，近い将来，精細胞をもたない男性も挙児を得ることが可能になるかもしれない．

　（6）について私たちは電気刺激（エレクトロポレーション）法，アデノウィルスベクター法　リポフェクション

法の3つの遺伝子導入方法を用いて研究を進めている．ポフェクション法，エレクトロポレーション法は簡便だが，

導入効率が悪く，細胞毒性についても検討の余地があった．アデノウィルスベクター法では，外来遺伝子は精細胞

には導入されず体細胞にのみ導入されることから，セルトリ細胞のみの制御を行うには適した方法であると考えら

れた．

　いずれの方法も利点と欠点がある．本シンポジウムでは，それぞれについて問題点を明確にし，将来どのような

治療の可能性があるのか検討したい．

略　歴

1985年3月

1985年6月

1986年6月

1990年6月

1993年12月

2000年12月

2002年8月

2003年5月
2010年10月

名古屋市立大学医学部卒業

名古屋市立大学病院研修医（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）

名古屋市立大学医学部医助手（泌尿器科学）

同上講師（同上）
厚生省（現厚生労働省）入省　保険局医療課医療指導監査室　医療指導監査官

医政局指導課　課長補佐

名古屋市立大学講師（大学院医学研究科　腎・泌尿器科分野）

同上准教授（同上）

●
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■ S8－4．治療不成功における心理と精神的支援

小泉　智恵

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所

1

●

■

●

■不成功患者における心理の特徴は？

一
般に，何らかの不妊治療の1回目で妊娠，挙児に至る症例は少数で，多くの場合は1回以上の治療不成功を経験

している．この点で，多くの患者は不成功体験で心理的な傷を受けていると推測される．近年，難治性不妊の増加

が報告されている．難治性不妊は不成功体験の数が多くなるため，より深刻な精神症状を呈することがわかってい

る（例えば，小泉2013）．

心理学や精神医学では，不成功体験が重なると学習性無力感（Seligman，1976；Abramson，1978；連続した失敗体

験で原因帰属が偏った認知になり今後も成功は得られず失敗を回避することができないだろうとと考えたり，その

考えが関連のない別の体験にも般化されること）に陥り，抑うつ症状を呈するというメカニズムが働くと考えられ

ている．こうした理論的背景を考慮すると，不妊治療での不成功体験はストレス，抑うつや不安などの精神症状を

引き起こしやすく，しかも原因帰属の偏った認知のために簡便な精神的支援では対応が難しくなりやすい．

■患者・支援者が長期的展望を持つことも大切

ところで，近年，ポジティブ心理学の潮流から，人は強いストレスに晒された後に回復したり成長したりする力が

あるとする理論構築や実践活動が進んでいる（例えば，喪失からの立ち直り，PTSDからの成長（PostTrau－

maticGrowth）など）．実際に医療スタッフや支援者も少なからずこうした事例を経験して励まされてきたことで

あろう．筆者もこうした臨床経験から実証研究としてより詳細に明らかにしたので紹介し（小泉ら，2011；Koizumi，

2013），将来の精神的成長・生涯発達につながる心理支援を提案する．

ただし，心理的苦痛の渦中にいる患者にとっては，長期的な見通しを持つことがかえって苦痛を強めるかもしれな

い．患者が心理的苦痛と距離をとって接することができるまでは，むしろ医療スタッフ・支援者側が長期的展望を

もちつつ，患者の心理的苦痛を傾聴し受容していく方がいいかもしれない．

■精神的支援のポイントは？

まず精神症状のアセスメントを行い，緊急度，重篤度から方針を考える．一例としては，相談時間など枠を設けて，

心理的苦痛に対する積極的傾聴により，できていることに焦点化してエンパワーメントすることがある．

略　歴

●

●

1998年

1999年

1999～2001年

2000～2010年

2001～2005年

2007～2012年

2013年～

白白』合女子大学大学院文学研究科発達心理学専攻修了

博士（心理学）白百合女子大学大学院文学研究科

日本学術振興会特別研究員（PD）

国立精神・神経センター精神保健研究所特別研究員／協力研究員

長寿科学振興財団リサーチ・レジデント（PD）

国立成育医療研究センター育児心理科心理療法士

現職

2002年から北里大学病院にて不妊夫婦の心理教育プログラムの開発と実践（～2005年），以降は荻窪病院虹クリニッ

ク，梅ヶ丘産婦人科，埼玉県で不妊心理カウンセリングに従事した．並行して，国立成育医療研究センターで産後

うつと育児困難予防のための妊娠中スクリーニングと心理カウンセリングに従事した（～2012年）．日本生殖医療

心理カウンセリング学会理事．臨床心理士，生殖心理カウンセラー．
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S9－1．染色体異常を有する患者のART治療 ●

熊谷　　仁

秋田大学医学部産婦人科

　生殖内分泌の外来で染色体検査は，原発性無月経，早発閉経または不育症では一般的に行われるが，不妊症のス

クリーニング検査として行われることは少ない．そのため，染色体異常を有する不妊症例は多くはないが，実際に

経験する症例は，

　原発無月経に対するHRTを行っていた症例が挙児希望となる場合

　ART施行中，良好卵が採取できない等難治性原因不明不妊の場合

　不育症例が続発性不妊となった場合

　などが考えられる．治療上の問題点は，染色体異常を有する不妊治療そのものが非常に困難であることに加えて，

母体の妊娠合併症と染色体異常の伝播が危惧される．染色体異常の伝播に関しては，近年の技術開発により着床前

診断が認定施設で行われている．体外受精を用いた着床前診断診断に関する日本産科婦人科学会の会告は2010年

に改訂され，「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．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も対象とする（抜粋）」となり，

それぞれの症例に対して適応の可否が審査されている．しかしながらこの対象にならない不妊症例も実際に経験す

る．当科では年間約150組の不妊症例と10組程度の不育症症例が新患として受診する．この10年間で染色体検査

は284人に施行されており，内訳は，不育症夫婦110組造精障害症例12人，原因不明不妊症22組，原発性無月

経またはPOFが22人であった．本シンポジウムでは，これらの症例のなかの治療経緯を患者の同意を得て，い

くつか報告する．特に女性の染色体異常を伴う不妊症例を取り扱うにあたっての留意点に関して文献報告を交えて

考察する　症例L47XXXモザイク：習慣流産からの続発性不妊によりIVF施行し，　D＝5の最良好胚盤胞のみ

を移植し，妊娠出産となった．症例2，XOモザイクの2例，29対1（XO）症例：POFとなり，リバウンドに

は無反応で，リバウンド＋エストロゲン補充にて卵胞形成あり．28対2（XO）症例：月経周期正常でIVFを行い

D＝5の最良好胚盤胞のみを移植し，妊娠出産となった．症例3，腕内逆位：父親からの遺伝を確認し，通常IVF

でD＝5の最良好胚盤胞のみを移植し，妊娠，出産となった．

亀

●

●

略　歴

1994年

1994年

1999年

1999年

2001年

2003年

2004年

2006年

2009年

2011年～

秋田大学医学部卒業

秋田大学医学部産婦人科学教室入局

秋田大学大学院医学博士課程卒業

秋田大学産婦人科　医員

スタンフォード大学産婦人科生殖内分泌部門留学

秋田大学産婦人科　医員

雄勝中央病院産婦人科　科長

秋田大学医学部　助手

秋田大学医学部　講師

秋田大学医学部　准教授

●

●
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● S9－2．染色体異常を伴う不妊症患者に対する遺伝カウンセリングとART
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　不妊症では，男性・女性ともに遺伝子異常まで含めた染色体異常を有することがある．男性不妊の専門外来を受

診する症例には5．6％に染色体異常を認める．男性不妊症における染色体異常には，相互転座，ロバートソン転座，

逆位，リング染色体などの常染色体異常とクラインフェルター症候群，47，XYY，46，XX男性などの性染色体異常

がある．男性不妊症では，常染色体異常を2．2％，性染色体異常を3．3％に認めるが，精子濃度別に見ると，乏精

子症では常染色体異常，無精子症では性染色体異常を多く認める．非閉塞性無精子症に限定すると，約20％に染

色体異常を認め，多くはクラインフェルター症候群である．また，ART実施前に染色体検査をカップルに行うと，

男性には1．8％，女性にはO．5％，カップル当たりでは2．4％に染色体異常を認める．女性では，相互転座，ロバー

トソン転座，X染色体異常などを認める．染色体異常のある不妊症患者にARTを実施するときには，実施前に遺

伝カウンセリングと体外受精・顕微授精についてのコーディネートを行う必要がある．次に，我々の施設で行って

いる遺伝カウンセリングの実際について述べる．1）クラインフェルター症候群については，染色体の基本的な仕

組みの説明をした後，クラインフェルター症候群についての説明，精巣内精子回収法の説明と精巣内精子回収法を

行った時の精子回収率，精巣内精子回収法による年齢別の精子発見率，精巣精子の染色体異常の発生頻度，子供が

クラインフェルター症候群になる確率，出生前診断クラインフェルター症候群のカップルの顕微授精の成績など

について説明を行っている．2）女性に14番と21番のロバートソン転座がある時には，家系図を作成した後染

色体の基本的な仕組みとロバートソン転座の説明，ARTを実施した時に染色体が正常な方と比較すると妊娠率が

少し低下すること，流産率が増加すること，出生した児がダウン症状群を有する可能性が増加すること，羊水検査

などの出生前検査などについて説明を行っている．3）ARTで妊娠した後には，希望がある患者を対象に若葉セミ

ナーを実施している．セミナーでは，流産の可能性はどれくらいあるか，不妊治療で生まれてくる子供はリスクが

高いのか，高齢妊娠について，染色体検査とは，ダウン症はどのような病気なのか，胎児の病気を検査する方法な

どについて説明をしている．

略　歴

産婦人科・泌尿器科医・生殖医療専門医

1961年1月24日愛媛県松山市生まれ　52歳　男性

●

1986年3月

1986年5月

1991年6月
1993年10月

1994年7月

1997年ll月

1999年1月

愛媛大学医学部卒業

東京警察病院産婦人科

池下レディースチャイルドクリニック

高度医療研究所・中央クリニック非常勤医師

東邦大学医学部第一泌尿器科学講座特別大学院研究生

医学博士（男性不妊症と染色体異常）

木場公園クリニック院長

●

●
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シンポジウム9

「染色体異常を伴う不妊症患者に対する治療戦略」

S9－3．造精機能障害と染色体異常 川

辻村　　晃

大阪大学医学部泌尿器科

　不妊症の原因は女性側にのみ存在するものが約50％，男性側のみに存在するものが約20％，男女両方に存在す

るものが約30％とされており，不妊症夫婦の約半数に男性側の原因因子が存在する．一般に，男性不妊症の原因

は多岐にわたっており，様々な因子が複雑に絡んでいる．全国的な調査である平成11年度，厚生科学研究報告書

によれば，10大学病院での男性不妊新患患者総数1203例の原因は，精巣因子（造精機能障害）が80％，精路因子

が14％，性機能障害が6％であった．造精機能障害の原因については，特定できないいわゆる特発性のものが70％

を占めると言われおり，それらの中には染色体異常を有する症例も含まれる．染色体検査は，染色体標本に種々の

処理を行い，染色体上に縞模様（バンド）を表出させるG分染法で行われるが，われわれは以前，1790名の男性

不妊患者における染色体検査（G分染法）結果を解析した．その結果，染色体異常を225名（12．6％）に認めたが，

この解析には正常精液所見男性も含まれていたため，造精機能障害男性に限ればその率はさらに高まったと推測さ

れる．225名のうち，126名は，常染色体に関する異常であり，46，XY，1qh（＋）が30名，46，XY，inv．（9）が21名，

46，XY，16qh（＋）が17名であった．一・方，99名は性染色体に関する異常であり，47，XXYを代表とするKlinefelter

症候群64名と大部分を占めた．Klinefelter症候群は無精子症を呈する染色体異常の代表とされ，古くは絶対不妊

と考えられてきた．しかし，Klinefelter症候群でも射出精子を認めた症例が報告され，概念が転換された．近年

ではmicrodissection　TESEにより，その約半数で精巣内精子の採取が可能と考えられるようになり，実際多く

の妊娠出産例が報告されている．一方，一一般男性における染色体異常率は0．6％との報告に対し，ICSIを必要と

したカップルの解析では，女性1．2％，男性2．2％に染色体異常を認めたと報告されている．Klinefelter症候群の

みならず，ICSIを必要とする男性不妊患者はもともと染色体一遺伝子レベルでの異常を有している可能性がある

ことを，念頭に入れておく必要がある．本シンポジウムでは，我々の経験もふまえて染色体異常について考えたい．

●

●

　｛

●
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1989年7月

1990年7月
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兵庫医科大学卒業

大阪厚生年金病院泌尿器科　研修医

大阪大学医学部附属病院泌尿器科　研修医

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　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

大阪大学医学部附属病院　病院教授

●

●

櫛
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シンポジウム9

「染色体異常を伴う不妊症患者に対する治療戦略」

S9－4．　Y染色体微小欠失を伴う無精子症患者に対して

石川　智基

リプロダクションクリニック大阪

　現時点において，非閉塞性無精子症（NOA）の大半は精巣精子採取術（TESE）による精巣精子を用いた顕微

授精でしか挙児を得ることができない．顕微鏡下精巣精子採取術（Micro－TESE）は低侵襲で，精子回収率も比較

的高いとされているが，その値は45％前後と満足すべきものではない．しかも技術的にラーニングカーブがプラ

トーに達するまでに数十例の経験が必要である．そして，術前に精子回収もしくは精子回収絶対不可を予測できる

因子やデバイスの開発が強く求められる．無精子症患者に対して，詳細なる病歴聴取を行い，染色体検査，精巣容

量測定，精子回収不成功予測因子として，明らかな閉塞性無精子症（OA）を除いたほぼ全例に，欧米ではルーチ

ン検査であるAZF（azoospermia　factor）遺伝子微小欠失検査を施行している．　AZFaもしくはAZFbに欠失の

ある患者には精子回収の可能性がないことを説明している．それでも希望される方にmicro－TESEを施行してき

たが，やはりすべての症例で精子は回収できなかった．また，AZFc微小欠失を呈する無精子症患者においては高

率に精子回収が可能であるが，回収精子の質，量共に十分でないことが多い．染色体分析やY染色体微小欠失分

析といった遺伝学的検査を行う場合には，事前と事後に十分な遺伝カウンセリングが必要である．なお，こうした

遺伝学的異常は表現形に異常を及ぼさないか及ぼしたとしても軽微であるため，当事者の男性はこうした異常を

持っていることを予想していない．また無精子症であっても精子回収さえできれば，顕微授精によって妊娠可能で

あるため，遺伝学的異常が次世代に伝わる可能性がある．遺伝学的検査の結果でなにか異常が判明した場合は，こ

うした点を正しく伝えた上で，micro－TESE－ICSIを試みることが重要である．これまで800例あまりにmicro－

TESEを行ってきたが，今回特にY染色体微小欠失を伴う無精子症患者に対しての治療戦略とカウンセリングに

ついて概説したい．
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2000年～2003年

2003年～2005年

2006年

2008年

2009年

2010年～現在

2013年～現在

神戸大学医学部医学科卒業

神戸大学腎泌尿器科学教室在籍

米国Center　for　Biomedical　Research，　The　Population　Council　and　The　Rockefeller　Univer－

sity客員研究員

神戸大学医学博士

神戸大学大学院医学系研究科助教

豪州Monash　University主任研究員，　Monash　IVF臨床医

医療法人仁寿会石川病院泌尿器科部長

医療法人仁寿会リプロダクションクリニック大阪理事長
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ワークショップ

「授精のライブイメージング」

W－1．トランスジェニックマウスを用いた精子の可視化と受精のメカニズム

岡部　　勝

大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター

　これまでに精子と卵子の相互作用に関わる因子が数多く報告されてきましたが，遺伝子改変マウスの作製が可能

になったので，これらの遺伝子を欠損するマウスが作製されましたが予想と異なりこれらの因子を持たないマウス

でもほとんど正常に受精が起こることが確かめられました．なぜ体外受精の系を用いて明らかにされてきた「重要

因子」群はノックアウトしても影響が出ないという結果になったのでしょうか？単独で欠損させただけでは効果を

示さない遺伝子群というものは確かに存在するので，これら相互作用に関わる遺伝子群は単独欠損では効果を表さ

ない性質のものだったのかもしれません．しかし，現在では昔から言われてきた因子以外に多くの相互作用に必須

な因子群がノックアウトによって見つかってきました．このことから他の遺伝子産物による代償作用があったため

に受精能が維持されたという説明は成り立ちにくいように思われます．むしろ体外受精の系は抗体や酵素阻害剤

他，いろいろな添加物に対して必要以上に高感度で影響が出るような系だったので，重要度を見誤った可能性のほ

うが高いのではないかと私達は考えています．即ち体外受精は多くの情報を私たちに与えてくれましたが，受精の

メカニズムを詳細に検討することには適していない系ではなかったのかという反省に立ち私たちはin　vivoにおけ

る受精をそのまま観察することを試みました．もちろん野生型の精子をそのままin　vivoで観察するのは至難の技

です．そこで蛍光蛋白質で目印を入れたマウス精子を作製することにしました．まず先体内部にGFPを持つよう

な精子を作りました．この精子の先体は子宮や輸卵管の壁こしに観察することが可能でした．第1世代の可視化精

子は先体反応を起こすと見えなくなるという欠点がありましたので，先体反応後も引き続き観察をすることができ

る第2世代ではミトコンドリア移行シグナルをつけたRFPを発現してミトコンドリア部分が赤く光る精子を作り

ました．これらの精子は正常な受精能を示すのでin　vivoにおける受精の観察が先体反応後の精子についても可能

になりました．これらの可視化精子を用いた研究について報告したいと思います．

略　歴
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大阪大学薬学部卒業

薬学博士（大阪大学薬学部）

大阪大学薬学部助手

アメリカ合衆国　NIEHS　博士研究員

大阪大学微生物病研究所助教授

大阪大学遺伝情報実験センター　教授

微生物病研究所特任研究員

■



平成25年10月1日 135（267）

ワークショップ

「授精のライブイメージング」

W－2．受精時の精子運動性のイメージング

稲葉　一男

筑波大学下田臨海実験センター

　精子は，長い道のりを運動することにより卵に到達し，遺伝情報を受け渡す．卵近傍に到達する精子はごくわず

かである．受精を成功させるために，精子はさまざまな運動調節を受ける．精巣で形成された精子は一般に運動性

を持たないが，精巣上体を通過する際に運動性を獲i得する．また，雌性生殖器内に射出された精子は，受精嚢獲得

に伴い鞭毛の振幅が大きく三次元的な超活性化を示す．これら一連の運動性変化は，精子が外部のさまざまな因子

を受容し，細胞内シグナル伝達を介して，最終的に運動装置である軸糸の機能が変化することにより起こる．精子

の受精能力の指標である運動性を測定することは生殖医学上重要であるとともに，細胞外因子による運動調節機

構走化性，精子一卵相互作用など，生物学的に重要な現象のメカニズムを知るためにも極めて重要である．我々

は精子が放出されてから卵に到達するまでの過程を観察することが容易な海産生物を用いて，これらのメカニズム

を調べている．精子の運動性を解析するために，我々は，高速運動を記録するシステム（高速カメラおよびストロ

ボ照明），運動軌跡や速度を解析するシステム，運動性の評価に必要な鞭毛振動数や波形等のパラメーターを解析

するシステム，細胞内カルシウム動態を測定するための高感度蛍光測定システムを用いている．本ワークショップ

では，これらの測定システムを解説するとともに，実際に得られた画像やデータを用いて，受精時の精子運動性の

変化について解説したい．

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

東京大学理学部助手

米国ウースター実験医学財団在外研究員

東北大学理学部助教授

筑波大学下田臨海実験センター教授

筑波大学下田臨海実験センター長
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ワークショップ

「授精のライブイメージング」

W－3．融合必須因子IZUMO1を通して見た受精の瞬間 ●

佐藤　裕公，井上　直和，伊川　正人，岡部

大阪大学微生物病研究所感染動物実験施設

勝

　受精は生命の誕生する非常に重要な過程であるにも関わらず，特に哺乳類でその過程を詳細に観察した例は少な

い．それは，哺乳類の受精が体内で進行するためか卵や精子が観察ストレスに対して感受性が高く，なかなか顕微

鏡下で再現することが難しかったことが大きな要因と言える．一方，近年の遺伝子ノックアウトマウスを用いた解

析は受精の必須因子を明らかにしつつあり，中でも精子膜蛋白質のIZUMOIは卵との融合に必須だと証明されて

いる．そこで我々は，受精過程において特定の分子の動態を観察するための超低侵襲性蛍光観察システムを構築し，

さまざまな条件下での精子IZUMOIの動態を観察することとした．まず，　mCherry標識型IZUMO1（Red－IZUMO

1）を発現するトランスジェニックマウスを樹立し，IZUMO1欠損型マウスにこのトランスジーンを導入したとこ

ろ完全に受精能を回復したため，この精子を用いてIZUMO1の先体反応前の局在，先体反応時や卵との融合時に

おける動態について観察を行った．その結果，先体反応前には，Red－IZUMO1は精子頭部の先体内外膜上に偏在

しており，先体反応時には，その直後に一度精子の頭部全体に拡散してから（～1分）ゆっくりと頭部赤道節に再

集合する（～15分）ことが分かった．また，その際に蛍光強度が変化しないことから，Red－IZUMOIは先体反応

によって生じる細胞膜一先体外膜間の融合膜孔を利用して細胞膜上に露出すると予想された．一方，卵との融合過

程では，Red－IZUMO1が赤道節から拡散する様子が観察され，赤道節が融合特異点であることを証明することが

できた．さらに，細胞膜を蛍光標識した卵を用いることで，先体内膜由来のRed－IZUMO1は卵のエンドサイトー

シスによって細胞質内に取り込まれていることを明らかにした．本研究で解明したIZUMO1の動態から，先体反

応の新たな意義を見出すとともに，哺乳類の融合に関する基本メカニズムを図示し，さらにそれらを時間軸に沿っ

て表すことができた．今後もイメージングの技術開発が進むことで，さらに残された課題について明らかになって

いくものと期待される．
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2009年4月～2013年2月　大阪大学免疫学フロンティア研究センター　感染動物実験施設　特任助教

2013年3月～現在　　　　・大阪大学　微生物病研究所　感染動物実験施設　助教
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● W－4．ライブセルイメージングを用いたヒト胚における最新知見

浅田　義正

医療法人浅田レディースクリニック

●

●

●

　近年のライフスタイルの変化による女性の晩婚化が進み，不妊治療を受ける患者が増加し，患者年齢も年々上昇

している．生殖医療は進歩しているにもかかわらず，大きな成績の向上はみられないのが現状といえる．その大き

な原因として，加齢による卵子の質の低下が注目されており，ヒト生殖医療において一つでも多くの卵子や胚を獲

得し妊娠へつなげるためには，臨床に結び付いたヒト胚発生の新たな知見を得ることが必要である．そこで当院で

は，患者同意の得られた胚を用いて，ライブセルイメージング技術によるヒト胚初期卵割時の染色体動態に着目し

解析を行っている．

　IVFやICSIによる受精操作後一部の胚に1前核を示す異常受精卵が観察されることが知られている．通常，

それらの胚は凍結および胚移植の対象にならないが，一部の報告では妊娠例があることから，必ずしも異常とは言

い切れないと考えられる．そこで我々は，ライブセルイメージング解析によって異常な前核を示した受精卵の雌雄

染色体を可視化し，その正常性についての解析を行った．その結果，1前核胚には両親性のゲノムを持つ胚が多く

存在していることが明らかとなった．このことは前核形成前に何らかの要因で雌雄ゲノムが合体し，一つの前核を

形成したと考えられた．さらに観察を続けた結果，このような胚は2前核胚と同様に胚盤胞期まで発生したことか

ら，以前に報告された妊娠例は，このような胚によるものと考えられた．

　さらに近年，不妊の主な原因として胚の染色体異常が指摘され，マウス胚でのライブセルイメージング解析から

第1卵割における高頻度な染色体分配異常（abnormal　chromosome　segregation，　ACS）は，早期流産の原因とな

ることが報告されている．しかしながら，ヒト胚の発生段階における染色体分配異常についてはいまだ明らかにさ

れていない．そこで我々は，ヒト胚におけるACSの割合および患者年齢が染色体分配異常に与える影響を検討し

た．その結果，明視野観察では正常な第1卵割を示した胚でも，正常な染色体分配を示したのは20％ほどであり，

多くの胚でACSが起きていることが明らかになった．また高年齢の患者の胚では第1卵割におけるACSの発生

頻度が有意に上昇した．これらの結果からACSがヒトにおいても早期流産などの不妊原因となる可能性が示唆さ

れた．

　本発表では，これまでの研究成果を概説し，ヒト生殖医療の臨床現場と密接した研究の最新知見について紹介し

たい．
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●

●
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名古屋大学医学部卒業

The　Jones　Institute　for　Reproductive　Medicine，　Eastern　Virginia　Medical　School（Norfolk，

Virginia）米国最初の体外受精専門施設に留学，主に顕微授精（卵細胞質内精子注入法：ICSI）

の研究に従事

名古屋大学医学部附属病院分院にてICSIによる治療開始．

精巣精子を用いたICSIによる日本初の妊娠例を報告

浅田レディースクリニック開院（現・浅田レディース勝川クリニック）

日本生殖医学会生殖医療専門医

浅田レディース名古屋駅前クリニック開院
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●

O－001　受精卵あたりの推定妊娠率　分割期胚移植と胚盤胞移植での比較検討

○藤田　　裕，渡邊　倫子，藤原　敏博，田畑　知沙，黒澤　貴子，野間　　桃，保母るつ子，仲田　正之，堤
　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

治

●

●

【目的】分割期胚移植と比べて胚盤胞移植では移植周期あたりの妊娠率は良好だが，移植キャンセル率も高くなる．分割期
胚移植もしくは胚盤胞移植を優先した場合の受精卵あたりの推定妊娠率を検討した．

【方法】2009～2012年における受精卵あたりの分割期胚獲得率，分割期胚あたりの胚盤胞獲得率，凍結融解胚移植あたりの

妊娠率から，良好分割期胚は全て分割期胚移植を行った場合（A群）と，良好分割期胚は全て培養し得られた良好胚盤胞を

移植した場合（B群）との，受精卵あたりの妊娠率を採卵時の女性年齢ごとに比較した．なお両群とも不良分割期胚を培養

し得られた良好胚盤胞による妊娠も考慮した．良好分割期胚は採卵後3日目で割球数6以EかつVeeck分類grade2以上，
良好胚盤胞は6日目までにGardner分類3BC以上とし，全て単一胚移植であった．
【成績】2405個（34歳以下），4608個（35～39歳），4553個（40～44歳）の受精卵があり，受精卵あたりの良好分割期胚形

成率は年齢に関わらず約60％であった．一方，良好分割期胚あたりの良好胚盤胞形成率は40～44歳では38．1％と39歳以
下（54．9～61．2％）と比べて有意に低く，不良分割期胚あたりの良好胚盤胞形成率も同様であった．受精卵あたりの妊娠率

は，34歳以下（A群21J％，　B群26．7％），35～39歳（A群15．4％，　B群19．5％）ではB群の方が有意に高かったが40～44
歳においては両群で同等であった（A群9．1％，B群9．5％，　p　＝　O．46）．また，培養を継続し良好胚盤胞が得られない確率を

10％以下にするために必要な良好分割期胚数は，39歳以下では3個であったが40～44歳では5個であった．
【結論】39歳以下では胚盤胞獲得を目指した方が受精卵あたりの妊娠率は有意に高いが，40～44歳では同等であった．40歳
以上では培養を継続することにより移植キャンセルとなる頻度が高く，分割期胚移植を主体にした方が良いと考えられた．

O－002　Split媒精における臨床成績の比較

○中村　祐介1｜，服部　裕充D，中條友紀子12），大山　智美L’｝，渋谷友美子L’），竹内　　巧21，宮谷　静江1），境　ひとみD，

　土信田雅一・・1J，戸屋真由美1），京野　廣一2）

　1京野アートクリニック，2京野アートクリニック高輪

●

●

　受精障害による胚移植キャンセルを防ぐ目的で，当院では初回のART治療症例（高度男性不妊の方以外）に対してSplit媒精を

行っている．Split媒精のIVFとICSI成績を比較し，　Split媒精の有効性，改善点を検討した．【対象・方法】患者同意の上，2012．1

から20132までに重度の男性不妊を除いて当院でsplit媒精を行った258症例（265周期）を対象とし，　IVF群（1077個）とICSI
群（1019個）の2群に分け，臨床成績を比較した．移植は全周期で単一胚移植とした．【結果】IVF群とICSI群の受精率は各々［65．6％

（706／1077），7＆1％（793／1019）：p＝O．Ol］，　D3良好胚率は各々［45．4％（279／614），4＆6％（322／683）：p＝O．55］，胚盤胞到達率は

各々［49、8％（279／614），408％（252／619）：p＝O．04］であった．新鮮胚移植において，妊娠率は各々［34．0％（16／47），24、1％（14

／58）：p＝O．41］，流産率は各々［18．8％（3／47），35．7％（5／58）：P＝O．65］であった．凍結胚移植において，妊娠率は各々［50．0％

（54／108），45．0％（54／120）：P＝0．65］，流産率は各々［1＆5％（10／54），20．4％（ll／54）：P＝084］であった．不妊原因が軽度の男

性不妊の場合，受精率は各々［694％（93／134），89．8％（114／／127）：P＝O．17］，胚盤胞到達率は各々［55．4％（36／65），39．2％（29／

74）：P＝0．14］であった．【考察】治療初回で不妊原因が重症男性不妊以外の場合，Split媒精が選択肢の一つとしてなりうることが

示された、また，軽度の男性不妊の患者においても，受精率に差はなくIVF由来胚での胚盤胞到達率も高い傾向にあったことから，

Split媒精が選択肢になりうることが示された．　IVF由来胚とICSI由来胚で比較すると，双方の間に大きな差は見られなかったが，

IVF由来胚で胚盤胞到達率新鮮胚移植での妊娠率が高い傾向にあった．また，　IVF施行で受精しなかった症例が3．4％（9／265），

多精子受精率が82％（88／1077）と割合が低かったことから，Split媒精におけるIVFの個数を多く施行しても良いと考えられる．

O－003　1CSI後に前核形成がみられない症例における精子の卵子活性化能の検討と人為的
　　　　　　活性化よるレスキュー

○野老美紀子1），中山　　要23），児嶋　瑛子L’・3），山縣　一夫｜），北坂　浩也231，福永　憲隆123），浅田　義正1・2，3）

　1）浅田生殖医療研究所，2）浅田レディース名古屋駅前クリニック，：S）浅田レディース勝川クリニック，’）大阪大学微生物病研

　究所生体応答遺伝子解析センター

●

●

【目的】ICSIは体外受精では受精できない症例に対して有効であり，ヒト生殖医療で広く用いられている，しかしながら，　ICSI後に前核形成がみられない

（OPN）症例が0．9％存在するという報告があり，その原因として卵子の前核形成能不全や精子の卵子活性化能の問題が考えられる，そこで我々は，　ICSI

後にOPN胚になる傾向がみられ，これまで2PN胚を得ていない症例の雌雄染色体動態および精子の卵子活性化能について検討を行った，

【方法】当院でICSI後にOPNになる傾向がみられた1症例の廃棄対象で研究利用への同意を得た胚を実験に用いた，　OPN胚の雌雄染色体を検出するため

H3K9me2抗体で免疫染色を行った．さらに精子の卵子活性化能を検討するためマウス卵子に患者由来精子を注入し，1細胞期の染色体動態をライブセル

イメージングで観察した．またICSI後のマウス胚の人為的活性化には，5mM　SrCl2と2mM　EGTAを添加したKSOM培地を用いた．本実験は当院の倫

理委員会の承認を得て行った．

【結果】免疫染色の結果，OPN胚では雌性染色体が第2減数分裂中期で停止し活性化していなかった．一方，雄性染色体は細胞質に散在していた．患者精

子を注入したマウス胚のライブセルイメージングの結果，ヒト胚と同様に活性化が誘起されていないOPN胚が多く存在した．さらにICSI後4時間から染

色体の広がりが観察された．そこでICSI後4時間以内に胚を人為的に活性化した結果，非活性化区と比較して2前核形成率が増加した．

【考察】本実験より，この症例の精子は卵子活性化能が低い可能性が示唆された，また活性化が誘起されなかった胚でICSI後の時間経過とともに精子染色

体の広がりが確認できたことから，人為的活性化は精子染色体の広がりが起こる前に行う必要性があると考えられる，雄性染色体の広がった後に人為的活

性化をした場合，多前核形成が予想されるため，このような症例の胚発生にはICSI後の適切な時間での活性化処理が有効である可能性が示唆された．

●
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●

O－004　Live－Embryo　Imaging　System（Embryo　ScopeTM）を用いた培養液の違いによる
　　　　　　前核形成時間への影響

○児嶋　瑛子1・L），福永　憲隆1・2B），北坂　浩也12｝，吉村　友邦1・Z），田村　総子12｝，長谷川　望12），加藤　道高121，

　中山　　要LP），竹内　基子’2），青柳　奈央12），大野　浩史1・2），安江香友子］L），渡邊　紘之12［，羽柴　良樹12），浅田　義正1・2：1）

　1）浅田レディース名古屋駅前クリニック，2桟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】近年，初期胚発生における前核形成やsyngamyといった各time　pointまでの時間を計測することで，その後の胚発生

を予測する解析は多く行われている．当院では，培養液の違いがその後の胚発生に影響を及ぼすことを明らかにしていることか

ら，培養液が初期胚発生の各time　pointにも影響を与えることが考えられる．現在，我々は顕微授精後から前核確認までの培

養にUniversal－IVF（ORIGIO社，以下U－IVF）を使用しているが，　Live－Embryo　Imaging　Systemの導入による連続的な観
察を行うため，連続培養が可能なContinuous　Single　CultureTMMedium（lrvine　Scientific社，以下CSC）の併用を開始した．

そこで本検討では，培養液が初期胚発生の各time　pointに与える影響を解析することを目的に，　U－IVFもしくはCSCで培養し

た胚の前核形成時間の比較検討を行った．【対象および方法】2013年2月から4月までにクロミフェンまたはCOH周期で採卵

し，顕微授精後CSCにて培養した16症例（100個）とU－IVFにて培養した130症例（567個）を対象に，顕微授精後から前核
形成までの時間を比較検討した．観察にはUnisense　Fertilitech社のEmbryo　Scope「Mを用いた．【結果】顕微授精後から前核形

成までの時間は，CSC培養区で1L6±O．3時間であった．一方，　U－IVF培養区では9．4±O．1時間であった．両実験区における前

核形成時間には，有意な差が認められた（P〈O．01）．【考察】U－IVFとCSCの前核形成時間に有意な差が認められたことから，

培養液が前核形成時間に影響を与えることが明らかになった．これらの解析結果から，培養液は初期胚発生のその他のtime　point

にも影響を与えることが考えられる．今後は，前核形成以降のtime　pointに与える影響や，胚発生についても検討し報告する．

●

O－005　胚培養におけるSequential　Mediumの検討

○松岡　祐太，齋藤　祥子，嶋村　　純，神谷　奈々，片岡　彩香，城石　裕子，齊藤紗恵子，清水　葉子，清水　絢也，

　所畑和寿美，大脇美早紀，田中　美冴，山本はるか，貝嶋　弘恒
　みなとみらい夢クリニック

【目的】様々な市販の培養液が存在する中，良好な臨床成績が得られるよう我々は培養液の最適化を行う義務がある．以前，

Hyaluronanが良好な胚盤i胞発生に寄与しているという報告を行った．そこで，今回は胚発生において有用であると言われ

ているInsulin及びHyaluronanが胚盤胞発生に対して及ぼす影響を臨床成績から検討した．【方法】実験1として2012年1
月～2013年5月の期間においてA社の培養i液で培養を試みた502症例（平均年齢37．9歳）の卵子2872個（Ins一群）と，同
社のlnsullnを含む培養液で培養を試みた56症例（平均年Wa，　36．8歳）の卵子142個（lns＋群）を対象とし，胚発生能につ

いて検討を行った．実験2としてB社のHyaluronanを含む培養液で培養を試みた56症例155個（Hya＋群）とA社のIns＋
群において，同条件下で臨床成績を比較し検討した．【結果】実験1では，胚盤胞発生率はIns一群が46．4％，　Ins＋群が56．2％

となり，Ins＋群の方が有意に高くなった（P＜005）．また実験2では，　Ins＋群とHya＋群において胚盤胞発生率には有意
な差は見られなかったが，良好胚盤胞発生率はIns＋群が20．0％，　Hya＋群が31．1％となり，　Hya＋群の方が有意に高くなっ

た（P＜0．05）．また，良好TE率において，　Ins＋群が33．3％，　Hya＋群が42．2％となり，　Hya＋群のほうが高い傾向が見ら

れた（P＜0．1）．【考察】これらの結果から，Insulinは胚盤胞発生率を向上させる可能性が示唆された．しかしながら，　Hyalur〔）－

nanはより良好な胚盤胞特に着床に深く関わる良好なTEを作出する可能性があり，培養液の最適化としてHyaluronan
に重点を置いて用いることが重要であると考えられた．また，移植培養液などまだまだ最適化の余地はあり，in　vivoにさ

らに近い培養液の開発が望まれる．今後は症例数を増やし，妊娠率などの検討も行っていきたい．

●

●

O－006　培地交換の頻度がヒト胚の発達に与える影響

○小林　一彦D，小嶋　哲矢v，末包　博昭2）

　1）武庫之荘レディースクリニック，2味包クリニック

体外培養時における培地交換の頻度が胚の発達に与える影響を検討した．

【方法】conventional　IVFまたはICSIにより，6個以上の正常受精卵が得られた周期を対象として，患者同意のもと本検討

を施行した．得られた受精卵を3群に分け，以下のような頻度で培地を交換して，Day6まで培養iした．　A群（毎日交換）：

Day2からDay5で毎日培地を交換した．　B群（1回交換）：Day3で1回のみ培地を交換した．　C群（継続培養）：培地交換
をせずに同一の培地で培養を続けた．胚の培養は，LifeGlobal社のglobal　totalを用いて行い，　Day3良好胚率（Veeckの分

類で6細胞G2以上），胚盤胞到達率，＞3BB良好胚盤胞率（Gardnerの分類で3BB以上），さらに＞4AB良好胚盤胞率を
比較した．

【結果】Day3良好胚率［A群：52．3％（46／88），　B群：56．3％（72／128），　C群：63．5％（66／104）］，胚盤胞到達率［A群：79．5％

（70／88），B群：75．0％（96／128），　C群：76．9％（80／104）］および＞3BB良好胚盤胞率［A群：47．7％（42／88），　B群：45．3％

（58／128），C群：42．3％（44／104）］においては，3群間に差を認めなかった．＞4AB良好胚盤胞率は，　A群で11．4％（10／88），

B群で12．5％（16／128），およびC群で23．1％（24／104）となり，A群およびB群に比べてC群で有意に高かった（p＜0．05）．

【結論】以上の結果から，培地交換を行わず，同一の培地で胚の培養を続けることにより，より良質な胚盤胞への発達が促
されることが示された．

●

●

●
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●
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O－007　キャピラリー電気泳動一飛行時間型質量分析法（CE－TOFMS）を用いたマウス着
　　　　　　床前期胚培養液のメタボローム解析

○若松　修平D，111田　満稔1｝，浜谷　敏生1］，阿久津英憲2〕，竹本　崇史1），戸田　里実1），上條慎太郎1〕，小川　誠司1），

　菅原　かな1），久慈　直昭D，吉村　泰典’）

　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，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1メタボローム解析を用いて，胚の栄養要求性を検討し，培養環境の改善を目指した．

【方法】マウス受精卵を胚盤胞まで培養を行い，着床前期を前期（1～8細胞期）と後期（8細胞期～胚盤胞期）に分けて培養液を回収した．同条件で胚を入れずに培

養した対照群とともに，それぞれCE－TOFMSに供し，比較解析を行った．その結果，中鎖脂肪酸Octanoateの有意な減少が観察されたため，脂肪酸枯渇培地への

Octanoateの添加実験を行い，　in　L・itroに胚盤胞への発生率を観察した、炭素安定同位体を用いたトレーサー法解析により，　Octanoateが本当に胚で代謝されている

かを検討した．

【成績】15アミノ酸を含む全28物質が同定され，そのうち23物質は胚から放出された物質，5物質は培養液成分由来の物質であった，5物質のうち．Octanoateは

前期，後期共に有意に減少していた．Octanoateを含む脂肪酸はBSAに結合して持ち込まれる．脂肪酸除去BSAを用いた培養環境では，8細胞期への発生率は42．0±

12，6％と，脂肪酸結合BSAの場合（97．6±1．5％）と比較して有意に低ドしたが，　Octanoateを加えると発生率は65．6　±　14，9％にまで回復した．またt　Glucose，　Pyru－

vateを除去し，脂肪酸除去BSAを用いたエネルギー基質完全枯渇培地では，8細胞期への発生率は9．8±2．9％だったが，　Octanoateを添加すると発生率は50，4±2．9％

と有意に上昇した，以上より，Octanoateは初期より着床前期胚発生に寄与すると考えられた，さらに安定同位体i3Cで標識したOctanoateを脂肪酸枯渇培養液中に

添加し，代謝産物を検索した結果，TCA回路の中間代謝産物で高率に］3Cを検出したことから，　Octanoateはβ一酸化を経てTCA回路で代謝されると考えられた、

【結論】着床前期胚は中鎖脂肪酸Octanoateをエネルギー基質として代謝することが初めて明らかになった、特に枯渇した条件下では，　Octanoateは速やかに代謝さ

れて発生に寄与する可能性が示唆された、

O－008　マウス顕微授精胚の次世代シーケンサーを用いた遺伝子発現解析

●

●

○高木　清考1・L），幸田　　尚21，及川　真実2），原田　竜也1），石野　史敏2），久保田俊郎］）

　1）東京医科歯科大学医歯学総合研究科生殖機能協関学，L’）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

【目的】受精から着床に至るまでの初期発生はゲノムのエピジェネティックな修飾がダイナミックに変化する時期である．

体外受精，顕微授精での発生率に大きな差は認めていないが種々の胚操作の技術がエピジェネティックな修飾や遺伝子発現

プロフィールにどのような影響を及ぼすのかを明らかにすることは重要な課題である．我々は初期胚1個相当の少量のRNA
から遺伝子発現を解析する手法を確立し，その手法をもってマウスで本格的にzygotic　activationが現れ始める2細胞期胚
（2－cell）のICSIにより影響を受ける遺伝子を同定し，　conventional胚とICSI胚での遺伝子発現差がどのように変化するか

を明らかにするため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，桑実胚を受精後に時間を決め数ポイントで作成しRNAを抽出した．　RNA　polymerase　linear　amplification

を行い次世代シーケンサー（IIluminaGAIIx）によりRNA　Seq解析を行った．【成績】ICSI胚とconventional胚を比較し，
2－cellでは全体の約5％の遺伝子が5倍以上の発現差を示した．各タイムポイントで発現差を示す遺伝子は変化する傾向に

あったが，2－cellから桑実胚まで一貫してICSI胚で発現低下を示す遺伝子も約20個程度認めた．【結論】我々は初期胚から

再現性よく遺伝子発現プロフィールを解析する手法を確立した．またその手法を用いマウスにおいてICSIによって最初に
発現調節に影響を受ける遺伝子を同定することに成功した．一塩i基多型（SNPs）を用いることによりアレル別の解析を行

うこともでき，これらの発現差のある遺伝子の発現パターンやその後の変化を解析予定である．

O－009　受精直後のオートファジー誘導はmTORC1シグナリングに依存しない

，

●

○山本　　篤1），塚本　智史L’），原田　竜也1），水島　　昇3），久保田俊郎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，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，

　3東京大学大学院医学系研究科分子生物学

【目的】これまでの研究からオートファジーは，排卵直後は強く抑制されているが受精4時間以内に活性化する事が分かった．このオー

トファジーは卵細胞質に蓄えられた母性タンパク質の大規模分解とそれによるアミノ酸供給の為に重要であると考えられる．一方で

受精後のオートファジー誘導機構については依然不明である．一般的に培養細胞では，翻訳や細胞増殖・分化に関わるMammalian　tar－

get　of　Rapamycin　Complex1（mTORC1）を介した経路によりオートファジーが負に制御されている．しかし受精直後のmTORCl

活性は知られていない．そこでmTORCI経路を中心に，受精直後のオートファジー誘導との関連性について解析した．

【方法】8－12週齢のC57BL／6マウス卵を回収し，受精後のmTORC1の活性化状態をウェスタンブロット法によって解析した．また

培養細胞でmTORC1の活性を変化させる事が知られている薬剤処理下にGFP－LC3マウス卵を観察し，オートファジーの誘導状況

を評価した．

【結果】mTORCI活性は未受精卵では高いが，受精後3時間で劇的に低下することが明らかとなった．また一般の培養細胞と同様に，

mTOR阻害剤であるTorin1によってmTORCl活性は阻害され，シクロヘキシミド処理によってmTORC1は活性化された．しかし
これらの処理卵におけるGFP－LC3ドットの数や局在に変化は見られなかった．以上の結果から，受精前後のマウス卵ではmTORCI

活性とオートファジー誘導が逆相関しているものの，mTORCIが直接オートファジーを制御している事はむしろ否定的であった．

【考察】今回の結果からはオートファジーを制御する因子の解明には至らなかった．一般細胞でオートファジーは細胞質の品質維持に

も関与する為，受精卵の品質改善法としての利用を見越し，引き続き研究を行なっている．
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O－010　胚の初期動態は胚盤胞への発育と関連するのか？：EmbryoScopeTMを用いた胚の
　　　　　　観察

●

○末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，川崎　裕美，松下富士代，山口　弓穂，伊藤　正信，松田　和洋
　松田ウイメンズクリニック

【目的】胚のタイムラプス撮影培養装置EmbryoScopeTMを用いることで胚の形態的特徴だけでなく，連続的観察をすること

が可能となった．そこで今回，胚の初期発育と胚盤胞への発育に関連があるのかを検討した．

【対象および方法】2012年6月から2013年3月までの期間に当院でICSIを実施し，2前核を確認後胚盤胞培養を実施し
た103症例392個を対象とした．ICSI実施後6日間の培養を行い，　D5良好群，　D5不良群，　D6良好群，　D6不良群，非到達

群の5群にわけ，前核の動態別に前核出現時間，前核接合時間，前核接合から1st　cleavage開始期間，　lst　cleavage開始時

間の4事象の平均時間を比較検討した．またlst　cleavageで2cellとなった胚を正常，3cell以上になった胚を異常と考え，

各群に含まれる異常分割胚の割合の検討を行い，さらに1st　cleavage，2nd　cleavageにおいて1割球に複数の核が確認され
た胚を多核胚とみなし，その発現頻度についても検討を行った．
【結果】前核接合時間，前核接合から1st　cleavage開始期間，　lst　cleavage開始時間はD5良好群が非到達群に対して有意に

早かった．またlst　cleavage異常分割胚は非到達群が他の4群に対して有意に高い値を示し，さらにD5良好群はD5不良
群・D6不良群の2群に対して有意に低い値であった．多核については各群間に有意差は認められなかった．
【結論】今回の検討より良好胚盤胞は胚の初期動態が早く，lst　cleavage異常分割率が低値であることが示された．　ESを使

用することで胚の初期動態の各事象の早い胚や異常分割胚を選別することが可能であり，初期発生の段階で胚発育予後を予
測できうるのではと思われた．

●

●

O－Ol　1　ヒト初期胚で多核胚の核相の違いによる体外発生能と妊孕性

○江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，南　　綾子，松隈　豊和，打田　沙織，水本　茂利，

　前田　祐紀，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】ヒト多核胚は体外発生能や妊孕性が低率であることが報告されている．形成された多核胚の核相に違いがあり，そ

れぞれの発生能や妊孕性は明らかとなっていない．そこで多核胚の核相の違いによる臨床成績を調べた．【対象および方法】

2006年1月より2012年12月までに培養2日目で多核が確認された1288周期を対象とした．多核割球内に観察された核相
よりM群：同一割球内に通常の核と同等のものが存在する，F群：同一割球内に小さい複数の核が存在する，大小群：同

一割球内に通常の大きさの核と小さい核が存在する，複合群：前述の3パターンが混在する場合の4群に分類した．各群で
の体外発生能を調べるとともに同意の得られた一部の多核割球をBiopsy後にFISH法により染色体解析を行った．さらに，
多核胚のみしか存在せず，患者に十分な説明のもと初期胚移植を行った93周期（平均年齢39．7±3．7）の成績も調べた．【結
果】Day2観察時の多核の核相別によるday3での良好胚率は各群30～35％，胚盤胞発生率はM群39．6％（57　・！144），F群24．0％

（40／167），大小eV　31．6％（6／19），複合群31．3％（50／160）とM群がF群と比較し高率だった．多核割球の染色体を調べた

結果，18．8％（6／32）が正常な核型を示した．多核胚のみを移植した93周期（平均ET個数1．1±O、3）の臨床的妊娠率は6．5％

（6／93），出生率は5．4％（5／93）と低率だったが，すべて健常児を出産した．多核の核相別での出生率はM群2．7％（1／37），

F群7．7％（3／39），大小群0％（0／4）複合群7．7％（1／13）と4群聞で差は認めなかった．【結論】多核胚のみを移植し妊娠・

出産に至った5症例の多核胚の核相分析も含め，多核胚の核相の違いによる妊孕性について一定の知見は得られなかった．

●

●

O－Ol2　第一分割時間，胞胚腔形成時間，胚盤胞凍結までに要する時間，　TE数は融解胚移
　　　　　　植胚における妊娠率の高い胚盤胞の選択基準となるか

○松永　利恵゜，渡辺　真一），小林　勇rv1），宮田　佳苗’），田中　豊美1），　III中菜保子い，可兄知加子U，上畑みな子1），

宮村　浩徳LLI，西尾　永司閣，伊東　雅子1），桑波田暁子I

Vおち夢クリニック名古屋，2藤田保健衛生大学産婦人科，
科

，越知　正憲】），堀内　俊孝D

加藤レディスクリニック，E）県立広島大学大学院総合学術研究

e

【背景および目的】凍結融解胚移植において胚盤胞のグレードや凍結までの培養日数は妊娠と関連があるとされ，当クリニックでは移植胚選択

の基準に用いてきた．しかし，細かい培養経過時間による基準が望ましいと考えられる．そこで，本研究では，Embryo　ScopeTM－Time　Lapse

Embryo　Monitoring　System（UNISENSE　FERTILITECH，　Denmark）（以下ES）にて，　ICSI施行からの第一分割時問，胞胚腔形成時間，胚

盤胞凍結時間と凍結時のTE数が妊娠と関連性があるかについて調べた．【対象】2012年6月から2013年2月の間にクロミフェンまたはレト

ロゾール刺激周期で採卵後，ICSIを施行し，胚盤胞凍結，融解胚移植を施行したインフォームドコンセントが得られた149症例，169周期（平

均年齢39．1±4．2歳），169個の胚を対象とした．【方法】ICSI施行翌日に正常受精の確認された胚はESにて胚盤胞培養に供し，第一分割時間，

胚盤胞形成時間，胚盤胞凍結時間を調べた．また，胚盤胞凍結直前に胚側面に焦点を合わせ，TE数を数えた．凍結胚盤胞は翌周期以降にホ

ルモン補充周期にて融解単一胚移植を行い，胎嚢が確認できたものを妊娠とした．【結果】妊娠群は非妊娠群より胚盤胞凍結時間が早く，TE

数が多かったが，第一分割時間と胚盤胞形成時間に有意な差は認められなかったs患者年齢を40歳以下と41歳以上のグループに分けると，41

歳以上では妊娠群は非妊娠群より凍結時間が早く，TE数が多かった，一方，40歳以下では凍結時間に差はなく，妊娠群ではTE数が多かっ

た．【考察】本研究からICSI施行後から胚盤胞凍結までに要する時間とTE数は融解胚移植において妊娠に影響する要因であることが示され

た．特に40歳以下ではTE数が強く関与する要因で，41歳以上ではTE数のみならず凍結時間も妊娠を左右する要因であった．

●
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●

O－013　Live－Embryo　Imaging　System（Embryo　ScopeTM）を用いた受精操作直後から胚
　　　　　　盤胞形成までの完全連続培養と良好胚盤胞形成に至る胚発生速度の解析

●

○中山　　要1・2），福永　憲隆t・Z・3），北坂　浩也’2〕，吉村　友邦121，田村　総子］L］，長谷川　望12〕，加藤　道高1・L｝，

　竹内　基子12），青柳　奈央12），児嶋　瑛子12），大野　浩史1・2），渡邊　紘之】2），安江香友子12｝，羽柴　良樹121，浅田　義正123｝

　1］浅田レディース名古屋クリニック，L）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】我々はこれまでに胚盤i胞形成までの連続培養の有用性を報告したが，Day1で受精用から培養用へ培養液交換をしているため，完全

な連続培養観察とは言えなかった．そこで更なる連続性をもった培養系の開発・構築を目的とし11CSI後（DayO）から胚盤胞形成まで培

養液無交換の完全連続培養を行い，胚発生を後方視的に検討した．さらに連続培養のデータから良好胚盤胞形成に至る胚発生速度を解析し

たので報告する．【方法】2013年3－4月に採卵しICSIで得られた正常受精胚をContinuous　Single　Culture’「M　medium（CSC）でDayO（Oh）

からDay7（168h）まで培養を行った．　Embryo　ScopeTi　：に供した100個を連続培養群とし，　Day1，3，5で移し替えを行った393個を非連

続培養群とした．いずれも胚盤胞期で胚評価を行い，Gardner分類の3BB以iiiを良好胚盤胞，　Cを含む胚盤胞を不良胚盤胞，胚盤胞に至ら

なかった胚を退行胚とした．連続培養群は得られた画像情報を基に発生速度を解析した．【結果】連続培養群・非連続培養群の胚盤胞形成

率は良好胚盤胞48％（48／100）vs41％（162／393），不良胚盤胞13％（13／100）vslO％（41／393），退行胚39％（39／100）vs48％（190／393）

であった．連続培養群における良好胚盤胞・退行胚の平均発生速度は，前核消失24±3hvs28±9h，第一分割29±3hvs33±9h，4細胞形

成39±4hvs47±12hであり，．いずれも良好胚盤胞は退行胚に比べて有意に短かかった．【考察】連続培養群と非連続培養群の良好胚盤胞形

成率は同等であったことから，少なくともCSCで完全連続培養iは可能であり，非連続培養の培養液交換は必須ではないことが明らかとなっ

た．また，発生速度の結果から，前核消失・第一分割・4細胞形成時間は，良好胚盤胞と退行胚を選別する重要な指標となる可能性が示唆

された．以上から，完全連続培養は培養液無交換だけでなく，初期胚で胚盤胞形成の予測ができる有用な培養方法であることが示唆された．

O－014　Live－Embryo　Imaging　System（Embryo　ScopeTM）による初期胚の解析一国際指
　　　　　　標との比較および良好胚盤胞形成の予測因子についての検討一

○北坂　浩也1・L’），福永　憲隆1・2・：S」，吉村　友邦12），田村　総子12｝，長谷川　望’2｝，加藤　道高’L’｝，中山　　要’2），

　竹内　基子］・2），青柳　奈央’Z），児嶋　瑛子121，大野　浩史1・2［，安江香友子1’2），渡邊　紘之】X），羽柴　良樹1・2），浅田　義正1；’L・3｝

　1　・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】近年，Imaging技術を用い，胚を観察することで様々な現象を動的に捉えられ数々の報告がされてきている．我々はこれまでに

第一分割において2細胞になる事がその後の胚盤胞形成において重要であり，マウス胚を用いた検討では，第一分割時に染色体分配異

常をおこす事が早期流産の原因に繋がる事を報告した．ヒト・マウス共に初期の発生過程がその後の胚発育に重要な影響を及ぼしてい

ることが明らかとなってきた．そこで，今回は初期胚（4cel1まで）における動的解析を行い，国際的な指標と比較すると共に，良好胚

の予測因子を解析した．【方法】2013年3月～4月に顕微授精を施行後，正常受精が確認できた16症例16周期（100個）をEmbryo　Scope
TM にて最大7日間（168h）培養し，その後得られた画像を後方視的に解析した．　Day5以降の胚評価についてはGardner分類の3BB以

上を良好胚とし，それら以外を不良胚と定義した．国際的な指標としてはIstanbul　Consensus（Hum．Reprod．2011以下IC）を使用し

た．【結果】第一分割時に2細胞となった時間は，良好胚では2＆1±3．2h（n＝35）であり，不良胚は29．1±59h（n＝30）であり両群に

差はなかった．2細胞を経て4細胞となった時間はそれぞれ3＆9±4。lh（n＝33），43．1±7．Oh（n＝20）となり，良好胚の方が有意に分割

時間が早かった（p＜0．05），また，ICにおける観察に適した時間は2細胞期で26h±lh，4細胞期で44±1hであった．【考察】結果より，

4細胞期においてICの観察時間では発育遅延をしている不良胚を観察している可能性もあり，良好胚選別には妥当ではないと思われた．

我々と欧米との培養環境・培養技術などの違いが胚発育に影響していると考えられるので，ICの国内での有用性は低いと思われる．良

好胚の予測因子としては，媒精後約28時間後に2細胞となり，約39時間後に4細胞となる事が重要であると示唆された．

0－015　EmbryoscopeTMによる胚発育速度評価の有用性の検討

○土屋翔太郎，兼子　由美，飯泉　文香，松井　友紀，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】近年，単一胚移植が主流となっているなか，より厳密な胚の質的評価は妊娠率向上に重要である．特にday3までの

胚選定においては，その後の胚発育を予想できる，さらなる指標が必要であると考えられる．今回，我々はEmbryoScopeTM
（UNISENSE　FERTILITECH）（以下ES）を用いて，胚発育速度が，その後の胚発育の評価因子となり得るか検討を行った．

【対象・方法】2013年1月から4月に当院で採卵しICSI施行後，　ESでDay6まで培養した胚145個を対象とした．それら
を最良質胚盤胞（Day5　Gardner分類3～6AAと定義A群45個）とそれ以外の胚（B群100個）に分け，各段階（前核消
失時，第1卵割開始時，第2卵割開始時，第3卵割開始時）を時間で評価し，両群間を比較検討した．さらにそれらの時間
が胚発育評価因子として有用であるかROC曲線分析で検討した．【結果】前核消失時間はA群：219±2．6h，　B群：242±4A
h，（p＜O．Ol），第1卵割開始時間はA群：250±2．8h，　B群：27．6±4．7h（p＜O．Ol），第2卵割開始時間はA群：35．4±4．3h，

B群：38．6±6．6h（p＜0．01），第3卵割開始時間はA群：43．8±9．Oh，　B群：48．8±12．1h（p＜0．（）1）であり，それぞれにおい

て両群間に有意差を認めた．またROC曲線分析により，第2卵割開始時間が最も有用な評価因子として抽出できた．さら
に第2卵割時間のcut　off値を38hとしたところ，感度は6＆9％，特異度62．0％，陽性反応予測値449％，陰性反応予測値81．6％

であった．【結論】最良質胚盤胞では胚発育速度は，各段階で早い傾向を認めた．一方，第2卵割開始時間が評価因子とな

り得ることが示唆されたが，単独では十分ではなく，他の形態的評価因子等と組み合わせて総合的に評価することで，胚の
quality評価の指標になりうると考えられた．
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●

O－016　Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚におけるsyngamy時期とその後の
　　　　　　embryo　qualityとの関連性

○鎌田八代生，岩田　京子，田中　　藍，山内　至朗，古山紗也子，的場　由佳，溝口　千鶴，サージャント晴香クレア，

　杉嶋美奈子，甲斐　義輝，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】Istanbul　Consensus　Workshopで推奨された初期胚評価法の検証の為，　Time－lapse　cinematography（TLC）を用

い，ヒト初期胚の雌雄前核消失（syngamy）の時期とその後のembryo　qualityとの関連を検討した．【方法】2003年10月
より，本研究に同意の得られた治療目的胚（n＝204）をTLC用体外培養装置内で連続観察を行った．正常受精胚（IVF；n＝
50，ICSI；n＝79）の転帰をGQE（good），　FQE（fair），　PQE（poor）に分け，第2極体放出を起点とした胚発育速度を検

討した．また，媒精後23時間での胚発育状況（2PN胚，　syngamy到達胚，第一卵割胚）と第2極体放出からsyngamy到
達までの所要時間（18時間未満，18～24時間未満，24時間以上）でのembryo　qualityを前方視的に検討した．【結果】第

2極体放出からsyngamyに要した時間は，　IVF胚とICSI胚で差はなかった．3群の2PN形成の所要時間に差はなかったが，

GQEのsyngamy到達時間（平均192時間）および第一卵割までの所要時間（平均22．5時間）は，いずれもPQE（22．2時
間，25．1時間）に比して有意に短縮した（p＜O．05）．媒精後23時間での第一卵割胚のGQE率は63％（17／27）で，2PN胚
の36、5％（19／52）に比して高率で（p〈O．05），18時間未満群のGQE率も64％（16／25）と，24時間以上群の29．2％（7／24）

に比して有意に高率であった（p＜0、05）．【考察】媒精法の違いは胚発育速度に影響せず，形態良好胚の胚発育速度は不良胚

に比して速いことが明らかとなった．第2極体放出後の胚発育速度は形態良好胚と正の相関があり，．syngamy到達の評価は，

その後の胚発育を予測可能な指標となる．

●

●

O－017　Time－lapse　cinematographyを用いたヒト胚盤胞期の動的評価とhatchingとの関
　　　　　　連性

○古山紗也子，岩田　京子，田中　　藍，山内　至朗，的場　由佳，鎌田八代生，溝口　千鶴，サージャント晴香クレア，

　杉嶋美奈子，甲斐　義輝，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】ヒト胚の透明帯脱出（hatching）は，妊娠へのepilogueであるが，　hatchingの成否を予測する事は困難である．本

研究では，Time－lapse　cinematography（TLC）を用いて，桑実胚以降の胚発育速度とhatchingとの関連について検討を
行った．【方法】本研究に同意の得られた研究目的胚（n＝ll5）をTLCに供し，　hatchした胚（hBL，　n＝49）とhatchし

なかった胚（uBL，　n＝66）に分け，胚発育時間を検討した．さらに，桑実胚の直径（平均101μm）を基点とし，6時間毎
の胚盤胞径と虚脱回数についても検討した．【結果】完全胚盤胞から拡張期胚盤胞最大径への到達時間は，hBLで有意に短
かく（平均21．4時間vs　25．4時間：p〈O．05），特に，完全胚盤胞から胞胚腔径140pmまでの時間は，　hBLで有意に短縮した
（5．5時間vs　92時間；p＜O．05）．桑実胚以後の経時的変化では，6時間（hBL　103．3ptm　vs　uBL　108．9μm），12時間（hBL　lO＆5

μm　vs　uBL　112．4pm）と，12時間までの胞胚腔拡張はhBLで緩徐であったが，18時間（hBL　123．9μm　vs　uBL　119．7μm），24

時間（hBL　139．7pm　vs　uBL　129．5±μm）と18時間以降はhBLで速かった．桑実胚から140μm到達までに2回以上の虚脱
を伴った胚は，hBLで22．4％（11／49），　uBLで40．9％（27／66）であり，虚脱頻度とhatchingとに負の相関を認めた（p〈0．05）．

【考察】今回の解析から，hatchingの成否は初期胚盤胞期の緩徐な発育と完全胚盤胞直前からの発育速度の加速にあること

が推察された．また，胞胚腔虚脱は胚発生にnegative　impactである事が再確認された．

●

O－Ol8　体外成熟培養（IVM）におけるヒト卵胞液添加濃度についての検討

○猪野友香里1），荒木　泰行2｝，名取　友来IJ，大谷香央里】），松岡　典子D，小林はつ美1），天田　千尋】），藤村　佳子1），

　大場奈穂子1），政井　哲兵1），堀川　　隆1），佐藤　雄一V

　1）医療法人舘出張高崎ARTクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

【目的】我々は，ヒト卵胞液（FF）を使用してヒト未成熟卵の体外成熟培養（IVM）実験を行った結果，　FFを使用した群で低い変

性率と高い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2012）．そこで，今回はより詳細な知見を得るためFFの濃度

を細かく設定し，ヒト未成熟卵IVMの検討を行った．【対象と方法】2010年9月から2013年5月の間にインフォームドコンセント

の得られた366症例を対象とした．IvMに使用したFFは本人の主席卵胞から採取したものとし，　IvM用培養液は受精用培養液（uni－

versal　IVF　mediumまたはG－IVF　medium）にFFを0％（A群），10％（B群），30％（C群），50％（D群），100％（E群）の濃度
で混合させたものを使用した．受精用培養液には，FSH　O．0751U／mlおよびhCG　O．IIU／mlを添加した．採卵時にGV期であった卵は

2－3h後に，採卵時にMI期であった卵は8h後に，各IVM用培養液に振り分けて培養を行った．　IVM開始から48h以内に成熟した
MII期卵子にICSI’を施行し，受精を確認した胚は6Fl間の継続培養を行い，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43％（40／92），　B群38％（11／29），　C群60％（15／25），　D群43％（17／40），　E群31％（23／74）と

なり，CE群間で有意な差を認めた．胚盤胞到達率は，　A群0％（0／21），　B群17％（1／6），　C群56％（5／9），　D群27％（3／11），　E

群13％（2／16）で，FFを使用した群でのみ胚盤i胞が得られた．　MI期卵：成熟率はA群67％（32／48），　B群44％（4／9），　C群63％

（5／8），D群59％（13／22），　E群21％（4／19）となり，　E群が有意に低い値となった．胚盤胞到達率はA群11％（1／9），　B群0％（0

／2），C群0％（0／3），　D群33％（3，／9），　E群0％（0／2）であった．【結論】最終的には，30％FF群で15％（5／33）および50％FF

群で10％（6／62）の胚盤i胞が得られる良好な結果となった．よってヒト卵胞液は未成熟卵のIVMに有効である可能性が示唆された．

●

●

●
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●

O－Ol9 胚盤胞培養における培養液交換の必要性～培養液交換の有無による培養成績の比
較～

○新開　総子，鈴木　美加，山根　里歩，小林紗貴子，木村　裕美，大山　由香，江崎　　敬
　池袋えざきレディースクリニック

●

●

【目的】体外受精における胚盤胞培養ではone　step　mediumを用いてもsequential　mediumと同様の培養成績が得られると

されている．one　step　mediumでは培養液の交換をしなくても良いとされる報告があり，作業工程を減らす事が出来る可能

性がある．培養液の交換を行わないことにより交換作業時のインキュベーター外の作業による培養液のpHや温度変化を抑
えられる長所がある．一方，胚の培養に伴う代謝産物の蓄積により培養液の組成が変化するという短所も考えられる．本研
究では培養液交換の有無による培養成績を比較検討し，培養液交換の必要性について検討した．【方法】2013年1月～4月

までに当院にて患者同意を得て採卵を行った182周期のうち胚盤胞培養を行った74周期を対象とした．患者IDの末尾が偶
数か奇数かにより培養液交換群（38例）と培養液非交換群（36例）の2群に分類した．両群とも培養液はLifeGlobal社の
global‘R‘を使用し，　oilカバーした30μ1のドロップ内で個別培養した．両群の胚盤胞到達率と良好胚盤胞到達率（3BB以上）

について比較検討した．【成績】両群の平均年齢・受精率に差は見られなかった．培養液交換群／培養液非交換群の胚盤胞到
達率（53．9％／41．4％：P＜O．Ol），良好胚盤胞到達率（33．3％／23．5％：P　一　O．Ol）といずれも培養液交換群で良好な結果であっ

た．【結論】one　step　medium使用下での胚盤胞培養においても培養液の交換は必要であると考えられた．培養液を交換し

ないことによる培養中の培養液の組成の変化がこのような結果をもたらしたと推察される．本研究ではドロップによる微小

環境で培養したため，代謝産物による組成変化の影響を受けやすかったと考えられる．培養液量を増やした環境であれば培
養液の組成変化は軽減することができ，培養液の交換は不要となるかもしれない．更なる検討が必要であると思われた．

O－020　組換えヒトアルブミンを含む無血清培養液で培養した胚盤胞の選択的単一胚移植

○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，ヒト胚の胚盤胞培養i
におけるrecHAを含む無血清培養液の有用性を調べた．【方法】2012年7月～10月に当院で倫理上の配慮をし，インフォー

ムド・コンセントを得て全胚凍結を行った患者を対象にした．IVF／ICSIの18h後に2PN胚が6個以上あった患者（95名）
を封筒法により無作為にA，B群に分けた．これらの胚をHSA（5　mg／mL；通常の市販培養液）（A群）またはrecHA（0．5
mg／mL）（B群）を含むG1／G2液（Vitrolife）で培養した．　recHAの濃度は，以前我々がウシ胚を用いて行った実験結果を

もとに決めた．培養6日目までに良好胚のみをガラス化法で凍結保存した．同患者のうち，凍結胚盤胞を持つ患者（A群，
35名；B群，33名）の臨床データを調べた．【成績】患者年齢はA，B群で同等だった（355［3．3］歳vs．35．7［3．7］歳P＝

O．86）．A，　B群でそれぞれ計120個と70個の胚盤胞を凍結保存した．2013年4月までに，　A群で47周期，　B群で37周期
の凍結一融解胚の単一胚移植を行った、移植あたりの臨床的妊娠率は，A群が22／47（46．8％）でB群が25／37（67．6％）だっ
た（P＝0．08）．移植あたりの継続妊娠率は，A群が20／47（42．6％）でB群が18／37（48．6％）だった（P　一　O．66）．【結論】re－

cHAを含む無血清培養液を用いた胚培養iで良好胚盤胞が得られた．またこれら凍結一融解胚の単一一胚移植後の妊娠率も高

かった．これらの結果は血清フリーのARTシステム確立の一助となり得る．現在我々は，同患者の周産期状況を含む臨床
成績を調べている．

O－021　子宮内膜厚と妊娠（ペントキシフィリンの試み）

○北村　誠司D，佐藤　仁美］］，佐々木幸子］1，平岡　夏織D，田巻　智慧D，名田　康子1），桐明　千晶1），平岡謙一郎1），

　井上　　治L｝，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】妊娠率に影響を及ぼす子宮内膜厚の検討とペントキシフィリン使用症例の報告．【背景】良好な妊娠率が期待される

内膜厚は7－8mm以上とされている．7mm未満症例ではホルモン補充周期（HR）やVitamin　Eを追加しても妊娠出来ずに
お手上げの場合が多い．【方法・対象】（1）平成24年1月から12月までに虹クリニックで融解胚移植を受けた354周期が

対象子宮内膜厚7mm未満，7mm以上8mm未満，8mm以上の3群に分け，　HR周期／自然排卵周期に分けて妊娠率・流
産率を検討した．（2）内膜厚7mm未満で非妊娠症例に対して，荻窪病院倫理委員会の承認を得て，ペントキシフィリン（800

mg／day）＋Vitamin　Eの治療を開始した．【結果】（1）内膜厚7mm未満／7mm以上8mm未満／8mm以上で，妊娠率／流産
率は18．2／50％（2／4），2＆2／36％，25．5／19．0％，7mm以上8mm未満では8mmと比べて妊娠率に有意差を認めなかった．7

mm未満では，　HR周期／自然排卵周期での妊娠率／流産率は222／50％（2／4），0／0％，7mm以上8mm未満の群ではHR周
期／／自然排卵周期で40／33％，31．6，・／25％であった．（2）ペントキシフィリン使用結果は，講演会で報告する予定である．【考

察】（1）子宮内膜厚7mm以上8mm未満でも妊娠率低ドが認められず，移植キャンセルの目安としては，7mmが適当と考
えられた．（2）7mm未満の症例では全例Vitamin　Eを使用しており，非妊娠症例に対してはペントキシフィリンの効果が
期待される．【結論】移植キャンセルの子宮内膜厚の目安は7mm未満とすることが適当であり，7mm未満／HR周期＋Vitamin

Eでの非妊娠症例にはペントキシフィリン等の他治療法の適応が必要と考えられる．

●
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O－022　不妊症に対する内視鏡下手術の効果

○北村　誠司い，佐藤　仁美i），佐々木幸子D，平岡　夏織），田巻　智慧い，名田　康子t），桐明　千晶］），’ド岡謙一郎O，

　井上　　治L”t吉江　正紀2），宇都　博文2），吉田　宏之L“），杉山　　武LU

　1）荻窪病院虹クリニック，2｝荻窪病院産婦人科

【背景】現在の不妊治療の中心はプライベートクリニックにある．これに対して内視鏡下手術は大学病院と総合病院で主に

行われ，不妊症に対する内視鏡下手術効果を検討することが容易ではない．当院は生殖医療を専門とし，内視鏡下手術は本
院で実施する区別を行っており両院データの評価が容易である．【目的】不妊症に対する内視鏡下手術効果の検討．【方法】

平成21年1月から平成23年12月までの3年間に虹クリニックより紹介され，荻窪病院産婦人科において不妊治療目的で
内視鏡下手術を受けた116症例が対象．腹腔鏡下子宮筋腫切除術（LM）38症例・腹腔鏡下子宮付属器腫瘍（内膜症性）切
除術（TLC）35症例・子宮鏡下筋腫切除術（TCR－M）5症例・子宮鏡下内膜ポリープ切除術（TCR－P）27症例ごとにその
後の妊娠率（妊娠数／症例数），流産率，妊娠までの術後所要期間を検討した．【結果】妊娠率，流産率，妊娠までの所要期
間はLMでは（60．5％／26．1％／13．7M），　TLC（57．1％／25％／123M），　TCR－M（60％／33．3％／13M），　TCR－P（44．4％／33．3％／9．8

M）であった．妊娠例の内訳：IVF　33，自然妊娠16，　NI　7，　IUI　2【症例】41歳OGOP，2－3cmの筋腫7個を腹腔鏡下に切

除（LAM）した．39歳の時から人工授精無効症例として体外受精を開始，初期胚移植3回，胚盤胞移植3回実施するも妊
娠せず．当初から筋腫切除を提案していたが手術には至らなかった．術後，胚盤胞移植2回目にして妊娠し，帝切にて出産．
【考察】（1）LM，　TLC，　TCR－Pの高い術後妊娠率および不妊治療での高い必要度が示唆された．（2）筋腫が不妊原因であ

る可能性の高い症例の存在により，筋腫合併の妊娠困難例に対する筋腫切除術は検討すべき選択肢であることが示された．
【結論】不妊症に対する内視鏡下手術の効果が高いことが示唆された．

●

●

O－023　精子不動化抗体陽性不妊婦人におけるART

○繁田　　実，高田　玲子，小野光樹子，寺村　聡子，千川　　愛，濱井　晴喜，早川ひとみ，大濱　尚子，岩橋　和裕
　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】精子不動化抗体（SI－ab）陽性不妊婦人に対するART治療では，活性補体が無い培養系を用いることから，抗体に

よる受精障害は少なく通常の体外受精を選択するのが一般的である．本研究では我々のART治療結果からSI－ab陽性不妊
婦人に対するIVF選択の再評価を行った．【方法】2003年から2013年までの10年間にSI－ab陽性の免疫性不妊の適応で

ART治療を実施した43症例（205周期136採卵172胚移植）についてART治療結果および定量的精子不動化抗体価（SI－
50）を後方視的に分析した．【結果】43例（初回採卵時年齢27－39歳）の平均抗体価は373±43（1．7－192・SI－50）であった．

本人希望でICSIを実施した1例を除く42例で初回治療はIVFを実施したが，受精卵が得られた41例の’lz均受精率は74±
27％であり，他の適応でのIVF治療の受精率と差がなかった．受精卵が得られなかったのは1例で（1／42＝2．4％），この症
例の血中抗体価は低値（1．8SI－50）であり，受精阻害抗体の存在などが疑われた．妊娠成立は38例（妊娠率89％），継続妊

娠は32例（生産率76％）であった．【考察】SI－ab陽性不妊婦人に対するIVFでの受精障害の出現頻度は2．4％であり，他

の適応によるIVF結果と差がない事から，従来の報告通りSI－ab陽性不妊婦人に対するART治療ではIVFが第一選択で
あり，過去のIVFやHZAなどの受精試験で受精障害が認める以外はICSIの適応はないことを確認した．

●

●

O－024　ARTにおけるボルタレンの排卵抑制効果と着床に及ぼす影響についての検討

○西　　弥生V，中川　浩次い，杉山　里英2），小代　裕子D，高橋　千絵V，壽圓　裕康1），金城　　洋’），許山　浩司2｝，

　栗林　　靖z｝，杉山　カーD，井上　正人1）

　V杉山産婦人科生殖医療科，L’）杉山産婦人科丸の内

（目的）シクロオキシゲナーゼ（COX）－2の発現は着床に必要であり，プロスタグランディンは着床に必須の物質と認識さ

れている．ARTにおいて排卵抑制をFl的にボルタレン（ジクロフェナクナトリウム）を用いられる事があるが，　NSAIDs
はCOX阻害により抗炎症作用を呈するので着床に影響を及ぼす事も懸念される．今回ボルタレンの排卵抑制効果，並びに
着床への影響について検討を行ったので報告する．（方法）2011年1月～2012年12月に白然周期（N群）または低刺激法
（cc内服又はcc－FSH）（CC群）にて排卵誘発一採卵を行い，インフォームドコンセントを得た5，979周期を対象とした．ボ

ルタレン服用の有無でN（一）・N（＋）・CC（一）・CC（＋）の4群に分け，更に年齢別（A：－29／B：30－34／C：35－39／D：40－

44／E：45－）に排卵率，移植・凍結キャンセル率，妊娠率，流産率につき検討を行った．排卵率は採卵決定時LHIO以上の周

期を対象とし，ボルタレンは採卵14時間前と11時間前に25mg／回内服した．（結果）排卵率はCC（一）A：0％，　B：16％，
C：2B％，　D：6．5％，　E：4．3％，　CC（＋）A：0％，　B：0％，　C：2．9％，　D：9．3％，　EO％，　N（．）AO：％，　B：21．4％，　C：20．8％，

D：31．2％，E：32．7％，　N（＋）A：0％，　B：4．8％，　C：17．4％，　D：15．8％，　E：14．8％と，　N（一）DEに比べN（＋）DE，　N（＋）

CD」に比べCC（一）CDで有意に低下を認めた．移植・凍結キャンセル率，妊娠率，流産率はいずれの群においても有意差
は認められなかった．（結論）CCは排卵抑制に有効であるが，自然周期採卵においては特に40歳以上の症例にボルタレン
は有効であった．着床への影響も認められず，円滑にARTを行うために安全に使用しうると考えられた．

●

●

●
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O－025　採卵時における卵子獲得率の検討

●

●

〇八田幸治，林　篤史，小野賀大，山本　輝中村容子，川邉紗智子，吉田陽子，林　正美，山下能毅，
　大道　正英

　大阪医科大学産婦人科

【緒言】生殖補助医療患者は高齢化が進んでおり，卵巣機能が低い症例（以下DOR）の増加とともに，体外受精治療抵抗性
の症例に遭遇する機会が増加している．今回我々は採卵時の卵子獲得率に注目し，後方視的に検討した．【方法と対象】2008

年1月から2013年4月まで，当院にてインフォームド・コンセントを得て体外受精治療を行った426周期を対象とした．
採卵時の穿刺卵胞数と獲得卵子数から卵子獲得率を算出し，年齢，不妊原因との関連を検討した．また，卵子が獲得出来な
かった周期について，獲得できた周期をコントロールとし，臨床的背景を検討した．【結果】卵子獲得率は加齢とともに有

意に低下し，不妊原因別では高齢不妊　内膜症性不妊において，他の不妊原因（男性不妊，卵管性不妊，原因不明不妊）よ
り有意に低かった（43％vs　41％vs　％vs　53％vs　58％vs　57％）．また，35歳以上の高齢患者を除いても，内膜症性不妊

は獲得率が他群より低かった．採卵不能周期は全体の15．3％（65／426）にみられた．採卵不能な周期では卵子獲得可能であっ

た周期に比較し，内膜症性不妊の占める割合が高かった．【結論】高齢不妊や内膜症不妊例に体外受精治療を行う場合には，

卵子獲得数が低いことのみならず，卵子獲得率が低下することを念頭に置くべきであると考えられた．

O－026　GnRH　antagonistを使用した卵巣刺激法（アンタゴニスト法）における，　FSH単
　　　　　　独投与群とhMG切替群の採卵成績比較検討

○田畑　知沙，藤原　敏博，藤田　　裕，野間　　桃，富坂　美織，渡邊　倫子，保母るつ子，黒澤　貴子，仲田　正之，

　堤　　　治
　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

●

●

目的：アンタゴニスト法でのLH補充やhMGの有用性を検討するため，卵巣刺激中のhMG切替の有無と年齢について後方視
的検討を行った．方法12008年4月から2012年5月までに当院でART治療を施行，月経開始2または3日目よりFSH製剤を
連日投与し，卵胞径14－15mmに達した時点でGnRH　antagonistを開始した493症例を対象とした．その後の卵巣刺激でFSH
製剤続行例をF群，hMG製剤変更例をH群と設定し，各種ホルモン値および胚の性状について比較検討した．本研究は当院倫

理委員会の承認を得て行われた．成績：F群322例（35歳未満49例，35歳以上273例），H群158例（35歳未満23例，35歳
以上134例），両群で年齢・妊娠回数・不妊期間・BMI・基礎ホルモン値・卵胞刺激最終日のホルモン値に差を認めなかった．

全年齢では，F群とH群は採卵数（個）／成熟卵数（個）／受精卵率（％）／良好胚数（個）いずれも有意差を認めなかった（F群9．6

／5．6／74．7／3．5，H群＆4／52／74、8／3．1）．35歳未満では，採卵数がF群で有意に増加したが（F群14．21／H群9．59，　P＝0．03），成熟

卵数／受精卵率／良好胚数は差を認めなかった（F群7．6／73．2／4．9，H群5．1／77．6／4．0）．一方35歳以上では，採卵数／成熟卵数／受

精卵率／良好胚数いずれもF群とH群で同等の結果であった（F群＆8／5．3／74．9／33，H群8．22／5．3／74．4／3．0）．特にH群内では，

35歳未満と比較して35歳以上で採卵数／受精卵数／良好胚数すべて減少した（35歳未満9．6／5．9／4．0，　35歳以上8．2／4．9／3．0，P＝O．046

／0．02／0．01）．結論：アンタゴニスト法ではhMG切替の有無は，年齢に関わらず採卵結果に有意差を認めなかった．しかし，35

歳以上ではhMG切替により採卵数や受精卵数の低下が認められ，　LH補充の条件についてさらなる検討を要すると考えられた．

ト O－027　単一胚盤i胞移植の成績に影響する因子（胚盤胞のグレード評価の観点より）

○松山　毅彦，坂井　和貴，中澤　留美

　厚仁病院産婦人科

●

■

　当院では，以前より，単一胚盤胞移植を行い，比較的良好な成績をあげている．しかし，さらなる成績向上のためには，
各方面の解析も必要である．今回は，その成績に影響する因子として，胚盤胞のグレード評価に着目してみた．【対象】2012

年1月一一　12月までにホルモン補充周期にて単一胚盤胞移植を行った388周期を対象とした、【方法】排卵誘発はClomiphene－

recFSH／HMG刺激にて行い，採卵・培精した後，　sequential　mediaを用いて胚盤胞培養iを行った．獲得された胚盤胞はガ

ラス化法を用いて凍結を行い，次周期以降にホルモン補充周期にて融解胚盤胞移植を行った．いずれの場合もLaser　Assisted

Hatchingを行い回復培養後に移植し，胚盤胞移植直前のグレードをGardner分類に準じて評価した．【結果】採卵後5日目
で凍結された胚盤胞（5日目胚盤胞）の移植周期235周期の着床率は53．2％，採卵後6日目で凍結された胚盤胞（6日目胚
盤胞）の移植周期148周期の着床率は37．0％であった．7日目胚盤胞移植の妊娠例はなかった．胚盤i胞のグレードで細分類
すると，Gardner分類6aaの着床率は全体で64．4％，5日目胚盤胞移植で，63．0％，6日目胚盤胞移植で，68．0％であること

がわかった．【まとめ】単一胚盤胞移植の成績は，5日目胚盤胞の成績が良いが，胚盤胞のグレードが高ければ凍結日によら

ず良好な成績であることもわかった．
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●

O－028　当院における単胚移植周期と2胚移植周期の体外受精成績の比較

○宮田　広敏D，木下裕巳子P，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D，鈴木　康夫2｝

「目的」2008年4月に日本産科婦人科学会による生殖補助医療における「多胎妊娠防止に関する見解」が改定され5年が経
過した．日本産科婦人科学会倫理委員会　登録・調査小委員会報告をみても各施設の積極的な働きにより，新鮮胚移植，凍
結胚移植共に単胚移植の割合は年々ヒ昇を続け，その結果多胎率の減少を実現している．今回当院における年ごとの単胚移

植率の変化と単胚移植と2胚移植による体外受精の成績について検討したので報告する．「方法」2008年4月から2012年6
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を行ない「多胎妊娠防止に関する見解」に基づき，単胚移植

または2胚移植を行った3，024周期を対象に，新鮮胚移植と凍結胚移植の年毎の単胚移植率をみた．また単胚移植群ならび

に2胚移植に分けて妊娠率，移植胚あたりの着床率，多胎率，流産率，異所性妊娠率を比較した．「結果」新鮮胚移植なら
びに凍結胚移植の年ごとの単胚移植率は2008年（13、8％，12．2％）2009年（3＆0％，30．2％），2010年（37．8％，38．0％），2011

年（46．0％，43．4％），2012年（58．2％，60．4％）と年ごとに単胚移植率を上昇させる事ができた．単胚移植群と2胚移植そ
れぞれにおいて，妊娠率（19．4％vs24．7％，　p＜0．001），着床率（19．6％vs13．8％，　p＜O．OOOOOI），多胎率（0．4％vsl1．7％，　p＜

O．OOOOOOI），流産率（24．6％vs24．7％，有意差無），異所性妊娠率（0．4％vs1．8％，　p＜0．05）と2胚移植群に比べて単胚移植群

では多胎率が低下しただけでなく異所性妊娠率も低下した．一方流産率においては単胚移植群と2胚移植群の間に有意な差
は認められなかった．「考察」単胚移植は多胎を防止するのみならず，異所性妊娠発生を低下させる可能性が示唆された．

現在のところ，なぜ2胚移植に比べて単胚移植で異所性妊娠率が低下するに至ったかは明らかではないが，今後さらに詳細
な検討を重ね安全で有用性の高い方法を模索していきたい．

●

●

O－029　当院の凍結胚移植における自然周期とHRT周期の比較について

○柏崎　祐L，冨田　沙織，玉木　尚子，柏崎　香織，柏崎　　操，柏崎　　研

　かしわざき産婦人科

　発表にあたり倫理上に配慮し，該当する患者に今回の発表に関するインフォームドコンセントを得た．当院では，凍結融
解胚移植を施行する際に，原則として自然排卵周期を有する症例には自然周期，無月経，あるいは無排卵周期の症例にはHRT

周期での胚移植を行なっている．今回，それぞれの方法の融解胚移植の成績について後方視的に比較，検討した．2010年1

月から2012年6月までの凍結融解胚移植を行なった751周期が対象．自然周期は，LHサージを確認後，卵胞消失をdauO
として胚移植日を決定した．HRT周期では前周期からGn－RHagonistを投与後E2剤を経口投与して，　E2値をcheckしな
がらP4製剤を投与してから移植日を決定した．妊娠率は自然周期，　HRT周期別ではそれぞれ164周期327％，78周期31．2％
で，有意差は認めなかったが単一胚盤胞移植においては，自然周期，HRT周期で妊娠率はそれぞれ39．2％，30．9％と自然周

期でやや高い傾向を認めた．良好胚盤胞獲得を期待できるような正常卵巣機能を有する症例は自然排卵周期での移植の有用

性示唆された．さらに最近増加している子宮筋腫症例で腹腔鏡下筋腫核出術（LM）施行前に凍結保存し，術後に凍結胚移
植を施行しているいわゆるハイブリッド法について検討した結果，79周期中，自然周期は51周期，HRTは28周期で妊娠
率はそれぞれ35．3％　25．0％と自然周期に有意に高い傾向を認めた．さらに良好単一胚盤胞移植にかぎってみると妊娠率は

52．5％12．5％とより自然周期に高い傾向を認めた．つまりもともと筋腫以外に不妊原因を認めないしょうれいにおいては，

自然周期での移植が有用であることが示唆された．

●

●

O－030　2個胚移植を許容する例外規定の検証

○大濱　尚子，早川ひとみ，岩橋　和裕，高田　玲子，小野光樹子，寺村　聡子，千川　　愛，濱井　晴喜，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治療による多胎妊娠は，2008年に日本産科婦人科学会が移植胚数を1個に制限してから減少したが，反復不成

功や高齢治療での2個移植の例外を認めているため，未だに高い多胎妊娠率が報告されている．特に，ハイリスクの高齢妊

婦での多胎は重大な問題である．本研究では，我々のART治療成績をもとに，2個胚移植を許容する例外規定の検証を試
みたので報告する．【方法】2006年1月～2011年12月に体外受精及び顕微授精を施行し新鮮胚移植及び凍結胚移植を行っ

た5052周期について，臨床的妊娠率（胎嚢の確認），及び多胎率（胎児の確認）を後方視的に調査した．【結果】単一胚移
植実施比率は2006年40．1％，2007年65．2％，2008年89．1％，2009年94．1％，2010年96．5％，2011年97．9％と増加．妊娠
率は25．6％，31．3％，32．3％，35．3％，30．8％，33．1％と単一胚移植率が増えても変わらないが，多胎妊娠率は2L5％，8．9％，

42％，4．2％，1．4％，1．4％と著明に低下した．2個胚移植を実施した225周期における，年齢別の妊娠率と多胎率はそれぞ
れ34歳以下30．5％，38．3％，35歳33．35％，25．9％，36歳23．3％，38．5％，37歳30．5％，3＆9％，38歳27．1％，31．2％，39

歳29．2％，28．6％，40歳以上16．5％，15．4％であった．【結論】適切に胚の選別をして単胚移植を行なえば良好な妊娠率が得

られ，多胎妊娠を予防できることが明らかとなった．2個胚移植した場合の多胎率は35歳を過ぎても20％以上と高く40歳
以一ヒでも15％もあることから，妊娠出産などのリスクの高い高齢女性においても単一・胚移植を行なうべきである、

●

●
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O－031　当院での低刺激周期のART成績

○本庄　　考，中山　直美，谷口加奈子，秋吉　弘美，泊　　博幸，詠田　由美

　IVF詠田クリニック

■

●

【目的】近年低刺激周期ARTが施行され，当院でもpoor　response既往症例やOHSS懸念症例に施行している．今回低刺激
周期ARTの成績を検討した．【対象と方法】低刺激周期ARTを施行した185症例339排卵誘発周期を対象とし，　CC＋hMG
で排卵誘発施行した（CCはDay3より採卵決定まで）．　Day3　LH，　FSH値でA群（n＝18，　LH／FSH≧1）B群（n＝248，　LH

／FSH〈1，　FSH＜15mIU／ml）C群（n＝73，　LH／FSH＜1，　FSH≧15mIU／ml）に分類し，採卵直前に排卵の為中止した周期
率（中止率），採卵数，正常受精卵数，妊娠率を検討した．【結果】A群，B群，　C群の中止率は27．8％（5／18），4．4％（11／

248）2．7％（2／78）とA群で有意に高く（p＜0．01），採卵数，正常受精卵数分割胚数，対症例妊娠率はA群7．2±6．0個，
5．2±5．8個，5．0±5．6個，50．0％（5／10），B群4．2±3．4個，2．7±2．2個，2．5±2．1個，32．6％（42／129），　C群2．4±1．3個，1．7±

1．1個，1．6±1．2個，10．7％（3／28）とC群で有意に低下した（p＜O．05）．OHSS症例はなかった．【結語】低刺激周期のDay

3ホルモン測定は予後判定の上で重要で，個々の症例に対し緊密な取り組みが必要である．

O－032　ARTに用いる市販ミネラルオイルにおける過酸化脂質の分析

〇八木亜希子1・L），恵　　淑洋3），Shrestha　Rojeet3），小林　清一3），千葉　仁志3），神谷　博文1｝

　1神谷レディースクリニック，U）北海道大学大学院保健科学院，3北海道大学大学院保健科学研究院

■

●

【目的】ARTで使用されるミネラルオイル中の過酸化物は，胚の発育を抑制することが知られている．従来，ミネラルオイ
ルの過酸化物濃度測定に過酸化物価（POV：peroxide　value）が用いられてきたが，　POVは定量試験であるため過酸化物の

分子種に関する情報は得られない．今回，我々は液体クロマトグラフィー質量分析法（LC／MS）を用いてミネラルオイル中
の過酸化脂質の定性分析を行った．【方法】2種類の過酸化脂質1，3－dipalmitoyl－2－linoleoylglycerol　monohydroperoxides

（TGOOH　l6：0／18：2／16：0）及び1，2－dioleoyl－3－palmitoylglycerol　monohydroperoxides（TGOOH　l8：1／18：1／16：0）を

化学合成し，標準品として用いた．12種類の市販ミネラルオイルを試料とし，未使用のミネラルオイルと胚を含まないmicro－

drop　dishの状態でインキュベート（72時間，37℃，6％CO2，5％02）した後のミネラルオイルを，フーリエ変換型LC／MS
装置（LTQ　Orbitrap，　Thermo　Fisher　Scientific）を用いる既報の方法で解析した、【結果】未使用及び使用後の12種類の

ミネラルオイルのすべてから，TGOOH　l6：0／18：2／16：0及びTGOOH　l8：0／18：2／16：0（あるいはTGOOH　l8：1／18：1／16：

0）が共に［M＋NH4］＋として検出された．未使用の状態と比較し，使用後では過酸化脂質の増加傾向が観察された．一方，
その他のTGOOH分子種（TGOOH　18：1／18：2／16：0，　TGOOH　l8：1／18：1／18：1，　TGOOH　l6：0／18：1／16：0，　TGOOH　l8：

1／18：2／18：1，TGOOH　l6：0／20：5／16：0，　TGOOH　16：0／20：4／16：0，　TGOOH　16：0／20：5／18：1，　TGOOH　16：0／22：4／18：

1及びTGOOH　16：1／22：6／18：1）は検出されなかった，【結論】ミネラルオイル中の過酸化脂質として，　TGOOH　16：0／18：

2／16：0とTGOOH　l8：0／18：2／16：0（あるいはTGOOH　l8：1／18：1／16：0）を検出した．これらは使用前から存在し，使用

により増加する可能性が示唆された．これらの過酸化脂質分子が胚の発育に及ぼす影響について検討を進める必要がある．

b O－033　Sitagliptinによる食後糖代謝是正は，　ARTでの卵胞・胚発育，妊娠率を改善する

○神野　正雄，渡邉　愛子，日浦　理絵，畠山　尚久

　ウィメンズクリニック神野

●

●

【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，　metforminは無効なことも多い．糖

尿病の機序にinsulin分泌不全も高頻度であることを考えると，当然ともいえる．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治療を試みた．【方法】説明と同意のうえ，　metformin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（41．0±O．5歳）44例を対象とした．月経第3日に諸検査，　toxic

advanced　glycation　end－product（TAGE）を測定後sitagliptin　50　mg／日を開始した．1か月後に同じ検査を行い，さら

に1か月投与後にARTを施行した．年齢既往ART回数day－3－FSH値を対象と合わせたsitagliptinを使っていないART
症例を無作為に抽出し，matched　control（対照群）とした．本研究は施設倫理委員会の承認を得て行った．【成績】発育卵

胞数採卵数胚数良好胚数はsitagliptinで有意に増加した．臨床および継続妊娠率は，　sitagliptin群20％，14％，対照
群2．3％，0％と，sitagliptln群で著しく高かった（P＜O．05）．投与前検査42項目につきANOVAとlogistic回帰で解析す
ると，free　testosterone（FT）と中性脂肪（TG）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，0，30，60，120分の血糖値が全て有意に低下した．　Sitagliptin投与による

各検査項目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：一（）．32とO．41）．【結論】Sitagliptinはmetformin無効のART反復不成功の重症高齢不

妊に有効で，卵胞発育，胚発育を改善し，妊娠率を増加する．妊娠成功とFT値に有意な相関を認め，適応としてPCOSが
示唆された．食後血糖とTAGEの減少，およびDHEAの増加が作用機序に関与すると考える．
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O－034　全周期に全胚凍結すべきか？～当施設プロトコールでの検討～

○安藤　寿夫P，甲木　　聡L’），矢吹　淳司L），北見　和久2），池田　芳紀2），伴野　千尋2），山LI恭平2），吉田　光紗2），

　廣渡　芙紀L），寺西　佳枝L“），松川　　哲2），矢野　有貴2），小林　浩治2），皆元　裕子］），高柳　武志1｝，鈴木　範子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】調節卵巣刺激により凍結胚が複数得られれば，挙児を得るチャンスを高めることができる．この場合，採卵周期で

は凍結胚融解移植周期に較べて良好な子宮内膜を作製し難い欠点がある．このことから，新鮮胚移植を回避して全胚凍結後

に凍結胚移植を実施する方法は，むしろ合理的な方法として有望視され始めている．今回，我々のプロトコールにおいて全
胚凍結後融解移植を推進すべきか検討を行った．【対象と方法】所属施設倫理委員会承認と説明同意により全正常受精卵に

対してタイムラプスシネマトグラフィー（TLC）による胚評価を行い全周期に単胚移植実施としている2007年以降を対象
とした．その他プロトコールの要点を示す：（1）重度卵巣過剰刺激症候群・子宮内膜不良・早期黄体ホルモン上昇例では全

胚凍結，（2）卵管因子と反復不成功例では新鮮胚盤胞移植を考慮，（3）凍結胚複数の場合は，分割期胚では2～3個ずつ，

胚盤胞は1個ずつ各チューブにまとめる，（4）凍結胚移植では，再度TLCで胚評価を行って単胚移植を実施する．【成績】

妊娠反応（PT）陽性となり余剰胚凍結が可能だったのは，181新鮮胚移植周期（うち103周期で生産）だった．一方，新鮮
胚にてPT陰性となり凍結胚でPT応陽性となったのは，117周期（うち71周期で生産）だった．年齢，不妊因子，内膜厚，
ICSI割合，流産率などは両群同等だったが，凍結胚数には有意差（P＝O．002）を認めた（新鮮胚でのPT陽性群3．51±2．53
vs．　PT陰性群4．52±3．02）．【考察】凍結胚数がより少ない周期では新鮮胚移植を考慮する一方で，凍結胚数がより多い周期

では全胚凍結の適応を広げることの妥当性を示唆するデータとなった．凍結胚数別を含めて更に詳細な解析を進めて個別化

していくことは必要だが，我々のプロトコールの場合，敢えて全周期に全胚凍結を行う必要性はないと考えられた．

●

●

O－035　観察による胚へのストレスを考慮したPrimo　Vision（Time－Lapse　embryo　moni－
　　　　　　toring　system）を用いた胚発生について

○後藤　香里，小池　　恵，佐藤　晶子，城戸　京子，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】体外での胚の観察は光暴露や温度変化，PH変動が胚の発生に影響を及ぼしている可能性がある．そこで今回は，胚

の観察回数が発生へ及ぼす影響を調査し，さらにPrimo　Vision（Vitrolife社）を用いた胚の培養成績を検討したので報告す

る．【対象および方法】検討（1）2010年12月から2011年10月の間に全凍結予定となった144周期を前方視的無作為に観

察回数別に振り分けを行った．DaylからDay5まで毎日観察を施行した群（5回群）とDay2およびDay4の観察を行わな
かった非施行群（3回群）での成績を比較した．1回の平均観察時間は2分である．検討（2）2013年1月から2013年5月
までの問に14症例144個の卵にICSIを施行し，同一患者において胚の一部はPrimo　Visionで観察し，他の一部は通常通
りの胚観察を行った．【結果】検討（1）5回観察を施行した群のDay5胚盤胞到達率は56．0％（309／552），3回観察施行群は

64．0％（378／591）であり有意差を認めた（P＝0，006）．Day2時の多核評価の必要性より，通常の観察はDay4を除く4回と
した．検討（2）Primo　Visionで培養した群のDay5胚盤胞到達率，脱出胚盤胞到達率は各々71．1°／o（32／45），13．3％（6／45）

であり，4回の観察群では6Z2％（43／64），4．7％（3／64）だった．【結論】今回の検討から胚の観察回数が増えることによ

り，胚盤胞到達率は減少することが判明した．Primo　Visionを用いた培養成績は4回観察群と比較して上昇する傾向を示し

た．胚を庫外に取り出し観察する回数の増加は胚発生に影響を及ぼす可能性が示唆された．今後は症例数を追加し，Primo
Visionの培養成績の確認や，連続観察による胚の詳細な検討をしていく必要があるといえる．

●

●

O－036　胚質不良例に対するメラトニンの有効性に関する検討

○西原　卓志1・L’），橋本　　周’），伊藤啓二朗1），中岡　義晴1），松本　和也2｝，細井　美彦2／，森本　義晴1）

　1）医療法人三慧会IVFなんばクリニック，2）近畿大学大学院生物理工学研究科

【目的】メラトニン（N－acetyl－5－methoxytryptamine）は脳の松果体から分泌されるホルモンの1つで，抗酸化作用を有す

ることが明らかとなっている．活性酸素種は女性生殖との関連を調べた報告も多くされており，酸化ストレスがDNA損害，

脂質過酸化，タンパク質の損傷など，多くの障害をもたらすことが明らかとなっている．そこで我々は，メラトニンの服用
により卵巣内においての酸化ストレスを低下させ卵の質を向上させることで，体外受精胚移植における胚利用率を高めるこ
とを目的とし調査を行なった．

【方法】体外受精を実施し胚質不良が疑われた97症例97周期（平均年齢37．8歳）の患者を対象にメラトニン3mgを採卵周

期Daylより採卵前日まで連日投与し，メラトニン投与前とメラトニン投与後において成熟率，受精率，分割期移植可能胚
率，胚盤胞到達率，良好胚盤胞率を比較した．

【結果】投与前後の周期で採卵数，hCG投与時E2値には差がなかった．　ICSIの受精率は，投与後で有意に上昇した（69．3±

29．4％vs　77．5±21．8％；p＜0．05）．受精率が投与前周期で60％以下であった周期（35．1±21．5％）に限定すると，投与後は

有意に受精率が高率となった（6＆2±22．0％；p＜0．Ol）．分割期移植可能胚率は，投与後の周期で有意に上昇した（48．0±30．3％

vs　65．6±26．1％；p＜0．01）．成熟率，受精率（clVF），胚盤胞到達率，良好胚盤胞率に差はなかった．

【考察】今回の結果より，メラトニン投与後の周期で，低受精率を改善させ移植可能胚率が改善されたことで胚利用率が上

昇した．メラトニンの服用による抗酸化作用が卵胞液中の活性酸素を減少させ，胚質不良例に対して卵子の質を改善させる
ことが示唆された．

●

●
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●

O－037　卵丘細胞による発生培地の馴化がヒト分割期胚の胚盤胞形成率に及ぼす効果

○沖津　　摂，小見山純一，清川麻知子，小田　隆司，三宅　　馨

　三宅医院生殖医療センター

●

●

【目的】卵丘細胞との共培養により形態良好胚盤胞獲得率が改善されることが報告されている．しかし共培養では酸素分圧

やpHの変動が大きく，また移植胚選択のための胚の個別培養が困難などの短所がある．そこで，卵丘細胞による培養液の
馴化が胚盤胞への発生に及ぼす効果について調べた．【対象と方法】卵丘細胞一卵子複合体（COCs）が10個以上得られた周

期を対象とした．clVF周期では各COCsより卵丘細胞塊を一部分離後，0．1％hyaluronidase液で単離し，二重dish内に播
種（1．0－2．0×105cells／ml）した．　ICSI周期では卵子裸化処理後の卵丘細胞を用いた．培養液にはO．5％HSA添加MultiBlast

Mediumを用い，培養条件は37℃，5．5％CO，，　in　airとした．　Day　2に一度液替えを実施し，　day　3に馴化培養液を回収後，

そのまま（conditioned群）もしくは新鮮培養液で等倍希釈後（1／2　conditioned群）に35mm　dish内に微小滴（10μ1）を作

成し，パラフィンオイルで覆った．一方，前核期胚はO．5％HSA添加Gl．5内でday　3まで培養i継続後，胚のgradeが均等
になるよう各群の培地内へ分配した上でday　5まで追加培養後，形態観察を行った．【成績】Controlとconditioned群間で
総胚盤胞形成率（87．5％と75．0％），形態良好胚盤胞率（52．1％と458％）共に有意差は無かった．また，1／2　conditioned

群においてもControlと比較して総胚盤胞形成率（75．0％と65D％），形態良好胚盤胞率（50．0％と45．0％）に有意な改善は

認められなかった．【結論】hCG感作後のCOCs由来卵丘細胞で馴化された培養液には細胞増殖促進効果は無く，胚盤胞へ
の発生促進は期待できない．

0－038　当科における単一凍結胚盤胞移植の胚グレード別妊娠率・流産率に関する検討

○茅原　　誠1），松本　賢典1），平山亜由子］），加嶋　克則D，高桑　好一・2）

　1噺潟大学医歯学総合病院産婦人科，2伺総合周産期母子医療センター

■

●

【目的】当科における単一凍結胚移植症例の胚グレード別妊娠率・流産率，並びに年齢別良好胚盤胞率について検討する事

を目的とした．【対象】2006年1月1日から2012年8月31日までの間，当科で施行された単一凍結胚移植389周期【方法】
Gardner分類でGrade4以上かつBBランク以上を良好胚盤i胞群（A群），その他を非良好胚盤胞群（B群）とした．また，
34歳以下を低年齢群，35歳から39歳までを中年齢群，40歳以上を高年齢群とした．臨床背景・妊娠率・流産率・年齢別良
好胚盤胞率について比較検討した．【成績】妊娠率はA群で30．5％，B群で17．3％であり，有意に（P－value　O．0035）A群

で良好であった．なお，流産率に有意差を認めなかった．年齢別にみたA群，B群の妊娠率の比較検討では，低年齢群での
み有意に良好であった（P－value　O．005）．また，流産率での検討では各年齢群に有意差を認めなかった．良好胚盤胞率は低

年齢が最も高かったものの高年齢と比較し有意差は認めなかった．また，ICSI，　Conventional　IVF別での良好胚盤胞率は各

年齢群で有意差を認めなかったが，中年齢以上では，ICSIよりConventional　IVFの方が高い傾向にあった．【結論】A群

とB群の比較検討で妊娠率は有意にA群で良好であり，良好胚盤胞をいかに作るかが妊娠率向上に重要なことが改めて示
唆された．良好胚盤胞率は，低年齢群と高年齢群の比較では有意差は認めないものの低年齢群で高い傾向にあり，低年齢か

らの治療開始が望まれる．また，中年齢群以上では，有意差を認めなかったもののICSIよりConventional　IVFで良好胚盤

胞率が高い傾向にあり，良好精子が得られていれば良好胚盤胞を作製する目的でICSIを施行する意義は小さい可能性が示
唆された．

）
O－039　胚盤胞の凍結時期および凍結サイズにおける妊娠率への影響

○杉本　　岳，河内谷　敏加藤龍太郎，近藤　雅恵，中野　彰大，大屋　智子，森本菜都美，近藤綾希子，森　　敏恵，

　細見　尚子，松本　恒和
　神戸元町夢クリニック

●

●

【目的】今日，胚盤胞の評価としてGardnerの分類が多く用いられている．しかしこれは胚盤胞を形態的に評価するものであり，発

育速度は考慮されていない．今回我々は，胚盤胞の凍結において適した時期を定めるために，凍結時期と胚盤胞のサイズが妊娠率に

与える影響について検討した．【方法】当院で2008年11月から2013年4月までに採卵を行い得られた良好胚盤胞（Gardner分類で

3以上）に対し，凍結融解胚盤胞移植を行った849例を対象に，媒精／ICSIから胚盤胞凍結までの時間別およびそれぞれの胚盤胞直

径における妊娠率の違いについて比較した．なお凍結基準は胚盤胞直径が媒精／ICSIより5日日を150μm以上・6日目以降170pm以

上とする．【結果】媒精／ICSIから胚盤胞凍結まで時間別における妊娠率は，119時間以下（5日目朝相当）：52．7％，120時間以上134

時間以下（5日日夕相当）：50．0％，135時間以上144時間以下（6日目朝相当）：47．7％，145時間以上154時間以下（6日目夕相当）：

29．1％，155時間以上（7日目相当）：18．1％であり，145時間以上において有意に低下した．また胚盤胞の直径別においては有意な差

がみられなかった．一方で5日目朝に150および160pmで凍結したものと，5日目朝に150および160μmであるがそれを凍結せず5
日目夕に180pm以上に拡張後凍結したものの妊娠率（359％vs60．7％）を比較すると有意な差がみられた．また5日目夕に160pmで

凍結したものと，5日目夕に160pmであるがそれを凍結せず6日目朝以降に170μm以上に拡張後～東結したものの妊娠率（37．5％vs

41．4％）を比較すると有意な差はみられなかった．【結論】凍結時期においては，早期に凍結ができたもので高い妊娠率が得られた．

しかし5日目の160μmの胚盤胞は，当日中培養を継続し拡張後凍結したものの方が高い妊娠率が得られた．胚盤胞は凍結を行うタイ

ミングが重要であり，胚盤i胞凍結のサイズ・時間を考慮した慎重な判断は，妊娠率の向上につながることが期待できる．
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O－040　Trophectoderm　vesiclesの有無による凍結胚盤胞移植成績の比較検討

○飯泉　文香，土屋翔太郎，兼子　由美，松井　有紀，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満
　医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック

【目的】胚盤胞を観察する際透明帯小孔より腔胞含有細胞が外方に突出する所見（trophectoderm　vesicles：TV）を有する

胚を見ることがある．これまで我々は，連続的観察可能な無加湿型インキュベーターEmbryoScope（UNISENSE　FER－
TILITECH）を用いたin　vitroでの検討において，　TVはICSI由来胚において有意に高い頻度で観察され，さらにTVが観

察される胚盤胞（TV胚）ではhatched率が，　TVを認めない胚盤胞（非TV胚）に比べ有意に低かった事を報告した（第
31回受精着床学会）．今回，TVの有無が実際の臨床成績に影響を及ぼしているか，検討を行った．【方法】2012年8月～2013

年4月に当院でホルモン補充周期にて凍結融解胚盤胞・単一胚移植を行った356周期を対象とした．各種臨床成績につい
て，TVの有無で比較検討した．【結果】TV胚群（41周期）および非TV胚群（315周期）では年齢，培養El数良好胚率
（3AA以一ヒ），ホルモン補充法，内膜厚に差は認められなかった．　ICSI由来胚の割合はTV胚群46．3％（19／41），非TV胚
群26．3％（83／315）で，有意にTV胚群に占める割合が高くなった［p＝O．010］．一方，妊娠率はTV胚群53．6％（22／41），

非TV胚群53．3％（168／315）で両群間に有意差は認めなかった．【結論】今回の検討ではTVの有無で妊娠率に有意差は認
められず，TV形成は，　in　vivoにおいてはhatchingの障害となっていないことが推察された．　in　vitroの培養環境と子宮内

環境では，hatchingに関する異なる要素の関与が疑われ，さらなる検討が必要であると考えられた．

●

●

O－041　当院における凍結胚盤胞融解後の胚の体積変化率と妊娠率の関係性

○加藤龍太郎，河内谷　敏近藤　雅恵大屋　智子，杉本　　岳，中野　彰大，廣澤　利和，森　　敏江，細見　直子，
　松本　恒和

　神戸元町夢クリニック

【目的】胚盤胞のクオリティ評価はGardner分類による形態学的評価が一般的であるが，凍結・融解・Assisted　hatching操

作（AH）を行うとその前後で胚の状態に変化が生じることがしばしば見られる．しかしながら，融解後の変化についての
簡便な評価方法は未だ確立されていない．そこで融解直後および回復培養後の胚の直径から算出した，時間あたりの胚盤胞
の体積変化率（△V／t）と妊娠率の関係性について後方視的検討を行った．【対象と方法】2012年9月から2013年4月まで，

当院にて自然周期一単一凍結胚盤胞移植を行った平均年齢3＆9±3．9歳の267周期を対象とし，融解直後，レーザーAHを行
い完全艀化胚盤胞とした時点と回復培養終了時点にて，胚盤胞の直径，胚盤胞腔の直径を計測し，それぞれの体積を求め，

胚盤i胞の体積と胞腔の体積の差を（V）とした．AH直後から回復培i養後におけるVの増加分（△V）を回復培養時間（t）で
除算したものを体積変化率（△V／t）とした．△V／tが1000μm3／min以上の増加がみられた胚をa群，同減少をc群，その中

間をb群とし，移植後の妊娠率を検討した．なお妊娠の定義はGSの確認とした．【結果】各群における平均年齢はa群，　b
群，c群の順に38．5歳，3＆9歳39．1歳であり有意差は無かった．また妊娠率は51．1％（48／94），50．8％（31／61），33．0％（37

／112）であり，a群はb群とほぼ同等であり，　a群，　b群ともにc群より有意に高かった（p＞O．009，0．022）．なお回復培養

時間はli．均55．3分であった．【結論】今回比較に用いた△V／tは，胚盤胞と胚盤胞腔の直径を計測するだけで簡便且つ客観

的に算出することができるパラメーターである．その値により妊娠率に差がみられたことから体積変化率は融解後の胚の状
態変化を量るうえで有用となりうると示唆された．

●

●

O－042　着床能力の高い胚の選別を目的としたヒト凍結融解胚盤胞における酸素消費量特性
　　　　　　の検討

○前沢　忠志IJ，山中　昌哉21，橋本　　周2），伊藤　隆広3），福田　愛作1），森本　義晴2｝

　DIVF大阪クリニック，2’IVFなんばクリニック，3）クリノ株式会社

【目的】本研究では着床能の高い胚の選別を目的とし，ヒト胚盤胞の酸化的リン酸化反応と酸素消費量との関連を検討するため，脱共役剤であるFCCP

（Carbonyl　cyanide－p－trifiuoromethoxyphenylhydrazone）と酸化的リン酸化反応阻害剤であるシアンを添加し酸素消費量測定を行い胚のエネルギー

代謝のメカニズム解明を試みるとともに移植用胚選別への有効性も検討した．

【方法】対象は，研究使用に同意が得られた培養6日目の廃棄予定形態不良新鮮胚盤胞（17個）と，5～6日目の凍結胚（27個）であった．患者の

平均年齢は35．4歳，凍結胚は融解後5～6時間の培養後，実験に用いた．胚の酸素消費量は細胞呼吸活性測定装置（CRAS1．0：C且ino　Ltd．）を用いt

HEPES－HTF中で測定した後，1μM　FCCP添加HTF中で10分毎に40分後まで測定，更に1mMシアン添加し10分毎に30分間測定した．結果は

酸素消費量の実測値及びHTF中での酸素消費量を100％とした相対値で示した．

【結果】胚の酸素消費量は，HTF中では新鮮胚5．9　fmol／sec，凍結胚6．5fmoレ’secと差は認めなかった，　FCCP存在下では酸素消費量は増加し，そ

れぞれ最大143．9％，157A％を示した，シアン存在下では減少し，それぞれ15．6％，22．1％まで低ドした，凍結胚盤胞には測定時点で収縮している

ものがあったが、その酸素消費量は59　fmol／secであった，しかし，収縮胚はFCCP処理により酸素消費量のヒ昇する胚（187，4％）と，ほとんど

変化しない胚（94．5％）に二極化した，

【結論】胚盤胞の酸素消費量は酸化的リン酸化反応に約80％が依存していることが示唆された．凍結胚盤胞は，融解後5～6時間で新鮮胚と1司等に

呼吸能が回復していることが明らかとなった．従来，質の評価が困難であった収縮状態にある胚盤胞について，十分な呼吸能力のある胚盤胞と不良

な胚盤胞が混在していることが明らかとなった．酸素消費量の測定は選別困難な移植用胚の選択に有効な方法となる可能性があると考えられる．

●

●
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O－043　酸素ナノバブルウォーターを用いたマウス胚の体外発生能力の検討およびヒト凍結
　　　　　　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’），伊藤　潤哉3），相良　恵里IJ，中山　順樹2［，池上加代子2），中西　　彩L）），阿部　　睦2），渡邊ひとみ：t），

　池澤　有加2），高橋　正好】），柏崎　直巳31，山F　直樹t：1）

　1）山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，2仙下湘南夢クリニック，～麻布大学獣医学部動物応用科学科，n産業技術総

　合研究所環境管理技術研究部門

●

【目的】昨年，ヒト凍結胚盤胞の融解後の回復培養にナノバブル含有培養液による試みを報告した．本研究では，酸素ナノバブルがマウ

ス胚の体外発生能力に与える影響，ヒト胚盤胞のミトコンドリア膜電位活性を調べた．【方法】実験1ではBDF1雌マウス由来の体外受

精胚を用いた．株式会社NAGA　MREより提供された酸素ナノバブルウォーター（Nano－KSOM）およびMQ（MQ－KSOM）を用い，　37．5℃，

5％CO2の条件下で5日間，体外発生培養を行った．実験2ではインフォームドコンセントにより提供されたヒト凍結胚盤胞20個を用

いた．融解は，Kitazato　BioPharma社製のThawing　Mediaを用いた，胚盤胞の回復培養液には，酸素ナノバブルウォーター（Nano－199）

及びMQ（MQ－199）を用いた．各区の培養液の溶存酸素濃度は，ラジオメーター社製ABL80FLEXにより測定した．培養2時間後の
胚盤i胞をJC－1で免疫蛍光染色を行い，共焦点レーザー顕微鏡で観察した．【成績】Nano－KSOM区とMQ－KSOM区のマウス体外受精胚

の胚盤胞発生率は91．9％（34／37）及び89％（33／37）であった．溶存酸素濃度は酸素ナノバブルウォーターとMQでは，205．5±7．9mmHg

及び1678±4．8mmHgであり，前者が有意に高かった（P＜O．01）．しかし，6時間ガス平衡したNano－199及びMQ－199では105±6．2　mmHg

及び106±6．8mmHgであり有意な差はなかったがESRによる測定で，　Nano－199のナノバブル含有が確認できたt免疫蛍光染色の結果

は学会にて詳細を報告する．【結論】酸素ナノバブルウォーターはMQと同等のマウスの胚発育能力を有することが確認できた．さらに，

ヒト胚盤胞の凍結融解後の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－044　反復不成功例における2段階胚移植の有用性

○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

■

●

［目的］反復不成功例は，高年齢・採卵数や良好胚数が少ない場合も多い．2段階胚移植は，1段階目の移植胚が子宮内膜の
胚受容能を促進し妊娠率を向上させるという報告があり，当院では反復不成功例に対し初期胚，胚盤胞の2段階で凍結保存

を行い，その後凍結融解周期に2段階胚移植を行っている．そこで凍結融解周期において反復不成功例に対する2段階胚移
植の有用性を検討した．［方法］2012年1月～2013年4月に凍結融解胚移植を行った35歳以上の反復不成功例（過去2回以
上移植）を対象とし，胚盤胞1個移植：77症例95周期（A群）．胚盤胞2個移植：39症例48周期（B群），2段階胚移植：23
症例25周期（2step群）について検討した．さらに胚盤胞のグレード別（Gardner分類Blasto3BB以上，3BB未満）に分類
し臨床成績を比較した．［結果］患者平均年齢はA群38．6歳B群3＆9歳2step群39．8歳で有意差は認められなかった．　A
群，B群，2step群それぞれの妊娠率は17．9％，41．7％，24．0％，多胎率は0％，20．0％，16．7％，流産率は35．3％，35．0％，33．3％

であり，妊娠率，多胎率においてB群がA群に比べ有意に高い値であった．グレード別では3BB以上のA群，　B群，2step
群それぞれの妊娠率は27．3％，45．9％，33．3％，多胎率は0％，23．5％，16．7％，流産率は33．3％，29．4％，33．3％，3BB未満の

妊娠率は5．0％，27．3％，0％，多胎率は0％，0％，流産率は50．0％，66．7％であった．3BB以上の妊娠率は各群間に有意差が

認められなかったがB群で高い傾向があり，3BB未満ではB群がA群に比べ有意に高い値であった．［考察］良好胚の場合，

胚盤胞1個移植に対し2個移植，2段階胚移植は妊娠率が高まるが，特に2個移植では多胎率も高値となる．不良胚の場合，
2個移植が有用と考えられたが，良好胚盤胞が得られている症例に対しては，2個移植を選択する前に2段階胚移植を考慮す
ることも一つの選択肢と考えられる．今後は2段階胚移植の分割胚グレードにより，多胎率に変化があるのか検討したい，

O－045　凍結融解胚盤胞移植反復不成功症例に対するSEET法（子宮内膜刺激胚移植法）の
　　　　　　有用性の検討

○糸数　　修，中里　和正，上原　　尚，山内　　悠，真栄里　聡

　ウィメンズクリニック糸数

●

●

　当院では2010年3月より着床効率を高めるために，SEET法（子宮内膜刺激胚移植法）を一部症例で採用している．そ
の成績を後方視的に検討してSEET法の有効性を検討した．2010年3月～2013年5月に3回以上の凍結融解胚盤胞移植連
続不成功症例に対してSEET法を施行した80周期を対象とした．対象は同時期における3回以上の凍結融解胚盤胞移植連
続不成功症例に対してSEET法を施行しなかった80症例とした．採卵周期に凍結した胚盤胞を直前まで培養していた培養
液上清を一20度で凍結保存した．凍結融解胚盤胞移植の2～3日前に凍結融解した培養液上清（20μ1）を排卵周期もしくはHRT

周期において作成した子宮内膜腔に注入後，融解胚盤胞移植を行った．両群問で年齢，BMI，平均胚移植回数平均移植胚
数胚盤胞のグレー一ドに有意差はなかった．HCG陽性率および臨床妊娠率で検討した．本研究では3回以上の凍結融解胚
盤胞移植連続不成功症例（融解胚移植反復不成功症例）に対して4回目以上の凍結融解胚移植においてSEET法を施行した
群が非SEET群と比較して着床率，臨床妊娠率が有意に高い結果となった．このことから胚移植反復不成功症例に対して
SEET法の導入は有効である可能性が示唆された．
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O－046　胚移植法の新しい試み

○貴志　瑞季，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，上田　　鈴中西　裕子，金森　真希，奥　　裕嗣

　レディースクリニック北浜

【目的】胚移植法は，プローブを腹部に当てて行う経腹超音波ガイド下での胚移植法（以下従来法）が広く行われている．こ

の方法は膀胱に尿を充満させる必要があり，患者に負担がかかる．また，プローブからの距離が遠い為明瞭な断層像が得ら

れにくい．我々は2012年10月よりプローブを膣内に挿入して行う経膣超音波ガイド下での胚移植法（以下新法）を導入し
た．この方法では，尿を充満させる必要がなく患者負担を軽減でき，超音波画像も鮮明であるというメリットがある．本検
討では凍結胚移植において胚移植法の違いが臨床成績に影響を及ぼすのか後方視的に比較検討した．【対象と方法】当院で2010

年1月～2013年3月まで凍結胚移植を行った39歳以下の患者（204症例）を対象とし，新法を行った群（以下A群86症例
108周期）と従来法を行った群（以下B群142症例270周期）に対し，平均年齢，ET回数妊娠率，着床率を比較検討した．
また，新法はKITAZATO社ETカテーテルを使用し，医師がプローブとカテーテルガイドを固定し培養i上が医師の指示に
従ってカテーテルを子宮腔内へ進めていく方法で行った．5週の時点で超音波にて胎嚢を確認できたものを着床と診断した．

【結果】平均年齢はA群34．5歳，B群34．9歳ET回数はA群2．1，　B群2．1で有意差を認めなかった．妊娠率はA群58．3％
（63／108），B群5Ll％（138／270）となり，有意差は認められなかったが，　A群で高い傾向にあった．着床率はA群42．4％（61

／144），B群35．8％（139／388）となり同じく有意差は認められなかったが，　A群で高い傾向にあった．【考察】新法は従来法

に比べデメリットが少なく患者負担の軽減，ET時間の短縮などメリットが大きいうえ，妊娠率，着床率ともに高い傾向にあっ

た．妊娠率，着床率が高くなった要因として，鮮明な画像下における至適な位置への胚移植が考えられる，体外受精におい
て胚移植法は非常に重要であると考えられる．今後，さらに症例数を増やし引き続き検討していきたい．

●

●

O－047　EmbryoGlueは生産率も改善するか？

○岩本　典子，福永　恵美，原田　義久，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　医療法人絹谷産婦人科クリニック

【目的】EmbryoGlue（以下EG）はビアルロン酸添加による胚の着床促進と，その強い粘性による胚の保護効果が期待され
る胚移植専用の培養液である．我々はこれまでにEGが着床率を改善することを報告してきた．今回はEGの着床後の臨床
成績への影響について検討した．【対象および方法】患者の同意のもと2011年4月から2012年1月までに当院で凍結融解
胚移植を施行した259周期について，胚移植時にEGを使用した140周期（EG群），従来のビアルロン酸無添加の培養液を
使用したControl群119周期（C群）に分け，分割期胚移植と胚盤胞移植における妊娠率・生産率および流産率をそれぞれ
比較検討した，【結果】平均年齢・移植胚数はEG群36．6±4．8歳（±SD．）・1．34±O．49個，　C群36．8±4．3歳・1．39±0、49個

で患者背景に差はなかった．分割期胚移植における移植周期あたりの妊娠率・生産率は，EG群で40．8％（20／49）・34．7％（17

／49），C群で26．4％（14／53）・20、8％（ll／53）であった．有意な差はないもののEG群は妊娠率・生産率ともにC群より高

い傾向が認められた．胚盤胞移植における移植周期あたりの妊娠率・生産率は，EG群で49．5％（45／91）・2＆6％（26／91），

C群で30．3％（20／66）・21．2％（14／66）であった．EG群の妊娠率はC群に比べて有意に高く，生産率も高い傾向が認めら

れた．また，臨床的妊娠あたりの流産率は，分割期胚移植ではEG群で15．0％（3／20），　C群で21．4％（3／14），胚盤胞移植

ではEG群で42．2％（19／’45），　C群で30．0％（6／20）となり，胚盤胞移植においてEG群で極めて高い流産率を示した．【考

察】EGは分割期胚移植において妊娠率・生産率を高め，その有用性が認められた．一方，胚盤胞移植においても，　EG群は

妊娠率・生産率を高め，その有用性が認められるものの，極めて流産率が高かったことから，着床前に淘汰される胚も着床
させているロ∫能性が考えられ，今後更に検討して行く必要があると考えられた．

●

●

O－048　凍結融解分割期胚移植におけるEmbryo　Glue使用の有用性

○前田　祐紀，江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，南　　綾子，松隈　豊和，打田

　水本　茂利，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

沙織

【目的】Embryo　Glue（EG；Vitrolife社）は，ビアルロン酸が添加された胚移植用の培養液であり，妊娠率の改善や流産率

の低下などに効果があると報告されている．今回，凍結融解分割期胚移植においてEGを移植用培養液に用いることで臨床
成績の改善が図れるか否かを検討した．【対象および方法】2012年8月から2013年4月に，当院にて凍結融解分割期胚移植
を行った45歳未満の257周期248症例を対象とした．凍結・融解には北里社製の凍結・融解kitを使用した．〈検討1＞胚
移植時に従来の培養液を使用した179周期を従来群（平均年齢：38．5±3．8歳），EGを使用した78周期をEG群（平均年齢：

3＆7±3．8歳）とし，臨床成績を比較した．〈検討2＞さらに検討1のうち，形態良好胚を1個以上含む症例において従来群
（133周期，平均年齢：38．5±4．1歳）とEG群（56周期，平均年齢：3＆8±4．0歳）を同様に比較した．【結果】〈検討1＞従

来群とEG群での臨床的妊娠率は27．4％（49／179），26．9％（21／78），着床率は22．0％（52／236），22．8％（23／101），流産率

は265％（13／49），19．0％（4／21）と両群問に差はなかった．〈検討2＞臨床的妊娠率は従来群とEG群で278％（37／133），

35．7％（20／56），着床率は23．1％（40／173），28．9％（22／76），流産率は29．7％（ll／37），15．0％（3／20）と両群間に有意差

は無いものの，EG群で臨床的妊娠率が上昇し，流産率が低下する傾向がみられた．【結論】凍結融解分割期胚移植において，

良好胚を含む移植周期では，EGを使用することで臨床的妊娠率を改善し，流産率を低下させる可能性が示唆された．

‘

●

●
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O－049　当院におけるEmbryo　Glueの適応に関する検討

○宮田　広敏1），長谷川真実1），木下裕巳子P，永澤　千佳D，西

　U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：胚移植用培養液であるEmbryo　Glue（EG）は，ビアルロナンが豊富に添加されており，着床促進効果やその強い粘
性により物理的外圧に対する保護効果があると考えられていてEGを使用した結果妊娠率が上昇したとの報告もある．し
かし一方では妊娠率に差は見られなかったとする報告もある．そこで今回どのような患者に対してEGの使用が有効である
かを知るために当院における凍結融解胚移植におけるEGの有用性を検討した．方法：2012年4月から2012年8月までに，
インフォームドコンセントの上，胚移植用medium（ECM＋sss20％：Irvine社）を用いた凍結融解胚移植143周期（Control

群）と2012年9月～2013年4月までにEmbryo　Glue（Vitrolife社）を用いた凍結融解胚移植135周期（EG群）について
患者年齢別（A群：29歳以下，B群：30～34歳，　C群：35～39歳D群：40歳以上）に分け臨床妊娠率を比較検討した．
また各群において8cellグレード2以上の良好胚を移植した症例についても臨床妊娠率を比較検討した．移植は全て3日目
に行い，ET個数は1個および2個であった．結果：平均移植胚数はいずれの群においても有意な差は見られなかった．患
者年齢別のControl群とEG群の臨床妊娠率はそれぞれA群：42．9％vs182％，　B群：29．5％vs44．8％，　C群：19．2％vs30．0％，

D群：10．0％vs14．3％であった．また良好胚を移植した周期ではそれぞれA群：25．0％vs250％，　B群：47．1％vs46、2％，　C

群：11．8％vs42．9％（p＜0、05），　D群：16．7％vs3＆5％と良好胚を移植したC群の35歳～39歳で良好胚を移植したEG群の

みがContro1群に比べ有意に臨床妊娠率が高くなった．考察：凍結融解胚移植においてEGの使用については様々な議論が
あり，有効な症例が見極められていない．今回の検討で35～39歳の良好胚を移植する患者に有効であることが示唆された．

このことから当院では，35歳～39歳で良好胚が得られた患者に積極的にEGを使用していきたいと考えている．

O－050　Embryo　Glueへの浸漬時間の検討

○瀬戸山　遥，福元由美子，榑松　朋子，穂満ゆかり，徳留　茉里，竹内　美穂粟田松一郎，竹内　一浩

　竹内レディースクリニック高度生殖医療センター

●

●

【目的】Embryo　Glue（以下EG）は，ビアルロン酸を豊富に含み，胚と子宮内膜の接着促進効果やその強い粘性による胚移
植時の物理的な外圧からの保護効果があるとされ，妊娠率の向上などの有用性が報告されている．業者推奨の浸漬時間は10～

30分であるが，より最適な浸漬時間がわかれば臨床的に利用価値がある．そこで今回，EGへの浸漬時間の違いによる移植
成績を比較検討した．【方法】2013年4月～5月に凍結融解胚移植を施行した55症例を対象とし，EGへの浸漬時間が10分
未満であった群（A群），10～30分であった群（B群），30分以上であった群（C群）に分け，妊娠率の比較検討を行った．

なお，この3群における患者の子宮内膜はすべて8mm以一ヒで，移植胚は良好胚（初期胚はVeeck分類≧6cellGl－2，胚盤i胞
はGardner分類≧3BB）のみを対象とした．【結果】A群，　B群，　C群において，それぞれの妊娠率は42．9％，43．5％，50．0％

となり，各群間で有意な差は得られなかった．しかし，C群において妊娠率が上昇する傾向が見られた．【考察】EGへの浸

漬時間の違いで，妊娠率には統計学的に有意な差は得られなかったが，浸漬時間がより長い方が妊娠率は高い傾向が見られ，

長時間のEGへの浸漬が有効である可能性が示唆された．

O－051　自己免疫異常を有する着床障害症例に対する柴苓湯の有効性

○小‡高　　　清

　医療法人小塙医院

●

●

【目的】抗核抗体（ANA）価および抗カルジオリピン抗体（ACA）量低下作用が文献的に認められている柴苓湯を用い，自
己免疫異常を有する着床障害症例に対する有効性を検討した．【対象と方法】同意を得たANA陽性（160倍以上（FA法）），

ACA　IgG陽性（10．OU／mL以上（ELISA法）），　ACA　IgM陽性（8．OU／mL以上（ELISA法））のいずれかに該当する着床障

害症例を対象とした．柴苓湯（KB－114，8．1g／日，分2）の単独投与を行い，各抗体価の推移，黄体（着床）期のホルモン
動態（E2・P4），子宮内膜状況（LIF・組織変化），妊娠の有無および継続について観察した．　E2，　P4，　LIFの測定，子宮内

膜組織採取は排卵後3～5日に施行した．3ヶ月以上，柴苓湯の継続投与ができている25例を解析対象とした．【結果】ANA

陽性7例中6例，ACA　IgG陽性21例中16例，　ACA　IgM陽性22例中14例で各抗体価の低下が認められ，それぞれ160．0±
O．O→54．2±20．1倍（p＜O．OOI），172±45→10．1±2．7U／mL（p＜O，OOI），27．1±38．1→13．6±7．3U／mL（p＝O．082）と推移した

黄体（着床）期のE2値は141．0±64．0→2012±8＆O　pg／mL（p＝0．002），　P4値は5．9±3．9→11．5±4．6　ng／mL（p＜O．OOI）と

投与前より上昇した．LIF値は2．3±O．7→4、9±321U（p＝0．002）と上昇し，組織変化も良好となった．妊娠は柴苓湯投与後

7例に認めた（妊娠週数は投与3ヶ月時点で4～9週）．なお，現在のところ柴苓湯に起因する有害事象は認めていない．【考

察】柴苓湯は，自己抗体価低下作用により着床障害症例に有効であることが示唆された．着床障害改善の機序としては，ACA

の低ドによる子宮内膜内微小血管の血栓形成予防および血流動態の改善からホルモンレセプターが活性化され，ホルモン
値・LIF値が上昇し，胚の着床と安定成長が得られたものと推定される．柴苓湯は小柴胡湯と五苓散の合方であり，小柴胡
湯由来のBRM（Biological　Response，Modifier）と呼ばれる免疫調整作用を有すると推定される．

●
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O－052　食後高血糖の不妊における意義　糖負荷後の血糖とinsulin値は卵胞発育の悪化と
　　　　　　関連する

○神野　正雄，渡邉　愛子，日浦　理絵，畠山　尚久

　ウィメンズクリニック神野

●

【目的】遺伝的素因に加齢と不良な生活習慣が加わると，insulin抵抗性（IR）を起こし，　IR症候群を生じる．　IR症候群に

は，糖尿病や高血圧症はもちろん，多嚢胞性卵巣症候群も含まれる．IRからinsulin分泌能低ドが生じると，まず食後高血
糖が起きる．食後高血糖は，終末糖化産物や酸化ストレスを増加し，IRとinsulin分泌能低下をさらに増悪し，悪循環を繰

り返して糖尿病へと進展する．本研究は，食後高血糖の不妊症での意義を，ART成績より検討した、【方法】説明と同意の

うえ，881症例に75g糖負荷試験（OGTT）を行い，3か月以内にlong法で初回ARTを施行した，　O，30，60，および120
分の血糖とinsulin値を測定し，　ART成績との相関を調べた．【成績】OGTTは，正常型（799例，90．7％），境界型（74例，
8．4％），糖尿病型（8例，O．9％）であった．各型における採卵数と胚発育率（day　2胚数／卵数）は，12．3，　ll．5，9．5個，52．1，

47．3（p＜O．Ol　vs正常型），47．4％と，耐糖能の悪化とともに卵数と胚発育率が低下した．0，30，60，および120分の血糖

およびinsulin値と，　day　2胚数との相関を調べると，60分，120分の血糖値（R＝－O．1，－O．1；p＜0．01）と120分のinsulin

値（－O．1，p＜O．05）のみが有意な負の相関を示し，空腹時値，　HOMA－R，　insulinogenic　indexは有意な相関を示さなかっ

た．【結論】耐糖能低下は卵巣機能，卵胞発育の不良と関連し，糖負荷後の血糖とinsulin値の上昇が最も鋭敏な指標と示さ

れた．食後血糖を下げる食事と生活習慣が，不妊の予防と治療に重要と示唆された．また“sitagliptinによる食後血糖低下

がART反復不成功例に有効である”という我々の別報を，本研究は支持すると考える．

●

O－053　小卵胞由来卵子の成熟率は成熟誘起投薬からの時間により変動するか

○上野　剛林　輝明，大久保毅恩田知幸，松尾涼子，渡邊芳明，宮内　修，瀬川智也寺元章吉
　新橋夢クリニック

【目的】我々はこれまで，小卵胞由来成熟卵子には主席卵胞由来卵子と同様の胚盤胞発生能を有すると報告してきたが，その存在比率

は卵胞8個に1個と低い．そこで今回，小卵胞が卵胞破裂しないことを利用して成熟誘起後46－50時間口に採取する遅延採卵を試み，

卵子成熟度の向上が見られないか検討したので報告する．

【対象と方法】2011年2月から2013年4月の期間に患者同意のもと，完全自然周期において早発LHサージのためにGnRHa投与後

28時間以内に主席卵胞を採卵（以下，早期採卵）した例のうち，その20－22時間後に再度残余の小卵胞を穿刺した遅延採卵140周期

（36．3±3．7歳）を対象として，成熟度及び胚盤胞までの発生能を評価した．対象として同期間に，主席卵胞と同時に小卵胞を穿刺し

た早期採卵105周期（36．6±3．7歳）と，早発LHサージを認めず成熟誘起後32－35時間後に主席卵胞と同時に小卵胞を穿刺した通常

採卵527周期（368±37歳）を用いた．
【結果】早期採卵，通常採卵，遅延採卵における小卵胞の回収率は259％（427／1648），40．5％（3058／7549），41．9％（967／2306）であっ

た，また，小卵胞回収卵子における採卵直後のMII率は6．1％（26／427），24．7％（756／3058），26．5％（256／957）であり，その胚盤胞

発生率は26．9％（7／26），22．0％（166，i756），17．6％（45／256）であった．通常採卵と遅延採卵の回収率及びMII率は，早期採卵と比

べ有意に高く（P＜O．Ol），逆に胚盤胞発生率は成熟誘起後の時間が長くなるにつれて低くなる傾向にあった．

【考察】遅延採卵において卵子は約20時間長く卵胞内に留まる事になり，それは回収率及びMII率向上に寄与したが，胚盤胞発生率

は逆に低下させた．これは採卵時MII卵子の増加が，最終的に胚盤胞に至る卵子の増加に直結しないことを意味する．すなわち主席

卵胞排卵後も非選択小卵胞は破裂せずに存続するが，内包される卵子の発生能はLHサージ後一定持間経過すれば低下すると言える．

●

●

O－054　新規卵子由来因子R－spondin2による初期卵胞発育制御

○河村　和弘］），佐藤　可野1），岡本　直樹u，高江　正道1），川島　一公］），石塚　文平2），田中　　守’），鈴木　　直1）

　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開発講座

【目的】初期卵胞発育はゴナドトロピン非依存性で卵巣局所因子が関与している．初期卵胞発育機構の解明は，早発卵巣不

全の病態解析や体外卵胞培養技術の向上などに繋がる，本研究では，DNAマイクロアレイを用いて初期卵胞発育制御因子
の網羅的検索・同定を試み，候補因子の機能解析を行った．【方法】原始卵胞から2次卵胞までの各発育段階のマウス卵胞

をレーザーマイクロダイセクションにて採取してマイクロアレイに供し，各発育段階の卵胞で強発現している分泌タンパク
を抽出した．候補因子の中で受容体が卵子または穎粒膜細胞に発現しているものに対し，マウスを用いて機能解析を行った．

また，良性卵巣腫瘍にて摘出した卵巣の正常部分をIRB承認と患者の同意の下に用いてヒトでの効果も検討した．【成績】最

終候補因子の中でR－spondin2（Rspo2）は1次および2次卵胞の卵子に局在し，　Frizzled受容体およびWnt3aリガンドは
穎粒膜細胞に発現していた．穎粒膜細胞におけるTCF／LEFリポー一一・一ターアッセイでは，　Rspo2はWnt3aと協調してWntシ

グナル活性を増加させた．卵巣組織培養系では，Rspo2は1次および2次卵胞の発育を促進し，この作用はWnt抑制剤の
DKK1および抗Rspo2抗体により抑制された．　in　vivoの系において，血中半減期の長いR－spondin－Fc融合タンパク
（RspoFc）を作製して投与したところ，1次および2次卵胞の発育が促進された．　RspoFcを前投与したマウスの過排卵刺激

下での排卵数は有意に増加し，対照群と同等の胚発生能を有していた．さらに，ヒト卵巣組織培養においてもRspoFcは1
次卵胞の発育を促進した．【結論】初期卵胞発育を促進する新規卵子由来因子としてR－spondin2を同定した．　Rspo2はWnt

シグナルを介して初期卵胞発育を促進し，Rspo2の前投与は過排卵刺激における排卵卵子数を増加させた．今後は，　Rspo2
を標的とした早発卵巣不全の病態解明やRspo2を用いた早発卵巣不全患者の卵巣刺激などへの応用が期待される．

●

●
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O－055 次世代シークエンサーを用いた卵丘細胞発現遺伝子プロファイルの作製と抗セント
ロメア抗体陽性高度不妊の原因究明への応用

●

●

○松井　大輔］J，川原　玲香2），岸　　靖典1），齊藤　隆和1），石田　恵理い，中筋　貴史P，竹島　和美i），河野　友宏3｝，

　齊藤　英和lj
　’個立成育医療研究センター不妊診療科，2）東京農業大学生物資源ゲノム解析センター，3東京農業大学応用生物科学部

【口的・方法】卵丘細胞は卵子を取り囲む穎粒膜細胞で，卵子卵丘複合体として排卵される．卵子と卵丘細胞は互いの細胞質がギャップジャ

ンクションで結ばれ，排卵直前まで低分子の物質交換が行われる．この卵子卵丘細胞間の物質輸送は，卵子の成熟過程に深く関与するが，

詳細な機序は明らかでない．異常な卵子成熟は受精率や胚の質低下をまねくことから，卵丘細胞の機能や卵子成熟機序の解明は，卵子の質

改善，つまり良好胚獲得率の向上につながると期待される．そこで我々は，卵丘細胞の機能を解明する一助として，次世代シークエンサー

を用い，卵丘細胞に発現する全遺伝子プロファイルの作製を試みた．一方，抗セントロメア抗体は，強皮症の患者から高率に検出される抗

DNA抗体で，抗体陽性と不妊との相関が報告されている．当科で確認された抗体陽性患者はいずれも受精後に多数の極体放出が見られ，

胚発育が極めて不良であった．現在，不妊原因は不明で，有効な治療法は確立していない．そこで，抗体陽性患者卵丘細胞で発現する全遺

伝子発現量を，作製したプロファイルと比較し，不良胚形成や卵子成熟に関与する遺伝子の探索を試みた．また，当科ではステロイド投与

を中心とした治療を行っているが，治療前後の候補遺伝子発現量変化から有効性を検討した．【結果・考察】患者同意の下，約20名より体

外受精時に卵丘細胞を回収し，次世代シークエンサーに供し全遺伝子の発現プロファイルを作製した．また，抗セントロメア抗体陽性患者

で発現量が有意に変化する候補遺伝子を同定した，さらにその遺伝子発現量が，治療後に正常化傾向を示すことを見出した．現在，候補遺

伝子を解析中であり，詳細は学会で報告する予定である，本研究手法は，特定疾患の原因究明や新たな治療法の確立のみならず，卵丘細胞

が卵子成熟に寄与するメカニズムの解明につながると考えられ，今後の臨床応用に極めて有用と考えられた．

O－056 オステオポンチンはEGF受容体シグナリングを介して初期黄体化願粒膜細胞に発

現しVEGFの発現を促進する

○桑原　慶充，富山　僚子，小野　修一，米澤　美令，橋本恵理子，市川　智子，峯　　克也，明楽　重夫，竹下　俊行

　日本医科大学産婦人科

●

●

【目的】これまでに我々は，マウス過排卵モデルを用いてオステオポンチン（OPN）が初期黄体化願粒膜細胞に著明に発現

している事を報告した．黄体形成期にはVEGFの作用による血［管新生が知られている．本研究では，ゴナドトロピンサージ

によるOPNの発現誘導メカニズムおよびOPNシグナリングのVEGF発現への関与について解析を行った．【方法】PMSG
（7．51U）でプライミングした幼若（21日齢より）採取した穎粒膜細胞を，　hCG，　FSH　or　EGF添加／非添加，　EGFレセプター

アンタゴニスト添加／非添加の条件で12時間培養し，リアルタイムRT－PCRによるOPN　mRNAの定量を行った．また，　OPN

添加／非添加，PI3K阻害剤（LY294002）and／or　MAPK阻害剤（PD580952）添加／非添加の条件で20時間培養し，リアル
タイムRT－PCRによるVEGF　mRNAの定量を行った．【成績】頼粒膜細胞培養i系に於いて，　hCG，　FSH，　EGFいずれの添

加においてもOPN　mRNAの有意なアップレギュレーションを認めた（n＝3，　hCG：p＜O．OOI，　FSH：p＜0．0005，　EGF：p＜

0．0000005），さらに，EGF受容体阻害剤の投与により，　hCGおよびFSH添加によるOPN　mRNAの発現誘導は有意に抑制
された（hCG：n＝3，　p＜0．0001，　FSH：p〈ODOO5）．また，頼粒膜細胞培養系において，　OPN添加によりVEGF　mRNAの

発現は有意に増加した（n＝3，p＜0．0005）．この変化はPI3K阻害剤の添加で有意に抑制される一方，　MAPK阻害剤添加に
おいては有意な変化を認めなかった．【結論】OPNはゴナドトロピンサージにより，　EGF受容体シグナリングを介し穎粒膜

細胞に発現誘導される事が明らかとなった．OPNはPI3Kシグナリングを介しVEGFの発現に促進的に作用すると考えら
れ，初期黄体における血管形成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．

O－057　リコンビナントFSH製剤による卵巣刺激の反応不良例に対する工夫

○古村　絢子1），佐川　義英ll，鮫島　大輝2），

　五十嵐敏雄1），梁　　善光D

　1）帝京大学ちば総合医療センター産婦人科，

寺田光二郎1），中村　泰昭’）t落合　尚美D，中川　圭介1），中江　華子2），

2）東京大学産婦人科

●

●

目的：一般不妊治療においても遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（以下rFSH）製剤の自己注射薬が導入されるようになり，患者の来

院日数を減らし，卵巣過剰刺激症候群の発症も少なく有用であると考えられたが，一部に反応不良例が存在した．反応不良群に関する

臨床像の調査とそれに対する工夫を検討した．方法：当院で2010年10月からのrFSH製剤使用者37人に関して，　A，　rFSH製剤非使

用（クロミフェン使用）時とrFSH製剤使用時で排卵可能サイズになるまでの所要日数子宮内膜厚，卵胞数などを調査し，　rFSH製剤

の有効性を検討した．B，　rFSH製剤の使用本数hMG追加量を検討し反応不良群を抽出した．　C，反応不良群に対して患者の同意を得

てO．72mgエストラジオールパッチを1日おきに同時投与して反応性を検討を行った．結果：rFSH製剤使用群の妊娠率は29．7％（11名

／37名），流産率は5．7％（2名／7名），生児獲得率は24．3％（9名／37名），排卵不成功率は5．7％（2名／37名）であった．妊娠例のほと

んどは，初回rFSH使用サイクルでの妊娠であった．1，排卵時の内膜厚はクロミフェン群もrFSHもどちらも平均9mmで，有意差は

みられなかった．排卵可能サイズになるまでの所要日数は，クロミフェン群が12．1±2．7日，rFSH群が8．5±2．90と，排卵までの日数

の短縮が見られた．2，rFSH製剤の使用本数は，ほとんどの症例で1本（75単位を6回投与に相当）だったが，背景にPCOSがある群

と高年群で約2本と使用量の増加が認められた．hMG追加量に関しては特定の傾向はなかった．3，エストラジオールパッチを追加し

ても副作用も認めなかったが，PCOS群では効果を認めず，高年群では一部が排卵した．結論：一般不妊治療においてもrFSH製剤の自

己注射は，約一週間の通院で排卵に至り，約3割が妊娠し，有効であると判断された．PCOS群と高年群で反応不良が存在したが，高年

群はエストラジオールパッチを併用すると一部に排卵が認められた．PCOS群においては今後の検討が必要であると考えられた．
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O－058　当院における治療方針別の最適な卵巣刺激法の選択

○金城由紀子，会田　拓也，河島　一三，菊池　理仁，山寺　里枝，五卜嵐千晶，末吉　智博，長田　尚夫
　Shinjuku　ART　CIinic

【背景】当院では卵巣になるべく負担をかけないという観点から完全自然周期またはMild　Stimulation法による採卵を行っ

ている．治療初回または2回目までは分割卵での移植を行い，分割卵移植を反復的に行っても結果が得られない場合には胚
盤胞での移植を勧めている．【目的】当院の治療の実際について解析し，治療方針別の最適な卵巣刺激法について検討した．
【対象と方法】患者同意のもと，2012年1月から12月迄の期間に施行した完全自然（DF）周期，クエン酸クロミフェン（Clo）

周期，レトロゾール（FM）周期を対象とした．これらを卵巣刺激法別に分割卵移植と胚盤胞移植の妊娠率，胚盤胞培養周
期の胚盤胞発生率について解析した．【結果】DF群，　Clo群，　FM群の成績はそれぞれ，分割卵移植の妊娠率（25．3％，14．8％，

277％）となり，3群間で有意差はみられなかったが，DF群とFM群でClo群よりも高い傾向がみられた．胚盤胞移植の妊
娠率（43．8％，59．8％，58．9％）となり，3群問で有意差はみられなかったが，Clo群とFM群がDF群よりも高い傾向がみ

られた．また胚盤胞培養周期では，卵子あたりの胚盤胞発生率（28．4％，26．8％，249％）となり，3群間で有意差はみられ
なかった．採卵当たりの胚盤胞発生率（29．2％，57．7％，44．1％）となり，Clo群がDF群よりも有意に発生率が高かった．【考

察】今回の検討から，分割卵移植の際にはDFとFM，胚盤胞移植の際にはCloとFMでの卵巣刺激法を行うことで移植あ
たりの妊娠率が確保できることが示唆された．また採卵当たりの胚盤胞発生率が卵巣刺激別に変らないことから，緩やかに
誘発をかけることで卵子の質が落ちる可能性は少ないと推測できる．そのため，CloまたはFMでの卵巣刺激法を行い，胚
盤胞に発生する個数を確保することは有用であると考えられる．以上の検討から，移植する胚の状態によって治療方針別に
適した卵巣刺激法を選択していく必要があると思われる．

●

●

O－059　完全自然周期採卵とレトロゾール周期採卵の臨床検討

○山寺　里枝，会田　拓也，河島　一三，菊池　理仁，金城由紀子，五十嵐千晶，末吉　智博，長田　尚夫

　Shinjuku　ART　CIinic

【目的】当院では排卵誘発剤の多用による患者負担を軽減するため，排卵誘発剤を用いない完全自然周期採卵及び，卵巣へ

の刺激を軽減させたMild　stimulation法による採卵を実施している．完全自然周期採卵は各採卵周期に主席卵胞より一つの

卵を回収し，同一周期に単一胚移植を行う，患者への負担が最も少ない方法である．しかし，卵子回収が出来ず移植に至ら

ない症例もある．そこで，当院で実施しているMild　stimulation法の一つである，レトロゾール（フェマーラ）を用いた採
卵周期の治療成績による検討を行ったので報告する．【方法】患者同意のもと，2012年1月から12月迄の期間に施行した完

全自然周期（DF）1509周期（40．4±42歳），レトロゾール周期（FM）919周期（392±4．0歳）で得られた卵子の回収率，

平均回収個数受精率，分割率，分割卵獲得個数，新鮮分割胚移植後の妊娠率（胎嚢あり）について比較解析した．【結果】
各群における卵子回収率はDF　77％，　FM　88％（p＜O．05），平均回収個数はDF　O．89個，　FM　1．60個（p＜O．01）でありFM

はDFと比べ優位に高かった．受精率はDF　78％，　FM　76％，分割率はDF　96％，　FM　96％でありともに有意な差は認めら

れなかった．分割卵獲i得個数はDF　O．63個，　FM　1．03個（p＜OD5）であった．新鮮分割胚移植後の妊娠率はDF　28％，　FM

33％であり，39歳以下だとDF　40％，　FM　44％，40歳以上だとDF　17％，　FM　18％であった．【考察】FMでの卵了回収
率及び平均回収卵子個数はDFと比べ有意に高かった．また受精率および分割率に有意な差は無く，採卵周期あたりの分割
卵獲得個数も有意に多かった．新鮮分割胚移植後の妊娠率に有意な差は無かった．従って，レトロゾールを用いた卵巣刺激
法は卵巣への負担は少なく，完全自然周期と同成績の卵子をより多く確保できる，有用な方法であることが示唆された．

●

●

O－060　早発卵巣不全患者の卵巣刺激に対する当院のプロトコールの有用性：採卵率と早期
　　　　　　黄体化の検討

○川越　雄太1’，河村　和弘1・2），星名真理子’），水町　静華U，西島　千絵3、，吉岡　伸人1・L“），高江　正道12），洞下　由記12），

　杉F陽堂2），田中　 守12），鈴木　 直1・Z），石塚文平n

　U聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター，2）聖マリアンナ医科大学病院産婦人科学教室，3横浜市立西部病院，°聖マ

　リアンナ医科大学高度生殖医療技術開発講座

【目的】早発卵巣不全（PODは卵巣性無月経による無排卵のため不妊となる．自己の卵子で妊娠することは非常に困難であるが，当院ではエストロ

ゲン補充下の卵巣刺激療法＋体外受精により一定の成績を得ている．一般に，POI患者では卵胞発育が得られても採卵の際に卵子が採取できないこ

とをしばしば経験する．本研究では，当院のプロトコールの有用性についてPOI患者とPOI以外の患者の採卵率を比較し，その要因解析のため各種

血中ホルモン値を測定した．【対象】2012年から2013年5月までに当院にてIVFを行った患者を対象とし，採卵率，血中黄体形成ホルモン（LH），

黄体ホルモン（P、），エストラジオール（E，）値について，POI患者（POI群，　n＝246）とPOI以外の患者（Control群，　n＝511）で比較した．【結果】

採卵周期あたりの採卵卵胞数はPOI群1．3±O．1個／周期，　Control群5，8±O．4個／周期であった．採卵率はPOI群（71，5％／周期），　Contro1群（90．4％’

周期）とPOI群で低下したが，卵胞あたりの採卵率はPOI群（64．2％），　Control群（64．8％）と同等であった．血中LHおよびP1値は卵子が回収で

きなかったPOI群で高値（LH：11．1±2．01mlU、’ml，　P，：0．94±026ng　mDを示したが，卵子が採取できたPOI群ではControl群と比較して有意な差

を認めなかった．卵胞あたりのE、は各群間で差を認めなかった．【考察】Control群ではPOI群に比較して多数の卵胞が採卵可能であるため，採卵周

期あたりの採卵率は高いが，卵胞あたりの採卵率の比較ではPOI群とControl群で同等の結果が得られたと考えられる，　POI群で卵子が採取できな

い場合は，血中LH，　R値が高値を示し，卵胞の早期黄体化が主因と考えられた，一方，　Contrd群では血中LH，　Pa，　E、値に差を認めず，早期黄体化

以外の要因が関与している可能性が示唆された．今後は早期黄体化を示した患者を個別に解析して更なるプロトコールの改善を図りたい．

●

●

●



平成25年10月1日 161（293）

●

O－061　本邦の一般不妊治療における卵巣刺激法と多胎妊娠の発生一全国産婦人科施設アン
　　　　　　ケート調査の解析から

●

○岡垣　竜吾］’，荒木隆一郎m，苛原　　稔2），久具　宏司3），桑原　　章2｝，栗林　　靖4、，齊藤　英和5［，矢野　　哲“｝，

　吉田　　淳7），峯岸　　敬S），石原　　理1）

　V埼玉医科大学産婦人科，2徳島大学病院産婦人科．：S東邦大学医療センター大橋病院産婦人科，］杉山産婦人科丸の内，

　5｝国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科，6個立国際医療研究センター病院婦人科，7｝木場公園クリニッ

　ク，8群馬大学医学部付属病院産科婦人科，9埼玉医科大学医学部地域医学・医療センター

●

【目的】一般不妊治療により発生する多胎は，ART登録施設だけでなく多くの施設で治療されるため，実態は不明であった．これまでに発生要因・リスク因子

等の調査はなく，多胎を減少させる戦略の立案が困難である．そこで，一般不妊治療の実態と多胎発生の概況を知るため本調査を行った．【方法】日産婦学会

生殖・内分泌委員会「本邦の一般不妊治療における排卵誘発（COS）による多胎発生の実態調査に関する小委員会」で「外来不妊治療と多胎に関するアンケー

ト」および，「多胎妊娠の背景調査用紙」を作成し，日本産婦人科医会常務理事会の承認を得て全国の産婦人科5783施設にアンケートを郵送した，各施設名は

匿名化した．【成績】回収数は3，571施設，回答率620％．「多胎妊娠の背景調査」には計1，084症例の報告があった，ART登録施設367施設からの多胎報告は

679例，非ART登録施設のうちAIHを取り扱う1，203　ma設からの多胎報告は323例であった．「FSH／HMG」使用周期の多胎発生は629例（多胎の58％），「非

FSH／HMG」周期のうち，「clomid／sexovid」のみ使用周期は417例（385％）であった．「FSH／HMG」も「clomid／sexovid」も用いない周期では38例であっ

た．AIH周期の多胎発生は406例（37．5％）でt上記多胎発生周期にAIH周期の占める割合は40～50％であった，　GS2個以下に比しGS3個以上の多胎となる

リスク調整オッズ比は，HMG使用2、34（95％信頼区間1．54－3．59），リコンビナントFSH使用1．78（95％信頼区間1．e2－3．04），クロミフェン使用O．66（95％信

頼区間O．44－O．98）であった，【結論1一般不妊治療による多胎の多くはART登録施設およびAIHを取り扱う施設から発生していた．「FSH／HMG」による多

胎が過半数だが，「clomid　sexovid」周期は多胎全体の38．5％を占め，　clomid／sexovid治療に関しても多胎発生防止のための使用指針が必要と考えられる．

O－062 多嚢胞性卵巣症候群患者のクロミフェン抵抗性に関する予測因子としてpulse
wave　velocity測定は有用である

○松尾　幸城，高橋　俊文．五十嵐秀樹，原　周一郎，長谷川歩美，倉智　博久

　山形大学医学部産科婦人科

■

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（polycystic　ovary　syndrome：PCOS）におけるクロミフェン抵抗性の予測因子に関して検討を

行った．【方法】本研究は当施設の倫理委員会の承認後，患者に書面で同意を得て行った．62名のPCOS患者に対して，ク
エン酸クロミフェン（CC）100　mg／日を月経5日目より5日間投与を行った．排卵の有無は，経膣超音波による卵胞の消失，

基礎体温のh昇，黄体中期の血中プロゲステロン値（10ng／ml以上）で評価した．2周期以上CC投与にて排卵が認められ
ない場合をCC抵抗性とした．　CCにて排卵のある患者（CC排卵群）とCC抵抗性の患者（CC抵抗性群）について，内分
泌，代謝および心血管系に関する検査項目について後方視的に検討した．【結果】CC排卵群は38名（61％），　CC抵抗性群

は24名（39％）であった．単変量解析の結果，ウエスト・ヒップ比，遊離テストステロン値，耐糖異常の割合，brachial－an－

kle　pulse　wave　velocity（baPWV）値は，　CC排卵群と比べCC抵抗性群で有意に高値であった．多変量解析の結果，　baPWV

のみがCC抵抗性に関する独立した予測因子であった（オッズ比1．85，95％信頼区間1．11－2．97，　P＝0．02）．　baPWV値のROC

曲線を作成した結果，ROC曲線下面積はO．74であり，1108　cm．／secをカットオフ値に設定した場合の感度は62％，特異度

は86％であった、【結論】baPWV測定はPCOS患者におけるCC抵抗性を予測する評価法として有用である可能性が示唆
された．

O－063　クロミフェン抵抗性PCOSに対するグリスリンの臨床成績

○伊熊慎一郎1），田中威づみD，御木多美登u，永吉　　基D，田中　　温1），竹田　　省2）

　1）セントマザー産婦人科医院，L）順天堂大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】クロミフェンは，PCOSに広く用いられるが，3周期以上連続投与しても排卵が得られない症例はクロミフェン抵抗

性と呼ばれ，PCOSの15～40％にみられる．同症例に対し，マイタケから抽出されインスリン抵抗性改善作用を有する水
溶性グリコプロテインのグリスリンに排卵誘発効果があると報告されている．当院で臨床試験を行い，その成績について検
討した．【方法】PCOSは日本産科婦人科学会の診断基準を用い，月経5日目よりクロミフェン100mgを5日間投与したが
3周期連続して卵胞発育を認めないものをクロミフェン抵抗性と診断した．2011年9月から2012年11月の間に上記と診断
し，インフォームドコンセントを得た23例を対象とした．背景は平均年齢30．3歳平均BMI　24．9，平均胞状卵胞数23個，
平均LH　l4．l　mlU／ml，平均FSH　6．5　mlU／ml，平均プロラクチン12．O　ng／ml，平均テストステロン0．49　ng／ml，平均イン

スリン17．4ptU／ml，平均空腹時血糖90．3　mg／dl，平均HOMA－R　4．2，平均HbAlc　5．0％であった．月経3日目よりグリス

リン錠1日9錠を上限12週間として連日投与し，成績を検討した．【結果】試験期間中2名が希望により中止した．有害事
象による中止例はなかった．周期別排卵率は33．9％（18周期／53周期），症例別排卵率は，42．8％（9例／21例）であった．

投与期間中にタイミング法で2例，凍結胚移植で1例妊娠が成立した．排卵群（9例）と無排卵群（12例）の比較は年齢（312
歳vs　30．7歳），　BMI（24．1　vs　25．5），　LH（16．1　mlU／ml　vs　13．1　mlU／ml），　FSH（69　mlU／ml　vs　6．4　mIU／ml），プロラクチ

ン（6．4　ng／ml　vs　9．8　ng／ml），テストステロン（O．41　ng／ml　vs　O．56　ng／ml）で有意差を認めず．胞状卵胞数（20．7個vs　248

個）は有意差を認めた（p＝O．023）．投与終了後の経過で9例の妊娠を確認した．【結論】グリスリンはクロミフェン抵抗性

のPCOSに対し，一定の排卵誘発効果を示すと考えられた．胞状卵胞数は排卵障害を来たす要因と考えられた．
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●

O－064　多嚢胞性卵巣症候群患者に対するMetformin投与および卵巣多孔術のIVF治療成
　　　　　　績への効果の検討

○尾崎　智哉，兼子　由美，松井　有紀，飯泉　文香，土屋翔太郎，佐藤　和文，西村　　満
　西村ウイメンズクリニック

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）患者に対しIVF治療を行う場合，特に調節卵巣刺激に際しOHSSのハイリスクであ
る事を考慮し，慎重なプロトコール計画が必要となる．また，PCOS患者のなかには，受精率，胚盤胞到達率が悪く，結果
として妊娠に至らないケースも認められる．成績不良症例への対応としてMetformin（Met）投与あるいは腹腔鏡下卵巣多

孔術（LOD）といった追加治療の有効性が考慮される．今回，当院において治療を行ったPCOS患者のIVF治療成績を検
討し，特に付加的治療であるMet投与およびLODの治療成績への効果について検討を行った．【方法】過去3年間に当院
でIVF治療を行ったPCOS患者54症例92周期を対象とした．卵巣刺激法はGnRH　agonist－short法，　clomiphene　citrate＋
hMG（隔日投与）法，　hMG－GnRH　antagonist法のいずれかで行った．対象を通常治療群（N群：59周期），　Met投与群（M
群：22周期），LOD群（L群：11周期）に分け，各治療成績について，後方視的に検討した．【成績】各群間で患者年齢，

刺激方法，受精方法に差は認めなかった．hCG投与日E，，値，採卵数，受精卵数，受精率は3群間に差は認めなかったが，
胚盤胞到達率（N群：32．2％，M群：25．0％，　L群：40．0％）および良好胚盤胞（Gardner　3AA以上）率（N群：20．0％，　M

群：10．O％，　L群：27．2％）はL群が有意に高値となった（P＜O．Ol）．採卵周期あたりの妊娠率はN群：57．6％，　M群：54．5％，

L群：81．8％，生産率はN群：492％，M群：364％，　L群：81．8％でいずれもL群が有意に高かった（P＜O．05）．【結論】腹

腔鏡下卵巣多孔術を施行したPCOS症例では，胚の質の向上と妊娠率および生産率の改善が期待でき，　LODはIVF成績不
良症例に対し施行を検討すべき追加治療であると考えられた．

●

O－065　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（第2報）

○林　　正路1・21，庄田亜紀子D，根本　　央3｝，河津　　剛゜，北澤　正文1），深澤　一雄ll

　D猫協医科大学，2）手稲渓仁会病院，Sl根本産婦人科，1］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昨年本学会で報告したが，今回さらに症例数を増やし

て検討したので報告する．【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41例（20－38歳：平均27．4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226例（13－54歳：平均35．8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11．7±5．O　ng／ml（Mean±SD）で，非PCOS婦人の2．0±1．9ng／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（20－38歳）の血中AMH値2．7±Lgng／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＝0．32，　p＜

0．05）を認めた．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＝－0．30，

p＜0．05）・非PCOS婦人（r＝－0．60，　p〈O．OOI）ともに血中AMH値は年齢に伴い減少し，これらの問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）ROC曲線によりPCOS診断のための血中AMH値のcut－off値を5．9
ng／mlとすると，感度95．1％，特異度94．2％，　ROCAucα981であった．【結論】PCOSの診断に血中AMH値（cut－off値5．9

ng／ml）の測定は有用と思われた．【開示すべき利益相反状態】なし．

●

●

O－066　精子頭部の形態と精子核プロタミン欠乏の関連

○宇津野宏樹，岡　　賢二，山本　綾子，内川　順子，橘　　理絵，山田　香織，塩沢　丹里

　信州大学医学部産科婦人科学講座

【目的】顕微授精では形態良好な精子が使用されるが，形態がその精子自身の質や機能をどの程度反映するかは明らかでは

ない．我々は精子頭部の形態を楕円フーリエ解析にて数値化することで，形態差異の客観的な評価が可能であることを報告
してきた．本研究では，数値化した精子頭部形態と，受精不全と関わるとされる精子核プロタミン欠乏との関連を検討し，

形態が機能を反映するかを解析した．【方法】本研究は信州大学の倫理委員会から承認を得て行った．不妊外来を受診した

男性35名からICを得た後，各150精子について，頭部形態とプロタミン欠乏を同時に評価した．精子の頭部形態は，楕円
フーリエ解析と主成分分析で解析し，4つの変数で表した．先行研究にならい，各変数の平均値±1標準偏差を良好形態，

その外側を不良形態と定義した．プロタミン欠乏の検出にはchromomycin　A3（CMA3）を使用した．被験者35名をCMA
3陽性率が30％未満のA群（N＝20）と30％以hのB群（N＝15）に分けた．A群とB群それぞれで，形態良好精子と不
良精子のCMA3陽性率を比較した．次に，　A群とB群の間で，形態良好精子のCMA3陽性率を比較した．【結果】A群と
B群ともに，形態良好精子のCMA3陽性率は，形態不良精子より有意に低かった（A群，17．0±6．5％vs．28．1±5．3％，　P＜0．001；

B群，37．4±172％vs．52．0±13．2％，　P＜O．OOI）．一方，　B群の形態良好精子ではA群の形態良好精子より有意にCMA3陽
性率が高値であった（37．4±17．2％vs．17．0±6．5％，　P＜ODOI）．【結論】どちらの群でも，形態良好精子は不良精子よりプロ

タミン欠乏率が低かった．これは，顕微授精の際に良好な頭部形態を選択する根拠になると考えられる．一方，もともとプ
ロタミン欠乏率が高い群では，低い群より，形態良好精子中のプロタミン欠乏率が高値であった．こうした症例において，

より効率的にプロタミン欠乏精子を除外する方法の必要性が示唆された．

●

●
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●

O－067　精子の核DNA断片化と頭部空胞を指標にした精子の質の評価

○年森　清隆，伊藤　千鶴

　千葉大学大学院医学研究院

●

●

　生殖補助医療ARTで用いられる精子機能検査は，精子形態，精子数運動能を指標としているが，精子核DNAに関す
る指標はない．そこで，精子核DNA断片化と精子形態（頭部空胞）に関する評価を行い，診断の指標として有用性がある
か検討した．方法：解析対象は，男性因子（精液）に原因がある不妊症患者群（不妊症患者群）60例（21～43歳，平均322

歳）と自然妊娠によって子供を得た健常ボランティア群（コントロール群）12例（26～40歳，平均32．6歳）とした（倫理

委員会承認済）．1）精子核DNA断片化の検査は，不妊症患者群60例の精子13082匹とコントロール群12例の精子2851匹
に対して，Sperm　chromatin　dispersion　test（SCDT）を行い，　DNA　fragmentation　index（DFI）値を求めた．2）精子頭

部空胞の検査では，不妊症患者群60例の精子12842匹とコントロール群12例の精子2582匹の精子を微分干渉顕微鏡法に
より撮影し，空胞の大きさをS（small：精子頭部幅1／3以下），　M（Medium：精子頭部幅1／3以上かつ1／2以下），　L（Large：

精子頭部幅1／2以上）と定義して，それぞれの空胞の出現率を算出した．結果：1）DFI値平均は，不妊症患者群では10．32
（±12．07Sd），コントロール群では3．11（±2．34Sd）であり，　Welch’s　t　test検定で有意差（p〈O．Ol）があった．2）空胞出現

率のオッズ比と95％信頼区間（CI）は，　S（OR：2D：CI：1．00－3．06），　M（OR：2．8：CI：1．68・一・3．91），　L（OR：24；CI：1．13－

3．71）であり，MとLサイズ空胞で有意に高かった．3）不妊症患者群のDFI値と空胞出現率の関連は，　Sサイズ空胞で負
相関（相関係数r＝－O．52）を示し，Mサイズ空胞（r・＝・O．56）およびLサイズ空胞（r＝O．42）で正相関を示した．考察：本

研究から，DFI値と空胞出現率を指標にした相関解析は，精子の質の診断に有用であると結論される．

O－068　精子力は35－40歳を境に低下する一mouse　oocyte　activation　testを用いた検討

○慎　　　武，福島　麻衣，岩端　威之，鈴木　啓介，太田　茂之，小堀　善友，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】精子は卵と違い，加齢変化を受けることが比較的少ないと言われており，40歳以上のカップルで児を授かりにくい

のは，主に女性側の卵と子宮の加齢変化によるとされてきた．しかし，近年精子の加齢変化に関する知見が集積されてきて
いる．そこで男性不妊患者の各年代において，マウス由来の卵に精子を顕微授精させ，その卵活性化率を調べるmouse　oocyte

activation　testにより精子機能の加齢性変化について検討した．【方法】2012年10月から2013年5月までに男性不妊外来

を受診し精液検査にて精子を認めた中から，精子を用いたmouse　oocyte　activation　test施行についての同意が得られた40

例を対象とした．また，挙児の確認された30歳～60歳代のvolunteer15例を対照群とした．【結果】卵活性化率は不妊患者

群で20歳代79％，30－34歳75％，35－39歳6＆5％，40－44　k　55．7％，45－49歳37．3％と急速に低下するが，対照群では40

歳代以降も20歳代の機能を保持するものと不妊患者群と同様の低下を示す2つのグループが認められた．【結論140歳以上
のカップルでの挙児困難は，女性因子（卵の加齢）のみではなく，男性因子（精子の加齢）もその原因であると示唆され，

精子機能は35－40歳を境に低下すると考えられた．

O－069　　An　in－vi亡ro　compara亡ive　S亡udy　－　A　Significan亡Influen　ce　of　StaP・hylococcus

　　　　　　aureus　on　human　sperm　motility　parameters

OS．　Sasikumar，　D．　Dakshayani

　Nova　IVI　fertility　centre，　RA．Puram，　Chennai，　Tamilnadu，　India

■

●

Aim：The　effects　of　certain　uropathogenic　microorganisms（S亡aphylococcus　aureus，　S亡aphylococcus　epidermidis，Neisse－

ria　gonorrhoeae，　E．coli　and　Mycobac亡erium　tuberculosis）on　human　sperm　motility　characteristics　were　studied∫il　vi亡ro．

Methods：In　50　healthy　fertile　men，　ejaculates　were　aseptically　obtained　by　masturbation　and　with　a　swim－up　tech－

nique，　a　sperm　suspension　of　high　motility　and　purity　was　obtained．　Several　uropathogenic　bacteria　were　obtained　from

outpatients　with　genitourinary　tract　infections．　The　sperm　suspension　was　incubated　with　the　pathogens　at　a　bacteria：

sperm　ratio　of　50：1at　37℃．　The　sperm　mobility　parameters　were　estimated　with　a　manual　semen　analysis．　Measure－

ments　were　carried　out　at　O，2and　4　hours　of　incubation．

Results：Staphylococcus　aureus　significantly　decreased　the　sperm　motility　and　viability，　but　S亡aphylococcus　epider－

midis，　Neisseria　gonorrhoeae，　E．coli，　Mycobac亡erium亡uberculosis　did　not．

Conclusion：Staphylococcus　aureus　has　an　inhibitory　effect　on　human　sperm　motility　in　vi亡ro．
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O－070　精子a2　Vacuolar　ATPaseは良好精子に発現し運動能に関与する

○太田　邦明1），丸III哲夫u，森田　峰人2｝，吉村　泰典D

　t）慶懸義塾大学産婦人科，2東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【日的】近年，男性因子によるART適応が増加している．一方でWHO診断基準は男性不妊を診断するには不完全であり，　WHO

のみでART適応を判断するのは困難である．しかし精子評価として非侵襲的なバイオマーカーが存在しないのが現状である．

オルガネラ内部の酸性化に寄与するV－ATPaseが精子運動能に関与することから，これまで我々は，　V－ATPaseのサブユニッ

トであるa2Vacuolar　ATPase（a2V）に着目し，マウスにおいてa2vが受精能獲得精子の先体に局在し，精液のPHおよび免疫

環境をコントロールすることを報告してきた．今回，男性不妊および健常者の精子および精漿を用いて，精子機能へのa2Vの
関与を明らかにすることを目的とした．【方法】倫理委員会承認と説明と同意を得た上で不妊男性精液（Inf群）と健常精液（N

群）を用いて，精子におけるa2V発現をreal－time　PCRとwestern　blotにより解析した．2群の精漿中のcleaved　a2V（a2NTD）

をELISA，でまたcytokine／chemokineはマルチプレックスを用いて網羅的に測定したNまた，　N群を比重遠沈法によって，運

動精子と非運動精子に分離後，a2V発現と精f一内局在をwestern　blotと蛍光免疫染色で調べた．【成績】a2VのmRNA・タンパ

ク質両者の発現レベルは，N群に比べてInf群で有意に低かった．さらに，　a2Vの分解産物であり精子a2V発現量を反映するa
2NTD，および受精過程において重要な役割を担うGM－CSF，　G－CSF，　MIP－1，　MCP－1α，　TGF一βはいずれもN群に比べてInf

群で有意に低くa2NTDとそれらは有意な正の相関関係が認められた．また，　a2vは運動精子群に強く発現し，先体に局在する

ことが確認された．【結論】ヒト精子a2Vならび精漿内a2NTDは不妊男性では低いことから，　a2vおよびa2NTDがWHO診断
基準とは別に良好精子選別の新規定量的マーカーになり得る可能性が示唆された．さらに，運動精子にのみにa2V発現がして
いることから，a2Vをターゲットに今後解析を行うことで非運動精子の病因に迫ることが出来ると考えられる．

●

●

0－071　ヒト精子無力症を発症させる遺伝子変異の同定

○萩生田　純ILb，高崎　延佳v，石川　博通2），成松　　久v

　l産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センタ「2）東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

　不妊症カップルの割合は約15％に上り，原因の半数は男性側にも存在する．男性不妊症のおよそ80％が精子無力症によ
るものと報告されているが，その原因は特発性である．実際に，モデルマウスの研究によって約20種類の精子無力症原因
遺伝子が発見されているが，ヒトで同定されている遺伝子変異の数はその半数にも満たない．我々は，糖転移酵素様遺伝子

の1つ，0－16がヒト精巣特異的に発現しており，相同遺伝子ヘテロ欠損オスマウスが精子無力症を呈することを明らかに
した．更に，我々は0－16遺伝子変異によってヒト精子無力症を発症した症例を発見することに成功した．【対象と方法】当

院リプロダクションセンターを受診した男性不妊症患者で，精液検査において運動率が30％以下の患者，300例を対象にし

た．精子タンパク質を抽出，ウエスタンブロット法にてO－16タンパク質を含む複数のマーカータンパク質の発現が低ドし

ている患者のスクリーニングを試みた．0－16タンパク質の発現低ドが疑われた患者精子DNAおよび血液細胞DNAでの0－
16遣伝子変異の有無を調べた．【結果】300例中2例に0－16遺伝子変異を同定した．1例目は42歳精液検査で運動率が
17．9％と低下していた．この症例は精子DNAにのみ遺伝子変異が認られることから，遺伝子変異が精子幹細胞で生じたと
推測される．2例目は39歳．精液検査で運動率＆2％，正常形態率も1．8％に低下していた．遺伝子変異は本患者精子およ
び体細胞においてもエクソン部位の一塩基の欠損がヘテロに存在しており，遺伝的な遺伝子変異であることが示された．現
在，ICSIを行うことにより男性不妊の解決を図るとともに，遺伝子異常の次世代への伝搬を防ぐ手法の開発を試みている．

本研究は所属機関の倫理委員会で承認され患者のインフォームドコンセントを得て行った．利益相反はありません．

●

●

O－072　黄砂エアロゾルによる精子形成・精子運動能への影響因子の探索

○吉田　成一1），嵐谷　奎一2｝，小林　史尚3），Miao　He1），市瀬　孝道u

　D大分県立看護科学大学看護学部生体反応学研究室，2）産業医科大学，’金沢大学

【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．また，我々は，ディーゼル排ガスや大気中の各種浮遊粒子状物質によるマ

ウス雄性生殖機能の悪化を明らかにしてきた．春先に飛来する黄砂も精子産生能や精子性状を悪化させることを示してきた

が，その影響因子に関しては不明である．そこで本研究では，日本に飛来した黄砂，黄砂付着微生物などを用い雄性マウス
の生殖機能への影響を検討した．

【方法】6週齢のICR系雄性マウスに黄砂および構成成分を気管内投与（黄砂粒子は2週間に1度100μg／匹を4回投与）し，

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】マウスに黄砂の投与を行うと雄性生殖機能のうち一ll精子産生能（DSN）が低下した．さらに，黄砂の投与により

精子運動率の低下も認められた．黄砂を加熱処理し，粒子表面に吸着している各種有機物質，微生物等を除去した加熱黄砂
や黄砂付着有機物，黄砂付着微生物の投与により，一日精子産生能は低下したが，精子性状への影響は認められなかった．
【結論】黄砂あるいは黄砂構成成分の曝露により，マウス雄性生殖機能が悪化し，造精機能の低下に関しては，黄砂粒子本

体，付着有機物および微生物が関与することが明らかになったが，精子性状への影響因子に関しては今回検討した構成成分
以外の成分が関与することが示唆された．

喝

●
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O－073　急性炎症後の回復期における精巣生殖細胞のアポトーシスとIL－18の関与

■

●

○井上　岳人IL’］，青山　倫1－i，：si，西野　　哲D，笹野　真希1），岡　　伸樹1），　Ill下　勇人D，上田　敬博3），鴨志田伸吾1），

　宇佐美　眞1〕，小谷　穣治3）

　V神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域，2医療法人社団誠心会小野レディースクリニック，3）兵庫医科大学救急・

　災害医学講座

【背景】急性炎症下の精巣炎では生殖細胞のアポトーシスが誘起され精子形成障害の原因となる．我々はLPS投与12時間後の

急性炎症期にて，内因性IL－18がデスレセプター及びミトコンドリア経路を介し，マウス精巣生殖細胞のアポトーシスを誘起
することを報告した（第27回日本生殖免疫学会）．今回，急性炎症後の回復期における精巣でのIL－18の働きを検討した，【方

法】C57BL／6J（WT）及びB6．129P2－IL－18＜tmlAki＞／J（KO）マウスに20　mg／kgのLPSまたはPBSを腹腔内投与した．

回復期の判断はマウスの行動を指標とした．投与48時間後，精巣のTNF一α，　TNFR1，　Fas，　FADD　mRNAとcleaved－caspase

（CC）3及び8を検出した．【結果】生存率はPBS群でWT，　KO共に100％，　LPS群はWTで50％，　KOで75％であった．　LPS

群は投与12－18時間に昏睡状態となり，24時間以降，生存マウスは徐々に回復した．48時間後，精巣中のTNF一αはWT，　KO
共にPBS群と差はなく炎症の沈静化が示された．　CC3陽性率はWTでLPS群とPBS群に差はなかったが，　KOではLPS群
がPBS群よりも高く，IL－18がアポトーシスを抑制する働きが示唆された．　CC8かつCC3陽性率はCC3と同様の結果を示し
た．Fas，　TNFR1，　FADDはLPS群にてWTよりもKOで高値となった．【考察】回復期ではIL－18はデスレセプター経路を
介しcaspase－8を抑制し，生殖細胞のアポトーシスを抑制することが示唆された．本研究結果は我々が既に報告したLPS投与
12時間後の急性炎症期での内因性IL－18が精巣生殖細胞のアポトーシスを誘起する働きと異なった．【結論】急性炎症下での1レ

18の働きは炎症のステージによって異なり，精巣生殖細胞のアポトーシスを促進から抑制へとシフトする可能性がある．

O－074　媒精前後の精子運動性パラメータと受精能および胚盤胞発生能の関係

○佐藤　景子，宗藤　朋美，渡邊　陽子，西村加奈子，三浦　貴弘，兜玉　尚志，原　　鐵晃

　県立広島病院生殖医療科

■

●

【目的】Conventional－IVF（c－IVF）において，十分な運動精子数であるにもかかわらず，受精が全く認められない症例（TFF）

となる場合があり，運動精子数以外に受精能を決定するパラメータがあれば臨床的に有用である．また，初期胚が胚盤胞へ
発生する過程では，胚性ゲノムの転写，すなわち精子の遺伝要因が大きく影響し，精子が胚盤胞発生率に関与する可能性が

ある．本研究では，精子の受精能を決定するパラメータおよび良好な胚発生が期待できる精子の特性について，c－IVF前後

の精子をSMAS装置で解析し検討した．【方法】2011年の7月から2013年の5月におけるc－IVF治療71症例において，
射出精子を常法に従い処理し，精子の運動性をSMASで解析した．媒精18～19時間後に受精確認を行い，培養ディッシュ
から媒精後の精子を回収し，SMASで解析した．培養96～102時間後に胚観察を行い，　Gardner分類法により胚盤胞を評価
した．統計学的検定は，Wilcoxon符号順位検定を用いた．【成績】卵子と共培養後に精子は，直線速度を36．2um／secから40．9

um／secへ，直進性を028からO．43へと有意に上昇させ，曲線速度は135．1um／secから95．7um／secへ，頭部振幅は3．Oum
から2．1umへ，頭部振動数は12．5Hzから11．5Hzへと有意に減少させた（p＜O．Ol）．　TFF群と受精あり群における媒精前後

の精子の各運動性パラメータに，有意な差は認められなかった．BL3以上の胚盤胞を作出した群において，媒精後の精子頭
部振動数が減少する傾向が認められた（p　＝　O．08）．【結論】本研究において，精子は卵子との共培養によって，直進性および

直線速度を増し，頭部の振幅を減少させるなどの運動性を変化させることが明らかとなった．しかし，それらの運動性パラ

メータのうち，TFFを生じさせた精子に特徴的なものは認められなかった．一方，良好な胚発生を示す群において，媒精

後の精子頭部振動数が少ない傾向が認められた．

O－075　精子頭部空胞形成の先体反応や精子運動能維持との関連

○小宮　　顕V，加藤　智規D，布施　秀樹1），谷井　一郎21

　⑪富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学，2）富山大学大学院医学薬学研究部生物学

●

●

【目的】精子頭部空胞形成（sperm　nuclear　vacuole，　SNV）が，先体反応や精子運動能維持に影響するかどうかを検討した．

【方法】2011年12月から2013年3月までの間に男性不妊症外来を受診し，通常の精液検査，高倍率顕微鏡でのSNVの観察
およびアクロビーズテスト（Acrobeads　test，　ABT）を施行した30例を対象とした．　ABTでは，　swim－up法にて選別し

た精子を37℃5％CO2　gas　incubator内で24時間静置培養しMH61抗体結合ビーズと反応させた．　ABT判定時に，　SNVを
高倍率顕微鏡にて観察した．i）先体反応を起こしアクロビーズ（Acrobeads，　AB）に付着したもの，　ii）ABに付着せず運

動しているもの，iii）ABに付着せず不動となっているものにわけてSNVを評価した．精子頭部の幅の1／2以上の径の空胞
をlarge　SNV（LSNV）とし，　LSNVをもつ精子の割合（％LSNV）を各症例のi・ii・iiiで算出した．富山大学倫理審査委
員会の認可を受け、informed　consentを取得後実施した．【成績】症例の年齢は平均36歳であった．精液所見（平均±標準

偏差）は，精液量3．3±1．7mL，精子濃度53．5±33、4x10ソmL，精子運動率437±11．5％，精子正常形態率　5．0±4．4％であっ

た．精液所見正常が11例，異常所見のある症例が19例であった．ABTでは，2例のみ検査値0（受精能不良）と判定され，
検査値1・2・3（受精能良好）がそれぞれ11例・11例・6例，検査値4（受精能優良）はなかった．17992個の精子につい
て，sNvの観察を行った．％LsNv（平均±標準偏差）は，　i）の精子で2A±2．1％，　ii）の精子で5．8±3．9％，　iii）の精子で

98±4．3％であり，有意差を認めた（ivs．　ii，　i　vs．　iii，　ii　vs．　iii，それぞれp〈o．ool，　T検定）t　ABT検査値と％LsNvに有

意な相関はなかった．【結論】SNVは，先体反応を起こしてアクロビーズに付着した精子では有意に低く，運動能を喪失し

た精子では有意に高かった．このことから，SNVを観察することにより，精子の機能も予測できるうることが示唆された．
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●

O－076　運動精子数が配偶者間人工授精の妊娠率に与える影響について

○川窪　雄一，泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，村上　真央，中山　直美，西村佳与子，本庄　　考，

　詠田　由美

　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

【目的】配偶者間人工授精（Artificial　insemination　with　husband’s　semen：AIH）は，生殖補助技術として最も歴史のある

治療法の1つであるが，精液所見不良症例にも適応されており，AIHの適応となる精液所見の一定の基準は設けられていな
い．そこで本研究では，精液所見の運動精子数に着目し，運動精子数がAIHの妊娠率に与える影響について検討した．【方
法】当院にて，2003年から2012年までの10年間に新鮮射出精子を用いてAIHを実施した1742症例5476周期（年齢：34．7±

4．3歳）を対象とした．精液所見の計測はディスポーザブル精子カウンティングチャンバーを使用し，lml当たりの精子数
を算出した．精子調整は80％パーコール液を用いた密度勾配遠心法により実施した．精子調整後，濃縮精子を0．8　mlの精

子洗浄培地で回収し，AIHを行った．後方視的に，対象を総運動精子数に準じて5群（A：500万未満，　B：500－1000万未満，

C：1000－1500万未満，D：1500－2000万未満，　E：2000万以上）に分類し，原精液の総運動精子数および調整後の総運動精子
数がAIH実施後の妊娠率に与える影響について検討した．【結果】原精液の総精子数別妊娠率は，　A：4．3％，B：3．4％，C：5．6％，

D：9．7％，E：11．0％であり，原精液の総精子数が1500万未満の群で妊娠率は有意に低下した（p〈0，05）．また，精子調整後
の総運動精子数別妊娠率は，A：3．8％，　B：4．8％，　C：＆9％，　D：9．4％，　E：12．0％であり，精子調整後の総運動精子数が1000

万未満の群で妊娠率は有意に低下した（p〈O．01）．【考察】AIHは，原精液の総運動精子数が1500万以上であり，精子調整i

後の総運動精子数が1000万以上回収可能な症例において有用であることが示唆された．

■

●

O－077　多発性嚢胞腎に合併した男性不妊症の3例

○中野　和馬1），成吉　昌一L’），辻　　祐治’2〕

　V恵比寿つじクリニック，2）天神つじクリニック

【はじめに】一般的には多発性嚢胞腎に不妊症を合併することはないとされているが，ごくまれに男性不妊症の原因となる

との報告がある．今回われわれは多発性嚢胞腎に合併した男性不妊症の3症例を経験した．【症例】症例1は33歳精液量：

O．5～1．lmL総精子数：300～1000万，精子運動率：0～2％，精子生存率：0～14％で射出精子でのICSIを施行されるも，

運動精子を確認できず中止となった．FSH値は基準値内．陰嚢超音波検査（US）では精巣ヒ体は正常であったが，経直腸
USでは両側精嚢の腫大と射精管の拡張所見を認めた．精巣内精子回収術（TESE）にて，運動精子を含む多数の精子を回収
でき，病理検査はほぼ正常の造精機能が維持されているとの結果であった．症例2は38歳精液量：0．3～O．8ml，無精子症～

総精子数：40万．FSH値は基準値内で，陰嚢USでは精巣上体の腫大はないが，精巣上体管の拡張を認め，経直腸USでは
両側精嚢の著明な腫大があった．精路の狭窄／閉塞と考えてTESEの予定である．症例3は38歳．精液量：19～2．1m1，総
精子数llOOO万～1900万，精子運動率：0％，精子生存率：2～9％．　FSH値は基準値内で，陰嚢USでは精巣上体が軽度腫
大し，精巣上体管の拡張所見，嚢胞を認め，経直腸USでは両側精嚢の腫大と射精管の石灰化があった．　TESEにより運動
精子を含む多数の精子を回収でき，病理検査の結果でもほぼ正常の造精機能が確認された．【まとめ】多発性嚢胞腎では精
嚢嚢胞や精子不動症により男性不妊症の原因となることがあるとされているが，今回の3症例はすべて精嚢部の異常による

ものと考えられた．多発性嚢胞腎に合併した男性不妊症では，陰嚢USに加え経直腸USにより精路を観察することが重要
である．

●

●

O－078　精巣内運動精子により妊娠出産に至った精子死滅症の一例

○下井　華代D，岡田　英孝2），宮城　博恵D，馬場真有美D，小野　淑子2），都築　朋子2），神道　寿勇2｝，松田　公志3），

　神崎　秀陽2）

　v関西医科大学附属枚方病院生殖医療センター，2）関西医科大学産科学婦人科学，潤西医科大学腎泌尿器外科学

【緒言】精子死滅症は重度精子無力症で，射出精液中の精子が全く動いておらず，ほとんどの精子が死滅するきわめてまれ

な病態である．原因として感染症などによる精路の閉鎖や障害が考えられるが，多くは原因不明である．今回，凍結精巣内

精子を用いたICSIにて妊娠出産に至った症例を経験したので報告する．【症例】夫42歳妻35歳，原発性不妊症にて前医
でタイミング治療をしていたが，妻が精査希望のため当院女性診療科を受診した．生殖医療センターで人工授精の予定とし

たが，当日の精液検査で精液量O．3ml，精子濃度2850万／ml，運動率0％，遠心洗浄後の運動率も0％のためにキャンセル
となった。夫を当院腎泌尿器外科に紹介し，精液検査を2回施行するもやはり運動精子を認めなかった．エオジン単独生存
性試験で生存精子を全く認めなかったため精子死滅症と診断した．インフォームドコンセントの後，コンベンショナルTESE

を施行し，運動精子が確認できたので凍結保存した．一方，妻には調節卵胞刺激法としてショート法を行い，採卵数は11
個，成熟卵数は4個であった．融解後の運動精子を用いてICSIを行い，受精・分割卵は4個であった．過去二回の胚移植
で妊娠不成立だったため胚グレードG3－4を2個移植し，妊娠が成立した．超音波検査にて一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠と診
断しそれぞれの心拍を確認した．周産期外来にて経過観察中，妊娠29週に切迫早産の診断で入院管理となり，妊娠35週に
陣痛発来のため緊急帝王切開術を施行した．術後経過は母児ともに順調であった．【結論】射精精液中の精子がすべて死滅

している精子死滅症は，一般不妊治療では妊娠困難であり，正確な診断のもと精巣内運動精子を用いたICSIが必要である
と考えられた．

●

●
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O－079 精子死滅症例は高度乏精子症例に比べ精巣内精子回収法によって治療成績が向上す
る

■

●

○大住　哉子D，谷口　久哲2），赤松　芳恵L’，佐藤　　学v，橋本　　周1），中岡　義晴D，森本　義晴い

　D医療法人三慧会IVFなんばクリニック，2）関西医科大学腎泌尿器外科学講座

【目的1当院では，運動精子が非常に稀少で顕微授精（ICSI）に用いるには困難だと判断された高度乏精子症の場合や，精

子死滅症の場合，精巣内精子を用いた治療を行う．今回，高度乏精子症と精子死滅症で精巣内精子を用いて治療を行った症

例について臨床成績を比較した．【対象と方法】2004年10月から2011年12月までに精液検査にて精子が認められながらも
精巣内精子回収法（TESE）を行った26症例を対象とした．射出精液中に稀少な運動精子が存在した高度乏精子症例（＋群，

12症例）と，射出精液中に不動精子のみが存在した精子死滅症例（一群，14症例）に分けて検討を行った．【結果】TESE
実施時の夫平均年齢，FSH値精子回収率は＋群（37．2歳14．4mlU／ml，83．3％），一群（3＆4歳24．6mlU／ml，87．5％）で

それぞれに差は認められなかった．また，TESEにて回収した精巣組織内から運動精子（奇形形態も含む）が50匹以上確
認できた症例は＋群1症例（10％），一群10症例（71．4％）で一群で有意に多かった（P＜0．05）．さらにTESE精子を用い
て＋群8症例，一群14症例にICSI，胚移植（ET）を行ったところ，採卵時妻平均年齢，受精率，　ETあたりの妊娠率，　ET
あたりの出産率，症例あたりの出産率は＋群（35．2歳32．8％，37．5％，25．0％，25、0％），一群（35．6歳472％，50D％，42．3％，

78．6％）で，症例あたりの出産率が一群で有意に高かった（P＜O．05）．【考察】精子死滅症の場合TESEにて十分な運動精子

が獲得でき，児を得られる可能性が高い．一方，高度乏精子症の場合，TESEを行っても十分な精子が獲得できるとは限ら
ず明らかな改善が得られない傾向にあった。

O－080　多嚢胞性卵巣症候群における生化学的アンドロゲン過剰症の評価

○谷口　　憲，北島　道夫，井上　統夫，三浦　清徳，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の診断にはアンドロゲン過剰症の評価が必要である．しかし，本邦のPCOS症例では
多毛などの臨床的アンドロゲン過剰症の症状は著明ではないため，生化学的アンドロゲン過剰症の評価が重要である．今回，

月経異常例で各種血中アンドロゲンを測定し，その臨床的意義について検討した．【対象および方法】月経異常を主訴に当

科を受診し，経膣超音波検査による多嚢胞性卵巣所見からPCOSを疑った48症例を対象とした．インフォームドコンセン
トを得た後，生化学的アンドロゲン過剰症の有無の評価として，血中総テストステロン，アンドロステンジオンtおよび
DHEA－Sを測定した．測定したアンドロゲンのうちひとつでも基準範囲を超えたものを高アンドロゲン血症ありと診断し
た．【結果】48例中22例（46％）が高アンドロゲン血症ありと診断された．これらのうち総テストステロンのみで高アンド

ロゲン血症と診断した例はなく，いずれもアンドロステンジオンあるいはDHEA－Sの高値を伴っていた．一方，アンドロ
ステンジオンのみ，あるいはDHEA－Sのみで高アンドロゲン血症と診断された症例が，それぞれ12例および4例あった．
アンドロステンジオン高値かつ総テストステロン高値が3例．アンドロステンジオン高値かつDHEA－S高値症例が2例，3
種類すべて高値の例が1例であった．アンドロステンジオンの陽性率は82％（18／22）で最も高かった．【結論】本邦でPCOS

の診断を行う際にアンドロゲン過剰症を評価する場合，血中アンドロステンジオンの測定が有用であると考えられた．

O－081　多嚢胞性卵巣症候群モデルラットにおけるLH分泌異常の機序の検討

○松崎　利也，岩佐　　武，Gereltsetseg　Ganbat，　Munkhzaya　Munkhsaihan，　Tungalagsuvd　Altankhuu，苛原

　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野

稔

●

●

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の内分泌異常の特徴の1つに，　LH過剰分泌が挙げられるが神経内分泌的機序につい

ては明らかでない．レトロゾール誘発PCOSモデルラットにおけるLH分泌異常の機序について検討した．【方法】Wistar
系成熟雌ラットを用い，3週齢にレトロゾール除放ペレット（O．4mg／日，持続的に溶出）（L群，　n＝9），またはコントロー

ルペレット（C群．n＝10mg）を背部皮下に留置した．膣スメアによる発情周期，体重推移を検討し，12週齢で卵巣および
子宮重量，卵巣組織血中ホルモン（LH，　FSH，テストステロン，エストラジオール，レプチン），視床下部（前方ブロッ

ク，後方ブロック）Kissl　mRNA発現を検討した．【結果】1．発情周期：C群は4～5週齢で最初の発情期が見られ，6～7
週齢以降は4～5日間の規則的な発情周期を示した．L群は，発情が休止した無排卵状態を実験終了時まで維持していた．2．

体重：L群は，6週齢以降，C群と比較して体重が有意に重かった．3．卵巣および子宮重量：L群の卵巣は有意に重く，子
宮は有意に軽かった．4．卵巣形態：レL群では多数の嚢胞性の卵胞が見られ，願粒膜層は薄く，黄体は見られなかった．5．

』血中ホルモン：L群ではT，レプチンが有意に高く，Eは有意に低かった．また，　LHが有意に高く，　FSHはC群と有意差

がなかった．6．視床下部Kissl　mRNA発現：前方ブロックではC群と比べ有意差がなく，後方ブロックでは有意に高かっ
た．【結論】レトロゾール誘発PCOSモデルラットはヒトのPCOS患者の病態と類似したホルモン環境を有していた．本モ
デルラットのLH過剰分泌には，視床下部後方ブロックに含まれる弓状核KNDyニューロンにおけるキスペプチンの発現充
進が関与していることが示唆された．
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O－082　日本人の多嚢胞性卵巣症候群女性は将来の生活習慣病のハイリスク群である

○倉林　　工D，水沼　英樹2），久保田俊郎31，長井　万恵v，林　　邦彦v

　v　i：li潟市民病院産婦人科，2泓前大学医学部産婦人科，3凍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，4群馬

　大学医学部保健学科医療基礎学

【目的】日本人データを用いて多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）と将来の生活習慣病の関連性を検討する．

【対象と方法1女性の生活習慣と健康に関する疫学調査（日本ナースヘルス研究（JNHS），研究責任者：群馬大学医学部保健学科医療基礎学　林

邦彦教授）のベースラインデータ（n＝49，927）を用いて，卵巣性不妊女性（8割前後がPCOSと推測）が将来の生活習慣病のリスク因子になるか

検討した．早発閉経と調査時年齢不明例，不妊状況不明例を除く44，601例を，A群：卵巣性不妊（n＝1，167），B群：その他の原因の不妊（n＝4，619），

C群：非不妊（n＝38，815）の3群に分けtさらに45歳未満（n＝29，968）と45歳以上（n＝14，633）に分けて解析した．

【成績】（1）不妊原因別BMIの分布をみると，45歳未満でA群がB群，　C群に比べBMI25以ltが有意に高率であるが（各群18．0％，1L8％，10．1％：

p＜0．001），45歳以一ヒで各群間に有意差なし．（2）生活習慣病発症の各要因についてロジスティック回帰分析（年齢のみで補正または年齢，BMI，

腹囲，出産回数飲酒，喫煙で補正）にてC群を1とした時のオッズ比［95％CI］を求めた．（a）高血圧：45歳以上でA群は1，65［1．23－2．21］，

体格等で補正しても1．87［133－2．62］で有意な高値だが，45歳未満では各群とも有意差なし，（b）高コレステロ・一・ル血1症：A群は45歳未満で1．42

〔1．06－1．88］，45歳以上でL39［1．06－1．81］で有意な高値だが，体格等で補正すると有意差なし，（c）糖尿病：45歳未満ではA群は2．92［1，57－5．46］，

B群はL78［1．17－2．72］でともに有意な高値だが，体格等で補正すると両群とも有意差が消失．45歳以上では両群とも有意差なし，

【結論】卵巣性（多くはPCOS）不妊女性は非不妊女性に比べ45歳以上の高血圧のリスクが約1．7～19倍高くなり，また45歳未満の糖尿病発症が

約3倍高くなるが若年期からの体重管理により予防できる可能性がある．よって，日本人のPCOS女性は将来の生活習慣病のハイリスク群である

ことが示唆された．

●

●

O－083　多嚢胞性卵巣症候群に対する卵巣多孔術の長期効果持続を予測する因了の検討

○福原　理恵，福井　淳史，佐々木幸江，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】腹腔鏡下卵巣多孔術（LOD）は挙児希望のあるクロミフェン抵抗性多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対して選択され

うる治療法である．しかし，LODは効果の持続が不定であり，その効果を的確に予測できる手段はまだないのが現状であ

る．そこで，我々はLODの効果の予測因子について検討した．また，　LODの数年にわたる長期予後についての報告はいま
だ少なく，LODの10年後までの長期予後についても検討した．【方法】当科でLODを施行したクロミフェン抵抗性PCOS
症例（n－59）における後方視的検討で，手術前後での測定項目の変動について検討を行い，術後の自然排卵の持続に寄与

する因子に関するロジスティック回帰分析を行った．【成績】LOD後に自然排卵を認めたのは59症例中50症例（85％）で
あり，自然排卵を認めなかった症例も全てがクロミフェン感受性となり，LODの有効率は100％であった．　LOD後4周期
以⊥二の時点での排卵形式の各々の群（自然排卵群n＝31，CC排卵群n＝17，　CC抵抗性群n＝2）において，術前検査値を比
較すると，自然排卵が持続した群ではクロミフェン排卵へ移行した群と比べてFSH（6．8±2．0　vs　5．0±1．8　mlU、／ml，　p＝O．003）

が有意に高かった．ロジスティック回帰分析結果から，術前のFSH値がLODの有効性を予測する有意な因子であった（p－
0．020R　18，　CI　l．1－2．9）．術後5年間の追跡調査が可能であったものは22症例であったが，その約70％がCC感受性のま

まであり，10年後では追跡可能であった14例中7例（50％）がCC感受性であり，　LODの効果が持続していることが分かっ
た．【結論】術前FSH値はLOD後の長期効果持続に有意に関連する因子であり，　LODの適応を判断する際に予後予測に有
用である可能性が示唆された．

●

●

O－084　PCOおよび非PCO症例に対する未熟卵体外受精胚移植法（IVM－IVF）10年間の
　　　　　　臨床成績の検討

○福田　愛作U，大垣　　彩U，今田　絢子D，森本　義晴2｝

　11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】我々は2003年より通常ARTとして日常臨床で未熟卵体外受精胚移植法（IVM－IVFと略す）を実施している，　PCO症例では

第一選択肢として提示し患者が希望すれば先ずIVM－IVFを実施する．今回，2003年から2012年まで10年間に実施した新鮮胚移植周

期IVM－IVFをPCO症例（PCO）およびPCO以外の症例（非PCO）について成績を解析し，　IVM－IVFの適応と有用性について検討
した．【方法】2003年から2012年に実施したIVM－IVF新鮮胚移植356周期を対象とした．年齢別臨床妊娠率／流産率（27歳以下，28－

30歳31－33歳34－36歳37－39歳40歳以ヒ）の検討．PCOと非PCOについて胚移植キャンセル率，妊娠率／流産率および卵胞径
などの指標について比較検討した．【結果】症例全体の胚移植キャンセル率は31．6％，妊娠率は33．5％であった．年齢別の妊娠率／流産

率は27歳以下：13．6・，33．3％，28－30歳：32．7／25．0％，31－33歳：35．6／38．1％，34－36歳：35．8／10．5％，37－39歳：14．3／0％，40歳以上：

14．3／100％であった，PCO／非PCOでの胚移植キャンセル率は35．8／563％（P〈0．05），妊娠率は34．0／20．0％（P＜O．1），流産率は26．4／

11．1％（n．s．）であった．採卵決定時卵胞径平均では9．0　一　109mmで最も高い妊娠率（44．0％）が得られたが，同卵胞径ではPCOと非

PCO（42．9　vs．50．0％）で差は無かった．採卵数（12．4　vs．5．8），成熟卵数（5．9　vs．3．0），移植可能胚数（1．6　vs．　O．8）はすべてPCOが有

意に多かったが．子宮内膜厚（11．4vs．11．O　mm）には差は無かった．【結論】通常ART治療の一環として実施したIVM－IVFの平均

妊娠率は33．5％と臨床応用可能な値と考えられた．年齢別妊娠率は通常ARTと同様の傾向を示したが，流産率は30代後半でも上昇

しなかった．PCOが非PCOに比べ良好な成績を示しt　IVM－IVFがPCOにより適していると確認できた．　IVM－IVFは通常ART治
療の選択肢として用いることが可能であり，採卵時期を的確に選択すれば，非PCO症例に対する有効性も明らかとなった．

●

●

●
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O－085　ART治療におけるPCOS症例の検討

○中村　康彦，鈴川　彩子，上田　一之

　山口県立総合医療センター産婦人科

●

●

【目的】PCOSは，ゴナドトロピン（G）投与による重篤なOHSS発症のリスクも高く，　ART治療では苦慮する疾患である．
その治療成績は報告者により異なり，多くはロッテルダム診断基準にもとつく海外からの成績である．本研究では，当院で

の成績を検討し，ARTにおける本邦PCOS女性の問題点を考察した．【方法】2008年1月～2012年12月に当院でART治
療を受けた220名のうち，PCOS症例29名について治療成績（患者年齢・妊娠率・流産率・ART時のG投与量・採卵数・
hCG切り替え時の血中E2値・OHSS発症率）をnon－PCOS群191名と比較した．【成績】治療開始年齢は，　PCOS群33．3±
4．7才，non－PCOS群35．7±4．4才（P＜O．Ol）であり，妊娠率・流産率は，　PCOS群65．5％・31．6％，　non－PCOS群3＆2％・15．1％

と，PCOS群で妊娠率は有意（P＜0．01）に高値であった．5才毎にサブ解析すると，その差は35－39才のグループで顕著で
あり，妊娠率・流産率は，PCOS群72．2％・62．5％，　non－PCOS群34．2％・11．1％と，共にPCOS群で有意（P＜O．02）に高

値であった．G刺激による採卵周期（のべ治療周期）を比較すると，　G投与量（IU）・採卵数・hCG切り替え時の血中E2
値（pg／ml）・OHSS発症率（2度以上，％）は，　PCOS群（47周期）1347±392・9．5±5．8・2736±1679・34．0，　non－PCOS

群（383周期）1756±582・5．3±3．8・1818±1279・9．7とすべて項目で有意差（P＜O．OOI）を認めた．またこの差は39才以

下で顕著であった．【結論】PCOS患者は若いうちにART治療にまで進んでいる．また，　G刺激に対する卵巣の反応性は高

く30才代後半でも妊娠率は良好だが，35才を過ぎると流産率が増加していた．

O－086　子宮内膜症間質細胞においてIL－4とPGE2は3beta　hydroxysteroid　dehydroge－
　　　　　　nase　type　2（HSD3B2）を相乗的に誘導する

■

○浦田　陽子1・L’｝，大須賀　穣2），秋山　育美2），永井美和子2・3｝，泉　玄太郎2’，高村　将司2），長谷川亜希子4），原田美由紀2），

　平田　　哲21，廣田　　泰2〕，吉野　　修5），甲賀かをり2），藤井　知行2｝

　D三楽病院産婦人科，2）東京大学病院産婦人科，3）JR東京総合病院産婦人科，4［東京日立病院産婦人科，「°）富山大学附属病院

　産科婦人科

●

【目的】子宮内膜症（EM）はTh2型免疫応答が充進した慢性炎症性疾患で，臨床的にエストロゲン依存性疾患である．本研究ではIL－4（Th2型サイトカ

イン）の意義を，病巣局所でのエストロゲン産生の側面で検討した．【方法】東京大学倫理委員会の承認のもと，患者の文書同意を得て，EM組織と非EM

患者の子宮内膜組織を採取した，EM組織より子宮内膜症間質細胞（ESC）を，子宮内膜組織より子宮内膜間質細胞（NSC）を分離培養した．　ESCとNSC

にIL－4とPGE2を添加した．　HSD3B2とアロマターゼ（Arom）mRNA発現をRT－PCRで確認した．　Arom酵素活性を評価するために，　androstenedione

（AN）を添加した後に細胞上清中estrone（E1）濃度をEIAで測定した．　HSD3B2とArom酵素活性を同時に評価するために，　dehydroepiandrosterone

（DEHA）を添加した後にE1濃度を測定した．　EM組織におけるHSD3B2発現局在をin　situハイブリダイゼーション法（in　situ）で検討した．【成績】EM

組織間質にHSD3B2発現をin　situで認めた．　ESCのHSD3B2　mRNA発現は，1レ4刺激で容量依存性に増加し，　PGE2同時刺激で相乗的に増加した．　NSC

のHSD3B2　mRNA発現はIL－4およびPGE2刺激前後で感度以下だったため，続く実験はESCのみで行った．　Arom　mRNA発現はPGE2刺激で増加し，

IL－4刺激では増加しなかった．　Janus　kinase　3阻害薬CP－690550（CP）とp38　mitogen－activated　protein　kinase阻害薬SB202190は1レ4刺激によるHSD

3B2　mRNA発現増加を抑制した．　AN添加後のEl濃度はPGE2刺激で増加し，　IL4刺激では増加しなかった．　DHEA添加後のEl濃度はIL－4とPGE2

同時刺激にて著明に増加し，その増加はcPとHsD3B2　siRNAで抑制された．【結論】IL－4とPGE2は病巣局所でのエストロゲン産生を相乗的に促進して

いると示唆された．Th2型免疫応答が局所でのエストロゲン産生を促進することで，　EMの進展に関与する可能性が考えられた．

O－087　子宮内膜症に特異的な自己抗原タンパク質PDIKILの組織発現性検討

○鍋田　基生D，伊木朱有美1｝，佐保　知織D，小泉　絵理1），井上　　彩1｝，森　　美妃1），高木香津子1），近藤　恵美D，

　小泉　雅江1），濱田　雄行D，松原　圭一’r草薙　康th　L’　］，那波　明宏t）

　D愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学，2愛媛県立医療技術大学保健科学部

●

●

【目的】私たちは以前，血清抗PDIKIL自己抗体が子宮内膜症の新たな血清マーカーとなりうることを報告した（Nabeta　M，
et　al．：Serum　anti－PDIKIL　autoantibody　as　a　novel　marker　for　endometriosis．　Fertil　Steril，2010）．抗PDIKIL自己抗体は

従来の血清マーカーであるCAI25と併用することで診断感度を高めることが可能であり，臨床的有用性が高いことが示唆
された．しかし，PDIKILはその生物学的意義さえ全く不明である．今回，子宮内膜症などにおけるPDIKILの組織発現を
免疫組織染色法で解析したので報告する．【方法】正常子宮内膜，子宮内膜症子宮腺筋症，子宮内膜異型増殖症子宮体
癌（類内膜腺癌），卵巣癌（類内膜腺癌，明細胞腺癌，子宮内膜症悪性転化明細胞腺癌）の手術摘出組織を材料とした．ホ

ルマリン固定パラフィン包埋切片を検体とし，抗PDIKIL抗体を1次抗体としたポリマー法にて染色した．本研究は倫理委
員会の承認とinformed　consentを得て行った．【成績】PDII（1Lの組織発現強度をImmunostaining　score（0：陰性，1：弱

陽性，2：中等度陽性，3：強陽性）で評価した．子宮内膜症では94．7％（18／19）がScore　2以上で，52．6％がScore　3の強

陽性であり，PDIKlLは子宮内膜症組織に強く発現していた．一方，正常子宮内膜では41．2％（7／17）がscore　1以下であっ

たが，52．9％（9／17）はscore　2であった．子宮腺筋症では66．7％（8／12）がscore　1以下で染色強度は弱く，　PDIKILの発

現をわずかに認めるのみであった．子宮内膜異型増殖症，子宮体癌では全ての症例がscore　2，卵巣癌でも全ての症例でscore

2以上であった．【結論】正常子宮内膜，子宮内膜症，子宮腺筋症，子宮内膜異型増殖症，子宮体癌，卵巣癌組織にPDIKIL

抗原が発現しており，特に子宮内膜症組織に強く発現していることが示唆された．

●
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O－088　子宮内膜症のレチノール酸代謝異常に関する研究

○山縣芳明，岡田真紀李　理華，田村　功，浅田裕美，田村博史，杉野法広
　山口大学大学院医学研究科産科婦人科学

【目的】レチノール酸はestradiol（E2）をestroneへ変換する酵素である17－beta　hydroxysteroid　dehydrogenase　type　2（HSD

17B2）の発現を増加させる．　STRA6はレチノールを血中から細胞内へ取り込む役割を持つ．我々は子宮内膜より得た子宮内
膜間質細胞（euESC）と卵巣子宮内膜症性嚢胞から得た子宮内膜間質細胞（choESC）間の比較において，　choESCではSTRA

6とHSD17B2が低発現であり，特定の遺伝子領域が高メチル化であることを見いだし，内膜症局所のE2産生増加にレチノー
ル酸代謝異常が関与する事を報告した．本研究では両遺伝子の詳細なDNAメチル化解析と多検体における発現解析を行い，
さらに内膜症細胞におけるレチノール酸のHSD17B2発現に対する効果を検討した．【方法】本研究は倫理委員会承認のもと，

患者の同意を得て行われた．euESC，　choESCそれぞれ1例につきSTRA6のpromoter領域，　HSD17B2のlst　intron領域をbi－
sulfite　sequencing法でCpG部位のDNAメチル化状態を確認した．　euESC　7例，　choESC　5例よりreal　time　RT－PCRを行い，

STRA6とHSD17B2－mRNA発現を解析した．さらに分離培養したchoESC　3例をall－trans　retinoic　acid（ATRA）109～10〕7
の濃度で4日間添加培養し，HSD17B2－mRNA発現解析を行った．【成績】STRA6とHSD17B2の当該領域のbisulfite　sequenc－

ing解析は，いずれもchoESCでは高メチル化異常を示した．　STRA6とHSD17B2－mRNA発現は，いずれもeuESCに比し，
choESCで有意に低値を示した．　choESCにATRA：IOs～IO　7を添加すると，　controlに比較し，　HSD17B2－mRNA発現はそれ

ぞれ192％，215％，289％の有意な発現増加が認められた．【結論】卵巣子宮内膜症性嚢胞のE2局所産生増加は，　STRA6低

発現によるレチノール取り込み低下とHSD17B2低発現のメカニズムが関与し，これらの遺伝子発現はDNAメチル化の制御
下にある事が示唆された．さらにレチノール酸の投与により子宮内膜症の発症進展を抑制できる可能性が示された．

●

●

O－089　子宮内膜症合併不妊症例におけるEFI（Endometriosis　Fertility　Index）と妊娠予
　　　　　　後の検討

○大内　久美，奈良　和子，高矢　千夏，己斐　秀樹

　亀田総合病院不妊生殖科

【目的】子宮内膜症の新しい評価法として注目されるEndometriosis　Fertility　Index（以下EFI）を用いて当科にて腹腔鏡手術

を施行した挙児希望のある子宮内膜症症例を後方視的に評価し妊娠予後との関係を検討することを目的とした．【方法】2008年

1月から2012年12月までに当科にて腹腔鏡手術を施行した子宮内膜症合併不妊症例から複数回手術施行症例と男性因子適応で

のIVF施行症例を除外した32例（平均年齢34．3歳（27－44歳））のEFIを算出し，　EFIスコアと妊娠率，妊娠までの期間と妊
娠法を比較した．【成績】32例中EFI9－10：0例，8：4例，7：ll例，6：6例，5：3例，4：5例，3：2例，2：1例，　O－1：0例の内訳

であった．EFI8では4／4例が術後1年以内のタイミング周期で妊娠成立，　EFI7では妊娠5／11例のうち3例は術後1年以内の

タイミング周期，1例が1年以降の自然妊娠1例がIVF妊娠であった．　EFI6では6／6例の妊娠例のうち1例が術後1年以内
のタイミング周期，2例は1年以内のAIH，3例はIVF妊娠であった．　EFI5では2／3例の妊娠例のうち1例がIVF妊娠1例
は術後1年以降の自然妊娠であった．EFI4では3／5例の妊娠例のうち1例がAIH，2例はIVF妊娠であった，　EFI3での妊娠
例はなく，EFI2での1／1の妊娠例はIVF妊娠であった．32例中，　EFI6以上（平均年齢33歳）の妊娠率は15／21（71％），5以
下（平均年齢36、8歳）では6／11（55％）であったが，それぞれの術後1年以内のnon－IVF妊娠率はEFI6以上では10／21（47％），

5以下では1／11（9％）とEFI高値グループにおいて高い傾向がみられた．今回EFI3以下ではIVF以外での妊娠例は認めなかっ

た．【結論】EFIの高い症例ではnon－IVF妊娠の割合が高い傾向を認めた．今回の検討ではEFI3以下の症例ではnon－IVF妊娠

例はなく，3以下の症例においては早期のIVFが推奨されると考えられた．今後，症例数を増やし更なる検討が必要と考える．

●

●

O－090　卵巣チョコレート嚢腫術後の自然妊娠とEFI（Endometriosis　Fertility　Index）と
　　　　　　の関係性の検討

○宇都　博文1），井上　　治］），田口　千香1），吉江　正紀1），吉田　宏之D，杉山　　武D，北村　誠司2）

　D荻窪病院産婦人科，2虹クリニック

【目的】子宮内膜症が不妊と関連することはよく知られた事実であり，手術療法は自然妊娠（ARTによらない妊娠）の妊娠率を

向上させる可能性があると考えられている．一方，術中所見による内膜症の進行度分類であるR－AFSスコアと妊娠率との関係
は未だ不明な点が多い．近年EFI（Endometriosis　Fertility　Index，　Adamson　and　Pasta，　Fertil．　Steril．，　2010）が提唱されており，

術後の自然妊娠率と関連していると報告されている．今回我々は，当院におけるチョコレー・・一ト嚢腫術後の自然妊娠とEFIとの

関係性を検討した．【方法】2008年4月～2011年4月に当院にてチョコレート嚢腫の手術を実施した挙児希望を有する患者（n＝

40）を対象とした．EFIは，年齢・不妊期間・既往妊娠歴からなるHistorical　FactorとAFSスコアを含めた術中・術後所見か

らなるSurgical　Factorをもとに0～10点に点数化した．　EFI≦5の群（EFI低値群：n＝23）とEFI≧6の群（EFI高値群：n＝
17）の2群に分け，術後の妊娠を後方視的に比較検討した，【結果】EFI低値群とEFI高値群の平均年齢は各々36．1±4．7歳・33．4±

3．6歳であり，EFI低値群が有意に年齢が高かった（p＝O．02）．全体の自然妊娠率は32．5％であった．各群の自然妊娠率は各々

26．1％・41．2％であり，EFI高値群の自然妊娠率が高い傾向を示したが，有意差は認めなかった（p＝0．31）．またARTによる妊

娠も含めた全体の妊娠率は50％であった．各群のARTによる妊娠も含めた妊娠率は各々52．2％・47．1％であり，2群間に有意

差を認めなかった（pニO．75）．【考察】当院における挙児希望を有するチョコレート嚢腫の基本術式は腹腔鏡下嚢腫摘出術であ

るが，今回の全体の自然妊娠率からは，内膜症性不妊の治療法の一つとしての手術療法は有効であると思われる．また，EFI低

値群に比べEFI高値群に自然妊娠率が高い傾向があり，　EFIは自然妊娠予後の指標として有用な可能性があると考えられる．

●

●

●
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O－091　子宮内膜症の骨盤内炎症と増殖・進展に17βエストラジオールとリポポリサッカ
　　　　　　ライドが与える影響

○カーンカレクD，北島　道夫D，井上　統夫P，平木　宏一｝，藤下　　晃2），増崎　英明’［

　D長崎大学医学部産科婦人科，21済生会長崎病院産婦人科

■

●

【目的】子宮内膜症はエストロゲン依存性の慢性炎症性疾患である．その病態には様々な要因が関与し，単一の因子で病態

を説明することは困難である．今回，子宮内膜症による骨盤内炎症およびその増殖に対する17βエストラジオール（E2）お
よびリポポリサッカライド（LPS）の単独あるいは協働作用について検討した．【対象および方法】インフォームド・コンセ

ントを得て，46例の子宮内膜症および30例の非内膜症コントロールから腹腔鏡手術時に腹水を採取しマクロファージ（Mφ）

を抽出培養した．また，異所性および正所性子宮内膜を採取して子宮内膜間質細胞（ESCs）を分離培養した．腹水中のE2
およびプロゲステロン（P）濃度をELISAで測定した．　E2およびLPS添加によってMφから産生される各種サイトカイン
濃度をELISAで測定し，　ESCsの細胞増殖に対する作用をBrdU取り込み能で評価した．【結果】子宮内膜症の有無で腹水

中のE2あるいはP濃度に差は認められなかった．　E2（10－8M）添加によりMφから産生されるIL－6およびTNFαは非添
加群に比して有意に元進した．これらE2の作用はER拮抗物質であるICII82780（10－6M）による前処置で低下した．　LPS
（10ng／mL）の添加によりMφから産生されるIL－6およびTNFαは増加し，正所性あるいは異所性ESCsの増殖は充進した．
これらの作用はE2の添加によりさらに充進し，　ERあるいはTLR4を拮抗することにより低下した．【結論】子宮内膜症に

おける炎症促進反応や細胞増殖には，E2とLPSによる免疫一内分泌因子のクロストークが関連している．

O－092　子宮内膜症における腹水中AMH濃度の臨床的意義

○今村亜紗子’），北島　道夫’1，カーンカレク］），井lt　統夫1），平木　宏一），藤下　　晃2｝，増崎　英明11

　D長崎大学医学部産婦人科，L’）済生会長崎病院産婦人科

●

●

【目的】子宮内膜症は慢性炎症性疾患であり，骨盤内の局所炎症は卵巣機能に影響を与える可能性がある．また，AMHは卵

巣穎粒膜細胞から産生され，その血清濃度は卵巣予備能の推定に有用である．一方で，腹水中のAMH濃度は骨盤内環境と
卵巣機能との関連を反映する可能性があるが，それらに関する知見は少ない．今回，子宮内膜症の有無と腹水中のAMH濃
度の関連について検討した．【対象および方法】20才から40才までの23例の子宮内膜症（E群）および16例の非子宮内膜
症コントロール（C群）から，インフォームド・コンセントを得て，術前に末梢血を採取し，術中に腹水を採取した．それ
らでAMH濃度をELISA法により測定し，腹水および血清中のAMH濃度の相違を子宮内膜症の有無により検討した．【結
果】対象の平均年齢に両群間で有意差を認めなかった［30．3±4．1（C群）vs．33．1±4．8（E群）才］．血清中のAMH濃度に

は両群間で有意差を認めなかったが［3．35±2．78（mean±SD，　C群）vs．3。26±2．76（E群）ng／mL］，腹水中のAMH濃度
は，E群で有意に低下していた［6．54±5．31（C群）vs．2．41±2．21（E群）ng／mL，　P－O．003］．また，　E群では血清と腹水

のAMH濃度に有意差は認められなかったが，　C群では血清に比して腹水中AMH濃度が有意に高値であった（PニO．02）．【結

論】子宮内膜症では，その骨盤内炎症を反映して，腹水中のAMH濃度が低下している可能性があり，腹水中のAMH濃度
の測定は，子宮内膜症の病勢と卵巣機能との関連の評価に有用であることが推察された．

O－093　子宮内膜症患者での腹水中のNK細胞のNCR発現とサイトカイン産生異常

○船水　文乃’），福井　淳史D，鴨井　舞衣1），横田　　恵2｝．福原　理恵い，水沼　英樹1）

　D弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，L）青森県立中央病院産婦人科

●

●

【目的】子宮内膜症では，腹腔内に存在する免疫担当細胞のひとつであるNaturai　Killer（NK）細胞の機能が低下している，

すなわちNK細胞の細胞傷害性が低下しているという報告がある一方，末梢血リンパ球中のNK細胞の割合が高くなる，す
なわち細胞傷害性をもつ細胞が増加するという報告もあり，細胞傷害性をもつNK細胞の子宮内膜症への関与については明
らかではない．また，NK細胞は，その表面抗原の発現形式により種々のものが存在するが，子宮内膜症の発症，病巣の進
展におけるNK細胞の機能分担と機能発現についても明らかではない．そこで子宮内膜症患者の腹水中のNK細胞のNatural
Cytotoxicity　Receptor（NCR）発現およびサイトカイン産生を分析し，子宮内膜症発症と進展におけるNK細胞の関与を明
らかにすることを目的として以下の検討を行った．

【方法】当院倫理委員会の許可と患者への説明と同意のもと，子宮内膜症手術患者（子宮内膜症群，n＝14）および子宮内膜

症を持たない良性疾患手術患者（コントロール群，n＝26）を対象とした．手術時に腹水を採取し，　NK細胞サブポピュレー
ションおよびNCR（CDl6，　NKp46，　NKp44，　NKp30，　CD56）発現およびNK細胞のサイトカイン（IFN－y，　TNF－〔x，　IL－

4，IL－10，　GM－CSF，　TGF一β）産生につきマルチカラーフローサイトメトリーを用いて測定した．

【成績】R－ASRM　III，　IV期であった重症子宮内膜症群とコントロール群間では，重症子宮内膜症群で腹水中のCD56ソNKp

46＋細胞が有意に低値であった（p＜OD5）．また，腹水中のCD56＋／NKp46＋細胞とCD56＋／IFN一γ＋細胞が負の相関を示して
いた（r＝－O．474，p＜O．05）．

【結論】子宮内膜症患者において，腹水中のNI（p46発現が減少し，　NK細胞のIFN一γ産生が増加していると考えられた．
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O－094　腫瘤径の大きな卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡手術後の妊娠について

○伊藤真友子U，塚田　和彦21，西尾　永司V，宮村　浩徳1），南　　元人D，西澤　春紀P，廣田　　穣V，藤井多久磨1）

　’）藤田保健衛生大学医学部産婦人科，2藤田保健衛生大学坂分種報徳会病院

【目的】腫瘤径の大きな子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡手術の術後の妊娠について検討した．【方法】2001年1月から2012

年5月までの間に腹腔鏡手術を施行した卵巣の子宮内膜症性嚢胞症例のうち，挙児希望を有した片側の卵巣嚢胞症例で，1

年以上の術後フォローが可能であった162例を対象とした．対象を腫瘤径別に2群（A群：80mm未満，　B群80mm以上）
に分け，さらに術前の低用量ピルあるいはジエノゲスト使用例，内膜症以外の癒着例として，クラミジア陽性例，手術既往
例を除外して手術成績と術後妊娠について比較検討した．【成績】A群（22例），B群（10例）の年齢（32．2±4．7歳33．2±
42歳），腫瘤径（58．1±16．6，94±19．9mm），　r－ASRMスコア（48．1±23．2，45．6±25点），　r－ASRM癒着スコア（26．9±21．6，

18．2±19．4），CA125値（67．9±4．4，76．1±61．5）でr－ASRM癒着スコアはB群において低い傾向が見られた．また，術式（嚢

胞摘出／嚢胞焼灼）はA群（35％／65％）B群（50％／50％）であった．術後妊娠はA群100％（22／22例），B群50％（5／10

例）でA群は全例で自然または一般不妊治療で妊娠が成立した．【結論】腫瘤径の大きな卵巣の子宮内膜症性嚢胞は癒着が

少ない可能性があるが，術後妊娠率から手術操作に伴う卵巣機能の低下に注意する必要があると考えられた．

●

●

O－095　膀胱鏡併用腹腔鏡下手術にて摘出後妊娠に至った膀胱子宮内膜症，子宮内膜症性嚢
　　　　　　胞の1例

○千島　史尚，市川　　剛，林　　忠佑，松浦　眞彦，山本　樹生

　日本大学医学部産婦人科

【はじめに】膀胱子宮内膜症は比較的稀な疾患といわれ，月経時に膀胱炎様の症状が増悪し不正出血を起こす疾患である．

また，腹腔内の子宮内膜症性病変を合併し，慢性骨盤痛を合併しることも多い．今回我々は，膀胱後壁に発生した子宮内膜
症と卵巣チョコレート嚢胞を一期的に腹腔鏡にて切除しえた症例を経験したので報告する．【症例】35歳女性，未経妊．32

歳時より排尿時痛を認めていた．34歳時に不妊治療日的に婦人科受診時右卵巣チョコレート嚢腫を指摘された．35歳に月
経周期に一致した血尿右鼠径部の腫脹，痔痛を認めるようになった．泌尿器科にてTUR－BTを施行し膀胱後壁の隆起部
の生検で子宮内膜症を疑う所見であった．婦人科，泌尿器科，外科と合同手術を施行した．腹腔鏡下にて右卵巣に4cmの
内膜症性嚢胞，膀胱子宮窩の強固に癒着している部に3cmの腫瘤を認めた．癒着を三角部手前まで剥離後，膀胱鏡と腹腔
鏡と同時併用して手術を行った．膀胱鏡の光をメルクマールにして尿管口を確認しながら腫瘍を切除しその後膀胱を修復し

た．さらに右鼠径疾痛部に対して鼠径靭帯に並行に皮切を入れ，鼠径管を開放するも明らかな腫瘤はなく，円靭帯を2cm
切除した．病理診断はEndometriosis　in　bladder，　peritoneum　and　right　ovaryであり右鼠径部には異常を認めなかった．

術後4か月で体外受精・胚移植により妊娠が成立している．【考察】子宮内膜症は複数の臓器に発症し患者のQOLを低下さ
せることがある．今回のように複数部位に病変があった場合，他診療科とも連携し一期的に手術を行い，膀胱内膜症を完全
に切除することが妊孕性を改善する上でも重要であると考えられた．

●

●

O－096　腹腔鏡下嚢胞内容吸引術を施行した子宮内膜症性卵巣嚢胞の10例

○竹谷　　朱，佐伯　　愛，奥　　久人，橋本　佳子，銭　　鴻武，竹谷　俊明，松本　　貴

　健保連大阪中央病院婦人科

緒言：子宮内膜症性卵巣嚢胞摘出術は，妊孕性温存を考慮した場合の基本術式だが，卵巣予備能の低下を来す可能性がある．

特に両側嚢胞，巨大嚢胞，多房性嚢胞，嚢胞摘出既往のある症例では，そのリスクが高い．しかし中には，不妊治療の際に

嚢胞のために採卵自体が困難な場合等，外科的処置を選択せざるを得ない症例が存在する．当科ではそのような症例に限定

したうえで，嚢胞内容吸引術の適応を考慮している．2010年から2013年4月までに10例施行しているが，ここでは不妊症
例に施行した治療内容を示し，嚢胞内容吸引術の有用性を検討する．症例：年齢は24歳から32歳まで，うち6例が不妊症
例であった．3例に嚢胞摘出術の既往があった．嚢胞は，両側性嚢胞が8症例，サイズは10cm前後とかなり大きいものが
多く，多房性嚢胞も含まれた．このような卵巣機能低下のリスクが高い症例に限定したうえで，嚢胞内容吸引術を施行した．

術後はその時点で挙児希望がない症例は薬物療法を行い，病変のコントロー・一一・ルは良好であった．不妊症例では，術後早期に

不妊治療（体外受精）を開始し，1例が妊娠に至った．考察：嚢胞内容吸引術はあくまでも妊娠の成立を第一義とした術式

である．早期の再発が予想されるため，患者にそのことを十分理解してもらい，術後すぐに不妊治療（体外受精）に移行す
る準備をしたうえで手術に臨んでいる．また，手術の際には嚢胞内容の吸引だけではなく，ダグラス窩の開放や，卵巣周囲
の癒着を剥離し，不妊治療の際の採卵を安全，スムーズに行う工夫もしている．内容吸引術で再発とともに注意すべき点は，

確定診断ができないことである．そのため術後も定期的に所見を確認し，通院を継続している．これら問題点を十分注意し，

患者の理解が得られれば，嚢胞内容吸引術は選択肢になるものと考える．

●

●
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O－097　超音波下NEW－FTカテーテルの有用性についての検討

○伊熊慎一郎1），田中威づみ引，御木多美登U，永吉　　基U，田中　　温1］，竹田　　省2）

　1）セントマザー産婦人科医院，2り1頂天堂大学医学部産科婦人科

○

●

　昨年，我々は卵管鏡にかわる卵管通過障害の新しい治療法として超音波断層法下で行う，NEW－FTカテーテルの開発に
ついて発表した．これまでの臨床成績をもとに，本法の有用性について検討を行った．2012年1月から2012年12月まで，
子宮卵管造影検査により両側卵管通過障害（以下，両側閉塞）または片側卵管通過障害（以下，片側閉塞）と診断された60
症例，閉塞卵管数94卵管を対象とした．両側閉塞は34例，片側閉塞は26例であった．手術時平均年齢35歳（23－45歳），

平均不妊期間は3．3年（1－11年），クラミジア抗体IgGまたはIgA陽性は両側閉塞11例，片側閉塞6例であった．機材は，

テルモ社製のFTカテーテルキット（FT－LEO6GA）と当院で開発中のポリエチレン製の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，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、術後1か月後に子宮卵管造影検査を行い，卵管再疎通の有無の評価を行った．両側閉塞例
のうち両側再疎通を認めた症例は24％（8／34），片側再疎通を認めた症例は21％（7／34）．片側閉塞例のうち両側再疎通を

認めた症例は58％（15／26）であった．94卵管中38卵管（40％）で再疎通を認めた．クラミジア抗体陽性の両側閉塞6例
（55％），片側閉塞1例（17％）で再疎通を認めた．術後再疎通を認めた両側閉塞3例（20％）と片側卵管通過障害4例（27％）

で妊娠を認めた．その内訳は自然妊娠2例，タイミング法4例，人工授精1例であった，妊娠到達平均月数は3．5か月（1－7

か月）であった．全て子宮内での妊娠を確認し，子宮外妊娠は認めていない．本法施行後に卵管再疎通例，自然妊娠例を認

めており，卵管通過障害に対する新しい治療法として有用と考えられた．一方，超音波断層法で正確に卵管を描出すること
が困難な症例も散見されたため，子宮鏡下に卵管内ヘカテーテルを挿入し閉塞部位を治療する方法を考案中である．

O－098　末梢血と子宮内膜におけるIL－22産生NK細胞の機能解析

○鴨井　舞衣1），福井　淳史D，船水　文乃い，佐々木幸江ll，中村　理果1），淵之上康平2），福原　理恵1），水沼　英樹1）

　’｝弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，2’むつ総合病院産科婦人科

●

●

【目的】近年新しいNK細胞としてt　IL－22産生性NKp46＋NK細胞（NK22細胞）の存在が報告されているが，生殖における
NK22細胞の関与については未だ明らかではない．一方，　Natural　Cytotoxicity　Receptorの一つであるNKp46は細胞傷害性

のみならずサイトカイン産生にも関与する事が知られている．これまで我々は，不育症・着床不全においてCD56’NKp46＋細

胞が低下する事，NK細胞が産生するIFN一γが低下する事を報告し，またNK細胞上NKp46とNK細胞産生サイトカインが
関連する事を示した．さらにこれらの関連性を明らかにするため，さらには生殖におけるNK22細胞の機能の一端を明らか
にするために，NK22細胞とNKp46発現またNK細胞産生サイトカインとの関連性を検討した．【方法1当院倫理委員会の
許可および患者の同意のもと，不育症患者（n＝28）と不妊症患者（n＝26）の末梢血および子宮内膜を採取し，NI（細胞にお
けるNCR発現およびサイトカイン産生（IL－22，　IFN－y，　TNF－a，　IL－4，　IL－10，　TGF一β）をフローサイトメトリーにて測定

した．また，IL22陽性率の高い群（NK22H）と低い群（NK22L）の2群に分け，それぞれについて各種サイトカイン産生
を比較検討した．【成績】不育症群では，末梢血におけるNK22細胞（CD56＋／IL－22＋細胞）が不妊症群に比して優位に高かっ

た（P＜．05）．末梢血，内膜ともにNK22HとNK22Lの2群間ではCD56＋／NKp46＋産生に優位差は認めなかった．一方，子
宮内膜NK22H細胞のIL－10産生はNK22L細胞に比して有意に多く（p＜．Ol），　IFN－Y産生は有意に低下していた（p＜．Ol）．

NK細胞における各種サイトカイン産生は，反復流産群では，末梢血，子宮内膜ともにNK22細胞とIFN－yおよびTNF一α産
生NK細胞との問に有意な負の相関を認めた（p＜．05）．【結論】子宮内膜におけるNK22細胞はIFN－y，　TNF一α等のサイト

カイン産生と関連があることが示唆され，妊娠成立において何らかの役割を果たしている可能性が示唆された．

O－099　ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜化におけるエピジェネティック機構の検討一DNA
　　　　　　methyltransferase（DNMT），　Ten－Eleven－Translocation（TET）の発現に関す

　　　　　　る検討一

●

●

○柿沼　敏行1），Mattew　DysonL’｝，　Diana　Monsivais2｝，　Serdar　Bulun2），生水真紀夫’）

　P千葉大学医学部婦人科・周産期母性科，L）Northwestern　University　Feinberg　School　of　Medicine，　Department　of　Ob－

　stetrics　and　Gynecology

【背景・目的】エストロゲンのプライミング後のプロゲステロンの作用により引き起こされる子宮内膜間質細胞（HESC）の脱落膜化現象は，妊娠

の成立，維持にとって極めて重要であり，この子宮内膜の卵巣ステロイド依存的な増殖・分化には多くの遺伝子が関与しており，この遺伝子発現

がエピジェネティックなメカニズムの関与が示唆されている，エピジェネティクスとは，DNAの塩基配列変化を伴わない遺伝情報の発現抑制で

あり，DNAメチル化は遺伝情報の発現を抑制しており，　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，一方，近年，DNAメチル化を解除する機構として，　Ten－Eleven－Translocation（TET）

ファミリー酵素によるDNAの脱メチル化が報告されてきている．本研究では，子宮内膜間質細胞の脱落膜化におけるTETs発現の変化を比較検

討した．【対象・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．正常月経周期を有する患者より採取された子宮内膜から子宮内

膜間質細胞を分離し，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（DNMT

1，DNMT3A，　DNMT3B），　TETs（TETI，　TET2，　TET3）の発現をRT－PCR法およびWestern　blotting法により評価した．【結果】RT－PCR

解析では，HESCにおいてDNMT1，　DNMT3AのmRNAの発現量に変化はなかったが，　DNMT3BのmRNA発現は脱落膜化により，著明に減
少した、一方，TETI，　TET2，　TET3のmRNA発現は脱落膜化による変化は認められなかった．　Western　blottingによる解析も同様の結果であっ

た．【結謝二重のエピジェネティック修飾を行うことで，子宮内膜間質細胞の脱落膜化における遺伝子発現を調節している可能性が示唆された．
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O－100　ヒト子宮内膜で脱落膜化により誘導されるHand2はFibulin－1を制御する
●

○神道　寿勇，岡田　英孝，都築　朋子，西垣　明実，安田　勝彦，神崎　秀陽

　関西医科大学産科学婦人科学教室

【目的】転写因子Hand2が，実験動物において着床や脱落膜化に必要であると最近報告されたが，ヒト子宮内膜における意

義は不明である．本研究では，培養ヒト子宮内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化過程におけるHand2発現変化と，組織構築に
関わる細胞外マトリックスFibulin－1（FBLN1）と共に検討した．【方法】本学倫理委員会の承認および患者の同意のもとに

検体を採取しESCを分離した．エストロゲン（E2），プロゲスチンとしてMPA，プロゲステロン，ノルエチステロン，レ
ボノルゲストレル，ジエノゲスト，cAMP，デキサメタゾンを添加培養し，　Hand2　mRNA発現および脱落膜化により誘導

されるFBLNI，　PRL　mRNA発現を比較検討した．　siRNA法にてHand2とFBLNIの発現を抑制したESCを解析した．【結
果】E2＋MPAによりHand2　mRNAレベルは時間・濃度依存的に有意に上昇したが，この誘導はRU－486（PR拮抗薬）に
より完全に抑制された．Hand2発現は全てのプロゲスチンで有意に上昇し，さらにMPAとcAMPの同時添加により相乗
的に上昇したが，E2，　cAMP，デキサメタゾン単独では変化を認めなかった．脱落膜化過程におけるHand2，　FBLNI，　PRL

mRNA発現はそれぞれ培養1日，31］，12日後に有意に増加しており，　Hand2は早期から誘導される局所因子であること
が判明した．Hand2発現を抑制したESCでFBLNIの低下を認めたが，　FBLNI発現を抑制したESCではHand2に変化を
認めなかった．【考察】Hand2はFBLN1の発現制御に関与しており，ヒト子宮内膜の脱落膜化過程で要となる非常に重要
な局所因子であることが明らかとなった．

●

●

O－101 LINスネアシステムを用いた子宮内膜ポリープ摘出の有用性～外来・無麻酔・観察
用ヒステロファイバーで行う手技～

○谷村　　悟，舟本　　寛

富山県立中央病院産婦人科

【目的】子宮内膜ポリープ摘出術は通常硬性鏡を使うため頸管拡張や麻酔，施設によっては入院を必要とする手術である．

しかし林（川崎市立病院）が開発したスネアシステムは，観察用の小口径ヒステロファイバーで低侵襲に内膜ポリープ切除
が可能とされている．ただし林以外の報告はまだ少ない．そこで当院で行った症例について報告する．【対象と方法】2012

年1月から2013年4月までに子宮内膜ポリープを疑い，同意を得，同一術者が行った17例を対象とした．月経周期5－11
日目に外来，無麻酔でヒステロファイバー（オリンパス社製　外径3mm）とLINスネアシステム（八光社製）で内膜ポリー
プ切除を試みた．痛みはVASスコアで評価した．本研究は当院倫理委員会の承認を得て行われた．【結果】対象の平均年齢
は36．6歳で経産婦は6／17例，主訴は不妊14例　月経異常3例，ポリープは多発5例，単発12例，長径の平均は11．4（5－18）

mmであった．　LINスネアシステムによる完全摘出は14／17（82．4％），病理検体回収は16／17（94．1％）であった．不完全

摘出例は4個以上の多発2例と子宮底部に近接したポリープ1例であった．切除手技で痛みを訴えたのは2／17（12％），VAS

は6と7で子宮底部に近いポリープ例であった．回収手技中の痛みは4／17（24％）で，内2例は回収のためヘガール拡張や
頸管を把持鉗子で固定した例であった．完全摘出例の平均手術時間は切除まで5．1分，回収のみで6．1分要した．術中術後

に特に合併症はなかった．【考察】LINスネアシステムにより，多くの場合外来・無麻酔で容易に内膜ポリープ切除が可能

であった．子宮底部に近接したポリープ切除は痛みの原因となり，多発例では切除困難であった．この問題点は手技の向上
と器具の改良により克服が期待される．安全性について問題はなく，再発率・妊娠率の評価には症例の蓄積を要する．

●

●

O－102　外来卵管鏡下卵管形成術（FT）の有用性についての検討

○村上　純子1），澤辺麻衣子’）t片岡　信彦1），井田　　守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

【目的】卵管通過障害は女性不妊原因の約30％といわれる．当院では2001年から卵管性不妊に対し外来卵管鏡下卵管形成

術（FT）にて卵管通過性を改善し先ずは自然妊娠を目指している．今回FT施行しその後の一般不妊治療による娠成立へ
の有用性について検討を行ったので報告する．【対象と方法】子宮卵管造影検査にて卵管通過障害と診断され2001年4月～

2012年6月に外来FTを施行した症例は3004例，そのうち通過成功した3000例を対象とした．月経終了直後から排卵迄の
時期に局所麻酔下か静脈麻酔下にてFT施行，術後半年間は一般不妊治療にて経過観察を行い治療成績を検討した．【結果】

3000症例中522症例（17．4％）に妊娠成立を認めた．その内，片側罹患者の妊娠率は23．1％（143／618）で，両側卵管罹患
者の妊娠率15．9％（379／2381）に比べ有意（p＜0．Ol）に高率だった．またFT後妊娠成立までの平均日数は2ヶ月10日で，

FT実施迄の不妊期間は全症例の平均が3年6ヶ月，妊娠成立した症例では平均2年11ヶ月だった．年齢別妊娠率は29歳
以下25：3％（115／454），30歳以上34歳以下20．3％（238／ll72）35歳以上39歳以下14．8％（153／1033），40歳以上5．9％（17

／341）だった．40歳以上の妊娠成立者17名の内40～41歳は14名，42歳2名，45歳1名だった．【考察】卵管通過障害患
者にとってFTはARTへ進む前の選択肢として有効であるが，　FT後妊娠率はARTと同様に年齢の上昇に伴い低下し40
歳代では約6．0％である．40歳代であってもFTは十分治療の選択肢となり得るが，2012年の当院での同年代のART妊娠
率が16．8％であることを勘案すれば40歳以一ヒではARTを早期に実施する事が妊娠成立の可能性は高いと思われる．本検
討により，卵管通過障害と診断されたi若年層患者がART以外の妊娠を希望された場合，　FTは有効な治療法であると考え
る一方で，高齢層患者の場合は治療成績を充分説明し理解納得して頂いた上で選択してもらえるよう配慮する必要がある．

●

●
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●

O－103　子宮鏡検査の有用性とLアルギニンが子宮内膜に与える影響について

○立石こずえ，木下　春香，永井由美子，内村　知佳，粟田松一郎，竹内　一浩

　竹内レディースクリニック附設不妊センター

●

●

【目的】現在，当院においては凍結融解胚移植を巾心に胚移植を行っている．このうち初回で妊娠に至らなかった症例で，

子宮鏡検査を行い，その後の妊娠状況を比較し，子宮鏡検査の有用性について検討した．さらに，子宮鏡にて血流不良を認

めた症例におけるLアルギニンの有用性についても検討した．【対象及び方法】H24年1月～12月までの凍結融解胚移植の
妊娠率は465件中241件の51．8％であった．このうちの初回妊娠不成立症例（n＝142）を対象とした．1群：子宮鏡検査を
施行せず凍結融解胚移植を行った群，II群：子宮鏡検査にて血流不良及び，炎症やポリープなどの異常を指摘された後，　L

アルギニンなどの薬物投与やポリープ切除，内膜掻把術などを行った後に凍結融解胚移植を行った群，III群：子宮鏡検査
にて異常がみられず，直後に凍結融解胚移植を行った群の3群とした．【結果】妊娠率は1群4e．4％（17／42），　II群60．3％（35

／58），III群57．1％（24／42）であった．　II・III群では1群に対して有意に妊娠率が上昇する傾向にあった．また，　II群の血

流不良症例においては，Lアルギニンなどの薬物投与や運動療法を行い，血流改善がみられた．【考察】II群の結果から子

宮内膜に異常があった症例について治療を行うことによって妊娠率が上昇した．また，血流不良症例においてはLアルギニ
ンなどの薬物投与や，運動療法を行うことで血流が改善し，妊娠率の上昇をもたらしたのではないかと考える．

0－104　不妊治療開始時に診断しえた腹腔鏡下子宮筋腫核出術後子宮筋創部癒合不全例

●

●

○岩本　豪紀，大田　昌治

　武蔵野赤十字病院産婦人科

　近年，婦人科疾患に対し腹腔鏡下手術が広範に導入されており，子宮筋腫核出術も例外ではない．手術侵襲，疾痛，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が，特に子宮筋腫核出術においては，単なる病変の
摘除のみでなく，その後の子宮機能の温存が要求され，そのためには，子宮筋創部の確実な縫合手技が不可欠なとされる点

が他疾患の手術と異なる点である．開腹下で行うには通常問題とならない縫合手技も，これを腹腔鏡ドで確実に行うために

は一段上の修練された手技が要求される．事実，腹腔鏡下子宮筋腫核出術の縫合手技が一因と推測されている術後妊娠時子
宮破裂例の報告も散見される．今回我々は，腹腔鏡下子宮筋腫核出術の既往を有する不妊症患者に対し，治療開始前検査と

してMRIにてスクリーニングを行い，不妊治療開始前に子宮筋創部癒合不全を診断しえた症例を経験したので報告する．

本例においては，診断後，インフォームドコンセントの上で，開腹下に子宮筋創部癒合不全部を模状切除し再縫合術を行っ
た．術後，子宮筋創部癒合のための避妊期間に採卵を行い，全胚凍結とした．今後，術創部癒合を再評価後し胚移植の予定

である．腹腔鏡下子宮筋腫核出術後妊娠時の子宮破裂が実際に増加するのかについては一定の見解には至っていないが，懸

念されているのは事実である．したがって，本術式の術前にはこの点についても十分なインフォームドコンセントが不可欠

である．施術は当然のことながら，腹腔鏡ド手術の一定以上の技術を有する術者の責任下に行われるべきである．また，本

術式の既往を有する患者の不妊治療に当たる際には，治療開始時に子宮筋創部の癒合状態の確認も必要であると考えられ
た．

O－105　子宮鏡手術における，ジエノゲスト術前投与による子宮内膜ポリープの臨床病理学
　　　　　　的検討一免疫染色による作用機序の推測一

●

●

○中山　　毅1），宮野奈緒美D，石橋　武蔵1］，田中　一範D，俵　　史子L），北山　康彦3）

　［〕JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，2）俵IVFクリニック，3）日本医科大学武蔵小杉病院病理部

【目的】ジエノゲストの子宮鏡手術における術前投与期間により，病理学的に特徴的な差異が生じることを報告した．今回は免疫染

色をもとにさらに病理組織学的検査を行い，その機序につき検討を試みた．

【方法】2008年4月から2013年3月までに，子宮内膜ポリープ29症例（38．1±6．1歳）に対して，十分なインフォームドコンセント

を実施し，ジエノゲスト2mg／日を，月経2日目から手術前日まで投与した．投与日数により，短期投与群（7～13日；18例）と長

期投与群（14～22日；11例）に大別．子宮内膜ポリープの変化を，腺上皮と間質組織につきHE染色と免疫染色（ER，　PgR，　MIB－

1）を実施　さらに免疫染色については，腺一ヒ皮および間質の陽性率につき，短期投与群と長期投与群につき，比較を行った．

【結果】病理所見として，表面上皮の出血性びらん，深部腺管の萎縮間質浮腫と細胞数減少といった，どの月経周期にも認めない

特徴的な所見をみた．ER，　PgRについては，腺上皮および間質において，8～9割で陽性であり非投与時と変化はなかった．　MIB－1

については，腺上皮および間質ともにindexの値は非投与時と比べ低くかった．投与期間による評価としては，　PgRの腺上皮にお

ける短期および長期群の陽性率がそれぞれ，61．9±35．3，75．2±26．0と長期群の方が高い陽性率であったが有意差はなかった．また

MIB－l　indexについては，腺上皮においてそれぞれ，123±20．1，3．8±2，4と長期投与群のMIB－1　indexが有意に低かった（p＜O．05）．

【結論】ジエノゲスト投与により，子宮内膜ポリープの細胞増殖が強く抑制されていた．さらに腺上皮の所見は，投与期間が長期の

方がより顕著であった．増殖抑制の機序は免疫染色の結果より，ERやPRといったレセプターを介さない，直接的な機序が主では

ないかと推測した．
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O－106　鏡視下筋腫核出術後の子宮内膜菲薄化についての検討

日生殖医会誌58巻4号

●

○逸見　博文1），東口　篤司V，斎藤　　学2｝，長澤　邦彦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・一・・　SF南病院婦人科

【目的】我々は子宮内膜掻爬後に子宮内膜菲薄化が起きる可能性について報告してきた．では，鏡視下筋腫核出後には子宮

内膜菲薄化は生じないのであろうか？　我々は2007年10月～2012年3月に当院で腹腔鏡下筋腫核出術（LM）を施行した
79例，子宮鏡下筋腫核出術（TCR）を施行した50例を対象に排卵期の術後子宮内膜非薄化率について検討したので報告す
る．【方法】LMは超音波メスで筋層横切開後に筋腫を牽引，剥離しているが，子宮内腔に近い筋腫は内膜の熱損傷が起きな

いようにパワーソースを使用せずに剥離した．縫合前にルミIIから注入したインジゴカルミン漏出の有無を確認し，内膜穿

孔があれば内腔が狭くならないように単結紮縫合で修復，穿孔がなければ筋層を2層にZ縫合した．また，筋層からの動脈
性出血はバイポーラで止血したが，その他の静脈性出血は縫合結紮で止血した．穿孔例で子宮腔が広い場合にはインターシー

ドを子宮腔辺縁の穿孔部位に充填してからFD－1を挿入する方法や，さらに子宮腔が広い場合には子宮腔の形状に合わせて

自作した自家製シリコンプレートを挿入して内膜非薄化の一因となる術後癒着を予防した．TCRは林式剥離ループで筋層
より筋腫剥離後に改良型胎盤鉗子で捻除した．LMとは異なり，　TCR後には癒着予防処置は施行しなかった．子宮内膜非薄
化の定義は術前に排卵期内膜の厚さが平均7．O　mm以上であった症例が，術後平均7．Omm未満になった症例とした．【結果】

LM後子宮内膜菲薄化率は子宮腔穿孔のない筋層内筋腫2．0％（n＝50），漿膜下筋腫0％（n＝8），子宮腔穿孔のあった筋腫
4．8％（n＝21），TCR筋腫突出率80％未満3．3％（nニ30）80％以上0％（n＝20），であった．【考察】筋腫核出後に子宮内
膜菲薄化が生じる事があり，愛護的な操作と術後の評価が必要と思われた．

●

●

O－－1　07　腹腔鏡下手術が卵巣予備能に与える影響

○長木　美幸，後藤　香里，熊迫　陽子，大津　英子，河邊　史子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】我々は，不妊原因究明と妊娠率向上のため，腹腔鏡F手術を行っている．腹腔鏡での治療が，卵巣予備能に与える

影響を調査するため，腹腔鏡下手術を行なった患者採血よりAMH値を測定し，後方視的に検討を行った．【方法】2008年
8月から2013年3月までに，当院にて，腹腔鏡下手術を行った症例237例を対象とした．腹腔鏡を行った症例は，術式別に，

PCOに対する卵巣パンチ切除（卵巣ドリリング）術を行った群16例，チョコレート嚢腫のエタノール固定術を行った群56
例，卵巣の内膜症焼却術を行った群120例，腹腔鏡下手術で卵巣に処置を行わなかった群45例（筋腫核出17例を含む）の
4群に分けた．腹腔鏡下手術の前後の採血より，AMH値を測定した．各症例別に術前と術後のAMH値を比較した．また，
腹腔鏡前から腹腔鏡後のAMHの減少率を算出し，各術式との比較を行った．【成績】腹腔鏡前と腹腔鏡後のAMH値は，
腹腔鏡後，有意に低下した（平均腹腔鏡前・後のAMH値は，卵巣パンチ切除術群で各8．Omg／ml，45　mg／ml，エタノール
固定術群で2．6mg／ml，1．4　mg／ml，卵巣の子宮内膜症焼却群で2．8mg／ml，1．9　mg／ml，卵巣に処置しなかった群で4．lmg／

ml，2．6　mg／ml）．平均AMH減少率は，4群間で有意差は認められなかった（卵巣パンチ切除群で44．4％，エタノール固定
術群で2＆1％，卵巣の子宮内膜症焼却群で30．8％，卵巣に処置しなかった群では26．6％）．【結論】腹腔鏡下手術において，

卵巣に処置しても，しなくても，AMH減少率に有意差は無かったため，卵巣パンチ切除術，エタノール固定術，卵巣の内
膜症焼却術は，卵巣予備能に対して影響が少ないと考えられる．

●

●

O－108　卵巣腫瘍術後卵巣不全に関する疫学的考察

○高江　正道”，河村　和弘D，佐藤　可野1’，岡本　直樹1），西島　千絵11，吉岡　伸人］），杉下　陽堂1），洞下　由記1J，

　石山めぐみU，田中　　守1），石塚　文平2），鈴木　　直12）

　’）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

【目的】早発卵巣不全の明らかな要因の一つとして卵巣腫瘍手術が挙げられるが，この病態は手術および術後経過観察の方法によっ

て，その発症を予知できる可能性があるという点で特殊である．卵巣腫瘍術後卵巣不全は，両側子宮内膜症性嚢胞核出術後に2．4％

の頻度で発症するという報告はあるが，これまでの知見は未だ乏しい．そのため，当院で不妊治療を施行した症例において，卵

巣腫瘍術後卵巣不全の疫学的特徴に関する検討を行った．【方法】2007年4月から2013年1月までの間に当院の早発卵巣不全外

来を受診した661名の診療録から疫学的情報を抽出し，後方視的検討を行った．なお，本研究は当学倫理委員会のもと，患者よ
り口頭でインフォームドコンセントを得て行われた．【成績】早発卵巣不全患者のうち卵巣腫瘍手術後の症例数は54名（＆2％）で

あり，平均手術時年齢は2＆0±5．9歳，術後卵巣不全になるまでの期間は6、1±4．3年であり，手術時年齢と卵巣不全発症までの期

間に強い相関を認めた．特に両側子宮内膜症性嚢胞核出術では卵巣不全発症までの年数＝（－O．647　×手術時年齢）＋25．2という

近似式が得られ，回帰分析によって発症までの期間の予測に有用である事が示された．術式では両側卵巣嚢腫核出術が57．4％を

占め，病理組織別では子宮内膜症性嚢胞が6＆5％を占めたtまた，血中AMH値は7〔）2％で測定感度以下であった．【結論】卵
巣腫瘍術後卵巣不全は両側子宮内膜症性嚢胞核出術後に最も多く発症するが，他の組織型の腫瘍や片側手術後にも卵巣不全が発

症する可能性が示された．そのため，どのような卵巣腫瘍手術においても術後の卵巣機能の評価を長期間にわたって行い，低下

の兆候が認められた際には患者の挙児希望に応じて速やかに治療を行うべきである．また，本研究で得られた近似式は卵巣不全

になるまでの期間を予測できることから，術後の観察期間や妊娠にむけた治療方法を検討する際に有用であると考えられた．

●

●
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●

O－109　子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する各種妊孕能温存手術の卵巣機能への影響

○斉藤奈津穂L］，奥田喜代司1），湯U　裕子1），山下　能毅2），大道　正英2）

　1〕北摂総合病院産婦人科，2，，大阪医科大学産婦人科

●

●

（はじめに）子宮内膜症性卵巣嚢胞（内膜症性嚢胞）に対する妊孕能温存手術は嚢胞摘出術が術後妊娠率や疾痛改善率から嚢

胞内壁焼灼術より優れているとされている．一方，嚢胞摘出術後の卵巣機能へのダメージがあるとの報告もみられ，その手
術法については依然として議論の余地がある．今回，内膜症性嚢胞に対する両術式の卵巣機能への影響や再発を比較検討し
た．（対象と方法）2008－2013年に両側内膜症性嚢胞33例（嚢腫摘出術（摘出）：21例，内壁焼灼術（焼灼）：12例），片側内

膜症性嚢胞52例（摘出：38例，焼灼：14例），および成熟嚢胞奇形腫26例（両側摘出：8例，片側摘出：18例）を対象に，
術前および術後の月経2－5日目の血中AMH，　FSH，　LH，　E2値を測定し，術後3か月毎に嚢胞の再発を検討した．（結果）両

側内膜症性嚢胞に対する摘出群の血中FSH値は術前の8．6　mIU／Lから16．5　mlU／L（p＝O．02）と有意のlt昇を示したが，両

側焼灼群，片側嚢胞に対する摘出群と焼灼群，成熟嚢胞奇形腫群の両側摘出群，片側摘出群ではともに術後の血中FSH値に
有意な上昇は認められなかった．一方，内膜症性嚢胞の術前後の血中AMH値をみると，両側摘出群（6．9→3，4　ng／ml（p＝
O．003）），片側摘出群（5．9→2．8　ng／ml（pニ0．001）），焼灼群（4．4→2．3（p　＝　O．02））ともすべてで有意に低一ドしていた．とくに，

術前GnRH　agonist投与群における術前後のAMH値（4．9→22（p　一　O．OOO1））が非投与群（7．5→4．1（p＝O．05））に比べて低

下率が高かった．一方，成熟嚢胞奇形腫群では両側摘出群，片側摘出群ともに有意な低下は認められなかった．また，内膜

症性嚢胞の摘出群における再発率（術後1年3ヵ月：10％）は焼灼群（術後1年6か月：13％）と比べて有意差はなかった．
（結論）内膜症性嚢胞に対する摘出術は焼灼術に比べて卵巣機能へのダメージが大きく，両側性などの症例によって焼灼術も

選択されるべきと思われた．また，術前のGnRH　agonist投与の血中AMH値への影響など更なる検討が必要と考えられた．

O－110　偶発的な卵管因子

○伊藤　理廣，安部　和子，岡崎　友香，山崎　美帆

　社会保険群馬中央総合病院

●

●

【目的】我々は今までに卵管性不妊および原因不妊症に対して，腹腔鏡施行時に大量通水をおこない治療方針を通水圧に基
づいて策定した．当院で過去1年間に行った腹腔鏡手術時に，通水を行い，偶発的な卵管因子の有無を評価した．【方法】対

象は当院で2012年4月から2013年3月までの1年間に施行した腹腔鏡症例135例．このうち20例は異所性妊娠であり通
水は行わなかった．また挙児希望のない症例は通水を行わなかった．通水非施行群は43例であり，平均年齢は41．1±12．5

歳であった．十分なインフォームドコンセントをとれた挙児希望のある症例に対し，インジゴ加生食500mlによる大量痛水

を行った．通水施行群は72例で平均年齢31．4±5．3歳であった．施行に際しては，可能な限り，癒着剥離子宮内膜症の病
巣焼灼，卵巣チョコレート嚢胞切除を行った．【成績】通水施行群72例中，両側卵管閉鎖11例，片側卵管閉鎖10例で，30．6％

に卵管通過障害を認めた．Fitz－Hugh－Curtis症候群を4例に認め，通水した3例全てに卵管機能異常を認めた．通水時に
子宮マニュピュレータをそのまま用いると，腔側に漏出してしまい，ヒスキャスに人れ替えると正常な卵管通過性を示した

例が6例あり，卵管通過性の評価には注意が必要であった，術後妊娠確認できたのは3例で2例は，1周期で1例は3周期
で妊娠成立した．病理別では，奇形腫20％（3／15），卵巣子宮内膜症性嚢胞7．4％（2／28）粘液性嚢胞80％（4／5）子宮筋腫

45．5％（5／11）の通過障害を認めた．【結論】特に今後の挙児希望者の腹腔鏡施行時に，色素通水を施行することで，卵管の

通過性が確認できた．内膜症性嚢胞では，卵管障害例は少なかった．我々の検討ではHSGと腹腔鏡の所見の一致率は卵管
あたりで84．4％，症例あたりでは75％に過ぎず，手術時の卵管機能評価は有意義である．

O－111　両側卵管留水症合併不妊症例における卵管鏡下卵管形成術の検討

○末永　昭彦，岸本倫太郎，川田龍太郎，香山　哲徳宮崎　泰人，綾部　琢哉
　帝京大学

●

●

［目的］卵管留水症は卵管閉塞，卵管内液体貯留をきたし卵管機能を損なうのみならず子宮内の胚着床不全の原因にもなり

える．今回，不妊症治療としての腹腔鏡併用下卵管鏡下卵管形成術（FT）の際に，両側卵管留水症と判明した症例につい
てのFTの効果について検討した．留水症症例の合併症の有無，卵管開通率，閉塞部位，自然妊娠，　ART妊娠について検
討した，［対象症例］1999年6月から2011年8月までに当科で施行した584症例中（卵管1134本）のうち両側卵管留水症
症例8症例，閉塞卵管16本を抽出．閉塞部位を間質部・峡部を近位閉塞，膨大部・卵管采を遠位閉塞とした．但し，卵管
膨大部は全例，開口処置している．［結果］両側卵管留水症8症例中，合併症クラミジア6例（75％），子宮内膜症0例であっ

た．卵管開通率は卵管あたり8／16（50％），症例あたり4／8（50％）で片側のみ卵管通過性が改善した症例はなかった．卵

管閉塞部位は，間質部4，峡部近位8，峡部中央1，膨大部1，卵管采3カ所であった．対象全症例において自然妊娠は存在
せずIVF妊娠が3例であった．［考察］卵管閉塞部位は近位（13ヵ所81．2％）である場合が多く，術前の卵管造影検査で
留水症の予想が困難であったことが示唆された．卵管内に液体が貯留しないようにすることに加え閉塞例の通過性改善を得
ることで，自然妊娠に至らなくても，ARTでの妊娠率が向上するか否か，については今後の検討課題と考えている．
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●

O－“　2　当院で内視鏡手術を施行した挙児希望患者の背景についての検討

○北村　　衛1），片桐由起子D，土屋　雄彦D，早田英二郎1），高橋　怜奈’），宗　　晶子】1，松江　陽一1），三枝美智子’），

　上山　　怜1’，佐々木由香L’），府川　敦子2｝，前村　俊満1），森田　峰人’）

　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リプロダクションセンター

【目的】婚姻年齢の上昇を背景とした挙児希望年齢の高齢化から，婦人科疾患合併の挙児希望患者が増加している．今回，挙児希望

を背景とした当院における内視鏡手術症例の背景を後方視的に検討した．【対象】2011年1月～2013年5月までに当院で内視鏡手

術を施行した挙児希望患者61名を対象とし，不妊治療歴の有無，手術適応，手術方法，術後転帰などを後方視的に検討した．【結

果】平均年齢は35．4±3．7歳不妊治療歴あり群26例，なし群35例，それぞれの平均年齢は35．4±4．0歳vs　35．1±3．6歳で有意差を

認めなかった．手術適応疾患は子宮筋腫41例，卵巣嚢腫20例（内膜症性嚢胞15例，皮様嚢腫5例）であった．疾患別の患者年齢

は筋腫36．0±3．7歳卵巣嚢腫335±32歳で卵巣嚢腫で有意に若かった．術式は子宮鏡下筋腫摘出術（TCR）4例，腹腔鏡下筋腫核

出術（LM）37例，腹腔鏡下卵巣嚢胞摘出術（LC）20例であった．術後転帰では転院例や通院中断例を除き，経過観察できた22

例のうち，治療歴ありのll例の全例が不妊治療を継続したが，治療歴なしの11例のうち，新たに治療を開始したのは6例で，経

過観察が5例であった，妊娠は7例（筋腫5例，内膜症性嚢胞2例）で術後妊娠期間は4～10カ月であった．妊娠7例の内訳は，
自然妊娠5例（LM後4例，　LC後1例），人工授精（IUI）1例（LM後，　IUI既往），体外受精・顕微授精後（ART）1例（LC，　ART

既往）であった．術後も不妊治療を継続し，かつ妊娠したのは5例（タイミング：3例，IUI：1例，　ART：1例），不妊治療歴のない

2例が妊娠しいずれもLM後の自然妊娠であった．【考察】内視鏡手術を実施した挙児希望患者のうち，不妊治療に先立ち手術治療

を先に行った症例が半数以hであったのに対し，不妊治療にもかかわらず妊娠が成立しないため，経過観察という方針をとってい

た疾患の手術治療に踏み切った症例も存在し，年齢や治療歴等を総合的に考慮した手術時期の決定が重要であると思われた．

●

●

O－113　当院における子宮粘膜下筋腫及び子宮内膜ポリープ摘出術後の妊娠率とその因子に
　　　　　　関する検討

○小谷　泰史，辻　　　勲，網　　和美，藤浪菜穂子，万代　昌紀
　近畿大学医学部産科婦人科

【目的】子宮粘膜下筋腫及び子宮内膜ポリープは，子宮因子として不妊症の原因となり，手術によって妊娠率が改善するこ

とは数多く報告されている．当院では，不妊症や挙児希望の患者には最初に不妊スクリーニング検査を行う．そこで超音波

検査や子宮卵管造影にて子宮粘膜下筋腫及び子宮内膜ポリープを疑えば，積極的に子宮鏡検査やソノヒステログラフィーを

行い，診断後に手術を行う．今回われわれは，当院での不妊症や挙児希望患者での子宮粘膜下筋腫及び子宮内膜ポリープの
術後の妊娠率と妊娠に影響する因子について検討を行ったので報告する．【方法】1996年より2012年までに子宮鏡手術を行っ

た343例中，不妊症及び挙児希望患者で子宮鏡手術のみを行った症例と，子宮鏡手術と診断的腹腔鏡のみを行った症例（子

宮内腔病変しか存在しなかったもの）を合わせた子宮粘膜下筋腫患者20例と子宮内膜ポリープ患者17例を対象に検討を
行った．それぞれの疾患別で術後妊娠率と妊娠群，非妊娠群の間での年齢，BMI，腫瘍径個数などの因子を比較検討した．
【成績】子宮粘膜下筋腫の術後妊娠率は30％（6／20）であった．一方，子宮内膜ポリープの術後妊娠率は47％（8／17）であっ

た．子宮粘膜下筋腫の場合，妊娠群と非妊娠群間の平均年齢は32歳と36歳（p＜0．05）となり，平均BMIは21と24（p＝
O．30），平均腫瘍径は2．3cmと2．6cm（p＝O．65），平均個数は1．2個と1．3個（p＝0、60）となった．一方子宮内膜ポリープの

場合，妊娠群と非妊娠群間の平均年齢は30歳と34歳（p＜0．10）となり，平均BMIは21と25（p＝0．20），平均腫瘍径は1．4
mと1．2cm（p＝O．71），平均個数は12個と1．0個（p　・・　O．12）となった．【結論】以上より，子宮粘膜下筋腫，子宮内膜ポリー

プはともに，術後妊娠に最も影響のある因子は年齢であることが判明した．

●

●

O－114　自然排出を待機した不妊治療後妊娠の稽留流産に関する検討

〇三宅　友子，東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，白根　　晃，田中　誠治，高本　真弥，山口　　隆，北川　浩明
　虎の門病院産婦人科リプロダクションセンター

【目的】流産に対する子宮内容除去術は子宮内膜を菲薄化させることがあると言われている．不妊治療後に妊娠し自然排出

を待機した稽留流産の予後について検討した．【方法】過去2年間に当科において不妊治療後に妊娠が成立し，妊娠12週未

満に稽留流産と診断され自然排出を待機した20症例について後方視的に検討した．待機するに当たっては，待機および子
宮内容除去術の利点および有害事象について十分に説明し同意を得た．【成績】1）稽留流産と診断された週数は8．1±1週，

胎嚢径は219±5mmであった．このうち胎嚢のみは12例で胎嚢径は19．9±5mm，胎児心拍が確認されたのは8例で胎嚢径
は25．3±4mm，頭殿長は69±4mmであった．2）自然排出までの期間は19．6±12日（5－40日）であった．胎嚢のみでは21．2±

12日（6－40日），胎児心拍が確認された例では15．8±11日（5－37日）であった．3）稽留流産となった周期の排卵期の子

宮内膜厚は9．4±2mmであった．流産後初回周期の排卵期の子宮内膜厚は10．2±2mmであり，内膜が明らかに菲薄化した
例は認めなかった．4）自然排出後の月経再開までの期間は369±14日（22　一　77日）であった．胎嚢のみでは32．3±9日（22－

54日），胎児心拍が確認された例では43．8±17日（30－77日）であった．5）進行流産のため外来受診し，胎盤鉗子を用い

遺残物を除去した例は3例（15％）であった．6）多発子宮筋腫を合併した1例（5％）が子宮内感染の診断となり入院し，
稽留流産の診断から27日目に子宮内容除去術を行った．【結論】今回の検討において自然排出の待機による有害事象を認め

たのは1例のみであった．子宮内膜の菲薄化を防lhするために子宮内容除去術を施行しないことは有効と思われるがT適応
と観察期間については更なる検討が必要である．

●

●

■
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O－115　当科での生化学的妊娠既往についての検討

○清水　恵子1・L），鎌田　泰彦i・Z），酒本　あい1・2），田淵　和宏1），松田　美和1’2），刀禰美那子Z），中塚　幹也2・3），平松　祐司121

　1）岡山大学医学部産科婦人科，2岡山大学病院，3｝岡山大学大学院保健学研究科

●

●

【目的】市販の尿妊娠反応が陽性にもかかわらず，了宮内に胎嚢が確認されないまま月経様出血に終わる，いわゆる生化学
的妊娠（biochemical　pregnancy）は診療上しばしば経験されるが，現在，本邦では流産とみなされていない．今回，当科
における生化学的妊娠の現況につき検討したので報告する．【方法】最近5年間に当科不育症外来を受診し，不育症スクリー

ニングを施行した425例を対象とした．不育症スクリーニングとして抗カルジオリピンIgG，　IgM，β2GPI抗体ループス
アンチコアグラント，抗フォスファチジルエタノラミン（PE）IgG，　IgM抗体，第XII因子，プロテインS抗原，プロテイ
ンC抗原，甲状腺機能，耐糖能，子宮奇形の有無等を検査し，自己申告に拠る生化学的妊娠および流死産回数との関連を検
討した．【成績】対象の年齢は34．1±5．0（mean±SD）歳流死産回数は2．5±1．0回で，111例（26．1％）に1回以上の生化

学的妊娠の既往を認め，13例（3．1％）は2回以上の生化学的妊娠のみの既往であった．10週未満の流産を2回以上反復し
た群をCP群（267例），10週未満の流産1回以下でかつ生化学的妊娠とあわせて2回以上反復した群をCP＋BP群（55例），
生化学的妊娠のみ2回以上反復した群をBP群（13例）とし，比較検討した．不育症スクリーニング各項目の陽性率は，い
ずれにおいても3群間で有意差を認めなかった．また，CP群とCP＋BP群で10週以上の流産既往を有する割合は各　7，5％，
12．7％，死産既往を有する割合は各L1％，18％と差がなかった．【結論】生化学的妊娠を流産とみなし診断した反復流産群

でも，従来の反復流産群と同程度の不育症スクリーニングの陽性率を認めた．生化学的妊娠既往例についても，臨床上不育

症の一群として積極的に精査，治療を行う必要性が示唆された．

O－116　習慣流産と関与する，ヒト子宮内膜間質細胞の子宮NK細胞の異常増加は，脱落膜
　　　　　　化マーカーやレチノイド代謝酵素の発現低下と関与する

●

⑲

○黒田　恵司’2），Jan　Brosens2），竹田　　省1），　Siobhan　Quenby2］

　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】習慣流産と関与すると言われる，子宮内膜間質細胞の異常増加した子宮Natural　Killer（uNK）細胞は，子宮内膜の新生

1血管を誘起し，グルココルチコイド投与で抑制される．我々は子宮内膜細胞の脱落膜化により，コルチゾンを活性型コルチゾー

ルへ変換する酵素，11βヒドロキシステロイド脱水素酵素1型（11βHSDI）の著名な発現と，局所でのコルチゾール生合成によ

るグルココルチコイド受容体（GR）とミネラルコルチコイド受容体（MR）の活性化を明らかにした．今回uNK細胞と脱落膜化
やコルチコイドシグナリングの関係を検討した．【方法】患者から承諾を得た後に，採取した黄体期のヒト子宮内膜細胞の一部を

免疫染色し，間質細胞のうちCD56陽性細胞く5％をuNK細胞密度正常とした．　uNK細胞密度高値例（nニ18）と正常例（n＝18）

をMR，　GR，11βHSD1で染色し，組織マイクロアレイで解析した．またin　vitroの初期培養後，脱落膜化させた細胞を回収し分

子解析を行った．【成績】異常増加したuNI（細胞密度は，　in　vivoでの11βHSD1とMRの発現低下を認めたが，　GRとの関与は

認めなかった．またuNK細胞密度高値例はin　vitroで初期培養，脱落膜化後，脱落膜マーカー（PRL，　IGFBPI，11βHSD1）と

MR依存性レチノイド代謝酵素（DHRS3，　RETSAT）の発現低下を認めた，　uNK細胞の調節サイトカインであるILI1とILI5の
発現は，uNK細胞密度と相関は認めなかった．【結論】GRを持つuNK細胞は，グルココルチコイドにより制御されることは明

らかである．11βHSDIを介したコルチコイドシグナリングの発現低下がuNK細胞の異常増加を誘起することが示唆され，また

MRを介してレチノイド貯蓄経路と関与する酵素の発現の欠如や，脱落膜化異常を導き，流産と関与する可能性が示唆された．

O－117　流産や着床障害に対して行った不育症スクリーニング検査と妊娠予後についての考
　　　　　　察

○土信田雅一D，戸屋真由美D，中村　祐介1），服部　裕充D，宮谷　静江1），境　ひとみD，竹内　　巧2｝，京野　ee－1）

　1京野アートクリニック，：’）京野アートクリニック高輪

○

　
●

【目的】当院で着床障害（複数回の体外受精治療を受けても妊娠できない）又は流産を理由に不育症スクリーニング採血検査を行った

患者の妊娠予後を検討した．【方法】2012年1月から2013年4月に，当院で同意の上検査を行った214人（A群）のうち，異常所見

（不育因子）があったll9人をB群，異常なしの95人をC群とした．検査後の妊娠を検討の対象とし，　B群では原因に応じた治療（低

用量アスピリン，ヘパリン，原疾患の治療）を行い，C群は無治療とした．【結果】A群で不育因子がみられた頻度は，着床障害54．3％，

単回流産55．8％，反復・習慣流産58．3％，後期流産・死産55．6％だった．B群の異常所見の頻度は，第XH因子43．7％，　protein　C

21．8％，甲状腺16．0％，PE抗体14．3％，　protein　S　14．3％，抗リン脂質抗体7．6％，膠原病2．6％，染色体異常1．3％（重複あり）だっ

た．B群の妊娠予後は，全体：妊娠率31．1％（37／ll7），流産率216％（8，／37），着床障害：妊娠率30．0％（15／35），流産率26．7％（4

／15），単回流産：妊娠率37．9％（11／29），流産率9．1％（1／ll），反復・習慣流産：妊娠率28．6％（10／35），流産率30、0％（3／10），後

期流産・死産：妊娠率20％（1／5），流産率0％だった．C群の妊娠予後は，全体：妊娠i“s　32．6％（31／95），流産率25．8％（8／31）着

床障害：妊娠率33．3％（14／42），流産率21．4％（3／14）t単回流産：妊娠率17．4％（4／23），流産率25％（1／4），反復・習慣流産：妊

娠率42．3％（11／26），流産率36．4％（4／11），後期流産・死産：妊娠率50％（2／4），流産率0％だった，両群間の各妊娠率，流産率

に有意差はなかった．【考察】着床障害の患者にも流産既往のある患者と同様の頻度で不育因子がみられた．これらの患者は妊娠後の

不育症治療により流産を予防できる可能性があり，着床障害の患者に対する不育症検査の有用性が示唆された．B，　C群の妊娠予後

に有意差はなく，不育因子がある患者でも適切な不育症治療をすれば不育因子がない患者と同等の妊娠予後が得られると考えられた．

●
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O－118　当院10年間における不育症診療に関する報告

○内田　明花，丸山　哲夫，宮崎　　薫，各務　真紀，升田　博隆吉村　泰典
　慶雁義塾大学医学部産婦人科

【背景】2011年の厚労省班研究で，不育症に関する本邦の多施設共同データが報告された．しかし不育症の原因は多岐にわ

たり，一部の診断や治療にエビデンスが得られていないこともあり，年齢や既往流死産回数を含めた患者背景に応じたテー

ラーメイド的医療も求められる．そこで当院10年間における不育症診療を総括し，一施設における不育症診療のあり方に
ついて考察した．【方法】2003－2012年の当院不育症外来初診患者993例を対象とし，初診時年齢，流産回数，検査結果，そ

の後の治療方針，妊娠転帰について検討した．【成績】毎年約100人の患者が受診しているが，初診時平均年齢は2003年の

33．9±45歳に対し，2012年で36．0±4．3歳と有意にh昇していた．異常所見の内訳は，染色体異常31例（3．1％），抗リン脂

質抗体高値79例（8．0％），抗PE抗体高値127例（12．8％），プロテインCあるいはプロテインS低値54例（5．4％），第XII
因子低値ll3例（11．3％），甲状腺機能異常65例（65％），子宮形態異常130例（13．1％），原因不明394例（39．7％）であっ

た．原因不明症例では，カウンセリングのヒ無治療で臨んだ場合の生児獲得率82．7％に対し，低用量アスピリン療法（LDA）

では72．1％であった（P＞0．05）．抗リン脂質抗体高値症例では，LDA療法単独での生児獲得率70．6％に対し，ヘパリン併

用では85．7％であった（P＜O．05）．染色体異常例では，次回自然妊娠での生児獲得率は71．4％であった．子宮形態異常に関

しては，子宮鏡検査を施行することにより経膣超音波検査で検出できない内腔癒着などの異常が確認された．以上，各異常
所見を有する症例での治療後の生児獲得率は70－80％であった．【結論】当院においても，本邦の多施設研究や海外の報告

に概ね一致したデータが得られた．総合的な原因検索とエビデンスに出来るだけ基づいた治療の重要性を再認識するととも
に，近年の外来受診年齢の高齢化を鑑みると，診療の迅速性にも留意することが望ましいと考えられた．

●

●

O－119　不育リスク因子の高度生殖補助医療に与える影響について

○峯　　克也P，吉田　　淳2｝，米澤　美令D，小野　修一），阿部　　崇［］，市川　智子v，富山　僚子t］，西　　弥生1］，

　桑原　慶充IZ明楽　重夫D，竹下　俊行）

　1旧本医科大学産婦人科，2）木場公園クリニック

日的抗リン脂質抗体などの不育リスク因子は，トロホブラストの分化や増殖を阻害し流産の一因となる．早期に作用する
と着床を阻害すると考えられるが不妊症との因果関係は明らかになっていない．そこで不育リスク因子と高度生殖補助医療

（ART）の成績に関して検討を行ったので報告する．方法ART前にループスアンチコアグラント，抗カルジオリピンIgG・
IgM，抗フォスファチジルエタノルアミンIgG・IgM，第XII因子，プロテインC・S抗原・活性，　NK細胞活性を測定した．

一項目でも異常値を呈した症例を不育リスク因子陽性としたL40歳未満の胚盤胞移植を行った280症例の新鮮胚移植139周
期，凍結胚移植381周期を解析対象とした．胎嚢の確認を妊娠成立とし，不育リスク因子がART成績に及ぼす影響を前方
視的に比較した．本研究は倫理委員会承認のもとインフォームドコンセントを得て行われた．成績　78症例（27．9％）が不

育リスク因子陽性であり，陰性群101症例と年齢，FSH値，前胞状卵胞数，胚移植周期数個数に有意差を認めなかった．
陽性群39症例（50．0％），陰性群101症例（50D％）が妊娠に至り有意差を認めなかった．しかし，抗PE　IgGの有無にのみ

着目すると，陽性群13症例中10症例（76．2％）に妊娠が成立し，陰性群例中の130症例（48．7％）に比し有意に妊娠率が
高かった（P＜O．05）．さらに，初回胚移植にて妊娠が成立した80症例と2回以上の胚移植を行っても妊娠に至らない反復着

床障害症例69症例を比較したが，二群間の不育リスク因子陽性率に有意差は認めなかった．結論　不育リスク因子のART
成績に与える影響は少なく，着床障害の予測因子とはなり得ないと考えられた．

●

晶

O－120　不育症症例における抗Phosphatidylethanolamine抗体価の経時的変化に関する検
　　　　　　討

○米澤　美令，里見　操緒，小野　修一，市川　智子，峯　　克也，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行
　日本医科大学女性診療科産科

【目的】抗リン脂質抗体症候群の分類基準には，抗リン脂質抗体検査が12週間以上の間隔をあけて2回以上陽性になること
が要件とされており，感染症などによる非特異的一過性陽転例を除外することが必要とされている．抗Phosphatidylethan（）－

lamine抗体（以下抗PE抗体）は不育症との関連が示唆されているが，現在のところ分類基準の検査項目には記載されてい
ない．今回われわれは，抗PE抗体の経時的変化を調べ，本抗体の不育症における意義を検討した．【方法】2010年5月か
ら2013年4月の間に当科不育症外来を受診した患者のうち，抗PE抗体IgG，　IgMを測定し，キニノーゲン依存性抗体が1
回以上陽性を示した症例を対象とした（lgG陽性：64例，　IgM陽性：142例）．【結果】1）IgG抗体は1033測定中64例が
陽性（62％），IgM抗体は1045測定中142例が陽性（13．6％）であった．2）初回陽性を示し一定期間経過後の再検査で再
び陽性を示したのは，IgG：73．3％（12／15），　IgM：642％（27／42）であった．抗体価は再検で初回より低下した症例が多く，

IgG：80％，IgM：71．4％の症例で低下していた．3）1年以上経過してから再検した症例で再び陽性をしめしたのは，　IgG：14．3％

（3／21），IgM：47．1％（16／34）であった，【結論】抗PE抗体は，抗カルジオリピン抗体と同様一定期間経過後に再検する

と陰転する傾向が認められ，特にIgG抗体は短期間では陰転しなくとも，1年以上経過すると陰転することが多いことが明
らかとなった．抗PE抗体の測定にあたっては，こうした傾向を考慮した上で結果の評価を行うことが重要と考えられた．

●

●
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O－121　第XII因子欠乏でなおかつ抗第XII因子抗体陽性の不育症患者は血液凝固異常を伴
　　　　　　う頻度が高い

○杉　俊隆，堺　利枝
　杉ウイメンズクリニック不育症研究所

●

●

　第XII因子欠乏は血栓症，流産のリスクファクターと言われているが，否定的な報告もあり，因果関係は未だに不明である．我々

は既に，第XII因子欠乏不育症患者に抗第XII因子抗体（aFXII）陽性者が多い事，　aFXIIはin　vitroで血小板凝集能を充進させるこ

と，aFXIIを投与された妊娠マウスの胎盤に血栓，出」血，アポトーシスが見られた事などを報告した．第XII因子欠乏ではなく，aFXII

の存在が血栓，流産の原因であるというのが我々の仮説である，今回，我々は当院受診した不育症患者100人に対し，インフォーム

ドコンセントの上で，aFXII　IgG，　IgMをWesternblot法により測定し，抗リン脂質抗体，プロテインS欠乏，プロテインC欠乏な

どの他の血液凝固異常との関連を検討した．先ず，aFXII陽性群と陰性群における血液凝固異常の頻度を検討したところ，差は見ら

れず，aFXIIは独立したリスクファクターでは無い様であった．第XII因子欠乏群（＜60％；n＝33）においては，他の血液凝固異常

の合併する頻度は，aFXII陽性者9人中8人（8＆9％）であったのに対し，　aFXII陰性者24人中7人（29．2％）で，　aFXIIとIfi1液凝

固異常の間に有意（p＝O．003）な関係が見られた．第XII因子正常群（n＝67）においては，他の血液凝固異常の合併する頻度は，　aFXII

陽性者20人中11人（55．0％），aFXII陰性者47人中21人（44．7％）であり，差は見られなかった．今回のデータより．第XII因子

欠乏でaFXII陽性の時はハイリスクであると考えられた．第XII因子欠乏でも，　aFXII陰性の場合は，第XII因子正常群同様　リス

クが低いと思われた．今回のデータは，第XII因子欠乏ではなく，　aFXIIの存在が血栓，流産の原因であるというのが我々の仮説を

裏付けるものであるが，aFXIIは単独では不育症のリスクファクターでは無い事も分かり，第XII因子欠乏を伴うaFXIIの病原性が

高い事が示唆された．第XII因子欠乏が唯一の不育症検査異常である場合の治療方針決定にaFXIIは有用であるかもしれない．

O－122　不育症女性におけるアネキシンA5の遺伝子多型についての検討

○林　　裕子，鈴森　伸宏，水谷　栄太，北折　珠央，片野　衣江，尾崎　康彦，杉浦　真弓

　名古屋市立大学病院産婦人科

●

●

【目的】近年，不育症の原因として絨毛に局在し，抗凝固作用を示すアネキシンの関与が報告されている．今回我々は日本

人女性におけるAnnexin　A5（ANXA5）の遺伝子多型と不育症の関連について検討した．【方法】施設内倫理委員会の承認
の下，本研究に同意された流産歴のない正常コントロール群195例と当科で不育症と診断された2回以上の流産歴のある不
育症患者群264例を対象とし，血液検体からgenomicDNAを抽出し6か所の遺伝子多型（SNP1：－467G／A，　SNP2：－448
A／C，SNP3：－4221ソC，　SNP4：－373G／A，　SNP5：－302T／G，　SNP6：－IC／T）についてTaqManPCR法を行い，遺伝子多

型と不育症の関連を解析した．次に患者群において遺伝子多型が次回妊娠帰結に及ぼす影響について多変量解析を用いて前

方視的に調べた．【成績】6つのSNPのうちSNP5はdominant　modelで，　SNP6はcodominant　modelでコントロール群と
比較し患者群では有意に高頻度で遺伝子多型を認めた．（SNP5：0R　1．47，　p　一　O．049，　SNP6：0R　2．53，　pニ0．044）また6つの

SNP間で強い相関関係を認めた．先行研究の結果と併合してMAX検定を行ったところ，すべてのSNPでdominant　model
が選択された．次に患者群において年齢・既往流産数・SNP5の有無などを要因として多変量解析を行ったところ，　SNP5
の有無と次回流産の有意な関連は認められなかった．【結論】ANXA5の遣伝子多型解析において先行研究と同様に流産と
の関連性を検出しこれらがdominantモデルであることが統計的に確認できた．しかし，この遺伝子多型は前方視的コホー
トでは次回妊娠帰結との間に有意な関連を認めず，ANXA5の遺伝子多型の不育症への関与は明らかではあるが，現時点で
は遺伝子多型の有無は抗凝固療法を行う根拠とはならず臨床的に応用できるものではないと考えられた．

O－123　リンパ性下垂体炎合併妊娠の一例（プロラクチンは妊娠成立・維持に本当に必須な
　　　　　　のか？）

○吉田誠哉，柵木善多，荒木雅子，千原啓
　聖霊病院産婦人科

●

レ

【序論】リンパ性下垂体炎（以下LH）は主に女性の妊娠末期～産褥期に好発する自己免疫性疾患で，下垂体の一部または全

ての機能低下を示しそれが長期に及ぶ場合もある．今回我々は1子分娩後産褥期にLHを発症し副腎クリーゼを来し，一一時は

汎下垂体機能不全となったがステロイド投与にて改善．プロラクチン（以下PRL）のみは測定感度以下が持続したままその
後自然妊娠をした症例を経験したので報告する．【症例】患者は38歳G（1）P（1）既婚3歳時に小児がん（詳細不明），25

歳時急性腎孟腎炎の既往あり．家族歴は父にIg4関連膵炎，伯父に膠原病，叔母に悪性リンパ腫がある．現症は2011年3月
妊娠39週で第1子正常分娩．産後1ヶ月で頭痛，その後全身倦怠感出現．7月に高熱を発し，当院救急外来受診し入院．血
糖40mg／dlと著明に低下，副腎不全疑いにてソルコーテフ使用し，全身状態著明に改善．内分泌検査にてACTH・TSH・LH・

FSH全て低下，　PRLは測定感度以下，と汎下垂体機能低下状態が判明，造影MRIにて下垂体の腫大あり．以上よりLHと診
断し，当初はコルチゾール及びチラージンで治療開始．その後TSHの分泌が見られるようになり，11月でチラージン中止．

月経は同年9月より再開．1年間は周期も不整だったが，2012年9月以降は整となり，基礎体温も2相性となった．最終月
経2013年1月27日からにて妊娠成立．現在15週だが経過順調．LH発症後今回の妊娠成立までの全経過を通じてPRLは
TRH負荷試験後も含め複数回調べても全て測定感度以下だった．【結語】LH合併妊娠は過去にも10数例の症例報告がある

が，同一症例にてPRLが1回目妊娠時はLH発症前なので正常と推定，2回目は測定感度以下状態で妊娠したという報告は
世界的にも他に1例しか無い．我々の症例は，妊娠の成立と維持にPRLは関与していない可能性を示していると考えられた．
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O－124　メラトニン長期投与によるマウス卵巣加齢の予防効果

○田村　博史，田邊　　学，岡田　真紀田村　　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】卵胞数の減少や卵の質の低下といった卵巣の加齢が，高齢女性の妊孕能低下の最も重要な因子である．我々は松果

体ホルモンのメラトニンが卵胞内に存在し，排卵過程で発生する活性酸素から卵を保護していることを報告してきた．今回

はメラトニンの長期投与で卵巣の加齢を予防できるかどうかを検討した．【方法】10週齢雌ICRマウスをメラトニン投与群
とコントロール群の2群に分け，33週または43週まで同一条件下で飼育した．メラトニン投与群はメラトニン水（100μ1／

ml）を，コントロール群は水を飲水させ飼育した．33週または43週齢でPMSG（151U）による過排卵刺激を行い，48時
間後HCG（151U）を投与，15時間後に卵巣，卵管を採取した．　a）卵管内より卵子を回収し排卵数を計測した．　b）卵子に

雄マウスより採取した精子を媒精（10×104個／ml）して体外受精を行ない，24時間後に受精を確認した．　c）43週の卵細
胞内ATP量をATP　assay　kitを用いて測定した．【成績】a）排卵数は，コントロール群（33週：10．4±6．4個，43週：6．4±

1．1個），メラトニン投与群（33週：19．0±10．0個，43週：11．6±3．2個）とメラトニン投与群で多かった．b）体外受精の受

精率は，コントロール群（33週：52．9％，43週1214％），メラトニン投与群（33週：67．4％，43週：50．9％）とメラトニン

投与群で高値であった．c）43週の卵細胞内ATP量はコントロール群：529±8nM，メラトニン投与群：47．3±11　nMと差
は認めなかった．【結論】メラトニンの長期投与によって，排卵数の増加，受精率の上昇がみられた．メラトニンの投与に
よって卵巣の加齢を軽減できる可能性がある．

●

●

O－125　一般女性のAMH測定の解析

○立木　　都P，園原めぐみ1・2　：1），阪本　美香1・2・3｝，東　　光子1四，福永　憲隆23”，木下　孝一23｝，薬師　義弘’23｝，

　滝口　修司1・LL：1］，五十嵐健治1・2・3），羽柴　良樹23＞，浅田　義正12訓

　P医療法人浅田レディースクリニック，2）浅田レディース名古屋駅前クリニック，’）浅田レディース勝川クリニック，4）浅田

　生殖医療研究所

d

【目的】Anti－Mullerian　hormone（AMH）はARTにおいて卵巣の予備能力を示す指標とされているが，不妊治療施設以外

では，その認知度はそれほど高くない．当院では2011年より一般社会向けにAMHについての広報活動を開始し，以前に
報告をした．その後も活動を継続しており，多くのデータの集積ができたのでここに報告する．【対象と方法】当院主催に

よるAMHセミナーなどにより，卵巣の予備能力やAMHについて知識を得たのちに，　AMH検査の希望があり検査に対し
て同意の得られた，当院での受診歴のない一般女性について報告する．検査希望者は当院へ来院し，同意書へ記載後に採血

をし，検査結果は後日郵送にて報告をしている．【結果】2011年1月～2013年4月までの総数は1463症例であった．測定
者数の推移と年齢は2011年346症例，36．4±4．7歳2012年767症例，35．2±4．8歳2013年1月～4月までで350症例，34．5±

4．8歳であった．平均AMH値は2．64，228，2．73ng／mlであった．　BMI，喫煙者割合，未婚者割合，卵巣手術歴に変化は見
られなかった．【考察】AMH検査希望者数は年々増加傾向にあり，その年齢は有意に低下していた．検査希望者は2013年

では840症例を超すと予想される．2011年の広報活動の開始当初は当院発信の情報提供が多かったが，最近では様々なマス

メディアで取り上げられ，また当院主催以外でのAMHセミナーが開催されていることも影響していると考えられる．　AMH
の値は個体差が大きいことから，生殖年齢の早期に自分のAMHを知ることにより，その後の人生設計の一助になることを
期待したい．

●

O－126　生殖可能年齢女性では血中25ビタミンD値が抗ミュラー管ホルモンに関連する

○佐藤　雄一・z），本田　由佳L3），鈴木　光幸3），黒田　恵司D，堀川　　隆］），政井　哲兵1），竹田　　省4｝，清水　俊明3）

　い高崎ARTクリニック，2）産科婦人科館出張佐藤病院，3）順天堂大学医学部小児科，4）順天堂大学医学部産婦人科

【目的】わが国では不妊治療患者が増加傾向にあり，その背景には晩婚化のほか卵巣機能の低下がしばしば問題となってい

る．卵巣予備能の劣化の背景因子は，喫煙や様々なホルモンの低下が報告されているが，体格・栄養状態の関係については

明らかではない．本研究では，健康な生殖可能年齢女性を対象として抗ミュラー管ホルモン（AMH）を測定し，体格およ
び血中25ビタミンD値との関連性を検討した．【方法】研究同意の得られた非喫煙女性（20－39歳：平均年齢29．9±5．33歳）

102名を対象とし，11月に調査した．AMH22ng／ml未満を低値とし，体格・血中25ビタミンD値，および食習慣（BDHQ：
簡易型食事歴法質問票）との関連を検討した，なお，血中25ビタミンD値は20ng／mL以下をビタミンD欠乏症と定義し
た．【結果】1）全対象者のAMH低値者は44．1％，ビタミンD欠乏症は27．5％であった．2）AMH低値者の割合はビタミ
ンD欠乏群57．1％，ビタミンD充足群35．1％で，ビタミンD欠乏群で有意に高かった（p〈O．05）．3）AMH低値では体脂
肪率が低い傾向を認めた．食習慣では，ビタミンD欠乏症で食事からのビタミンD摂取量が少ない傾向を認めた．4）多変
量解析の結果年齢，血中25ビタミンD値が，AMH低値の独立因子として抽出された．【結論】本集団の3割弱にビタミ
ンD欠乏症が認められ，AMHは血中25ビタミンD値の影響を受けていた．近年，ビタミンD欠乏症は骨粗繧症，骨折の
原因のみならず，様々な疾患の発症リスクに関連すると報告されている．食事からのビタミンD摂取不足は，ビタミンD
欠乏症に繋がる可能性があり，特に生殖nr能年齢女性におけるビタミンD欠乏症は，卵巣予備能低下の一因となる可能性が
示唆された．

●

M
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■

O－127　Anti－Mullerian　Hormone低値症例における卵巣刺激法についての検討

○櫛野　鈴奈，田村　和美，下中麻奈美，池田　千秋，藤田　洋湖，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

つ

●

【目的】体外受精における卵巣刺激法の選択は妊娠成立までの重要なステップの一つである．本邦では卵巣予備能力，特に

AMHに応じて卵巣刺激法を選択することが多い．当院では卵巣刺激法の選択はAMHが1．5ng／ml未満（SRL社の資料よ
り42歳のAMHの平均値に匹敵）の方では基本的に低刺激法か自然周期を選択しているが，患者さんの希望があればCOH
を行っている．AMHが1．5ng／ml以上の方では患者さんの希望によって刺激法を決めている．そのような選択方法が妥当か

どうかを卵巣刺激法別に検討した．【方法】2012年1月から2013年3月までに当院でAHMが比較的低値とされる3、Ong／ml
以下（37歳のAMHの平均値に匹敵）で体外受精を行った484周期を後方視的に検討した．卵巣刺激は，自然排卵周期法（N
群），低刺激法（クロミフェン単独，もしくは比較的少量のFSHの短期的併用）（CC群），　COH（short法もしくはantagonist

法）（COH群）で行った．　AMHの値を1．5ng／ml未満の群，1．5－3．Ong／mlの群に分けて卵巣刺激法別に採卵数受精状況，

良好胚獲得状況について検討した．【結果】採卵数はAMH値が15ng／ml未満ではN群，　CC群，　COH群で，それぞれO．7
個，2．0個，6．3個であった（p＜0．01）．またAMHI．5－3Dng／mlでは，それぞれO．9個，2．8個，7．6個であった（p＜O．Ol）．

良好胚獲得数はAMH値が1．5ng／ml未満ではそれぞれ0．8個，1．1個，1．9個であった（p＜O．Ol）．　AMHI．5－3．Ong／mlでは，

0．6個，1．2個，2．3個であった（p＜0、01）．良好胚盤胞獲得数はAMH値が1．5ng／ml未満ではそれぞれO．2個，　O．5個，1．0個

であった（p＜0．01）．AMHI．5－3．Ong／mlでは，02個，　O．9個，1．7個であった（p＜0．05）．【結論】AMHが1．5ng／ml未満で

も低刺激よりもCOHの方が良好胚獲得数は多かった．卵巣予備能が低下している症例では良好胚盤胞は一つでも多く獲得
したいことを考えると，COHを選択枝として勧めてよいと考えられた．

O－128　AMH1．4ng／ml（10pmol／L）以下の症例における排卵誘発の有用性について

○幸寺　　渚，今井　和美，北川　晴香，上田　　鈴，貴志　瑞季，中西　裕子，金森　真希，奥　　裕嗣

　レディースクリニック北浜

●

●

【目的】抗ミュー一ラー管ホルモン（AMH）の測定は卵巣予備能の評価に有用性があるとされている．　AMH低濃度における

症例では刺激周期における体外受精周期において低反応が予想される．今回，poor　responderが予想される症例においてク

ロミッドを併用した刺激周期Antagonist法により排卵誘発を行い採卵に至った症例において，　AMHより予測できる採卵数

と実際の採卵数胚発育を比較検討したので報告する．【方法】2012年4月～2013年4月までにAMHI．4ng／ml（10pmol／L）
以下の症例を対象にクロミッド＋rFSH（450単位から開始）＋Antagonistにより刺激し採卵を行った68例87周期におけ
る採卵数採卵キャンセル率，成熟率，受精率，胚盤胞到達率について検討した．当院では採卵数を予測する指標としてAMH
（pmoi／L）÷2＝予測採卵数とし，採卵数を比較検討した．【結果】平均年齢は37．6±38歳であった．　AMHより予測できる

採卵数は3．3±1．0個，実際に採取できた採卵数は6．9±4．6個であった．87周期中72周期（82．8％）で予測卵胞数より多く採
卵する事ができた．採卵キャンセル率　O．03％（3／87），成熟率83．2％（500／601），受精率81．4％（407／500），胚盤胞到達率5＆1％

（94／177）であった．【結論】AMHより予測できる採卵数は3．3±1．0個に対し，クロミッドを併用した刺激周期Antagonist

法にて排卵誘発を行うと6．9±4．6個とAMHにおける予測採卵数より多くの採卵数が得られた．刺激周期での採卵によって
多くの卵子を採取し，受精卵が得られる事は効率的であると考えられる．また，採卵キャンセル率0．03％と低く，AMH低
濃度における症例においてもpoor　responderを考慮した排卵誘発により採卵キャンセル率を軽減できる事が考えられる．
AMHI．4ng／ml以下の症例であってもクロミッドを併用した刺激周期Antagonist法は有用であると示唆された．今後も胞状

卵胞数（AFC）なども考慮し，テーラーメイドな排卵誘発に取り組んでいきたいと考える．

O－129　産婦人科手術前後における抗ミュラー管ホルモン値の変化

○安藤　　索，伊藤　路奈，玉城　英子，齋藤　博恭，岡宮　久明

　久我山病院産婦人科

●

●

【目的】卵巣予備機能の指標として近年多く用いられるようになった抗ミュラー管ホルモン（AMH）は前胞状卵胞から分泌

され，その値は卵巣の残存原始卵胞数を推定するのに有用と考えられている．AMHは加齢や卵巣摘出により低下し，卵巣
腫瘍や子宮内膜症性嚢胞の核出術後にも大きく減少することが指摘されているが，術後の測定時期により変動があることも

経験する．今回，産婦人科手術前と術後早期のAMHを測定し，その変動を検討した．【方法】対象は2011年11月から2013
年4月まで当院にて手術を受け，インフォームド・コンセントを得て手術前後にAMH値（ng／ml）を測定できた184例を
対象とした．産科手術として，帝王切開術（CS）94例，婦人科手術として，卵巣腫瘍核出術（OC）28例，片側付属器摘出

術（USO）13例，筋腫核出術（AM）8例，腹式単純子宮全摘出術（ATH）15例，ならびにTCR　l2例であった．術前は
手術当日まで，術後は翌日から術後7日目までに採血を行った．AMH　Gen　II　ELISAにて測定，測定感度0、16ng／ml以下を

呈する症例は今回の検討から除外した．【成績】CS前後のAMH変化率を年齢別にみると29歳以下，36～39歳で101～103．8％
と上昇傾向を示したが，他の年齢層の30～35歳ならびに40歳以上では術後減少傾向（87．9％～97．5％）を示した．CS全体

でAMH値は術前1．30±0．11から術後121±0．10に軽度低下した（96．2％）．他の手術前後のAMH値の変化率はTCR：
95．8％，AM：8＆8％，　ATH：70．3％と低ド傾向を示したが，　OC：52．8％とUSO：42．4％では有意な低下（p＜ODI）を認めた．

【結論】術後AMH値はCS，　TCRでは変化は僅かであったが，卵巣操作を含まない他の術式でも術前値に比べ減少傾向を
呈し，特にATHでは術前に比し約7割まで低下傾向を認め，手術による卵巣血流の変化などが影響している可能性が考え
られた．
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●

O－130　AMHO．lng／ml未満でARTにて妊娠に至った30例の検討

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

　英ウィメンズクリニック

【目的】血中AMH値は卵巣の胞状卵胞数を反映するため卵巣予備能の指標として利用されている．　AMH低値例では排卵誘
発に対する卵巣の反応性が低下し，その結果ARTの治療成績が低下する傾向にある．特に，測定感度以下の症例では，そ
の治療成績は不良と考えられる．そこでAMH低値例の治療法を検討する目的で，　AMHO．lng／ml未満で妊娠に至った30例
と妊娠に至らなかった65例を比較検討した．【方法】2011年および2012年に，当院でARTを実施したAMHO．lng／ml未
満の30才から45才の95名を対象とし，そのうち妊娠に至った30例をA群，妊娠に至らなかった65例をB群として，平
均穿刺卵胞数平均回収卵子数胚移殖実施率を両群間で比較した．また妊娠例の流産率を年齢別に検討した．さらに，排
卵誘発方法，胚移植時期，胚凍結実施の有無等についても検討した．【結果】妊娠に至ったA群30例の流産率は53．3％と
高かった．流産率を年齢別に検討すると34才以下50％（1／2），35才～39才37．5％（6／16），40才以上75％（9／12）で，43

才以上では妊娠を継続できた症例はなかった．A群およびB群の採卵時の平均卵胞数はそれぞれ2．8個，1．6個，平均回収
卵子数はそれぞれ2．0個，1．1個とA群で有意に多かった．胚移植実施率は54．4％，31．6％とA群で有意に高かった．誘発
方法では，両群ともにクロミフェン，レトロゾールなどの内服薬を用いた低刺激法を実施している割合が高かった．【結論】

AMHが測定感度以下でも，　ARTで妊娠が可能な症例は決して稀ではない．　AMHが測定感度以ドで妊娠に至る症例は，妊
娠に至らなかった症例よりも発育卵胞数および採卵個数が比較的多かったことから，AMHが測定感度以下の症例でも発育

卵胞数および採卵個数を増加させる工夫が重要と考えられたsまたAMHが測定感度以下の症例では妊娠にいたっても流産
率が高く，この点は今後の課題である．

●

●

O－131　当院におけるがん・生殖医療の試み～がん・生殖医療研究会を立ち上げて～

○洞下　由記’2），杉下　陽堂12｝，拝野　貴之15），吉岡　伸人12），高江　正道12］，星名真理子2、，川越　雄太2），西島　千絵12｝，

　五十嵐　豪］），石山めぐみ】L［，橋本　　周1），河村　和弘1・2［，森本　義晴1），石塚　文平1），鈴木　　直L・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病院生殖医療センター，3聖マリアンナ医科大学高度生殖医療
　技術開発講座，i’IVFなんばクリニック，5）東京慈恵会医科大学産婦人科

●

〈目的〉近年，がん医療の進歩に伴って多くの患者の生存率が改善しつつある．しかし一部の若年女性がん患者は特にアル
キル化剤を含む化学療法や放射線療法によって卵巣機能不全に陥ることがある．我々は，がんと生殖医療の両方の立場から

アプローチが必要な若年がん患者に対する「がん・生殖医療外来」を2010年より開設し，妊孕性温存治療を開始している．＜

方法〉対象疾患はがんおよび免疫疾患とし，卵巣組織凍結では現疾患の担当医師の依頼症例のみに限定し，卵巣移植時には

現疾患の担当医師が許可し，かつ移植に関する説明同意が改めて取得される症例を対象とする．一方，卵子に関しては卵巣

組織凍結時に回収した卵子および上記条件に加え，閉経を示唆出来る未婚者としている．本研究は当院倫理委員会の承認を
得ており，インフォームドコンセントにて同意を得ているN〈結果〉がん・生殖医療外来を受診した患者177名の内訳は，

女性では妊孕性温存目的症例が72名（女性50名，男性22名），がん合併の不妊治療症例が26名そして相談のみの症例が79
例であった．なお卵巣組織凍結症例は23名である．〈結論〉現在，我々は本邦におけるがん患者に対する妊孕性温存治療
に関する指針の策定ならびにネットワーク構築を志向して，平成24年11月3日に「日本がん・生殖医療研究会」を立ちヒ
げ，この古くて新しい「がん・生殖医療」を再考することによって，本邦における若年がん患者に対する妊孕性温存治療の

適応，温存治療方法の技術看護，心理カウンセリング，遺伝領域等の整備を進めて行きたい．

●

O－132　乳癌患者の妊孕性温存治療の問題点

○秋谷　　文，百枝　幹雄，塩田　恭子，酒見　智子，熊耳　敦子，堀内　洋子，中村　　希，小松　雅博，小野健太郎，

　大垣　洋子
　聖路加国際病院女性総合診療部

【目的】乳癌患者に妊孕性温存治療を行う際の問題点について検討した．【対象と方法】2003年6月から2013年4月までに，

乳癌患者による卵巣機能低下を考慮し妊孕性温存治療の相談・加療目的に受診した200例を対象とし，診療録を後方視的に

検討した．【結果】200例中，実際に温存治療を行ったのは93例（46．5％）であった．うちわけは受精卵保存：62例，卵子

保存28例，卵巣保存＋受精卵保存3例であった．受精卵・卵子保存のうち誘発剤を使用した症例は66例（71．0％）であっ
た．実際の温存できた症例は79例（85D％）であった．合併症は誘発剤使用で5例にOHSSを認め，うち2例は入院加療が
要となり乳癌治療に影響があった．温存後に妊娠を試みた症例は受精卵保存例のみで9例あるが，妊娠した例は2例であっ
た、ともに誘発剤を使用し受精卵を保存し，複数回の胚移植後に妊娠が成立した．そのうち1例は妊娠中に乳癌の再発を認
めた．もう1例は予定していた乳癌治療を中断して胚移植を行っていた．また，再発例はほかに妊娠をするため乳癌治療を

中断している最中に再発した症例が1例と温存中に再発した症例が1例あった．また予定されていた乳癌治療を中断して妊
娠を希望し，複数回家族とともに話し合いを行い，最終的に本人希望に従い，治療を中断して胚移植を行う予定となってい

る例がある．【結論】乳癌患者に対して妊孕性温存治療を行うことは可能であるが，合併症により乳癌治療が遅れる症例や

再発症例，予定されていた治療を受け入れられなく症例があり，インフォームドコンセントやカウンセリングの重要性が再
認識された．

●

●
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●

O－133　加藤レディスクリニックにおける乳がん罹患患者の卵子・胚凍結保存の現状

●

●

○高山　優f‘，森　智絵美，青野　文仁，薮内　晶子，沖村　匡史，内山　一男，山崎　裕行，奥野　　隆，小林　　保，

　加藤　恵一

　加藤レディスクリニック

【目的】近年，がん治療の進歩に伴い治療後の生存率が高まっていることから，患者のQOLに配慮した妊孕能温存に対して様々な

方法が実施されており，そのうちの1つに卵子・胚のがん治療前凍結保存がある．当院では2001年11月から乳がん患者を対象と
した卵子・胚の凍結保存を行っており，当院における乳がん罹患患者の卵子・胚凍結保存の現状について後方視的解析を行ったの

で報告する．【対象と方法】2001年11月から2013年4月の期間に当院にて乳がん罹患後に卵子・胚の保存を希望し，インフォーム

ドコンセントが得られた患者83名を対象とした．初めに，対象患者を未婚と既婚に分類し，さらに母体年齢を（1）29歳以下，（2）

30－34歳，（3）35－39歳，（4）40－44歳（5）45歳以上の5区画に分け，一人あたりの採卵数凍結保存卵子数または凍結保存胚数
について検討した．【結果】未婚乳がん罹患患者63名の年齢別患者数平均採卵数平均凍結保存卵子数は，（1）5名，2．0個，2．0

個，（2）5名，1．2個，1．0個，（3）30名，2．1個，1．9個，（4）17名，1．2個，1．1個，（5）6名，3、3個，＆0個であった．既婚乳がん

罹患患者20名の年齢別患者数平均採卵数平均凍結保存胚数は，（1）4名，3．5個，2．0個，（2）6名，3．0個，1．8個，（3）6名，

6．0個，3．3個，（4）2名，7．0個，3．0個，（5）2名，5．5個，2．5個であった，【考察】乳がん罹患患者における卵子・胚の凍結保存数

は，患者の乳がん治療状況等の背景が異なる為に個人差が大きいが，全ての年齢群において卵子・胚の保存が可能であった．現在

までの乳がん治療後の不妊治療施行状況は，未婚患者1名，既婚患者10名で，未婚1症例においては凍結融解後の卵子は生存する

も受精が認められず，対して，既婚10症例からは5名の健児が得られた．今後も，乳がん罹患患者に対する妊孕能温存についてさ

らに検討し，乳がん罹患患者のQOLの向上の一端を，卵子・胚の凍結保存による妊孕能温存が担うことが出来るよう努めたい．

0－134　若年がん患者に対するガラス化法による卵巣組織凍結と組織内発育卵胞の体外培養
　　　　　　による妊孕性温存療法の開発

●

○杉下　陽堂12），吉岡　伸人12），高江　正道’2），五十嵐　豪i｝，洞下　由記12），田村みどり1），橋本　　周a），河村　和弘12），

　森本　義晴L），石塚　文平3），鈴木　　直12｝

　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病院生殖医療センター，3）聖マリアンナ医科大学高度生殖医療

　技術開発講座，s）IVFなんばクリニック

●

【目的】若年がん患者に対する新しい妊孕性温存療法である卵巣組織凍結（緩慢凍結法）によって欧州で2004年に初めて生

児が獲得されて以来，現在約20名の生児が獲得されている．しかし，生児獲得率は低く依然改善すべき問題点が山積して
いる．我々は霊長類を用いた前臨床試験によって新たに卵巣組織ガラス化凍結法を開発し臨床応用を進めている．本研究で

はヒトにおける卵巣組織凍結と組織内発育卵胞の体外培養による，より効率的な妊孕能温存療法の開発を目的とした．【方
法】2010年1月から2013年5月の間に当院がん・生殖医療外来を受診した患者177例のうち，卵、巣組織凍結を施行した癌
患者21例を対象とし，1）平均年齢，2）平均卵巣切片数（髄質切除法），3）組織より回収した平均獲得卵子数（フィルター

使用），4）卵の成熟率を後方視的に検討した．本研究は当院倫理委員会の承認およびインフォームドコンセントを得て実施
している．【結果】平均年齢，平均卵組織片数は34．1歳，17片であった．一方，平均獲得卵子数，卵の成熟率は7．9個，43、9％

であった．特に化学治療施行5例と無治療16例を比較した結果，獲得卵数と成熟率は有意に治療群で少なかった（4．8個と
8．9個，37．5％と45．0％）．【結論】妊孕能温存法としては卵巣組織切片と卵の数を共により多く獲得する事が望ましい．我々

の考案した髄質側切除によってより多くの卵巣皮質を残し，さらに卵をフィルター回収することでより多くの卵を獲得する
事が可能となった．

O－135　悪性腫瘍治前と後に実施した不妊成績の比較

○宮谷　静江P，境　ひとみ11，佐藤　有理11，中村　祐介1），服部　裕充D，中條友紀子12），土信田雅一［，戸屋真由美D，

　京野　廣一2）

　v京野アートクリニック，21京野アートクリニック高輪

●

●

【目的】近年，悪性腫瘍（M）患者の生存率が向上し，原疾患治癒後のクオリティオブライフ（QOL）が重要視されてきた．事

前に妊孕性温存（FS）せずに，治癒した場合，その後の卵巣機能低下が危慎される．　M治療前にFSした症例とM治療後に生

殖補助医療を実施した症例を比較検討し，FSの必要性を明らかにする．【方法】2007－2013年に当院を受診したM患者70例
（乳癌30例，子宮癌9例，急性骨盤性白血病6例，卵巣癌・急性リンパ性白血病・脳腫瘍各々3例，甲状腺癌・ポジキン病・骨

肉腫・再生不良性貧血各各々2例，悪性リンパ腫・胃癌・舌癌・大腸癌・肺癌・骨盤異形成・慢性骨髄性白血病，未分化胚細胞

腫各々1例）について，治療内容，治療成績を比較検討した．【成績】M治療前に妊孕性温存目的で採卵したのは13人14周期
で，婚姻有無などに応じて卵子凍結5例，胚凍結5例実施し，その後胚移植を行ったのは，白血病で卵子凍結した1例のみであ

り，M治療後に卵子融解ICSIにて妊娠出産した．　M治療後に来院した患者は57人で，採卵を32入72周期に対して行った．
11名（19．3％）は一般不妊治療を受け，14名（24．6％）の方は卵巣機能不全となり治療が困難となった．採卵後移植に至ったの

は25人42周期（5＆4％），胚凍結できたのは24人33周期であった．M治療前とM治療後に採卵を行った方の平均年齢は［31．5±

8．4歳（13名／14周期），363±4．9歳（32名72周期）］（NS），平均採卵個数は［8．4±5．7個（ll2個／14周期），5．6±4．8個（186

個／34周期）］（NS）で有意差は見られなかった．【結論】これらの結果から，　M治療前患者においては，採卵を試みた患者全員

から卵子を得ることができ，採卵個数も多い傾向にあった．また，M治療前では13名中13名が採卵できたが，　M治療後では14

名が卵巣機能不全で治療が困難となった．したがって極力M治療前にFSを実施することが望ましいこと言える．

●
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O－136　子宮頸管妊娠15例に対するエタノール局注療法の意義

○長田　尚夫D，会田　拓也D，末吉　智博1｝，寺元　章吉2），員嶋　弘恒3｝，加藤　恵一引，永石　匡司5），山本　樹生5｝

　］’Shinjuku　ART　CIinic，　Lt噺橋夢クリニック，3）みなとみらい夢クリニック，　P加藤レディスクリニック，5）日大駿河台病院

　エタノール局注療法は，妊娠組織に無水エタノールを局注し絨毛組織の脱水変性壊死を招き細胞機能を停止させることに

よって妊娠継続を阻止する方法である．対象と方法：患者同意のもと2006年4月から2013年3月に経験した子宮頸管妊娠
15例について，エタノール局注前後ならびに局注後の血中β一hCG値の推移と臨床経過について後方視的に検討した．本法
の適応は，画像診断で子宮頸管妊娠と診断された症例で胎芽心拍陽性例，血中β一hCGの高値例も含まれる．エタノールは，

経膣超音波下に23G，　PTC針を用いて無水エタノール5mlを子宮頸管妊娠の胎嚢周囲数カ所に局注した．効果判定は，エ

タノール局注前，局注後2時間の血中β一hCG値が10～30％の減少をもって有効と判定した．下降率が10％未満の症例や
経過観察中に下降不良な症例または再上昇する症例には追加局注した．成績：子宮頸管妊娠15例（FHB陽性例10例）に
対し無水エタノール局注療法を行い全例著効を認めた（平均年齢36．8歳）．12例80％は体外受精後の妊娠であった．局注

後2時間の血中β一hCG値は平均14．8％低下した．なお4例は，下降率が10％以下であったためエタノール再局注を行った，

また経過観察中，下降率不良例は3例，再h昇症例1例を認めエタノール再局注を行った．エタノール局注量は，平均7．6
ml，局注回数は平均1．5回であった．βhCG値の最高値は，22224mlU／mlで平均4485mIU／mlであった．血中β一hCG値の

減少率は，局注後1日で局注前値の42－65％，局注後3日で25－32％，局注後7日で5－15％まで下降し，局注後1ヶ月では。
血中β一hCG値は10mlU／ml以下，局注後2ヶ月では，血中β一hCG値はO．1－O．2mlU／ml以下まで下降した．結論：エタノー

ル局注療法は，安全かつ即効性で局注後2時間で効果判定が可能であった．また胎芽心拍陽性例，血中β一hCG高値例にも
有効で，頻回に反復投与しても合併症もなく，より有効な子宮頸管妊娠の薬物療法であると考えられる．

●

●

O－137　卵管采部妊娠に対する新しい腹腔鏡下卵管温存手術

○沖　　利通，沖　　知恵，河村　俊彦，山崎　英樹，堂地　　勉

　鹿児島大学病院女性診療センター

【目的】卵管采部妊娠における腹腔鏡下卵管温存術に関する報告は少ない．今回，卵管采部妊娠に対し卵管温存を試み，手

術法と術後卵管疎通性や妊孕性について検討し報告する．【方法】対象は，過去10年に当院で診断し患者の同意の下腹腔鏡

下に卵管温存を試みた卵管采部6例（采部群），峡部10例（峡部群）と卵管膨大部妊娠107例（膨大部群）である．腹腔鏡
の術中所見として，漿膜断裂の有無，筋層断裂（完全・不完全）の有無を，卵管温存成功率と術後卵管疎通性などの臨床成

績を比較検討した．采部妊娠では，出血点である采部を，漿膜を含めて扇状に切除し．切断端を漿膜へ反転固定することに

より温存する方法をあらたに開発した．線状切開は大きく切開し，着床部と血腫を除去後，4－0モノクリル糸で漿膜縫合を
行った．卵管筋層が完全に断裂している場合は，正常卵管筋層を露出させ卵管端々吻合後，漿膜縫合を行った．【成績】術
中出血量は峡部群，采部群，膨大部群の順に多かった．采部群，峡部群，膨大部群それぞれで，漿膜断裂率：0％（0／6），10．0％
（1／10），1．9％（2／107），筋層断裂率；完全：0％（0／6），37．5％（6／16），1．9％（2／107），不完全：0％（0／6），43．8％（7／16），

0％（0／107）であった．卵管温存成功率は66．7％（4／6），50．0％（8／16），93．5％（100／107），術後卵管疎通率は，100％（4／

4），75．0％（6／8），9翻％（96／100）であった．【結論】卵管峡部妊娠は膨大部妊娠に比較して，卵管筋層が断裂している症

例が多く，完全に筋層が断裂している峡部妊娠症例では筋層を1針で端々吻合することにより，また，采部妊娠では出血部
位の切除とその後の漿膜縫合による止血と卵管采形成で，術後妊孕性を保持できる可能性が示唆された．

●

●

O－138　不妊症患者における叩状腺ホルモンの抗ミューラー管ホルモンへの影響の解析

○長井　咲樹D，黒田　恵司1），内田　豊義2），綿田　裕孝2），竹田　　省！）

　1順天堂大学産科婦人科学教室，2）順天堂大学糖尿病内分泌内科

【目的】甲状腺疾患は女性に頻度が高く，その好発年齢は生殖年齢と重なる．甲状腺疾患は月経異常を高頻度に認め，生殖

年齢女性のホルモン周期と密接に関わっている．また甲状腺疾患に伴う妊娠中，産後の報告は多く散見される一方，妊娠前

の女性の生殖能力，特に卵巣予備能との関係は明らかとなっていない．最近t遊離サイロキシン（fT4）が正常であっても
甲状腺刺激ホルモン（TSH）高値の潜在性甲状腺機能低下症でも，不妊や流早産との関与を示唆する報告がある．今回我々

は，甲状腺ホルモンと卵巣機能を比較し，甲状腺ホルモンの卵巣への影響を検討した．【方法】2012年11月～2013年5月
に当院産婦人科で不妊治療を開始した女性113人に，スクリーニング検査として行う甲状腺ホルモン（fT3，　fT4，　TSH）と

卵巣予備能（AMH：抗ミューラー管ホルモン）を後方視的に確認し，解析を行った．症例は不妊期間1年以上とし，また
AMHに影響する卵巣性排卵障害（多嚢胞性卵巣症候群，早発閉経），子宮内膜症，卵巣手術後の27症例を除外した．また
インフォームドコンセントを行った，40歳未満の不妊治療をせずに妊娠分娩を行った11症例のデータを正常群として比較

した．【成績】40歳未満63症例と40歳以ヒ23症例でAMHと甲状腺ホルモンを比較すると，40歳未満の症例ではAMH
低値症例でTSHが高値であり，負の相関関係を認めた．40歳以上と正常群では相関関係は明らかではなかった．更にAMH≦
1，1－2，2－5，5－10ng／mlの4群で比較するとAMH≦1　ng／mlの症例でのみ正常群より有意にTSHが高値であった（p＝
O．003）．【結論】卵巣予備能の少ない不妊患者症例においてTSHの影響を受けて，　AMHが更に低下することが考えられた．

またTSH高値の不妊患者に対し，サイロキシン治療の必要性が示唆された．

●

●
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O－139　抗がん剤（シクロフォスファミド）投与によるマウス卵巣機能への影響

○小池　　恵］），熊迫　陽子1），大津　英子D，荒木　康久2），荒木　泰行2）、宇津宮隆史1）

　1）セント・ルカ産婦人科，2高度生殖医療技術研究所

●

●

【目的】現在，血液がん患者が妊孕性を温存する目的で，抗がん剤治療中に卵子を凍結しておくために来院されるケースが
存在する．しかし，治療に用いる薬剤が卵巣機能に及ぼす影響に関して不明な点が多い．そこで，抗がん剤投与後の卵巣機
能の回復期間について，マウスを用い体外受精における受精率，胚発生率および妊孕性に着目し検討した．【対象および方

法】CPAを400mg／kg（ヒト相当量）を8－9週令のICR系雌マウスの腹腔内に一回のみ投与した．ヒトの場合の抗がん剤
投与中止直後・3ヶ月後・6ヶ月後を指標として，投与直後・2週間後・1か月後に排卵誘発を行い体外受精の後，受精率お
よび胚発生率を比較した．また投与中止後同様の一定期間を設けて同系統の雄マウスと交配検定を行い，生まれた産仔の生
存能力およびこの産仔が生育した後の次世代への妊孕能を比較した．【結果】受精率はコントロール群，投与直後群，2週間
後群，1ヶ月後群；100％，100％，583％，52．9％であった．桑実胚到達率は99．1％，99．0％，98．1％，97．0％であった．胚

盤胞到達率は97．2％，96．6％，98．1％，89．5％であった．産仔の生存率は97．1％，48．6％，56．5％，89．5％であった．次世代

の検討ではコントロール群と比較して平均産仔数（匹）（CPA群：コントロール群）；11．3±5．8：15．3±05，生存率（％）；

97．0％：9＆4％ともに薬剤投与による影響は認められなかった．【まとめ】今回の検討の結果，抗がん剤投与により体外受精

の受精率において2週間後，1か月後で影響を受けているものの，胚発生能には影響を受けていないと考えられた．生まれ
た産仔の生存能力については，投与中止から交配までの期間が長くなればなるほど回復していた．薬剤投与した親から生ま

れた次世代の妊孕能は保持されていることが示唆された．

O－140　新生仔マウス精巣組織の凍結保存とin　vitro精子形成

○横西　哲広D，古目谷　1湯1｝，佐藤　卓也2｝，片桐久美子21，越後貫成美3｝，井上貴美子3），小倉　淳郎3），窪田　吉信1），

　小川　毅彦1・2）

　1横浜市立大学大学院医学研究科・医学部泌尿器病態学，2横浜市立大学医学群分子生命医科学系列プロテオーム科学（生

　命医科学），3理化学研究所バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室

●

●

【背景】若年がん患者における，がん治療後の晩期合併症の一つに不妊症がある．近年我々はマウス精巣片を組織培養することで完全な

精子形成の遂行に成功した．がん治療前に精巣組織を凍結保存し，必要時にin　vitroで精子形成が可能となれば，性未成熟な小児がん患

者の妊孕性の温存に有益であると考える．

【目的】本研究は新生仔マウス精巣組織片を凍結保存し，解凍後のin　vitro精子形成に関して検討を行った．

【方法】減数分裂終末期の生殖細胞特異的にGFPを発現する遺伝子改変マウスを用いた，精巣組織片をジメチルスルホシド（DMSO），

プロパンジオール（PROH），市販の凍結保存剤とガラス化凍結保存剤のステムセルキープ（SCK）の4群に分けて，凍結保存後に培養

を継続し精子形成を誘導した．精子形成は組織像とGFP発現域で評価した．次にin　vitroで分化した精子を用いて顕微授精を試みた．

【結果】精子形成効率において，DMSO群とSCK群ではほぼ同等の効率を認め，コントロール群と比べて効率は低いものの良好であっ

た．長期間培養したSCK群の組織片の組織像では精子までの完全な分化像を確認でき，組織片を機械的にほぐして観察すると精子を認

めた．0．5日齢，2．5日齢のマウス精巣組織片をSCKで218日，219日間凍結保存後に培養し，培養下で得られた精子を用いて顕微授精

をしたところ，産仔の産生に成功した，

【考察】ヒト精巣組織の凍結保存液と保存法の確立と培養系の開発が期待される．

本研究は公益財団法人山口内分泌疾患研究振興財団のサポートを受けて行いました，

O－－141　少数精子の凍結保存法の検討

●

●

○高橋　　如1），森　麻里奈］），廣瀬　美穂1），岡部　美咲1J，中嶋　美紀1），加藤　由香1），赤星　孝子1），竹本　洋一，

　田中威づみ1），御木多美登D，伊熊慎一郎1），永吉　　基1），田中　　温’lf楠　比呂志2），渡邉　誠二3｝

　t｝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泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学

　講座

【目的】重度乏精子症の患者では，精子を凍結保存して集積することにより，自然では困難な妊娠が可能となる，当院ではこれまでに，極少数精子

に対する凍結保存法を検討してきたが，今回，100～200個程度のオーダーの場合における凍結保存法について検討した結果を報告する．【対象と方

法】実験材料には，患者の同意が得られた性状良好な精液を，Percoll密度勾配法にて洗浄後，精子数を調整（平均140個）したものを用いた，凍

結用媒液には，O．3％HSA（lrvine　Scientific）添加PBS（Gibco）に8％Glycerin（Sigma）を加えたものを用い，精子浮遊液と等倍希釈して使用

した，凍結条件のうち冷媒には，ドライアイス（A群），－80℃フリーザー（B群），液体窒素蒸気（C群），－20℃家庭用冷凍庫（D群）の4種類を

用いた，容器は市販のセラムチューブ（住友ベークライト）を用いた群（a群）とポリプロピレン製のシート上に滴下して凍結させる群（b群），Cell

Sleeper（ニプロ）を用いた群（c群）の3種類を用いた．融解は，　a群ではチューブを37℃の温水中で振盤して，　b群では凍結物を37℃に加温し

たシャーレ内のミネラルオイル中に入れて，c群ではCell　Sleeperのトレーを37℃のHot　plate上に置いて行った，【結果】各条件下における平均

融解所用時間は，それぞれa群59．5秒，b　9e　86，6秒，およびc群2093秒であった．また融解後の精子の平均回収率は，それぞれAa　9e　82．4％，　Ab

群62．9％，Ac群61．3％，　Ba群87．1％，　Bb群674％Bc群79．7％，　Ca群6＆2％，　Cb群695％，　Cc群69．5％，　Da群63．4％，　Db群74．7％，　Dc群63．4％

で，融解後の平均運動率は，それぞれAa群30．4％t　Ab群59，8％，　Ac群43．3％，　Ba群35，0％，　Bb群742％，　Bc　eV　40．6％，　Ca群305％，　Cb群47．3％，

Cc群32．6％，　Da群25．7％，　Db群43．3％，　Dc群373％であった．【考察】今回の検討では，－80℃の冷媒と容器にポリプロピレン製のシートを組

み合わせたAb群とBb群で良好な蘇生率が得られたが，回収率にはやや難があり，今後，この点について改善が必要と思われる．
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●

O－142　卵巣組織凍結に向けた卵胞存在部位の解析：卵巣機能不全での変化

○樽見　　航1］，河村　和弘1・L），拝野　貴之’4），星名真理子2），川越　雄太Z｝，石塚　文1Fi3｝，鈴木　　直V

　】、聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室，2）聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター，ハ｝聖マリアンナ医科大学高度生

　殖医療技術開発講座，1）東京慈恵会医科大学産婦人科

旧的】ガラス化法による卵巣組織凍結では，凍結保護物質の効率的な浸透と凍結速度の増大のため，卵巣組織片の厚さは1mm程度としていること

が多い．これは，正常な性周期を有する患者では，原始卵胞が卵巣皮質表面からO．75mm以内に存在するとの報告にもとついている．しかし，サルの

卵巣皮質は加齢に伴い肥厚することが知られている．我々は早発卵巣機能不全患者に対して卵巣凍結解凍一体外卵胞活性化一自家移植による不妊治療

を行っている．本研究では早発卵巣機能不全患者の卵巣凍結において組織片の厚さ1mmが卵胞温存に適しているかを，患者検体を用いて卵巣表面か

ら卵胞までの距離を計測して検討した．

【方法】本研究はIRBの承認と患者の同意を得て施行したb検体としては，卵巣凍結を行う際に，残存卵胞の有無を調べる組織検査用に得た卵巣組織

断片を用いて測定を行った．検体を，プアン固定（4℃t2h）し，パラフィンブロックを作製した．その後，皮質からの距離を測定するため，皮質一

髄質方向に卵巣表面に対して直角に6μmの厚さで薄切した．HE染色後，顕微鏡下で卵巣皮質表面から卵胞下端までの距離を計測した，プアン固定

による組織の収縮を考慮し，固定前後の卵巣断片を測定して収縮率を求めた．この収縮率により測定値を換算してt生の組織における距離を求めた，

【成績】卵巣皮質表面から原始卵胞までの平均距離は，467．7mm（nニ38）であった．しかし，一部分の原始卵胞では，卵巣皮質からの距離がlmmを

超えるものが存在した．また，前胞状卵胞や閉鎖卵胞は1mm以上の位置に複数個存在していた．

【結論】卵巣機能不全患者において，平均的な原始卵胞の卵巣皮質表面からの距離はlmm未満であった．しかし，一部分の原始卵胞ならびに前胞状

卵胞はlmm以ltの深さに存在していたことから，残存卵胞が激減している早発卵巣機能不全患者では，卵巣凍結の際の組織厚に対する工夫が必要と

考えられる，

■

●

O－143　Day5およびDay6に凍結した拡張胚盤胞のサイズが臨床妊娠率に及ぼす影響

○金子　　繁，上野　　智，沖村　匡史，内山　一男，和田　恵子，加藤　恵一一，加藤　　修

　加藤レディスクリニック

【目的】当院での胚盤胞評価は形態的評価に加え拡張サイズ，および発育速度により総合的に評価している．胚盤胞移植時

に複数の胚から移植胚を選択する場合は，発育が速い胚を優先に移植している．本検討では，当院凍結融解胚盤胞移植にお

いて，Day5およびDay6に凍結した拡張胚盤胞のサイズが移植後の臨床妊娠率に及ぼす影響について検討した．【対象】2006

年1月から2010年12月に，当院で凍結融解単一胚盤胞移植を実施し，インフォームド・コンセントの得られた1860周期
を対象とした（平均年齢3726±1．4歳）．【方法】排卵誘発は完全自然周期及びクロミフェンを用いた低卵巣刺激法により行っ

た．得られた卵子はICSIを施行し，正常受精した胚は，　Day5あるいはDay6まで胚盤胞培養を行い，胚盤胞の透明帯の内
径が160μm以上に発育したものをCryotop法によりガラス化保存した．胚移植は，自然排卵後5口目で行った．　Day5凍結

胚盤胞は内径を160μmから10μmごとに5群（A～E群），Day6胚盤胞で170μmから10pmごとに5群（F～J群）に分け
それぞれの臨床妊娠率を比較した．統計解析は，x2乗検定を用いて行った．【結果】胚盤胞移植後の臨床妊娠率はそれぞれ，

Day5でA：46．4％，　B：49．5％，　C：55．5％，　D：53．5％，　E：62．1％であった．　Day6では，　F：38．8％，　G：40．7％，　H：40．0％，1：

54．0％，J：60．7％であり，　Day6において内径が210μm以」二の拡張胚盤胞の臨床妊娠率はDay5において内径が160，170μm

の拡張胚盤胞より有意に高くなった（P＜0．05）．【結論】凍結融解胚盤胞移植において，凍結時期がDay5，　Day6にかかわ

らず拡張胚盤胞のサイズが上昇するにつれ臨床妊娠率が上昇することから拡張胚盤胞への発育速度は重要であることがわ
かった．また，拡張胚盤i胞のサイズが170μm以下のDay5胚盤胞に比べ，210μm以上のDay6胚盤胞を移植に用いるほうが
高い妊娠率が期待できることが示唆された．

●

●

O－144　ヒト胚盤胞凍結保存におけるClosed－systemの検討

○大坪　　瞳，江頭　昭義，永渕恵美子，田中　啓子，峰　　千尋，南　　綾子，松隈　豊和，打田
　前田　祐紀，村上　正夫，中島　　章，大塚未砂子，吉岡　尚美，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

沙織，水本　茂利，

【目的】現在，生殖補助医療（ART）にとって凍結技術は必須のものとなっており，凍結デバイスも様々である．しかし，

デバイスの違いによる安全性については統一の見解が得られていない．そこでデバイスの違いによる臨床成績の差異を明ら

かにし，ヒト胚盤胞凍結保存においてClosed－systemが有用であるか検討した．【対象および方法】2012年6月から2013
年4月に当院にて凍結融解単一胚盤胞移植を施行した39歳以ド，223周期を対象とした．培養5日』｜あるいは6日目に得ら
れた胚盤胞を当院で使用している凍結・融解液を用いClosed－systemで凍結した116周期（平均年齢34．2歳）をA群，　Open－

systemで凍結した107周期（平均年齢34．3歳）をB群とし，融解後の生存率と臨床成績を比較した．　Closed－systemには
Rapid－i（Vitrolife社製），　Open－systemにはCryoTop（北里社製）を使用した．【結果】各群の生存率はA群99．1％（ll6／

117），B群100％（107／107）と差はなかった．臨床的妊娠率は，　A群64．7％（75／116），　B群59．8％（64／107），流産率は13．3％

（10／75）と1＆8％（12／64）と差は認めなかった．凍結日の違いによる臨床的妊娠率は，day5でA群72．4％（63／87），　B群

64．4％（47，／73），day6でA群41．4％（12，’29），　B群50．0％（17／34）と差はなかった．【結論】ヒト胚盤胞凍結保存において

Open－systemからClosed－systemヘデバイスを変更しても臨床成績に影響を与えないことが明らかとなった．よって，液
体窒素を介したクロスコンタミネーションのリスク回避という点を考慮すると，今後はClosed－systemへの移行が望ましい
と考えられる．

●

●
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O－145 災害時など培養の継続が困難な状況下における緊急避難的な配偶子・胚の凍結保存
についての検討一体外受精直後から胚盤胞までの各発生段階に応じて求められる対

処法について一

●

○菅沼　亮太1），奥津　美穂］｝，鈴木　　聡），小宮ひろみP，柳田　　薫L），藤森　敬也D

　1幅島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，z）国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

●

【目的1災害時など培養継続が困難な状況では，緊急避難的な配偶子・胚の凍結保存は貴重な生殖資源の喪失を回避する有効な手段である．今回我々は（1）体外受精処理（IVF

／ICSI）直後から前核胚，（2）分割胚～桑実胚t（3）胚盤i胞までの異なる発生段階において，ガラス化法による凍結融解処理が胚発生に与える影響についてマウス胚を用い

て検討を行い，各段階における最適な対応について考察した．

【方法】BDFIマウスを用い既報に従いIVF／ICSIを行った，ヒ記（1）～（3）の各発生段階においてガラス化法による凍結処理を行い，（1）では融解後の生存率・受精率・

胚盤胞形成率を，（2）では生存率・胚盤胞形成率を，（3）では融解後の変性胚率について検討した．一部拡張胚盤胞の凍結時に胞胚腔収縮処理を行い，効果を検討した，

【成績】（1）ICSI後15分以内の凍結では生存率の低下傾向（72％，他群82～9296）を認めたが，融解後の受精率（88～100％）・胚盤胞形成率（受精卵あたり68～88％）に

有意差を認めなかった．IVFでは，媒精後1時間以内の凍結で受精率が低下した（30分：24％，1時間：63％，2～6時間：78～100％）がrescue　ICSIにより改善が図れた

（92％）’また胚盤胞率に差を認めなかった（72～90％），（2）分割胚～桑実胚では生存率（88～97％），胚盤胞形成率（68～85％）に差を認めなかった，（3）初期胚盤胞～胚

盤胞（Gardner分類3以下）では融解後変性胚は10～20％未満であり，拡張胚盤胞（Gardner4以上）では変性胚を高率（20～35％）に認めたが，凍結の際の胞胚腔収縮処

理により変性胚率を改善可能であった（15％），

【結論】ICSI直後15分以内（生存率低下），媒精後2時間以内（受精率低下：rescuelCSIで改善可能）の凍結処理は回避したい．体外受精処理前であれば配偶子凍結も選

択肢である．その後の各胚発生段階では，胚移植も含めて対応を検討するが，どの段階でも胚発生を障害せず凍結可能である，拡張胚盤胞においても胞胚腔収縮処理を行え

れば，生存率の上昇が期待される．

O－146　良好胚移植における妊娠不成立の原因の究明についての一考察

○廣瀬　美穂1），高橋　　如D，岡部　美咲’1，中嶋　美紀11，加藤　由香1），赤星　孝子v，竹本　洋一），田中威づみ’），

　御木多美登D，伊熊慎一郎1），永吉　　基11，田中　　温11，楠　比呂志2）

　1）セントマザー産婦人科医院，Zl神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

唱

●

【目的】ARTが始まった頃は初期胚移植が多かったが，現在，長期培養系の考案により多胎のリスクなどを避けるため胚盤胞移植が

主流となっている．今回，凍結胚移植において良好胚盤胞でありながら妊娠不成立であった症例の原因を追究するためデータ解析を

行ったので報告する．【対象】2010年1月～2013年2月までの採卵周期に凍結した胚を融解後5日日まで培養し，グレード3AA以
上の良好胚盤胞を移植した932症例を対象とした．【方法】良好胚移植をして妊娠が成立した448症例について，患者の移植周期，子

宮内膜厚，年齢について比較検討を行った．自然周期移植において内膜厚＆Omm以上で低年齢をA群，中年齢をB群，高年齢をC

群，内膜厚8．Omm以下で低年齢をD群，中年齢をE群，高年齢をF群，ホルモン周期移植において内膜厚＆Omm以上で低年齢をG
群，中年齢をH群，高年齢を1群，内膜厚8．Omm以下で低年齢をJ群，中年齢をK群，高年齢をL群とし，妊娠率について比較検
討を行った．【結果】それぞれの群の妊娠率は，A群23％（126／540），　B群28％（153／540），　C群6％（30／540），　D群17％（5／30），

E群23％（7〆30），F群3％（1／30），　G群15％（49／328），　H群12％（4〔ソ328），1群8％（27／328），　J群9％（3／34），　K群9％（3／34），

L群12％（4／34）であった．いずれの周期においても内膜の厚さが8mm以上の場合が，9割以上（自然周期が95．96％，ホルモン周

期が92．06％）を占めた．また，自然周期の妊娠例で高年齢の患者が占める割合は，内膜の厚みにかかわらず1割以ド（C群，F群）

であったが，ホルモン周期では，患者の年齢のよる差はさほどみられなかった．低年齢，中年齢は，内膜の厚さに関係なく自然周期

移植の方が妊娠率は高い傾向に見られた．高年齢は，内膜の厚さに関係なく，ホルモン周期移植の方が妊娠率は高い傾向がみられた．

【結論】今回のデータ解析により良好胚移植の際の指標となる項目がいくつかわかった．さらに項目を追加し，検討が必要と思われるt

0－147　ヒドロキシプロピルセルロース添加凍結保存液の有用性の検討一マウス凍結胚移植
　　　　　　で得られた産仔の経過観察一

○森　智絵美，村田　奈々，高山　優子，薮内　晶子，勝股　克成，奥野　　隆小林　　保，加藤　恵一

　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】我々は，Cryotop法にて卵r・・胚凍結保存液に含まれるヒト血液由来のSerum　Supplement　Solution（SSS）の代替として，

植物由来の高分子であるヒドロキシプロピルセルロース（HPC）を凍結融解液に添加することでマウス胚盤胞の凍結融解後の生存

率が高くなることを明らかにした．本実験では，HPC添加凍結保存液で凍結融解したマウス胚盤胞の移植後の産仔率，産仔重量を

比較検討した．【材料と方法】過排卵処置を施したICR系雌マウスを雄マウスと交配させ，　hCG投与40時間後に2細胞期胚を採取

した．2細胞期胚はKSOMにて72時間培養し，得られた胚盤胞期胚をcryotop　safety　kit（SSS区）または，　SSSの代替としてHPC

を添加した凍結融解液（HPC区）を用いて凍結融解を行った．新鮮区，　HPC区，　SSS区の胚盤胞を同系の偽妊娠マウスの子宮に

移植し各区における移植後の産仔率，出生直後の産仔体重を調べた．産仔は8週齢で交配試験に用い，得られた産仔数を比較した．

【結果】凍結融解後の胚盤胞の生存率は，SSS区よりHPC区が有意に高い値であった（HPC：90．0％，199／221，　SSS：80．0％，16Q／

200）．また，移植後の産仔率は全ての区において有意差は認められなかった（新鮮：55．6％，20／36，HPC：55．0％，33／60，　SSS：50．0％，

24／48）．産仔体重はHPC区が有意に低かった（新鮮：1．94±O．16，　HPC：1．62±O．24，　SSS：1．86±O．15）が，交配時（8週齢）の重

量はHPC，　SSS区で有意に高かった（新鮮：46．4±3．57，　HPC：54．6±5．91，　SSS：54．2±5．66）．これらマウスの平均一腹産仔数に有

意差は認められなかった（新鮮：12A，　HPC：13A，　SSS：13．5）．【考察】凍結融解後のマウス胚盤胞の生存率はSSS区よりもHPC

区で有意に高く，さらに移植後の産仔率は区間で差がなく，産仔の異常は認められなかった、また，次世代においてもHPC区は

新鮮区と同等の産仔数が得られたことから，胚凍結保存液におけるSSSの代替物としてHPCの有用性が確認された．

●
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O－148　予防的性腺摘出でdysgerminomaが発見された46，XY完全型性腺形成不全の双胎
　　　　　　妊娠報告

○泉　　陽子P，末岡　　浩1），水口　雄貴D，高橋　香織1），佐藤　　卓1〕，佐藤　健二t），中林　　章2），吉村　泰典D

　l）慶塵義塾大学医学部産婦人科，2）医療法人社団中林病院

【背景】46，XY完全型性腺形成不全（Swyer症候群）は，遺伝子型が46，XY表現型が女性型となる性分化疾患である．女性

型外性器，未熟な内性器，索状性腺，高ゴナドトロピン性性腺機能低下症を呈する．多くは原発性無月経を契機に診断され

る．女性として妊娠を望む例も多いことが予想されるが，Swyer症候群における分娩成功例の報告は少なく，諸外国にて卵

子提供による分娩例の報告が10数例報告されているに過ぎず，わが国での分娩例の報告はみられない．今回Swyer症候群
の双胎妊娠例を経験したので報告する．【症例】27歳女性．9歳で初経を迎えるも，12歳より第二度無月経を呈し，15歳よ

りKaufmann療法を継続していた．25歳時に染色体46，XYと同定され，27歳時に挙児を希望し当科を受診した．身体所見：

身長172cm，体重78kg，乳房・外性器は女性型，膣形成は正常，子宮6．2×2．5cm，内膜9．lmm，超音波検査にて腹腔内に
両側性腺を認めた．内分泌学的検査：E、10pg／ml未満，　LH　18．3　mlU／ml，　FSH　44．9　mlU／ml，テストステロン0．19ng／ml．

遺伝学的検査：PCR法にてSRY遺伝子を検出した、28歳時，腹腔鏡ドに予防的両側性腺摘出術を施行した．右側性腺にdys－

germinoma／seminomaを認めた．切除断端の悪性細胞は陰性，肉眼的播種像は認めなかった．卵巣癌Ia期に準じ，追加治
療は行わず経過観察の方針とした．病理組織のERは陰性であった．妊娠希望が強く，性腺摘出より8ヶ月後に米国におけ
る卵子提供により双胎妊娠が成立した．【考察】本症例は15歳よりKaufmann療法を継続し，子宮発育を含め正常』女性型の
二次性徴を認めており，適切な性ホルモン補充の重要性が示唆された．

●

●

0－149　アンドロゲン不応症との鑑別が困難であったXY型性腺形成異常症の1症例

○羽室　明洋，尾崎　宏治，古山　将康

　大阪市立大学大学院医学研究科産婦人科

【はじめに】原則的にはY染色体の有無により性腺は分化し，性腺の分化によって内外生殖器など性の表現型が決定する．

この過程のいずれかが正常に機能しないために性分化異常はおこる．同じ原因でも表現型に多様性が存在し，診断に苦慮す
る場合も多い．【症例】18歳女性．主訴は原発性無月経，170cm，70kg，外陰部所見は正常女性型，膣鏡診では子宮膣部を
認めなかったが，膣長の短縮は認めなった．LH　15．16mlU／ml，　FSH　55．85　mIU／ml，　E2感度未満．超音波検査・MRI検査

にて子宮・卵巣を同定できなかった．ゲスターゲンテスト，エストロゲン・プロゲステロン負荷テストにて消退出血を認め

なかったt染色体型は46XYであった．46XYであり子宮を認めないことから，アンドロゲン不応症と考えたが，二次性徴
をほぼ認めないこと等，症状が一致しない部分もあった．アンドロゲン不応症においては，精巣の癌化が問題となるため，

腎臓より猟径部までの検索をMRIにて行ったが，精巣は同定できなかった．性腺検索は定期的に行うこととし，ホルモン
補充目的に結合型エストロゲンの投与を開始した．半年後，MRI上子宮と考えられる像を認めるようになり，その後エスト

ロゲン・プロゲステロン負荷テストで消退出血を認めるようになった．子宮を認めたことから，XY型性腺形成異常症と診
断した．XY型性腺形成異常症においても，今後，子宮両側にあると考えられる萎縮した性腺摘出術が必要となる．【結語】

アンドロゲン不応症とXY型性腺形成異常症とは共に染色体が46XYを示す．子宮の有無が鑑別点である．今回，高度に萎
縮した子宮においては，MRI検査においても子宮の存在を確認することができず，診断が困難であった．鑑別のポイントと

なったのは，エストロゲンの投与と性腺の検索であった．他の原発性無月経と併せて供覧する．

●

●

O－150　生殖医療，出生前診断の現状と問題点～妊娠21週に減数手術を施行した二絨毛膜
　　　　　　二羊膜双胎の一例から考察する～

○津村　志穂，滝戸なほみ，中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道
　日本赤十字社医療センター

【緒言】生殖補助医療後多胎妊娠は減少しつつあるが依然として高値を推移している．多胎妊娠における母児の周産期リスクを軽

減するため，一部の胎児を子宮内において死滅させる減数手術が諸外国で広く実施されている．本邦では減数手術の適応・安全性

などの医学的問題，並びに倫理的・心理的問題のため，正式に是認されていないが，一部の施設で既に実施されている現状がある．

胎児診断の技術が著しく発展し，非侵襲的かつ簡便に出生前診断が行われる時代となった近年，減数手術は再度議論されるべき問

題であり法整備の必要性が求められると考え，当院で経験した一例をもとに考察する．【症例】40歳1経妊0経産．他院で凍結

融解胚盤胞を2個移植し妊娠成立．妊娠8週2日，二絨毛膜二羊膜双胎と診断され当院紹介．妊娠10週より，絨毛膜下血腫と1

児発育不全を認めた．妊娠11週1児のNT肥厚を指摘．妊娠14週，本人希望で減数手術を施行している他院を受診羊水検査・
1児の減数手術を検討していたようである．妊娠15週2日，切迫流産で当院入院．安静，抗菌薬加療開始．経腹超音波で1児に胎

児水腫等を認め何らかの染色体異常が疑われた．妊娠18週2日，退院その後本人希望により他院で羊水検査を行い1児が18－tri－

somyと判明．妊娠21週3日，他院で1児の減数手術を施行．妊娠22週より再度当院で健診．妊娠28週2日，頸管長短縮を認め
切迫早産で入院安静・抗菌薬・子宮収縮抑制剤で加療．妊娠32週3日，1児の破水を認めた．次第に子宮収縮増強．妊娠33週
1日，子宮内感染・胎児機能不全の診断で緊急帝王切開を施行．2児は出生体重2428g，呼吸障害のため新生児科に入院となった．

【考察】非侵襲的かつ簡便に出生前診断が行われる時代となった現在，本症例のように多胎妊娠で一部の胎児の出生前診断を希望

する妊婦は増加すると予想される．妊娠中絶・減数手術における医学的・倫理的問題について再度検討する必要がある．

■

●



平成25年10月1日 191（323）

●

O－151 腕間逆位保因者（46，XY，inv（2）（p16q31））の精子染色体分析一着床前診断希望の

反復流産夫婦に対する情報提供資料としての有用性の検討一

●

●

○青山　直樹，黒田　知子，

　加藤レディスクリニック

川lll奇　奈美，福田淳一郎，阿部　　崇，加藤　　修，加藤　恵一

【背景】腕間逆位保因者は本人は表現型正常を示すが，第一減数分裂時に逆位領域内の乗り換えによって染色体の量的な変化を生じ

やすく，一方の腕の端部の重複および他方の腕の端部欠失を持つ組み換え体を形成することが知られている．これらの染色体異常

精子発生頻度は染色体番号や切断点によって異なると考えられるが，本症例と同じ腕問逆位保因者の精子染色体解析の報告はなく，

当院にて診断を行った．【試料及び方法】妻43歳，夫45歳の反復流産の夫婦で，妻は正常核型，夫は46，XY，inv（2）（p16q31）保

因者であり，2回の流産における流産絨毛染色体分析の結果は69，XXXおよび48，XY，inv（2）（pl6q31），＋16，＋21であり，逆位

由来組み換え体は検出されず，また不育症検査で特別な異常は認められなかった．夫婦の同意のもと精子染色体検査が実施された．

精液にPBSを加え1500rpm5分間遠心分離し，精漿除去しペレットとした後，スライドグラスーヒに1％Tween20／0．OIN　HCI固定液

にて塗布しカルノアを滴下した．Palermo　GDら（2002）の修正法を用い，1％Tween　5分，25mM　DTT　5分，10mM　3，5一ジヨード

サリチル酸5分（全て室温），70％ホルムアミド5分（73℃）の前処理を行い，2番染色体短腕，長腕サブテロメア領域および動原

体近傍に対するBACクローンFISHにより染色体解析を行った．【結果】合計1075の精子を解析し，交互分離は83．3％，　dup（2p）

／del（2q）は8．9％，　dup（2q）／del（2p）は7．8％であり，染色体異常率合計は16．7％であった．【考察】組み換え体で構成される

配偶子は，流産や先天異常児の娩出の原因となるため，欧米では逆位はPGDの対象となっている．本症例の染色体異常率は，一般

的な均衡型相互転座保因者よりも低値を示し，本症例の逆位がこの夫婦における不妊原因の一部ではあるが主因ではないことが示

唆された．今後遺伝カウンセリングを予定しており，夫婦がPGDを希望した場合には日本産科婦人科学会に申請を予定している．

O－152　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

　田中　　温
　セントマザー産婦人科医院

美紀，加藤　由香，赤星　孝子，田中威づみ，御木多美登，伊熊慎一郎，永吉　　基，

【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．患者の同意を得て，これまで行ってき

た着床前診断症例において採卵周期，凍結融解胚移植周期における胚発生および妊娠率，流産率について平成18年12月から平成

25年2月までに着床前診断を行った58症例110周期を対象として検討を行ったので報告する．【方法】培養3日目の良好8細胞期

胚より割球を1個採取し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．検討方法は，採卵周期をA群（24周期），Day2凍結融解胚をB群（45周期），　Day3凍結融解胚をC群（回復培養3時間．18

周期），D群（回復培養i　6時間，23周期）としてDay5における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，87，38，44．8％（39／87），37．5％（9／24），33．3％（3／9），B群，205，80，32．7％（67／205），37．8％（17／45），11．8％（2／17），

C群，91，35，15．4％（14／91），11．1％（2／18），O．O％（0／2），　D群，55，22，43．6％（24／55），39．1％（9／23），0％（0／9）であっ

た．【結論】1．PGD施行後の胚盤胞発生率はDay3凍結融解胚移植周期（回復培養3時間）において低値であったが，回復培養時
間を6時間とすることで胚盤胞発生率，妊娠率共に良好となった．2．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．Day3凍結融解胚移植周期においても回復培養時間を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．しかしながら回復培養中に割球の接着が始まる胚があり，割球採取が困難となる場合がある．このことを

考えるとDay2胚で凍結を行い，融解後1日回復培養を行う方法が安全に割球採取を行えるのではないかと思われた．

O－153 当院における流死産児組織染色体検査の検討

○早川　　繁，福岡　　栞，原川

　ソフィアレディスクリニック

智早，星見　由紀，土井有希子，阿久津　正，佐藤　芳昭

●

●

【目的】妊娠初期での流産は，多くの場合，胎児染色体異常が原因である．その多くが偶発的に生じたものであるが，一部

は夫婦のいずれかの染色体異常に由来する場合もある．流産の原因を調べると同時に，挙児希望する夫婦の次回妊娠に備え
て，当院で行った流産児組織染色体検査を検討した．【対象と方法】当院で不妊治療希望で来院され，2005年7月～2013年

4月までに自然流産し，夫婦のインフォームド・コンセントの得られた52例の流産児絨毛組織を用いて，外注依頼検査にて

G分染法にて染色体分析を行った．絨毛組織少量のためG分染法で判定不能となった症例の一部では，夫婦の同意を得て
DNAマイクロアレイ法での解析を追加した．【結果】52例中，マイクロアレイ法を追加した2例を含め最終的に38例が解
析可能となり，うち27例（71．1％）に異常を認めた．その内訳は数的異常が23例（85％），構造異常が7例（25．9％）（重

複含む）であった．数的異常では，トリソミー20例，モノソミー2例，倍数体1例であった．構造異常ではRobertson型
転座が4例で最多であった．【考察・結論】解析可能であった38例中27例（71．1％）に核型異常を認め，そのうち数的異常
が23例（85％），構造異常が7例（25．9％）（重複含む）であった．核型異常例では，＋22（1＆5％），＋13，＋15，＋16，45

Xが上位5位を占め，これは外注依頼した検査機関が公表するデータ分析の異常核型一ヒ位群と概ね一致している．当院で構

造異常を認めた7例のうち，現在のところ4例でインフォームド・コンセントを得て夫婦の染色体検査を行い，うち2例で
夫婦の一方に異常を認めた．夫婦へのカウンセリングも含め，今後の妊娠への対応が夫婦の希望に沿うものになるようにし

ていきたい．
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O－154　0votesticular　DSD症例における診断的腹腔鏡の意義

○守屋　仁彦，森田　　研，三井　貴彦，橘田　岳也，野々村克也

　北海道大学腎泌尿器外科

【緒言】Ovotesticluar　DSDは同一・個体に精巣組織と卵巣組織を有する稀な疾患である．妊孕性の温存や内分泌環境を保持す

る観点から可能であれば社会的性に応じた性腺温存手術が選択肢とされるが，性腺の病態は多様であり温存手術には正確な

術前診断が必要となる．近年，性分化疾患の診断に腹腔鏡が用いられており，Ovotesticluar　DSDでの性腺の病態診断にお

ける診断的腹腔鏡の意義を検討した．【症例】1994年以降当科で診断的腹腔鏡を行った3例を対象とした，症例1（社会的
性：女性）：外陰部異常にて当科紹介．hCG負荷試験・hMG負荷試験にてテストステロンおよびエストラジオールのヒ昇が
あり，Ovotesticluar　DSDと診断2歳時に施行した腹腔鏡所見より右卵巣「左精巣と診断し，左性腺摘除術施行．病理は卵
精巣であった．思春期にテストステロンが上昇したことから右性腺は卵精巣と判明し，腹腔鏡下に精巣部分のみ摘除を行っ

た．症例2（社会的性：女性）：外陰部異常にて当科紹介．hCG負荷試験・hMG負荷試験にてテストステロンおよびエスト
ラジオールの上昇があり，Ovotesticluar　DSDと診断7か月時の腹腔鏡・生検所見より右卵精巣／左精巣と判断し，左性腺
摘除・右性腺部分切除術施行．病理は両側とも卵精巣であった．症例3（社会的性：男性）：外陰部異常にて当科紹介．テス

トステロンおよびエストラジオールの上昇があり，Ovotesticluar　DSDと診断20歳時の腹腔鏡・生検所見より右卵精巣／
左卵巣と判断し，両側性腺摘除施行．病理は右卵精巣／左卵巣であった．【結語】腹腔鏡により性腺の肉眼所見の確認及び生

検は問題なく施行可能であったが，正確な性腺の病態を把握することは容易ではなかった．幼少期に性腺温存を行った場合

には思春期以降性ホルモン産生を中心とした注意深い経過観察が必要である，

O－155　腎・尿路発生異常は高頻度に子宮奇形を合併する

○値賀　正彦，大場　　隆，本田　智子，岡村　佳則，本田　律生，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】腎・尿路系とミュラー管由来臓器の発生は共にウォルフ管の誘導を受けるため，腎・尿路奇形と子宮奇形は合併し

てみられることがある．ヒトの子宮奇形症例の20～40％は腎・尿路発生異常を合併していることが知られているが，腎・
尿路発生異常症例における子宮奇形の合併頻度は明らかではなかった．われわれは，腎・尿路発生異常を呈した女性におけ

る子宮奇形の頻度を検討した．【方法】1．2005年から2011年までに，学校検尿の3次検診施設であるA病院小児科で精査

された腎・尿路発生異常症例を対象とし，MRI検査記録で子宮奇形を評価した．2．2003年1月から2012年8月までに当
施設において施行された全身CTスクリーニング検査のデータベースより，腎・尿路発生異常が認められた成人女性を抽出
し，後方視的に検討して子宮奇形の有無およびその内容を評価した．【成績】LMRI検査が施行された11例中7例（63．6％）
に子宮奇形が認められた．子宮奇形を合併する頻度が高かったのは膀胱尿管逆流症（100％，1／1）で，片側腎欠損（71．4％，

5／7）がこれに次いだ．2．調査期間に163，943件の全身CT検査が施行され，33例（1／4，968件）に腎・尿路発生異常が認め

られた．うち4例（12．1％）に子宮奇形がみられ，一般集団における子宮奇形の頻度（4．0－6．7％）より高率であった．子宮

奇形は片側腎欠損（50．0％，2／i4）との合併が多かった．【結論】腎・尿路発生異常のある女児における子宮奇形の頻度は63．6％

と高率であった．腎・尿路発生異常の殆どは小児期に指摘されるが，無症候性の腎・尿路発生異常を有する成人女性におい
ても，子宮奇形の合併頻度は一般集団より高かった．

O－156　着床前遺伝子診断実施状況の全国調査　第一報

○佐藤　健二D，末岡　　浩1），佐藤　　卓1），中林　　章L），吉村　泰典引

　1）慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2〕中林病院

【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，新しいフォーマットファイルを使用して，

我が国のPGDの実施状況を明らかにするとともに，問題点の抽出を行うことを目的とした．【方法】研究協力施設は日本産

科婦人科学会にPGDに関する倫理審査依頼を行った医療機関および諸学会発表等の媒体によって実施されていると推定さ
れた，計12施設である．調査は2012年10月までに各施設で実施されたPGD症例すべてを対象とした．　ESHRE　PGD　Consor－
tiumの調査項目に加え，倫理審査や遺伝カウンセリングにおける課題，出生児の長期予後などの項目を加えて，独自のフォー

マットを作成した．本研究は慶雁義塾大学倫理委員会で承認を得ており，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．【成績】臨床遺伝専門医以外が遺伝カウンセリングを担当している施設は1／4

あり，遺伝学的情報について閲覧の制限を設けていない施設が1／4認められた．症例の平均年齢は，単一遺伝子病に対する

PGDでは38歳均衡型転座保因者に対するPGDでは40歳であり，いずれも高齢であった．単一遺伝子病に対するPGD
は，合計99採卵周期，37症例に対して施行された．均衡型転座保因者に対するPGDは，合計572採卵周期，174症例に対
して施行された．採卵周期数は，相互転座では約65％が女性保因者であるのに対し，ロバートソン転座では約79％が女性
保因者であった．出生前診断（羊水検査）は約45％（26／57）で実施されていた．不明を除外すると，羊水検査が行われた

24例のうちの23例（約96％）で結果は正常であった．【結論】本調査から，日本におけるPGDの現状を明らかにすること
ができた．現状では遺伝学的情報の不適切な管理に加え，遺伝カウンセリング体制の不備も存在することが明らかとなった．

症例の高齢化から，倫理審査に要する期間をできるだけ短縮させることが必要であると考えられた、
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O－157　当院における着床前診断の実績

○山本あゆみ1“，大垣　　彩D，福田　愛作1），森本　義晴L）

　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

●

●

　当院では平成18年より染色体転座に起因すると考えられる習慣流産（反復流産を含む）症例に対し，日本産科婦人科学
会の認可のもと，着床前診断（PGD：preimplantation　genetic　diagnosis）を実施している．平成18年12月から平成25年

4月までに日本産科婦人科学会へPGDの申請を行った31例ついて，患者背景，認可の可否，　PGD実施の有無，分析結果，
転帰，出生児の状態などを後方視的に検討した，申請を行った31例のうち認可を得たのは26例，審査継続中1例，照会請
求後の審査保留1例，非承認3例であった．認可を得た26例の染色体構造異常の内訳は，相互転座23例（妻：12例，夫：
10例，保因者非確定：1例），ロバートソン転座3例（妻：1例，夫：2例）であった．そのうちPGDを実施したのは18例，
PGD実施周期数は43周期であり，計276個の胚をFISH法（fluorescence　in　situ　hybridization）にて診断した．うち，正

常と診断された胚は41個であり診断した胚の14．9％であった．胚移植実施周期は25周期，うち8周期で臨床妊娠が成立，

うち3周期で流産（不均衡型構造異常1例，正常核型1例，不明1例），5周期で出産に至った（男児2例，女児3例）．出
生した児に奇形その他の合併症は見られなかった．初回PGD実施時の妻の平均年齢は36．2±4．1歳であった．一一方で，　PGD

の認可を得ても現時点で実施していない患者もおり，その理由としては審査申請中の妊娠成立，PGDは最終f段と考えてお
り，自然に近い形での妊娠による出産を希望していること，経済的負担が大きいことなどが挙げられた．なお，平成25年5

月に夫婦の染色体構造異常に起因する異常についてのみ結果を開示するという条件で，CGH法（comparative　genomic　hy－
bridization）による着床前診断が認可されたため，本学会開催までに追加症例がある場合にはそれらを踏まえて発表したい．

なお，本演題に関して利益相反はない．

O－158　複合ヘテロ接合体変異で発症する福山型筋ジストロフィーの着床前遺伝子ハプロタ
　　　　　　イプ併用診断による世界初の妊娠報告と有効性の検証

●

●

○佐藤　　卓］），末岡　　浩1），佐藤　健二D，中林　　章12），泉　　陽子D，水ll雄貴］），高橋　香織1｝，磯部まり子D，

　大澤　淑子li，吉村　泰典］）

　1）慶雁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

【日的】福山型筋ジストロフィー（FCMD）は，日本民族固有の重篤な常染色体劣性遺伝病であり，患者は責任遣伝子におけるSine－VNTR－Alu

型レトロトランスポゾン挿入（SVA）変異のホモ接合あるいは他の点変異との複合ヘテロ接合体として発症する．着床前診断（PGD）における

稀少な鋳型DNAの増幅には，対立アリルの一方が増幅されないアリルドロップアウト現象（ADO）が問題となる．これは特に優性遺伝病や複

合ヘテロ接合体のPGDにおける誤診断の原因となるが，変異近傍の複数の遺伝子多型情報を統合したハプロタイプ解析の導入により克服され

る．着床前遺伝子ハプロタイプ診断（PGH）を併用したFCMDに対する世界初のPGD実施と妊娠成立を報告する．【方法】クライエントはSVA

変異を有する妻と点変異を有する夫であり，発端者はこの変異の複合ヘテロ接合体である．割球および第一極体に対してmultiple　displacement

amplification法を用いて部位非特異的に全ゲノム増幅（WGA）し，産物を複数の標的部位解析に供した．まずSVA変異と点変異に対するPGD

を実施した．さらに，説明と同意の後に提供された夫婦と発端者由来DNAを用いて，正常と罹患ハプロイドの識別に有用なSTR（CAリピー

ト）を複数箇所同定した．それぞれのSTRにおけるCAリピート数の相違と既知の遺伝子変異の有無の情報に基づくPGHを併せて実施するこ

とにより，変異の直接診断の精度を検証した．【成績】採卵数，2PN胚，生検可能胚，診断可能胚それぞれ8個，4個，3個，3個であった．変

異・の直接診断で確定した移植候補胚は1個にとどまったが．PGHにより，さらに2個が移植可能と診断された．全ての胚をガラス化し，以降の

周期に融解胚移植を実施し臨床妊娠が成立した．【結論】FCMDを対象とした初のPGD実施により妊娠が成立した，従来法のmultiplex－nested

PCRに代わり，　WGAの採用は複合的遺伝子解析を可能とし，診断の安全域を高め，かつ移植可能胚数の減少を防ぐ効果を示した．

O－159　当院での挙児希望患者における甲状腺機能低下症例の取り扱い一油性造影剤を使用
　　　　　　した子宮卵管造影検査前後の甲状腺機能評価をもとに一

○山口和香佐D，山崎　香waL）），俵　　史子V

　い俵IVFクリニック，　L｝浜松医科大学産婦人科

●

●

【背景】甲状腺機能低下症は生殖年齢女性の2～4％にみられ，不妊，流早産，児の異常や発達障害に関与すると言われてい

る．米国で妊娠時の甲状腺疾患管理に関する国際ガイドラインが作成され，より厳格な管理が求められている．またヨード
剤を含む油性造影剤を使用した子宮卵管造影検査（HSG）では，一一ma性に甲状腺機能低下が起こることが指摘されている．【目

的】HSGが誘引となった甲状腺機能低下による悪影響を回避するために，甲状腺ホルモン補充療法の適応基準を明確にする

ことを目的とした．【対象・方法】平成24年8月から平成25年1月に油性造影剤を使用したHSGを行った78例を対象とし
た．HSG前，1か月後，2か月後に，　TSH，　F－T4を測定し甲状腺機能評価を行った．測定時期にかかわらずTSH25μU／ml

以下を正常群，2．5～4．0μU／mlを境界群，4．0μU／mi以ヒを異常群とし，　TSHの変動専門医の診断・治療妊娠経過を検討

した．【結果】正常群36例，境界群27例，異常群15例であった．HSG後にTSHの上昇がみられたのは78例中73例であっ
た．HSG前，1，2か月後の3点評価した21例中15例が1か月後にTSHのピークを認めた．21例中6例は2か月後にも」二
昇傾向にあった．F－T4が基準値以下となったのは78例中1例のみであった．異常群で専門医に紹介した6例のうち，1例
が慢性甲状腺炎，5例がHSG後の一過性甲状腺機能低下と診断され，6例中3例が治療開始となった．異常群で4例，境界
群で5例妊娠成立し，そのうち妊娠継続したのは5例で，1例は治療中で4例は妊娠時TSHが3．1μU／ml以下であった．異
常群で1例，境界群で2例流産となり，いずれも無治療で妊娠時TSHは4．0μU／ml以上であった．【考察】HSGによる一過
性甲状腺機能低下でもガイドラインに沿ってTSH2．5μU／ml以下を目標としたコントロールが必要ではないかと考える．
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●

O－160　生殖関連のホルモン測定系間における測定値の相関に関する検討

○岩佐武，松崎利也，木内理世，松井寿美佳，加藤剛志，桑原章，安井敏之，苛原稔
　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部女性医学分野

【目的】婦人科領域では複数のホルモン測定系が用いられているが，測定系間で基準値や測定値に相違が存在する．今回我々

は，LH，　FSH，　PRL，エストラジオール（E），プロゲステロン（P）およびテストステロン（T）測定系の相違について検
討した．【方法】同意を得た正常月経周期女性160名から得た血清および既知濃度の標準品を測定対象とし，各項目をそれ

ぞれ3または4種類の測定系で測定した．測定系間および標準品との問で測定値を比較し相関関係を検討した．必要に応じ
てゲル濾過による血清の精製や，LC－MSによる高精度測定を追加した．【成績】LH，　FSH，　PRLでは各測定系間の相関係

数は1．00と良好だが，測定値の乖離が大きく，特にPRLで顕著であった．標準品の希釈列用いた検討では，各測定系によ
る測定値と理論値の相関係数は1．00と良好だが，回帰直線の傾きは0．81から1．38で乖離を認めた．変異LHやマクロPRL
が疑われる症例が一部存在したが，これらが測定値に及ぼす影響は測定系により異なっていた．EおよびPでは各測定系間
の相関係数は0．97以上と良好だが，測定値の乖離が大きかった．Tでは測定系間の相関係数がO．73からO．87と低く，測定
値の乖離も大きかった．E，　P，　Tの標準品を対象として，　LC－MSによる測定値と各測定系の測定値を比較したところ，両

者の相関はPとTではO．99または1．00と良好だが，EではO．89からO．98とやや低かった．また，いずれの項目も回帰直線

の傾きはO．63から1．43で，測定系による測定値とLC－MCによる測定値に大きな乖離を認める測定系があった．【結論】い
ずれの項目でも，測定系間で測定値の乖離を認めた．LH，　FSH，　PRLおよびp測定系では，測定系同士および標準物質と

の相関は高く，測定値の乖離は校正物質や校正方法の統一等で改善できると思われる．一方，EおよびT測定系では測定系
同一IJおよび標準物質との相関が低く，一部の測定系では精度の向上が望まれる．

●

●

O－161　頸管粘液中穎粒球エラスターゼの新しい不妊症検査への可能性

○俵　　史♀・D，志田　有加1），石井　美都1），榊原　由佳’｝，藤田　智久］1，山口和香佐V，山崎　香織），金山　尚裕2）

　P俵IVFクリニック，　u）浜松医科大学産婦人科

【目的】子宮頸管因子を評価するヒューナーテストや頸管粘液検査は，バラつきも多く主観に左右されやすい．頸管粘液を

定量的に評価することができれば，頸管因子の客観的な評価が可能になると考えられる．不妊における頸管因子の新しいマー

カーとして頸管粘液中の穎粒球エラスターゼ（GE）に着目した．　GEは鋭敏な炎症マーカーとして切迫早産に臨床応用され
ているが，不妊分野においても利用できないかと考え検討を行った．【方法】GEが不妊症検査に有用か調べるため，インフォー

ムドコンセントの後，正常月経周期をもつ45例におけるGE濃度の変化，ヒューナーテストとGEとの関連，クロミフェン
クエン酸塩（CC）投与24例でのGEの変化について検討を行った．頚管粘液採取時期は，卵胞期：月経直後，排卵期：排
卵前日又は当日，黄体期：排卵後7±2日とした．検体は頚管粘液を1mlのリン酸緩衝液中で撹絆後濾過し，それを三和化
学のGE定量試薬で測定した．検体は精液の影響を除くため，性交為が3日以内に行われたものは除外した．【結果】正常
月経周期でのGE値は，卵胞期0．71±O．57μg／ml，排卵期0．31±O．37pg／ml，黄体期1．29±121μg／mlで，排卵期でのGEは卵

胞期，黄体期に比べ顕著な低下を示した．ヒューナーテスト不良群では排卵期にGEが低下しない例が存在した．　CC投与
患者では卵胞期O．68±OA9μg／ml，排卵期O．55±O．36μg／ml，黄体期O．84±O．47μg／mlと排卵期GEの低下が抑制された．【結

論】エラスターゼの穎粒球のメディエーターは精子を傷害する可能性があり，排卵期のGEが低下することで頸管中の精子

の通過性を向上させることが考えられた．GE測定は不妊検査における頸管因子の新たな指標になる可能性が示唆された．

●

■

o－162　自然排卵周期における新試薬「iE2」の評価に関する検討

○瀬川　智也1’，寺元　章吉1），宮内　　修D，渡邉　芳明U，黒田　雅了12｝，篠原　一朝「s［，土山　哲史3），石川　博士O，

　柿沼　敏行V，生水真紀夫’）

　1噺橋夢クリニック，Li順天堂大学，3｝加藤レディスクリニック，4午葉大学

【目的】当院では，血中E2値の測定をTOSOH社のAIA－1800を用いて行っているが，測定キットを旧試薬「E2」よりモノクロー

ナル抗体である新試薬「iE2」に変更した．「iE2」の主な特徴としては，　El，　E3に対する交叉反応性の低減があげられる．今回，

自然排卵周期における新試薬「iE2」の評価に関して報告する．【方法】2011年10月から2013年5月の間に当院で説明と同意の

もとに自然周期による体外受精を行った患者2，585人（平均年齢39．1±39歳）を対象とした．方法は，LHサージ開始前の自然排

卵周期において，daylOからdayl2までに血中E2値（「E2」：n　＝　2，897，「iE2」：n　＝　3，012）を測定し，最大卵胞径が10mmから

20mmまでlmm間隔で群分けして，各々の卵胞径群において「E2」及び「iE2」の平均値を比較検討した．【成績】血中E2値（pg
／mL）は，最大卵胞径が10mmから14mmまでの群においては，10mm（103±39　vs．　58±34），11mm（108±38　vs．　71±39），12

mm（ll7±39　vs．　94±57），13mm（139±56　vs．100±53），14mm（162±62　vs．121±64）と，すべて「iE2」の方が有意に低かっ

た（p＜O．OOI）．一方，15mmから20mmまでの群においては，15mm（173±65　vs．162±86），16mm（198±68　vs．188±94），17

mm（226±66　vs．219±95），18mm（251±68　vs．244±89），19mm（261±73　vs．268±90），20mm（283±81　vs．281±104）と，

すべて「E2」「iE2」間に有意差を認めなかった．【結論】今回の結果により，自然排卵周期において卵胞径が小さい段階では，「E

2」と「iE2」の間に差が生じたため，血中エストロゲンの構成要素として，　E1やE3が多く含まれていることが示唆された．逆

に，卵胞径がある程度大きくなった場合は，血中エストロゲンのほとんどがE2で構成されているものと考えられた．このことか

ら，小卵胞におけるE2以外のエストロゲン（El，　E3）の存在が卵の未熟性や胚発生率の低下等に関連する可能性が推察された．

●

●
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●

O－163　子宮内膜ポリープの診断にはソノヒステロ3D超音波が有用である

○井上　統夫，北島　道夫，谷口　　憲，カーンカレク，杉田　豊隆，今村亜紗r－，増崎　英明

　長崎大学医学部産婦人科

●

●

【目的】子宮内膜ポリープは過多月経のみならず，不妊症や不育症の原因になり得る．超音波断層法やMRIによる診断が困
難であることも多く，診断にはソノヒステロ超音波（SHG）が有用であるが，ポリープの一部しか描出できず，全体像の把

握は困難である．そこで私どもは，ソノヒステロ3D超音波（3D－SHG）を用いて術前に子宮内膜ポリープの付着部位の推
定を試みたので，その有用性について報告する．【方法】平成22年8月から平成25年4月までの間に，子宮内膜ポリープ
の診断で手術を行った例のうち，術前にMRIおよび，説明し同意を得て3D－SHGを施行した14例を対象とした．3D－SHG
で得られた画像からポリープ付着部位を推定し，術中子宮鏡所見または摘材所見，および術前MRI所見と比較した．【成績】

12例に子宮鏡下切除（TCR），2例に腹腔鏡下膣式子宮全摘術（LAVH）が施行された．全例摘材により子宮内膜ポリープ
と診断された．術前のMRI検査では14例中8例で子宮腔内の腫瘤は指摘されなかったが，3D－SHGでは全例で腫瘤を指摘
できた．子宮内膜ポリープの付着部位の診断について，正診率は3D－SHGで85．7％，　MRIでは21、4％であり，3D－SHGが
MRIと比較して有意に高率であった．また3D－SHGによる痔痛や感染は認めなかった．【結論】MRIは子宮内膜ポリープの
診断には有用ではなかった．一方3D－SHGの所見は手術所見と一致しており，子宮内膜ポリープの術前病態を安全，簡便，
正確に把握するのに有用であると考えられた．

O－164　マウス脂肪組織由来間葉系幹細胞の局所注入による卵巣機能改善

○薮内　晶子，江副　賢二，村田　奈々，黒田　知子，青山　直樹，阿部　　崇，奥野　　隆小林　　保，加藤　　修，

　加藤　恵一

　加藤レディスクリニック

●

●

【目的】我々は，ラット脂肪組織由来間葉系幹細胞（A－MSCs）の卵巣への局所注入が，卵巣機能を改善させることを明らにした．本

実験では，異なる細胞濃度のA－MSCs及び成長因子のマウス卵巣への局所注入が卵巣機能に及ぼす影響について検討した．【方法】C

57BL／6J系雌マウス（6週齢）の腹腔内へCyclophosphamide（CTX）を200mg／kgの濃度で投与して卵巣機能不全モデルマウスを

作成した．マウスA－MSCsは，同系の雌マウス由来腹腔内脂肪組織より樹立した．　CTX投与より3日目のマウスの左卵巣（右卵巣：
非注入区）に，A－MSCs（5　x　104，5×IOs及び5×106／5μ1生理食塩水：生食），成長因子（VEGF（V）：8ng，　IGF1（1）：2．lng，　HGF

（H）：5．9ng及びV＋1，　V＋H，1＋H，　V＋1＋H／5μ1生食）及び生食（51il）を注入した．注入後8週目に各区マウスの両側卵巣を摘

出し，HE染色を行い，右卵巣（非注入区）に対する左卵巣（注入区）の卵胞数の比率を比較した．【結果】CTX投与マウスの卵巣

切片のlmm2当たりの卵胞数は5．45±（）．54であり，非CTX投与区（1L71±0．95）と比べて有意に低いことから，　CTX投与による影

響を確認した．A－MSCs注入区における右卵巣（非注入区）に対する左卵巣（注入区）の卵胞数の比率は，2．36±O．54（5×IOi区），1．93±

1．9（5×IOs区）及び196±0．30（5×106区）であり，生食注入区（1．39±O．33）と比較して高い傾向が見られ，特に5×104区で有意差

が見られた．各成長因子注入区の値は，生食注入区と同等であった（V：1．38±O．20，1：1．26±O．14，H：1．21±0．13，　V＋1：L12±0．12，

V＋H：1．27±O．09，1＋H：1．30±O．16，V＋H＋1：1．35±0．13）．【考察】以上の結果より，マウスA－MSCsの卵巣への局所注入による卵

巣機能改善効果が示された，本実験で用いた成長因子はA－MSCs培養上清に含まれるが，これら成長因子のみでは，卵巣機能改善に

不十分であると示唆された．A－MSCsによる卵巣機能改善効果の機序について解明する必要があり，現在実験を実施中である．

o－165　着床前期特異的新規遺伝子Kzpiを欠失させた胚性幹細胞（ES細胞）の機能解析

○上條慎太郎i），浜谷　敏生1），阿久津英憲2），小川　誠司’2），菅原　かな1・2），片岡　典子］），山田　満it　1），久慈　直昭i），

　吉村　泰典1）

　’慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，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】着床前期胚発生では，胚性ゲノムの活性化（ZGA）や雌雄ゲノムの脱メチル化などエピジェネティックな変化とともに，分化全

能性が獲得される．本研究で着目した新規遺伝子Kzpiはzinc　fingerをコードし，　ZGA初期から発現する胚性遺伝子であり，その発現

は，着床前期胚，胚性幹（ES）細胞，精巣に特異的である．　Kzpi欠損（KO）マウスを作製したところ，妊孕能は温存されていたが産

仔数が減少していた．本研究では，Kzpiの分子機能の解明を目的として，　KOマウスの胚盤胞より樹立したKO　ES細胞の解析を試みた．

【方法】まずKO　ES細胞にて多能性幹細胞の性質である未分化性，多分化能，自己複製能が保持されているかを評価した，次にKzpiが

転写因子として機能する点に着目し，マイクロアレイ解析を行ったところ，KO　ES細胞では複数のインプリンティング遺伝子が異常発

現を示した．インプリンティング遺伝子の発現制御には，父性・母性アレルでメチル化レベルの異なる領域（DMR）のメチル化の有無

が決定的な役割を果たすことが知られている．そこで，KO　ES細胞におけるDMRのメチル化レベルをCOBRA解析により検討した．

【結果】KO　ES細胞は，未分化性，多分化能性，自己複製能のいずれにおいても，野生型ES細胞と比較して目立った異常を認めなかっ

た，マイクロアレイ解析とリアルタイム定量PCRによる発現解析の結果，　KO　ES細胞では複数のインプリンティング遺伝子が異常発現

を示した．また，COBRA解析の結果，　Kzpi欠損ES細胞では既矢1｜のDMRの多くでメチル化レベルが低下していた．

【結論】DMRは雌雄の生殖細胞の形成過程においてメチル化され，着床前期にもそのメチル化パターンは維持され続ける．　KO　ES細胞

では本来維持されるべきDMRのメチル化が低下していたためにインプリンティング遺伝子の発現異常が惹起されたと考えられた．　Kzpi

は着床前期においてDMRのメチル化を保護する機構に寄与していることが示唆された．
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●

O－166　免疫不全動物を用いたラット／マウス異種異所発生による始原生殖細胞からの生殖
　　　　　　腺様組織誘導

○葉山　智工12），山ll智之1），加藤めぐみ1），三賓　　誠3｝，田村　千尋s），海野あゆみ1】，瓦井　麻美1），佐藤　秀征D，

　小林　俊es”b，平林　真澄引，中内　啓光U

　’1東京大学医科学研究所幹細胞治療分野，2横浜市立大学医学部産婦人科学教室，3生理学研究所行動代謝分子解析セン
　ター遺伝子改変動物作製室

■

　始原生殖細胞（Primordial　Germ　Cell：以下PGC）は胎児内における生殖腺の原基である生殖隆起のなかに認められる生殖

細胞の組織幹細胞である．PGCより卵原細胞と精原幹細胞が発生し配偶子が形成され次世代が作られるため古くより研究対象

とされてきた．しかしPGCは数が少なく細胞学的単離が困難であるうえ，胎児内で比較的短期間にダイナミックに遺伝学的，

エピジェネティックな変化と移動増殖，減数分裂を行うために未だその機序の多くが解明されていない．最近，多能性幹細
胞からの機能的PGC様細胞の誘導や，胎児性腺問質細胞との共移植系が報告され，近くこれらの技術が畜産業やヒトの不妊治

療に応用されるのが望まれる．しかしそのためには倫理面・安全性の点から異種・異所のPGC移植系が必須となる．我々の研

究ではマウス・ラットPGCと免疫不全ラット・マウスを用いてPGCと胎児性腺間質細胞の腎被膜ド共移植を異種で行った．
異種移植でも同種の場合と同様に性腺様組織は形成された．得られた性腺様組織に対しては免疫組織学的検討をおこなったと

ころ正常の性腺と類似性が確認された．精巣様組織から得られた円形精子細胞はフローサイトメトリにて半数体であったが遺

伝子発現はやや未熟な円形精子細胞であった，これに卵細胞質内注人（ROSI）で機能検討をおこなったs卵巣様組織から得ら

れたGV期の卵子細胞は卵巣由来のものとほぼ同じ遺伝子発現であった．マウス卵子様細胞はIVMを行った．ラットの卵巣様
組織は卵巣全摘出した免疫不全ラットに対する卵巣移植をおこない，性腺組織としての機能検討を行った．

●

0－167　3，3Liminodipropionitrile（IDPN）の生殖軸における毒性について

○高橋　則行li，樽見　　航］），浜田　直美1），伊藤　正則21，河村　和弘II，田中　　守P，鈴木　　直li，石塚　文平3｝

　11聖マリアンナ医科大学医学部産婦人科学教室，L）東京医科歯科大学教養部生物学教室，1｝聖マリアンナ医科大学医学部高

　度生殖医療技術開発講座

【目的】永続的な神経毒性を示す3，3Liminodipropionitrile（IDPN）は，ニューロンにおいてCDK5の活性化とその基質で

あるneurofilament　heavy　chain（NF－H）のリン酸化を伴う神経変性を誘導することが知られている．これまでに我々は，

卵巣の卵のみでNF－Hが発現し，成熟・閉鎖卵胞の卵でそのリン酸化が見られること，急性神経毒性濃度のIDPN投与によ
りNF－Hのリン酸化および卵変性が誘導されることを見出してきた．現在，低濃度IDPNの卵成熟誘導における有効性を検
討しているが，その前段階の研究として，視床下部・下垂体前葉・性腺軸（生殖軸）に対するIDPNの毒性スペクトラムを
明らかにすることを目的とした．【方法】成体Wistar－Imamichiラットに急性毒性濃度（1000　mg／kg体重）のIDPNを皮
下に単回投与し，その行動・ItlL液動態および1血中ホルモン量の推移を検討した．また，生殖軸の組織について免疫染色を含

む組織学的検討を行った．【成績】IDPN投与翌日に，神経毒性の指標であるヘマトクリット値の上昇・多尿・有棘赤血球な

どが一過性に見られた、その後，永続的な運動感覚神経障害を引き起こしたが，GnRHニューロンへの明らかな毒性は認め
られなかった．投与後4日目に一過性の血中テストステロン値の減少および発生後期の精子における細胞死の誘導を引き起
こしたが，8日目には回復した．中期毒性濃度（300mg／kg）の単回投与では，運動障害を含むすべての変化は見られなかっ
た．【結論】IDPNの急性毒性は，運動ニューロンに対して永続的であったが，　GnRHニューロンおよび下垂体前葉に対して

はほぼなく，性腺に対しては雌雄ともに一過性なものであった．この結果から，卵のIDPN処理後に胚を生体に戻す場合に
曝露されうるIDPN濃度では，個体の生殖軸にほとんど影響が出ないuf能性が示唆された．

●

●

O－1　68　マウスへのシクロフォスファミド投与が卵巣へ及ぼす長期的影響

○江副　賢二，村田　奈々，薮内　晶子，和田　恵子，奥野　　隆，小林　　保，加藤　　修，加藤　恵一
　加藤レディスクリニック

【目的】シクロフォスファミド（CTX）をマウスに投与すると，卵胞がアポトーシスにより減少し，卵巣機能が低下するこ

とが報告されている．しかしながら，CTXによる卵巣機能低下が長期的に継続するか否かは明らかとなっていない．本研
究では，卵胞数および毛細血管数を指標とし，CTXが卵巣機能に与える影響を長期的に観察した．【方法】（実験1）C57BL
／6雌マウスの腹腔内へCTX（0，200，400　mg／kg）を単回投与した．　CTX投与後3日目に卵巣を摘出後，切片を作製し，

卵巣lmm2面積当たりの卵胞数を算出し，　TUNEL染色により卵胞のアポトーシス率を算出した．さらに，血管内皮マー
カーであるCD34の免疫染色を行い，黄体l　mm2面積当たりのCD34陽性細胞をカウントした．（実験2）CTX（O，200，
400mg／kg）をマウスへ投与後8週問目に卵巣を摘出し，実験1と同様に卵胞数ならびに黄体内のCD34陽性細胞をカウン
トした．【結果】（実験1）CTX投与3日後の卵胞数はCTXの濃度依存的に減少した（コントロール16．7±1．7，200　mg／ml
7．0±O．5，400mg／kg　4．3±O．4）．　TUNEL染色の結果，　CTXを投与したマウスの卵巣では，アポトーシスを起こしている卵

胞が多く観察された．また黄体内のCD34陽性細胞数はCTX投与により有意に減少した（コントロール1607±112，200　mg
／ml　844±57，400　mg／kg　819±275）．（実験2）卵胞数はCTX投与直後に有意に減少し，8週後まで卵胞数の回復はみられ
なかった（コントロール11．0±O．2，200mg、　ml　3．8±0．8，400　mg／kg　02±0．1）．また黄体内のCD34陽性細胞は，　CTX投与

直後に減少し，投与後8週目においてもCD34陽性細胞数の回復はみられなかった（コントロール1760±93，200　mg／ml
741±38，400mg／kg　790±125）．【考察】マウスへのCTX投与により，卵胞及び黄体組織内の毛細血管はCTX濃度依存的
に減少し，投与後8週間は回復が見られなかったことから，CTXの卵巣へ対する長期的影響が示された．

●

●
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O－169　着床障害症例における末梢血NK細胞活性ならびにOK432免疫療法の有効性につ
　　　　　　いて

○福井　敬介，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美

　福井ウィメンズクリニック

【緒言】胚盤胞移植を反復して施行しても妊娠しない着床障害例が少なからず存在するが，その原因は十分に解明されてい

ない．最近，不育症の因子としてNK細胞活性の元進（高NK活性）が関与し，低容量の免疫賦活剤OK432がその治療に
有効であることが知られている．我々は高NK活性が着床障害の因子として関連しているかを検討するとともに，　OK432が

高NK活性ならびに着床改善に有用であるか検討を行った．【対象と方法】2009年1月から2012年12月までのART施行
例のうち，複数回のSBTあるいはDBTが不成功であり（ET回数7．0±4．0回），かつ40才未満の68例を対象とした（35．7±
3．7才）．NK細胞活性を51Cr遊離法（SRL社）にて測定．患者への説明同意の基で活性値44％以一ヒの高値を示し，かつ自己

抗体陰性の20例に対しOK432（O．2KE）を投与した．投与後の活性の推移とART妊娠成績について検討した．　cut　off値は
健常fertile女性（29～35才，　n＝13）の測定値±1．5SDを用いた．【結果】68例中24例（353％）が高活性を示した．5例

に低活性（7．4％）を認めた．OK432（O．2KE）を投与した20例中14例で妊娠が成立した（67％）．また投与後再検できた17

例中12例（70．5％）でNK活性が低下改善し，その9例（75％）が妊娠した．改善をみなかった5例は1例のみが妊娠した．
【考察】反復着床不成功中に高NK活性の症例が多く認められた．　OK432投与により70％の症例に活性値改善を認め，その

後の妊娠率も高率であった．以上から高NK活性を示す免疫環境は着床に不利に作用することが示唆された．内膜には末梢
血とはsubtypeの異・なるNI（細胞が多数存在するが，この細胞も含めた免疫機構へのOK432の作用機序の解明が必要と考
えられる．

O－170　G－CSF子宮内注入の治療効果と妊娠例の周産期結果の検討

○大島　隆史，大盛　愛美，大野ちなみ

　医療法人社団大島クリニック

【目的】着床期子宮内膜の脱落膜化細胞から血液細胞ファミリーに属さないGranulocyte－colony　stimulating　factor（G－CSF）

が産生され着床との関連を示唆する報告が散見される．今回子宮内膜7mm以Fの症例や反復不成功例に対して，　G－CSF子
宮内注入法の有用性について検討し，さらに周産期の結果についても検討した．【方法】2011年12月から2013年3月に凍

結胚移植周期にG－CSF子宮内注入に同意を得られた41症例胚移植56周期を対象に，妊娠例・非妊娠例について比較検討
を行った．G－CSF注入は凍結胚移植7～3日前に子宮内へG－CSF300μgを注入した．【成績】対象41例は，年齢35．8±O．63
歳（mean±S．E．），子宮内膜厚＆51±0．29mmであった．治療成績は妊娠20例で対移植周期妊娠率35．7％（20／56），継続妊

娠14例で継続妊娠率25．0％（14／56）であり，G－CSF投与以前の妊娠率1住5％と比較し有意な差を認めた（P＜OOI）．妊娠
例と非妊娠例の比較では，年齢35．0±IJO，36．3±O．76，子宮内膜厚（mm）＆33±053，＆58±O．36で差はなく，移植された
良好胚数に関して妊娠例O．4±0．11，非妊娠例O．81±0．12（P＜O．02），継続妊娠例0．29±O．13，非妊娠例O．81±O．12（P＜O．Ol）

で各々差を認めた．周産期の結果は9例出産5例が正常分娩4例が緊急帝王切開（妊娠高血圧症候群2名，絨毛羊膜炎1
名，早産前期破水1名）であった．児に有害事象は認められなかった．【結論】子宮内膜が薄い症例や反復不成功例に対し

G－CSF子宮内注入を行い妊娠率が上昇し，妊娠継続例が14例認められた．児に異常は認められなかったが，周産期結果に
ついては今後のさらなる検討が必要と考えられる．

O－171　当院における薄い子宮内膜症例の原因とその対策

○丸山　祥子1），梶邑　匠me］），水本久美子1］，菊田　恭子D，坂口　優子］1，嶋村　勝典1〕，高崎　彰久1），森岡　　均’1，

　濱崎　　正2），平松　伸子幻

　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】排卵前の薄い子宮内膜の原因とその頻度，および原因別の対策について検討した．【方法】当院臨床研究倫理審査委員会

の承認を得た上で，平成23年11月より平成25年5月までの間に当院不妊外来を受診した患者の内，患者に十分な説明を行い同

意の得られた480人を対象とした．クロミフェンクエン酸塩使用症例（クロミフェン群，n＝125），子宮腺筋症症例（腺筋症群，

n＝27），子宮内容掻爬術既往症例（D＆C群，n＝87），及び正常子宮を有する症例（正常群，　n＝241）の4群に分類し（重複例は

除外），それぞれの子宮内膜厚（EM）及び子宮放射状動脈血管抵抗値（RA－RI値）を測定した．【成績】480例中，104例が薄い

子宮内膜を認めた（21．7％）．薄い子宮内膜を認めた104例の内訳はクロミフェン群が49．3％と最も多く，次いでD＆C群（23．3％），

正常群（19．3％），腺筋症群（7．7％）の順であった．各群内において，薄い子宮内膜を認める頻度は，クロミフェン群で41．0％（51

／125），腺筋症群で29．6％（8／27），D＆C群で27．9％（24／87），正常群で＆5％（20／241）であり，すべての群で正常群より有意

に高かった．また，各群内の薄い子宮内膜を認める症例において，子宮内膜血流障害を認める割合は，クロミフェン群で11．1％，

腺筋症群で75．0％，D＆C群で15．4％，正常群で90．0％であり，腺筋症群および正常群で有意に高かった．過去に行った薄い子宮

内膜に対する治療の検討では，クロミフェンクエン酸塩による薄い子宮内膜に対するクロミフェンクエン酸塩早期投与法で90．5％

の改善率を認め，正常群の子宮内膜血流不全症例に対するクエン酸シルデナフィル膣錠投与による改善率は，92．0％であった．【結

論】以上より，薄い子宮内膜が改善しうる可能性があるのは，クロミフェン群の44．6％（49．3％xO905），正常群の1＆1％（19．3％

xO92）合計67．4％と推測された．腺筋症群およびD＆C群の治療に関しては今後の課題であると考えられた．
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●

O－172　着床前の子宮体部内膜の分化・増殖状態の変化は胚受容能を表し，その変化は上皮
　　　　　　のプロゲステロン受容体発現によって維持されている

○原口　広史P，廣田　　泰’・2），藤田　知子’】，江頭　真宏13），松本玲央奈1｝，松尾　光徳D，甲賀かをり1］，大須賀　穣D，

　藤井　知行O
　］）東京大学医学部産婦人科，L’）科学技術振興機構さきがけ，3東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻 ●

　子宮頸管妊娠は異所性妊娠において極めて稀なことから，子宮頸部には着床しにくい仕組みの存在が示唆される．マウスでは着床の場で

ある子宮体部の内膜で着床直前に細胞の分化・増殖の状態が劇的に変化すること（proliferation／differentiation　switch，　PDS），この際間質

の増殖が充進し上皮の増殖が停止することが知られている．本研究では着床直前の子宮内膜の分化・増殖状態の変化に着目し，胚受容能を

有する体部と持たない頸部の比較による子宮の胚受容能獲得機序を調べた．まず分化・増殖能の指標となるKi67の免疫染色により，着床

直前のマウス体部内膜で認められるPDSは頸部内膜では認められず，上皮増殖・間質非増殖の状態が維持されることが示された．イン

フォームドコンセントのもと得られたヒト検体でも同様に，着床期である分泌期中期の体部で認められるPDSが頸部ではみられないこと

がわかった．次にプロゲステロン（P）受容体（PR）拮抗剤RU486の野生型マウスへの投与およびP抵抗性マウスであるFKBP52欠損マ

ウス（FKKO）による検討から，　P－PRシグナル減弱は着床直前の体部のPDSを消失させ着床を障害させるが，頸部の分化・増殖状態には

影響しないことがわかった．またFKKOへのP補充により体部のみでPDSと着床能が回復した．さらに着床直前のマウス子宮のPR発現
が体部一ヒ皮に比べ頸部上皮で著明に低下しており，頸部で上皮性P応答遺伝r－　lhh，　Areg，　Hdc発現低下と上皮性エストロゲン応答遺伝子

LtL　C3の増加を認めた．一方，間質性P応答遺伝子HoxalOは体部と頸部で差がなかった．以上から，着床直前の子宮体部のPDSはP－PR

シグナルで調節され，子宮の胚受容能の指標になりうることが示された．子宮頸部では，PR発現の相対的な低下によってP－PRシグナル

が恒常的に低下し，PDSが消失し上皮増殖・間質非増殖の状態が維持され，胚受容能が得られず着床が成立しない可能性が示された，

●

O－173　リラキシンの妊娠初期絨毛外トロホブラストならびに子宮筋での役割の検討

○中林　幸士，出口　雅士，森田　宏紀，牧原　夏子，篠崎奈々絵，宮原　義也，蝦名　康彦，山田　秀人
　神戸大学医学部産科婦人科

　リラキシンは，1926年Hisaw　FLらによって妊娠中の豚より発見され，妊娠中の恥骨結合を緩める作用があると報告され

た分子量約6，000のペプチドホルモンであるNマウスでの生理作用として，妊娠末期の子宮頸部の開大，分娩前の恥骨結合

を緩め軟産道を軟らかくする作用，子宮・乳頭の発達，心血管系の制御などが報告されており，妊娠維持・分娩に重要なホ

ルモンであると考えられている．一方，ヒトリラキシンは黄体より血中に分泌され，LH　surge後9～10日目より上昇を認
め，hCGと同様に妊娠10週で最大の血中濃度を示した後は，妊娠経過とともに妊娠24週に向けて緩やかに低下，妊娠36
週に向けて再上昇する．ヒトリラキシンは，主な産生臓器である黄体以外に，胎盤脱落膜細胞で発現し，排卵から妊娠
分娩の生殖過程全般に関与することが推察されてきた．2002年リラキシン受容体（LGR7）が発見され，ヒト胎盤・子宮筋
でのmRNA発現が確認された．今回我々は，妊娠中のリラキシンーリラキシン受容体の役割，特に未解明な部分の多い妊娠
初期絨毛外トロボブラスト（extravillous　trophoblast：EVT），子宮筋での役割を検討した．当院倫理委員会の承認のもとイ

ンフォームド・コンセントをとり検討した．EVTならびに子宮筋においてリラキシン受容体が発現していることを免疫染
色で確認した．リラキシンのEVTならびに子宮筋での増殖能に及ぼす影響を解析した，リラキシンは，　EVTではcaspase－

3，cleaved－PARP発現を低下させ，　Bc12発現を増加させて，アポトーシスを抑制することが明らかとなった．一方，リラ
キシンは子宮筋細胞の増殖能には影響を及ぼさないことが明らかとなった．さらに，EVTに対してリラキシンは，　MMP－2，－

3，－9mRNA発現を促進しTIMP－1　mRNA発現を抑制することで，リラキシンがEVTの浸潤に寄与する可能性が示唆さ
れた．本研究により，リラキシンは，妊娠初期の胎盤形成に役割を有していることが示唆された．

■

●

O－174　反復着床不全および増殖期・単回・局所子宮内膜損傷直後の妊娠における周産期合
　　　　　　併症の発症頻度

○北宅弘太郎，多田佳宏，田口早桐，船曳美也子，林　輝美，岩木有里，天野奈美子，小畠美智子，中村嘉孝
　医療法人オーク会

【目的】形態良好胚移植を繰り返しても妊娠が成立しない反復着床不全（repeated　implantation　failure，　RIF）の女性がそ

の後に妊娠した場合，どのような周産期経過を辿るのか報告は少ない．またRIFに対する有効性が明らかになってきた移植
前周期の局所子宮内膜損傷（local　endometrial　inj　ury，　LEI）についても同様で，子宮内膜への介入による，胚着床形態，

妊娠・分娩経過への影響が懸念される．今回，RIF患者がその後のART治療により妊娠した際の，周産期合併症の発症頻
度について検討した．【方法】当院でのART妊娠記録と分娩施設からの報告，照会，同意の得られた患者へのアンケート調
査に基づき解析した．【成績】RIF患者で，その後治療を継続した171人中92人（53．8％）は増殖期中の一単回LEI（Hayashi
Tet　aL，　Clin　Exp　Obstet　Gynecol，　in　press）を受け，次周期の胚移植を選択した．31人（34．4％）に臨床妊娠が成立し，24

人（77．4％）が12週を超えて継続妊娠し，全例生産となった．早産，産科出血がそれぞれ2人，前置胎盤i，胎児成長不全，

輸1血施行が1人に認められたs残る79人は引き続き次周期の胚移植に臨み，11人（13．9％）に臨床妊娠が成立し，8人（72．7％）

が継続妊娠し，全例生産となった．早産，前期破水，胎児成長不全，産科出血，輸血施行がそれぞれ1人に認められた．胚

移植初回で妊娠が成立した群も含めた三群間の検定では，産科合併症発症頻度は同等（p＞O．31）であった．【結論】RIF後

の妊娠において周産期合併症リスクの増加は認めなかった．LEI施行直後の妊娠についても同様の結果で，増殖期・単回LEI
は安全な医学的介入であることが示唆された．

■

●
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●

O－175　日本IVF学会による「ARTにおけるホルモン補充に関するアンケート調査」の結
　　　　　　果

○東口　篤司い，森本　義晴L’｝

　t’KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2）医療法人三慧会IVFなんばクリニック

●

●

［目的］ARTにおけるホルモン補充には，どんな薬剤をいつまで使用すべきかを検討するため，日本IVF学会は国内で使われ

ている薬剤の現状を調査した．［方法］全国のART登録施設568施設に「ARTにおいて，どんな薬剤をいつまで使用するか」
についてアンケート調査をおこなった．［成績］212施設から回答が得られた．凍結胚移植における卵胞ホルモンはエストラー
ナなどの貼付剤（169施設）プレマリンなどのConjugated　estrogen（81方竈設）ジュリナなどのmicronized　estradiol（78施設）

が多数を占めた．黄体ホルモンはプロゲホルモンなどのProgesterone筋注（107施設）デュファストンなどのDydrogesterone
（103施設）プロゲデポーなどのHydroxyprogesterone　caproate（96施設）が多かった、プラノバールなどのピルは29施設（14％）

で使われていた．新鮮胚移植では113施設（53％）が採卵後に卵胞ホルモンを使用していた．新鮮胚移植における卵胞ホルモ
ンはエストラーナなどの貼付剤（70施設）プレマリンなどのConjugated　estrogen（26施設）ジュリナなどのmicronized　estra－

diol（26施設）が多数を占めた．黄体ホルモンはデュファストンなどのDydrogesterone（98施設）プロゲホルモンなどのPro－

gesterone筋注（94施設）プロゲデポーなどのHydroxyprogesterone　caproate（93施設）が多かった．プラノバールなどのピ

ルは32施設（15％）で使われていた．いつまで使用するかという質問には，卵胞・黄体ホルモンとも妊娠8週まで使用すると

いう回答と妊娠が判明した時点で止めるという回答が多くを占めた．［結論］現在まで全国ART登録施設におけるホルモン補
充のための薬剤選択についての詳しい調査はなかったが，今回の調査でおおまかな傾向が判明した．世界的な標準とは薬剤の

選択においてかなりの差が認められ，今後どんな薬剤を選択すべきかを考える際の参考となった．

O－176　タイムラプスインキュベーター導入後6年間の周産期を含む治療成績

○矢野　有貴’），甲木　　聡D，矢吹　淳司’｝，北見　和久1），池田　芳紀1），伴野　千尋1），山口　恭平1），吉田　光紗1），

　廣渡　芙紀2），寺西　佳枝D，松川　　哲’｝，小林　浩治1〕，皆元　裕子z），高柳　武志2J，鈴木　範子2），安藤　寿夫z）

　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

●

●

【目的】タイムラプスシネマトグラフィー（TLC）を超多サンプルに対して培養器内で行うタイムラプスインキュベーター

（TLI）は，安定した環境で胚培養を行い動画による新規の胚評価が可能な生殖補助医療（ART）の新しいシステムである．

当院では世界に先駆けてTLIを全治療周期に導入し，規定単胚移植を6年間実施してきた．周産期治療成績も含め報告する，

【対象と方法】施設内倫理委員会の承認と説明同意によりTLIを実施した2007年からの治療概要は，以下の通り：（1）本学

会ならびに日本産科婦人科学会の会告等の遵守，（2）採卵周期プロトコールの個別化，（3）全正常受精卵に対してTLCを

実施して胚評価，（4）第1胚分割異常胚を不良胚と定義，（5）新鮮胚移植では卵管因子や難治症例を除き分割期胚移植を原
則，（6）診療圏患者のみを対象として当院で周産期母児管理【成績】全1，525採卵周期の全8，874正常受精卵に対してTLC
を実施した．第1胚分割を観察した6，059胚のうち，Crumble＆Twistと命名した異常分割を1，462（24．1％）に認めた．2，061

胚が移植され，455周期（22．1％）で臨床妊娠となった．281分娩（13．6％）において285児が出産となり，MD3例とMMl
例の二胎が含まれた．MD双胎1例が23週に双胎間輸血症候群で2児とも子宮内胎児死亡（IUFD）となった．単胎1例が
26週でIUFDとなり胎盤梗塞の病理所見を認めた．また，先天性小腸閉塞が1例あり新生児期の手術にて治癒した．【考察】

TLIシステムは動画により患者理解が得やすく，単胚移植の推進による多胎の減少に貢献できた．今後，　TLCにより評価し

た不良胚の移植を取りやめれば移植あたりの成績向上が期待できるものの，TLIシステムがART全体の顕著な成績向上を
もたらす可能性は低いと推察された．

O－177　凍結融解胚移植における胚発育速度の違いによる出生児への影響…

○小林はつ美1），藤村　佳子D，大場奈穂子D，天田　千尋U，猪野友香里1），松岡　典子1），大谷香央里1），名取　友来D，

　政井　哲兵D，堀川　　隆1＞，佐藤　雄一，荒木　泰行2｝

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

●

◆

【目的】ヒト体外受精・胚培養においては，一般的に胚発育速度の速い胚が良好胚とされている．また胚の発育速度は，男

性の方が女性よりも速い傾向にあるとの報告もされている．そこで，当院で実施した凍結融解胚移植において，胚の発育速

度が出生児に与える影響について検討した．【方法】2008年1月～2012年12月までに当院で凍結融解胚移植を実施し，イ

ンフォームドコンセントの得られた1772症例のうち，採卵周期のDay5に150μm以上の胚盤胞に発育して凍結し，融解胚
移植を行った737症例（うち出生児190例）をD5群，採卵周期のDay6に150μm以上の胚盤胞に発育して凍結し，融解胚
移植を行った593症例（うち出生児63例）をD6群とした．各群の出生児の性比と出生体重，分娩様式（正常経膣分娩，帝
王切開，鉗子吸引分娩），妊娠率，流産率について，2013年4月までに回収した出生報告を基に後方視的に比較検討を行っ

た．【結果】D5群とD6群で，患者年齢，移植した胚のグレード差等の背景に差は認められなかった．出生児の性比は1：1
（D5群で女児95例，男児95例），　D6群で1：0．8（女児34例，男児27例）であった．平均出生体重はD5群3046g，　D6群
3030gで，有意な差は認められなかった．正常経膣分娩はD5群45％（86／190），　D6群33％（21／63），帝王切開はD5群38％
（72／190），D6群46％（29／63），鉗子吸引分娩はD5群17％（32／190），　D6群21％（13／63）となり，有意な差は認められ

なかった．妊娠率はD5群39％，　D6群20％でD5群が有意に高くなり，流産率はD5群14％，　D6群24％でD5群が有意
に低くなった（P＜O．05）．【結論】今回の検討では，胚の発育速度と出生児の性比や体重差の関連性は低いことと，発育速度

の速い胚を移植する方が妊娠を継続できる可能性が高いことが示唆された．

●
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O－178　体外受精により出生した児のアンケートによる1歳半までの予後調査

○尾形　龍哉い，幸池明希子1），今田　絢子t〕，水野　里志1），片岡　信彦1］，古武　由美1），藤岡　聡子D，森　　梨沙1’，

　井田　　守IL福田　愛作V，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】近年，生殖補助医療（ART）による出生児の増加に伴い，その児への影響に関する調査の必要性が指摘され，様々

な視点や規模での解析が行われている．当院でも，ARTによる出生児について独自に継続的調査を行っており，今回1歳
半までの身体発育調査について報告する．【対象・方法】2009年1月から2010年5月の間に新鮮胚移植及び凍結融解胚移植

を施行し，473児が出生している．出生時アンケートで今後の発育調査に協力すると回答が得られた198児（新鮮胚移植85
児，凍結融解胚移植113児）を対象とし，身体発育について解析を行った．【結果】出生時及び1歳半における凍結融解胚
移植児（FET児）は，新鮮胚移植児（ET児）に比して有意に体重が重く（3155．7±406．3　g　v．s．2973．0±298．4　g，10．7±12

kgv．s．10．2±1．Okg），身長も同様（49．3±2．2cm　vs4＆5±1．7cm，81．0±3．1　cmvs79．7±2．4　cm）であった．また，出生直

後には先天異常を指摘されなかった児でも，発達過程において，新鮮胚移植で4児（心室中隔欠損症，先天性股関節脱臼，

内足及び足首関節異常，脳室内嚢胞），凍結融解胚移植で4児（鼠径ヘルニア及び膀ヘルニア，鼠径ヘルニア，停留睾丸及
び膀ヘルニア，舌小帯短縮症）に先天異常が判明した．新鮮胚移植及び凍結融解胚移植の先天異常率は，出生時2．4％（2／85）

と44％（5／113），1歳半7．1％（6／85）と8．0％（9／113）であった．【考察】凍結融解胚移植児の体重と身長は出生時および

1歳半において新鮮胚移植児を有意に上回った．出生後の先天異常率は一般に1歳で2～3倍に増加するといわれており，今
回もその範囲内にあった．発達過程において新たに8児の先天異常が判明したことから，追跡調査の必要性が示唆された．

●

O－179　当院におけるLow　Grade胚の移植による出生児の所見に関する検討

○永澤　千佳u，宮田　広敏v，木下裕巳子］），長谷川真実D，西

　］）西ウイミンズクリニック，2）鈴木レディスホスピタル

修U，鈴木　康夫L’）

［目的］ARTを行ってもLow　Grade胚しか得られない症例を経験する事がある．そのような胚を移植した場合に出生児に
問題は起こらないのかという疑問が生じる．患者からは，たとえLow　Grade胚でも移植して欲しいという要望も少なくな
い．そこで今回，当院におけるLow　Grade胚の移植によって妊娠出産に至った症例の出生児の所見を後方視的に検討した．

［方法］2009年1月から2012年7月の間にインフォームドコンセントの上，当院でARTを行い培養3日目に胚移植を行っ
た症例のうち，Low　Grade胚を1個移植し妊娠出産に至った37症例を対象とした．媒精もしくはICSI後72時間で割球数
6以下あるいはVeeck分類でGrade3以上のいずれかに当てはまる場合をLow　Grade胚とし在胎週数出生体重，奇形の有
無について検討した．［結果］Low　Grade胚の単一胚移植で出産に至った症例は，新鮮胚移植が9周期，凍結融解胚移植は

28周期であった．新鮮胚移植における分娩時の母体平均年齢は36．7歳，平均在胎週数は39週3日，平均出生児体重は2989．7
g，妊娠率は11．9％，流産率は55．0％であった．凍結融解胚移植における分娩時の母体平均年齢は34．4歳，平均在胎週数は

39週1日，出生児体重は3167．4g，妊娠率は22．4％，流産率は40．4％であった．いずれの場合にも出生児に奇形等の異常は
見られなかった．［考察］やはりLow　Grade胚を移植した場合妊娠率は低く，妊娠に至っても流産率は高かった．しかし出

産に至った場合全ての症例において児に異常は見られなかった．このことから，初期胚の形態学的な指標は妊娠率・流産率

を良く示しているが，それが全てではなく，見かけ上Low　Grade胚と判断した場合でも出産に至った場合，正常な児を得
られる可能性が高いことがわかった．当院ではLow　Grade胚しか得らなかった場合，患者に十分なインフォームドコンセ
ントの上で，今回得られた結果を参考にして移植を行うかどうかの判断をしていきたい．

O－180　凍結融解胚移植妊娠における黄体ホルモンの値による予後の検討

○小川　達之，笠井　　剛，大木　麻喜，F地　彩乃，原1－1セリーナ，平田　修司

　山梨大学医学部

【目的】当院ではホルモン補充周期での凍結融解胚移植における血清プロゲステロン（P、）値を測定し，その値によって黄

体ホルモンを追加投与している．今回はP，値による妊娠予後を後方視的に検討した．【対象と方法】2011年1月から2012

年12月までに当科においてホルモン補充周期で凍結融解胚移植を施行した434周期のうち，正所性妊娠を確認した136周
期を対象とした．ホルモン補充療法はエストラジオール貼付剤を漸増投与し，投与15日目（切替［Dからプロゲステロン
膣坐薬600mg／dayを併用した．切替日より5日目に凍結融解胚移植を施行した．胚移植日には1血清エストラジオール（Ez）
値，P、値を測定し，胚移植10日後（判定日）にはEe値P、値，　hCG値を測定した．それぞれのP、＜10　ng／mlの場合，ま

たはP｛が低下傾向の場合にはプロゲステロン注射薬50mgを適宜筋注することで，黄体ホルモンの追加投与とした．まず，

妊娠継続例と妊娠初期流産例において，胚移植llと判定日のP1値，　hCG値と妊娠継続率との関連について検討した．さら
に，P，≧10　ng／mlをhigh，　P，＜10　ng／mlをlowとし，　HH（胚移植日high一判定日high）群，　HL（胚移植日high一判定日low）

群，LH（胚移植日low一判定日high）群，　LL（胚移植日low一判定口low）群の4群に分類し，有意な相違がないか検討し
た．【成績】胚移植日Pi値と妊娠継続率との間に有意な関連性を認めなかったが，判定日P｜≧10　ng／mlの場合とhCG≧200
1U．・／1の場合に妊娠継続率が有意に高いことがわかった．判定日P，値とhCG値との間に有意な関連性は認めなかった．また，

各群の妊娠継続率は，HH群が74．6％（44／59），　HL群が52．6％（10’19），　LH群が81．5％（22／27），　LL群が64．5％（20／31）

で，HL群とLH群との間に有意差を認めた．【結論】胚移植日P，値を受けて黄体ホルモンの追加投与を十分に行い，判定日
P，値を上昇させることで妊娠継続率が向上するll∫能性が示唆された．
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●

O－181　ART妊娠例における血中β一HCG値とその上昇率は妊娠予後推測の指標となり得
　　　　　　るか

●

●

○川崎　裕美，末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，松下富上代，山口　弓穂，伊藤　正信，松田　和洋
　松田ウイメンズクリニック

【目的】当院では胚移植後の妊娠判定に血中β一HCGを用いており，陽性の場合2日もしくは3日後に再検し，その後の推移（上昇率）を見

ている，今回，初回の血中β一HCG測定値，およびその推移が妊娠予後とどのように関連しているか検討した，

【対象と方法】＜検討1＞2006年1月～2012年12月の期間，採卵後14日目に測定し，陽性であった新鮮胚移植（新鮮ET）442周期と凍結

胚盤胞融解胚移植（融解ET）後9日目に測定し，陽性であった471周期を対象とし，妊娠継続（継続），稽留流産（稽留），　IUFD，化学的

妊娠（化学）の4つに分類し初回測定値との関連を検討した．

＜検討2＞初回測定から2日後に再検した新鮮ET201周期，融解ET150周期を対象に検討1同様4つに分類し上昇率を検討した．
【結果】＜検討1＞新鮮ETでの平均値（mIU／ml）は，継続176．9（294／442），稽留95．9（43／442），　IUFD141．4（36／442），化学36．3（69／442）

と妊娠継続が他の区より有意に高かった（P＜O．05）．融解ETでは，継続185．6（314／471），稽留109．6（46／471），　IUFD186．1（22／471），

化学40、5（89／471）と継続一・IUFD間以外で有意差が見られた（P＜005）．

＜検討2＞新鮮ETでの上昇率（倍）は継tW　2．6（136／201），稽留2．2（18／201），　IUFD3．0（16／201），化学1．1（31／201），融解ETでは継続

2．7（105／150），稽留2．6（19／150），IUFD3．1（5／150）t化学1．1（21／150）となり新鮮ET，融解ETともに化学的妊娠が他の区より有意に

低かった（P＜O，05）．

【考察】初回の血中β一HCG測定値は妊娠予後を推測する一つの目安となり，初回測定値が低いと妊娠継続は厳しくなり，稽留流産や化学的

妊娠の可能性が高くなると考えられる．また，2目後の上昇率においては臨床妊娠か化学的妊娠かの判断材料となり得ることが示唆された．

O－182　生殖補助医療（ART）における一卵性双胎発生因子の検討

○向井　直子D，有地あかね1），村松　裕崇12），諏訪　友美D，門前　志歩D，大村　直輝P，小峰　祝敏’）r大原　基弘’），

　清水　康史1，依光　　毅｝，河村　寿宏D

　1）田園都市レディースクリニック，2）北里大学大学院獣医系研究科

●

●

【目的】ARTでは自然妊娠に比し，一卵性双胎の発生頻度が上昇することが知られている．一卵性双胎では早産や低出生体

重児等の増加に加え，TTTS等のリスクも上昇する．そのため，今回我々はARTにおける一卵性多胎発生因子について後
方視的に検討した．【方法】2008年1月～2012年12月に，当院において単一胚移植により臨床妊娠となった3150症例（新
鮮胚移植：701症例，凍結融解胚移植：2449症例）を対象とし，新鮮胚移植，凍結融解胚移植における一卵性双胎発生率の
検討，およびそれぞれの分割期胚（CL）と胚盤胞（BL），　IVFとICSIにおける一卵性双胎発生率の検討を行った．凍結融
解胚移植は原則的に全症例AHを実施した．【結果】一卵性双胎発生率は新鮮胚移植において1．43％（10／701）で，双胎の

全症例が一絨毛膜二羊膜（MD）であった．凍結融解胚移植においては1．43％（35／2449）で，26症例がMD，6症例が二絨

毛膜二羊膜（DD），2症例が一絨毛膜一羊膜（MM），1症例が一卵性品胎であった．また，新鮮胚移植においてCL　1．21％
（4／330）vs　BL　1．62％（6／371），　IVF　1．85％（6／325）vs　ICSI　1．06％（4／376），それぞれ2群間に有意な差はなかった．凍

結融解胚移植においてはCL　O％（0／25）vs　BL　1．44％（35／2424），　IVF　1．19％（17／1424）vs　ICSI　1．76％（18／1025），それ

ぞれ2群間に有意な差はなかった．【結論】分割期胚と胚盤胞，IVFとICSI，それぞれの一卵性双胎発生率に有意差はなく，

今回の検討項目と発生要因との関連性は明らかではなかった．しかし，ARTが何らかの影響を及ぼしている可能性が高く，
その要因をさらに検討していく必要がある．

O－183　凍結融解胚盤胞移植により得られた児の男女比と出生時体重の検討

○久保　敏子，橋田菜保子，菅　　愛佳，大橋いく子，村上　亜紀，白石　美穂，景浦　瑠美，古谷　公一，矢野知恵子，

　矢野　浩史

　医療法人矢野産婦人科

●

●

【目的】ARTは白然妊娠に比べて，得られた児の男女比や出生時体重に影響を与えているという報告が多い．当院における

凍結融解胚盤胞移植により出生した児の性比と体重を検討した．【方法】2011年1月以降の約2年間に自然妊娠あるいは凍

結融解胚盤胞移植による出生児をA群あるいはB群，2010年12月以前の新鮮胚移植による出生児をC群（分割期胚児を
C－1群，胚盤胞児をC－2群）とした．性比は各群の男児率を，体重は正産期（37－41週）で出生した単胎児について比較検
討した．【結果】男児率はA群：50．8％（159／313），B群：63．4％（59／93），　C群：54．4％（328／603），　C－1群：53．1％（270

／508），C－2群：57．4％（39／68）と，男児率はA群に比べてB群において有意に高く（p＜O．05），　C群（特にC－2群）にお

いても高い傾向にあった．平均出生時体重はA群：3088．8g（n＝310），　B群：3073．lg（n＝70），　C群：2983．4g（n－337），

C－1群：3002．2g（n＝278），　C－2群：2896．5g（n＝46）であり，　A，　B群に比べてC群で減少した（p＜O．05）．【結論】自然

妊娠に比べて胚盤胞移植（凍結融解および新鮮胚）における男児率が高くなった．出生時体重は凍結融解胚盤胞による児で
は自然妊娠と同様であったが，新鮮胚移植による児で低下した．ARTは何らかの影響を出生児に及ぼしていると思われ，
今後は大規模に検討する必要がある．

●
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●

O－184　胚盤胞移植が出生時性比に与える影響についての検討一単一胚移植における形態評
　　　　　　価を基に一

○羽原俊宏，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】男性の胚は女性の胚よりも早く発育することから，胚盤胞まで培養して胚選択をおこなった場合に性比は男児に傾

くとの報告があるが，その関連性を否定する報告もあり，一定の見解は得られていない．一方，良好な胚盤胞を選択するに

あたっては発育速度以外にも，胞胚腔の拡大（expansion），栄養胚葉（ICM），内細胞塊（TE）の3つの形態的評価がパラ

メータとして使用されているが，性比との関連は明らかにされていない．そこで，胚盤胞形態と出生時性比との関連性につ
いて後方視的に検討を行った．【方法】2007年より2011年の間に単一一胚移植後に生児を獲得した978症例（分割胚移植318

例，胚盤胞移植660例）を対象とした．出生時性比（男性／女性）について1）胚盤胞移植と分割胚移植，2）良好胚盤胞と
非良好胚盤胞の比較をchi－square　testにより検定した．次に3）expansion，　ICM，　TEの3つの胚盤胞形態評価が性比に
与える影i響をロジスティック回帰分析により検討した．【成績】胚盤胞移植と分割胚移植の性比は1．22（363／297）vs．0．86（147

／171），（odds　ratio：OR）142，　P＝0010，［95％confidenclal　interval（CI）：O．042－O．310］と胚盤胞移植で男児が多かった．

さらに胚盤胞に限定した検討において，良好胚は非良好胚と比較して1．30（323／249）vs．O．83（40／48），　OR：156，　P＝O．054，

［95％CI：－O．004－O．449］と男児が多い傾向を認めた．またロジスティック回帰分析の結果，形態評価のパラメータの中でTE

gradeのみが有意に性比に寄与していた（P　＝　O．Ol1）．【結論】今回の結果から胚盤i胞移植特にTEグレードによる移植胚

の選択は，出生児性比に影響する可能性があることが示唆された．

●

O－185　ART後前置胎盤症例の周産期予後と着床部位に関する検討

○滝戸なほみ1’，津村　志穂1），熊田　絵里2），中川　潤子V，宮内　彰人1），安藤　一道D

　l）日本赤十字社医療センター，2）川口市立医療センター

【目的】ART後妊娠例では前置胎盤の頻度が有意に高率である．そこで単胎前置胎盤症例について，妊娠成立過程により周

産期予後と着床部位が異なるのか否かを検討した．【方法】2000年1月から2012年12月までに妊娠22週以降に分娩した316
例の単胎前置胎盤症例について，妊娠成立機序別に自然妊娠群，non－ART群（排卵誘発・AIH），　ART群（IVF／ICSI）に
分類し，前置胎盤のタイプおよび胎盤付着部位を後方視的に調査した．【成績】自然妊娠群（nニ219）・non－ART群（n＝33）・

ART群（n＝64）の母体年齢（中央値）は35歳・36歳・38歳とART群で有意（p＜O．OOI）に高年齢であった．一方3群
の母体搬送頻度は27％・24％・6％とART群で有意（p＝0．002）に低率で，3群の分娩週数（最小値一最大値）は37（23－41）

週・37（28－39）週・37（28－40）週と自然妊娠群で有意（p＜O．043）に早期であった，総出血量は1，175g・1200g・1，000g，

出生児体重は2，595g・2，528g・2，754g，　NICU入院頻度は31％・24％・31％と有意差を認めなかった．前置胎盤を全・部分・

辺縁・低置および癒着前置胎盤に分類すると，ART群では各々33例・1例・25例・4例・1例で，その分布はrl然妊娠群，
non－ART群と差を認めなかった．また前置胎盤の付着部位を前壁・中央・後壁に分類すると，後壁付着の頻度は3群とも
76％と同率であった．【結論】ART後前置胎盤症例は高年齢であるが，妊娠早期の周産期専門病院への紹介により自然妊娠

例と周産期予後は同等あった，またART後前置胎盤症例の着床部位も自然妊娠群と同様であった．

●

●

O－186　当院における年齢別ART成績による公費助成制限に対する検討

○橋田菜保子，久保　敏子，菅　　愛佳，大橋いく子，白石　美穂，村上　亜紀，景浦　瑠美，占谷　公一，矢野知恵子，

　矢野　浩史

　矢野産婦人科IVFセンター

【目的】特定不妊治療に対する公費助成の年齢制限が提言されている．ARTの臨床成績を年齢別に検討した．【方法】2011

年1月から約2年間に採卵（310症例，543周期）および胚移植（231症例，373周期）を行った症例を対象とした．採卵時
年齢を5群に分けた．A群：23－29才，　B群：30－34才，　C群：35－39才，　D群：40－42才，　E群：43－47才．卵巣刺激は症

例に応じてクロミフェン，FSH，　HMG，　GnRH　agonist，　antagonistを使用した．　IVFあるいはICSIにより形成した胚盤胞
を凍結保存し，ホルモン補充周期で融解胚移植した．【結果】A，B，　C，　D，　E群における採卵周期あたりの正常受精率（％）：

67．9（127／187），74．5（528／709），74、4（767／1031），72．5（263／363），70．2（33／47），不良受精率（％）：7．5（14／187），7．6

（54／709），8．6（89／1031），11．3（41／363），12．8（6／47），胚盤胞発生率（％）：42．2（79／187），37．1（263／709），293（352／1031），

25．9（94／363），19．1（9／47）．移植周期あたり臨床的妊娠率（％）：26．7（8／30），42．9（51／119），39．3（68／173），33．3（15／45），

O．O（0／6），流産率（％）：0（0／8），13．7（7／51），20．6（14／68），13．3（2／15），　O．O（0／0）．【考察】E群（43歳以上）の臨床

成績はA，B，　C群（23－39歳）に比べて，有意に不良であった（p〈O．OOI～0．05）．　D群（40－42歳）も不良となる傾向にあっ

たが，臨床的妊娠率の低下は有意では無かった．【結論】年齢制限は43歳とすることが妥当と思われた．

●

●
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O－187　　An　a　Research　view　of　Air　Quality　in　IVF　laboratories－Negative　effect　of　non－

　　　　　　perfect　air　on　Embryo　survival＆development

OS，　Sasikumar，　D．　Dakshayani

　Nova　IVI　fertility　centre，　RA．Puram，　Chennai，　Tamilnadu，　India

Growing　embryos　can　be　very　frustrating，　Sometimes　we　just　can’t　find　any　logical　explanation　why　rates　of　success　are　dropping、　Embryos　are　extremely　sensitiv巳A

deep　concern　should　be　involved　when　they　are　exposed　to　lab　environment　VOC－is　responsible　for　lack　of　success　during　the　first　years　of　any　lab　life，℃ff－gas”process

along　with　a　proper　ventilation　pattern　could　dramatically　reduce　the　negative　effects　of　VOC　on　embryo　surviva1．　Ultra　Violet　Radiation：fluorescent　lamps，　the　microscope

larnp，　sun　light　are　alピcontaminated”with　UV　light　spectrum，　UV　is　an　excellent　disinfectanL　but　we　do　not　want　to　disinfect　our　embryos＿Replacing　the　lamps　with　truly

“UV　free”lamps　can　solve　this　problem．　CO2　quality：compressed　gases　contain　danger皿s　levels　of　organic（VOC）contamination，　Use　of　pre－filtered　CO2　VOC　free，　is　es－

sential，　Magnetic　nux：Is　probably　responsible　for　many　failures　in　the“In　vitro　fertilizatioゴproces＆Modern　equipment　contains　heavy　electronic　circuits．　Electronic　heaト

ers　and　fans　increase　dramatically　the　magnetic　flux　in　incubators　and　on　laminar　work　stations，　Studies　showed　that　embryos　in　their　first　24　hours　are　most　sensitive　to

magnetic　radiation　from　heated　work　surfaces　and　incubator＆The　DNA　might　be　damaged　at　as　low　as　Ol　A／M　magnetic　field，　while　the　magnetic　flux　inside　incubators

reaches　levels　as　strong　as　lO　A／M　Until　manufacturers　will　be　more　aware　of　that　problem　you　can　use　a“Safety　Box”that　stops　the　magnetic　flux　and　gives　embryos　a

better　chance　to　live，　Bio－Safe　shields　embryos　against　the　strong　magnetic　f加x　found　in　most　IVF　equipment，　A　nlajor　source　of　disease　and　contamination　in　hospitals　and

clinics　lays　in　the　air－conditioning　systems　and　in　the　quality　of　air，　Sore　throat，　red　eyes，　headaches，“lack　of　air　syndrome”acquired　diseases，　are　all　part　of　the　same　prob・

lem．　Airborne　concentrations　of　microbes　and　nano　particles　pose　a　hazard　both　to　patients　and　staff，　In　many　hospitals　this　source　of　contamination　looks　like　a　new，　unfa－

miliar　science．　A　simple　air　sample　usually　reveals　contamination　that　has　been　associated　with　human　health　problems　in　indoor　environment＆Base　maintenance　person－

nel　have　no　regular　access　to　provide　periodic　professionai　disease　preventive　maintenance（PM）on　the　hospital　Heating，　Ventilation　and　Air　Conditioning（HVAC）systems，

O－188　卵成熟障害における低用量hCG添加刺激の有用性について

○滝口　修司12｝，松林　秀彦12e3｝，廣岡　　孝1・L），木下　孝一LL），薬師　義弘1，2），五十嵐健治1・2），羽柴　良樹12），

　福永　憲隆12｝，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，「s）リプロダクションクリニック大阪

【目的】体外受精の調節卵巣刺激において，LHが低値で，　FSHまたはhMGへの反応が不良な症例をしばしば経験する．近年，

rFSHにrLHまたはuhCGの併用投与が，体外受精成績を改善する可能性が報告されている．また，採卵時の成熟卵率（MH
率）は臨床成績に影響することが知られている．今回，MII率低下症例に対して，低用量hCGの添加投与の有用性を後方視的

に検討した．【方法】2005年4月から2013年4月までの間に，rFSHまたはhMGを用いたGnRHアゴニスト・ショート法ま
たはGnRHアンタゴニスト法において卵成熟障害（MH率く70％）の既往を有し，次周期でuhCG　25～1001Uを併用（uhCG
25～1001UをhMGとともに投与）した67症例（平均年令36．6才）を対象とした．低用量hCG添加周期と非添加周期の体外
受精成績を，同一症例において比較検討した．なお，本研究は患者の同意を得て行った．【成績】hCG添加周期の成熟卵（MH
卵）数および採取卵あたりのMII卵の割合（MII率）は各々，10．6±＆2個，75．6±20．7％で，　hCG非添加周期（8．8±5．9個，67．5±

20、7％）と比べ有意に高値を示した（p＝O．Oll，　p＝O．006）．　hMG製剤の総投与量および投与日数は，　hCG添加周期はhCG非

添加周期に比べ有意に高値（54171U　vs．44211U，15．7日vs．13．9日）を認めた．発育卵胞数採卵前のE2値，採卵数受精

率，形態良好胚形成率は，両周期間に有意差を認めなかった．また，今回の69症例の内，hMG投与日数を延長したhCG非添
加周期を有する21症例では，hMG投与日数の延長とMII卵数およびMII率に有意差を認めなかった．【結論】卵の成熟度は，

体外受精成績を左右する重要な要素である．今回の検討から，低用量のhCG添加はMH卵を増やす可能性が示唆された．し
かし，症例数が少ないため，hMG投与延長の効果やhCGの至適投与量について，更なる検討が必要である．

O－189　当院における40歳以上の高齢不妊患者のART成績　最高何歳まで治療効果が期
　　　　　　待できるか？

○石橋　美樹，小牧　麻美，山口ゆうき，中村　千夏，宮本　恵里，木下　和雄，小山　伸夫

　医療法人聖命愛会ART女性クリニック

【緒言】わが国において，女性の晩婚化が進行し，高齢婦人の不妊患者が増加し，高齢婦人のART症例数も増加している．一方，厚生労働

省において，費用対効果の観点から，ARTの公的助成の対象を従来の無制限から，39歳以下に制限する検討がされている．そこで，これ

が妥当であるかを調べるために，当院の高齢不妊患者のART成績から，最高何歳まで治療効果が期待できるかを後方視的に検討した，

【対象・方法】対象は2009年1月～2012年12月までの4年間に当院でARTを施行した40歳以上の患者である．採卵はクロミッドーhMG

を中心として症例に応じた卵巣刺激を行った．全胚凍結または余剰胚の凍結はCryotopを用いたガラス化凍結保存法を行った．凍結融解胚

盤胞移植のうち，艀化胚盤胞以外に対しては融解後PZD法によりAssisted　Hatchingを施行し，4時間の回復培養を行った．胚移植は経膣

超音波ガイド下で行い，その後GSの確認されたものを妊娠と判定した．

【結果】40歳以上の患者の採卵施行周期は665周期であり，新鮮胚移植周期が49周期，凍結融解胚移植周期が359周期であった，合計408

周期の胚移植を行い，そのうち67周期で妊娠（16，4％）が成立した．しかし，その妊娠例のうち23周期が流産（343％）となった．年齢別

で見ると，妊娠率は40歳41歳でそれぞれ34．7％，34．1％と比較的良好であったが，42歳では26．0％と下がり始め，43歳以ヒになるとい

ずれの年齢でも20％未満であった．流産率は40歳41歳42歳でそれぞれ3＆2％，24．1％，2S．O°／，であったのに対して，2周期以上の妊

娠例がある43歳から44歳いずれの年齢でも60％以上で高かった．尚，当院における妊娠成立した最高年齢は46歳であった．

【考察】当院の検討では，42歳までは20％以ヒの良好な妊娠率を保ち，流産率も高くなかったため，42歳までART治療の効果は期待でき

ると考えられた．
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O－190　40歳以上の不妊症に対する凍結融解胚移植の臨床成績に関する検討

○竹内　茂人，菅谷　　健，大内　由貴，張　　凌雲，中川　　藍，村田　紋香，長谷　充子，鈴木　孝明，高倉　哲司

　済生会松阪総合病院ART生殖医療センター

［目的］近年の晩婚化の傾向で，挙児を希望する年齢も高くなり，高齢の不妊症患者が増加してきている．一方，高齢の不
妊症治療は，卵巣刺激に対する低反応や卵の質の低下から難治性となる．今回，我々は，高齢者の不妊症に対し，凍結融解

胚移植を施行しているので，胚移植法の相違による臨床成績について検討した．［方法］対象は，2010年1月から2013年3
月までに，凍結融解胚移植を施行した40歳以上の92周期である．凍結融解胚移植の方法により，胚盤胞移植群（A群：67
周期），2段階胚移植群（B群：24周期），分割胚移植群（C群：1周期）に分類した．対象症例の背景（mean±SE）：年齢
（歳）：412±O．1［結果］1）年齢（歳）A群：40．9±O、1，B群：42．0±0．3，　C群：45．0±O．O，2）妊娠率（％）A群：40．3（27

／67），B群：41．7（10／24），　C群：O．O（0／1），3）流産率：A群：14．9（10／67），　B群：125（3／24），　C群：O．O（0／0），4）多

胎率：A群：0．0（0／27），B群：4．2（1／24），　C群：O．O（0／0）［結論］高齢不妊症例において，凍結融解胚盤胞移植で妊娠

成立しない場合，凍結融解2段階胚移植を積極的に考慮する必要性が示唆された．

O－191　凍結融解胚移植により成立した卵管切除後同側遺残卵管間質部妊娠の1例

○昇　千穂美P，鈴木　達也t），今井　　賢’），橘　　直之1），廣瀬　典子1），島田　和彦D，平野　由紀1），小川　修一2），

　本山　光博2｝，鈴木　光明い

　1）自治医科大学産科婦人科，2三秀会中央クリニック

【緒言】卵管切除後の同側遺残卵管間質部への妊娠は稀であり，他部位と比較して診断が困難なことが多い．今回，右卵管

膨大部妊娠に対し右卵管切除術，左卵管間質部妊娠に対し左卵管間質部切除術を施行後に凍結融解胚移植により成立した右

卵管問質部妊娠を経験したので報告する．【症例】33歳4経妊0経産．18歳で人工妊娠中絶術，31歳で右卵管膨大部妊娠
に対し腹腔鏡下右卵管切除術の既往あり．32歳時に挙児を希望し前医を初診した．クロミフェン周期のタイミング指導によ

り妊娠したが，左卵管間質部妊娠のため間質部切除術を施行．両側卵管切除後のためIVFの方針となり，　long法により35

個採卵しOHSS回避目的に初期胚20個を全胚凍結した．ホルモン補充周期で融解胚移植を行い，2回目の移植により妊娠
したが7週稽留流産に終わる．4回目の移植により妊娠が成立した．妊娠4週0日尿中hCG73．721U／L，妊娠5週1日hCG
768．121U／L，経腔超音波検査で子宮内に胎嚢を認めず．妊娠6週0日経膣超音波検査により右卵管間質部妊娠を疑い，妊娠

6週1日に当科紹介受診．経膣超音波検査／MRIで右卵管間質部に胎嚢を認め，同日緊急開腹手術を施行した．右卵管間質
部は約2cm大に腫大しており，その部位を周囲筋層とともに切除したところ肉眼的に絨毛成分を認めた．術後経過は良好
で組織学的にも絨毛成分を確認し，術後6日目の尿中hCGは351U／Lと低下した．その後融解胚移植を行ったが妊娠成立せ
ず，術後2年に当科再初診，IVF後の凍結融解胚移植により子宮内妊娠が成立し，現在妊娠17週で経過良好である．【考察】
異所性妊娠を疑った場合，卵管切除後でも同側遺残卵管間質部に妊娠する可能性があることを考慮し，精査すべきである．

0－192　精子swim　up処理がC－IVFの受精率に及ぼす影響一C－IVFにおけるswim　up処
　　　　　　理の妥当性一

○加藤　道高｜2｝t福永　憲隆1231，北坂　浩也12），吉村　友邦i2），田村　総子］2），長谷川　望12），中山　　要m），

　竹内　基子i・Lh，青柳　奈央］1，児嶋　瑛子12），大野　浩史1，L），安江香友」㌧12｝，渡邊　紘之1・2｝，羽柴　良樹12），浅田　義正123）

　D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，「s）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，第57回の本大会でC－IVFの正常受精率を向上させるため，　sperm

処理後の運動精子数ではなく運動精子濃度が高いことが重要と報告した．当院ではswim　up（su）処理を行って運動精子を回収するが，結果的に

運動精子濃度が低下しC－IVFを施行できない症例が散見された，そこで処理後の運動精子濃度を高めるため，　suを施行せずに回収した精子をC－IVF

に用い受精率に及ぼす影響およびsuの妥当性を検討した．またsu未処理精子を用いたC－IVFにおいて正常受精率を効果的に高める運動精子濃度

を検討した．【対象・方法】2012年1月～2013年4月にC－IVFを施行した616症例631周期を対象とした，　su処理群と未処理群に分け，正常受精

率，異常受精率（IPN，≧3PN）および不受精率を比較した、また未処理群でsperm処理後の精子濃度をL3，5xlO6／mlの3群に分けt正常受精

率を検討した．さらに，採卵件数に対するC－IVF施行件数の割合を算出した．精子運動性は精子運動解析装置（SMAS）を用いてspermの運動性

（直線速度，曲線速度頭部振幅）を解析した．【結果】処理群vs未処理群の正常受精率はそれぞれ61．3％vs64．6％，異常受精率（IPN，≧3PN）は

3．4％vs4，0％，＆0％vs8，3％，不受精率は195％vs225％で有意差はなかった．精子濃度別に分けた正常受精率は1，3，5×10E／mlでそれぞれ64．6％，

66．9％，67．3％となったが有意差はなかった，全採卵件数に対するC－IVF施行件数の割合は未処理群で190％，処理群で13，4％となり未処理群が

有意に高まった（P＜O，Ol）．　SMASにおける直線速度曲線速度および頭部振幅は各項目で有意差はなかった．【考察】suを施行しないことで処理

後の運動精子濃度の低下を抑制し，今まで手技の問題でC－IVFを施行できなかった症例に対しC－IVFを施行できる事が明らかとなった．またsu

未処理spermは運動性や正常受精率に影響がない事，および処理後の運動精子濃度には1×10G／mlが必要であることが示唆された．
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O－193　当院におけるPiezo－ICSIおよびConventional－ICSIの成績

○廣澤　利和，近藤　雅恵，加藤龍太郎，杉本　　岳，中野　彰大，大屋　智子，森本菜都美，近藤綾希子，森　　敏恵，

　細見　尚子，河内谷　敏松本　恒和
　神戸元町夢クリニック

【目的】Piezo－ICSIは，マウスやウシなどにおいて広く用いられている技術である．最近ではヒト不妊治療分野においても

導入しているクリニックが増え，当院も2011年4月より導入している．また当院では細胞膜を吸引により穿破するConven－
tional－ICSIも使用しているため，今回Piezo－ICSIによる受精と胚発生をConventional－ICSIと比較・検討した．【対象】対

象は2012年の間に当院で自然周期，クロミフェン周期，レトロゾール周期において採卵を行いICSIを施行した40歳以下
の症例とした．Piezo－ICSIを施行した125症例，143周期（平均年齢36．6±2．7歳）をPiezo群，　Conventional－ICSIを施行
した218症例，312周期（平均年齢36．3±3．0歳）を従来群とし，受精率，良好胚盤胞発生率，妊娠率を比較した．【結果】Piezo

群，従来群における正常受精率はそれぞれ87．0％，85．2％，異常受精率はそれぞれ2．1％，3．5％，となりPiezo群，従来群に

おいて有意な差は認められなかった．また凍結に至った良好胚盤胞発生率はそれぞれ47．9％，43．5％，凍結融解胚盤胞移植

妊娠率はそれぞれ62．5％，61．6％となり両群に有意な差は認められなかった．【考察】Piezo－ICSIによる正常受精率，良好

胚盤i胞発生率，妊娠率はConventional－ICSIと同等の成績であった．　Piezo－ICSIはConventional－ICSIと異なり，細胞膜を

伸展した後，吸引圧ではなくPiezoパルスによって細胞膜を破り精子を注入するため，卵細胞膜穿破時のトラブルは低下し，

穿破は容易であるため技術習得に関してはPiezo－ICSIが短期間で済むと考えられる．

O－194　1MSIとICSIの臨床成績の比較検討

○小林　祐紀’L｝，根津　八紘12），吉川　文彦12），保科　洋美】2），岡村　杏子1・2），小林　美和1・L），坂本　　恵1・2），

　大江　由紀’2｝，佐藤　尚子1・Z），林　奈津美’2），丸山　美緒’2），中西　美幸］・L［

　lj諏訪マタニティークリニック，2）諏訪リプロダクションセンター

【目的】IMSIの導入により高倍率下で精子の尾や首，頭部の状態，特に空胞について詳細に観察できるようになった．精子

の形態による選別はより良い受精卵を作り，ARTの治療成功へとつながるかもしれない．一方，　Azoospermiaなど精子の
選別すらできない患者やIMSI時の操作による時間延長など影響を含めて指摘もある．今回私たちは受精率，妊娠率，臨床
妊娠率，流産率とその流産組織についての染色体正常率と異常率など様々な視点からIMSIとICSIを比較した．【方法と対

象】2012年9月～2013年4月までの当院のIMSI施行症例と2009年8月～2010年8月までの当院のICSI施行症例とをRan－
dom　samplingし，比較分析した．平均年齢IMSI　38．5歳，　ICSI　38．4歳であった．【結果】IMSIとICSIそれぞれ，受精率　79．2％

（486周期11715／2166），77．3％（560周期：1665／2154）妊娠率35、5％（149／420），37．2％（194／522）臨床妊娠率23．1％（97

／420），199％（104／522）流産i8K　30．9％（30／97），33！7％（35／104）染色体異常率54．7％（35／64），70．9％（39／55）であっ

た．【結論】それぞれの結果で有意差は認められなかったが，比較してIMSIで良い傾向を示した．中でも染色体異常率は大

きく低下した．受精卵の染色体異常は母親由来に起因するものが多いと言われている．従って，IMSIによって少なくとも
男性由来つまり精子に起因する染色体的に正常な精子の選別ができている可能性が考えられる．よって，IMSIはARTの治
療成績の改善に貢献する可能性が示唆された．しかし，流産組織による染色体分析の標本数が少ないため，さらにこれから

追加検討していきたい．

O－195　TeratozoosparmiaにおけるIMSIの有効性について

○内山　一男，上野　　智，沖村　匡史，福田淳一郎，山崎　裕行，奥野　　隆，小林　　保，加藤　恵一，加藤　　修

　加藤レディスクリニック培養部

【目的】われわれは2012年，DNA損傷化率からみたICSI時の精子選択法の評価を行い，　IMSIがC－ICSIに比べDFIが有
意に低く，特にteratozoosparmiaで有効である事を報告した（上野ら）．今回，　teratozoosparmiaにおける臨床成績につい

て検討したので報告する．【対象および方法】2012年1月から2013年3月までの期間において，インフームドコンセントの
得られたICSI適応の43歳以下の症例において，　makler　counting　chambarを用いた目視計測法で，源精液の奇形率が90％
以上となった1，444例を対象とした．対象の内訳はIMSIが410症例（37．3±3．5歳），　ICSIが1，034症例（37．5±3．7歳）とし，

それぞれ受精率，分割率，胚盤胞発生率，良好胚盤胞獲得率，およびDay2新鮮胚移植の妊娠率を比較した．統計解析はxz
検定を用い，危険率5％で行った．【結果】IMSI対ICSIそれぞれ，受精率85．3％（N＝744）対85．3％（N＝1，980）．分割率

98．6％（N＝621）対9＆1（N＝1，645）．胚盤胞発生率54．8％（N　・343）対56．9％（N＝1，182）．Day2新鮮胚妊娠率（FHB確

認）23．8％（N＝235）対23．2％（N＝379）となり，全ての項目において有意差は認められなかった．発生胚盤胞の良好胚盤

胞獲得率はIMSI対ICSIで96．3％（N＝188）対88．1％（N＝637）．β一HCGが20mIU／ml以上の化学的妊娠からの継続率は
88．4％（N＝68）対77．2％（N＝114）とIMSIが高率となった．【結論】Teratozoosparmiaにおける臨床成績から，　IMSIと

ICSIに明らかな差は見られなかった．しかし，良好胚盤胞獲得率，化学的妊娠からの継続率は，　IMSIが高率傾向を示した．

以上のことからteratozoosparmiaにおけるIMSIの効，果は，限定的ながら認められることが示唆された．
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●

O－196　1CSI時における透明帯の菲薄化によるその後の胚凍結および融解後の臨床成績に
　　　　　　及ぼす影響についての検討

○江副　郁恵，中野　英之

　中野レディースクリニック

●

【目的】ICSI（intracytoplasmic　sperm　injection）は，高度乏精子症，精子無力症などの男性不妊や，受精障害症例にとっ

て有効な治療法であり，世界中で広く臨床応用されている．われわれはこれまで，ICSIによる卵子への物理的ストレスを軽
減するために，レーザーアシストハッチングシステムを用いた透明帯の菲薄化を併用した，レーザーアシステッドICSI（LA－

ICSI）の有用性について研究を行ってきたが，　LA－ICSIによって得られた胚の凍結融解後の成績については明らかとなって

いないため，検討を行った．【対象と方法】当院で顕微授精を施行し，2011年1月から2012年1月までの間に融解胚移植を
試みた53症例98周期を対象とした．全体での卵の数は177個であった．LA－ICSIによって胚を得た32症例53周期をLA－
ICSI群，　conventional－ICSIで胚を得た24症例45周期をC－ICSI群として，胚融解後の生存率，妊娠率を比較した．胚の
凍結は全てVitrification法で行った．【結果】LA－ICSI群の全融解胚数は95個，融解後の卵生存率は97．9％（93／95），初期

胚移植での妊娠率は30．3％（10／33），胚盤胞移植での妊娠率は31．3％（5／16）であった．一方C－ICSI群の全融解胚数は82

個，融解後の卵生存率は93．9％（77／82），初期胚移植での妊娠率は34．8％（8／23），胚盤胞移植での妊娠率は26．3％（5／19）

であった．両群間で有意差はなかった．【結論】LA－ICSI由来の胚およびC－ICSI由来の胚で，同等の融解後胚生存率，妊
娠率が得られたことから，LA－ICSIは胚の凍結融解に影響を及ぼさないことが示唆された．

●

O－197　新鮮卵子および凍結卵子を用いた精巣内精子ICSIの臨床成績

○中村　祐介D，大山　智美2］，中條友紀子1・L）），竹内　　巧2），渋谷友美子2），服部　裕充D，宮谷　静江1），境　ひとみ1），

　土信田雅一V，京野　廣一12｝

　D京野アートクリニック，2京野アートクリニック高輪

【目的】無精子症患者における，精巣内精子回収法一顕微授精前の卵子凍結の臨床的有用性について評価した，【方法】インフォー

ムドコンセントの下，1996年1月～2012年12月まで当院にてTESE－ICSIを施行した296症例，317周期を対象とし，これらの
周期をグループ1（凍結卵子＋新鮮精巣精子）80周期，グループ2（新鮮卵子＋新鮮精巣精子）237周期の2グループに分けた．

さらにグループ内で，OA，　NOA，　KS（Klinefelter症候群）に分け，それぞれの受精率，胚発生率，妊娠率を比較した．【結果】

凍結卵子の融解後の生存率は91．7％（332／366）であった．OAでは，グループ1，グループ2において，受精率（59．6％vs．　69．0％），

d3良好胚率（42．9％vs．　35．7％），胚盤胞到達率（54．3％vs．49．2％），良好胚盤胞率（21．0％vs，1＆1％）であり，　NOAでは，受精率

（52．7％vs．59．0％），　d3良好胚率（36．7％vs．409％），胚盤胞到達率（39．3％vs．54．7％），良好胚盤胞率（179％vs．24．7％）であっ

た．KSでは受精率（57．1％vs．69．4％），　d3良好胚率（54．8％vs．408％），胚盤到達率（54．5％vs．64．1％）良好胚盤胞率（1＆2％vs．

23．1％）であり，全ての群間で有意差は見られなかった．また，妊娠率はOA　134．2％（13／38）vs．42．0％（86／205）｝，　NOA｛1＆2％

（4／22）vs．3＆2％（34／89）｝，　KS｛50．0％（7，，／14）vs．5＆3％（6／12）1であり，有意差は認められなかった．分娩率はOA｛23．7％

（9／38）vs．31．7％（65／205）｝，　NOA｛9．1％（2／22）vs．29．2％（26／89）L　KS　l35．7％（5／14）vs．41．7％（5／12）｝であり，有意差

は認められなかった．【結論】今回，新鮮卵子および凍結卵子を用いた臨床成績に有意差は認められなかった．しかしながら，TESE

前に未受精卵子の凍結を行うことで，患者への身体的，精神的，経済的負担の増大などへの考慮も必要である．よって卵子凍結

のメリットとデメリットをよく考慮したうえで，卵子凍結による治療を進めること，また出生児の長期予後の調査も必要である．

●

●

O－198　顕微授精を行ったzona－free卵子の臨床成績

○上野　　智，内山　一男，沖村　匡史，勝股　克成，加藤　　修，加藤　恵一
　加藤レディスクリニック

【目的】採卵の際稀に透明帯が損傷している卵子が見られる．Poor　responderや自然周期採卵のように獲得卵子数が少な

い症例では，このようなケースに対しても，体外受精を施行するかどうか判断する必要がある．透明帯損傷卵子は，ICSI前

の裸化処理時に透明帯と第一極体がはずれることある．本検討では，透明帯がはずれたzona－free（ZF）卵子にICSIを行っ
た際の臨床成績をzona－intact卵子（ZI卵子）のものと比較し，　ZF卵子を臨床に利用するべきか否か検討した．【方法】2010

年5月から2012年8月までの問で，卵子裸化処理時に透明帯が外れ，胚盤胞凍結予定となり，インフォームドコンセント
の得られた135周期を対象とした（ZF群　平均年齢：39．5±4．1）．コントロールとして同期間において採卵を行いICSI施
行となった症例でZF群の年齢及び移植総回数の分布と同じになるようにランダムに270周期（平均年齢：39．5±4．1）選抜

し，ZI群とした．　ICSI施行時にIX－ROBOpolarを用いて，紡錘体の位置を確認し，　ICSIを行った．検討1として，　ZF群

とZI群における紡錘体可視化率，正常受精率（2PN），異常受精率，胚盤胞発生率，拡張期胚盤胞発生率を比較した．検討

2として，ZF卵子由来胚盤胞及びZI卵子由来胚盤胞の凍結融解後の単一融解胚盤胞移植後の臨床妊娠率を比較した，【成績】
検討1の結果，ZF群（n＝135）及びZI群（n＝501）の獲得卵子数あたりの紡錘体可視化率（9＆5％vs．100％），正常受精率
（80．7％vs．83．8％），異常受精率（7．4％vs．4A％），分割率（78．5vs．83．4），胚盤胞発生率（37．0％vs．39．1％）及び拡張期胚盤胞獲

得率（28．1％vs．29．3％）に有意差は見られなかった．検討2の結果，　ZF卵子由来胚盤胞（n＝22）及びZI卵子由来胚盤胞（n＝

44）の臨床妊娠率（50．0％vs．3＆6％）に有意差は見られなかった．【結論】ZF卵子は，　ZI卵子と同等の臨床成績を得るこ
とができ，臨床に利用できることが示された．

●

●
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●

O－199　低受精率患者に対するカルシウムイオノフォアまたは塩化ストロンチウムによる卵
　　　　　　子活性化の有用性

■

●

○大山　智美1｝，渋谷友美子D，中條友紀子12），竹内　　巧’），中村　祐介21，服部　裕充2），宮谷　静江e），境　ひとみ2），

　戸屋真由美2），京野　廣一一’2）

　P京野アートクリニック高輪，2）京野アートクリニック

【目的】顕微授精（ICSI）による低受精率患者に対する卵子活性化（AOA）の効果を，臨床成績と出生児の予後調査を行い，検討する．【方

法】2004年4月から2012年8月に，同意のもとA23187または塩化ストロンチウムにてAOAを行った計144例を対象とした．検討1）A23187

を使用した92症例を前周期Ca（一）と治療周期Ca（＋）で比較した．検討2）塩化ストロンチウムを使用した52症例を前周期Sr（一）と治

療周期Sr（＋）で比較した．それぞれ，受精，胚発生，妊娠，流産，分娩率，出生児の異常の有無を検討項目とした．【結果】検討1）Ca（一）

群，Ca（＋）群の受精率は［24．3％（85／35⑪），61．2％（316／516）：P＜O．Ol］，　Day3良好胚率は［26．1％（23／88），43．4％（115／265）：P＜O．Ol］，

胚盤胞到達率は［13．8％（9／65），15．6％（30／192）：NS］，移植あたりの妊娠率は［2，7％（1／36），14．9％（26／174）：NS］，流産率は［100％

（1／1），385％（10／26）：NS］であった．採卵あたりの累積妊娠率は［1．1％（1／92），14．9％（26／174）：P〈O．Olコ，出生率はCa（＋）群で9．2％

（1／92）であった．検討2）Sr（一）群，　Sr（＋）群の受精率は24．5％（81／330），57．3％（192／334）：P＜O．Ol］，　Day3良好胚率は［27．0％（24

／89），25．3％（42／166）：NS］，胚盤胞到達率は［14」％（9／64），＆4％（11／131）：P＝O，02］，移植あたりの妊娠率は［0％（0／52），19．2％（14

／73）P＜O．05］，流産率は［0％（0／0），21．4％（3／14）：NS］であった，採卵あたりの累積妊娠率は［0％（0／52），14．4％（14〃97）：P＜O．01］，

出生率はSr（＋）群で11．3％（11／97）であった．【結論】今回の検討により，卵子活性化により受精率が有意に高くなり，妊娠例も得られ

ていることから低受精率の症例においてA23187と塩化ストロンチウムによる卵子活性化は有効であると考えられる．また，出生児の先天性

の異常は見られなかったことより，今後大規模な長期的予後調査の必要性はあるが，卵子活性化の安全性が示唆された．

O－200　イオノマイシン・ピューロマイシン併用法によるヒト卵子活性化能の検討

○田中威づみ1），高橋　　如1｝，中嶋　美紀D，赤星　孝子’1，加藤　由香’），竹本　洋一lf御木多美登D，伊熊慎一郎゜，

　永吉　　基1］，田中　　温1），渡邉　誠二2｝

　U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，細胞のステージによっては人為的な卵子活性化が必須となる．

子活性化を惹起するために電気刺激を臨床利用しているが，今回，

ン（IM）・ピューロマイシン（PM）を併用したヒト卵子活性化法の有効性について以下の検討を行った．

のもとに得られた新鮮卵子または未熟卵子を体外成熟させたIVM卵子を実験に用いた．

現在，当院では卵

活性化および分割成績の向上を目的としてイオノマイシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イオノマイシン，

ンをそれぞれDMSOで溶解・凍結保存し，使用時に10％SPS添加HTFにて1000倍希釈してIMの最終濃度を10pMに，
PMの最終濃度を10μg／mlに調整した．実験1）IM単独処理（新鮮卵及びIVM卵N＝10）：卵子をIM添加液で5分間処理
し，10％SPS添加HTFで十分に洗浄した後にビトロライフG5シリーズで継続培養を行った．実験2）併用処理（新鮮卵及

びIVM卵N＝15）：IM処理した卵子をPM添加液中で2時間保存した後に継続培養した．実験3）併用処理＋精子細胞注
入（新鮮卵のみN＝27）lIM処理した卵子に精子細胞を注入した後にPM処理を行った．【結果】実験1）前核形成率　50．0％，

分割率40．0％，胚盤胞率0％　実験2）前核形成率867％，分割率　77．3％，胚盤胞率20．0％　実験3）前核形成率66．7％，分

割率59．3％，胚盤胞率　22．2％【結論】IM・PM併用がヒト卵子活性化を高頻度に誘起した．ただし，胚盤胞形成は新鮮卵の

みで認められたことから，’活性化率の高さがそのまま高い胚盤胞形成率につながるわけではなく，胚の質が重要と考えられ

た．有意差はないが実験3の前核形成率及び分割率が実験2のそれらに比して低く，精子細胞核の形成不良が原因である可
能性が示唆された．今後はIM・PMの遺伝的影響を分割胚の染色体分析で検証する予定である．

【方法】患者同意

ピューロマイシ

O－201　細胞質置換におけるレーザーシステム導入の検討

○米本　昌平，廣瀬　美穂，岡部　美咲，中嶋　美紀，高橋　　如，加藤　由香，赤星　孝子，竹本　洋一，御木多美登，

　伊熊慎一郎，永吉　　基，田中威づみ，田中　　温

　セントマザー産婦人科医院

●

●

【目的】細胞質置換においてM－2染色体を含むカリオプラストを吸引する際透明帯を開孔する必要がある．これまでAHA用
ガラスピペットを用いてマニュアルで透明帯を切開していたが，開孔部分が広く，その後の作業工程において細胞質の脱出がみ

られた．そこで，開孔部分を必要最小限にするためにレーザーを用いる開孔方法について二社のレーザー装置を比較し，検討を

行ったので報告する．【対象】患者の同意のもとに得られた未成熟卵子を体外成熟培養し，M－2期となったものを今回の検討に

供した．【方法】レーザー装置はHAMrLTON社のLYKOSとResearch　Instruments社のSaturn　5　Activeの二社製品を用いて

透明帯の開孔を行い，それぞれの使いやすさや改善点について比較検討を行った．倒立顕微鏡はNikon社製TE300を用い，　M－
2染色体の観察は自家製ガラスディッシュに作成したドロップに卵子を入れ，ノマルスキー微分干渉装置で行った．【結果】HAM－

ILTON社のLYKOSは一度セッティングすれば，その後の使用が簡単に行えた．また，対物レンズの開口数が高いため，解像
度が高く，ノマルスキーの観察像に近い観察が可能であった．しかし，レーザーにおける開孔が中央でしか行えないため，開孔

する際は卵子を移動させるので直線的に開孔することが困難であった．一方，Research　Instruments社のSaturn　5　Activeは卵

子を動かすことなく連続してレーザーを照射できるので直線的な開孔をすることができるが，レンズの開口数が低いため，解像

度が低かった．また，どちらのレーザー装置も卵子のM－2染色体の焦点とレーザーの開孔部にずれがみられた．【結論】細胞質

置換はカリオプラストの吸引，および注入を行うため，インジェクションピペットが侵入しやすい方がよいので，レーザーを用

いた透明帯の開孔には直線的な開孔が行えるResearch　lnstruments社のSaturn　5　Activeのほうが適切と考えられる．
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O－202　ヒト円形精子細胞を用いた顕微授精における臨床成績

○田中　　温P，中嶋　美紀い，竹本　洋一），田中威づみ1），御木多美登、，伊熊慎一郎11v永吉　　基D，楠　比呂志2），
　渡邉　誠二’）

　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，：S）弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学
　講座

【目的】本法は，当該施設内倫理委員会で承認され，日本産科婦人科学会へ申請書を提出したが，「当申請は厚生労働省の臨床研究の倫理指針

に提出するように」との返答を受けた，厚生労働省の倫理指針に提出する書類の内容全てが申請内容と合致しているかを当該施設内倫理委員

会で審査し，2011年7月3日に承認された臨床研究である．なお，UMIN－CTR登録番号はUMINOOOOO6117である．今回我々は円形精子細

胞を用いた顕微授精で，臨床上有用な結果を得たので報告する．【対象】2011年9月から2012年12月に無精子症患者に対して，円形精子細

胞を用いた顕微授精を774名に施行した．【方法】MD－TESEにて採取した組織を生検後，トリプシン処理し採取3分以内に細胞の有無を判定

しtその後DNA　collagenaseで処理し，遊離した造成細胞浮遊液を緩慢凍結した，凍結方法は10％SPS添加HTFに浮遊させた造精細胞を，

1．2MエチレングリコールとO．25Mシュークロース添加ダルベッコPBSに20°／，　ma帯血清を混和したメディウムで等倍希釈したのちに，滅菌処

理したO．25mlストローに膀帯血清，エアー，細胞浮遊液エアー，膀帯血清の順に充填し，プログラムフリーザーを用いて，－O．3℃／分の速

度で一30℃まで冷却して凍結し，液体窒素中で保管した．融解後t細胞の生存を確認し，顕微授精を行った．卵子は電気刺激（交流5V／cm　lOOO

KHz　8sec．＋直流1200V／99μsec）で顕微授精約10分前に活性化した．顕微授精時，7～8μmのインジェクションピペットで円形精子細胞を

吸い，ガラス管の中で核と細胞質を分類させ，この両者を細胞質内に注入した．注人後は，通常のICSIと同じ方法で卵を培養した．【結果】円

形精子細胞を用いた顕微授精の対患者当りの妊娠率および流産率は，［新鮮胚移植：14．0％（95／681），44．2％（42／95）］，［凍結胚移植：22．9％

（40／175），32．5％（13／40）］であった．現在までに出産に至った80名（♀：♂＝45：35）はいずれも臨床上異常は認められていない．

O－203　子宮腺筋症・深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術一術後妊孕性について一

○佐伯　　愛，松本　　貴，奥　　久人，竹谷　　朱，橋本　佳子，銭　　鴻武，竹谷　俊明
　健保連大阪中央病院婦人科

【背景】深部子宮内膜症に加えて子宮腺筋症が合併する重症子宮内膜症の症例では，生殖補助医療による治療を行っても採

卵が困難であったり着床不全を来したりして妊娠困難な場合がある．当科では深部子宮内膜症に加えて後壁に限局した子宮

腺筋症を認める症例に対してダグラス窩の深部子宮内膜症を切除し，子宮後壁の子宮腺筋症を切除する腹腔鏡下手術をフル

コース手術と称し実践している．今回はその手術成績について報告する．【方法】2006年4月から2012年12月までに，妊
娠を希望する重症子宮内膜症の患者に対して，妊孕性の向上を目指し，起こりうる合併症について十分にインフォームドコ

ンセントを得た上で，フルコース手術を39例行った．これらの症例について，術後妊娠率と転帰につき比較検討を行った．

またMRI所見から子宮腺筋症が主に漿膜側に限局するsubserosal　type（ss群）と後壁全体に分布するpartial　diffuse　type

（pd群）に分け，縫合法の比較を行った．【結果】39例中18例（46％）が妊娠に至ったが，18例中の15例は術後1．2年以
内に妊娠に至っている．妊娠方法は，自然妊娠8例，AIH1例，　ART9例であった．妊娠転帰は14例が帝王切開による分娩
（12例は正期産，2例は産科的適応による早産）に至り，3例は妊娠経過中，1例は初期流産，子宮破裂例はなかった．タイ

プ別に分けるとss群が21例，　pd群が18例で，切除・縫合法はss群でflap法16例，　wedge法5例，　pd群ではflap法16
例，wedge法2例であった．術後妊娠に至ったのはss群が12例，　pd群が6例で両群間に有意差はなかった．妊娠群vs非
妊娠群を比較するとs年齢は33．2±2．9歳vs34．9　±　4．0　）k（P・＝．11），　rASRM分類は84±24点vs83±21点（P＝．83），核出子

宮腺筋症重量は9．5±5．8gvs22、1±21．9g（Pr14）であった．【結論】重症子宮内膜症・子宮腺筋症に対する本術式と，術後

の積極的な妊娠トライおよび不妊治療の結果，妊孕性の向上を実現できる可能性がある．

O－204　子宮内膜症性卵巣嚢胞エタノール固定術と再発，悪性化の検討

○河邊　史子，越光　直子，長木　美幸，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

［目的］不妊症患者において子宮内膜症の合併率は高く，特に内膜症性卵巣嚢胞があると卵巣血流の低下，卵管のpick　up

障害，卵巣予備能の低下が予想される．挙児希望患者の内膜症性卵巣嚢胞に対しては，再発，感染，悪性化を考慮して嚢胞

摘出術が第一選択とされているが，術後の卵巣予備能の低下が問題となっている．妊孕性温存のために開院以来行ってきた

エタノール固定術の再発率，悪性化，卵巣予備能の変化について検討したので報告する．［対象・方法］開院から2013年2

月までの腹腔鏡検査4771件のうち子宮内膜症の診断のついた2472件を対象に検討した．内膜症性卵巣嚢胞エタノール固定
術を行ったのは332件．再発率は術後一年以上経過観察した138人で検討した．子宮内膜症性卵巣嚢胞の再発は2cm以上
の内膜症性卵巣嚢胞が同側または対側の卵巣で認められた場合とした．エタノール固定を行った332件中56人でAMHを
測定した．［結果］子宮内膜症性卵巣嚢胞の再発率は16／138人（11．5％），エタノール固定術後の妊娠率204／332件（61．4％）

そのうちタイミング・IUIは68／204件（33．3％）ARTI36・／204件（66．7％）であった．エタノール固定術前のAMHの平均
は2．6ng／ml±3．OISD，手術後の平均は1．42ng／ml±1．96SDであり，有意に低下していた．［考察］不妊を主訴に当院を受診

した患者の約半数に子宮内膜症が合併していた．超音波断層法で子宮内膜症性卵巣嚢胞を疑った場合，MRIと腫瘍マーカー

で悪性を否定した後手術を計画している．術前に悪性を疑い腫瘍専門医のいる病院に紹介した患者以外には今のところ術後

に悪性化症例はない．内膜症性嚢胞の再発は約一割で，術後排卵誘発やARTを行っていることを考えると，嚢胞摘出術の
再発率と差はないと言える．約60％が手術後に妊娠し，その33．3％はタイミング・IUIであり，手術が有効であったと思

われる．また，子宮内膜症を持つ女性のAMHは全体的に低く，エタノール固定術後AMHは有意に低下した．
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●

O－205　チョコレート嚢腫に対するアルコール固定法後の腹腔内評価

○竹谷　俊明，竹谷　　朱，橋本　佳子，銭　　鴻武，奥　　久人，佐伯　　愛，松本　　貴

　大阪中央病院婦人科

●

●

【目的】不妊治療時におけるチョコレート嚢腫に対する取扱いの一つにアルコール固定法があり，現在も数多くの施設にて
施行されている．当院ではチョコレート嚢腫に対して腹腔鏡下手術を行っているが，アルコール固定後の症例を経験するこ

とがある．アルコール固定法の有効性については諸家より報告があるが，実際にアルコール固定後の腹腔内の状態について

の報告は数少ない．そこで今回我々はチョコレート嚢腫に対してアルコール固定を行った既往のある症例について腹腔内評

価を行った．【対象】当院で2010年1月から2013年3月までに術前にチョコレート嚢腫と診断され手術を行った750例を
対象とした．このうち，既往にアルコール固定法を行っていた症例は10例であり，当院受診時の主訴が不妊あるいは挙児
希望の症例は7例，それ以外（疾痛や腫瘍の増大など）の症例が3例であった．尚，当院では手術説明の際に症例使用につ
いてのインフォームドコンセントを行い，文書にて同意を得ている．【結果】当院での腹腔鏡下手術施行時の年齢は平均37．5±

3．6歳アルコール固定施行時の年齢は平均32．0±5．3歳であり，アルコール固定から手術までの年数は平均5．5±4．9年（中

央値；3．5年，範囲；1カ月一14年）であった．アルコール固定前後の腹部手術既往の有無により2群に分け（施行群；n＝
5，非施行群；n＝5），ASRM　scoreを比較したところ，施行群で有意に高く（97．2±19．8，非施行群；45．4±27．7，　p〈O．05），

また施行群ではダグラス窩完全閉鎖率は100％であった（非施行群；20％）．【結論】アルコール固定に加え腹部手術の既往

を認める症例に対する手術を行う際には，子宮内膜症病変がダグラス窩完全閉鎖などを含め広範囲であることを念頭に置い

ておく必要がある．

0－206　卵巣チョコレート嚢胞核出術後LEP療法のその後の妊孕能に及ぼす影響について

○小堀　宏之
　メディカルトピア草加病院婦人科

●

●

【緒言】卵巣チョコレート嚢胞に対する手術療法の課題として術後の再発および卵巣機能低下が指摘されている．近年，術

後再発予防策として術後LEP療法が注目されている．当科では2005年より手術時点で挙児希望を有しない症例を対象に術
後LEP療法を推奨している．これら症例の中でその後に妊娠を考慮した症例の妊孕能について検討したので報告する．【対

象】2005年1月から2011年12月の間に卵巣チョコレート嚢胞に対して腹腔鏡下卵巣嚢胞核出術を施行し，術後にLEP療
法を導入した162例のうち，その後に結婚等の転機により妊娠を希望しLEP療法を中止した8例を対象とした．手術は体
腔内でのストリッピング法を原則とし，ダグラス窩閉塞を含む腹腔内に癒着を認めた症例では癒着剥離も同時に施行した．

術後LEP療法のメリットおよびデメリットについて説明を行い，同意の得られた症例に対して手術後速やかに導入した．

術後LEP療法はエチニルエストラジオールとノルエチステロン配合錠を使用し，21日間服用・7日間休薬を繰り返す周期
的服用を原則とした．これら症例の特徴ならびにLEP療法の継続期間，　LEP療法中の再発，その後の妊娠について検討し
た．【結果】妊娠希望によりLEP療法を中止した症例の手術時点における年齢は25．3±2．8歳であった．　r－ASRMスコアは

60．1±29．8であり，卵巣チョコレート嚢胞の最大径は＆1±32cm，嚢胞が両側性であったものが3例，片側性であったもの
が5例であった．LEP療法の継続期間は13A±4．8か月であり，妊娠を考慮しLEP療法を中［ltした時点から6カ月以内に妊
娠に至った症例が6例（75％）みられた．【結語】症例数が限られており，今後の追跡調査が必要であるが，嚢胞摘出術後

のLEP療法はその後の妊娠に良好な影響をもたらす可能性が示唆された．

O－207　直腸子宮内膜症に対する直腸低位前方切除術は妊孕性を改善する

○奥　　久人，松本　　貴，佐伯　　愛，銭　　鴻武，竹谷　俊明，橋本　佳子，竹谷　　朱

　健保連大阪中央病院婦人科

●

●

【目的】直腸子宮内膜症は子宮内膜症の5－38％に併発し骨盤痛や下血を来すと考えられることが多い．しかし，最近では直

腸子宮内膜症と妊孕性の関連性を示す報告も散見される．そこで，2006年以降，患者の同意を得て当院で施行した直腸子宮
内膜症に対する外科的治療が妊孕性及び疾患に与える影響について検討した．【方法】骨盤痛或いは不妊症を伴う子宮内膜

症の診断で受診した症例のうち，低位前方切除術を施行した22症例を対象とした．術後の妊娠率を検討し，年齢が妊娠に
与える影響をFisher’s　exact　testで検討した．妊娠例については妊娠手段について検討した．術後の疾患管理について月経

痛や骨盤痛を主にVASにて検討した．【成績】受診時に直腸子宮内膜症の確定診断例は4例（16％）のみであった．経過観
察期間は平均34．7（5－79）カ月，平均年齢は35．1（27－43）才．術後早期より妊娠成立を認め，術後4カ月に3例の自然妊

娠術後5カ月で1例の人工授精による妊娠を認めた．術後6か月以降は全例体外受精で6例の妊娠を認めた．2年以一ヒ経
過した症例での妊娠例はなかった．手術時年齢は，妊娠eW　32．1±2．7才（mean±SD），非妊娠群…37．1±3．1（mean±SD）で

有意（P＜O．01）に妊娠群が若く，36才を越えると35才以下群に比べ有意（P＜0，01）に妊娠率が低い．2年以上不妊治療を
続行している症例は骨盤痛の再燃や，骨盤腔内外に子宮内膜症の再発を認め疾患予後は不良となる症例を認めた．【結論】直

腸子宮内膜症を伴う不妊症は外科的治療で妊孕性の改善が期待できるが，その一方で診断が容易でないという課題も残っ
た．術後も長期の管理を要することを考慮すると，診断から術後管理まで不妊治療医と子宮内膜症診療医の連携していくこ

とが重要である．
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O－208　月経期に反復する発熱，腹痛を呈し，婦人科受診を契機に診断された家族性地中海
　　　　　　熱の5例

○岡　　賢二，内川　順子，宇津野宏樹，山田　香織，村中　　愛，橘　　理絵，塩沢　丹里
　信州大学医学部産科婦人科学講座

◆

【緒言】家族性地中海熱（FMF）は遺伝性周期性発熱症の一つで，1～4日継続する発熱と無菌性腹膜炎などの漿膜炎症状を

反復する疾患であり，常染色体劣性の遺伝形式をとる，婦人科医が遭遇する頻度は低いが，当科では2010年以降，現在まで

に5例を経験したので報告する．【症例】診断の契機は以下の通りであった．（症例1）33才，未経妊，月経2日目に38度台

の発熱，心窩部痛，左下腹部痛がみられ受診した．内診所見では子宮付属器領域に疾痛があり，経膣超音波検査，MRIにて
左卵巣に20mm大の子宮内膜症性嚢胞を疑う所見がみられた．　WBC　3300μ1，　CRP　7．78mg／dl．確定的な原因は不明であった

が，抗生剤投与が行われ翌日には症状は改善した．しかし，その後も月経期に腹痛，発熱を繰り返したため，子宮内膜症が
原因と考え，ジエノゲストを投与したところ，症状は消失した．挙児希望があり，6ヶ月投薬後に腹腔鏡下子宮内膜症病巣除
去術を施行したが，術後再び月経時に38度台の発熱が繰り返された．この時点で内科医師より，発熱，腹痛を繰り返すが，

無治療で改善していることから，FMFが疑われるとの意見があり，同意を得て遺伝子検査が行われた．結果はMEFV遣伝
子El48Q変異の単独ヘテロ接合体であった．さらに，　FMFに著効するとされる，コルヒチンを投与したところ，発熱腹
痛発作は消失したことからFMFと診断された．（症例2－5）いずれも月経と関連した発熱腹痛，胸痛を呈した症例であっ
た．症例1を経験後，本疾患を認識していた婦人科医により疑われ診断に至った．【結語】FMFの主要な症状は発熱，腹痛，

胸痛であり，それらが月経期に反復することもあるため，婦人科診療で遭遇する可能性は十分ある．しかし特異的な所見に
乏しく，疑わない限り診断は困難であることから，本疾患を知っておくことは，婦人科医にとって重要と思われる．

●

0－209　当院で計画的・統括的に治療を実施した子宮内膜症手術症例の成績

○池田　芳紀］1，甲木　　聡］），矢吹　淳司1），北見　和久1），伴野　千尋D，山口　恭平い，吉田　光紗】），廣渡　芙紀2），

　寺西　佳枝］），松川　　哲D，矢野　有貴］），小林　浩治P，皆元　裕子L’）t高柳　武志L“），鈴木　範子2），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

【目的】挙児希望のある子宮内膜症患者で手術適応がある場合は，術後速やかに妊娠成立を図ることが子宮内膜症の再発を

防ぐためにも有効とされる．当院では2008年頃から子宮内膜症の手術後に無駄なく短期間で生児を得られるように，手術
前に不妊スクリーニング検査を実施し全体的計画を策定した上で，手術，不妊治療，周産期管理のすべてを当院で包括的に

実施することを，患者に対して強く推奨している．今回，このような管理を行うことができた症例についてまとめて報告す
る．【対象と方法】患者同意が得られ当院で分娩まで継続して管理できた症例と挙児に至らない場合でも継続して少なくと

も2周期以上妊娠成立を企図できた40症例について，診療録，手術記録，生殖補助医療（ART）記録より分析をおこなっ
た．【成績】患者年齢の中央値は33歳（25～39歳）で，腹腔鏡下手術が32症例，開腹手術が8症例含まれた．開腹手術症

例には，超肥満，子宮腺筋症，強固な癒着などの合併症が含まれていた．両側卵巣病変を22例，片側卵巣病変を18例に認

めた．ASRMスコアの中央値は38（4～106）であった．手術時に両側卵管色素通過を確認できたのは32例だった．重度男
性因子の合併を6例に認めた．生産は23例，12週以上の妊娠継続症例も含めると28例（70％）となり，生産あるいは継続
妊娠成立の中央値は3周期目（1～13周期目）だった．人工授精は12症例42周期に行い1周期のみ妊娠成立し生産に至っ
た．ARTによる妊娠成立は19周期（68％）だった．出産例には積極的かつ長期の母乳哺育を推奨した．【考察】早期に妊
娠し生児を得ることは，子宮内膜症の術後管理上も重要である．必要な情報を手術前から集めて適切な個別プラニングを行

い，白施設でARTや周産期管理を含む全てを実践できる体制が効果的であるという結果を示すことができたと考える．

■

●

O－210　無精子症に対する精巣内精子採取術（testicular　sperm　extraction：TESE）の検討

○伊藤　直樹1），田中　俊明2），前田　俊浩L’｝

　］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

【目的】無精子症に対する精巣内精子採取術（testicular　sperm　extraction：TESE）の成績を検討した．【方法】無精子症101

例に対して片方の精巣に対して生検針にて組織を採取するNeedle－TESEを25例に，両側精巣に対して顕微鏡下に組織を採
取するMicro－TESEを76例に施行した．閉塞性無精子症（OA）が疑われる症例に対してはNeedle－TESEを，非閉塞性無
精子症（NOA）が疑われる症例に対してはMicro－TESEを基本的に勧めた．【成績】Needle－TESEでの精子採取率は18／25
（72％）であった．採取不能例の病理組織はSertoli　cell　only（SCO）：4例，　maturation　arrest（MA）：3例であった．　Micro－

TESEでの精子採取率は26／76（34．2％）であった．組織別にはactive　spermatogenesis～hypospermatogenesis（HS）：18／
18（100％），MA：2／8（25％），　SCO：6／46（13．0％），　Hyalinization：0／4（0％）であった．　FSH値（mlU／ml）別の精子採

取率は，＜9．9：80％，10～19．9：20％，20～29．9：27．8％，30　一一39．9　：　31．4％，40＜：41．7％であった．周術期合併症は軽度の痔

痛，精巣腫脹が認められたが，処置を必要とする血腫などは認められなかった．【結論】TESEは安全に施行され無精子症
に対する有効な治療法である．術前FSH値が10mlU，／ml以上の高値例ではFSH値は精子採取の予測因子とならなかった．
今後の課題はSCOでの精子採取率をいかに向上させるかと考えられた．

●

●
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O－211　当院におけるMD－TESE・ICSIについて

○鈴木　康夫い，辻　　敏徳D，西　　　修2），高　　栄哲’1，並木　幹夫3）

　V鈴木レディスホスピタル，L’）西ウイミンズクリニック，3金沢大学医薬保健研究域医学系集学的治療分野（泌尿器科学）

●

●

【緒言】無精子症に対してはTESE（精巣内精子採取術）により精子の存在が明らかになれば挙児が可能であるが，顕微鏡
下（MD－TESE）で行うことにより低侵襲でかつ効率的に精子が採取できる可能性が高まると考えられる．今回MD－TESE
ならびにそれに基づいて行ったICSIの成績について報告する．【対象】2011年2月～2013年5月の間に挙児希望で無精子
症と診断されインフォームドコンセントの後MD－TESEを施行した25症例．無精子症の原因は特発性21例，　Klinefelter
2例，化学療法後1例，AZFc欠失1例．年齢は34．6±5．2才．術前FSHは27．3±13．lmlU／ml，テストステロン3．7±1．5ng／

ml．それらに対し計30回のMD－TESEを施行した．【結果】25症例中17例（6＆0％），30回中19回（63．3％）で精子が見
られた．精子が見られた17症例は特発性14例，Klinefelter2例，　AZFc欠失1例であった．初回で取れない，あるいは初
回以降ホルモン値の低下によりホルモン治療（hCG－rFSH，もしくはhCG単独）を行った止で実施したのは7例あり，うち
6例（85．7％）で精子が見られた．精子が得られた17例中妻から採卵，ICSIし胚移植まで施行し終えたのは14例あり6例
で妊娠が成立（42．9％）した．【考察】MD－TESEにて効率的にかつ低侵襲で精子が採取されることが示された．また一回目

で精子が見られなくても症例によってはホルモン治療により二回目で採取できることもあることから，充分なインフォーム
ドコンセントが必要と思われた．今後症例数を増やし更なる検討を行いたい．

O－212　Microdissection　Testicular　Sperm　Extractionにより明らかとなってきたSertoli
　　　　　　Cel10nly　SyndromeとUniform　Maturation　Arrestの臨床的特徴

○菅藤　　哲1），辻　　祐治L），福崎　　篤1），岩本　晃明：s［，早川　正道D

　v国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科，2）恵比寿つじクリニック，3J国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

■

●

（背景）非閉塞性無精子症（NOA）の中で最も治療に難渋するのがSertoli　Cell　Only　Syndrome（SCO）とUniform　Maturation　Arrest

（UMA）である．その他のNOAはMicrodissction　Testicular　Sperm　Extraction（Micro　TESE）によりほぼ精子回収可能である（Kanto

S，Fertil　Steril　2009）．一方これまでNOAは主に一ヵ所の病理検体でもって診断されてきた．しかしMicro　TESEが導入されて精巣

全体が観察されるようになった今日，一カ所の組織診断でもって全体の臨床病理を説明するのは合理性を欠いていると思われる．（対

象と方法）2004年10月から2013年5月まで428例に対してMicro／Simple　TESEを実施した，少なくとも3カ所以上の検体から精子

が回収できず，かつ2カ所以hの病理検体中全ての精細管で精細胞が完全欠如しているもの（47XXYは除く），或はほぼ同じ分化段階

で停止しているものを各々SCO，　UMAと定義した．生存精子は運動性かHOS　testでもって確認した．妊娠は胎児心拍でもって判定

した．臨床記録からデータ回収可能であったSCO148例とUMAI8例を比較検討した．当研究は倫理上の配慮と同意のもと行われた．

（結果）SCOでは29／148例（20％）で精子が回収され，29例中26例で運動精子が得られ，23例で妊娠していた．一一方UMAではll／

18例（61％）で精子が回収されていたが，11例中10例で不動精子しか得られず，3名で妊娠していた．染色体検査及びY染色体微小

欠失解析結果では，SCOでは評価可能であった82名中4名で異常が確認された一方で，　UMAでは9名中6名で異常が確認された．（考

察）SCOではUMAに比べて精子回収率は低いが，染色体異常やY染色体微小欠失の頻度が低く，また直視下に選択的に回収される

SCOの精子の質及び機能は，偶発的に回収されるUMAの精子より高く，妊娠率の違いに関連している可能性が示唆された．　UMAは
精巣容積，内分泌検査が正常を示すものが一・般的であることより，慎重に評価と治療を進めて行く必要性が示唆された．

O－213　精巣生検における精細管の形態と精子細胞の有無

○中嶋　美紀V，森　麻里奈11，廣瀬　美穂1），岡部　美咲！），高橋　　如P，加藤　由香D，赤星　孝子1），竹本　洋一」，

　田中威づみ11，御木多美登1），伊熊慎一郎u，永吉　　基1），田中　　温’〉，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

●

●

【目的】当院では精子細胞を用いた顕微授精を実施しており，精子細胞の回収のために，精巣生検を施行し，得られた精巣実質

から良好な精細管を選別，採取することが重要となる．今回は，当院にて行った精巣生検において採取した様々な精細管の形
態を比較し，精子細胞の有無について検討を行い，有用な結果を得たので報告する．【方法】インフォームドコンセントに基づ

いて精巣生検を実施し，以下の三段階で，顕微鏡下において精細管の形態観察を行った．まず，外科的に精巣を切開し，露出

した精巣組織をLeica社製手術用顕微鏡（M525F50）下で観察し（1），実質の一部を採取する．採取した実質をOlympus社
製実体顕微鏡（SZH－ILLD）下で観察し（2），形態良好と思われる精細管を選別する．その精細管を，ガラスボトムディッシュ

にEDTAを加えた2．5％トリプシン溶液で作製した微小滴中に移す．27Gの注射針を用いて解し，精細管を構成する細胞を解
離し，ノマルスキー微分干渉装置を装着したNikon社製倒立顕微鏡（TE－300）下で観察し（3），精子細胞の有無を確認し，
結果を手術担当医へ報告する．【結果】（3）で良好な症例では，（2）において，管の走行がやや蛇行している，管壁は厚くない

が管径は太い，全体的に白濁している，緊満感がある，精細管の内容物が細かく，流動性が見られることなどを目安に選別し

た精細管が多かった．一方，不良な症例では，精細管は細く，管壁はやや厚めで，暗色で，緊満感も無く，精細管の内容物は
粗く，流動性はあまり見られなかった．【結論】（1）で観察される精巣組織には良好な精細管が集中する部位や不良な精細管が

多い部位，また両者が混在する部位があるが，（2）の結果から，精細管の走行，太さ，色，管壁の厚さ，緊満感，管壁の厚さ，

流動性などを目安として，良好な部位を選別，採取することで，（3）でより多くの精子細胞を回収することが可能となる．

●
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O－214　当院における最近6年間のクラインフェルター症候群患者に対する臨床成績

○御木多美登い，田中威づみ1），伊熊慎一郎D，永吉　　基］），田中　　温1），楠　比呂志2），渡邉　誠二s），竹田　　省’v

　いセントマザー産婦人科医院L’）神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，4）順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科

【緒言】クラインフェルター症候群患者は非閉塞性無精子症を呈し，男性不妊として発見されることが多い，睾丸は多くの

場合，委縮しており，MD－TESEを施行しても，　ICSIが不可能なことが多い、また，分娩となった場合でもクラインフェ
ルター児を含む染色体異常児が出生する可能性があるといわれている．当院での最近6年間の臨床成績を，考察を交え報告
する．【方法】2006～2011の6年間に当院にて施行したTESE症例中155例のクラインフェルター症候群症例を対象とした．

【成績】155例のクラインフェルター症例中17例（11．0％）で精子が確認できたが，奇形精子3例，不動精子8例，奇形＋

不動精子6例であり，ICSIには適さなかった．　ICSI可能な精子細胞を採取できた症例は106例（6＆4％）であり，その中で

実際にICSIが施行できたのは100例であった．妊娠症例はのべ41例（初期流産15例含む）であり，その中で出産にいたっ
た症例は26例（第二子出生2例含む）であり，DDtwinは5例認めた．羊水検査を受けた症例は1例であり，染色体は正常
であった．その他現在までの段階で明らかな運動機能および精神発達に異常がある児は認められていない．さらに，現在ま

でに乳児期に2例が染色体検査をしたが異常は認められていない．【考察】クラインフェルター症候群は難治性の男性不妊

ではあるが，精子細胞を使用したICSIによって，41．0％で妊娠が認められた．さらに今後の妊娠率向上のための検討が必
要と思われた．また，染色体異常を含め，出生した児のさらなる追跡調査の必要性があると考えられた．

●

9

O－215　Y染色体AZF領域微小欠失と精巣内エコーパターンの関連についての検討

○成吉昌一㌧中野和馬2㌧辻　祐治12）
　U天神つじクリニック，2恵比寿つじクリニック

【目的】われわれは非閉塞性無精子症の精巣内部エコーパターンの解析により精子回収の予測を行ってきたが，今回はY染色

体AZF領域微小欠失との関連について検討を加えた．【対象と方法】対象は2012年9月より2013年5月までの間に，非閉
塞性無精子症と診断され，Y染色体AZF領域の欠失を検査した98例で，年齢は25～47歳（中央値：35歳）．精巣容積：09～
14mL（中央値：6mL），　FSH：2．8～52．OIU／L（中央値：17．81U／L）であった．　USには10～14MHzリニア探触子を使用し，

精巣容積および精細管径を計測，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】98例

のうち，11例（112％）でY染色体AZF領域に欠失を認め，そのうちの6例（55％）では精巣内エコーパターンが不均一に
描出されたが，これは欠失のなかった群の38％に比較し有意に頻度が高かった．AZFa，　b領域の欠失があった9例では精
子を回収できる可能性が低いと判断して精巣内精子の回収を試みなかったが，このうちの4例では精巣内エコーパターンが

不均一一であり，さらにこの4例のうち3例は精巣が正常大でFSHの上昇もなかった．【まとめ】Y染色体AZF領域の微小欠
失は非閉塞性無精子症の約10％に見られ，aあるいはb領域の完全欠失があると精子回収の確率がきわめて低いとされる．

われわれは精巣内エコーパターンが不均一であれば精子回収の期待が高いと考えてきたが，今回の検討でAZFの欠失症例で
は精巣内エコーパターンが不均一に描出される頻度が高いことが明らかとなった．また，精巣が正常大で，FSHの上昇もな
く，精巣内エコーパターンが不均一という良好な造精機能が示唆される症例でもAZFa，　bの欠失がみられた．精巣が正常大

でFSHのヒ昇がなくても，安易に閉塞性無精子症と考えず，　USで精路の閉塞所見がなければ，　AZF検査を行わなければな
らない．精巣内エコーパターンとAZF検査とを合わせて評価することにより精子回収予測の正診率向上が期待できる．

●

●

0－216　閉塞性無精子症を疑い両側精巣上体の尾部のみから運動精子が得られたものの，精
　　　　　　巣組織の病理所見では『セルトリ細胞単独症候群』であった1症例

○粟田松一郎，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，木下　春香，榑松　朋子，穂満ゆかり，福元由美子，竹内　一浩
　竹内レディースクリニック

【はじめに】閉塞性無精子症に対しても，精巣組織からの精巣精子を用いてARTを施行する施設もある．今回我々は，閉塞

性無精子症を疑ってMESAを施行し，精巣上体の尾部のみから精子を採取できたにも関わらず，精巣内には精細胞を全く
認めなかった症例を経験したので…報告する．【症例】31歳男性．22歳で交際中の現在の妻との間に化学的流産の既往あり．

30歳近医にて精子濃度1×106／mlとのこと．31歳で当院初診精液量6．O　ml，精子濃度0／ml，　WBC　2×106／ml．精巣容
量は左右とも約20　ml，精巣上体容量は正常範囲内．　LH　4．17　mlU／ml，　FSH　7．24　mlU／ml，テストステロン3．62　ng／ml．【手

術結果】左右とも精巣上体頭部はやや萎縮傾向を認め，50～100μ径のガラス針にて極くわずかの液のみ採取，精子を認めず．

体部も萎縮傾向あり，一部は脂肪変性を認めた．尾部の精巣上体管も展開・露出したが正常所見で腫脹なし．採取液内から

は運動率10％程度の精子を採取できた（左側20～30匹／視野）（右側10～20匹／視野）．予想した『閉塞性無精子症』の所

見とは異なるため，その後両側精巣組織も採取してみた．両側とも精細管の太さはほぼ正常で均一に保たれていたが，数カ
所から採取した組織には各段階の『精細胞』を全く認めなかった．提出した病理組織検査においても，“Johnsen’s　score2”

の診断であった．【考察】上行感染や自己免疫異常などの後天的な原因の関与によって造精機能がほぼ廃絶したものの，対

応が比較的早かったために，精巣h体内に残存していた少数の運動精子を採取，凍結保存できたのではないかと推測された．

micro　TESEにおいて精巣精子が採取できない場合においても，念のため，ガラス針などを用いて精巣上体尾部内の精子の
有無を確認しておくことは有用であると思われた．

●

●
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O－217　精巣上体精子および精巣精子を用いた顕微授精の治療成績

○今井　　伸D，塩島　　聡2｝，松本美奈子2｝，渋谷　伸一｝，鈴木伊津ヂ1，村松　正子3）

　1聖隷浜松病院泌尿器科，e）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

●

●

【目的】閉塞性無精子症，非閉塞性無精子症を問わず，精巣内精子採取法が広くおこなわれているが，当院では運動精子を

得るのが容易で処理が簡便なことから，可能な限り精巣上体からの精子回収を試みてきた．精巣上体精子および精巣精子を

用いた顕微授精（ICSI）の治療成績につき報告する．

【方法】無精子症が原因（男性因子のみ）でICSIが施行された71例を対象とした．治療開始時の平均年齢は，夫が36．4歳，

妻が32．2歳であった．精巣上体精子が41例，精巣精子が30例で用いられた．ICSIの成績を，精巣上体精子の症例と精巣
精子の症例に分けて検討した．

【結果】精巣上体精子を用いたICSIの採卵当たり，胚移植当たり，累積妊娠率は，それぞれ54．8％，32．4％，75．6％であっ

た．これに対し，精巣精子を用いた顕微授精では，それぞれ25．4％，22．0％，44．0％であり，精巣ヒ体群で有意に高かった．

流産率は，精巣上体精子群17．4％，精巣精子群13．3％で有意差はなく，累積生産率は，精巣上体精子群65．9％，精巣精子群

33．3％で精巣上体群が有意に高かった．精巣精子群では，夫婦の年齢によって妊娠率に差がなかったが，精巣上体精子群で

妊娠しなかった症例は，妊娠症例と比べて夫と妻の年齢がともに有意に高かった．

【考察】精巣上体精子を用いたICSIによる妊娠率，生産率は高く，流産率も精巣精子を用いたICSIと同等であった．閉塞
性無精子症の症例では，積極的に精巣上体精子の回収が試みられるべきである．

O－218　閉塞性無精子症の治療法の検討一MESA　vs．　MD－TESE一

○田中　　温，田中威づみ，御木多美登，伊熊慎一郎，永吉　　基

　セントマザー産婦人科医院

●

●

目的：閉塞性無精子症に対して，これまでは精路を再建術する治療が行われていたが，現在では凍結，顕微授精する治療法

が一般的になってきている．精巣上体精子を採取する方法として，日本ではMESAとMD－TESEが行われている．この両法
に対し臨床的検討を行ってみた．対象：2009年～2012年の間で治療を行った閉塞性無精子症475例及び非閉塞性無精子症
1523例を対象とした．方法：局所麻酔＋プロポフォールの全身麻酔下にて精巣上体精子回収法を施行した．当院で作製した
ガラス針に延長チューブをつけたものを使用し，先端径は部位によって太，中，細を選んだ．白色に腫大した精巣上体管へ

垂直にガラス針を直接刺入するだけで，濃縮した精子が毛細管現象で自動的に回収できた．凍結用培養液である10％グリセ
リン添加ETCGと等量混合し，それをセラムチューブに注入し，液体窒素蒸気中で凍結した．37℃の微温湯で融解し，　O．3％

HSA－HTSにて遠心洗浄した後に顕微授精を行った．閉塞性無精子症はMESAではなくMD－TESEを施行する方が良好な成
績が得られるという報告もあるが，当院では全例MESAを行っており，　MD－TESEは非閉塞性無精子症に対して施行した．

顕微鏡下にて太くて白濁し屈曲した精細管を探して採取し，直ちにコラゲナーゼとDNaseを含んだ培養液の中で処理を行っ
た．結果：MESA施行症例の妊娠率，流産率，出生率は34、5％（164／475），29．3％（48／164），24．4％（116／475）であり，　MD－

TESE施行症例のうち精子を用いた症例の成績は14．3％（10／70），30．0％（3／10），10．0％（7／70），精子細胞で治療を行った

場合は16．3％（237／1453），54．4％（129／237），7．4％（108／1453）であった．結論：当院では閉塞性無精子症に対しMD－TESE

を施行していないため両法の正確な比較はできないが，精巣上体より採取された精子の濃度は約50～100万個／ccと精巣内精

子より圧倒的に高く，また運動率も良好な点より，精巣上体精子を使用する方が臨床上有用であると考えられた．

O－219　凍結保存された精巣上体および精巣精子を用いたART

○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】精巣上体および精巣より採取された精子を凍結保存しておけば，患者は最小限の外科手術でARTに望むことができ
る．本研究は凍結保存された精巣上体および精巣精子を用いた治療成績を後方視的に比較検討した．【方法】2006年9月か

ら2013年1月の期間に閉塞性および非閉塞性無精子症と診断され，外科手術にて回収され凍結保存された精子を用いて治
療を行った28症例90周期を対象とした．対象患者には十分な説明を行ない書面にて同意を得た．顕微鏡下精巣上体精子吸
引法（MESA）を実施し，精巣上体に精子が認められない場合のみ顕微鏡下精巣精子回収法（MD－TESE）を試みて精子を
回収した後に凍結保存した．採卵日にそれらを融解し成熟した形態良好運動精子を回収後直ちにICSIに供した．精巣上
体および精巣精子を用いた治療成績を比較した．また一部の回収精子をMASコートスライドグラス（松浪硝子）に移動さ
せ，尾部をICSI針で押さえつけてグラスに接着させた後，　DNA　fragmentation（TUNEL法）を調査した．【結果】精巣上
体および精巣精子で，患者平均年齢（34．5歳vs．334歳），2PN率（6Ll％vs．61．1％），分割率（98．0％vs．99．4％），胚移植

個数（1．2個vs．12個），着床率（26．0％vs．　24．8％），妊娠率（32．6％vs．2＆6％），流産率（35．7％vs．30．8％），生産率（20．9％

vs．19．8％），患者あたりの成功率（77．8％vs．78．9％），成功に要した胚移植回数（4．7回vs．5．2回）に差を認めず同等の成績

だった．DNA　fragmentationについては，精巣上体精子懸濁液に比べ精巣精子懸濁液で有意に低かった（12．5％vs．2．6％；

P＜0．01）が，倒立顕微鏡下で個々にART用に選別した成熟良好形態運動精子ではDNA　fragmentationを認めたものはな
かった（0％；0／61）．【結論】凍結保存された精巣上体および精巣精子を用いて，多くの患者はART治療に成功し健康児を

もうけることができた．ART用に選別された精子にDNA　fragmentationは認められなかった．
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O－220　交差性精巣上体精管吻合術を行った片側精巣萎縮対側精管閉塞の一・例

○松ド　知彦！），中野　　勝D，矢内原　敦2），岩本　晃明3）

　ll大船中央病院泌尿器科，　Z）矢内原ウィメンズクリニック，3個際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

　右精管閉塞と3度の左精索静脈瘤を伴う萎縮精巣を認めた無精子症の患者に左精管右精巣上体管吻合術を行い，1ヶ月後
射出精子を認めたので報告する．症例はモンゴル国籍の30歳男性．無精子症にて紹介，両側精管は触知し，右精巣容積26
ml左16ml，第3度の左精索静脈瘤を認めた．幼少時saddle　injuryの既往あり，右大腿部に裂創跡をみとめた．パートナー
は27歳産婦人科学的に特に異常を認めなかった．ホルモン検査所見はLH　6．OmlU／ml，　FSH　8DmlU，／ml，　Testosterone　712

ng／dlと正常範囲内であった．恐らく右精巣の造精機能は保たれているであろうと2010年3月TESEを施行，右精巣より
十分量の精子を回収できた．固定標本では右精巣のMJSは10，左精巣は2であった．右精索の精巣近傍に黄色肉芽腫を認
め，そこに精管が巻き込まれており右精管閉塞と左精巣の造精機能障害による無精子症と診断した．ICSIにて一子を出産後，

帰国を前に精路再建を希望されたので2012年8月右精路再建術を予定した．右精管を遊離し，切断すると内部は粘稠性を
もつ黄白色の液が充満しており屈曲部に至るまで精子を認めず，尿道側は内鼠径輪レベルで閉塞していた．右精管は使えな

いと判断，左精管を遊離し，尿道側への通過性を確認右精巣上体管を開窓し精子を確認できた所に我々の行っているLIVE
法の変法に準じ吻合した．1ヶ月後精液検査にて精子濃度0．2×106／ml，運動率0％であったが射出精子を認めた．その後帰
国されたので精液所見のフォローアップはできていない．精管閉塞と左精巣萎縮の原因は詳細不明であるが幼少時の陰嚢～

会陰打撲の影響を考え，右精巣の造精機能障害はなかったことからTESE前に懸念された精索静脈瘤の影響はわずかであろ
うと考えられた．

O－221　泌尿器科におけるMHH治療　標準化にむけたアンケート調査

○小堀　善友1），太田　茂之1），岡田　　弘1｝，田中　敏章L））

　’1濁協医科大学越谷病院泌尿器科，2MHH研究会代表

【緒言】Male　Hypogonadotropic　Hypogonadism（MHH）に対する治療は，薬剤投与量，投与間隔など，明らかな治療指針

が定められていないのが現状である．また，現在日本で行われている治療については，症例数の少なさから多数例を集計し

た治療効果も明らかになっていない．今回われわれは，国内多施設におけるMHHに対する治療・効果をretrospectiveに
分析した．【対象と方法】当院倫理委員会に承認を受けたあと，日本国内で男性不妊症治療をしている泌尿器科15施設にア

ンケートを行った．それぞれに，MHHのタイプ，主症状，治療前後のホルモン値，使用したホルモン製剤（hCG，　rhFSH，
hMG）とその期間，精液検査について調査した．【結果】117症例（特発性65例，続発性38例，　adult　onset14例）が登録

された．特発性は二次性徴の遅延adult　onsetは不妊や射精障害の主訴が多数を占めた．ホルモンの使用量はhCG5000単
位週2－3回，rhFSH150単位週2－3回が最も多かった．治療開始後に，有意にテストステロンの増加を認めた．特発性の
79．6％，続発性の82．1％，adult　onsetの100％に射精液中精子の出現を認めた．　hCGとrhFSHを同時に開始した群が，最

も精子の出現が多く（89．3％），精子出現までの時間が短かった．【考察】MHHに対して，　hCGとrhFSHの治療は有効であ
り，80％以上の患者において射精液中に精子が確認できた．今後の課題として，Pitteloud　Nが報告しているように，　rhFSH

の先行投与が精子形成に有効であるか評価する必要があると考えられる．今回の演題に関して，開示すべきCOIはない．

O－222　日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術105例の検討一手術手技とアウトカムー

○木村　将貴，永尾　光一，田井　俊宏，田中　祝江，小林　秀行，片桐由起子，中島　耕一
　東邦大学大森病院リプロダクションセンター

【目的】精索静脈瘤手術には，高位結紮術，腹腔鏡下手術，顕微鏡ド手術があるが，合併症，再発率ともに顕微鏡下手術が

最も優れており，男性不妊の治療としてグローバルスタンダードとなっている．精索静脈瘤手術は入院や時間のかかる時期

もあったが，今回我々は局所麻酔下にて顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術の日帰り手術を行い，良好な成績を得たので手術手
技も合わせて発表する．【方法】当リプロダクションセンターにて2010年12月～2013年3月までの間に精索静脈瘤と診断
され，局所麻酔下にて日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術を施行し最低3ヶ月以上フォローアップし得た105症例を対象
とした．不妊主訴は76例，陰嚢痛主訴は29例であった．【成績】不妊症例76例中で術前と比較して精液検査所見が改善し
たのは58症例（76．3％）であった．精液検査所見（術前vs．術後）は，精液量（3．1　vs．3．4　ml），精子濃度（2544　vs．4182

万／ml），運動率（24．1　vs．　37．0％），総運動精子数（1842　vs．4468万）と精液量以外はすべて有意に改善した（すべてP＜O．OOI）．

また，無精子症例では運動精子が出現した例も散見され，抗精子抗体陽性例でも精液所見が改善した．陰嚢痛主訴29例に
おいては陰嚢痛が消失したのは24例（828％）で超音波検査では全例が改善していた．手術時間は1～L5時間，術後いず
れも歩いて帰宅，鎮痛剤は内服のみ2－3回程度使用した．術後合併症は，創感染・精巣水瘤・精巣萎縮などはなく，軽度
皮下出血を数名散見したが自然軽快し，静脈瘤の残存例もなかった．【結論】今回の検討によって，局所麻酔下でも顕微鏡

下精索静脈瘤低位結紮術が合併症なく安全に施行できることが明らかになった、以前の静脈瘤手術のシリーズと比較しても
精液検査所見の改善率，陰嚢痛の消失率は遜色ない結果であると考えられた．
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O－223　精索静脈瘤リンパ管温存高位結紮術の検討

○田井　俊宏D，永尾　光一），松井　幸es1），木村　将貴D，小林　秀行い，鈴木　九里D，片桐由起子2｝，中島　耕一）

　’1東邦大学大森病院泌尿器科，2〕東邦大学大森病院産婦人科

●

●

【目的】精索静脈瘤は，乏精子症，精巣痛等の原因となり，男性不妊症が注目されている昨今，手術症例は増加している．

高位結紮術，腹腔鏡下手術，顕微鏡下手術が主な術式であるが，高位結紮術は手術時間も短く，顕微鏡が不要のため手技的

に簡便である．また血管結紮の際に手術用拡大鏡使用下でリンパ管温存を行えば精巣水瘤の合併も防止できる．今回当院に
おいて施行したリンパ管温存高位結紮術について検討を行った．【方法】当リプロダクションセンターにて2008年4月～2012

年12月に精索静脈瘤と診断され，全身麻酔下にて高位結紮術を施行した症例を120例を対象とした．不妊94例，陰嚢痛19
例，精、巣成長障害4例，その他3例であった．手術は膀のレベルで腹部横切開を4－5cmおき，精索静脈を確保後，2．5倍の
手術用拡大鏡を用いてリンパ管を剥離し血管のみを結紮切離した．【結果】不妊症例のうち乏精子症で3ヶ月以上経過観察

できた59例において術前と比較して精液検査所見が改善したのは50例（84．7％）であった．精液検査所見（術前vs．術後）
は，精液量（3．6vs　4．7　ml），精子濃度（1563　vs　2818万／ml），運動率（22．7　vs．40．5％），総運動精子数（1112　vs．8124万）

といずれも有意に改善した（すべてP＜0．001）．また，無精子症例9例においてクラインフェルターの1例に運動精子が出

現した．陰嚢痛主訴19例において陰嚢痛が消失したのは12例（63％）で超音波検査では術後全例が改善していたものの，

1例に6ヶ月後再発が認められ，再手術を行い疾痛は改善している．成長障害は術後すべてに左右差がなくなり改善が認め
られた．合併症としては術後の皮ド出血が2例，縫合不全が1例認められた．術後の精巣水瘤は認められなかった．【結論】

今回の検討によって，リンパ管温存高位結紮術はが合併症なく安全に施行できると考える．

0－224　男性不妊症を中心とした両側精巣腫瘍の臨床的検討

○天野　俊康，今尾　哲也，竹前　克朗

　長野赤十字病院泌尿器科

●

●

【はじめに】両側精巣腫瘍は，比較的まれな疾患であるが，治療後に男性ホルモン不全徴候や男性不妊といった問題点があ
る．今回，当科で経験した両側精巣腫瘍患者の臨床的検討をretrospectiveに行ったので報告する．【対象および方法】1996

年4月～2013年3月までの17年の間に，当科で経験した精巣腫瘍患者は124名であり，そのうち両側精巣腫瘍の5名（4．0％）
を対象として臨床的検討をretrospectiveに行った．【結果】初発時の年齢は29．4±3．3（26～33）歳であり，異時性発生が4

名，同時発生が1名であった．異時性での対側発生までの期間は79．0±50．0（20～121）カ月であった．病理組織学的には，

両側ともseminomaが3名，一側seminoma÷対側embryonal　ca，　yolk　sac　tumorが1名，同時性発生の1名は一側semi－
noma＋対側seminoma，　embryonal　ca，　teratomaであった．精巣腫瘍に対しては，精巣摘除術後，必要に応じて放射線療

法，抗腫瘍化学療法，転移巣に対する手術が施行され，初発から3～34年でNEDであった．挙児に関しては異時性の1名
が対側発生までの間に2児を得ていた．1名は独身で精子保存を希望したため，精巣摘除術の際に精子回収を試みたが，精
子は得られなかった．2名は両側精巣摘除後に病状を告知して結婚1名は追跡不明であった．経過観察中の4名において
男性ホルモン不全徴候の自覚症状として，脱力感イライラ感などを認め，エナルモン筋肉注射によるホルモン補充療法
（HRT）を定期的（3週～2か月毎）に継続中である．【考察】両側精巣腫瘍の治療後の男性ホルモン不全徴候に対してHRT

の効果が認められた．しかしながら，妊孕性に関しては困難なことも多く，対側の早期発見や精巣部分切除TESEなど，
早期から積極的に関与していく必要があると思われた．

O－225　不妊治療が発見の契機iとなった精巣腫瘍の1例

○岡　真太郎1），白石　晃司1），松山　豪泰1），蔵本　武志2」

　P山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野，2蔵本ウイメンズクリニック

●

●

【症例】31歳，男性．妻，29歳．結婚3年目．結婚1年目に自然妊娠するも流産．前医にて人工授精を数回試みられるも，

精液所見の悪化を認め，ART目的にて当院を紹介受診．問診：半年前より胸部～顎の発毛の促進を自覚．精液量：2．3　ml，
精子濃度：2．36×106／ml，運動率：38％，精巣容積：両側14ml（腫瘍の触知不可能），超音波断層法：異常なし．　LH：〈O．1

mIU／L，　FSH：＜O．1　mIU／L，テストステロン：11．6　ng／ml，プロラクチン：13．3　ng／ml．緊急CTにて左精巣内部にlcm

の造影効果のあるmass　lesionおよび左腎門部～L2レベルの大動脈左側のリンパ節腫大を認めた．　LDH：1931U／L，　AFP：8．3

ng／ml，　hCG：8957．5　mlU／ml，　hCGβ：22．89　mIU／L．【経過】凍結用の精子採取を行った後，左高位精巣摘除術施行（seminoma，

teratoma，　choriocarcinoma）．　pTIN2MlaS2，　stage3B（後腹膜リンパ節転移，肺転移）．　BEP療法4サイクル施行し，腫

瘍マーカーは正常化，肺転移消失．後腹膜鏡下神経温存後腹膜リンパ節郭清術施行．病理組織学的にfibrosisであり，現在
CR．術後3ヶ月の時点で精液量：2ml（30％逆行性射精），　azoospermia．　LH：5．81U／L，　FSH：11．31U／L，テストステロ

ン：3．8ng／ml．凍結精子を用いたARTを行いつつ，造精機能の改善について経過観察している．【考察】男性不妊診療に

て他の合併症が発見される頻度は緒家および我々の検討で5％前後であり，大部分が良性疾患である．本症例の進行は非常

に早く無治療により不幸な転帰を辿った可能性は高い．不妊診療において男性側の基礎疾患の評価は非常に重要である．
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O－226　精巣悪性腫瘍患者における造精機能の検討

○加賀麻祐子，菅原　　翔，山田　康隆柳澤　　充，坂本　信一，川村　幸治，今本　　敬，二瓶　直樹，市川　智彦
　千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

【目的】精巣悪性腫瘍患者における治療前後の造精機能についての検討を行った．【方法】1983年1月から2013年3月まで

に当科にて治療した片側性胚細胞性精巣悪性腫瘍患者のうち，初診時50歳以下でかつ非再発生存中の102例に対し，精液
検査，血清ホルモン値のうちLH値，　FSH値及びテストステロン値で妊孕能を評価した．このうち77例に腫瘍摘除後に化
学療法（PVB，　BEP，大量化学療法等）を施行した．【結果】化学療法前の精子濃度は24．9±5×106／mlで，20×IO6／ml未

満が19例，それ以上が18例であった．運動率は39．4±5％で，50％未満が14例，それ以上が18例であった．経過中に18
症例で精液所見が基準値に回復したが，回復までの期間は30．4±8ヶ月だった．施行された化学療法は2コースからllコー
スと様々であったが，5コース以上の化学療法施行例では非回復例の割合が高くなり，6コース以上では回復例を認めなかっ
た．FSH値は，回復例では12．9±12　mlU／mlであるのに対し非回復例で25．5±13　mlU／mlと有意な上昇を持続した．テス
トステロン値は，回復例で4．8±12ng，／m1，非回復例で50±2．6　ng／ml，といずれも基準値を維持した．化学療法後に挙児

希望のあった21症例において自然妊娠が9例，うち7例で挙児を得た．挙児を得た例の妊娠直前の精子濃度は53±36．4×106
／ml，運動率は61．1±26．2％であった．【考察】精巣悪性腫瘍患者において，患側精巣摘除術前，化学療法前の造精機能は，

約半数例で低下していた．また化学療法後の造精機能は2年前後で精子濃度が20　×　IO6，／ml以上となり妊孕性も回復すると

考えられた，大量化学療法やPVB，　BEPを5コース以h施行した症例では造精機能の回復が不良であったがテストステロ
ン値は保たれていた．

●

●

O－227　一次性／二次性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療法の臨床的検討一特に精巣容積について一

○大橋　正和，宮崎　保匡，増田　　彩

　荻窪病院泌尿器科

【目的】r－hFSH／hCG療法を施行したMHHI8例に対して，病歴，治療前のTanner　Stage等より，一次性群，二次性群（以

下一次群，二次群）に分け，総T値，Tanner　Stage，精子出現までの期間，精巣容積について，後方視的に観察した．【対
象】MHH18例は，一次群10例，二次群8例となった．年齢：一次群18－53歳，平均36歳．二次群25－53歳，平均38．3歳．
【方法】r－hFSH（ゴナールFペン型150U）／hCG（ゴナトロピン5000U）を週2～3回皮下注射した．未婚で，第二次性徴獲

得のみを希望する例には，hCGのみを皮下注した．3M毎に総T値，　Tanner　Stage，精液所見精巣容積を測定した．【結
果】総T値Tanner　Stageともに一，二次群全例で上昇した．精液所見：治療により一次群10例中9例（90％），二次群
7例中5例（71％）に，精液中に精子が出現した．精子出現までの期間は，一次群3－15M，平均8．8M，二次群3－18M，平
均8．2Mであり差が無かった．治療開始後18M以ヒ経過後，新たに精子が出現した例は無かった．精巣容積は，一次群が治
療前11－8，平均3．3ml，精子出現時：3－10，平均5．1mlであり，二次群は治療前5－10，平均8．6ml，精子出現時10－12，平

均11mlと，両群とも増大した．精子出現時の最小精巣容積は，一次群3ml，二次群10mlであった．【結語・考察】本療法
により，一，二次群ともに精巣容積が増大し，合計14例17例（82％）で，精液中に精子が出現した．精子出現時の最小精
巣容積は一次群例の3mlであり，治療により，精巣容積の充分なる発育が認められなくても，造精機能が発現する例を経験

した．本治療開始後2年経過しても，精液中に精子が出現しない例に対しては，micro－TESEに踏み切るべきである．

●

●

O－228　精子採取術の既往のある閉塞性無精子症に対する顕微鏡下精路再建術の成績

○日比　初紀】1，大堀　　賢い，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】精子採取術と言えばTESEという認識が広まり治療可能な閉塞性無精子症も，卜分な情報のないまま手術を受
けている可能性がある．他院で精子採取術を受けた後，当院で精路再建術を行った症例の検討を行った．【対象及び方法】2007

年から2011年の5年間に当院不妊外来を受診した新患494例のうち，過去に他院で精子採取手術の既往のある11例．無精
子症の原因は精管結紮術4例，精巣上体炎1例，小児期精巣固定術1例，不明5例であった，精子採取術は1例MESA，10
例にTESEが行われていた．精路再建術は精巣上体精管吻合術6例，精管精管吻合術5例を行った．【結果】精巣上体精管
吻合術2例，精管精管吻合術2例で開通を得た．自然妊娠は2例に得られた．一方開通は得られなかったが手術時にバック
アップとして採取・凍結保存した精巣上体精子或いは精巣精子を用いて4例に妊娠・出産を得た．【考察】精管結紮症例は

少なくとも2回以上の手術操作が行われている．過去に4回TESEを施行されていた精管結紮術後の症例を除き総鞘膜の癒
着は対応可能な程度であったが，期せずして精巣白膜を損傷する事があった．【結語】治療法の選択は最終的にカップルに

委ねられる．閉塞性無精子症症例で精了採取術の既往があっても精路再建術は可能で，積極的に手術を勧めても良いと思わ
れる．

●

●
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O－229　内分泌と精液検査パラメーターからみた造精機能と生活習慣との関連について

○熊迫　陽子，後藤　香里，大津　英子，長木　美幸，城戸　京子，佐藤　晶子，小池　　恵，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】造精機能に後天的に影響を及ぼす物理化学因子はさまざまなものがあるといわれているが，ヒトにおいてはまだはっ

きりわかっていない．そこで，当院を受診した不妊症夫婦の初診時に夫が記入した問診表の記載内容と，当日の血中ホルモ

ン値，また，精液検査の結果について検討した．【方法】2000年1月から2013年4月の間，挙児希望のため当院を受診した
夫婦の男性を対象とした．BMI値，喫煙の有無サウナ入浴の有無，性欲求の程度有機溶媒の使用の有無について着目し，
初診時の血中ホルモン値，精液検査所見を検討した．【結果】BMI値が25以上の症例の精液量は平均3．lml，血中テストス

テロン値は平均393．lng／mlであり，　BMI25未満のそれぞれ3．4ml，490．Ong／mlと比べ有意に低値であった．喫煙をする症
例の精液量は平均3．2ml，精液中白血球濃度は平均O．36×106／mlであり，喫煙しない症例のそれぞれ3．4ml，　O．26×10s／mlに

比べ有意に高かった．サウナ入浴の習慣がある症例の精子運動率は平均492％，奇形率は平均55．8％，白血球濃度は平均O．37　×

106／mlであり，サウナ入浴をしない症例のそれぞれ51．0％，54．5％，　O．29×106／mlと比較し有意に異常値に近い値であった．

また，性欲求が「ない，あまりない」と回答した症例の精子運動率は平均44．1％，奇形率は平均59．0％，BR率15．1％であ

り，「強い，やや強い」と答えた症例のそれぞれ53．8％，55．0％，17．0％に比べ有意に異常値に近い値であった．また血中プ

ロラクチンが有意に高かった．有機溶媒の使用の有無に関しては，「使用する」と答えた症例で血中プロラクチンが有意に
高かった．本結果より，肥満や喫煙や高温環境は後天的な造精機能を傷害する危険性があることが示唆された．

O－230　男性不妊症患者におけるバイオアベイラブルテストステロンの測定意義

○梅本　幸裕1），佐々木昌一1），岩月正一郎’），池内　隆人P，神谷　浩行1），窪田　裕樹），窪田　泰江D，矢内　良昌’），

　服部　幸雄L’），佐藤　　剛Z），杉浦　真弓2），郡　健二郎1）

　1J名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野，2｝名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学分野

●

●

【目的】血中でのテストステロンは（1）遊離型（2）アルブミン結合型（3）性ルモン結合グロブリン（sex　hormone　binding　globulin：

SHBG）結合型の3種類が存在し，合わせて総テストステロンとなる．体内でのテストステロンの作用は主に（1）および（2）を合わ

せたバイオアベイラブルテストステロン（bioavailable　testosterone：BT）の作用が期待される．一方BTと男性更年期についての報

告は散見されるが，男性不妊症とBTにおいてはほとんど報告がされていない，今回われわれは手術治療を行った男性不妊症患者にお

けるBTの関連を検討した．【対象】2012年4月から2013年3月に当院でmicro－dissection　TESE（MD－TESE，40例非閉塞性無精子

症：NOA）およびMESA（6例閉塞性無精子症：OA）を施行した患者の中でSHBGを測定した46名を対象とした．測定にあたり患
者に説明の上，同意を得た．MD－TESE施行のNOA群（平均年齢36．4歳），およびMESA施行のOA群（平均年齢35．6歳）におい
てLH，　FSH，総テストステロン（TT），遊離テストステロン（FT），　SHBG，　BTを両群間で比較した．【結果】NOA群：OA群とし
てLH（mlU／ml）7．3±5．3：2．9±O．8，　FSH（mIU／ml）26．7±15．6：4．7±1．6，　TT（ng／ml）3．4±2．2：5．4±3．4，　FT（pg／ml）7．7±5．2：10．6±

＆2，SHBG（nmol／L）37．4±17．8：35．9±10．1，　BT（ng／ml）1．6±1．0：2．7±1．7であった．　LH，　FSH，　TT，　BTにおいて有意差を認めた．

【考察】BTはFTとアルブミン結合テストステロンとを言い，生物活性のある男性ホルモンである．今回の検討では造精機能に問題の

ない閉塞性無精子症と，造精機能そのものに障害のある非閉塞性無精子症の比較を行ったところ，OA群において有意にTTおよびBT

が高い結果となった．FTについては両群間で有意な差が認められなかった．男性不妊症患者においてTTとBTの関係については明

らかな報告はない．今回の結果から男性不妊症患者の日常臨床においてはTT測定がBT測定の代用できる可能性が示唆された．

0－231　不妊症患者の非配偶者間生殖補助医療に対する意識調査

○越光　直子，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】最近では非配偶者間生殖補助医療についての報道も多く，この分野に関する社会的認識も変化してきていることが

推察される．今回我々は，近年の社会的状況や情報量の変化，医療技術の進歩に伴い，非配偶者間生殖補助医療に対する患

者の意識も変化しているのではないかと考え，現在の患者の非配偶者間生殖補助医療に対する意識調査を行った．【対象・
方法】2012年12月に当院で不妊治療中の女性患者150名に，当院作成の質問紙を手渡しにて配布，無記名での記入とし，
回収BOXにて回収した．回収率は87％（131名）であった．【結果】「非配偶者間生殖補助医療があることを知っている」が

91％（119名）で，「非配偶者間生殖補助医療があることを知らない」が9％（12名）であり，この医療に対する認知度は高

かった．回答者のうち，「卵子提供が認められたらよい」と考えるのは30％（39名）であったが，「卵子提供でしか子ども

を授かることができない場合に卵子提供を受ける」と回答したのは10％（13名）であった．仮に卵子提供を受けた場合，

希望する提供者として21％（27名）が「自分の姉妹」を挙げていた．また，仮に非配偶者間における生殖補助医療を受け
た場合，出産後「出生のいきさつを子どもに告げる」は44％（57名）で，その内33％（19名）が「できるだけ小さいうち
から出生のいきさつを話す」であった．【考察】非配偶者間の生殖補助医療に対しては関心が高いが，実際に自分がその立

場になったときにはその治療を選択しないという意見が多数であった．非配偶者間の生殖補助医療に対する患者の認識は，

近年の情報量の増加によって変化してきていると思われるが，自身に関わる現実問題として捉えた場合は現在でも身近なも

のとはなりえていないことが感じられた．子どもへの告知については，約半数が前向きに考えており，近年の意識の変化が
うかがわれた．

●
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O－232　妊娠・出産に対する意識調査一高校生・20代未婚女性・不妊症患者を対象に一

○岡田　清美，関　こずえ，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】近年，晩婚化に伴い妊娠，出産年齢が上がっている．年齢が上がると共に卵子の老化が進み，不妊率・流産率も上

がるが，こうした情報は女性にト分に浸透していないと思われる．今回，高校生・20代未婚女性と当院で治療中の患者が，

どのように性や結婚・妊娠・出産について考えているのかを質問紙にて調査した．【対象・方法】2012年7月～12月に，高

校生101人，20代未婚女性150人，当院治療中の患者100人に，当院作成の質問紙を配布，郵送にて回収した．回答は無記
名とした．【結果】回収率は高校生100％，20代未婚女性37％，患者83％であった．「不妊という言葉を聞いたことがある」

が高校生では93％，20代の未婚女性では100％．「卵子の老化や卵巣予備能という言葉を聞いたことがある」が，高校生28％，

20代未婚女性33％，患者88％であった．「一般的に女性は何歳まで子供を産めると思うか」では，高校生の23％，20代の
未婚女性の24％，患者の5％が「46～60歳」と答えていた．「聞いておきたかったこと・知りたかったことはあるか」の自
由記述に患者の48％の回答があった．そのうち「卵子の老化について」は48％，「妊娠の適齢期について」・「不妊について」

は各27％，「出産適齢期について」は25％と回答している．【考察】高校生や20代未婚女性は，不妊という言葉は知ってい

るが，実情は知らないことが窺える．出産可能年齢に対する知識は，現在治療中の患者でさえ不足している場合があること
が分った．現在の性教育では，男女の身体の違いや避妊方法が主に教育されている．患者の質問紙の回答にあるように，「もっ

と早く卵子の老化や妊娠・出産の適齢期について知りたかった」という意見が多く聞かれた．このことより，女性が将来後
悔することなく人生設計について考えられるよう，正確な情報に基づく生殖に関する教育が必要と思われる，

●

●

O－233　不妊問題解決に向けた選択情報誌の汎化と展望～家族のサポート・ガイドブック
　　　　　　「FaP」の応用と地域連携への試行～

○荒木　晃子121，永島百合子1），先久　　幸］），森山　弘恵D，野々村佳代P，弓岡　英里1），知念日菓利D，内田　昭弘D

　1）内田クリニック，2位命館大学客員研究員

　2010年，当院では，島根県行政と児童福祉関連施設の協力を得て，立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機
構（京都市）より，不妊当事者の家族形成に役立つ選択肢と必要な情報をまとめた小冊子（以下，FaPと略す）を刊行した．

刊行後は当院内に常設し，他にも県下の各児童相談所，乳児院行政不妊相談窓口や保健センターなどで活用されている．

また当院では，うえと並行して，不妊治療を選択した患者を対象に，FaPの活用法などを含めた院内支援システム構築に向

けた当院スタッフによる調査研究が進んでいる．調査は，治療を選択した当事者カップルが，治療終結後に向かう次の選択

肢を支援するにあたり，地域連携の橋渡しとなることを目的とした．この度，初版FaP刊行以降，3年を経た2013年1月，
初版の内容を改定した改訂版「〈カップルと子どもをつなぐ〉ファミリー・aim・パスポv－－J一ト～家族のサポート・ガイドブッ

クin島根～」の刊行に至った．改訂版の作成には，初版の協力機関に加え，島根産科婦人科学会と島根県産婦人科医会両
会の協力が不可欠であった．同時に，初版の刊行以降，島根県松江市内で継続的に家族療法のワークショップ（以下，家族

WSと略す）を定期に（通年三回）開催中である．2013年までに，計9回実施した家族WSの参加者は延べ200名であった．

なお，家族WSには，当院をはじめとする医療関係者の他に，県下の児童相談所乳児院裁判所，介護福祉施設などの職
員や公務員，臨床心理士など，多方面からの参加者を迎えている．WS参加者による，家族理解のための学びを通した交流
は，不妊問題をかかえる当事者家族の支援に向け，さらに，院外の地域連携のための有用な機会となっている．

●

●

O－234　生殖医療専門施設で治療以外の選択肢情報（里親／養親）を患者へ提供する必要性
　　　　　　の検討

○永島百合子U，荒木　晃子1・L），先久　　幸1），森山　弘恵1），野々村佳代1］，弓岡　英里’1，知念日菓利1），内田　昭弘V

　D内田クリニック，L）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／養親）についての意思確認情報提供の必要性，必要

であればどの様な提供形態が有効かを検証し，既存の選択情報誌の活用方法を含め，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．【対象と方法】2012年3月から4月の間に当院通院中で実子を持たない患者計30名に研究依頼

を行い，11名（37％）の同意を得，同時に協力者を公募し9名の同意を得た．半構成的面接を終えた14名（1名養子縁組
当事者）について分析を行った．事前に口頭と文書で説明を行い，同意書の提出にて研究同意とした．【結論】里親／養親に

ついて選択肢ありは6名で，治療終結後の選択肢として考えており，女性の年齢40歳が考える要因になっていたが，選択
前に「治療終結の困難さ」が語られた．不明1名，選択肢なしは6名で，理由として，子どもへの愛情の問題，家族，地域
への説明の問題告知の問題があがった．選択の有無に関わらず里親／養親についての情報は全員なく，医療施設，行政，

両者からの情報提供が望まれていた．医療者には治療終結のための援助，行政への橋渡しも希望されていた．選択情報誌を
知っていたのは3名で，院内に設置するだけでは役割を果たしていなかった．【考察】選択肢のある患者も「治療終結の困

難さ」故に治療を継続している現実があり，治療中には情報を得る時間的な余裕もない状況が考えられた．選択肢を持てな
い理由からは現在の日本が里子／養子を迎えにくい文化を持っていることが考察できた．情報は全ての患者に早期に平等に

提供することが望ましいと考察でき，選択情報誌は初診時に患者へ手渡すことで活用できると考え，本年5月より配布を開
始した．今後は情報提供後の相談体制を継続すること，行政との連携を目指し合同の勉強会の企画も必要だと考えている．

●

●

◆
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O－235　不妊症患者夫婦の喫煙習慣と男性因子検査結果の相関および禁煙指導についての検
　　　　　　討

○西尾　京子，中原　裕子，長池　未郷，山内　博r・，朝倉　寛之

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック
●

●

【目的】喫煙は卵巣機能を障害するだけでなく，男性の精子形成におけるプロタミン蛋白の異常および酸化ストレスによる精子DNA

障害を誘発すると考えられ，禁煙指導は不妊症看護における重要課題である．しかしながら，喫煙と男性因子パラメーターとの相

関や，パートナーにおけるの喫煙習慣実態についての知見は少ない．不妊症夫婦の喫煙と，精子DNA断片化率（DFI）検査およ
びKruger法による精子形態の厳密評価を含む総合的男性因子評価の結果の関連を検討した．【方法】不妊夫婦症例における初診問

診内容および夫の通常精液検査，DFI値，　Kruger値の後方視野的検討を，施設倫理規定に則して実施した．【成績】195症例の夫，

妻の平均年齢はそれぞれ3＆8歳，36．5歳で，平均年齢較差は2．3歳（－11～26）であった．38症例の夫（夫喫煙率　19．5％），9症例

の妻（妻喫煙率4．6％）に日常』的喫煙（夫平均17．4本／日，妻平均9．9本／日）があり，夫のみ33例（16．9％），妻のみ4例（2．1％），

夫婦両者5例（2．6％）が喫煙者であった．喫煙者夫の妻夫と妻の年齢と喫煙に関連はなかったが，夫と妻それぞれの1日喫煙量間

に有意な相関関係が見られた．WHO基準による総精子数精子濃度，精子運動率，精子形態の異常，およびDFI高値（30％以上）

はそれぞれ，23．6％，19．5％，48．7％，40．3％，および20．0％の症例に見られた．夫の喫煙量と精子濃度精子運動率，DFI値およ

び1（ruger値とは有意な相関はなかったが，夫年齢とDFI値は正の，　DFI値とKruger値とは負の相関関係が存在した．【結論】対

象不妊症夫婦の22％においていずれかが日常的喫煙者であり，その79％にて夫のみに喫煙習慣があった．不妊症治療施設へは主

に女性パートナーが通院する一般的状況では，夫婦両者へ禁煙達成を効果的に指導する方法の確立が課題と考えられた．一・般的精

液検査によって喫煙の影響を明らかにできなかったが，今後は喫煙習慣と治療の臨床成績との関係を検討する必要がある．

O－236　遠方より初診当日にFTを希望する患者への支援

○澤辺麻衣子1），村上　純子v，片岡　信彦P，井田　　守D，福田　愛作D，森本　義晴2）

　’）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2001年から卵管鏡下卵管形成術（以下FT）を実施している．当初より遠方の患者の受け入れを行ってい

たが，2006年より初診当日にFTが受けられることHPで公開し実施している．術前検査書類が揃えば1日のみの来院で手
術が可能となる．これまでの患者支援体制の有効性を評価するため，アンケート調査を行ったので報告する．【対象と方法】

2001年8月～2013年4月までにFT実施数は3385人で，関西圏外の遠方患者は258人．関西圏外より初診当日FTを実施
した患者から無作為に抽出した40名を対象とし，書面にて調査の主旨や匿名性の確保について説明を実施，倫理的配慮を
行い10項目のアンケート調査を行った．患者は初診当日に検査結果を持参し，医師の外来診察後にFTを実施している．【結
果】FTに関する情報はインターネット検索が79％，治療に対する「不安」に関しては「あった」「少しあった」が50％あ

り，「FTの痛みやその後の経過」「時間通りに病院へ行けるか心配」などFT治療自体と初めての場所に関する不安のある

事が分かった．また遠方患者は全FT患者の＆2％，平均年齢は34．3歳不妊期間は3年4か月，2回実施患者が26名，3
回が5名であった．地域別では中部地方が72名と最も多く，海外からは10名であった．【考察】今回の結果では不安を感
じる割合は50％であった．このことよりパンフレットやHPを改善した．またチーム内での情報伝達を確実にするため，
遠方説明リストを作成した．海外遠方患者とはEメール用フォーマットを作成した．遠方FT希望患者は全FT患者の1／10
に近い．FT実施施設の増加がなければ遠方患者の減少は考えられず，遠方患者が安心して，かつ容易に初診当日FTを受
けて頂ける様，今後は術後のケアを含めより良い支援を目指していきたい．

O－237　患者が望むART妊娠判定陰性時の看護

○江隈　直子，村上貴美子，久保島美佳，井上　　静，徳永　美樹，金子　清美，園田　敦子，河野　照美，大塚未砂子，

　吉岡　尚美，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

●

●

【目的】ART後の妊娠判定陰性時の看護の難しさが報告されている．その中でも面談時間の短い患者は，思いの表出や気持ちの整

理がされにくく，その後の経過に何らかの影響を及ぼしているのではないかと思われ，陰性時の面談時間とその後の経過について

検討した．【対象及び方法】対象は2010年7月～2011年5月迄に，医師から妊娠判定陰性と告知され，その後看護師が面談を行っ

た24歳～45歳の168件を面談時間によりA群0～3分（48件），B群11～15分（99件），　C群31分以上（21件）に分け，面談後
から約2年を追跡し，治療再開の時期，治療中断，妊娠の有無を分析した．【結果】平均年齢はA群37．0±4．2歳，B群37．5±4．0歳，

C群38．4±5．9歳と差は見られなかった．治療継続者の治療再開までの平均期間は，A群3．4±4．3か月，　B群2．4±3．0か月，　C群2．2±

1．9か月と有意差はなかったが，面談直後からの治療中断者の割合は，A群10．4％，　B群14．2％，　C群23．8％と面談時間の長いC群

が高く，さらに35歳以下でもA　eV　5．6％，　B群3．3％，　C群50．0％とC群が高かった（p＜0．Ol）．一・方，妊娠し産科転院した割合は，

A群41．7％，B群32．3％，　C群14．3％と面談時間の短いA群が高く（p＜O．05），さらに35歳以下でもA群72．2％，　B群43．3％，　C

群33．3％とA群が高かった（p＜O．Ol）．【考察】面談時間が短く，患者が気持の表出や整理ができていないと我々が問題意識を持っ

ていたA群は，面談直後の治療中断率は低く，妊娠し産科転院した割合が高く，その後の経過に悪影響は認められなかった．むし

ろ我々が看護に達成感を持っていた面談時間の長いC群で，特に35歳以下の患者において，治療中断リスクを考慮した関わりが必

要であることが示唆された．陰性時の面談は長く時間をかけるからといって，患者の気持ちが整理されるものでもない．患者は陰

性時の看護にどのようなことを望んでいるのかアンケート調査も行っているので，その結果も合わせて報告する．

●
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O－238　局所麻酔採卵の有用性の検討

○阿部　祐子，奥山　由佳，黒木　都未，石井　千明，三浦　礼子，瀬川　智也，寺元　章吉

　新橋夢クリニック看護部

【目的】採卵における麻酔の選択は，卵胞数にともなう採卵時間の長さにより規定されるべきと考え，昨年の受精着床学会
で短時間採卵に於いては，無麻酔採卵が有用であり，全ての患者に深い麻酔が不可欠ではない事を実証し報告した．しかし，

卵胞数が多く採卵時間が長い患者には何らかの疾痛緩和が必要である．今回我々は，AMH値が高く卵胞穿刺回数が多いと
予想される患者に対し02％リドカイン5mlの局所麻酔採卵を行い，その結果，疾痛緩和が図られ局所麻酔の選択が侵襲度
に合致していたのかを調査し検討した．【対象・方法】2013年4月1日～5月15日の採卵者を対象に，疹痛・安全性・有用
性等に関し同意のもと，選択・自由記述式調査を行なった．【結果】回答数556例．無麻酔448例，局所麻酔108例．疾痛
に対し無麻酔では痛みなし～軽い痛みあり74．1％，強い痛みあり25．7％，局所麻酔では痛みなし～軽い痛みあり64．8％，強
い痛みあり35．2％であった．平均AMH値は順に4．6，7．1，21．9，25．3pm／L，平均卵胞穿刺数は6．2，8．1，218，28．2個，平

均採卵時間は2分56秒，4分05秒，7分06秒，8分43秒であった．次回も今回と同じ採卵を希望するかの問いに無麻酔で
は96．2％が希望し，1．6％が希望しないと答え，局所麻酔では9　3．5％が希望し，3．7％が希望しないと答えた．【まとめ】局

所麻酔は無麻酔に比べ「強い痛みあり」と答えた平均卵胞穿刺数平均採卵時間が増加している事から，局所麻酔により疹
痛の緩和が図られた事が分かった．また，強い痛みがあった例に於いても自制内である為，最後まで安全に採卵が可能であっ

た．今後も局所麻酔を希望する理由では，大多数の患者が我慢できる痛みだったからと答え，麻酔による侵襲が少なく，意

識がある為，意思表示ができ，採卵の様子が確認できる事を利点としている．以上より卵胞穿刺回数が多く，長時間採卵で

あっても局所麻酔が有用である事が実証された．

●

●

O－239　採卵時の痛みに対するアンケートの検討を通して～局所麻酔を取り入れて～

○藤井　美喜，オンビルギン操，岡本　恵理水澤　友利，lll田　　聡，緒方　誠司，松本由紀子，1倉　陽子，

　梶原　綾乃，苔口　昭次，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】当クリニックでは従来，採卵時の痛みを軽減させるために静脈麻酔，座薬や錠剤を使用してきた．麻酔使用時の副

作用や麻酔後の安静保持，患者移動介助の必要性を考えると麻酔は最小限にすべきであり，局所麻酔を取り入れることになっ
た．そこで，局所麻酔の痛みの程度を知り，他の方法と比較し検討するためにアンケートを実施した．【方法】2012年7月～

8月に，採卵を受けた患者を対象に採卵終了後にアンケートの内容を説明し，同意を得た上で手渡した．回収ボックスにて
留め置き法で回収した．【結果】325名より回収を得た（回収率92％）．静脈麻酔42、5％が最も多く，次に内服か座薬40．6％，

局所麻酔15．7％で，採卵中局所麻酔から静脈麻酔に変更したのは4名（1．2％）いたt内服か座薬，局所麻酔，静脈麻酔の
所要時間はそれぞれ平均4．6分，7．6分，8．6分，平均穿刺卵胞数は2．9，10．5，15．0であった．採卵時の痛みを強く感じた患

者は，局所麻酔，内服か座薬，静脈麻酔の順であった．平均穿刺卵胞数との関連をみると，局所麻酔では「痛くない」と感
じた患者の平均穿刺卵胞数15．7で，「痛みが強い」と感じた患者の穿刺卵胞数は10、7であった．局所麻酔は745％の患者が

「満足」と返答していたが，他の方法に比較して低かった．【考察】採卵時の痛みは局所麻酔が強かったので，痛みが増強す

ればその場で静脈麻酔への切り替えなど個々の状況に応じて対応していく必要がある．また精神的な声かけなども痛みの緩
和につながる．局所麻酔の「痛くない」と感じた患者の平均穿刺卵胞数が，「痛みが強い」と感じた患者より多かったため，

痛みの感じ方は個人差があるといえる．所要時間の短縮や麻酔の副作用を考えると，穿刺卵胞数が少ないようであれば，静

脈麻酔から内服か座薬，局所麻酔にシフトしていくように試みていくべきである．

●

●

O－240　ヒヤリ・ハット報告～連携ミス事例を振り返って～

○後藤　裕子，手島しおり，河邉　史子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

［目的］当院では2005年に「ISO9001」を取得し，施設全体の活動として継続的に事故防止対策を実践している．今回，受

付と看護部の確認・連携ミスなどにより体外受精の治療に入る周期が一周期遅れるというミスがあった．この事例の振り返
りを通してチームとしての事故防止対策の課題について検討した．［対象・方法］2012年7月に起こったインシデント事例

について，その原因となる事象の連鎖，要因を時系列で分析した．また，これをもとに立てた対策について一ヵ月後に検証
した．［結果］初めて体外受精の治療に入る患者が間違えて「注射」の項目で予約を入れていた．受付Aが，患者が予定を

変更したと思い込み「注射指示」の札をカルテに挟んで準備をした．受付Bがカルテに挟み込まれている「注射指示」の札
を見てカルテ内容を確認せず準備を行なった．看護師Cは，受付が患者に確認をしたうえで今周期では体外受精の治療に入

らないと思い，患者に直接意思変更の確認をしないまま医師から持続性卵胞ホルモンの指示を受けた．看護師Dが注射の指

示のみを見てカルテ内容の確認を十分にせず，そのまま注射を打った．その後患者が体外受精の治療に入る意思を持ってい
たことが分かった．事情を説明し，治療周期を一周期延期することとなった．このインシデントの発生後，受付と看護部で
緊急ミーティングを開き，「カルテの準備段階からダブルチェックを行う」「カルテから治療の流れを把握する」「疑問に思っ

た時は再度確認する」等の新たな対策を立てた．その後同様のミスはなく，ミーティングと新たな対策の効果が伺えた．［考

察］この事例に関わった受付・看護師がそれぞれ思い込みにより，確認を怠ったことが大きな要因となったことがわかった．

その背景には，「誰かがきちんとしているだろう」という思い込み，チームで医療を行ううえで起こる「責任の分散」の危

険への対処が重要であることが分かった．

●

●

■
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O－241　不妊治療施設におけるインシデントレポート～発生状況と対策についての分析～

○手島しおり，後藤　裕子，河邉　史子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

●

●

【目的】近年，医療機関における事故の発生が各方面で大きく取り上げられ，医療現場においては危機管理のあり方が重要

視されている．我々は2009年当院におけるミスの実態調査を行い報告した．その結果を踏まえ，その後の4年間を再度検
討したので報告する．【対象・方法】2009年1月～2012年12月まで当院で報告された看護部のミス395例を対象とした．
国立大学病院医療安全管理協議会の分析シートを参考にレベル分けし，ミスの発生場所・内容・原因・対策と効果について
検討した．【結果】インシデントのレベル分けをした結果，患者に傷害を与えうるアクシデントの報告はなかった．発生を
未然に防ぐことのできた「レベル0」のミスが74．8％と最も多く，ミスの発生場所は「外来」73．3％と3／4近くを占めてい

た．ミス時の業務内容は「検査」1＆3％，次に「処置・手術⊥「患者管理・看護」が多かった．ミスの原因では「指示受け
ミス」が55％と多く，対策として「教育」が有効であった．【考察】今回の調査では，前回同様アクシデントはなかった．

前回に比べ患者数，看護業務の多い外来での発生頻度が増加していた．ミス時の業務内容は，検査が3倍以上に増加してい

た．今回「検査」でのミスが増加した背景には，2010年9月～2011年6月にかけて新しい機器を導入したことや採血依頼
をバーコード化したことなどにより，業務内容や流れが変化したことが一因と考える．業務は簡素化され，ミスの減少が期
待されたが，新しい機器に適応しきれずに起こったミスが目立った．新しい機器の導入によりミスの内容は変化したが，根

本的なところは従来のミスとあまり変化が見られなかった．対策として意識の徹底ルールの徹底が多く使用されていたが，

実際に有効なのは教育であった為，対策の見直しも検討していく必要があると考え，今後の課題としていきたい．

O－242　不妊治療におけるインフォームドコンセントの為のタブレットPC導入の試み～一
　　　　　　般不妊編～

○松浦　里江，平井　真耶，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理新居　　遙，菅原　由貴，八木香菜子，徐　　東舜
　医療法人社団徐クリニックARTセンター

●

●

【目的】患者の自由意思が重視される不妊治療を行っていくヒでインフォームドコンセントを得る必要がある場面は多々存

在する．今回我々のクリニックでは患者への説明，同意を得るために新しい視聴覚素材として，昨今注目されているタブレッ

トPCを導入したので，一般不妊治療と検査の説明の実態を本学会で紹介，患者の反応および今後の課題について検討した
ので報告する．【対象】不妊一般ビデオ視聴者2013年1月21目から5月17日までの受講者115名を対象とした．【方法】ス
ライド（一般不妊治療：51枚，不妊治療検査：72枚，自己タイミング療法について：13枚，人工授精の方法と1日の流れ：

24枚）をそれぞれ5～20分程度にビデオ編集し，説明用のナレーションをつけた．タブレットPC素材を用い説明を行った
患者にアンケートをとりその理解度をVAS（数値スケール）により測定し，パーセンテージで表示した．また，説明後の
感想は自由記載してもらい，その内容を考察した．【結果】一般不妊ビデオ受講者115名の平均理解度は94．17％であった．

自由記載では「スピードが速くついていけなかった．」，「ホルモンの名前などが聞き取れなかったので，1回では理解しきれ
なかった．」などがあった．【考察】今回，アンケートとしては一般不妊治についてしか行えておらず，今後課題を残すとこ

ろであるが，このような方法をとることによって，患者は耳からの情報だけでなく，視覚からも情報を得ることが可能とな
り，治療への不安を取り除くことに一定の効果があったという印象を得た．

O－243　不妊治療におけるインフォームドコンセントの為のタブレットpc導入の試み～体
　　　　　　外受精編～

○清須知栄子，松浦　里江，平井　真耶，今井　智子，伊藤　真理新居　　遙，菅原　由貴，八木香菜子，徐　　東舜
　医療法人社団徐クリニックARTセンター

【目的】体外受精を行う上で，患者が「自己決定」するための情報提供でもある「インフォームドコンセント」を得るため

にいかに理解しやすく説明するかが重要である．今回我々のクリニックでは患者への説明，同意を得るために新しい視聴覚

材料として，昨今注目されているタブレットPCを利用した体外受精セミナーの実際を本学会で紹介し，患者の反応および
今後の課題について検討したので報告する．【対象】体外受精ビデオ視聴者2013年1月19日から5月18日までの受講者66
名を対象とした．【方法】スライド141枚を20分程度にビデオ編集し，説明用のナレーションをつけた．タブレットPC素

材を用い説明を行った患者にアンケートとりその理解度をVAS（数値スケール）により測定し，パーセンテージで表示し
た．また．説明後の感想は自由記載してもらい，その内容を考察した．【結果】体外受精ビデオ受講者66名の平均理解度は
8＆9％であった．自由記載では「知識がない分，分かりにくかったかも．」，「スピードが速くついていけなかった．」，「内容

が難しかった．」などがあった．【考察】タブレットPCで説明ビデオをみる方法をとることによって，患者は耳からの情報

だけでなく，視覚からも情報を得ることが可能となり，十分に理解・納得した上で治療をうけることができるという印象を
得た．自由記載の内容を踏まえ，より理解が得られるビデオ作製を行っていく．
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O－244　ステージ4の肺がん男性の精子凍結と，それを用いた生殖補助医療実施の可否を緊
　　　　　　急の倫理委員会で審議した症例～臨床心理士の立場から～

○奈良　和子1），己斐　秀樹2｝，大内　久美2）

　1亀田総合病院臨床心理室，2）亀田総合病院不妊生殖科

●

　夫は55歳，ステージ4の肺がん，他院で切除術を受け，当院腫瘍内科に化学療法目的で来院．妻は外国籍で35歳．不妊生

殖科初診時，不妊期間5年で他院において腹腔鏡を始めとする不妊治療歴あり．夫の予後は非常に厳しく，生殖担当医は産ま

れてくる子供の権利と，保存した生殖細胞が死後生殖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

員会を招集し，体外受精の開始が適切か審議した．夫は自分が亡くなる可能性があるのに子供を作っていいものかと迷い，審
議を必要と受け止めていた．妻は夫が亡くなるなんて考えられない，審議は自分の希望を邪魔する物だと強い抵抗感を示した．

妻へのカウンセリング介入は困難だった．妻への精神的フォローとして，入院中の患者・家族ケアとして行っているアートセ

ラピー「アロハ会」にお誘いした．手作業を通じて交流していく中で，不安や困っている事柄を話すように変化していった．

倫理委員会の審議では，倫理的に問題ないとの判断で凍結精子を用いた顕微授精を行い，計9個の受精卵を凍結した．5回目

の凍結胚融解移植で妊娠，3180グラムの男児を出産した．夫は化学療法が著効して画像上完全寛解を維持している．妻は出産

後の痛みと疲労感で育児困難を示した．授乳困難が続き口齢15日で120グラムの体重増加だった．母子の状態を心配した産院
から，体重増加不良のため入院を依頼された．小児科診察では医学的適応はなく社会的入院となること，夫は化学療法のため

定期的な入院が必要であり，今後も問題を抱える事が懸念された．妻一人での育児は難しく，生活環境の中で継続した支援が

必要との判断で，ヘルパーの導入等ケースワークを行った．がん患者の妊孕性温存の試みは，子供を望むがん患者の生活の質

を守るために重要であると同時に，産まれてくる子供の権利と幸福も守らなくてはならず，継続した支援が求められる．

O－245　ARTを受療する女性の治療断念をめぐる心理的プロセス

○花谷　智子，絹谷　正之

　医療法人絹谷産婦人科

【目的】ARTは急速な発展に伴い，不妊症患者の「子どもを授かりたい」という思いを解決するための選択肢を増やしてき

た．しかし治療を受けた患者全てが子どもを授かるわけではなく，治療を断念せざるをえない場合も少なくない．本研究で

は，治療を受けながらも自ら治療を終結し，「子どもをもたない人生」を選択した女性達の心理的変化のプロセスを捉える

ことによって，不妊症患者が「子どもを持たない人生」を受け入れ，新しい人生へ繋いでいくための具体的な心理的支援を
検討する．【方法】不妊治療を終結し子どものいない人生を選択した女性6名を対象に同意を得，治療開始から断念時，現
在に至るまでを語ってもらい，質的分析法により分析した．【結果と考察】治療断念をめぐる心理的プロセスは，「期待と確

信の治療開始」，治療の不成功で喪失感・挫折感を繰り返すが，〈治療継続の動機づけ〉により治療を繰り返す「治療継続」，

体の現実的な変化から治療継続困難と気づきく子どもがいない生活の開拓〉を進める「断念の動機づけ」，そして「治療断

念後」の4つの大きな流れとして考えられる．そしてく子どもがいて当たり前〉という意識が治療前から存在し，断念した

現在まで心理的プロセスの根底に存在し続け，断念へ大きく影響していると考えられる．この意識によって「治療継続」の
段階までは，『産めない』事実に影響してきたが，「断念の動機づけ」から「治療断念後」のプロセスの中でく子どもがいな

い人生への覚悟〉が加わることで不妊を受け容れ治療断念に至ることができる．しかし現在でも治療断念への心の揺れがあ

るのは，〈子どもがいて当たり前〉の意識がく子どもがいない人生への覚悟〉とともになおも存在し続けているからだと考

える．以上より具体的な心理的支援として，心理教育的アプローチ，ART連続不成功事例への対応，グループカウンセリ
ング，治療断念後への継続的アプローチが考えられた．

O－246　不妊クリニック受診患者の風疹抗体保有状況について

○堀川　　隆u，政井　哲兵1），藤村　佳子1），小林はつ美1），猪野友香里II，荒木　泰行L’），佐藤　雄一3’

　D高崎ARTクリニック，2〕高度生殖医療技術研究所，3産科婦人科舘出張佐藤病院

【目的】2012年に増加傾向にあった風疹患者数が2013年では更に急増しており，それに伴い先天性風疹症候群の報告も増加

している．群馬県高崎市にある当クリニックでは，2013年1月から初診時に風疹抗体検査を行なっている．挙児希望症例に
おける風疹抗体保有率および風疹ワクチン接種後の抗体価について報告する．

【対象と方法】2013年1月から5月までの問，当クリニックに受診した挙児希望症例353例（25～47歳）．初診時に赤血球

凝集抑制反応（HI法）による抗体価を測定した．　HIが16倍以下の症例には風疹ワクチンの接種を勧め，ワクチン接種から
4週間後に抗体価を再度測定した．

【結果】HI8倍未満の症例は19例（5．4％），　Hll6倍以下の症例は86例（24．4％）であった．このうちワクチン接種を施行し

たのは73例（84．9％）であった．未産婦と比較し経産婦の方がHll6倍以下の症例が多かった（2L7％vs．　33．8％，　P〈0．05）．

風疹ワクチン接種4週間後の抗体価が8倍未満からヒ昇を認めないものを2例（125％），抗体価の変化が無いものを20例
（299％）認め，一回ワクチンを接種したものの4週間後のHIが16倍以下のものを29例（43．9％）認めた．
【結論】挙児希望で受診した患者の約25％は風疹予防接種が推奨されるHI16倍以下であり，初診時の風疹抗体価測定の重

要性を再認識させられた．ただし，ワクチン接種後でも44％は依然HI16倍以下であり，また約3割は接種後HIの変化を
認めなかった．避妊期間の延長が必要となるワクチンの耐妾種については慎重に判断しなければならないと思われた．
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●

O－247　挙児希望女性と風疹抗体

○吉岡奈々子、林　　伸旨，寺田さなえ，羽原　俊宏

　岡山二人クリニック

●

●

【目的】妊娠初期の妊婦風疹感染が児の先天性風疹症候群をきたしやすいことは，よく知られているが，風疹抗体陽性率や

風疹ワクチン接種の有用性や効果は必ずしも明らかではない．2012年より風疹感染者の増加が報告され，注意喚起も盛んに
おこなわれるようになっている．以前から当院では不妊治療を希望して受診した女性に風疹HI抗体価検査を勧めており，

2010年にも報告しているが，今回，さらに症例を追加し詳細を検討した．【方法】2003年5月から2013年3月に，挙児希
望で当院を受診した女性7566名のうち，初回に風疹HI抗体価検査をおこなった3839名（50．7％）を対象とした．【結果】風

疹HI抗体価の結果は，8倍未満238名（6．2％），8倍164名（43％），16倍522名（13．6％），32倍以上2915名（759％）で

あった．この16倍以下であった924症例のうち，検査結果判明時点で妊娠成立していた症例を除外し，その後の追求が可
能であった症例は623例であったが，このうちワクチン接種した症例は27．1％（169／623）で，接種率は，34歳以下群の30．5％

（ll3／370）に比較して，35歳以上群では22．1％（56／253）と有意（P＜005）に低く，時間的余裕がないことが原因と考え

られた．一回のワクチンi接種後に抗体価が32倍以上となった症例は58．0％（98／169）で，抗体価が32倍以ヒとならなかっ
た症例が42．0％（71／169）に昇った．ワクチン接種後抗体価が16倍以下のままだったのは，34歳以下群で45．1％（51／113），

35歳以上群では35．7％（20／56）で有意差は認めなかった．【結論】不妊治療を開始する前に風疹抗体を獲得しておくことが

望ましく，早い機会に抗体価をチェックし，必要であればワクチン接種をしておく社会的啓発活動が必要と考えられるが，

2か月避妊が必要な上，ワクチン接種を行ったとしても42％の症例の抗体価が32倍以上になっていない現状も周知してお
く必要がある．

O－248　性交回数は妊娠予後に影響を与え，性交回数の減少は流産率を増加させる

○己斐　秀樹D，高矢　千夏2），大内　久美1）

　1）ts田メディカルセンター不妊生殖科，2〕亀田メディカルセンター産婦人科

●

●

【目的】自然の妊娠の効率は性交回数が多い方が高いことが知られている．初診時問診表で確認した性交回数で日本人の不

妊カップルの性行動の特徴を明らかにし，その後の治療，妊娠予後に与える影響を検討し，今後の治療に生かすことを目的

とした．【方法】2009年1月から2012年12月までに挙児希望で受診した977名の女性から，無作為に抽出した300名を対
象に診療録を後方視的に解析した．未婚者と6月未満の不妊期間は除外した．【成績】初診時妻の年齢は平均33．8歳，夫の

年齢は平均35．6歳結婚時妻の年齢は平均28歳，平均不妊期間は35．4月であった．月の性交回数は平均3．8回であった．

性交回数は0回：A群が16名（6％），1回：B群が37名（13％），2回：C群が41名（15％），3から5回：D群が133名
（47％），6から9名lE群が41名（15％），10回以上：F群が12名（4％）で1／3は3回以下であった．性交回数と妻の年
齢夫の年齢妻の結婚時年齢，妻の妊娠歴と男性因子の有無には有意な傾向を認めなかった．不妊期間はA群71．6月，B
群62、3月，C　eV　37．9月，　D群29．5月，　E　eV　17．3月，　F　eV　35．4月でAとB群では有意に不妊期間が長く，性交回数と不妊期

間には負の相関を認めた（Scheffe多重比較）．性交回数と妊娠率（54．1％から73．2％）には群間で有意差はなかったが，流
産率はA　eV　36．4％，　B群20B％，　C群27．6％，　D群16．5％，　E群9．4％，　F群0％と性交機会が少ないほど流産率は有意に増

加した．各群の妊娠の様式には一定の傾向を認めず，セックスレスにはEDより，性交痛，精神的ストレスが関与していた．

【結論】性交回数が減少したカップルでも，その心情を理解して指導することでARTに頼らず妊娠する可能性が示唆された．

一方，性交回数が少ないと流産率が増加した．

O－249　累積生産率による自然周期・低刺激周期の治療評価

○阿部　　崇IJ，福田淳一郎1），湯　　暁暉1］，和田　恵子1｝，谷田部典之1），篠原　一朝1），勝股　克成V，山崎　裕行1），

　奥野　　隆1），小林　　保1），長田　尚夫L’），加藤　　修1｝，加藤　恵一）

　D加藤レディスクリニック，2｝Shinjuku　ART　clinic

●

●

目的1近年，排卵誘発の際に低刺激法が選択される機会が増えている．低刺激法は，患者の身体的，精神的負担や治療コス

トの軽減等のメリットがある一方で，治療周期あたりの妊娠率が低いといったデメリットが指摘されている．そこで，今回

我々は自然・低刺激周期の治療成績を累積生産率により評価した．対象と方法：当院で2009年1月から6月に初回採卵し
た書面で同意の得られた患者2029名中，9名の下垂体性無月経患者を除外した2020名を対象とした．経過観察期間は2011
年12月までとし，妊娠した患者はその時点で観察終了とした．排卵誘発は完全自然周期もしくはクロミフェン内服を基本
とした低刺激周期ですべて行い，全例選択的．単一胚移植を行った．累積生産率はKaplan－Meier法を用いて算出し年齢ごと

の累積生産率の比較を行った．また，生児の獲得をもって生産とした．結果1患者の平均年齢は37．0±4．4歳1095名（54．2％）

の患者が生児を獲i得した．双胎は13名（1．2％）に認めた．38歳以下の患者の累積生産率は，採卵5周期で74．2％，10周期

で88．5％であった．一方，39歳以上の患者の累積生産率は加齢とともに有意に低下していくものの，採卵10周期程度まで
は生産率の継続的な上昇を認めた（10周期までの累積生産率；39－41歳：502％，42－43歳1249％，44歳以上：1．9％，P＜
0．05）．しかし，44歳以上の累積生産率は非常に低いものであった．結論：自然・低刺激周期の累積生産率は，諸家の報告

と比較しても良好な結果であった．よって累積生産率で治療成績を評価した結果，自然・低刺激周期は排卵誘発法の基本の

一つと考えて問題ないと思われる．

■



224（356） 日生殖医会誌58巻4号
●

O－250　総合周産期母子医療センターからみた生殖補助治療後妊娠の検討

○伊東　裕子，城出　京子，宮本　新吾

　福岡大学医学部産婦人科

【目的】生殖医療の進歩にともなって多胎妊娠が増加し周産期医療や新生児医療で大きな問題となった．そこで，排卵誘発

法の工夫や移植胚数の制限といった多胎防止の努力をおこなってきた．しかしながら，周産期母子医療センターにおいて多

胎妊娠が減少している実感を伴わないことから，多胎妊娠の発生源の検討をおこない今後の課題を考察した．【方法】2003

年から2012年の10年間に当院で分娩し同意を得た4163例中の多胎妊娠（双胎388例，品胎6例，要胎1例）について，2008
年日本産科婦人科学会から移植胚数を原則1個とする勧告がなされた前後の5年に分けて検討をおこなった．多胎妊娠の発

生源を自然，ART，非ART（非A）による妊娠に分けた．さらに，非Aによる多胎妊娠を，治療した施設によってART
専門施設（a）とART専門施設以外（b）に分けた．【結果】当院における多胎数は，2008年勧告前・後で，　ART：44例・44

例，非A－a：4例・5例，非A－b：31例・34例といずれも絶対数に変化がなかった．非A－bが常に非Aの78～100％を占
めていることが明らかになった．本邦のART治療周期数が2．5倍と増加するなかで，周産期母子医療センターにおけるART
による多胎数が増加していないこと，非A－aの割合が少ないこと，非A－bの割合が高く減少傾向にないことが明らかになっ
た．【結論】今回の検討から，多胎妊娠が減少しない理由にART専門施設以外での多胎が減っていないことが判明した．　ART

周期は年々増加しているが，11年間に当院で出生した児のうちARTによる多胎は減少したのちほぼ横ばいであった．　ART
では移植胚のコントロールが可能であり，むしろ過排卵刺激による排卵誘発や人工授精によって生じる多胎妊娠のほうが問

題といえる．専門施設以外の一般産婦人科医にむけた排卵誘発時のガイドラインを構築するなどの予防対策や多胎妊娠のリ
スクを啓蒙する必要があると考えられる．

●

●

O－251　当院における多胎防止に関する取り組み

○溝部　大和，秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，西垣みなみ，松崎　彰子，上田　泰子，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］2008年，日本産科婦人科学会のガイドラインにより単一胚移植と余剰胚の凍結保存が原則となった．ガイドライン

に従いつつ妊娠成績を維持するため，原則，分割胚単一胚移植と余剰胚追加培養後胚盤胞の個別凍結保存を基準とし，この

ことが多胎妊娠防1Lにどのような変化をもたらしたかについて検討した．［方法］2006年，2007年，2008年，2009年，2010
年，2011年それぞれについて当院ARTにて妊娠した患者の多胎数を比較検討した．［結果］2006年における多胎率は18．4％
（16／84），2007年は16．7％（15／90），2008年は6．6％（7／106），2009年は＆6％（10／116），2010年は5．2％（8／153），2011

年は2．8％（6／214）であった．当院では年を増すごとに採卵周期，胚移植周期は増加しているが，多胎率は減少している結

果となった．また3胎以上の妊娠は確認されなかった．［考察］2008年の日本産科婦人科学会のガイドラインを厳守するこ
とで多胎率は大きく減少した．複数胚移植による多胎妊娠は周産期予後において早産，帝王切開，母体合併症，未熟児の増
加などリスクが大きい．このことより可能な限り単一胚移植を実施することが多胎妊娠の対策になり得ると考えられる．

●

●

O－252　ART実施施設を対象とした多胎と減数手術に関する調査報告（2009年一2011年）

○桑原　　章，谷口　友香，山崎　幹雄，岩佐　　武，松lll奇　利也，苛原　　稔

　徳島大学医学部産科婦人科

【目的と方法】不妊治療による多胎発生と減数手術を含むその後の経過を調査するため日産婦ART登録施設570施設を対象

に，2009年から2011年に発生したART多胎，排卵誘発多胎の総数調査と3胎以上の個別調査表による調査を行った．234
施設から回答を得た．【成績】報告された多胎は双胎3980例，品胎200例，4胎以h　17例で，3年ごとの過去の調査と比較

して，双胎を含む多胎総数の減少，特にART多胎の減少による3胎以上の減少が明らかになった．排卵誘発多胎は4胎以
．ヒが減少しているものの，双胎を含む総数は変化を認めなかった．3胎以上を原因別に分類すると，一般排卵誘発多胎はク

ロミフェン単独22例，レトロゾール1例，FSH単独49例，クロミフェン，　FSH併用療法39例で，4胎以上はFSH治療が
原因であった．ART多胎は3胚以上の移植が原因である28例とは別に，一卵性多胎成分を含む48例が含まれていた．減
数手術は継続妊娠となった3胎以上の68／136例（4胎以上の全例）で実施されていた．減数手術後の流・死産率は4．4％で

あるが，減数手術後の分娩週数出生児体重は自然妊娠と差が無かった．【まとめ】今回の調査は単一胚移植に関する会告
後の始めてであり，ART多胎の著しい減少が確認された．今後も単一胚移植の普及につとめるとともに，周産期管理上問
題が大きい一卵性多胎に関する注意が必要と考えられた．排卵誘発では排卵誘発法やHCG投与中止基準の工夫が行われて
いるが，発育卵胞数を確実に単一にすることは困難であり，治療周期数が多く，ART登録施設以外でも実施されているた
め，多胎予防予防には一定の限界があることが示唆された．4胎以上はほぼ全例が減数の対象となるなど極めて憂慮され，

ART実施施設を含む治療施設に注意を喚起する必要があると考えられた．

●

●
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●

O－253　卵子提供に関する相談例についての実態調査一ART施設に対するアンケート調査
　　　　　　結果から

●

●

○小野　修一｝，竹下　俊行13），久慈　直昭2・3），吉村　泰典2↓）

　1旧本医科大学産婦人科，2慶雁義塾大学産婦人科，3惇生労働科学研究班

【目的】近年，妊娠の高齢化に伴い，海外で卵子提供による生殖補助医療（dART）を受けるカップルが増加している．この
ようなカップルは，エージェントを通して直接海外のクリニックで治療を受けることが多く，実態を把握することが非常に

困難になっている．しかし，多くのクライエントは，渡航前にかかりつけの不妊クリニックなどで卵子提供の相談をしてい

る可能性がある．そこで，日産婦学会に登録している生殖補助医療実施施設（以下ART施設）に対して，海外での卵子提
供についての相談を受けたり斡旋を依頼されたりしたケースについてアンケート調査を行った．【方法】2012年11月g日～

12月17日の期間，わが国のART施設に615施設に対してアンケート調査を行った．【結果】360施設から回答があった．
回収率は585％であった．クライエントから相談されたのではなく，医師自身が卵子提供によるART（dART）が必要と
感じたことがあると答えたのは57％であった．その適応は，早発卵巣不全が多く（36％），次いで両側卵巣摘出や抗がん剤

治療後などで卵子が得られない女性（23％），先天的に卵子を得にくい女性（18％）で全体の77％であり，高齢女性の22％

を大きく上回った，一方，クライエントから相談されたことのある施設（医師）は，44％であった．内訳は高齢女性が40％
を占め，早発卵巣不全（34％）を上回った．【結論】卵子提供を考えART施設に相談するのは，高齢により卵子が得られな

くなった女性が多いが，医師側としては，早発卵巣不全や両側卵巣摘出，抗がん剤治療後，ターナー症候群など医学的に卵

子が得られない症例に卵子提供を摘要すべきと考える医師が多いことが明らかになった．

O－254　本邦における「医学的理由ではない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究（第一
　　　　　　報）

●

●

○瀬戸さち恵，梶原　　健，石原　　理

　埼玉医科大学産科婦人科学教室

【目的】卵子凍結保存は従来，悪性腫瘍例に適応されてきたが，欧米の一部では医学的理由でない社会的理由で卵子凍結保

存が行われる．本邦で，若い女性が．自らの卵子凍結についてどのように考えているかは十分に検討されていない．そこで，

この方法について，わが国の女性がどの様に考えているか調査した．【方法】アンケート調査は，埼玉医大学倫理委員会の

承認後，埼玉医大学短期大学および女子栄養大学の学生に『「医学的理由ではない卵子凍結・保存」に対する意識調査』の

アンケート用紙を配布した．今回，回収した78名を解析対象とした．【成績】「卵子凍結が現在可能になっていることをあ
なたは知っていましたか？」に対して「はい」は48名（61．5％）だった．「自分の卵子を将来自分自身が使用するために凍

結保存したいと思いますか？」に対しては「凍結したいと思う」6名（7．7％），「どちらかといえば凍結したいと思う」17名
（21．8％），「凍結したいとは思わない」22名（28．2％），「わからない」33名（42．3％）だった．「あなたは将来，どのような

条件があれば卵子凍結を考える可能性があると思いますか？」（複数回答可）に対しては，「生まれてくる子どもへの安全性

が確認されている」56名（71．8％），「自分の将来の妊娠能力に影響がない」30名（38．5％），「公的機i関からの金銭的補助が

ある」29名（37．2％），などがあった．【結論】卵子凍結・保存技術に関しての認知は約6割，自ら将来卵子の凍結・保存を

考慮する女性は3割程度だった．この割合は，ベルギーの調査と同等で，高い関心があった．医学的理由ではない卵子凍結・

保存プログラムを施行する場合，対象者にこの方法の利害得失に関する情報を十分提供するだけでなく，安全と品質を確保

し，社会的理解の得られる運営や凍結卵子の管理法につき理論的構築を行うことが必要と思われる．

O－255　配偶子の凍結保存と死後生殖，第3者の配偶子提供の実態と意識：全国の産婦人科
　　　　　　施設への調査から

○井上　理絵2），岩井　智子L”，中塚　幹也21

　1）山陽学園大学看護学部看護学科，2岡山大学大学院保健学研究科

●

●

【目的】「卵子の老化」が注目される中，海外で卵子を凍結保存する女性が増加している．また，悪性腫瘍男性の死後に凍結保存

精子を用いて子どもが生まれている現実がある．海外での第3者卵子の提供の増加が報道され，国内でも卵子バンクが開設され
た．今回，私達は，全国の産婦人科施設におけるこれらの生殖医療の実態と代表者の意識を調査した．【方法】2012年6～8月，

日本産科婦人科学会の登録施設1，157施設に，岡山大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認のもと無記名自己記入式質問紙調

査を行った．同意のもと回答が得られた415施設のデータを解析した．【結果】パートナーがいないなどの社会的適応による卵

子凍結を，619％の代表者が倫理的に問題ないとしており，17．1％が自施設でも行う可能性があると回答した．社会的適応によ

る卵子凍結を希望した未婚の女性の受診を＆7％の施設が経験しており，2．2％が実施，22％が他院へ紹介していた．社会的適

応による精子凍結を希望した未婚の男性の受診を5．3％の施設が経験しており，3．6％が実施1．4％が他院へ紹介していた．既

婚男性の悪性腫瘍が完治しないまま生殖補助医療を実施することは73．3％が，一・定の条件ドでの悪性腫瘍男性の死後の生殖も

20．0％が問題ないと回答した．悪性腫瘍男性の凍結精子を使用した死後生殖希望者の受診を2．9％の施設が経験しており，02％

が実施O．2％が他院へ紹介していた．化学療法などで卵巣機能不全となった悪性腫瘍女性，ターナー女性，早発閉経の女性な

どへの第3者卵子の提供を，約4割の代表者が問題ないとしており，約1割が自施設でも行う可能性があると回答した．約1割
の施設が卵了提供を希望するそのような女性の受診を経験しており，約2％の施設で第3者卵子の提供が行われていた．【考察】

このような結果を踏まえ，日本でも生殖医療の種々の選択肢を持つことの是非を議論すべき時期に来ている．



226（358） 日生殖医会誌58巻4号
●

O－256　AID当事者に対する「修復的対話アプローチ」による「社会的虐待」からの解放
　　　　　　に関する理論的考察

○宮嶋　　淳

　中部学院大学

　本報告は，AIDで生まれてくる子（＝DI者）のニーズと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，対峙すると目されてきた両者のニーズと願いの両立とは，報告者のいう「新しい家族」の福祉の成立である．こ

れまで報告者は，ソーシャルワークの立場から，DI者が語る自らのヒューマンニーズに着目し，　DI者のニーズが充足され
るためには，当事者と他者や社会環境との問で，対話が成立することが求められる．そして，DI者のニーズを充足する「対

話」は，日本生殖医学会倫理委員会の2009年3月提言にいう「出白に関する子の権利と福祉を護るための相談窓口」にお
ける機能として保持されていなければならないと主張してきた．また報告者は，同窓口に求められる対話機能とソーシャル

ワーク機能との親和性を，国際ソーシャルワーカー連盟（2008）の政策文書「国境を越えた生殖サービスに関する国際方針

文書」を用いて論証した（第56回大会）．第57回大会においては，DI者が出自を知る権利を保障されずに放置されている
状況は，“社会的虐待”と呼べる反福祉的な状況であることを，文献レビュー並びにインタビュー調査から報告した．これ

らを踏まえて本報告では，出自を知る権利に代表されるDI者のニーズとAIDを選択したカップルの願いとが両立した，「新
しい家族」の福祉を成立させ得る機能として“修復的対話アプローチ”の必要性を主張する．このアプローチは，人間関係

上のトラブルを修復する理論であり，その定義・構造・機能・性質等，並びに同理論の適用例を紹介し，同理論の活用によ
る“社会的虐待”から「新しい家族」を解放する理路に関する考察結果を論ずる．

●

●

O－257　生殖医療における統合医療の試み

○井田　　守1），福田　愛作1），森本　義晴2）

　i）IVF大阪クリニック，2，IVFなんばクリニック

　体外受精でも妊娠しないいわゆる難治性不妊患者は増加の一途を辿っている．こうした患者では，冷え，肩こりなどの身
体症状がみられ，また不妊治療からdrop　outする例も多く，生殖医療の問題点のひとつとなっている．難治性不妊患者に

対してはIVFなどの通常治療に加えて，理学療法，運動療法，栄養療法，心理療法，サプリメント投与などの補助治療を併
用した統合医療を行ない，心身ともに健康を維持，改善していくことが重要と考えられる．しかし個々の補助治療の効果は
限定的で，また効果発現には個人差も大きい．したがって患者個別に複数の補助治療を組み合わせた系統的な統合医療シス

テムを構築する必要があると考えられる．当院では2011年3月から9つの統合医療プログラムを用意し，医師およびカウ
ンセラーによるfollow　upシステムを実践している．今回はその現況を報告し，また各補助治療別の妊娠成績についても報
告する．例として低反応レーザー治療（LLLT）の成績と酸化ストレスを抑制するとされるメラトニンの成績を以下にあげ
る．【LLLT成績】凍結融解胚移植不成功例78例（39．0±3．8才）に十分なインフォームドコンセントをえた一ヒでLLLTを施

行し前後の成績を比較検討した．妊娠率はLLLT前に比し，　LLLT後の方が有意に高値であった．（分割期胚移植：3．4％vs
21．7％，p＜OD5，胚盤胞移植；13．9％vs40．0％，　p＜O．05，2段階胚移植；13．0％vs24．3％，計；7．4％vs26．8％，　p＜0．05）【メ

ラトニン成績】胚質不良によるIVF不成功例87例（38．9±4．8才）を対象にメラトニン3mg／dayを採卵周期Day1より採卵
前日まで連H投与し，投与前後の成績を比較した．成熟率，受精率，胚盤胞到達率は，メラトニン投与後の周期で有意に高
値であった．（70％vs　79％；p＜O．05，78％vs　87％；p＜O．05，29％vs　44％：p＜0．05）

●

●

0－258　日本社会の妊孕能に対する認識と今後の課題

○鴨下　桂子D，杉本　公平い，大野田　晋］），山本　瑠伊1），飯倉　絵理t），川口　里恵1），拝野　貴之11，林

　遠藤　尚江3】，岡本　愛光D

　D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，3’Eの橋レディスクリニック

博z），

【背景】本年4月に厚生労働省は不妊治療の公費助成に年齢制限を設ける検討を始めることを明らかにした．高齢不妊患者が増加

している問題は，ようやく議論され始めてきたが，日本社会においてART治療成績や妊孕能について正しく認識されているかど
うかは定かではない．【目的】不妊症患者の妊孕能に対する認識を調査し，高齢不妊患者が増加する現状への解決策を考案する．

【方法】対象は当院および東京近郊の不妊治療施設の不妊症患者450名とし，不妊治療経験のない妊婦163名をコントロール群と

して，妊孕能や不妊治療についての認識に対するアンケート調査を施行した．【結果】不妊症患者群では，「35歳以IT．で妊孕能が

低下すること」を「知らなかった」と答えた人は23％でコントロール群と比較して有意に多く，また，「知っていた」と回答し

た人の中でも，「子供を欲しいと思ってから初めて知った」人の割合が68％と有意に多かった．そして，学校の授業で習った人

は両群とも10％未満であった．また，日本における不妊治療で，妊娠可能だと思う年齢について，「45歳以上」の年齢を回答し

た人が両群とも75％以ヒを占めていた．不妊症や妊孕能について学生ll寺代から教育することは両群とも90％以上の人が必要と

感じており，不妊症患者群では「必要だと強く思う」と回答した人の割合が，55％と有意に多かった．【考察】妊孕能の低下につ

いて学校教育では教えていない現状が明らかとなり，高齢不妊症患者の中には，適切な時期に啓蒙されれば，予防できた症例が

含まれている可能性が示唆された．日本のART治療成績の現実と社会の認識は解離しており，多く人が不妊治療は妊娠可能な年

齢を延長できる治療と認識している可能性が示唆された．このような過った認識が蔓延する日本社会において，妊孕能や不妊症

についての教育は必須であり，我々が始めている高校生や大学生への啓蒙活動の重要性の根拠が示されたと考えられた．

●

■
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●

P－001　Macroprolactin血症の臨床的意義とその特徴

■

●

○合阪　幸三1），平池　春子U，兵藤　博恵D，土屋富士子1），小畑清一郎U，平池　　修2｝，服部　尚樹li［，武谷　雄二4㌧

森　　宏之5・）

1御茶ノ水・浜田病院産婦人科，2東京大学医学部産婦人科，

部産婦人科

立命館大学薬学部，v労働者健康福祉機構，5）帝京大学医学

【目的】Macroprolactinは，　prolactinとIgGクラス免疫グロブリンの150kDa前後の大分子複合体で，健常成人における頻
度は3．68％とされ，加齢とともに増加する傾向があるとされている．Macroprolactin血症では高PRL血症にもかかわらず，

IgG結合prolactinの生物活性が低いことから無月経乳汁漏出などの臨床症状を呈さない．今回我々は当院通院症例にお
けるmacroprolactin血症の頻度およびその病態について調査した．【方法】研究開始に当たり，倫理委員会に諮り許可を得
た．当科通院中の症例で，十分なインフォームドコンセントを行い1司意の得られた993例（年齢：36．6±8．1歳）を対象とし

た．ポリエチレングリコール法でmacroprolactin血症の有無を診断し，ゲル濾過法にて確認した．測定は立命館大学薬学
部において行われた．【成績】血中prolactin値は13．5±16．4ng／mlであり，　macroprolactin血症と診断された症例は20例

（2．1％）であった．乳汁漏出，無月経症例はなく，流産歴のある症例が3例（3．5％）存在した．Macroprolactin血症患者の

うち，12例（60％）は一般検査上も高prolactin血症を示したが，そうでない症例では973例中64例（6．6％）に認められ
たのみで，両者間には有意差が認められた（X2＝79．332，　p＜0．0001）．【結論】卵巣機能不全例の中には，一定の割合で

macroprolactin血症が存在する．これらの症例にはdopamine　agonistは無効であるので，高prolactin血症の患者に対して

はmacroprolactin血症の有無につき検索する必要がある．

P－002　経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術後の女性に対する不妊治療

○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

●

●

［はじめに］下垂体腫瘍による神経圧迫症状を認める例，ホルモン産生による症状が薬剤によりコントロールできない例な
どでは，経蝶形骨洞的下垂体腫瘍摘出術が行われている．この手術後に不妊治療を行った2症例について臨床経過，治療内
容，問題点について報告する．［症例提示］症例1．Non－functioning　adenoma．33歳女性．両耳側半盲を主訴に眼科を受診

し，頭部MRIにて視交叉を圧迫する直径45mmの下垂体腺腫と診断された．経蝶形骨洞的腫瘍摘出術が施行され，一次的
な尿崩症／電解質異常が生じた以外順調な経過であった．内分泌的検査／腫瘍組織の免疫染色からnon－functioning　adenoma
と診断された．術後のゴナドトロピンは正常範囲であったが，適切な卵胞発育が起こらず，hypothalamic　pituitary　dysregu－

lationと考えられた．低用量ゴナドトロピン療法にて排卵誘発し，人工授精にて妊娠成立した．症例2．　FSH－secreting　ade－

noma．30歳女性．自然発生の卵巣過剰刺激症候群を繰り返し，　E21604pg／ml，　FSH　9．5mlU／ml，頭部MRIにて16mmの
下垂体腺腫を認めたことから，FSH－secreting　adenomaが疑われた．経蝶形骨洞的腫瘍摘出術が施行され，一次的に髄液漏

が発生したがその他は順調な経過であった．腫瘍の免疫染色検査ではFSH陽性であり，　FSH－secreting　adenomaと診断さ
れた．術後，FSHは適切なレベルに調節され，単一卵胞発育を認めるようになり，自然妊娠成立した．［結語］（1）大きな

下垂体腫瘍の術後にhypothalamic　pituitary　regulationが回復しない場合はゴナドトロピン療法を考慮する．　GnRHパルス
療法は腫瘍増大効果の可能性があり使用しにくい．（2）FSH－secreting　adenemaは現時点では腫瘍摘出術が第一一選択となる

が，長期投与可能なGnRH　antagonistが将来期待される．

P－003　卵巣および排卵後の卵子，卵丘細胞でのSirtuin遺伝子発現の母性エイジングへの
　　　　　　影響

●

●

○岡本　直樹1），河村　和弘D，河村　七美2），佐藤　可野1］，西島　千絵1），石塚　文平2），田中　　守1），鈴木　　直V

　IJ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

【目的】Sirtuinは様々な組織で，加齢や細胞内代謝，酸化ダメージの制御に関与し細胞に対して保護的に働く、卵巣は加齢

に伴い卵子の質が低下する．その原因として，ミトコンドリア機能不全や活性酸素種の蓄積による酸化及びDNAダメージ
などが示されている．本研究では，加齢に伴う卵子の質の低下と卵巣の各細胞のSirtuin遺伝子ファミリー（Sirtl－7）の発

現との関連を検証した．【方法・成績】本研究ではyoung（7－12週齢）及びaged（44－50週齢）マウスを用いて，11それ
ぞれのマウスに過排卵処理を施し，回収した卵子を用いてIVFによる卵子の質の検討，2：卵巣及び卵子，卵丘細胞それぞ
れにおけるSirtl－7のmRNA発現解析を行った．　IVFを行った結果，　youngマウスの採卵数はagedの約20倍であった．
また，agedマウスの受精率はyoungに比べ25％低く，胚盤胞までの到達率もyoungマウス（93％）に比べaged（33％）で
低かった．Real－time　qPCRによるmRNA発現解析では，　Sirtl－7全ての発現が確認された．　young及びagedマウスにお
ける比較検討では，卵子におけるSirtuin遺伝子発現に有意な変化は認めなかった．一方，　agedマウスの卵丘細胞で，　Sirt2

およびSirt6の遺伝子発現がyoungに比べ減少していた．【結論】本研究に用いたagedマウスは卵巣機能低下が顕著であり，

排卵数の減少と卵子の質の低下が確認された．Sirt1－7のは全ての卵子及び卵丘細胞に発現おり，このagedマウスのsirtuin
発現に関して，卵子では変化を認めなかったものの，卵丘細胞でSirt2及びSirt6の遺伝子発現がyoungに比べ減少してい
た．Sirt2，6の発現制御機構の解明は，加齢による卵子の質の低下に対する新たな治療法の開発につながることが期待され
る．
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P－004　卵子提供に伴う周産期リスクー当施設で経験した3症例からみえてくること一

○本田　智子P，岡村　佳則1），本田　律生1］，大場　　隆1），片渕　秀隆u，田中　　温2）

　1）熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野，Z）セントマザー産婦人科医院

【目的】本邦における第三者卵子提供による妊娠・出産の実態は明確になっていない．そのほとんどは海外で卵子提供を受

けた症例と推定される．最近では国内にも卵子提供の支援団体が設立され，国内における実施例も今後増加することが予想

される．今回，第三者提供卵子により妊娠が成立し当施設で周産期管理を行った3症例4周期において，生殖補助医療の実
際や周産期管理まで含めた問題点について検討することを目的とした．【症例】症例1は37歳の未経妊女性で，早発卵巣不
全に対し国内で第三者卵子提供を受け単胚移植により妊娠が成立し，通常の周産期管理で健児を得た．現在は同じ提供者の

卵子により，第2子を妊娠中である．症例2は26歳のTurner症候群の未経妊女性で，タイでの卵子提供による3胚移植で
双胎妊娠が成立し妊娠37週で2健児を得た．症例3は49歳の慢性腎不全と心不全を合併した4回経妊未経産女性である．
既往として，難治性不妊症に対し46歳の時に韓国で卵子提供を受け，4胚移植で品胎妊娠が成立したが，合併症の増悪のた

め人工流産が選択された．その後，49歳時に米国での卵子提供による単胚移植により妊娠に至ったが，加重型妊娠高血圧腎

症をきたし，妊娠36週で緊急帝王切開術が行われ，術後はICU管理を要した．本症例では，合併症についての適切な評価
が行われないまま卵子提供がなされていた．【考察】海外での卵子提供は，安全な周産期管理に配慮した適応や移植胚数の
決定がなされているとは考えがたい状況にあった．とくに妊娠に際して心血管奇形に伴う心機能障害や低身長への留意が必

要であるTurner症候群の患者へは，妊娠前に充分な精査を行う必要がある．生殖医療技術に携わる医師は，卵子提供を希
望する夫婦に対して，周産期管理上の問題点まで考慮した対応が求められる．

●

●

P－005　早発卵巣不全（POI）症例の融解胚移植における妊娠率の検討

○吉岡　伸人，西島　千絵，杉下　陽堂，高江　正道，洞下　由記，石山めぐみ，河村　和弘，石塚　文平

　聖マリアンナ医科大学病院

【目的】当院では早発卵巣不全（POI）患者に対し独自のプロトコールにより約50％の患者で卵胞発育が認められる．胚移

植による妊娠率は加齢とともに低下するが，POI症例から得られた胚の質が，同年齢の非POI症例と比較して劣るかどうか
に関する報告はない．そこで，POI症例における融解胚移植周期の妊娠率を解析し，卵巣予備能低下が妊娠率に与える影響
を検討した．【方法】当院にて2009年から2012年に採卵，分割期胚凍結し，後にホルモン補充周期にて融解胚移植を行っ

た症例を対象とした．体外受精導入原因によりPOI群：POI症例（nニ21周期），その他群：POI以外（n＝266周期）に分
類し，臨床妊娠率，胎児心拍確認率について後方視的に検討した．背景として各群間で年齢に有意差は認めなかった．【成
績】臨床妊娠率／胎児心拍確認率は，POI群238％／19％，その他群1＆4％／15％であった．臨床妊娠率，胎児心拍確認率に

関して2群間で有意差は認めなかった．年齢別に比較しても同様の結果がえられた．【結論】今回の検討では，POI症例に
おいてホルモン補充周期で胚移植を行った場合，他の要因により胚移植を行った同年代の症例と同等の妊娠率が得られた．

従ってPOI症例では卵巣予備能低下により採卵・胚凍結は困難であるが，得られた胚の質は低下しておらず，ホルモン補充
周期下の移植により妊娠の可能性は十分にあると考えられる．

●

■

P－006　1VMによるdelayed　ICSI胚の検討

○藤井　玲名「’，橋爪　淳子1），前多亜紀子1），新　　博美1），丹羽　幸子IJ，北元香菜r・ii，田中　真理D，山崎　玲奈2），

　野村　一人2），道倉　康仁P

　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】当院では体内成熟後の採卵を目的としているが，その際意図せずして得られた未成熟卵を用いてIVM－IVFを施行

することで生児を得た症例を経験した．そこで未成熟卵からの成熟率，受精率を上げるために，IVMによる成熟率とその後

の成績について検討した．【方法】2011年に採卵した周期のうちインフォームドコンセントの得られた未成熟卵子147周期

を対象とした．平均年齢37．8±4．5歳．MIが得られた群（MI群）とGVが得られた群（GV群）に分類し，翌日MII卵子移
行率を比較した．また成熟した卵子にICSIを施行し，異常受精を含む受精率，正常受精率について比較し，さらにそれら
を年齢ごと（35歳以下：A群，36－40歳：B群，41歳以上：C群）にわけて比較した．【結果】MIIへの移行率はMI群53．6％，

GV群22．3％となり，MI群の方が有意に高い結果となった．　ICSI受精率（異常受精含む），正常受精率はMI群574％，42．5％，

GV群70．0％，56．7％となりGV群の方が高い結果となった．年齢別では，　ICSI受精率（異常受精含む）はMI群ではA群
69．6％，B群53．8％，　C　M：　36．4％，　GV群ではA群75．0％，　B群61．5％，　C群77．8％，正常受精率はMI群ではA群435％，

B群46．2％，C群36．4％，　GV群ではA群75．0％，　B群53．8％，　C群44．4％となり，年齢によって正常受精率の差は見られ

なかったがMI：A群とGV：C群で異常受精が高い結果となった．【結論】GV群はMI群に比べMIIに移行しにくいものの，
その後の正常受精率はMI群よりも高い結果となった．また，各群で異常受精率が高い年齢層がみられた．採卵において成
熟卵子の獲得が大切であるが，意図せずして未成熟卵が得られた場合IVMによる成熟率や受精率をあげるために，今後IVM
に適した培養液やICSI施行時間，方法について検討していきたい．

●

●



平成25年10月1日 231（363）

●

P－007　主席卵胞破裂後の委縮した卵胞から回収した卵子の胚盤胞発生率と妊娠率の検討

○恩田　知幸，田口　智美，上野　　剛，松尾　涼子，大久保　毅林　　輝明，瀬川　智也寺元　章吉

　新橋夢クリニック

●

●

【目的】採卵時，LHサージ後の主席卵胞（DF）が破裂後，内腔がほぼ観察できず委縮している卵胞がある．その場合多く
の例では卵子の採取が不可能の為，採卵を中止していたが委縮した残骸の僅かな隙間を穿刺し，極少量の残液を回収する事
ができた．そこで今回，破裂主席卵胞残液からの卵子回収率，胚盤胞発生率を検討したので報告する．【対象と方法】患者同

意のもと，2011年10月から2013年4月までの期問に完全自然周期（完自）で採取したDF採卵2179周期（平均年齢：39」
歳±4．0歳），DF破裂採卵77周期（平均年齢：38．6　k±4．4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

レトロゾール使用周期（レ自）で採取したDF採卵3672周期（平均年齢：39．0歳±3．7歳）とDF破裂採卵110周期（平均年
齢：39．9歳±3．2歳）が対象である．第一極体放出確認したMII期卵子を媒精し，直径180μm以上，栄養外胚葉細胞数12個

以上で凍結保存し，翌周期以降に融解，移植した．【結果】完自DF，完自DF破裂，レ自DF及びレ自DF破裂の卵子回収
率及び回収卵子MII率は59．6％（1342／2251）及び82．6％（1109／1342），86．7％（72／83）及び91．6％（66／72），66．0％（2919／

4420）及び92．7％（2708／2919），86．9％（113／130）及び92．9％（105／113）であり，完自及びレ自DF破裂の卵子回収率にお

いてそれぞれ有意差を認めた（P＜0．05），完自DF，完自DF破裂，レ自DF及びレ自DF破裂の卵子受精率，胚盤胞発生率
及び胎嚢形成率は86．2％（957／1109），44．6％（421／942）及び44．9％（166／369），75．7％（5Q／66），340％（16／47）及び50．0％

（6／12），85．4％（2315／2708），37．8％（858／2265）及び50．7％（322／634），8＆5％（93／105），26．3％（24／91）及び47．0％（8／

17）であり，それぞれ有意差を認めなかった．【考察】完自及びレ自周期の卵子回収率は，それぞれDF破裂において有意に
高かった．従って主席卵胞破裂後の委縮した残影からの卵子回収により，出産率向上効果はより高まると考えられる．

P－008　振動培養装置がヒト体外受精に及ぼす影響

○溝部　大和D，秋吉　俊明1），南　　志穂1），松尾　　完1），西垣みなみb，松崎　彰子D，福嶋　倫子’），山口　敦巳1），

　岡本　純英1），三好　和睦L’）

　’1医療法人ART岡本ウーマンズクリニック，2）鹿児島大学農学部

●

●

［目的］体外受精においては，インキュベーターの中に静置された状態で卵子を体外培養する．しかし，体内での卵成熟と
初期胚発生は卵巣，卵管および子宮で進行するので，卵子は絶えず母体の振動による物理的刺激を受けていると考えられる．

このような現象を体外で再現させることを目的とし，振動培養装置を用いて胚培養を行った．［方法］振動培養装置はNSSB－

500（ネッパジーン）を用いた．振動条件はX軸方向に±O．33G，　Y軸方向に±0．11Gの加速度および20Hzの周波数とした．

振動培養装置をマルチガスインキュベーター（37℃，6．0％CO2，5．0％02，89．0％N2）の中に挿入し，実験に供した．実験1：

採卵後，顕微授精を施行するまでの前培養時間（5時間），実験2：媒精し，卵丘を除去するまでの時間（5時間）に種々の

振動を与えた．実Va　L　2ともに静置培養群（A群），15分ごとに5秒間（B群），60分毎に5秒間（C群）の振動を与えた
群の3群で培養した．顕微授精または媒精し，卵丘を除去後，静置条件下において胚盤胞まで培養した．実験1，2ともに
成熟率，受精率，保存率を調査し，実験2については多精子受精率（3前核以上）についても調査を行った．なお，移植は
すべて単一胚移植を施行し，胚の保存は全て胚盤胞ガラス化法による保存のみを行っている．［結果］実験1：成熟率，受精

率，保存率において振動培養は影響を及ぼさなかった．実験2：振動培養は成熟率，受精率に影響を及ぼさなかった．保存

率は振動培養群で高い傾向を示した．同様に多精子受精率は振動培養群で低い傾向を示した．［考察］実験2において，保
存率が高くなる傾向を示し，多精子受精率も減少傾向にあった．今後は，振動における強度，時間，間隔の条件を最適化し

ていきたい．

P－009　ミトコンドリアDNA　copy数と卵子容積が胚発達へ及ぼす影響

○村越　行高】2），末岡　　浩2’，五十畑　葵2），泉　　陽子2），高橋　香織1，佐藤　　卓2｝，櫻井　友義2），佐藤　健二21，

　中林　　章2），吉村　泰典2｝

　u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

●

●

【目的】oocyte　donationにおいて，レシピエントが高齢者であっても若年者と妊娠率が変わらないと報告されている．このことは，

加齢による妊孕性の低下は卵子の機能低下が原因であることを示しており，その中で卵細胞質機能低下の関与も原因の一つとされる．

細胞質内のATP産生を行う細胞内小器官がミトコンドリアであることから正常ミトコンドリア遺伝子（mtDNA）の量的変化と，ま

た卵子容積に着目し，胚発達に影響のある分割速度と形態学的評価の観点から分析を行った．【方法】IVFにおける棄却胚をインフォー

ムドコンセントの上同意を得て使用した．1）7～8細胞の分割胚からの割球（n＝29，受精後72時間目でVeeck分類gradel～3のも

の）をTaqMan　real　time　PCRを施行，　mtDNA　copy数を定量した．またそれぞれの割球の長径，短径を倒立顕微鏡にて測定，計測

し，体積を算出した．2）採卵後48人（28～44歳）の患者の未分割胚を穎粒膜細胞除去後，倒立顕微鏡で撮影　同様に体積を算出し，

胚分割速度，形態学的評価と卵子細胞質体積の関係を検討した．【結果】7～8細胞の分割胚割球体積と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（r＝0．76），割球体積とmtDNA　copy数は有意性のある関係であることが確認された（p＜O．01）．

また48人の未分割胚の卵子細胞質体積において，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（n＝348）はt3～4
細胞まで分割に至らなかった群（n＝326）に比較し，有意に大きい傾向を示した（p＜O．05）．そしてVeeck分類1（n＝45，採卵後44

時間）の平均卵子細胞質体積は626，774μm3，　Veeck分類4（n＝164，採卵後44時間）では610，055pm3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示した（p＜0．05）．【結論】mtDNA　copy数と容積は相関を認め，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，容積とmtDNA　copy数は胚の発達に関与している可能性を示した．
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●

P－010　タイムラプスインキュベーター（EmbryoScopeTM）を用いた胚観察による自然周
　　　　　　期採卵における主席卵胞および小卵胞由来卵子の発生時間の比較の検討

○林　　輝明，上野　　剛，恩田　知幸，松尾　涼子，田口　智美，大久保　毅，瀬川　智也，寺元　章吉
　新橋夢クリニック

●

【目的】過去我々は，主席卵胞に加え，卵胞径10mm以ドの小卵胞からの卵子回収がART治療成功に寄与することを報告してきた，また，タイムラプス

機能を備えるEmbryoScope（UNISENSE　FERTILITECH）による胚観察では観察画像を連続記録することにより，従来の定時観察ではなしえかった卵割

時刻の特定が可能となった．今回EmbryoScopeを用いて自然周期より得られた主席卵胞由来卵子と小卵胞由来卵子の胚盤胞までの発生時間の比較を行っ
た．

【対象と方法】2013年1月から4月にて，患者同意のもと当院治療で自然周期採卵を行った57周期（平均年齢3＆1歳±3．7，生理3日目平均AMH　l．5ng

ml）を対象とした，採卵で得られた成熟卵子はICSIを施行し，翌日の2PN胚193個をEmbryoScopeにて胚盤胞培養を行った，得られた胚盤胞117個に

ついてEmbryoScopeの動画再生機能を用いICSI時からPN消失，2，4，8細胞期，桑実胚，胚盤胞までの経過時間を記録し，主席卵胞と小卵胞の由来卵

胞別に胚の発生時間を比較した．

【結果】主席卵胞由来および小卵胞由来胚の胚盤胞発生率は59．6％（2847）および61．0％（89／146）であった，主席卵胞由来および小卵胞由来胚のICSI

からのPN消失時間は，24．1時間±2，8，および25．5時間±3．3，同様に，2細胞期では26．8±2．8，および2＆4±3．8，4細胞期39．1±4．1，42．0±5．6t　8細胞期

60．7±9．2，66．0±10．4，桑実胚8＆8±10．7，90．1±9、0，胚盤胞109．4±12．9，112，9±1L2であり，2～8細胞期の到達時間において有意な差を認めた（P＜O．05）．

【まとめ】EmbryoScopeを用いた胚観察により，小卵胞由来卵子では分割初期段階の発達が主席卵胞由来卵子に比べ遅延する傾向が見られたが，胚盤胞ま

でに到達する時間とその発生率には差はなかった，分割初期段階の発達の遅延が，小卵胞由来卵子全般での事象か否か，更に観察を重ね検討を行う必要が

ある，

●

P－Oll　AMH値は体外受精の妊娠予後の指標となり得るか

○小川　武甲V，齋藤　寛恵II，金　　昌勲1），藤本　晃久3），矢野　　哲2），矢野　直美1）

　ll池下レディースクリニック吉祥寺，2国立国際医療研究センター，3東京都教職員互助会三楽病院

【目的】卵巣予備能の指標の一つであるAMH値と体外受精の成績との関連を後方視的に検討した．【対象と方法】（1）2012年

1月から2013年4月に当院でAMHを測定し体外受精を行った148症例281周期を対象とした．（2）AMH値をO．5未満から10
以上までの8群に細分化し，FSH値採卵数受精率，　Day3及びDay5の良好胚率，移植当たりの妊娠率を比較検討した．（3）
AMH　O．5未満一39歳未満（A群），－39歳以上（B群），　AMH　O．5以上1．0未満一39歳未満（C群），－39歳以一ヒ（D群），　AMH　1．0

以上一39歳未満（E群），－39歳以h（F群）の6群に分け，同様の検討をした．【結果】（1）FSH値はA群：10．6±6．O　mlU／ml
（mean±SD，以下同様），　B群：21．6±16．0，　C群：1L8±4．5，　D群：10．5±2．3，　E群：8．3±1．9，　F群：8．8±4．0で，　B群は他

群と比べ高かった，（2）採卵数はA群：2．0±1．6，B群：1．8±1．6，C群：5．3±2．9，D群：3．4±3．LE群：10．1±5．6，F群：6．5±

4．8で，年齢に関らずAMH　1．0以ヒの群が他群より多かった．（3）受精率，　Day3良好胚率はAからFの各群に差は無かった．
（4）Day5良好胚はA群：40．0％，　B群：71．4％，　C群：60．7％，　D群：50．0％，　E群：58．3％，　F：39．1％で，異なるAMH値間

において差は無いが，F群ではE群より低ドした．（5）AMH値のみで比較した妊娠率は，　AMH　5．0以上10未満で37．5％と
最高で，AMH　O、5未満で14．8％と最低であった．年齢因子も加味した妊娠率はA群：33．3％，　B群：0％，　C群：29．4％，　D群：

16．0％，E群：33．3％，　F群：22．5％であり，39歳未満では異なるAMH値間に差は無いが，39歳以上ではAMH値が低くな

ると低下する傾向にあり，B群では0％であった．即ち，　AMH　O5未満での妊娠率は最低であるが，39歳未満であればAMH
O．5以上の各群と同等の妊娠率が得られ，一方39歳以上での妊娠は認められなかった．【結語】体外受精の妊娠予後を規定する

因子としてAMH値は重要であるが，それ以Eに39歳以上か否かという年齢因子が重要であると考えられた．

■

●

P－012　不妊治療の最適化のために～AMHを指標とした検討～

○加藤　奈緒，岩瀬　　明，田中　千晴，齋藤　　愛，森　　正彦，大須賀智子，杉田　敦子，近藤　美佳，中村　智子，

　巴雅　蘇拉，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆
　名古屋大学大学院医学系研究科医学部医学科

【目的】血清抗ミュラー管ホルモン（AMH）値は卵巣予備能の指標としての有用性が報告されているが，血清AMH値によ

り長期的な妊娠予後が予測できるかどうかについての研究報告はほとんどない．今回我々は，不妊治療開始時の血清AMH
値が妊娠成立の予測因子に成り得るかどうかについてレトロスペクティブな解析を行った．【方法】2008年から2010年に治
療開始時にAMH値を測定した149例を対象とし，妊娠群（n＝52），非妊娠群（n＝97）に分けて比較検討を行った．【成績】

妊娠成立周期は，タイミング療法（n＝29），…般不妊治療（nニ13），ART（n＝10）であった．妊娠群vs．非妊娠群で，治
療開始時平均年齢33．7±3．4　vs．36．1±5．0（歳），　BMI　22．2±3．2　vs．21．2±3．3（kg／m2），不妊期間22．0±189　vs．2＆5±2＆5（月），

治療期間11．1±8．l　vs．1＆8±12．1（月），　AMH値4．0±2．7　vs．2．7±2．9（ng／ml），　basal　FSH値5．7±1．2　vs．　6．9±5．5（m1U／ml）

であった．年齢，BMI，治療期間，　AMH値に有意差を認め，不妊期間，　FSH値に有意差はなかった．妊娠成立の有無を目

的とした多重ロジスティック回帰分析では，年齢，治療期間は有意であったが，AMH値は有意でなかった．38歳以ヒ（A
群）と38歳未満（B群）に分け，妊娠成立までの治療期間をKaplan－Meier法で検討した結果，　B群はA群に比べて有意
に治療期間が短く，36ヶ月の治療期間中の累積妊娠率はB群で有意に高かった．（Log－Rank検定p＝O．002）AMH値0．7ng
／ml以上（X群）とO．7ng／ml未満（丁群）に分けると，　X群の妊娠率はY群と比較して有意に高く，年齢は交絡因子として

作用していなかった．【考察】不妊治療全般において成績に影響を与えるプライマリーな要因は年齢であると考えられたが，

38歳以上の患者については，血清AMH値が妊娠成立の予測因子に成り得ることが示唆された．

●

■
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’

P－013　当院における抗ミュラー管ホルモン（AMH）と臨床成績との関与の検討

○野々村佳代，先久　　幸，森山　弘恵，弓岡　英里，嶋林　亜希，知念日菓利，永島百合子，内田　昭弘

　内田クリニック

●

●

【目的】第56回日本生殖医学会において，当院におけるAMHと臨床成績との関与の検討の発表を行った．同一期間内の症
例に対する継続検討を行い，治療法提案の指標としてAMHの有用性の検討を目的とした．【対象方法】2009年8月一一2011
年10月にAMHを測定した27～45歳までの267名を対象とし，後方視的に検討を行った．検討1）妊娠症例を29歳未満，
30～34歳35～39歳40歳以上の4群に分類し，各群における治療法の割合について比較検討を行った．検討2）AMH値

を3pM未満，3pM以上5pM未満，5pM以上10pM未満，10pM以上15pM未満，15pM以上30pM未満，30pM以上の6
群に分類し，年齢および妊娠率について比較検討を行った．【結果】検討1）年齢が上昇するにつれて，タイミングによる治

療の割合は減少し，反してARTによる治療の割合が増加した．検討2）AMH値の6群での比較検討において，年齢はそれ
ぞれ37．7歳，37．8歳37．9歳37．9歳34．4歳33．5歳妊娠率はそれぞれ10．3％，44．4％，43．6％，42．4％，55．7％，73．9％

であった．妊娠率については，3pM未満群は他群と比較して有意な低値が認められ，30pM以上群では他群と比較して有意

な高値が認められた．3pM以上5pM未満群ではARTによる妊娠の割合が50％（4／8）であった．3pM未満群において妊
娠に至った症例はARTでの3症例のみであった．【考察】年齢が高い，あるいはAMH値が低い症例では，　ARTによる妊
娠の割合が高くなる傾向がみられた．また，3pM未満群で妊娠に至った症例はARTのみであった．よって年齢に関わらず

AMH値の低い症例ではARTによる治療の提案を積極的に行うことの必要性が示唆された．以上よりAMHは治療法提案
の指標の1つとなると考えられた．

P－014　不妊症例における年齢別AMHと経時変化の検討

○遠藤　依子，天野　嘉子，國井優衣子，杉山真理子，桜井加那子，桜井　明弘

　産婦人科クリニックさくら

●

●

【目的】卵巣予備能を評価する目的にAMHの測定をすることが広まっており，各年齢におけるおおよその平均値も報告さ
れているが，同一症例において，どれくらいの経年変化が見られるか，まだ報告は多くないため，検討した．【対象】2010

年2月～2013年2月までに当院でAMH測定を行ったPCOS症例を除いた不妊症例を対象とし，年齢別（482検体）（検討
1），AMHの経時変化（37症例）（検討2）2項目で検討を行った．【方法】AMHは2012年3月まではEIA　AMH／MISを
使用し，これらの値は換算式を用いた．2012年3月以降はAMH　Genllを用いた．検討1では年齢別に4群に分けて検討し
た．検討2では，1回目のAMH測定を行い，　ll～17カ月後に2回目の測定を行った2群間での差の検討を行った．【結果】

検討1は平均年齢36．8±4．0歳平均AMH221±2．38ng／mlだった．30歳以下，31～35歳36～40歳41歳以上の4群の
平均AMHはそれぞれ4．08±3．69ng／ml，293±2，46ng／ml，2．05±2．llng／ml，0．80±O．95ng／mlで年齢とともに低下する傾向

にあった（y＝－O、2332x＋10．783）．検討2では，平均年齢38．0±3．3歳，平均AMH前で2．01±2．02ng／ml，後では156±1．48

ng／mlだった．経時変化をその期間の月数で除すると，1ヶ月あたりの変化は一〇．037±O．078ng／mlで，1年あたり一〇．44ng／ml

ほど低下すると推察される．【考察】検討1では，年齢を区切ってみることで各年齢の指標となるものが推察された．検討2
では，同一症例における経時変化を見る事で，測定値の個体差はあるものの1年間でおよそO．44ng／ml低下が予測された．

これにより，治療開始時にAMHを測定することで，今後の卵巣予備能を予測しつつ治療を選択できると考えられた．

P－015　低AMH症例におけるART治療成績の検討

○佐藤百合子，武田　信好，阿部亜佳音，稲井　仁美，逢澤　純世，堤　真由子，町屋　　礼，鈴木　雅美，吉井　紀子，

　小田原　靖
　ファティリティクリニック東京

●

●

【目的】AMHは卵巣予備能の指標として多く用いられているが，　AMHがART治療成績を予見できるかについては不明な
点が多い．今回我々は低AMH症例のART成績について検討した．【対象と方法】（1）2011年1月から2013年4月に治療
前にAMHを測定しICSIを施行した348症例を対象とし胚利用率を検討した．（2）同様にAMHを測定し2011年1月から
2012年12月に融解胚移植を行った771症例を対象に妊娠率・流産率を検討した．（1）（2）とも年齢を39歳以下，40歳以
上に分け，さらにAMH　l　ng／m1未満，1ng／ml以上で比較検討した．【結果】（1）胚利用率について：39歳以下ではAMH
lng／ml未満26．7％（39／146），　lng／ml以上31．6％（263／833）となりで有意差は認めなかった．40歳以上では同153％（43

／281），23．3％（122／523）となり有意差が認められた（p＜0．01）．（2）妊娠率について：39歳以下ではAMH　l　ng／ml未満

30．5％（18／59），lng／ml以上40．9％（132／323）となり有意差は認めなかった．40歳以上では同12．4％（15／121），28．4％

（76／268）となり有意差が認められた（p＜OOO5）．流産率について：39歳以下ではAMH　l　ng／ml未満3＆9％（7／18），1ng

／ml以上25．8％（34／132）となり有意差はなく40歳以上でも同46．7％（7／15），47．4％（36／76）となり有意差は認めなかっ

た．【考察】39歳以下ではAMH　l　ng／ml未満であってもART予後が劇的に低下するとは言えないが，流産率は上昇する

傾向がみられた．40歳以上では妊娠率の著しい低下が認められた．AMH単独ではART適用の基準にならず他の要因と複
合的に判断する必要があると考えられた．
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P－016　自然妊娠妊婦と不妊女性におけるAnti－Mullerian　Hormone値の比較検討
亀

○宗　　晶子，片桐由起子，三枝美智子，北村　　衛，松江　陽一，府川　敦子，佐々木由香，森田　峰人
　東邦大学医療センター大森病院産婦人科

【目的】Anti－Mullerian　Hormone（AMH）は卵巣予備能の量的評価の指標として広く測定されるようになった．しかし不

妊ではない一般女性のデータはまだ少なく，妊孕能が証明されている女性のデータは明らかでない．今回，妊娠成立によっ

て妊孕能が証明された妊娠中の女性のAMH値を測定し，不妊女性の値と比較した．【方法】2011年3月から11月，当院の
倫理委員会申請に則りインフォームドコンセントのもと，妊娠6～14週の血液検査で余剰血清の提供に同意した自然妊娠314

例（19～44歳）のAMHを測定した．また2010年12月から2012年12月，不妊症で初回の体外受精周期にAMHを測定し
た411例（23～45歳）と比較した．また不妊群からPCOSと，　D3FSH値が14mlU／ml以上は除外した．【結果】AMH値は
妊婦群で24歳以下：5．40±4．3，25－29歳：6．16±4．1，30－34歳：5．10±3．8，35－39歳：3．61±2．5，40歳以上：2．80±2．3（ng，／

ml）であった．不妊群は25－29歳：5．16±3．7，30－34歳：3．65±3．1，35－39歳：2」68±2．8，40歳以上：1．41±1．6（ng／ml）で，

2要因で行った分散分析では両群ともに年齢とともに有意にAMH値は低下し，どの年齢群でも妊婦群の方が高かった．妊
婦群314例中，分娩に至ったのは281例（うち双胎6例），流産7例，中絶3例，通院中断等により転帰不明23例であった．
また2群のBMI，未産率に差は無かった．【考察】自然妊娠が成立し妊孕能が証明された女性のAMH値は，不妊女性のデー
タより良好であった．特に不妊女性では高年で一層妊婦群より低い傾向があった．不妊女性ではD3FSH値が良好でもAMH
が低いと卵巣予備能が低いという既存のデータと一致する．AMHは卵、巣予備能の量的評価であり，質的評価とはならない
が，高年では値が良好な方が有利である可能性がある．今後，挙児希望女性において妊婦のAMH値と比較することにより，
妊娠成立の可能性を評価できる可能性が期待され，さらに検討を継続する予定である．

■

●

P－－017　携帯電話写メールを使用による栄養i指導によって減量成功し妊娠に至った高度肥満
　　　　　患者の一例

○牧野亜衣子v，牧野登志子L’），宮本亜希子3）

　11医療法人亜一会あいこ女性クリニック，2）金城学院大学生活環境学部，3牡会福祉法人聖霊会聖霊病院

　肥満を伴う不妊症患者においては，妊娠成立後の合併症のリスクを減らすためにも，減量を指導し成功してから妊娠を成

立させることが望ましい．また，高度肥満が排卵障害の原因となる場合もある．しかし，面談による食事指導のみを行って

も実際には効果が得られないことも多い．そこで我々は，患者の同意を得た上で携帯電話の写メールで食事内容を患者に撮

影し送信してもらい，写真とコメントから栄養価計算を毎日行い栄養指導を行うことで20kgの減量に成功し，減量後セキ

ソビットによる排卵誘発及びAIHにて妊娠成立した症例を経験したので報告する．症例は31歳の挙児希望患者で3年間の
不妊期間があった．初診時の身長は154cm，体重は80kgであった．初診より1か月後から携帯電話の写メールにて毎日の
食事内容を撮影し，簡単な献立説明を添付してもらい，栄養価計算を行い，患者に返信することを続けた．1か月後4kg減，

2か月後8kg減したところで本人希望もあり写メー・ルによる栄養指導を中止したがその後も減量し，4回目のAIHにて妊娠
成立した．妊娠成立時の体重は60kgであった．従来の栄養指導では効果の上がりにくい肥満患者において携帯電話の写メー

ルを使用し減量に成功し，妊娠成立した症例を経験した．携帯電話での撮影は簡便であり，食事内容も確認しやすく，効果
が上がりやすい有効な方法であると考えられた．

●

●

P－018　採卵数と採卵前後のホルモン動態の関係についての検討

○伊藤啓二朗，佃　　笑美，大西　洋子，姫野　隆雄，井上　朋子，中岡　義晴，橋本　　周，森本　義晴

　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】調節卵巣刺激周期において卵胞が十分に成熟しE2値も上昇した症例に採卵を実施しても予測より少ない数の卵子し

か回収できないことが日常診療中で経験されることは稀ではなく，胚移植のキャンセルなどその後の治療に影響を与える場

合がある．今回採卵数の少なかった症例群の採卵前後のホルモン値を採卵数の多い群と比較して検討を行ったので報告す
る．【方法】2012年8月から12月までに調節卵巣刺激周期を施行した症例のうち採卵決定日のE2値が1500～3000pg／mlで

成熟惹起としてHCGを50001U投与した92例について採卵数が8個以下のA群（35例）と9個以上のB群（57例）に分
け，採卵決定日のE2値採卵日のE2値P4値HCG値を比較した．統計解析はt検定を用い，　p＜0」05を有意差ありと
した．【結果】平均採卵数はA群：6．1±18個，B群：12．6±3．6個とB群が有意に多かった（p＜O．05）．採卵決定日のE2値
（1969．9±337．9　pg／ml　v．s．　2101．8±377．9）は差がみられなかった．採卵日のE2値（1197．0±469．4　pg／ml　v．s．1151．5±399．5），

hCG値（129．2±41．O　mlU／mi　v．s．129．5±3L7）には差がみられなかったがP4値（427±2．11　ng／ml　v．s．6．68±4．Ol）ではA

群が有意に低値であった（p〈O．05）．【考察】今回の検討では採卵数の少ない群ではhCGはト分量が投与されているが穎粒

膜細胞の黄体化が不十分であったという結果であった．今後も症例数を増やしてこうした症例に対してhCG投与量の増量
などの個別化した対応が有効であるか検討が必要である．

●

●
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P－019　願粒膜細胞におけるCurcuminのAMP－activated　protein　kinase（AMPK）に対
　　　　　　する効果

○甲斐由布子，河野　康志，川野　咲季，岡本真実子，奈須　家栄，楢原　久司

　大分大学医学部産科婦人科

【目的】Curcuminはウコンに3～5％含まれており，古くから香辛料・着色料，漢方として用いられている．またcurcumin
には抗酸化作用，抗炎症作用，抗がん作用をはじめとして，肝機能効果や心不全治療の可能性が示唆されている．近年の報

告では，curcuminはAMP－activated　protein　kinase（AMPK）を活性化し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，今回，卵巣頼粒膜細胞におけるAMPKの役割を明らかにする目的で，　curcuminを用いて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（KGN細胞）を培養iし，種々の濃度のcurcumin，　tumor　necrosis　factor一
α（TNF一α）および5－aminoimidazole－4－carboxamide　ribonucleoside（AICAR）を添加し，　interleukin（IL）－8とGrowth－

regulated　oncogene（GRO）一αの産生をELISA法により検討した．さらにAICARおよびcurcumin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AMPI（の活性を検討した．【成績】願粒膜細

胞にAICARおよびcurcuminを添加したところwestern　immunoblot法によりAMPI（のリン酸化が認められた．また
TNF一αによりIL－8の産生は充進し，　TNF一αと同時にAICARおよびcurcuminを添加したところ，　IL－8とGRO一αの産生

は有意に抑制された．【結論】願粒膜細胞においてcurcuminにより活性化されたAMPI（はTNF一α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．

P－020　子宮筋腫手術における前投薬としてのGnRHアゴニストの筋腫縮小効果と安全性
　　　　　　について

○中澤　明里，平田　哲也，甲賀かをり，平池　　修，大須賀　譲，藤井　知行

　東京大学医学部付属病院女性診療科・産科

【目的】近年子宮筋腫に対する手術において筋腫サイズを縮小し，手術時間の短縮出血量の軽減を目的としてGnRHアゴニスト
の投与が行われる．今回我々は当施設において子宮筋腫に対して手術を行った症例を1，リュープロレリン酢酸塩投与ev　2，ゴセ

レリン酢酸塩投与群3，非投与群　の3群に分け，子宮筋腫のサイズ，術中出血量，手術時間，投与前後の肝機能につき比較検討

を行った．【方法】症例は2011年～2012年当院で子宮筋腫に対して腹腔鏡下子宮筋腫核出術，腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術，子宮

全摘術，膣式子宮全摘出術，子宮鏡下子宮筋腫核出術を施行した214例で1，リュープロレリン酢酸塩投与群（L群）103例，2，

ゴセレリン酢酸塩投与群44例（G群），3，非投与群67例であった．症例の平均年齢は39．2歳平均GnRH投与回数は3．35回で
各症例群に差はなかった．また筋腫核の大きさは全体の平均が縦径68．4×横径61．2で，L群とG群の両群における筋腫サイズの差

はなかった．縮小率の評価は前投薬投与前後の子宮筋腫を経膣超音波で評価し，縦径x横径の面積を用いて行った．【結果】L群，

G群においての縮小はそれぞれ34．O　cm2。40．9cm2で，非投与郡と比較し優位な縮小を認めた．また縮小率はそれぞれ22％，28％

であった．腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）施行例に限定すると，術中出血量は，　L群241±330ml，　G群190±291ml，非投与群182±

211m1，手術時間はL群151±46分，　G群169±42分，非投与群159±54分と各群に有意差は見られなかった．また肝機能に関し
て，各群間で有意な増悪を認めなかった．【結論】当施設における子宮筋腫手術例においてG群，L群ともに非投与群に比較し有

意な縮小効果を示した．LMにおける手術時間，出血量に関しては非投与群に対してG群，　L群で有意な短縮軽減は見られなかっ

たが，摘出筋腫の位置や既往手術歴等を含めた手術の難易度が考慮されていないことが影響されていると考えられた．

P－021　卵巣のMicrocystic　stromal　tumor術後の体外受精胚移植後で妊娠に至った1例

○宮村　浩徳’｝，西尾　永司D，塚田　和彦2），藤井多久磨1）

　D藤田保健衛生大学医学部産婦人科，2藤田保健衛生大学坂種病院産婦人科

　Microcystic　stromal　tumorは卵巣の精索間質性腫瘍に分類される腫瘍で，文献での報告が20例に満たない非常に稀な腫

瘍である．疾患の概念が新しく詳細不明である．今回，同腫瘍が疑われ術後体外受精胚移植で妊娠した症例を報告する．患

者は20代の未経妊女性，挙児希望を主訴に前医を受診し，骨盤内に腫瘤性病変を指摘され当院に紹介となった．骨盤造影
MRI検査では約10cm大の，　TIW1でiso～high，　T2WIでhigh　intensityを呈する嚢胞部と造影効果を有する充実部が混在
する腫瘤が認められた．腫瘍マーカーはCA125，　CAI9－9，　CEAいずれも基準値以下であった．境界悪性卵巣腫瘍を疑い開

腹術を施行した．腫瘍は左側卵巣由来で，術中迅速病理検査にて若年型穎粒膜細胞腫が疑われ，左側付属器摘出術と大網切

除術を施行した．腫瘍の割面は黄色調で出血を伴っていた．組織学的には類円型～卵型の核と好酸性の胞体を有した腫瘍細

胞が，線維性隔壁に区画され充実性に増殖していた．腫瘍細胞は核異型・核分裂像に乏しく，monotonousな増殖像を示し
ていた．全体的に大小の嚢胞構造の介在が目立っていた．免疫組織化学的にはCK（AE1／AE3）（一／＋），　EMA（一），　Vimentin

（＋），αinhibin（一），　CD10（＋），β一catenin（＋），　CD30（一），　S－100（一），　chromogranin　A（一），　caleretinin（一）であっ

た．上記よりMicrocystic　stromal　tumorと診断した．鑑別として若年型頼粒膜細胞腫や黄膜細胞腫などが挙げられる．術

後卵管閉塞の適応で体外受精実施した．誘発法はLong　protocol法で，胚盤胞凍結後のホルモン：補充周期で妊娠し現在経過

順調である．IrvingとYoungらが2009年に卵巣の間質由来の腫瘍でmicrocystが著明に認められる16例をmicrocystic
stromal　tumorとして報告した．追跡可能であった7例（平均425年）では再発ないものの，長期予後についての記載なく

今後も慎重な経過観察が必要である．
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P－022　精子先体赤道部タンパク質Equatorinの先体反応に伴う翻訳後修飾変化

○大和屋健二D，伊藤　千鶴2｝，年森　清隆2）

　D千葉大学大学院医学研究院バイオメディカル研究センター，Ll千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

　生体内において精了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，

Equatorin（EQTN）は，先体赤道部に局在し，抗EQTN抗体MN9が精子の透明帯通過や卵子との結合を阻害せずに表層願
粒の放出を抑制していることから，配偶子膜融合から初期の卵活性化に関わると考えられる．キャパシテーション過程にお

けるEQTNの翻訳後修飾変化の解析は，配偶子融合，卵子活性化メカニズムの解明や避i妊ワクチンの開発に重要な基礎情報
となる．今回，我々はEQTNのシアル酸修飾と先体反応に伴う分子量低下に関わる分子の解析を行った．【方法】1）免疫沈
降法によって精製したEQTNに対して，　Ar亡hrobac亡er　ureafaciens　neuraminidaseとClostridium　perfringens　neuramini－

dase処理後ウェスタンブロットによって分子量変化を調べた．　A．　ureafaciens　neuraminidaseはalpha（2－3，6，8，9）結合

を切断する．C．　perfringens　neuraminidaseは末端alpha（2－3，6，8）結合を切断するがalpha2－8結合に対する反応性は低

い．2）EQTNを基質として分画した精子抽出物の酵素活性を調べた．【結果と考察】1）Cperfringens　neuraminidase処理
ではわずかな分子量変化しか認められなかったが，A．　ureafaciens　neuraminidase処理では20kDa以ヒの分子量低ドが認め

られた．従って，alpha（2－8，9）結合はポリシアル酸に特徴的であるため，　EQTNはポリシアル酸修飾されている可能性が

ある．2）イオン交換によって分画したフラクションの一部とプロテアーゼインヒビター存在下で反応させたサンプルにEQTN

の分子量低下が認められた．従って，このフラクションに含まれる分子は先体反応に伴って活性化しEQTNの分子量を低下
させるプロテアーゼ以外の分子である可能性が高い．【結論】特殊な糖鎖修飾は，プロテアーゼからEQTNを保護するのみ
でなく，EQTNの機能制御を行い，その制御は先体反応により活性化する酵素が担っていると考えられる．

●

P－023　ステロイドによる精子超活性化の調節とDESによる撹乱

○藤ノ木政勝

　燭協医科大学

　哺乳類精子は受精能獲得と呼ばれる質的変化を経ないと卵と受精する事は出来ない．受精能獲得をした精子は頭部で先体

反応を，尾部で超活性化を示す様になる．近年，プロゲステロン（P）とエストラジオール（E）により超活性化の調節がnon－

genoimcに行われ，　Pは超活性化を惹起・促進させ，　Eは抑制すると言う事が明らかにされている．そこで本研究では，ハ

ムスター精子を用いPとEによる超活性化の調節がこれらステロイドの濃度変化に応じて行われるのかを検討し，更にこの
調節がエストロゲン様物質により撹乱されるのかについても検討した．PとEを様々な濃度の組み合わせで精子に暴露した
結果，PとEの濃度変化に応じて超活性化が完了するタイミングが変化する事が分かった．おおよそPの濃度の1／500から
1／1000のEの濃度を閾値とし，これよりもEの濃度が濃いとPの作用を抑制し，薄いと抑制しなかった．次にエストロゲ
ン様物質であるジエチルスティルベストロール（DES）を用い，上記の様に観察されたステロイドの濃度変化に応じた超活

性化の調節がエストロゲン様物質により撹乱されないか調べた結果，DESそのもののエストロゲン様作用は非常に弱いもの

の，Eと共存した場合にはEの作用を増強する事が分かった．特に閾値濃度程度のEとDESが共存した場合には，閾値以
上の濃度に相当する作用を示す様になった．以上の事から，精子超活性化はPとEの濃度変化に応じてその完了のタイミン
グが調節されている事が分かった．PとEの濃度は雌の排卵周期に応じて時々刻々変化する事から，精子が雌内性器内のス
テロイド濃度を感知し，卵成熟に合わせて超活性化を行うと推察された．またステロイドによる超活性化の調節がエストロ
ゲン様物質によりPとEの作用バランスが崩され，その結果有意に撹乱される事が確認された．

P－024　肛門生殖器間距離（anogenital　distance；AGD）と精子濃度との関連性についての
　　　　　　検討

○内田　将央D，山崎　一恭2），室井　美樹D，圓成寺真見1），唐松　美佳1），高見澤　聡L），岩本　晃明’），柳田　　ee　1］

　1）国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター，2茨城西南医療センター病院泌尿器科

【目的】AGDは実験動物やヒトにおいて胎生初期におけるアンドロゲン暴露量を正確に反映する指標とされ，主に発生や薬

物の毒性研究の分野で利用されてきた．最近になり欧米からAGDと成人男性の精子濃度および総運動精子数が有意に相関
するとの報告がいくつかなされている．今回我々は日本人におけるAGDと精液所見との関連性について検討した．【対象と
方法】2007年5月から2012年8月までに不妊症を主訴に当院を受診し，AGD測定および精液検査を行った260例のうち，
無精子症症例を除外した190例を対象とした．AGD測定は，ベッド上で開脚仰臥位にて測定し，陰嚢皮膚雛と会陰皮膚と
の境界点と肛門が始まる前方点とのあいだの距離をAGDとした．精液所見はAGD測定から1－3回の平均値をもちいた．【結
果】全対象者の平均年齢は35．0歳（20－53），平均AGDは49．24mm（19．86－97．5）であった．全対象者におけるAGDと精子

濃度との間には有意な相関を認めなかった（R2＝O．OOIO78，　p＝O．6530）が，精子濃度500万／ml未満の高度乏精子症（9例），

500万／ml以上1500万／ml未満の乏精子症（21例），正常精子濃度（160例）の3群に分けて比較したところ，それぞれの
平均AGDは45．00（27．04－61．8），47．44（20．17－72），49．72（19．86－97．5）と精子濃度のよい群でAGDは長い傾向を認めた（p＝

O．6795）．【結論】今回の我々の検討では，米国の解析結果と異なり，AGDと精子濃度に有意な相関関係は認めなかった．今

後，AGD測定の正確性および再現性の評価，および，正常妊孕能を持つ男性や若年健常男性の生殖機能への環境ホルモン
による影響を含めた検討が必要と思われる．
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P－025　精子所見からみた胚発生への影響

○深作　悠P，芝原隆司1），林奈穂子’），箕浦博之1㌧川戸浩明L’）
　1）みのうらレディースクリニック，2）川戸レディースクリニック

●

●

【目的】ICSIでも精液所見が不良になると受精率，胚発生が低下するとされている報告が多い．しかし，精液の各所見の低

下が，どのように関連して，受精率や胚発生が低下しているか詳細に検討された報告は少ない．そこで各項目での正常受精

率と良好胚盤到達率から原精液所見の胚発生への影響を検討した．【方法】2007年1月から2012年12月にICSIを実施した，

1418症例5363個の卵を対象とした．正常受精率と良好胚盤胞到達率が低下する精液量，精子濃度，運動率，正常形態率の
各項目の閾値を検討した．また，各項目が複合した所見の関連を見るために，総運動精子数，総正常形態運動精子数におい

て同様の検討を試みた．【結果】正常受精率での量，濃度，運動率，正常形態率，総運動精子数，総正常形態運動精子数の
閾値は，なかった，良好胚盤胞到達率での各項目の閾値は，量がO．lml以下（全体の1．1％），濃度が5万以下（全体の3．3％），

運動率がO．2％以下（全体の1．2％）で，正常形態率の閾値はなかった．良好胚盤胞到達率での総運動精子数の閾値は2万以

下（全体の5．4％）だった．各項目が閾値以上でも総運動精子数が2万以下の症例では，良好胚盤到達率が低下し，各項目

が閾値以下でも総運動精子数が2万以上の症例では，胚盤到達率が低下しなかった，このことから，総運動精子数が胚発生
の指標に有効である．良好胚盤胞到達率での総正常形態運動精子数の閾値は50以下（全体の4．9％）で，それらの全てが，

総運動精子数2万以下だった．【結果】総運動精子数2万以下で，発生が低下する症例では，男性因子の影響と考えられ，

治療法の参考になると考えられる．また，今回の検討では正常形態率の低下は発生に関与していなかったが，各項目が不良

になると正常形態率は低下しており，形態良好な精子の選別が困難となる可能性もある．

P－026　人工授精から体外受精ヘステップアップが必要な精液所見とは？

○堀金　聖羅佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，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】人工授精（intrauterine　insemination：IUI）は精液所見を不良とする不妊に適応され，当院においても不妊治療の初

期段階として施行している．しかしIUIでの妊娠率はIVFに比べ低く，また当院でIUIを受診する患者年齢は上昇している．

そのため時間的な制約が増しており，早めのステップアップを考える必要性がある．そこでIUIを行うか，　IVFヘステップ

アップするかの基準を設定することを目的としIUI妊娠者の精液所見を後方視的に調べた．【方法】2003年10月から2013
年3月までに当院でIUIを施行し陽性反応を示した696症例を対象とした．平均年齢は33．7±O．14歳であった．原精液をマ
クラーチャンバーで，総精子濃度，運動率を測定した．総精子濃度は低値群：20x106／ml未満，中値群：20－75×IO6／ml

未満，高値群：75×106／m1以上に分類し各群での割合を比較した．運動率は低率群：40％未満，高率群：40％以上の2群
に分けて同様に検討した．【結果】総精子濃度は低値群51症例，7．3％，中値群333症例，47．8％，高値群312症例，44．8％

であり中値群，高値群間で差はなかったが，低値群は有意に低かった（P＜0．01）．運動率は低率群77症例11．1％，が高率群

619症例8＆9％に比べ有意に低かった（P＜O．Ol），【結論】今回の検討から原精液のデータに伴ってIUIを実施する一定の基

準を見出すことが出来た．特に総精子濃度が20×IO6．／ml以下の症例においてIUI妊娠反応陽性を示す数は少なく，早めの
ステップアップが必要であると考えられる．

P－027　抗equatorin抗体を用いた精子の質の評価法の検討

○伊藤　千鶴大和屋健二，年森　清隆
　千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

●

●

　Equatorinは，　EQTN遺伝子（9p21）にコードされる先体膜タンパク質であり，ヒト以外にも多くの哺乳類に保存されて
いる．私たちはマウス実験によって，equatorinが先体反応時に精子一卵子膜融合の場である赤道部細胞膜上に移動すること，

抗equatorin抗体MN9（MN9、b）がin　vitroおよびin　vivo受精実験において受精を阻害することから，　equatorinが受精関

連タンパク質であることを明らかにしてきた．今回，MN9、bと新しく作製したEQTN　59－72アミノ酸残基をエピトープとす
る抗体（hEQTN、b）を用いて，ヒト精巣におけるequatorinの発現時期と局在を解析した．また，ヒト成熟精子におけるequa－

torinの局在を解析し，不妊症患者の精子と比較した．精巣は精巣摘出術後病理学的に異常がみとめられなかった検体，精

子は子供をもつ健常ボランティアおよび不妊症患者の射出精子を解析した（すべて大学および医療機関の規程に基づき患者

の同意を得て実験に使用）．【方法と結果】両抗体ともwestern　blottingに使用でき，射出精子の分子量は50－60kDaであっ

た．精巣の免疫組織化学法では，先体形成開始時期から先体を認識し，stage特異的な精子形成過程を追跡することができ

た．先体反応誘起射出精子の蛍光抗体法では，先体反応の進行を追うことができた．電顕的免疫金染色法では，equatorin
が先体基質と複合体を作っていることが確認できた．また，不妊症患者の射出精子の蛍光抗体法では，先体を持たない精子

や先体形成不全の精子を検出できた．【考察】両抗体ともにヒト精子形成過程および成熟精子の先体形成状態を評価するこ

とができた．今後，検体数を増やして，抗equatorin抗体を用いた精子の質の評価法の確立を目指す．



238（370） 日生殖医会誌58巻4号

●

P－028　40才以上のART患者に対する媒精方法の選択

○中橋美貴子i｝，堀田　美穂1），高山　陸斗’），幸松　美佐1｝，田中　順子V，東野　教子1），安田　明子1），向橋貴美子1），

　藤波　隆一い，藤田　欣子1），北村　修一），道倉　康仁2〕

　D永遠幸レディスクリニック，2）金沢たまごクリニック

【目的】当院においてはART初回患者の約15％が40才以上となっている．初回IVFで媒精方法を決定する際の指標となるのは卵
子の成熟度と精子の状態であるが，40才以上の患者に対しては無条件にelective　ICSI（e－ICSI）を推奨する傾向がみられる．しかし，

当院では条件を満たせば十分な患者とのインフォームドコンセントの後，conventional　IVF（c－IVF）を行う事としている．そこで，

40才以上の患者において媒精方法により受精率や胚発育に違いがあるかを後方視的に比較検討した．【方法】2011年1月から2012年

12月に当院において新鮮射出精子を用いてARTを行った40才以上（採卵当時：妻）の症例（696周期：平均年齢42．1才）をc－IVF

群，e－ICSI群，　ICSI対象群（男性因子：2010年WHO基準値以下）の3群に分け，それぞれの受精率，成熟卵に対しての無受精症
例の数さらに妊娠率，流産率を比較検討した．【成績】c－IVF群，　e－ICSI群，　ICSI群における受精率は，それぞれ76．6％（377／492），

79．4％（308／388），85．2％（386／453）となり，c－IVF群およびe－ICSI群に比べて，　ICSI群が有意に高くなった、無受精症例の割合

は，それぞれ7．7％（20／259），＆5％（18／212），4．9％（11／225）となり有意差は認めなかった．また妊娠率は，それぞれ7．0％（10／143），

6．5％（7／108），11．9％（15／126）となり，流産率においても，それぞれ40．0％（4／10），143％（1／7），46．7％（7，・’15）であり，共に

有意差は見られなかった．【結論】無受精症例の割合や妊娠率および流産率に有意差がみられなかった事から40才以上の症例でも，c－

IVFとICSIでは胚発育に違いがないと示唆された，しかし，治療期間に制限がある事や卵子獲得数の減少も考えられる事より，移植

の機会を増やすためにはあえてICSIを勧めることはやむをえないと考えられた．また患者には，正確な情報を提供し納得のいく治療

を選択することで，精神的なストレスの軽減につながり良い結果を導くための最良の媒精方法かもしれないと思われた．

●

●

P－029　凍結精子の運動性およびPLCζによる新しい受精方法選択の試み

○渡邊ひとみD，越智　　梓2｝，伊藤　潤哉2），中田久美子’3），中山　順樹P，池上加代子1），中西　　彩1），阿部

　池澤　有加D，柏崎　直巳e），山下　直樹1・3｝

　D山下湘南夢クリニック，2麻布大学獣医学部，3｝山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

睦1），

【背景・目的】精子の凍結保存は，生殖補助医療において，必要不可欠な技術となっている．精子の運動性が良好な場合は，凍

結保存され融解した精子による体外受精が通常実施される．本研究では，体外受精用に凍結保存した精子を融解後体外受精に用

いるのか顕微授精に用いるのかを判断する方法として，融解後の精子運動性とPLCζの発現割合を検討した．【方法】精子の凍

結はTYBと精製後の希釈精液を等量で混合し，　LN2の蒸気に5分暴露後浸漬する方法を用いた．凍結精子はLN2から直ち
に37℃の温水に浸漬することで融解し，PPF10％添加Cleavage　Mediumで遠心洗浄処理を行ったものを体外受精に用いた．

当院において，2009年6月から2013年5月に凍結精子を用いて体外受精を行なった108症例を対象とし，凍結精子と新鮮精子，

融解直後の運動率50％以上と50％未満の体外受精の受精率，新鮮精子と融解後50％未満の運動率のICSI後の受精率を比較し
た．さらに，PLCζの蛍光免疫染色を施行してその発現の割合を確認した．【結果】新鮮精子と凍結精子を用いた体外受精の受

精率は74％および62％であった．さらに融解後の運動率が50％未満および50％以上の体外受精の受精率は48％および67％
であった．新鮮精子および融解後の運動率が50％未満の精子を用いたICSIの受精率は82％および84％であった．凍結融解精
子9検体のPLCζの蛍光は9検体とも50％以下であった．【考察】凍結精子を体外受精で用いる場合には融解後の運動率が50％

以上であり，PLCζの蛍光も50％以上であることが良好な受精率を得るために必要と考えられた．さらに，運動性が50％以下
の精子の場合は，体外受精用に凍結した精子でも顕微授精を行った方が良好な受精率を得ることができるものと考えられた．以

一ヒ，凍結融解後の精子運動率とPLCζの蛍光免疫の確認は，体外受精と顕微授精の選択の指標になると考えられた．

●

●

P－030　精液調整及び前培養に用いる遠心管の材質は精子の運動性に影響を与える

○細川　由起，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，上野紗也香，大原　知子，椎名　　薫，森本　有香，原武　祐樹，

　富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】当院ではポリブタジェンスチレン（PBS）製の遠心管を精液調整に用いていたが，メーカーの製造中止に伴いポリ

プロピレン（PP）製に変更した．しかし遠心管変更後にIVFを施行した患者の内，数名において前周期よりも著しい受精
率の低下が見られた．今回我々は遠心管の材質が精子に与える影響について検討した．【方法】IVF施行後の不要洗浄精子

をポリスチレン（PS）製及び3種類のPP製チューブA，　B，　Cに分注しCO2インキュベーター内で一晩培養した．培養前
に対する培養後の相対的運動率を算出し，培養前後で比較した．またPBS製の遠心管で精液を調整した2012年2月～3月
採卵の41周期（PBS群）と，　PP製の遠心管を用いた2013年2月～3月採卵の41周期（PP群）のIVF及びSplit　ICSIの
成績を比較した．【結果】相対的前進運動率はPS製チューブ95，8％，　PP製チューブA，　B，　Cが54．8％，27．0％，68．9°／・と

なり，PP製チューブBで有意な低下が見られた（p〈0．Ol）．相対的運動率に関してもPS製チューブ83．5％，　PP製チュー
ブA60．3％に対し，　PP製チューブB，　Cでは40．5％，5＆3％となり培養前よりも有意に低下していた（p＜0．01）．さらにPBS

群のIVF受精率，　Split　ICSI受精率は76．8％，83．1％であったが，　PP群では60．0％，67．8％となりIVF受精率が有意に低

い結果となった（p〈O．05）．【結論】PP製チューブで前培養した精子は運動性が低下し，　IVFの受精率低下につながる可能

性が示された．精液調整において遠心処理は避けられないが，大半の遠心管が強度の強いPP製である．従って最終調整し
た精子をPS製のチューブで前培養することで精子への影響を軽減できると考えられる．

●

●
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P－031 二重筒式遠沈管（ラピッツ）を用いたPercoll法における精子回収率の検討

○小見山純一，沖津　　摂，清川麻知子，小田　隆司，三宅　　馨
　三宅医院生殖医療センター

●

■

【目的】今回我々が開発した二重筒式遠沈管（ラピッツ）を用いた場合，遠心分離後に上清を内筒内に保持した状態で一挙

に除去できるため，より確実に上清中の爽雑物除去が可能である．しかし，ラピッツを用いた場合の精子回収率に関して明
らかではないため，今回従来のスピッツ管を用いた方法と比較検討した．【材料および方法】精子の分離は45％と90％の2

層Percoll法で行った．ラピッツおよびスピッツ管における各Percoll層の液面の高さを一致させるため，ラピッツには45％
Percoll　2．O　mlと90％Percoll　2．O　mlを，スピッツ管には45％Percoll　2．5　mlと90％Percoll　1．5　mlを層積した．また，精

液を培養液で希釈し，Percoll液の上部に5．O　mlずつ重層した．700xgで20分間遠心後，ラピッツは内筒を引き抜いて，
スピッツ管はピペッティングにより上清を除去し，それぞれ培養液で1．2mlにメスアップ後に不動および運動精子数を測定
した．【結果】計7回の反復試験で，回収した懸濁液中における精子の平均運動率はラピッツ86．3±2．1％（81－95％），スピッ

ツ管　83．4±3．1％（73－92％），平均高速前進運動率はラピッツ72．1±2．9％（58－80％），スピッツ管6＆9±2．1％（61－78％），

運動精子の平均回収率（「回収前の総運動精子数」に対する「各法で回収された運動精子数」の割合）はラピッツ23．6±3．9％

（14－39％），スピッツ管24．4±4．5％（12－37％），また高速運動精子の平均回収率（「回収前の総高速前進運動精子数」に対す

る「各法で回収された高速前進運動精子数」の割合）はラピッツ35．1±7．6％（15－62％），スピッツ管37．1±9．1％（13－74％）

であり，全項目で有意差はなかった．【結論】ラピッツを用いたPercoll法における精子回収率は従来のスピッツ管を用いた

ものと同程度であり，爽雑物の除去精度の極めて高いラピッツは有用な新デバイスであることが明らかになった．

P－032　RA－GEF－2（Rapgef6）のマウス精子形成における役割

●

●

○岡田桂輔1〕，山口耕平1），福田輝雄D，江夏徳寿1），李　福平D，松ド　経1），千葉公嗣1），三宅秀明’），
　前田　和宏z｝，Shymaa　E．　Bilasy3），枝松　裕紀2’，片岡　　徹2），藤澤　正人D

　i）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，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．　Raplは生体内で様々な機能を有するが，　CadherinおよびIntegrin依存性の細胞接着に関与していることが知ら

れている．我々は，RA－GEF－2をホモに欠損するマウスが雄性不妊を呈することを見いだし，昨年度の本学会で報告した．雄性不

妊の原因として，セルトリ細胞一生殖細胞間の接着（Adherens　junction）における何らかの異常により，精子形成障害が引き起こ

されるのではないかと推測された．今回，RA－GEF－2の精巣内での機能についてさらに検討した．【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－／一（以下KO群），およびRA－GEF－2＋／＋（以下CT群）の遺伝子型を持つオ

スのマウスを用意し，一定期間飼育したのち，精巣を摘出した．RA－GEF－2の発現および局在を再度検討し，さらにAdherens　junc－

tionを構成するCadherin等の発現や局在についても検討した．【結果】精上皮周期のStage毎に分類したHE染色にて，　KO群で顕

著な精巣萎縮と，hypospermatogenesisの像を認めた．蛍光免疫染色にて，精細管の内腔側にRA－GEF－2の発現を認めた．またWest－

ern　Blotting法とreal　time　PCR法において，　N－CadherinおよびE－Cadherinの発現が，　KO群でともに有意に低下していた．さら

にN－Cadherinの免疫染色において，　KO群とCT群で発現パターンが変化していた．【結論】RA－GEF－2の欠損による雄性不妊の

原因の1つとして，adherens　junctionの構成分子の1つであるN－CadherinおよびE－Cadherinの異常によるよるものが想定され

た．セルトリ細胞一生殖細胞間のAdherens　junctionを構成する分子は他にも多数知られており，今後さらなる検討が必要である．

P－033　クラスタリンは熱ストレスから精巣細胞を保護する働きをする可能性がある

○松下　　経，山口　耕平，福田　輝雄，江夏　徳寿，岡田　桂輔，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

●

●

【目的】クラスタリンは様々な生理的機能を有することが報告されているが，apoptosisに陥っている組織においてその発現

が著明に克進することが知られている．また，近年クラスタリンの発現とantiapoptosis活性の関連性を指摘する報告が多

くみられている．しかし，精巣でのクラスタリンの役割については不明な部分が多い．本研究の目的は，精巣におけるクラ
スタリンの機能を明らかにすることである．【対象と方法】実験1，成熟した雄のS－Dラットを使用した．43℃サーモスタッ

ト制御水槽中にラットの陰嚢を完全に浸漬させ，15分間の熱ストレスを加えinj　ury　modelを作製した．対照群は，37℃の

水槽中に15分間同様に浸漬した．35匹のラットを5匹ずつ，37℃の水槽中に浸漬した対照群と，Heat　stress後それぞれ1，

2，4，7，14，21日目の6群の計7群に分け検討した．実験2，19日齢の雄のS－Dラットの精巣組織よりセルトリ細胞を培
養した．この培養セルトリ細胞にクラスタリンを標的としたSiRNAを導入してクラスタリンの発現を抑制し，熱ストレス
の影響を比較検討した．【結果】実Wt　L熱ストレス後2－4日で精巣萎縮がみられ，　germ　cell数は4－7日で約20％に減少し

た．精巣でのクラスタリンmRNAの発現は熱ストレス後1日目から日毎に上昇した．　Western　blottingではクラスタリン
の発現はRT－PCRと同様の変化を示した．　TUNEL染色でのApoptosis　Indexは1日目が最も高く，その後減少した．実験

2，クラスタリンを標的としたsiRNAの導入により培養セルトリ細胞におけるクラスタリンmRNAの発現は約30％に抑制
された．siRNAを導入した培養セルトリ細胞におけるクラスタリンmRNAの発現は熱ストレス後も抑制された．クラスタ
リンの発現を抑制した培養セルトリ細胞において熱ストレス後のapoptosisは早期より高度にみられる傾向を示した．【結論】

クラスタリンは，熱ストレスによって生じる傷害から精巣細胞を保護する機能を有すると考えられた．
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P－034　精漿タンパク質SEMGの精子の受精能評価マーカーとしての検討

○吉田　　es　P，山崎　一恭2．4），吉池　美樹3），岩本　晃明3）

　’桐蔭横浜大学先端医用工学センター，Z）茨城西南医療センター泌尿器科，3聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学，1｝国際

　医療福祉大学リプロダクションセンター

【目的】Semenogelin（SEMG）は精嚢から分泌される塩基性タンパク質で精液凝固体の主成分である．我々はこれまでに，抗SEMG

モノクローナル抗体を用いた精子の免疫染色により，SEMGを結合した精子の割合（SEMG結合率）が精子無力症患者の精子
運動率と相関を示すことを明らかにし，健常者に比べて男性不妊患者の精子ではSEMG結合率が有意に高いことを示した．ま
た，SEMGは受精能獲得調節因子として働くことが示唆されている．そこで，運動率だけではなく，受精能を評価するマーカー

として有用な検査方法となり得るかどうか検討した．【方法】対象は2012年6月～2013年2月に国際医療福祉大学病院リプロ
ダクションセンターにて精液検査を実施し，インフォームドコンセントを得た男性不妊患者（n＝192）とした．精液検査を行っ

たのち，65％percollで精漿を除去，精子を2％PFAで固定，冷蔵保存した．抗SEMGモノクローナル抗体を用いて免疫染色
を行い，フローサイトメーターによりSEMG結合率を測定した．対照として，正常ボランティア（n＝20）も同様に測定した．
なお本研究は国際医療福祉大学病院倫理委員会の承認を得て行った．【結果】男性不妊患者精子において，SEMG結合率（71．46±

21．68％）と運動率（2928±19．58％）の間に相関は見られなかった．正常ボランティアのSEMG結合率（19．83±2．26％）と比較

して，男性不妊患者精子におけるSEMG結合率は有意に高値を示した．検査実施までの検体保存についても検討を行い，精液
の凍結保存は不可であり，長期の冷蔵保存は避け，できるだけ早く固定までを行う必要があることが示唆された．【考察】これ

までの精子無力症患者での検討では，SEMG結合率と運動率の間に負の相関が見られている．本検討では，精子無力症に限定せ
ずに解析をおこなったため運動率との相関は見られなかった．今後，AIHの結果との関連の検討が必要である．

●

●

P－035　精巣におけるポドシン，ネフリンの作用メカニズムの究明

○江夏　徳寿，山口　耕平，福田　輝雄，岡田　桂輔，千葉　公嗣，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講座

【目的】精巣におけるポドシン，ネフリンの発現に関して先般の学会等で発表してきたが，今回はARB投与に伴うその発現

の変化とその変化のメカニズムについて追加実験を行ったので発表する．【方法】不妊モデルラットとしてCDDPを投与し

たラットを用いてポドシン，ネフリンの発現の変化を確認した．さらにARBを用いてCDDPの影響を緩和できるか実験し
た．同様に，ラットより抽出した培養セルトリ細胞を用いて蛍光免疫染色PCRを行いポドシンの発現の確認を行い，　vivo

同様にCDDP，　ARBを加えその発現の変化を確認した．　ARBの作用機序の確認として，アポトーシス関連蛋白，活性酸素
関連蛋白の動態も確認した．【結果】ラット精巣内にポドシンが発現していることがPCR，ウェスタンブロットで確認でき

た．さらにCDDPの投与にてポドシンの発現が低下し，　ARB追加投与によって発現の低下が緩和できることが確認できた．
また蛍光免疫染色法にてポドシンは精細管のtight　junctionに分布しており，　CDDP投与によって不連続な穎粒状パターン

へと変化したが，ARB投与によって再び連続性を得ることが確認できた．これらの変化は精細管の病理所見や精液所見と
リンクしていた．In　vitroの実験では，蛍光免疫染色にて培養セルトリ細胞の細胞壁側に強くポドシンの発現を確認した．

この発現はCDDPの投与により低下することが確認され，　ARB追加投与にてある程度緩和されることが確認された．同様
の変化はRT－PCR法でも確認することができた．タネル染色によりCDDPが精細管のアポトーシスを誘導し，　ARBがそれ
を抑制していることが確認された．【結論】ポドシン，ネフリン共にCDDP投与により発現の低ドを認めた．　ARBはポドシ

ン，ネフリンの発現低下を有意に抑制し，その機序として活性酸素の発生抑制に伴うアポトーシス抑制が関与していると考
えられた．

●

●

P－036　両側停留精巣に対する精巣固定術により自然妊娠にいたった無精子症の1例

○福原　理恵，福井　淳史，佐々木幸江，鴨井　舞衣，船水　文乃，中村　理果，水沼　英樹
　弘前大学医学部産科婦人科

　停留精巣は比較的頻度が高い疾患であるが，悪性化や精子形成障害のリスクを考慮し，1～2歳までの早期の治療が推奨さ

れている．しかしながら成人での停留精巣が不妊を契機として発見されることがあり，その治療法については明確な治療法
は定まっておらず，特に両側の停留精巣の場合は精子形成障害が重度であることが多い．今回我々は不妊を契機に発見され，

精巣固定術の際に施行した精巣の病理検査ではJohnsen’s　score　2であったにも関わらず，術後7ヶ月で自然妊娠に至った症

例を経験したので報告する．症例は35歳の男性．不妊歴2年間のため挙児希望を主訴に受診した．精液検査で無精子症で
あり，両側精巣は鼠径部に触知し，内分泌所見はFSH　21mlU／ml，　LH　13．6mlU／ml，　T　295ng／dlであった．染色体検査で

は46XYであり正常核型であった．両側停留精巣による無精子症と診断し，患者へのICの下，同意が得られたため両側精
巣固定術を施行し，その際に同時に精巣精子採取術（simple－TESE）を施行した．精子回収はできず，組織病理検査結果で

はJohnsen’s　score　2であった．術後1年後にMD－TESEを予定していたところ，妻が自然妊娠成立した．精液検査を施行
したところ，精子濃度180万／ml，運動率5．6％であり，射出精子が出現していた．この症例から，成人での停留精巣にお

いて，悪性化についての厳重なフォローの下に精巣固定術を施行し，その後の精子形成の回復を期待できる可能性が示唆さ
れた．

●

●
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P－037　不妊症の精査中に診断されたKartagener症候群の1例

●

●

○森　　亘平D，湯村　　寧D，加藤　喜ee1’，竹島　徹平D，小林　将貴t），山中　弘行1），黒田晋之介Pt保田　賢吾D，

　野口　和美IJ，近藤　芳仁2），池田万里郎2），高島　邦僚2［

　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，2海老名レディースクリニック

【はじめに】Kartagener症候群は気管支拡張症慢性副鼻腔炎，右胸心の三徴を特徴とする先天性疾患である．　immotile　cilia

syndromeの部分症であり本邦ではまれな疾患とされている．今回我々は男性不妊の精査中に本疾患を診断したので報告す
る．【症例】患者33歳　男性2年9ヶ月の不妊を主訴に2012年6月近医受診．精液検査で高度の乏精子症を指摘され当科
紹介受診．小児期より内臓逆位を指摘されていた．身体所見では左精巣にGrade2の精索静脈瘤を認める以外は異常なし．
精液所見は濃度350万／ml，運動率5％と乏精子症，精子無力症であった．内分泌検査・染色体検査異常なし．【治療経過】

投薬治療を行いつつさらに問診を行ったところ，副鼻腔炎の既往もあり，Kartagener症候群を疑い当院呼吸器科にコンサ
ルト．患者に同意を得た後，並びに気管支生検を施行し，繊毛の外側armの欠損を確認し以上から1（artagener症候群と診

断された．現在前医にてARTを行っている．【考察】本症は鼻粘膜，気管気管支粘膜のbiopsy，あるいは精子鞭毛の透過
型電顕による観察からImmotile　Cilia　Syndromeに特徴的な超微細構造上の異常が観察されれば診断が確立される．男性不

妊症の検査においても本疾患のような全身疾患の可能性も念頭に置き診察を進めるべきであると考えられた．

P－038　不妊を契機iに発見された特発性成人発症型低ゴナドトロピン性性腺機i能低下症の2
　　　　　　例

○惣田　哲次，宮川　　康，竹澤健太郎，木内　　寛，高尾　徹也，辻村　　晃野々村祝夫
　大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科）

●

●

　成人発症型低ゴナドトロピン性性腺機能低下症は視床下部や下垂体の腫瘍や炎症，外傷に起因するものがほとんどであ
り，我が国では，特発性のものは少数例が報告されているのみである．今回，我々は2例の特発性成人発症型低ゴナドトロ

ピン性性腺機能低下症を経験したため若干の文献的考察を加え報告する．【症例1】40歳，男性，不妊を主訴に受診．5年前

より射精障害を認めていた．Tanner分類PH4，　G5．精巣体積：両側12ml．前医にて精巣生検施行され精細管の萎縮および
基底膜の肥厚を認めた．内分泌検査にてtestosterone　02　ng／mL，　LH　O．2　ng／mL，　FSH　O．6　ng／mL，　PRL　7．1　ng／mL，　E211

ng／mLと低ゴナドトロピン性性腺機能低下症であった．　hCG，　hMG療法施行し射精可能となったが無精子であった．本人

都合で2年間外来通院を行わなかったが，hCG，　r－hFSH療法にて治療再開．精液検査にて運動精子を確認しICSI施行する
こととなったものの，胚移植の後，着床を認めなかった．その後，ICSI　2回施行するも着床を認めなかったが，4回目のICSI

にて妊娠成立した．【症例2】31歳男性．発汗，性欲減退，精液量減少にて受診．Tanner分類PH4，　G5．精巣体積：両
側10ml．精索静脈瘤なし．内分泌検査にてtestosterone　O．20　ng／mL，　LH＜O．2　ng／mL，　FSH　O．7　ng／mL，　PRL　7．6　ng／mL，

E2＜10　ng／mL．　CT上頭蓋内病変なし．性染色体XY．精液検査では精子を認めなかった．　hCG負荷試験にて精液量の増加

を認め，低ゴナドトロピン性性腺機能低f症であった．hCG自己注射を行い現在経過観察中である．

P－039　札幌医科大学泌尿器科男性不妊外来の臨床統計

○前田　俊浩t），田中　俊明P，前鼻　健志1］，舛森　直哉1］，伊藤　直樹2）

　1｝札幌医科大学医学部泌尿器科，2NTT東日本札幌病院泌尿器科

●

■

【目的】札幌医科大学泌尿器科では週に1回，男性不妊外来を行っている．最近5年間の診療状況について臨床的検討を行っ

た．【対象と方法】2008年1月から2013年5月までに男性不妊外来を受診した106名について，受診契機i，診断，治療法に
ついて検討した．【結果】患者年齢：25－50歳（中央値35歳），配偶者年齢：24－42歳（中央値33歳），不妊期間：0－180ヶ

月（中央値28ヶ月）であった．院内または他院からの紹介が70例（66．0％），直接受診が35例（33、0％），脊髄損傷にて当

科通院中が1例（O．9％）であった．精液検査の結果，31例（29．2％）では異常所見を認めず，正常であった．診断名として
は，乏精子症・精子無力症が39例（36．8％）で，このうち14例に精索静脈瘤を認めた．閉塞性無精子症（OA）16例（15、1％），

非閉塞性無精子症（NOA）16例（15．1％），勃起障害2例（1．9％），射精障害2例（1．9％）であった．精液検査所見正常症

例のうち，22例（71．0％）は直接受診した症例であった．治療として，顕微鏡下内精静脈低位結紮術が9例に行われ，5例
（55．6％）で精液検査所見の改善を認めた．OAに対して施行したconventional　TESEでは5例全例で精子採取可能であった．

Vasectomy　reversalを1例に行い，射出精液中に精子が確認された．　NOAに対して施行したmicro－TESEでは，7例中1
例（14．3％）のみで精子採取可能であった．【結語】当科男性不妊外来における現況をまとめた．今後症例数増加のために，

当院婦人科および不妊症治療専門施設との連携を積極的に進めていくべきと考えられた．
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P－040　男性不妊外来における染色体異常患者の検討

○黒田晋之介1・2｝，湯村　　寧2），保田　賢吾L・2｝，山中　弘行z），竹島　徹平2｝，小林　将貴2），加藤　喜健2），岩崎　　晧2），

　野口　和美L’｝

　1）大口東総合病院泌尿器科，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

【はじめに】男性不妊患者における染色体異常の患者の占める割合は約3．6％～12．6％といわれている．今回我々は不妊を主

訴に自施設を受診した患者のうち，染色体異常を呈した患者を集計し臨床的検討を行った．【対象および方法】2000年4月

から2013年5月までに横浜市立大学附属市民総合医療センターの生殖医療センター泌尿器科を受診した患者は416名で
あった．そのうち無精子症または高度乏精子症を呈する患者に対し，身体診察（身長・体重・精巣体積）・精液検査・血中
ホルモン検査などに加えG　band法，末梢リンパ球72時間培養による染色体検査を行った．【結果】染色体異常を認めた患

者は15例であった．これは全患者416例のうちで3．6％を占めていたt15例の平均年齢は35．8歳（26～44歳），15例のう
ち10例がKlinefelter症候群（47，XXYが9例，4σXY／’47XXYが1例），　XX　maleが1例，45，XO／46XYq一のモザイクが1
例，Y一常染色体転座；46，　Xt（Y；12）（q12：p13．3）が1例，常染色体異常が2例であった．【考察】当院不妊外来における

染色体異常の頻度は不妊外来患者全体の3．6％であり，緒家の報告とほぼ同等であった．MD－TESEなどARTの技術進歩
により，以前は治療困難であった染色体異常疾患でも妊娠できる可能性が増えた一方，TESE－ICSIにより妊娠した児の染
色体異常率は1～12．7％と報告されている．TESE－ICSI自体の児異常のリスクに加え，各疾患が次世代に伝播する可能性も

あり，現段階では妊娠例の報告があるかどうかは別として，XXmale及び一部のYq一以外の染色体異常ではMD－TESE，　ICSI
の適応があるが，その場合児の染色体異常のリスクについて両親に十分な説明が必要であると考えられた．

●

喝

P－041　男性不妊患者における血中エストロゲンの意義について

○萩生田　純，石川　博通，萩原　正幸，古内　　徹，丸茂　　健

　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

　エストロゲンは精巣内でアロマターゼによりテストステロン（T）から生成される．造精機能におけるエストロゲンの役
割や重要性は過去の動物実験により証明されてきた．しかし男性不妊患者において血中エストロゲン濃度と造精機能の関連
性については報告が少ない．今回我々は男性不妊患者中でエストロゲン濃度の低下を認めた症例についてその割合や原因，
造精機能との関連について検討した．

【対象と方法】2011年5月から2012年12月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カップルの男性436
例（22～55歳平均年齢36．4歳）について検討した．血中エストラジオール（E2）濃度とBody　Mass　Index（BMI），　LH，
FSH，　T濃度との関連を調べた．またE2が基準（19～60pg／mL）をさらに下回る15pg、／mL以下の患者について年齢，　BMI，

非閉塞性無精子症や精索静脈瘤の有無，血中LH，　FSH，　T濃度，精液所見，妊娠の有無について検討した．【結果】E2は

T，BMIと正の，またFSHと負の相関を示した．　E2が基準未満の患者は175例（40．1％）でさらに15pg／mL以下の患者は
89例（20．4％）だった，E2濃度が基準を満たしていた284例と比較するとBMI，総運動精子数正常形態率，　T濃度は有
意に低くFSHは有意に高かった．単変量および多変量解析にてE2低下のリスク因子を分析したところ単変量解析ではT＜
3ng／mL，　BMI＜22kg／M2，　FSH＞10mlU／mLが，また多変量解析ではBMI＜22kg／M2，精索静脈瘤ありが有意な因子だっ

た．低E2群と正常群では自然妊娠率，　ARTによる妊娠率に有意差はなかった，【結論】E2の低下は造精機能の低下の指標

の1つと考えられたが妊孕性への影響はなかった。またBMIが低く精索静脈瘤がある患者ではE2が低下するリスクが高
かった．利益相反はありません．

●

●

P－042　男性不妊外来における閉塞性無精子症の検討

○山中　弘行1・2｝，小林　将貴3），森　　亘平L），保田　賢吾2），黒田晋之介2），竹島　徹平2｝，加藤　喜健川，湯村　　寧z），

　岩崎　　晧t），野口　和美2）

　’横浜船員保険病院泌尿器科，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横須賀共済病院4横浜市立
　みなと赤十字病院泌尿器科

【目的】男性不妊患者の15～20％は無精子症とされ，閉塞性無精子症（Obstructive　azoospermia：以下OA）はその無精子

症患者の更に15％程度，全不妊患者の2～3％程度の頻度であり，精路の再建に成功すれば自然妊娠も望める治療可能な不
妊疾患として重要である．我々は過去10年間に経験したOA患者についてretrospectiveに調査し，その転帰を含め検討し
た．【対象および方法】2001年4月から2010年までの当院ならびに横浜みなと赤十字病院泌尿器科で経験した閉塞性無精子

症患者を対象とし，患者の病歴，原因疾患（閉塞部位），臨床所見，治療法，経過について検討した．【結果】患者数は29
名で，年齢は25～63歳（中央値33．5），受診時における不妊期間は平均2．3年であった．閉塞機i転は精管結紮術後8例，ヘ

ルニア術後1例，炎症（精巣上体炎後）1例，精液瘤1例，精路欠損および狭窄・奇形13例，原因不明5例であった．精路
再建術は12例に対し行われ，内訳はvasovasostomy　9例，　Epivasostomy　2例，経尿道的射精管切開1例で，いずれの症例

も手術時にTESEを同時に施行した、12症例中，7例（5＆3％）開通が認められ1例では精液所見が正常化した．一方，13
例はTESE（MESA）－ICSI単独で施行し9例が授精，うち6例が妊娠に至った．【考察】閉塞性無精子症は非閉塞性無精子
症に比べて非常に精子回収率が高く，自然妊娠も期待できる予後良好な不妊疾患である．しかし自然妊娠を望む患者に対し

ては，精子回収をbackupとした上で精路再建によって希望に応える事が泌尿器科医としての役割であると考えている．

●

●
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P－043　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臨床検討

○加藤　喜健’・2｝，山中　弘行］・2），保田　賢吾1），黒田晋之介’1，竹島　徹平1），湯村　　寧1），野口　和美1）

　1横浜市立大学附属病院市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜船員保険病院泌尿器科

●

【目的】当科での単孔式腹腔鏡F手術（laparo－endoscopic　single－site　surgery：LESS　surgery）による内精索静脈結紮術に

ついて報告し，検討する、【対象および方法】2011年10月より2013年5月に，LESSにて内精索静脈結紮術を行った19例
を対象とし，臨床成績について検討した．【結果】平均年齢は37．0歳で，両側例が4例，左側が15例であった．平均手術時

間，気腹時間は，それぞれ，両側例で124．8分と90．3分，片側例で平均73．9分と44．4分であった．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，陰嚢水腫を1例，大腿外側の知覚障害を1例に認めた．精索静脈瘤は全例で術後
速やかに消失し，現在まで再発は認めていない．3例の妊娠を認め，そのうち1例が出産に至った．【考察】単孔式内精静脈

結紮術は，重篤な合併症もなく，精索静脈瘤に対する治療法の一つとして有用と考えられる．

●

P－044　精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位内精静脈結紮術の経験

○柴田　康博D，加藤　春雄1），新井　誠二1】，周東　孝浩1），関根　芳岳’），小池　秀和U，松井　　博L），深堀　能立2），

　伊藤　一人1），鈴木　和浩D

　’）群馬大学医学部泌尿器科，2濁協医科大学泌尿器科

●

●

　当院では精索静脈瘤に対して顕微鏡下低位内精静脈結紮術を行っており，その有用性について検討した．対象は2004年4

月から2013年3月末までの間に精索静脈瘤と診断され，顕微鏡下低位内精静脈結紮術を施行した42例で，臨床的背景，手
術時間，術中および術後の合併症の有無，症状の消失や精液所見の改善などの治療効果について検討した．手術は原則1泊

2日の入院で，局所麻酔下に行った．患側は左側40例，両側2例で，手術目的は陰嚢痛など自覚症状の改善が26例，男性
不妊症の治療が16例であった．手術は全て左側に対して行い，平均手術時間は88分であった．術中の合併症はなく，術後
は一過性の陰嚢水腫を認める症例もあったが，いずれも数ヶ月以内には消失した．術後ナットクラッカー症候群による一過

性肉眼的血尿，凝血による尿路閉塞を1例に経験した．自覚症状は全例で消失し，術前後の精液検査が可能だった症例では
ほぼ全例で改善していた．精索静脈瘤の再発は1例あり，再手術を要した．精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位内精静脈結紮

術は，顕微鏡下手術であるため手技が煩雑となるが，低侵襲であり，合併症も少なく，有用な手術手技であると思われた．

P－045　非閉塞性無精子症患者における染色体異常と精子採取成績

○岩月正一郎，佐々木昌一，窪田　泰江，窪田　裕樹，梅本　幸裕，郡　健二郎

　名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

◆

●

【背景】近年の生殖補助技術（ART）の発達により，染色体異常を持つ患者においても精子が採取できる可能性が開けてき

た．しかし染色体異常が次世代に伝播することも考えられることから，精子採取に先だって染色体検査を行うことは重要で
ある．そこで本研究では，染色体異常をもつ非閉塞性無精子症（NOA）患者の染色体異常の頻度と採精成績を検討し，次世

代へ染色体異常が伝播する可能性を検討した．【対象と方法】2004年1月から2013年3月まで，当院で顕微鏡下精巣内精子
採取法（microTESE）をしたNOA患者141人を対象とした．充分なインフォームドコンセントのうえ，末梢血リンパ球を
用いたG－banding法により染色体異常をスクリーニングした．【結果】対象141人のうち，30人（21．3％）がクラインフェ
ルター症候群（1人は47，XXY／46，　XYモザイクで，他はすべて47，　XXY）であった．2人（1．4％）に二動原体染色体（46，

xdic　Y）を認めたほか，9番染色体長腕欠失，由来不明染色体，　Y染色体長腕端部欠失，46，xY／45，xモザイク，9番染色
体腕問転座（inv（9）（p12ql3）），20・番・22番染色体相互転座（t（20；22）（ql2；pll．1）をそれぞれ1人（O．7％）ずつ認め

た．クラインフェルター症候群患者の8人（26．7％）から，9番染色体長腕欠失，Y染色体長腕端部欠失，および9番染色
体腕間転座の患者からの精子採取が可能であった．【考察】NOA患者における染色体異常の頻度を検討したところ，27．0％

に何らかの染色体異常があり，その一部の患者からは精子採取が可能であることがわかった．ARTに先立ち，染色体異常

のスクリーニングや異常を認めた場合のカウンセリングが重要であると考えられた．
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P－046　非閉塞性無精子症患者に対するホルモン療法の検討

○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IICG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】2010年10

月から2013年2月までにホルモン療法を施行した18例について検討を行った．全例に対して同意を得て治療を行った．最
初にHCG5000単位を週3回投与し，1ヶ月後にFSH，　LH，　PRL，テストステロン，　E2の測定を行った．投与後1－2ヶ月
にてFSH，　LHは限界値まで低下し，　HCG5000単位を週1回に変更した．期間は3－6ヶ月間とした．その後，　Micro－TESE

を施行した．なお，4例の症例ではmicro－TESEの2ヶ月前よりHCG5000単位週1回に合わせてFSH製剤75単位週3回
を追加した．【成績】1例を除く17例にて，HCG投与後1－2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．また，　micro－TESEが終了した13例中，1例に成熟精子を得

ることができた．残りの5例については現在もHCG療法を継続中である．【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iが働き，高FSH値が改善されたと考えられる．　FSH値に改善が見られなかった1例は，

テストステロンの上昇がみられなかった．ホルモン療法にて77％（1例／13例）の精子採取率であり，良好な結果は得られ
なかった．【結論】HCGを中心としたホルモン療法を施行しても劇的に精子採取率が上がることはなかった．更なる治療法
の開発が必要と考える．

●

●

P－047　TESE時のJohnsen’s　scoreと精子回収とそのアウトカムについて

○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
　医療法人オーク会オーク住吉産婦人科

「緒言」無精子症の患者は，（OA）閉塞性無精子症と（NOA）非閉塞性無精子症に分けられる．しかし，精管造影を行って

も完全には診断できない．ときに，学会等では精巣内での精子の存在を持って確認されるべきであるとの発言がなされてい

る．当院では，精管造影は行っておらず，問診，診察既往歴をもとに推定診断をつけて，治療を行っているのが現状であ
る．今回我々はTESEを行い，精子回収を試みた患者に対して，その病理結果（Johnsen’s　score：JS）とその後のアウトカ

ムについて検討したので報告する．「症例」2011年2月から2013年3月までの2年1ヶ月間にTESEを行った20症例につ
いて検討した．年齢は27歳から53歳．術前の診断では，OAと判断される患者4症例（内訳：精管結紮後2症例，射精困
難な者2症例），NOAと判断される患者14症例，　Cyptzoospermia2症例であった．「結果」OAと判断された患者の病理結

果はJS9～6点であり，全例精子回収でき，3例着床した．1例分娩1例妊娠継続中である．　Cyptzoospermiaの症例では2
例ともJS8点であり，ともに，分娩まで到った．　NOAと判断された症例についてはJSO～2点10例，　JS3～5点1例，　JS6～

7点2例，JS8点以上1例であった．　JS6点以上の3例は精子回収でき，2例が着床，ただし，流産に終わっている．　JS4点
では精子回収は出来なかった．JSO～2点では，精子回収が6例，そのうち，受精確認できたものが4例，着床は1例であっ
た．この1例は双胎となり，妊娠継続中である．「考察」概して術前の診断と病理診断は一致するとおもわれた．NOA症例
にJS8点の症例がありOAであるとおもわれた．　OAと診断された症例でJS5点以下の症例はなかった．　JS6点以上では全
例で精子回収が可能であった．JS5点以下では，精子回収は難しいとおもわれるが，中には，妊娠する例もあり，　TESEで
精子回収をすることは有用であるとおもわれた．

●

■

P－048　modern　ART時代の脊髄損傷による射精障害患者の挙児戦略

○岩端　威t，Z　’　i，小堀　善友P，鈴木　啓介1），太田　茂之D，飯島　将司’｝，慎　　　武1），八木　　宏D，宋　　成浩’），

　新井　　学P，岡田　　弘”，辰巳　賢一L’），飯野　好明：1〕，出居　貞義1），稲垣　　昇5），越田　光伸G｝

　D濁協医科大学越谷病院泌尿器科，2梅ヶ丘産婦人科，：1）大宮中央総合病院大宮中央クリニック産婦人科（女性診療科），

　4）大宮レディスクリニック，5）セントウィメンズクリニック，6越田クリニック

【緒言】脊椎損傷の既往のある男性は，損傷のレベルにより病態が異なるが，勃起障害・射精障害は必発であり，男性不妊

外来に訪れる患者も少なくない．modern　ARTを脊椎損傷による射精障害の患者に対して用い，その結果を検討した．【方
法】対象は，22歳～50歳（中央値31歳）の脊髄損傷の既往がある射精障害を伴った男性不妊患者44人．精子採取法とし
て，EEJ（Electroejaculation），　Masturbation，　ASAP　massage（Ampullary，　seminalvesicular　and　prostate　massage），

TESEを用いた．【結果】44症例中，40症例の精子が採取可能であり，妊娠の有無について確認が取れた31症例中19症例
が妊娠に至った（現在ICSI施行中の症例もあり）．　L5レベルの低いレベルの脊髄損傷患者であれば，　Masturbationによる

精子採取が可能である症例も認めた（2例）．Electroejaculationを行った32症例中17症例で精子採取可能であったが妊娠

に至らなかった．そのうち8例はTESEで妊娠が可能となった．【考察】挙児希望のある脊髄損傷患者に対して，様々な精
子採取方法を用いることにより，その精子をARTに供することができる．　TESEは脊損患者のART法として有用である
ことが示唆された．ただし，脊髄損傷後，長期間経過することによりTESEによっても精子採取不能である可能性があるた
め注意が必要である．挙児希望のある脊髄損傷患者は受傷後，可及的早期にTESEを行い，精子を保存することが重要であ
ると考える．【結語】TESEは脊損患者のART法として有用である．

●

●

－
丁
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●

P－049　脊髄損傷患者からmicro－TESEで回収された精子を用いた顕微授精の成績

○藤井　好孝，遠藤　雄史，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体外受精センター

●
【目的】脊髄損傷患者からmicro－TESEで回収された精子による顕微授精の成績を検討した．【方法】対象患者に十分な説明

を行い書面にて同意を得た．当院にて2006年9月から2013年1月の期間に脊髄損傷患者からmicro－TESEで回収され，凍
結保存された精子を用いてICSIを行った4症例25周期の臨床成績を検討した．【結果】4症例中4症例（100％）で出産に
至ることが出来た．妻平均年齢33．7歳2PN率470％（116／247），分割率99．1％（115／116），平均移植胚数128個（32／25），

着床率219％（7／32），妊娠率28．0％（7／25），流産率28．6％（2／7），生産率20．0％（5／25）であった．第一子出産までに要

したMD－TESEは全例1回，　ICSIは平均5、0回（1－8回），胚移植回数は平均5．3回（1－11回）であった．【結論】脊髄損傷

患者からMD－TESEにて精子を回収して凍結保存しておき，その精子でICSIを繰り返し行い全症例で児が得られた．

●

P－050　当院における精液1004検体の精液中活性酸素（Reactive
　　　　　　に関する検討

Oxygen　Species；ROS）

○竹島　徹平1］，保田　賢吾D，黒田晋之介1），山中　弘行1），加藤　喜健’），湯村　　寧D，岩崎　　晧1），野口　和美1），

　高島　邦僚L〕，池田万里郎2），近藤　芳仁2）

　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泌尿器科，2｝（医）俊英会海老名レディースクリニック
●

●

【目的】精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species；以下ROS）は精液中白血球や未熟な精子から発生すると考えられ，細胞膜表面の不飽

和脂肪酸を傷害し精子の流動性を失わせると同時に，精子中の核またはミトコンドリア内DNAを傷害するため，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．今回われわれは改めて，当院および関連ART施設で得られた精液検体につき，　ROS発生の有無を

判定するとともにROSを定量的に測定し，各種精液検査パラメータとROSの相関につき検討を行った．【対象と方法】対象は2011年10

月から2013年5月まで当院生殖医療センター泌尿器科を受診し，文書による同意を得て精液検査を行った被検者のうち，無精子症患者を

除外した438名，1004検体．精液運動解析装置（SMAS）にて・各種精液検査パラメータを測定するとともに，残余検体につきLuminometer

を用い，Luminorの化学発光によるROS値（mv／10＊6spermatozoa）を計測した．　ROS陽性の判定は，化学発光のピーク値が0．1mv以上

上昇したものとした．【結果】精液1004検体のうちROS陽性は371検体（36．9％），平均ROS値は22＆73±1650．51mv／10＊6spermatozoa

であった．陽性例の精液所見別内訳は高度乏精子症133検体，乏精子症66検体，精子無力症は331検体であった．患者の疾患別内訳は，

婦人科患者224名（53．2％），特発性165名（392％），精索静脈瘤44名（10．5％），その他抗癌剤治療後6名（1．4％），停留精巣3名（O．7％）

と続いた．各種精液パラメータのうち，ROSの対数値と有意な（p〈O．Ol）負の相関を認めたものは精子濃度（／μ1），運動率（％），頭部振

幅（Hz）であった．【考察】造精機能障害を持つ精巣および精液はROSによる酸化ストレスに晒されており，結果として細胞膜流動性消失，

ならびに運動率・頭部振幅低下に寄与していると考えられる．当日は症例数を加えさらなる考察を行う予定である，

P－051 Luminometer1251とmonolight　3010による精液中活性酸素（Reactive　oxygen　spe－

cies：ROS）値の比較検討

○湯村　　寧，竹島　徹平，小林　将貴，山中　弘行，黒田晋之介，保田　賢吾，加藤　喜健，森　　亘平，岩崎　　晧，

　野口　和美

　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

●

●

【はじめに】男性不妊患者の約40％には精液中に活性酸素（Reactive　oxygen　species：以下ROS）が検出される．　ROSは

精子運動性との間に負の相関があるとされる．以前より我々は精液中ROSをLuminometerl251にて測定してきた．しかし
本機器は1990年代から使用され老朽化しているため今年からmonolight3010を入手した．両機器によるROS測定の比較検
討を行ったので報告する．【対象及び方法】2013年2月から5月の問に当科で同意を得て精液中活性酸素を測定した精液170

検体を対象とした．未処理精液をCASAで測定後，　Luminometerl251とmonolight3010で同時にROS　levelを測定した．
両機器とも精液500μ1の化学発光を測定後，4mM　luminol　40μ1を混和し化学発光を測定した．【結果】Luminometer1251に

て88検体がROS陽性とされいずれもmonolight3010でROSは高値を示した．また両者のROS　level間には正の相関が認
められた．【考察】monolight3010による精液ROS測定はLuminometer1251よりも鋭敏である可能性が示唆された．　mono－

light3010はLuminometerl251と比べ操作性が安定しており．今後ROS測定機器として十分利用できると考えられた．
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●

P－052　gentle　MACS　Dissociatorを用いた精巣精子回収法の検討

○中村　理果D，福井　淳史1），佐々木幸江1｝，鴨井　舞衣’），船水　文乃V，横田　　恵2），福原　理恵1），前田あかねV，

　水沼　英樹）

　V弘前大学医学部附属病院産科婦人科，U｝青森県立中央病院

【目的】精巣精子回収法（TESE；testicular　sperm　extraction）において，精巣組織を粉砕する方法はシリンジやスライドガ

ラスを用いて物理的に分散する方法が一般的に行われている．しかし私たちは，眼科用勇刀と眼科用ピンセットを用いて酵
素処理下で組織を細切する方法を行ってきた．いずれの方法も用手的であり，操作を行う人により組織の細砕の程度や要す

る時間が異なるため，精子回収の効率に差が生じるという問題があった．そこで私たちは，組織分散を自動的に短時間で単

一細胞レベルまで行うことができるgentle　MACS　Dissociatorを精巣組織粉砕に応用できるか否かを検討した．【方法】当

院においてTESE－ICSIを施行し，精巣組織粉砕方法を眼科用勇刀と眼科用ピンセットを用いて酵素処理下で行った（従来
法）2008年1月から2010年12月までの21症例40周期と，酵素処理後gentle　MACS　Dissociatorを用いた2011年1月か
ら2012年12月までの17症例25周期を対象とし，両方法における受精率・良好胚発生率・妊娠率を比較検討した．【成績】
従来法とgentle　MACS　Dissociatorを用いた場合では，受精率は各65．9％，73．3％，正常受精率は各5＆9％，653％であり

有意な差は見られなかった．Day3良好胚発生率は各70．4％，72．2％であり有意な差は見られなかった．また，移植あたり
の妊娠率は1＆2％，41．7％であり有意差は見られなかったが，gentle　MACS　Dissociatorを用いた群で高い傾向（pニ0．138）

が見られた．【結論】gentle　MACS　Dissociatorは組織を分散して単細胞懸濁液を調整するための機器であるが，　TESEにお

ける精巣組織粉砕にも用いることが十分可能であることが示された．

●

●

P－053　乏精子症例のARTにおけるアネキシンVMACS精子調整法の有用性

○脇本栄子，中村嘉宏藤野祐司，小池浩嗣，山本理沙，植田潤子，松本真弓，林　清音，駒　由佳，
　土谷　綾子
　藤野婦人科クリニック

［目的］DNAフラグメンテーションを起こした精子を選択，除去するアネキシンV磁気細胞分離システムを乏精子症例の
ART実施において使用したのでその結果ならびに有用性を報告する．［対象ならびに方法］乏精子症との診断で体外受精あ
るいは顕微授精を実施し，インフオームドコンセントを得た12症例（夫：38．8±5．3歳妻：38．7±35歳）．採卵後，精液を

HTFで洗浄後，密度勾配法にて運動精子を回収，その後，通常法処理群（C群）とアネキシンV磁気細胞分離（Magnetic－
activated　cell　sorting：MACS）法処理群（M群）に分け，それぞれの処理精子を用いて通常媒精ならびに顕微授精を実施
した．C群ならびにM群間の受精率，分割率，発育率を比較検討した．なお，実施にあたり院内倫理委員会の了承を得た．
［結果］処理前精液検査は平均濃度：8．4×106／ml，平均運動率：45．3％．処理後，　C群では9．0×10fi／m1，86、7％，　M群では9．3×

106／ml，89．3％となった．これらの精子を用いてC群19個，　M群23個（合計42個）の成熟卵に通常媒精あるいは顕微授
精を実施した．結果として，受精率は，C群17／19（89．5％），　M群23／23（100％）．胚盤胞発育率は，　C群3／17（17．69i・），

M群8／23（34．8％）と，両群間には有意差は認められなかった．また，通常媒精ならびに顕微授精においても，それぞれの

受精率，分割率，胚盤胞発育率に有意差は認められなかった．一方，胚移植を実施した9症例において，その妊娠率を比較
したところ，C群：0／4（0％），　M群：4／5（80％）とM群で有意に高い妊娠率が確認できた．［考察］アネキシンV－MACS

法は比較的簡便な方法であり，今回の検討から，男性因子不妊症でのARTにおいては有効な精子選別方法であることが確
認できた．今後，これらの症例の経過を追跡していくとともに症例を増やして検討を重ねていきたい．

●

●

P－054　マウス第二極体に由来する混倍数性受精卵のゲノム動態

○日野　敏昭，日下部博一，立野　裕幸

　旭川医科大学医学部生物学教室

【目的】受精卵の1割球と第二極体（PB2）の融合で生じる二倍体／三倍体の混倍数性がヒトの先天異常の原因になると報告

されている．本研究では，マウス受精卵を用いてPB2における半数体ゲノムの安定性を調査し，　PB2融合による混倍数性
受精卵の発生能について検討した、【方法】種々のステージの受精卵におけるPB2のDNA合成能を調査するとともに，ア
ポトーシスの検出や早期染色体凝縮法による染色体分析を試みた．次に，センダイウイルス法により2細胞期にPB2を割球
の1つに融合して作製した融合卵の分裂中期紡錘体と分裂後の核の形態を観察した．また，染色体分析も行い，融合後のPB

2ゲノムの挙動を調査した．更に，GFPマウス由来のPB2を用いて融合卵を作製し，三倍体細胞の可視化とその発生運命を
解析した．【結果】1細胞期受精卵のDNA合成は受精後12時間までに完了したが，　PB2のそれは20時間まで及んでいた．

受精後4－6時間の1細胞期受精卵から採取したPB2のほぼ全ての染色体はG1期像を示した．染色体分析の結果，異常率
は2．6％（3／ll6）と低かった．一方，2細胞期から桑実期のPB2では90％以上がS期様のクロマチン塊であったにもかか
わらず，アポトーシスを起こしているものは10％以下であった．PB2と融合した割球の分裂中期紡錘体には，　PB2の染色
体も取り込まれていた．また，分裂後の核の80％以上が正常形態であった．染色体分析によって，融合卵は二倍体と三倍
体の混倍数性であることも確認された．GFPマウス由来のPB2を用いた融合卵を胚盤胞期まで体外培養したところ，それ
らの40％以上においてGFP発現が認められた．【まとめ】マウスPB2ゲノムは受精後72時間まで安定に保たれていた．　PB
2に由来する混倍数性受精卵ではPB2の遺伝子が活性化され，その後の胚発生に関与する可能性が示唆された．

●

●
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P－055　着床前期胚において特異的に発現する新規SCAN－zinc　finger遺伝子Zfp371の解
　　　　　　析

○小川　誠司12），浜谷　敏生D，阿久津英憲），山田　満稔1），奥村　典子t），菅原　かなL・L”，井上おさむ1），山田　朝子1），

　上條慎太郎D，久慈　直昭1］，吉村　泰典1）

　1）慶雁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，着床前期胚から樹立され

る胚性幹（ES）細胞の分化多能性の背景にあ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初期より特異的に発現

していると考えられた新規遺伝子Zfp371に着目し，初期胚発生及びES細胞における役割を明らかにする．【方法】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及びマウス成獣多組織において発現解析を行った．また転写阻害剤を受精卵の培養液に添

加して2細胞期後期まで培養し，卵性・胚性mRNA量を定量的RT－PCRにより検討した．機能解析のため，本遺伝子の第2，3exonを
欠失させたノックァウト（KO）マウスを作成し，妊孕性の有無及び着床前期胚発生の観察した．さらに胚盤胞からES細胞を樹立した，

【成績】RT？CRではいずれの成獣臓器でも発現は認められず，2細胞期から胚盤胞期の着床前期胚およびES細胞にのみ発現を認めた，

免疫組織化学染色においても着床前期胚で発現を認め，さらに8細胞期及びES細胞では核への局在が確認された．また，転写阻害剤添

加により着床前期胚での発現が消失し，胚性に発現する遺伝子であることが明らかとなった．しかし，KOマウスは成獣まで発生し，生

殖能も維持されていたが，核型解析を行ったところ高頻度にクロモソームブレイクを呈していた．またKOマウスの胚盤胞からES細胞
を樹立可能であった，【結論】本遺伝子は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，

着床前期胚発生における遺伝子発現において転写因子として何らかの役割を果たしていると考えられた．現時点ではKOマウスに特徴

的な表現型は得られてはいないが，染色体に構造異常をもつことからゲノムや染色体の安定性に寄与している可能性が示唆された．

P－056　ヒト間葉系幹細胞から子宮内膜間質様細胞への分化誘導

○菅原　かなD，浜谷　敏生1），小川　誠司1），山田　満稔1），山田　朝子1），上條慎太郎］），竹本　崇史1），戸田　里実1），

　若松　修平D，久慈　直昭D，阿久津英憲2），梅澤　明弘2），吉村　泰典1）

　1慶雁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，この一部に経膣超音波

上子宮内膜が非薄化している症例がみられ，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ことを目指し，まずヒト問葉系幹細胞を子宮内膜間質様細胞に分化誘導でき

るか検討する．［方法］当施設で樹立・保存されているヒト間葉系幹細胞バンクより羊膜由来間葉系幹細胞（AMC）と月経

血由来間葉系幹細胞（MMC），骨髄由来間葉系幹細胞（BMC）を使用し，エストロゲン（E，）10nM＋プロゲステロン（Pa）

1μM，または8－Br－cAMP（以下cAMP）1．0μMを添加した培養液で7，14日間培養し，子宮内膜間質様細胞への分化誘導
を試みた．子宮内膜間質細胞（ESC）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i前よりAMC，　MMC，　BMC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，　CDI66）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，AMC，　MMC，　BMCでは培養7日目から，　ESCと同様にPRL，　IGFBP－1の発現を認めた．さらに培養i　14日目から，
ESCと同様の形態変化を認めた．［結論］過去に報告のあるBMCのみならず，　AMC，　MMCからも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－057　クロミフェンクエン酸塩とFSH／hMGを併用する低刺激Antagonist法における
　　　　　　ARTの有効性の検討

○中原　裕子，長池　未郷，谷岡　睦美，古川　武子，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

【目的】通常の卵巣刺激法（Long法，　Antagonist法等）は連日FSH／hMG製剤を使用し，　OHSSなどの副作用と高額な薬剤費用に

より患者への身体的，経済的負担を増加させている．近年，よりマイルドな卵巣刺激法によって胚質が改善することが報告され，

低刺激法の有用性が議論されている．我々は，クロミフェンクエン酸塩（以下CC）とFSH／hMG併用の低刺激法とFSH／hMGに

よる通常Antagonist法におけるART成績を比較検討した．【対象】当院で初回ARTを行った女性年齢39歳以下の症例で，2012
年以前に卵胞初期より連日FSH／hMG注射を投与した通常Antagonist法41症例（通常群）と，2012年に卵胞初期からCC内服と

卵胞中期からFSH／hMG注射を開始したAntagonist法63症例（低刺激群）のART成績を検討した．【結果】通常群と低刺激群
の平均年齢（362±3．2対35．7±3．4），平均AMH値（21．7±16．3pM対20．5±17．4pM）に差はみられなかったが，平均採卵数（7．3±

52対3．5±25：p＜O．OOI），平均凍結胚数（2．2±1．6対1．1±1．1：p＜O．OOI），採卵当たりの移植回数（2．0±O．9対1．4±0．9：p＜O．OOI）

では通常群が有意に高かった、IVF受精率（61．7％対81．0％：p＜O．Ol），　ICSI受精率（8〔L9％対92．1％：p＜O．05），　ICSI良好胚率

（44．6％対58．7％：p＜0．01）は低刺激群で有意に高値であった．採卵当たりの妊娠率（39．0％対44．0％），新鮮胚移植による着床率

（1＆0％対29．2％），卵子や胚が得られない割合（4．9％対14．3％）に有意差はなかったが低刺激群で高い傾向にあった．【考察】低

刺激法は通常法に比して，採卵数や総移植回数は減少するが，採卵当たりの妊娠率が低下することはなかった．低刺激法ではICSI

受精率，良好胚率が高値であることから，より良質な卵子が獲得されていると考えられる．CCとFSH／hMGを併用するAntagonist

法は，初回ART症例では患者負担の低減，再治療症例では胚質を改善することに有益な調節卵巣刺激法であると考えられた．
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■

P－058　ART後流産児染色体異常を認めた胚と同一周期胚移植で生児獲得なるか？～ART
　　　　　　後妊娠・出産した胚と同一・周期胚移植を対照として～

○嶋村　　純，齋藤　祥子，神谷　奈々，片岡　彩香，城石　裕子，清水　葉子，齊藤紗恵子，松岡　祐太，清水　絢也，

　所畑和寿美，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】流産の発生原因として胎児の染色体異常が大きな割合を占める．流産児染色体異常が判明すると，その同一周期の胚の質につ

いて不安を覚える患者は少なくない．そこで今回，当院にてIVF－ET後妊娠成立するも流産となり，流産児染色体異常が認められた

患者において，他の同一周期胚で生児を得ることができるか調査した．【方法】この検討はインフォームドコンセントのもとに行って

いる．2008年から2012年の問に，当院IVF－ET後妊娠するも流産し絨毛染色体検査を行った結果，染色体異数性が判明した周期と

同一周期の凍結胚盤胞を用いて移植を行った25症例41周期（流産周期胚移植群）と，2008年から2010年の間に当院IVF－ETにて
妊娠成立し出産に至った周期と同一周期の凍結胚盤胞を用いて移植を行った132症例168周期（出産周期胚移植群）の生児獲得率に

ついて調査した．【結果】採卵時の患者背景では，流産周期胚移植群（年齢37．32±3．63，採卵回数1．04±1．02，移植回数1．20±1．26）は

出産周期胚移植群（年齢34．92±3．77，採卵回数O．67±1．20，移植回数O．67±1．24）より年齢が有意に高い結果となり，移植回数が多い

傾向が見られた．結果では，流産周期胚移植群での生児獲得率は36．0％（9／25），出産周期胚移植群での生児獲得率は23．3％（31／133）

と統計学的有意差は認められなかった（カイニ乗検定）．【考察】年齢とともに妊娠率は低下し，流産率は上昇すると言われている．

そのため，流産周期胚移植群において有意に年齢が高くなり，移植回数が多い傾向になったと考察する．しかし，流産児染色体異常

が認められた同一周期の凍結胚盤胞を移植しても生児獲得に至ることから，胚の質は，胚ごとに独立したものだと考えられ，患者の

不安を和らげる一助になると考える，しかし，凍結胚盤胞はすべて移植されたわけではないことから，今後も追跡調査したい．

●

P－059　当院におけるART治療後に前置胎盤となった症例についての検討

○後藤　哲也，田島　敏秀，岡　　親弘

　東京HARTクリニック

【目的】前置胎盤は，妊娠中および帝王切開時の大量出血につながる母子双方にとってリスクの高い病態である．高齢妊娠，

帝王切開およびその他子宮手術既往，多産婦，多胎などに加え，生殖補助医療（ART）も危険因子の一つと考えられている．

今回我々は，当院におけるART治療後に前置胎盤を発症した症例について，その患者背景とART関連データを後方視的
に検討した．【方法】2005年1月から2011年12月までの7年間に当院でART治療によって妊娠し，分娩転帰が判明して
いる1364例について検討した．【成績】前置胎盤症例は30例，発生率は22％（30／1364）であった．妊娠時の平均年齢は36．8

歳35歳以上は20例（66．7％）であった．ARTの適応（重複あり）は，子宮内膜症が9例（30％），男性因子と卵管因子
がそれぞれ4例（13．3％），PCOSが1例（3．3％），原因不明が14例（46．7％）であった．16例（53．3％）に妊娠経験があり，

経産婦は8例（26．7％）（1経産7例，2経産1例）で半数の4例（13．3％）に帝王切開の既往があった．婦人科手術既往（重
複あり）は16例（53．3％）に見られ，D＆Cが11例（36．7％），附属器手術が10例（33．3％），子宮筋腫核出術が1例（3．3％）

であった．ART関連では，　IVF18例，　ICSIl2例，新鮮胚移植9例（D3／4／5がそれぞれ3例，2例，4例），凍結胚移植（全
てD5）21例，単一胚移植と複数胚移植が15例（50％）ずつであった．7例（23．3％）に妊娠初期の出血が見られた．【結論】

ART治療後の前置胎盤発生率は，自然妊娠後のそれ（0．5％程度）よりも高かった．しかし，患者の90％（27／30）に高齢

や子宮手術（子宮操作を伴う手術を含む）既往などART以外の危険因子が存在し，　ART治療に関連する独立した危険因子
の存在を積極的に示唆する結果は得られなかった．

●

●

P－060　ARTを実施した原発性不妊患者および続発性不妊患者の背景と治療成績の比較

○髭　　友希，稲田　梨乃，村越友衣乃，佐々木真紀，濱田　亜紀，桑原　聖子，吉岡菜津美，園田　桃代

　園田桃代ARTクリニック

〈目的〉過去に妊娠歴があるにも関わらず，その後妊娠が成立しない患者は多い．そこで，過去に1度以上の妊娠歴がある

続発性不妊患者において，原発性不妊患者の結果と比較しながらその患者背景およびART成績を検討した．〈方法＞2010
年11月1日から2013年4月31日までに採卵を行った患者のうち，続発性不妊の139周期（平均年齢37．2±5．9歳　採卵数
467個　移植周期84周期）をA群，原発性不妊の251周期（平均年Wa　36．8±3．85歳　採卵数1003個　移植周期143周期）

をB群とし，患者背景AMH値，良好胚率および胚盤胞発生率を比較検討した．なお，良好胚についてはday3ではVeek
分類でG3以上，胚盤胞ではGardner分類でICMがBのもの以上とし，妊娠判定については超音波検査での胎嚢確認をもっ
て妊娠成立とした．〈結果＞A群・B群のAMH値はそれぞれ19．0±16．5pM，18．4±15．6pMであった．両群の精液所見につ
いては各項目でほぼ差はみられなかった．また，day3での良好胚率に関してはそれぞれ63．2％，54．2％でありA群で有意
に高い値となった．一方，胚盤胞での良好胚率は35．8％，42．5％であった．累積妊娠率においてはそれぞれ14．3％，34．3％

となり，B群で有意に高い値となった〈考察〉卵巣予備能に関してはA群で高い傾向がみられた．また，初期胚の良好胚率
はA群において良好であったにも関わらず，day5での良好胚盤胞率はA群で低い傾向がみられた．さらに，累積妊娠率に
ついてもA群において有意に低い結果となった．このことから，続発性不妊においてはday3以降の発生に問題が起こる率
が原発性不妊に比べて高くなる可能性が示唆された．精液所見に関しては両群にほぼ差はなく，精子の外見以外の部分での

異常が原因である可能性も考えられる．今回は対象周期のほとんどが顕微授精であったため，今後はC－IVFの症例も増や
してさらに検討を進めていきたいs

●

●
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●

P－061　当院のTESE－ICSI成績における女性年齢の関与についての検討

●

●

○宮田あかね，吉田　丈児，片野坂潤子，岡崎　雅子，都築陽欧子，吉丸　真澄，宮崎　　薫，仲村　　勝，小川真里子，

　萩生田　純，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】精巣精子採取法（TESE）による精子を用いたTESE－ICSIの成績に対して女性の年齢が与える影響についてはいま
だ明らかになってはいない．そこで過去6年間におけるTESE－ICSIの成績を女性の年齢層別に比較検討した．【対象と方法】

2007年1月から2012年12月に当院でTESEを行った症例を対象とした．　TESE－ICSI周期について，女性の年齢，採卵数
受精卵数妊娠率を後方視的に検討した．【結果】6年間でのカップル数は58，TESE－ICSI周期は140，凍結融解胚移植は
38周期，TESE施行時の男性の平均年齢39．1±37．3（mean±SD）歳ICSI施行時の女性の平均年齢は35．2±3．7（mean±SD）

歳であった．女性の年齢別に29歳以下，30～34歳35～39歳40歳以上の群におけるTESE－ICSI周期数はそれぞれ9周
期（6．5％），49周期（35．0％），61周期（43．5％），21周期（15．0％）であった．平均採卵数は年齢別にそれぞれ11．8個，＆6

個，7．7個，4．9個，平均受精卵数は4．4個，3．0個，2．6個，15個であった．女性の年齢と採卵数・受精卵数にはいずれも有
意な負の相関が認められた．新鮮胚での妊娠率はILI％（1／9），16．3％（8／49），11．5％（7／61），4．8％（1／21）であった．

凍結融解胚移植はそれぞれ4周期，18周期，16周期，0周期施行され，妊娠率は25．0％（1／4），278％（5／18），18．8％（3／

16），0％（0／0）と新鮮胚・融解胚移植いずれにおいても30～34歳の群で妊娠率が高い傾向にあった．【結論】TESE－ICSI

症例においても女性の年齢が採卵数や受精卵数に関与している可能性が示唆された．また今回の検討ではもっとも妊娠率が

高いのは30歳代前半であった．

P－062　当院におけるIMSI（intracytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection）

　　　　　　の成績

○楳木美智子，前田　知子，山本勢津子

　愛育会福田病院

●

●

　超高倍率（6000倍以上）で形態評価した精子をICSI（intracytoplasmic　sperm　injection）に用いる手法であるIMSI（intra－

cytoplasmic　morphologically　selected　sperm　injection）は良好胚率や着床率が向上することが報告されている．しかし超

高倍率での精子の形態評価は手技がやや煩雑という問題点もある．当院ではICSIにて妊娠に至らなかった症例に対して
IMSIを施行している．精子を観察する倍率は900倍と通常の方法よりは低倍率で行っているが，精子頭部の空胞観察は可
能であり，手技も比較的簡便である．今回2006年1月より2012年4月までのICSIとIMSIの成績を検討したので報告する．
対象症例は41歳以下の76人，平均年齢はICSI：37．7±3．7歳IMSI：38．5±3．1歳であった．　ICSIは183周期，　IMSIは237
周期（いずれも凍結胚移植周期を含む）について検討を行った，受精率，良好胚率，胚盤胞到達率，妊娠率（71．28±23．22　vs
74．20±22．44，54．79±35．65vs　63．78±32．88，42．90±34．89　vs　50．39±12．49，23．96±33．11　vs　29．42±35．15）については，有意

差は認めなかったが，ICSIに比してIMSIの方が高い傾向にあった．良好胚盤胞到達率（71．28±2322　vs　74．20±22．44：P＜

O．05）は有意差を認め，ICSIに比してIMSIの方が高かった．流産率（36．21±44．11　vs　33．93±47．25）はICSIに比してIMSI

の方が低い傾向にあった．900倍での精子選別という比較的低倍率でもICSIよりも良い成績が得られており，有用な方法で

あると考えられた．

P－063　当院における2段階移植の検証報告

○藤波　隆一D，高山　陸斗D，幸松　美佐D，田中　順子1），東野　教子！），中橋美貴子］），安田　明子1］，向橋貴美子1），

　堀田　美穂1），藤田　欣子1），北村　修一1），道倉　康仁2〕

　11永遠幸レディスクリニック，2金沢たまごクリニック

●

●

【目的】2008年日本産科婦人科学会より移植胚数による会告が出されてから，当院においても当然ながら初期胚ならびに胚盤i胞の

単一胚移植を主流としている．しかしながら，反復不成功症例においては，双胎妊娠等のリスクを十分に説明した上でも2胚移
植を希望する患者も少なくなく，2初期胚移植や，時には2段階移植も選択肢として取り入れている．今回，胚盤胞移植を経験し

た後2段階移植を施行した症例について，そのリスクと有効性を後方視的に検証した．【方法】2011年1月から2012年12月の間
に3回以上の単一初期胚移植失敗の後，単一胚盤胞法移植を行った症例（147周期，ll5症例，平均年齢35．3歳），さらに単一胚

盤胞法移植では妊娠成立の見られなかった症例に対して行った2段階移植症例（54周期，39症例，平均年齢36．3歳）を対象とし

て，平均移植回数妊娠率，双胎妊娠率，流産率を比較した．【成績】単一胚盤胞移植の平均移植回数は，それぞれ初期胚7．0回，

胚盤胞2．2回，2段階移植では，初期胚＆1回，胚盤胞2．9回となり，共に移植歴10回を超える症例が多く見られた．また妊娠率

は，それぞれ33．3％，37．0％であり，双胎妊娠率は，2．0％，15．0％であった．さらに流産率は，それぞれ12．2％，200％であっ

た．どの比較項目においても有意差（p＜O．Ol）は認めなかった．【結論】単一胚盤胞移植と2段階移植の成績は，反復不成功症例

に対して十分な結果が得られたと思われる．特に2段階移植においては，単一胚盤胞移植を行ってもなお不成功症例であったこ

とを考慮すれば，妊娠成立の可能性が高くなる移植法として有効であることが示唆された．しかしながらこれらの移植に際して

は，胚盤胞発生率の低い症例に対しては移植のキャンセルという大きなリスク抱えているため，患者に対するト分な説明が必要

不可欠である．同時に初期胚移植の有効性を高めるために良好初期胚の見極めなどの見直しが今後の課題となった．
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P－064　Zona－free卵子に対するPiezo－ICSIの有効性

○渡辺　真一），上畑みな子1），小林　勇i毅1），宮田　佳苗1），田中　豊美D，可児知加子），石川　孝之t），松永　利恵1｝，

山中菜保子1）．伊東　雅子1），宮村　浩徳’2｝，西尾　永司12

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，

科

，桑波田暁子1・3），越知　正憲O，堀内　俊孝4）

〕加藤レディスクリニック，4県立広島大学大学院総合学術研究

●

【目的】採卵時，透明帯にスリットや一部欠損が見られる卵子が採取されることがある．このような卵子は多精子受精のおそれからIVF

施行不可能でICSI適応となるが，　ICSI前の裸化時に卵子が透明帯から脱出してしまいzona－freeとなることが多い．この場合，受精

の試みを断念するか，細心の注意のもとICSIを施行することになる．今回，当クリニックにおける過去のzonaイree　ICSIについて，　c－

ICSIとPiezo－ICSI（以下P－ICSI）の比較検討を行った．【対象】2009年1月～2013年5月にzona－freeによりIVF予定を変更しICSI

を施行した38個の卵子．2010年8月まではc－ICSI（11個），2010年9月以降はP－ICSI（28個）を行った．【方法】採卵はクロミフェ

ンまたはレトロゾール周期で行った．採卵を行い，透明帯スリットまたは一部欠損が見られ，裸化時zona－freeとなった卵子にICSI

を施行した．c－ICSIはスパイク付ピペット（北里バイオファルマ）を用いて細胞膜吸引による穿破を行った．　P－ICSIは先端フラット

外径5pmピペット（プライムテック）を用いてピエゾパルスにより細胞膜穿破を行った．受精率およびICSI穿刺時間（ピペット刺入

から抜出までの時間）について両方法の比較を行った．【結果】c－ICSIは正常受精4（36．4％），不受精3（27．3％），変性4（36．4％），　ICSI

穿刺時間22．73±9．52秒であり，P－ICSIは正常受精19（67．9％），異常受精（1PN，3PN）6（21．4％），変性3（10．7％），　ICSI穿刺時問

1596±7．44秒であった．各受精項目に有意差は見られなかったが，P－ICSIの正常受精率が高く（P＝O．15），変性率が低い（P＝O．08）傾

向が見られた．また，ICSI穿刺時間はP－ICSIが有意に短かった（P＜0．05）．【考察】P－ICSIは，細胞膜穿破の際c－ICSIのような膜吸

引の必要がなくICSI穿刺時間が短縮出来るため，脆弱なzona－free卵子のICSIに有効である可能性が示唆された．

●

P－065　未成熟卵子回収例におけるRescue－IVMの有用性についての検討

○山瀬　亜弥1〕，中山　貴弘1），小濱　奈美’），釜本　早紀’〉，谷仲　　恵1’，藤脇あや奈D，戸城えりこ2），須戸　龍男2），

　矢野　樹理2），畑山　　博2）

　D医療法人財団足立病院生殖内分泌医療センター，2）同産婦人科

旧的】採卵時にMII期卵が回収できない症例では，同周期における以後の治療を断念せざるを得ないことが多い．われわ

れは採取卵子がMI期またはGV期卵のみであった症例においては最低24時間の追加培養（Rescue－IVM）を行い，　MII期
に発生したものに対しICSIを施行している．　Rescue－IVMは有益であるとする報告と，その妊娠率の低さから有益性を疑
問視する報告も見られる．今回当院で施行したRescue－IVMの成績について検討し，その有益性について考察した．【方法】

2012年8月から2013年1月の間，当院で採卵を行った1203周期中MI期卵のみ回収された34症例（卵子61個）とGV期
卵（卵子10個）のみ回収された10症例を対象とした．インフォームドコンセントを得たのち，成熟培養開始後24時間以
内にMII期へ発生したものを成熟とみなしICSIを施行した．　MII期発生率，受精率，良好分割率について検討した．【結果】

MI期卵群とGV期卵群の成績はそれぞれ，　MII期発生率　622％（38／61）および80％（8／10），受精一Pt　86．8％（33／38）およ

び62．5（5／8）％，良好分割率272％（9／33）および0％（0／5）．このうちMI期卵群の1例において凍結一融解胚移植によ

り妊娠が成立した．【考察】Rescue－IVMによりMI期卵およびGV期卵が翌日MII期に発生する確率は高く，また受精率
も通常のICSIの受精率7＆9％と比較してほぼ同等であるという結果が得られた．妊娠例も得られたが，一方で良好分割率，

妊娠率は低い傾向にあった．Rescue－IVMの施行にあったってはこれらの成績をふまえた十分なインフォームドコンセント
が必要であると考えられた．

●

●

P－066　D2，　D3胚の割球数から胚盤胞到達は予測できるか

○村松　正子！），渋谷　伸一2），松本美奈子2），塩島　　聡2），今井　　伸3），鈴木伊都子1）

　］）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）聖隷浜松病院泌尿器科

【緒言】胚盤胞移植は分割胚移植と比較して着床率，妊娠率共に高く，単一胚盤胞移植によりARTにおける多胎の減少に大

きく貢献している．胚培養における胚盤胞への到達予測は胚移植時の胚の決定の際に重要な役割を占めていることから，受

精後2日目（D2），3日目（D3）における胚形態より良好胚盤胞（3BB以上）への期待値を考察した．【方法】2011年1月
から2012年12月までに当院のIVF／ICSIにて受精D2に分割がみられた胚のうち胚盤胞培養を行った746個の胚を対象と
した．D2，　D3での胚の分割形態に対し，受精後5日目（D5），6日目（D6）の胚盤胞到達率を検討した．また良好胚盤胞
になった339個の胚についても後方視的に検討した．【結果】D2で4細胞未満，4細胞，5細胞以上であった分割胚につい
ての良好胚盤胞到達率は，それぞれ32．4％（46／142），50．5％（270／535），33．3％（23／69）であった．D3で8細胞未満，8

細胞，9細胞以上であった分割胚についての良好胚盤胞到達率は，それぞれ2＆3％（71／251），54．3％（264／486），44．4％（4

／9）であった．良好胚盤胞となった339個の胚における後方視的な検討では，D2にて4細胞D3にて8細胞であった胚の
比率はそれぞれ79．7％（270／339），77．9％（264／339）であった．またD2で4細胞であった胚のうちD3で8細胞になった

胚は65．2％（221／339）であった．D2で4細胞未満であった2細胞3細胞の胚は，すべてD3にはそれぞれ4細胞以上，6
細胞以上であった．【考察】D2，　D3において分割速度が早いものよりも，　D2で4細胞D3で8細胞である順調な発育速度
の胚が良好胚盤胞に到達する可能性が高い．また，発育が緩慢であった場合においても胚盤胞に到達する胚は存在するため，

形態のみでの胚盤胞到達予測は困難である．しかしながら，D2からD3への割球数の変化は分割胚移植における胚の選択に
有効な可能性があることが示唆された．

●

●
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P－067　Day3におけるfragmentの割合が胚盤胞形成に与える影響

●

○森本　有香，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，椎名　　薫，原武　佑樹，

　富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【日的】Day3では良好分割胚であったにも関わらず，　Day5で胚盤胞に至らない胚，胚盤胞は形成したが不良な胚が存在する．今回

我々はDay3におけるfragmentの割合が，胚盤胞形成率，胚盤胞のTEとICMのグレード，および妊娠率に与える影響について
検討した，【方法】2005年9月から2013年3月の期間，当院にて体外受精を行なった34歳以下1322名の胚6627個を対象とした．

Day3の7～9ceilの胚をfragmentの割合が10％以下と11％以上の2群に分け，　Day5での胚盤胞形成率およびICM，　TEのグレー

ド（Gardnerによる分類）を比較した．妊娠率はDay5にて単一胚盤胞移植を行なった107周期を対象とし，　Day3でのfragment
の割合において比較した．【結果】胚盤胞形成率はDay3におけるfragment10％以下群および11％以上群でそれぞれ57％（2119／

3712），45％（1319／2915）であり，fragment10％以下群で有意に高値を示した（p＜0．01）．　ICMのグレードはDay3におけるfragment

10％以下群ではグレードBが84％（473／564），グレードCが16％（91／564），fragmentl1％以上群ではそれぞれ66％（228／344），

34％（116／344）であり，両群ともグレードBが有意に高値となった（p＜0．01）．一方TEでは，　Day3におけるfragment10％以下

群においてはグレードBが65％（398／610），グレードCが35％（212／610）であり，グレードBが有意に高かった．しかしDay3
におけるfragmentll％以上群ではグレードB，グレードCがそれぞれ38％（137／353），61％（216／353）となりグレードCが有意

に高い結果となった（p〈O．Ol）．妊娠率はDay3におけるfragment10％以下群が43％（26／60），　fragmentl1％以上群が28％（13／

47）であり，Day3におけるfragmentが10％以下の胚盤胞を移植した際妊娠率が有意に上昇した（p＜005）．【結論】Day3にお

けるfragmentの割合が11％以上の場合，胚盤胞形成率，妊娠率を低下させ，　TEのグレードに負の影響を与えることが示唆された．

P－068　胚の発生速度と年齢からみたDay3における移植胚の選択基準

○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，椎名　　薫，森本　有香，原武　佑樹，

　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】一般的にDay3では8細胞期が正常な発生速度であると言われているが，中にはそれよりも発生の進んだ胚も存在し，

移植胚の選択に迷うことがある．本検討では発生速度が速い胚の妊孕性について年齢別に比較し，移植胚としての有用性に

ついて検討を行なった．【方法】2008年7月から2013年3月に当院にてDay3で新鮮単一胚移植を行った244症例を対象と
した．Day3において胚観察時に割球数が10細胞以上であった胚（以下発生促進群）と，8細胞期胚（以下8細胞期群）の
妊娠率について37歳未満と以上で分類して比較した．【結果】37歳未満の発生促進群と8細胞期群の妊娠率はそれぞれ40．0％
（6／15），21．0％（29／138）であり，発生促進群で高い傾向がみられた．37歳以上ではそれぞれ0％（0／19），1＆1％（13／72）

であり，妊娠率は発生促進群で有意に低かった（P＜O．05）．【結論】37歳未満の若年層においてDay3で発生の速い胚の新

鮮胚移植では，妊娠率が高くなる傾向を示すが，37歳以上の高齢層においてはむしろ妊娠率が低下する可能性が示唆された．

今後症例数を増やし，更なる検討が必要である．

P－069　Day4胚盤胞と着床率との関係

○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，椎名　　薫，森本　有香，原武　佑樹

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】これまで胚の発生速度と着床率について議論されてきた．移植胚を選択する際分割胚では発生が早すぎる胚は対

象から外すべきとの見解があるが，Day4にて完全胚盤胞以上に発生した胚をしばしば観察する．今回それらの胚を移植し
た際の着床率と，症例を発生速度別に分けた妊娠率について検討した．【方法】2010年から2012年の間に当院にてIVFま

たはICSIを施行し，　Day4にて胚観察を行なった35歳未満，　IVF回数3回以内，かつ単胚移植を行なった症例を対象とし
た．Day4において1．桑実胚，2．桑実胚でかつ胞胚腔の形成が見られた胚，3．胞胚腔が胚の1／4～1／2に広がった胚盤胞

4．胞胚腔が胚全体に広がった完全胚盤胞以上の胚について着床率を後方視的に検討した．また対象症例を1．Day4におけ
る発生最速胚が桑実胚であった周期，同様に2．桑実胚で胞胚腔の形成が見られた胚，3．胞胚腔が1／4から1／2の胚盤胞，

4．完全胚盤胞以上の4群に分けて検討した．【結果】各4群間で年齢，回数採卵数症例別では採卵あたりの移植回数に
有意な差はなかった．各群の着床率は，124．7％（24／97），247．1％（16／34），348．3％（15／31），437．5％（6／16）であり，

桑実胚と比較して胞胚腔の有る桑実胚，胞胚腔が1／4から1／2の胚盤胞が有意に上昇した（p＜O．05）．症例別では1　49．0％
（51／104），262、5％（15／24），375．0％（39，／52），47＆6％（22／28）であり，最速胚が桑実胚の症例と比較して，胞胚腔が1／

4から1／2の胚盤胞または完全胚盤胞以上が最速胚であった症例で妊娠率が有意に上昇した（p＜O．01）．【結論】Day4にお

いて胞胚腔の有無により，着床能に差があることが示唆された．また，Day4における発生速度が妊娠率と関係があること
が示唆された．
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P－070　分割期胚におけるgread4（Veeck分類）の割球の均等性に関する検討

○横田麻里子，松葉　純子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，大原　知子，椎名　　薫，森本　有香，原武　佑樹，

　富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】当院において分割期の移植胚選択は形態学的にはVeeck分類に基づいて行なっている．　Veeck分類におけるgread4

の胚は割球の均等性に関わらずfragmentの割合によって判別しているが，中には割球が均等な胚も見られる．そこでgread
4の胚について，割球が均等および不均等である胚の胚盤胞への発生能を検討した．【方法】2012年8月から2013年3月ま

でに当院にてIVFまたはICSIを行ない，　Day5胚移植を行なった患者（n＝58）を対象にした．　Day3の胚観察時，　Veeck

分類にてgread4と判定した胚（n＝202）の内，割球が均等な胚を均等群また不均等な胚を不均等群とし，　fragmentの割合
（20％，30％，40％）別にそれぞれ胚盤胞到達率を比較した．【結果】fragmentの割合が20％，30％，40％の胚で均等群（75．8％a，

75％b，100％c）の胚盤胞到達率が不均等群（47．4％a，22．4％b，13％c）と比較して有意に高いことが明らかになった（ab；p＜

0．01，c；p＜O．05）．【結論】分割期の胚観察の際にgread4の胚が有る場合は割球が均等か不均等かを判別することで胚盤胞

へ発育する胚を予想することが可能であると考えられた．

●

●

P－071　ヒト卵子のMII期における紡錘体面積とICSI後の第一卵割時間を組み合わせた胚
　　　　　　評価法

○泊　　博幸，國武　克子，内村　慶子，池邉　慶子，川窪　雄一，村上　真央，中山　直美，西村佳与子，本庄　　考，

　詠田　由美

　医療法人アイブイエフ詠田クリニック
●

【目的】われわれは，ヒト体外受精における精度の高い客観的な胚評価方法として，媒精後の第一卵割時間を指標とした胚評価の

有用性を報告してきた．また近年，ポロスコープを用いて卵子のMII期における紡錘体を観察し，その形態的特徴を定量化する

ことで卵子および胚の質を評価できることが報告されている．また，胚質を評価する方法は，1つのシステムだけでは精度が十分

でないことが指摘されており，いくつかの有用な評価方法を組み合わせることで，より詳細に胚質を評価できると考える．本研

究では，MII期における紡錘体面積とICSI後の第一卵割時間の2つの指標を組み合わせた胚評価法の有用性を検討した．【方法】

125人の患者から得られた573個の紡錘体可視化胚を対象とした．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2群（90－120，＜900r＞120　pM2）に分類した．次いで，　ICSI後27時間で第一卵割の有無を確認し，2

細胞期へ卵割した胚をEarly　cleaving　embryo（EC）と判定した．この2回の判定により2群に分類（A群：紡錘体面積が90－120

μM2でありEC胚，　B群1その他の胚）し，胚盤胞率と胚移植後の妊娠率を比較した．【結果】573個の胚は，171個（30％）がA

群であり，402個（70％）がB群であった．胚盤胞率は，A群で61％となり，　B群の31％と比較して有意に高かった（p＜O．Ol）．

分割期胚移植後の妊娠率は，A群で40％となり，　B群の16％と比較して有意に高かった（p＜0．Ol）．また，胚盤胞移植後の妊娠

率は，A群50％，　B群21％であり，有意差は無いもののA群において高くなる傾向が見られた．【考察】A群において高い胚盤

胞率と妊娠率が示されたことから，紡錘体の面積と第一卵割時間を組み合わせた胚評価法の臨床的有用性が示唆された．

●

P－072　初期胚盤胞到達後にタイムラプスインキュベータを使用した胚盤胞培養

○山中菜保子V，渡辺　真一）f小林　勇毅D，宮田　佳苗］），田中　豊美D，可見知加子D，石川　孝之1），松永　利恵1｝，

　上畑みな子IL伊東　雅子1），宮村　浩徳12），西尾　永司12），桑波田暁子i’ii｝，越知　正憲i），堀内　俊孝4）

　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，3）加藤レディスクリニック，4県立広島大学大学院総合学術研究

　科

【目的】当クリニックではタイムラプスインキュベータであるEmbryoScope（UNISENSE　FERTILITECH）（以下ES）と無加湿個別培L養インキュ

ベータであるK－systemGl85（K－SYSTEMS　KivexBiotec　Ltd）（以下K－system）を用いて胚盤胞培養を行っている，またK－systemで培養を行

う際もES専用ディッシュ（EmbryoSlide）で胚を培養し，いつでもESに移動できる状態で培養を行っている，今回，　K－systemでDay5まで培

養を行い，初期胚盤胞が観察された時点でESに移動させる培養を行ったので報告する，【対象】2013年1～5月にK－systemで胚盤胞培養を行っ

た97症例99周期．【方法】採卵はletrozoleまたはclomiphene周期で行った．　IVFまたはICSIを行い，正常受精胚をEmbryoSlideに投入し，

K－systemで培養を行った．観察はDay2，　Day3各1回，　Day5以降は1日2～3回とした．初期胚盤胞が観察された時点でESに移動させ，胞胚

腔径160μm以上でICMを認めた胚を良好胚盤胞として凍結した．移動後の観察はESモニターで行い，凍結に至るまで胚は庫外に出さなかった．

【結果】Day5以降に初期胚盤胞が観察された208個のうち21個をESに移動させた．そのうち17個（81．0％）を良好胚盤胞として凍結した．一

方K－systemで培養継続した187個のうち142個（759％）を良好胚盤胞として凍結した．凍結率に有意差は見られなかった．　K－system継続培

養では凍結に至るまでに2回以上庫外に出す割合が54％（平均2．8回）と高かった，ESに移す胚の受精後経過時間を120時間以内とすると，　ES

での凍結までの時間は13．8時間となり，K－system継続培養の202時間と比べ有意に早かった．【考察】ESはモニター観察により，庫外観察によ

る胚へのストレスを与えることなく培養・観察が可能である．しかし全ての患者の胚盤胞培養全期間をESで行うことは患者数とES台数の兼ね

合いから困難である．Day5まではK－system培養を行い，胚盤胞期をES培養とすることで胚へのストレスを低減させる可能性が示唆された．

●

●
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●

P－073　タイムラプスインキュベーター（Embryo　Scope）を用いた胚培養環境の評価

■

●

○谷仲　　恵1），中山　貴弘D，小濱　奈美D，川村　悠喜11，加藤　由起1），草開恵里子L’），須藤　慎介2），山出　一郎2’，

　井上　卓也2），畑山　　博2）

　P医療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

【目的】体外胚培養では至適培養環境の恒常性を保つことが重要であるが，観察や培養液交換時などのインキュベーターの
開閉に伴う温度や気層の変動は不可避iで，それによる胚培養効率の低下が懸念される．今回，温度や気層の変化が最小限で

あるタイムラプスインキュベーター（Embryo　Scope：ES）による胚培養成績を至適培養環境の基準として，現行の無加湿
型インキュベーター（Gl85）を用いた培養法が至適なものであるか否かの評価を試みた．【方法】（1）2012年8月から12
月までの期間，8個以上の卵子採取が可能であり，卵巣機能が良好であると考えられた399症例について，sibling　oocyteを

ES使用群とG185使用群に分け，2群間で胚盤胞率を比較検討した．（2）（1）で得られた結果をふまえG185の使用・運用
方法の変更および動線の改善により，胚の外部環境への暴露時間を可及的に短縮させた．この環境で胚発生能が低下してい

ると推察される40歳以上の763症例でGl85による培養環境改善前後の胚盤胞率の変化をretrospectiveに比較検討した．
【結果】（1）ES使用群とG185使用群の胚盤胞率はそれぞれ219／356（61．5％）および1039／1881（55．2％）であり，　ES使用

群で高い傾向にあった（p＜O．05）．（2）G185において培養環境改善前の胚盤胞率614／1743（352％）に比し，改善後の胚盤

胞率は85／215（39．5％）と培養効率の改善傾向がみられた．【考察】ESは従来型インキュベーターに比べて胚の外部環境へ

の被爆を最小限に抑えることができる．これよりESによる培養成績を基準として，現行の従来型インキュベーターによる
培養環境が至適か否かの評価が可能であり，更なる胚培養システムの改善につながるものと考えられた．

P－074　EmbryoScopeTMを用いた2細胞期における多核胚の出現頻度と着床率

○伊藤　正信，末永めぐみ，篠原真理子，江口　明子，川崎　裕美，松下富士代，山口　弓穂，松田　和洋

　松田ウイメンズクリニック

●

○

【目的】胚のタイムラプス観察培養装置，EmbryoScopeTM（以下ES）を用いることで胚の形態的特徴だけでなく，連続的動
的観察が可能となった．従来は固定の時間でしかできなかった核の観察も容易となり，1つの割球に核が複数観察される多

核の現象もより高頻度で散見されるようになった，これまでに分割期での多核は異数体の増加や着床率の低下，流産を招く

と報告されているが，その出現時期や頻度は報告によって異なっている．そこで今回ESを用いた連続的観察により2細胞
期の多核に着目し出現頻度，着床率の検討を行った．

【対象および方法】2012年6月から2013年3月までの期間に採卵実施後，ESで培養した胚のうち，割球内に確実に1つ以
上の核が観察でき，新鮮胚もしくは凍結融解胚にてETした137個の胚について，2細胞期の多核の有無，着床率について
後方視的に検討を行った．

【結果】137個の移植胚のうち35個（25．5％）の胚で2細胞期に多核が観察された．移植胚全体の着床胚は22個で着床率は
16．1％（22／137）であった．多核胚だった35個の胚のうち着床した胚は6個で着床率は17．1％（6／35）であった．多核でな

かった102個の胚のうち着床した胚は16個で着床率は15．7％（16／102）であり有意差はみられなかった．また多核胚35個

中，多核を確認できた割球数が1個のみの胚は25個で，そのうち着床した胚は6個，着床率は24％（6／25）であり，2つ
の割球ともに多核が確認された胚は10個ですべての胚が着床しなかった．

【結論】EmbryoScopeTMを用いた2細胞期における多核の出現は2割を越え，2つの割球のうち1つの割球のみの多核胚な
らば，この時期の着床能を低下させない可能性が示唆された．今後，症例数を増やし，検討を重ねていく予定である．

P－075　前核形態と4細胞期までの到達時間による胚発生の比較～EmbryoScopeTMを用い
　　　　　　て～

○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おり，昨年の本学会において

前核不同胚は均等胚に比べ有為に胚発生が良くないという報告をした．胚発生の連続観察を行うと2細胞期から4細胞期へ
移行する際各々の割球の分割に時間差が生じている．3細胞期から4細胞期と変化する時間（s2ニsecond　synchrony）と
前回検討した前核のサイズとをあわせその後の胚発生の比較検討をした．【対象と方法】当院において2012年3月から2013

年4月に体外受精または顕微授精を行った，116症例172周期584個の胚を対象とした．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，5μ未満の胚を均等胚とした．また3cellから4cellの変化時間を5時間で分類し，不同胚
と均等胚の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】不同胚と均等胚で比較した際，不同胚の

方が有意に良好胚が低下した（不同胚34．5vs均等胚58．8）．不同胚と均等胚ともにs2が5時間以内と比較して5時間以降は
良好胚率が有為に低くなった（不同胚34．5vs8．3，均等胚58．8vs16．2）．またs2が5時間以内で不同胚と均等胚を比較した際，

不同胚の方が有為に良好胚が低下した（不同胚34．5vs均等胚5＆8）．　s2が5時間以内の均等胚と5時間以降の不同胚を検討
した際，s2が5時間以内の均等胚の方が有為に良好胚が低下した（不同胚34．5vs均等胚16．2）．【考察】今回の検討で前核サ

イズだけでも胚の判定は可能だが，s2の時間を測定することで，よりその後の胚発生を判定することができることがわかっ
た．
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●

P－076　EmbryoScopeTMを良好胚選別に有効的に利用するには

○吉貝　香里，澤田　富夫，堀　紗耶未，中野　英子

　さわだウィメンズクリニック

【目的】EmbryoScopeTMは培養iシステム外に胚を取り出すことなく形態観察できるので，胚に対するストレスを軽減できる

メリットがある．また観察ポイントを細かく設定することで，個々の胚の発育スピードだけでなく複数胚を同時に確認でき
るので良好胚を選別しやすくなることが期待される．今回本システムを用いることにより従来までの良好胚選別法との比較
を行った．【対象および方法】ICSI施行後の胚を速やかに本システム内に静置し培養を継続した．培養i条件はsingle　step　me－

diumを用い37℃－5％Oz－5％CO、－90％N，下で培地交換せず5－6日間培養を行った．　ICSI後のPN出現時間，　PN消失時間，

第1分割時間，第2分割時間，compactionの開始時間，　morula～blastocyst発生時間を記録モニターより確認し，その推
移と従来の形態学的評価（Veeck分類・Gardner分類）との関係を比較検討した．【成績】1．受精胚のうちD2で選別Freeze

もしくは新鮮胚移植を行った従来基準での最良好胚とtそれ以外の継続培養を行った胚との間にはPN消失時間，第1分割
時間に有意差があった．2．継続培養を行った胚のうちblastocystまで発育し凍結保存ができた胚と凍結保存に適さないと
評価した胚との間にはPN消失時間，第1分割時間，　compaction開始時間に有意差がみられた．3．　PN出現時間，　PN消失

時間が平均より速い胚は胚盤胞での形態評価で良好胚になる確率が高かった．4．morula～blastocystへの発育速度が速い

胚は形態学的に良好胚になる確率が高かった．【結論】EmbryoScopeTMによる発育スピードのtime－lapse観察は良好胚を選
別する方法として有用な手段として利用できる可能性がある．従来の選別基準と比較して一層有効かはさらに症例を重ね検
討する必要がある．

●

■

P－077　EmbryoScop♂Time－1apse　Systemを用いた胚盤胞発生における予測因子の検討

○片田　雄也，緒方　洋美，佐東　春香，緒方　誠司，古橋　孝祐，十倉　陽子，水澤　友利，岡本　恵理，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】胚盤胞発生を予測する因子には，胚の形態学的評価が多く用いられているが，従来の形態学的評価だけでは予測は

困難である．そこで，EmbryoScope：”Time－lapse　Systemを用いた胚の動的観察が，胚盤胞発生を予測する一助となるか

どうか検討した．【方法】2012年12月～2013年3月に，年齢が38歳以下及び採卵回数が1～3回のICSI実施30症例，151
個の胚を対象とし，前核消失時間，第1分割時間，第1分割時に2割球になる割合，第2分割時間について解析した．【成
績】胚盤胞発生（以下BL＋）群63個と非胚盤胞発生（以下BL－）群50個の，平均前核消失時間（時間）±SDは，それ
ぞれ25．0±3．5と29．2±5．3，平均第1分割時間（時間）±SDは，2＆O±3．9と32．1±5．5，平均第2分割時間（時間）±SDは，

403±5．1と45．9±6．1で，全ての項目においてBL＋群の方がBL一群と比較し，有意に短かった．更に，第1分割時に2割
球になる割合は，BL＋群とBL一群で93．7％（59／63）と34．0％（17／50）と，　BL＋群で有意に高率であった．良好胚盤胞（良

BL）群15個と不良胚盤胞（不BL）48個を比較すると，平均前核消失時間（時間）±SDは，23，3±1．8と25．6±38，平均
第1分割時間（時間）±SDは，26．0±2．0と28．6±4．1，平均第2分割時間（時間）±SDは，37．4±2．5と41．3±4．6で，全て

の項目において良BL群の方が不BL群と比較し有意に短かった．【結論】タイムラプス観察での，前核消失時間，第1分割
時間，第1分割時に2割球になる割合，第2分割時間は，胚盤胞発生，良好胚盤胞発生の指標となる可能性が示唆された，

●

●

P－078　当院におけるEmbryoGlu♂を用いた胚移植成績とその有用性について

○古賀　美佳，西山和加子，山本　新吾，塚崎あずさ，小林　倫子，岩崎　聡美，尾崎　麻理，佐護　　中，有馬　　薫，

　野見山真理小島加代子，岩坂　　剛
　高木病院不妊センター

【目的】EmbryoGlueR（EG）はビアルロン酸を豊富に含む移植用培養液で，胚の子宮内膜への接着の促進や胚移植時の物理

的刺激からの保護効果があるとされ，また，EG使用により妊娠率の上昇，流産率の低下など多くの有用性が報告されてい
る．今回我々は，新鮮分割期胚移植および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】2012

年5月～9月までに通常の胚移植用培養液を用いた277周期をコントロール群（C群）とし，2012月10月～2013年3月ま
でにEGを用いた272周期（EG群）を対象とした．新鮮分割期胚移植（290周期）および凍結融解胚盤胞移植（259周期）
についてそれぞれ妊娠率，流産率を比較検討した．【結果】新鮮分割期胚および凍結融解胚盤胞の移植周期においてC群と

EG群の患者年齢，移植回数など患者背景に有意差はなかった．新鮮分割期胚移植ではC群，　EG群の妊娠率は各々22．4％
（34／152），26．8％（37／138），流産率は各々14．7％（5／34），189％（7／37）で，いずれも両群間において有意差はなかった．

凍結融解胚盤胞移植ではC群，EG群の妊娠率は各々29．6％（37／125），41．0％（55／134），流産率は各々32．4％（12／37），14．5％

（8／55）で，流産率においてEG群が有意に低かった（p＜O．05）．【結論】EGの使用により，凍結融解胚盤胞移植においては

流産率が低くなったことから，EGの有用性が示唆された．しかし，新鮮分割期胚移植においては差がみられなかったこと
から，今後さらなる検討が必要と考える．

●

●
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●

P－079　栄養外胚葉のグレードと凍結単胚移植の妊娠率の検討

●

●

○一ヒ野紗也香，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，椎名　　薫，森本　有香，原武　佑樹，

　富山　達大

　大阪New　ARTクリニックニューアートリサーチセンター

【目的】内細胞隅（ICM）のグレードが妊娠率に関与すると報告されている一方，栄養外胚葉（TE）のグレードが妊娠率に

関与するとの報告もある．今回我々は凍結単胚移植においてICMとTEどちらのグレードがより妊娠率と関係しているの
かを後方視的に検討した．【方法】凍結時の胚のICMとTEのグレードと妊娠率の比較には，2003年3月から2013年3月
の間に凍結単胚移植を行なった229周期を対象とした．また融解後移植時におけるICMとTEのグレードと妊娠率の検討
には同期間の212周期を対象とした．胚のグレード評価はGardnerの分類に基づいて行なった．【結果】凍結時にICMのグ
レードがA，BおよびCであった胚はそれぞれ39個，180個及び10個であり，妊娠率は30．S°／，，25％及び20％と差は見
られなかった．一方，TEのグレードがA，　B及びCであった胚はそれぞれ8個，166個及び55個であった．妊娠率は50％，
27．8％，16．4％となり，グレードCのものがA，Bのものより有意に低くなった（P＜O．05），更に，融解後においては，　ICM

のグレードがA，B及びCであった胚は30個，168個及び14個であり，妊娠率は26．7％，26．2％，37．5％と差は見られな
かった．一方，TEのグレードがA，　B及びCであった胚は6個，137個及び69個であった．妊娠率は16．7％，31．4％，18．8％

となり，グレードCの胚がBに比べ有意に低くなった（P＜0．05）．【結論】凍結単胚移植の妊娠率はICMよりTEのグレー
ドが重要である事が示唆された．今後件数を増やし更なる検討が必要と考えられる．

P－080　栄養外胚葉（TE）の形態評価と融解胚盤胞移植の流産率について

○武藤満美子，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

●

●

【目的】胚移植の際に最良好胚盤胞を選択するためには，内細胞塊（ICM）の形態よりも栄養外胚葉（TE）の形態のほうが，

生産率を予測する上で重要であるという研究結果が報告されている．そこで，当院の融解胚盤胞移植において同様の結果が

得られるか検討した．【対象と方法】当院で2006年12月～2012年7月までホルモン補充周期に凍結融解胚盤胞移植を行っ

た780症例1214周期（5日目胚移植1052周期，6日目胚移植162周期）について，Gardner分類にてstage3以上の胚移植
時のICMおよびTEをGardner分類（A，　B，　C）で3群に分け，妊娠率，生産率，流産率を比較検討した．妊娠は胎嚢（GS）

が確認された周期とし，生産は妊娠22週以降で出産が確認された周期とした．【結果】各群において平均年齢には有意差が
みられなかった．妊娠率はICM：A群56．9％（318／559），　B群43．0％（265／616），　C群20．5％（8／39），　TEは各群それぞれ

63．7％（230／361），45．1％（342／759），20．2％（19／94）であり，ICMとTEにおいてA，　B，　C各群に有意差が認められた．

生産率は，ICMがそれぞれ43．5％（243／559），30．0％（185／616），15．4％（6／39），　TEが515％（186／361），31．2％（237／759），

11．7％（ll／94）であり，　ICMにおいてA群がB群，　C群より有意に高率となり，　TEにおいてA，　B，　C各群に有意差が認

められた．また，流産率については，ICMがそれぞれ23．9％（76／318），30．2％（80／265），25．0％（2／8），　TEが20．0％（46

／230），30．3％（104／342），42．1％（8／19）となり，TEにおいてA群がB群，　C群に比べ有意に低率となった．【結論】内

細胞塊は重要ではあるが，栄養外胚葉の評価が融解胚盤胞移植の生産率や流産率に大きく関わっている可能性が示唆され
た．栄養外胚葉層は着床を促す上で重要な役割を果たしていると考えられる．

P－081　子宮内膜菲薄周期におけるEmbryo　Glueを用いた凍結融解胚移植の成績

○荒賀麻里子，泉　　陽子，上田　尚美，梶原　千晶，中西　桂子，後藤　　栄

　後藤レディースクリニック

●

●

【目的】ビアルロン酸添加の胚移植用培養液であるEmbryo　Glue（EG）（Vitrolife社）は，妊娠率を向上させ流産率を低下

させるという報告がある．今回，EGを使用した子宮内膜菲薄症例での凍結融解胚移植の成績について検討した．【方法】対

象症例は当院移植回数1～4回目のホルモン調節（HRT）周期を用いた凍結融解胚移植のうち，移植決定日の子宮内膜が8．0～

8．9mmの子宮内膜菲薄症例とした．2013年2月～4月に胚移植用培養液としてEGを使用した13周期（EG群）と，2012
年6月～2013年1月にglobal　total（Life　Global社）を用いて移植を行った30周期（コントロール群）の妊娠率を比較した．

それぞれ移植用カテーテルに20μ1の培養液を充填し，エコー下にて胚を子宮腔内に移植した．HRT周期は月経2日目から
エストラジオール投与を開始・漸増し，黄体補充はプロゲステロン膣坐薬と経口剤を併用した．月経13～15日目での子宮
内膜厚が8．Omm以上，血中E2≧200pg／ml，血中P＜IDng／mlを移植適応とした．初期胚移植胚盤胞移植，または二段階
胚移植を行った．【結果】EG群とコントロール群の女性の平均年齢は372±4．9歳と38．0±4．3歳当院平均採卵回数は2．3±
2．0回と2．0±1．8回，当院平均移植回数は2．2±1．0回と1．8±O．9回であり2群間に有意差はなかった．各群における移植方法

はそれぞれ初期胚移植が3周期と5周期，胚盤胞移植は8周期と17周期，2段階胚移植は2周期と8周期であった．化学妊
娠率はそれぞれ53．8％（7／13）と43．3％（13／30），臨床妊娠率は23．1％（3／13）と26．7％（8／30），流産率は33．3％（1／3）と

25．0％（2／8）であり2群間に有意差はなかった．【考察】子宮内膜8．0～＆9mmの菲薄周期に対する凍結融解胚移植において

EG群はコントロール群より化学妊娠率が高い傾向があるものの，臨床妊娠率は有意差を認めなかった．今回は周期数が少

ないため，今後周期数を増やして検討する必要がある．

●
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●

P－082　採卵周期のhCG投与日の血中E、高値症例における移植時最高評価胚の凍結をメイ
　　　　　　ンとした胚移植の検討

○元石　睦郎，水島　友理中藤　真里，村上ひとみ，松川真木子，小林眞一郎

　Kobaレディースクリニック

【目的】採卵周期において，hCG投与日の血中E、値が高値の場合でも，採卵時の卵巣の超音波画f象採卵数およびE、値を総合的に

判断して，全胚凍結を行わず胚移植を行う場合がある．その際E、高値に起因する妊娠率の低下を考慮して，移植時の最高評価胚

は凍結を行い，胚評価の上位2番目ないし3番目以降の胚を移植し，妊娠不成立あるいは不継続の場合，凍結融解胚移植周期で最

高評価胚から順次融解して移植する方法（Freezeメイン）を試みたので報告する．【対象および方法】2005年1月から2012年12

月の期間に患者同意のもとFreezeメインの適応となった新鮮胚移植166周期とその後の融解胚移植201周期をFreezeメイン群と
し，同期間中の通常の新鮮胚移植1291周期と凍結余剰胚による融解胚移植918周期（通常』群）との間で，妊娠率の比較を行った．

また，Freezeメイン群におけるhCG投与日の血中E，値別に6群に分け妊娠率の比較を行った．【結果および考察】新鮮胚移植周期

での妊娠率は，通常群の369％に対し，Freezeメイン群が27．1％と有意に低くなった．また，　Fair胚以上を含む場合の妊娠率に

おいても通常群の3＆5％に対し，　Freezeメイン群が29．5％と有意に低くなった．しかし，融解胚移植周期の妊娠率では，通常群38．5％

に対し，Freezeメイン群41．3％と有意差は認められなかった．さらに，　Freezeメイン群における6群間の妊娠率を比較した結果，

A群（2000pg／ml未満）：16．7％，　B群（2000～2500pg／ml未満）：40．9％，　C群（2500～3000pg／ml未満）：29．8％，　D群（3000～3500

pg／mi未満）：25．6％，　E群（3500～4000pg／ml未満）：21．1％およびF群（4000pg／ml以ヒ）：12．5％となり，　Ez値の上昇に伴い妊

娠率は低下する傾向が認められた．以上の結果より，hCG投与日の血中E、値が高値の場合，移植時の最高評価胚は凍結保存し，胚

評価の上位2番目ないし3番目以降の胚を移植することで，最も妊孕性の高い胚を有効に活用できる可能性が示唆された．

●

●

P－083　エストラジオールの塗布剤または貼付剤を使用したホルモン補充周期における凍結
　　　　　　融解胚盤胞移植の妊娠成績

○泉　　陽子，上田　尚美，荒賀麻里子，梶原　千晶，中西　桂子，後藤　　栄
　後藤レディースクリニック

【目的】ホルモン補充（HRT）凍結融解胚移植周期で使用するエストラジオール（E2）の経皮吸収薬である塗布剤（ル・エ

ストロジェル）と貼付剤（エストラーナテープ）を使用した周期での成績を比較した，【方法】2012年11月～2013年4月
にHRT周期で初回胚移植した45症例を対象とした．　E2投与は月経2日目（CD2）よりル・エストロジェル0．06％（0．54mg
／push）を連日投与2pushから開始し6pushまで漸増した群（塗布群；14周期）と，エストラーナテープO．72mg（0．72mg
／枚）を隔日投与2枚から開始し6枚まで漸増した群（貼付群；31周期）とした．CD13～15の血中E2値≧200pg／mlかつ
内膜厚≧8mmで移植可能とし，基準に達しないと各E2投与を延長もしくはジュリナを併用した．黄体補充はプロゲステロ
ン膣座薬900mg／日とジドロゲステロン錠の併用を基本とした．　Day2またはday3にSEET療法を，　day5に凍結融解胚盤
胞1個を移植した．【結果】塗布群と貼付群の平均年齢はそれぞれ34．3±3．8歳と34．8±3．8歳移植胚中の良好胚（Gardner

分類にて凍結時G3AAと≧G4）の割合は71．4％（10／14）と54．8％（17／31），　CD14－18（移植決定日）のE2値は314．2±118．3

pg／mlと328．9±124．Opg／ml，　E2製剤をCD15以降に追加した周期は57．1％（8／14）と3＆7％（12／31），　hCG陽性率は57．1％

（8／14）と67．7％（21／31），臨床妊娠率は57．1％（8／14）と41．9％（13／31），流産率は12．5％（1／8）と7．7％（1／13）となり

有意差はなかった．【結論】E2の塗布剤または貼付剤を使用したHRT周期での凍結融解胚盤胞移植の妊娠率は差がなく，
塗布剤も有効な補充方法と考えられた．しかし塗布群では周期途中から投与量を増加した周期が貼付群より多い傾向があ
り，適切な投与量の検討を行っていく必要がある．

●

●

P－084　移植前日融解による子宮内膜と胚の同期化は妊娠率の向上に有効か

○高橋　典子，久保　早織，山田　成利，越田　光伸

　医療法人越田クリニック

【目的】ARTでの着床成立には胚と子宮内膜との間に発育上の同期化が必要とされるが，体外における胚盤胞の発育速度に

はばらつきが存在する．以前我々は，凍結融解胚移植周期において発育が遅延した初期胚盤胞（Gardner分類ステージ1お
よび2）において，胚の融解時期を早めることが妊娠率の向上に有効であることを報告した（第30回日本受精着床学会）．

今回我々は，早期融解が中期以降の胚盤胞（Gardner分類ステージ3および4）にも有効であるかを検討した．
【方法】凍結時ステージ3の胚盤胞を移植前日に融解し，インキュベーター内（37℃，5％02，6％CO2）で1日追加培養後に

移植した群（A群：98周期），凍結時ステージ3の胚盤胞を移植当日に融解した群（B群：133周期），凍結時ステージ4の
拡張胚盤胞を移植前日に融解し，インキュベーター内で1日追加培養後に移植した群（C群：56周期），凍結時ステージ4
の拡張胚盤胞を移植当日に融解した群（D群：285周期）の4群に分類し，妊娠率を後方視的に比較検討した．なお，全て
の胚において凍結保存は採卵日を0日目として5日目に行った．
【結果】A群における胚移植周期あたりの妊娠率（44．9％：44／98）はB群（32．3％：43／133）と比較して高い傾向を示した

が，有意差は認められなかった．C群における胚移植周期あたりの妊娠率（57．1％：32／56）はD群（51．2％：146／285）と

比較して高い傾向を示したが，有意差は認められなかった．

【結論】初期胚盤胞と同様，中期胚盤胞以上の胚においても胚の融解時期を早めることは妊娠率の向hに有効である可能性
が示唆された．

●

●

●
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●

P－085　自然排卵周期における凍結融解単一胚移植後のE2，　P4追加補充が妊娠成立に与え
　　　　　　る影響について

●

●

○前田　真子，福嶋　文吉，熊耳　敦子，佐藤　孝道

　明理会中央総合病院婦人科

【目的】自然排卵周期及びホルモン補充周期における凍結融解胚移植では排卵日より毎日エストラジオール貼付薬（2枚）と

プロゲステロン膣坐薬（400mg）により黄体補充をし，排卵5，7，10日目にE2値とP4値を測定している．それぞれF限
値（E2：100　pg／ml，　P4：10　ng／ml）に満たない場合は各ホルモンの追加補充をしている．今回，自然排卵周期における妊

娠群（A：7例）と非妊娠群（B：21例）のホルモン値を測定し，ホルモン追加補充が妊娠成立に影響を与え得るか検討した．

【方法】対象は2011年11月～2013年4月に自然排卵周期による凍結融解単胚移植を施行した28周期（24症例），4cell　G4
以hの初期胚を用いた．【成績】1）妻の採卵時年齢（歳）はA38．3±3．1，　B　39．4±2．3だった．2）A／Bの平均E2値（pg／
ml）は排卵5日目516．6±273．8／286±1815，7日目402．7±157．5／325．2±161．7，10日目255．4±70．0／159．5±42．1で，　Aでの追

加補充はなく，Bでは7日目で4．3％，10日目で28．6％の周期にE2の追加補充を行った．3）A／Bの平均P4値（ng／ml）は
排卵後5日目35．7±10．2／34．4±11．3，7日目39．6±13．7／29．2±13．6，10日目3＆8±6．9／21．8　±　6．4で，Aでは追加補充がなく，

BでのP4追加補充周期は5日目9．1％，7日目4．5％，10日目22．7％で行った．また，　E2値，　P4値共に排卵10日目でBが
Aより低い傾向だった．【結論】今回の検討では，下限値に満たない場合に行うホルモンの追加補充に有効性は認められな
かった．このことから，自然排卵周期においてホルモンの追加補充が黄体の形成や妊娠成立に与える影響は少ないと考えら

れた．

P－086　凍結融解胚盤胞移植でのSEET法の有用性

○岩崎　　遥，鮫島まち子，鈴木　　綾，樋本　美穂，井上須美子，松本　貴重，陣内　彦良

　陣内ウィメンズクリニック

●

●

【目的】近年，子宮内膜刺激胚移植法（Stimulation　of　Endometrium　Embryo　Transfer：以下SEET法）の有効性が報告さ

れている．当院では，凍結融解胚盤胞移植を行う2～3日前にSEET法を行っている為，成績を比較検討したので報告する．

【方法】対象は2011年1月～2012年12月までに自然周期またはHR周期にて凍結融解胚盤胞移植を行った全459症例290
周期，平均年齢374歳とした．SEET法に用いる培養液は胚盤胞まで培養した培養液上清を一20℃で凍結保存し，胚移植

の2～3日前に子宮内腔に注入した．検討1，SEET法の有無で妊娠率を比較した．検討2，年齢別にA群：34歳以下，　B
群：35～39歳，C群：40歳以上に分け，　SEET法の有無で妊娠率を比較した．検討3，自然周期またはHR周期でSEET法
の有無で妊娠率を比較した．【結果】検討1，SEET法の有無で妊娠率は44．5％（133／299），49．4％（79／160）であり有意差

はなかった．検討2，年齢別妊娠率はそれぞれA群：56．9％（33／58），51．1％（24／47），B群：51．2％（66／129），59．4％（38

／65），C群：30．4％（34／112），35．4％（17／48）であり年齢が上がるにつれて有意に妊娠率は低下したがSEET法の有無に
よる差はなかった．検討3，自然周期の妊娠率は，45．1％（110／244），51．8％（72／139），HR周期では，41．8％（23／55），33．3％

（7／21）であり有意差はなかった．【考察】今回の検討では，全ての群において有意な差はみられなかったことから，患者の

来院回数の増加による精神的また経済的負担を考慮し，SEET法を実施するか慎重に考えるべきと思われた．今後も症例数

を増やして，より明確な結果を得られるよう検討していきたい．

P－087　1PN由来凍結胚盤胞移植の検討

●

●

○岡　　奈緒，高橋由香里，大平　一F愛，岡部　美紀，後藤　詩織，村田みどり，山内久美子，武藤　聡子，藤田　真紀

　高橋　敬一

　高橋ウイメンズクリニック

【目的】前核期におけるIPN胚は，2PN胚に比べると染色体異常の割合が高いと報告されている．しかし，正常である割合も比較的高く移植

胚として適当か苦慮するところである．当院では原則IPN胚は胚盤胞へ到達したものを凍結保存．患者に説明，了承の上で2PN由来胚が残っ

ていない場合に，凍結融解胚移植においてIPN由来胚盤胞を用いることがある，そこで今回，1PN由来胚の発育予後，凍結胚移植における妊

娠率，妊娠予後について検討した．

【対象】対象は，2009年1月から2012年12月に行ったc－IVFI513症例2751周期（平均年齢37．0±4．2歳），　ICSI765症例1380周期（平均年齢

37．0±42歳），凍結1PN由来胚盤胞移植28症例28周期（平均年齢37．4±3．1歳）t　c－IVF，　ICSIを施行後，約20時間後に前核を確認した．年

齢別の出現頻度day3良好胚率，　day3までの発育停止率，胚盤i胞到達率，凍結胚移植における妊娠率と予後について検討した．

【成績】前核の年齢別1PN出現頻度に有意差は認められなかったが，受精方法ではc－IVFの方がICSIに比べ1PN出現頻度が高かった．2PN

胚に比べ1PN由来胚のday3までの発育停止率は各年齢および受精方法ともに高く，　Day3良好胚率，胚盤胞到達率は有意に低かった．1PN

由来凍結胚盤胞移植における妊娠率はc－IVF48．1％（13／27），流産率は23、1％（3／13）．そのうち8件の出産報告，2件が不明であった．　ICSI

では1件の移植のみであったが妊娠・出産に至った．出産報告計9件における児の異常は確認されていない．

【結論】1PN胚は2PN胚に比べ発育停止率が高く胚盤胞到達率が低いことから，2PN胚に比べて染色体異常を含む可能性が高いと考えられる．

しかし，胚盤胞への培養を継続することで，多くの異常胚が淘汰され胚盤胞になったIPN由来胚の染色体異常の割合は下がっていると考えら

れる．少数ではあるが1PN由来胚凍結融解胚移植の結果から，1PN由来胚においても胚盤胞到達胚は破棄せずに移植可能と考えられる．

■
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●

P－088　クロミフェン周期で採卵時に排卵していたためAIHを施行し妊娠した症例

○田村　総子123），福永　憲隆123），北坂　浩也’・2・3〕，吉村　友邦123），長谷川　望1・L．3｝，加藤　道高123），中山　　要IZ，3），

竹内　基子123），青柳　奈央’23），児嶋　瑛子i23），大野　浩史123）

浅田　義正123）

D浅田レディースクリニック名古屋駅前クリニック培養研究部，

，安江香友子123），渡邊　紘之1231，羽柴　良樹la3），

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

　クロミフェンによる卵巣刺激法は，卵巣予備機能が低く調節卵巣刺激法が不適当な患者などに対し盛んに使用されている一方，子

宮内膜が薄くなるなどの副作用があると言われている．また，採卵時に排卵しており採卵が中止になることもある．当院では患者の

希望及び精子所見等を考慮し，採卵時に排卵していた場合に配偶者間人工授精（Artificial　lnsemination　with　husband’s　semen；AIH）

を施行している．今回我々は，採卵時に排卵していた為AIHを施行し，妊娠出産に至った症例を経験したので報告する．症例42

歳，前医にてタイミング法及びAIH8回，体外受精3回，胚移植2回実施するも妊娠せず．2005年12月当院初診体外受精2回実
施し，2006年5月に第1子を妊娠・出産した．2009年3月，第2子希望で当院再受診卵巣刺激11回，そのうち卵胞が発育しない，

又は卵子が採れず中止になった周期が4回，採卵し卵子が採れた周期が7回，新鮮胚移植及び融解胚移植を合計6回行ったが妊娠せ

ず．12回目の卵巣刺激にて採卵時に排卵していた為，患者希望によりAIHを施行したところ妊娠が成立した．　AIH施行時の夫の精

液所見は精液量2．6ml，精子濃度26×106／ml，精子運動＄・　76．9％であった．経過は良好，7週にて他院へ紹介となり，42週4日経膣

分娩にて3284gの女児を出産した．当院で採卵時に排卵後であった為AIHを施行した患者は2008年～2012年12月の期間で51症例

60周期，妊娠に至った症例はこの1名のみである．排卵後にAIHを施行して妊娠に至るケースは極めて稀であるが，今回の症例か

ら採卵時に排卵後であってもAIHを実施することで妊娠する可能性があることが分かった．劇的な妊娠率の向上に繋がる治療ではな

いが，1周期も無駄にしたくない患者心理に答えるため，不妊治療の選択肢の一つとなりうることが示唆された．

●

●

P－089　直腸総排泄腔痩型鎖肛根治術後の不妊症に対し，タイミング法にて生児を得た1例

○北　　直喜，川崎　彰子，相野谷陽子，和田　　篤，岡本
　筑波学園病院産婦人科

　鎖肛は5000出生に1人の割合でみられる先天性直腸肛門奇形であるが，直腸総排泄食腔痩型は高位鎖肛の特殊型で，女
児の鎖肛の約10％を占める疾患である．今回我々は不妊治療で妊娠帝王切開にて生児を得たこの特殊な鎖肛術後の1例
を経験したので報告する．症例は30歳，0経妊生後まもなく人工肛門造設術を施行された．1歳時に鎖肛根治術を施行し，
二分して拡張した膣を筒状にして新膣口を形成した．その後膣口は狭窄し，21歳時に回腸を用いて膣形成術を施行し性交可

能となった．この時の術中所見では重複子宮であり，両側卵巣は正常であった．約2年半の不妊期間にて当科紹介初診．基

礎体温は二相性，不妊基本検査を施行した．クスコ診では膣（回腸）内に子宮口は見られず，軟性鏡を用いpin　hole状の膣

回腸吻合部を認めた．そのため子宮卵管造影検査はpoor　studyであり，ヒューナー検査は不良であった．また潜在性高プ

ロラクチン血症に対しテルロン内服を開始した．MRI，諸検査，過去の手術所見より本人と十分相談・了解の上，　pin　hole
状の膣回腸吻合部を超える形で人工授精を5周期行った．体外受精を検討中，テルロン下にタイミング法にて妊娠成立した．

前期破水のため妊娠35週6日に帝王切開となった．造膣術に使用した回腸の腸間膜及び周辺の小腸の癒着が著しく小腸損
傷をきたしたが，術後経過は良好であった．もし採卵を行っていれば腸管腸間膜損傷のリスクが極めて高かったと考えら
れた．児は2565g，男児，　Apgar　score　8点（1分後），9点（5分後）であった．現在，第2子を希望しており今後の治療方
針を本人と相談中である．

●

●

P－090　凍結融解周期における単一胚盤i胞移植後の二卵性双胎の一例

○竹原　　功1］，原　周一郎2），松尾　幸城2），長谷川歩美2），五十嵐秀樹L’t，高橋　俊文2），倉智　博久2｝

　1仙形県立新庄病院産科婦人科，2仙形大学医学部産科婦人科

【背景】単一胚移植後に双胎妊娠が成立する頻度は自然妊娠の約2倍と高率である．今回，単一胚盤胞胚移植を行ったにも

関わらず双胎妊娠が成立し，分娩後に二卵性双胎であることが判明した一例を経験したので報告する．【症例】39才，未経

妊結婚後8年間の不妊にて当科を受診，人工授精治療を数回行ったが妊娠せず，原因不明不妊にて体外受精・胚移植治療

の適応となった．GnRHアナログlong法にて9個採卵，7個受精8細胞期胚を1個胚移植するも妊娠が成立せず．8細胞
期胚1個と桑実胚3個を凍結保存．その4ヶ月後，凍結保存した8細胞期胚1個と桑実胚1個を融解，追加培養にて発育し
た初期胚盤胞1個を，自然排卵周期にて胚移植し妊娠が成立．妊娠6週1日の経膣超音波検査にて，2つの胎嚢とそれぞれ
に胎児心拍を認め，二絨毛膜二羊膜性双胎の診断となった．妊娠経過は順調．妊娠37週1日，選択的帝王切開術で分娩と
なった．第1子は1986g男児，第2子は2490g女児であり，性別が異なっているため，二卵性双胎であった事が判明した．
各々の児の染色体検査の結果は，第1子46，XY，第2子46、XXであった．【考察】自然排卵周期での凍結融解胚移植では自
然排卵に伴う妊娠がおこることがあり，移植胚による妊娠と自然妊娠が同時に生じると，二卵性双胎となる可能性がある．

本症例では，排卵前後に妊娠機会をもった事が判明し，2児のうち1児は自然妊娠によるものであると考えられた．自然排
卵周期で凍結融解胚移植を行う際には，このような多胎を防止するという観点からは，避妊を指示することは重要である．

●

●
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●

P－091　不妊治療後に子宮内外同時妊娠をきたした3症例

○高橋　怜奈，土屋　雄彦，北村　　衛松江　陽一，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

●

●

　子宮内外同時妊娠は子宮内に胎嚢が確認されているため診断に苦慮することが多い．今回我々は不妊治療後に子宮内外同

時妊娠をきたした3症例を経験したので報告する．症例1：40歳代，0回経妊0回経産．hMG一タイミング指導で妊娠が成立
した．妊娠9週1日に性器出血，下腹部痛を主訴に当院受診し，経膣超音波にて子宮内と右付属器付近に胎児心拍を認めた．

子宮内外同時妊娠と診断し開腹手術を施行し，子宮内と右卵管膨大部の内外同時妊娠と診断し，右卵管切除術を施行した．

術後経過は良好で妊娠40週2日に経膣分娩に至った．症例2：30歳代，0回経妊0回経産．hMG一タイミング指導で妊娠が
成立した．妊娠4週に腹部膨満感が出現し，OHSSの診断で入院となった．その後，軽快したがt妊娠7週4日に突然の下
腹部痛を主訴に救急搬送となり，子宮入口部に胎嚢を認めたため進行流産の診断で子宮内容除去術を施行した．術後12日
目，再度下腹部痛を認め救急外来を受診し，左付属器の血腫様所見と，hCGの再上昇により，開腹手術を施行した．腹腔内

は左卵管峡部が腫大し，左卵管峡部妊娠と診断，左卵管切除を施行した．症例3：30歳代，4回経妊1回経産．クエン酸ク
ロミフェンータイミング指導で妊娠が成立した．妊娠8週4日に性器出血・下腹痛を主訴に前医を受診し，右付属器にも胎
児心拍を認めたため，当院紹介受診し腹腔鏡手術を施行した．腹腔内は右卵管膨大部が腫大し，子宮内と右卵管膨大部の内

外同時妊娠と診断右卵管切除術を施行し，現在外来にて妊婦健診中である．子宮内外同時妊娠は，診断に苦慮する疾患で
あり子宮内に胎嚢を確認しても，下腹痛等の症状を呈した場合には，子宮内外同時妊娠を念頭に置き，付属器領域等を注意

深く診察することが重要である．

P－092　人工授精当日の排卵有無が妊娠率に及ぼす影響

○若林　由理中野　達也，井上　朋子，佐藤　　学，赤松　芳恵，橋本　　周，姫野　隆雄，大西　洋子，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】人工授精（IUI）の実施に最適な時期を調べるために，　IUI当日の主席卵胞の有無が妊娠率に影響を与えるか検討し

た．【対象と方法】2011年1月から6月までのIUI実施者270名で検討した．基本的にIUI周期には，クロミフェンやFSH，
HMG等の排卵誘発剤を使用せず，ほとんどの症例は単一卵胞で実施した．超音波でIUI施行前日にHCG（5，000単位）を
投与した．IUI施行当日に主席卵胞の有無を確認し，主席卵胞がある場合はHCGを追加投与した．妊娠判定は尿検査で行っ
た．IUI施行当日の主席卵胞が排卵前，排卵後の2群に分け，それぞれの妊娠率と精液所見を比較した．また，　IUI施行前
日の主席卵胞径と妊娠率を比較した．【結果】IUI当日に主席卵胞が排卵前の場合（759％）が有意に多かった（P＜O．OI）．

しかし，IUI当日の排卵の有無による妊娠率は，排卵前は10．7％（22／205），排卵後では10．8％（7／65）と差はなかった．ま

た精液所見，主席卵胞径別の妊娠率の差は認められなかったが，18mm以上で妊娠率が上昇する傾向がみられた．【結論】IUI

当日の主席卵胞が排卵有無にかかわらず，妊娠率に有意な差は認められなかった．主席卵胞径が18mm以上でのIUI施行が

望ましいと思われる．

P－093　4回以上の流産歴を有する原因不明習慣流産症例に対する免疫療法の有効性に関す
　　　　　　る検討

○能仲　太郎，高桑　好一

　新潟大学医歯学総合病院産婦人科

●

●

【目的】原因不明習慣流産に対する免疫療法の有効性が指摘されており，当科においても適応症例を選択し実施している．

今回，より予後が悪いと判断される4回以上の流産反復例に対する免疫療法の成績について検討した．【方法】夫リンパ球

免疫療法については，原因不明習慣流産例であり，遮断抗体活性（夫婦間リンパ球混合培養抑制試験により測定）が陰性で

あることを条件とし，X線照射夫リンパ球を用い，十分な説明の後ICを得て実施している。また，原則として夫リンパ球
接種により，遮断抗体活性が陽性になったことを確認して妊娠を許可するというプロトコールを用いている．1983年4月か

ら2012年6月までの間に夫リンパ球による免疫療法を施行した習慣流産症例の中で4回以上反復流産症例（原発性習慣流
産症例）の妊娠予後を検討した．【成績】上記の期間中に免疫療法を施行した原発性習慣流産症例は192例であり，4回以上
の流産例は30例（15．6％，4回流産例：25例，5回流産例：5例）であった．4回流産例の年齢は30．5±4．0才（23－41才），

5回流産例の年齢は30．6±3．2才（26－34才）であった．4回流産例25例中，23例において妊娠が成立し，17例（73．9％）で

妊娠が継続し，健常児を出産している（全例36週以降の分娩，1例38週で1860gの児を出産）．5回流産例5例中，4例で
妊娠が成立し3例（75．0％）で妊娠が継続し，満期で健常児を出産している．なお，3回流産例も含めた免疫療法全体の成

功率は78．8％（免疫療法後妊娠成立例160例中，126例で妊娠継続）であった．【結論】原因不明習慣流産に対する夫リンパ

球免疫療法は4回以上の習慣流産例に対しても有効であることを指摘した．
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P－094　1絨毛膜2羊膜性双胎妊娠の周産期成績における高度生殖補助医療（ART）の影響
　　　　　　に関する検討

○村上　雅博1），清川麻知ヂ，檜尾　健二1）

　u四国こどもとおとなの医療センター産婦人科，2｝三宅医院生殖医療センター

【背景】移植胚数の制限で多胎数は減少し周産期医療の負担は軽減した．しかし高度生殖補助医療（ART）自体が多胎妊娠

の周産期成績に影響するのかは不明である．【目的】ARTが多胎妊娠の周産期成績に影響するかを検討する．【方法】2006

年4月から2012年4月の間に当院で分娩した2639例（三絨毛膜三羊膜：3例，一絨毛膜一羊膜：3例，1絨毛膜2羊膜双胎
（MD）：74例，2絨毛膜2羊膜双胎（DD）：101例）を対象とした．多胎妊娠症例について妊娠方法（自然妊娠，一一般不妊

治療，ART）を確認した．次にMDとDDの妊娠方法を比較した．さらにMDについてART群：13例と非ART群：61
例とし，各群の妊娠高血圧症候群（PIH），胎児重篤合併症（FSC）：双胎間輸血症候群，一児または二児子宮内胎児死亡の

発生状況について比較した．FSC例を除くART群：8例，非ART群：53例について周産期検討項圓（在胎週数入院開
始週数第1子，第2子新生児体重，アプガースコア5分値，帝王切開率）を比較した．【成績】2008年まではARTの多
胎数は増加していたが，2009年以降は減少した．MDは77％が自然妊娠でありDDの525％と比較して有意に高率であっ
た．MDのART群は非ART群と比較して平均母体年齢は有意に高かったが，　PIH発生率に差はなく，　FSC発生率が有意
に高率であった．FSC例を除くとART群と非ART群では周産期成績に差がなかった．【結論】MDの多くが自然妊娠で発
生していた．FSCではARTが胎児に影響している可能性があるが少数例であった．　FSC例を除くほとんどのMDについて
はART群と非ART群の周産期成績は同程度であった．現在のART実施基準であれば周産期医療への影響は限定的と考え
られた．

P－095　45歳以上の高年出産の分娩転帰

○松本美奈子，塩島　　聡，渋谷　伸一

　聖隷浜松病院産婦人科

【目的】近年，晩婚化や生殖補助医療の発達に伴い高齢出産は増加傾向にあるといわれている．高年出産は35歳以上となっ

ているが，その中でも45歳以上の高年出産についての検討は少ない．【方法】1997年～2010年に22週以降に当院で分娩と
なった20463分娩のうち，出産時45歳以上の妊婦を対象とし，妊娠成立理由と分娩転帰を後方視的に検討したN【成績】45
歳以上の分娩は17件（0．083％，45～51歳）で，初産6例（35％），経産11例（65％）であった．自然妊娠は13例（76％）

で，不妊治療後は4件（24％，すべて体外受精でそのうち海外での非配偶者間の卵子提供3件）で，双胎分娩は1例であっ
た．母体合併症は妊娠高血圧症が3例（18％），前置胎盤が2例（12％），多発性子宮筋腫2例（12％）に認められた．分娩

転機は早産が3件（18％）で，分娩様式は帝王切開が9件（53％），鉗子分娩1例（5．9％），正常分娩7例（41％）で分娩時

出血が1500ml以hであったのは4例（24％）であった．新生児は低出生体重児が5人（28％）で先天異常は2例（12％，18
trisomy，21　trisomy）に認められた．【結論】45歳以上の高年妊娠は，母児ともに合併症が多くリスクが高いため注意深い
周産期管理が必要である．

P－096　1VF－ET反復不成功例の患者に対するダナゾールの有効性

○新居　　遙，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理，菅原　由貴，八木香菜子，徐　　東舜

　徐クリニックARTセンター

【目的】子宮内膜症の治療薬であるダナゾール（ボンゾール）は，反復不成功例の体外受精一胚移植（IVF－ET）の妊娠率の

向上に有効であることが報告されている．今回我々は，原因不明の反復不成功例の患者に対し，ボンゾール治療の直後，融

解胚移植を行い，これらの症例に対するダナゾールの有用性を検討した．【患者背景および方法】3BB以上の良好盤胞胚（ガー

ドナーの胚盤胞分類）を2回以上連続で移植したにもかかわらず一度も妊娠に至っていない，反復不成功例の患者20症例
を対象とした．いずれの症例も，子宮筋腫，内膜発育不全や自己抗体などの着床不全の原因となる因子を認めなかった．平
均年齢（±SD）36．9±3．3歳平均既往移植回数（±SD）4．2±1．7回，ならびにNK活性（±SD）18．8±13．7％であった．

これらの症例に対し，ボンゾールを1日当たり400mgを12週間投与後，プラノバール1錠11日間で消腿出血を起こした
後，ホルモン補充周期（HRC周期）にて3BB以一ヒの良好胚盤胞の融解胚移植を行った．【成績】臨床妊娠率，および，流産

率は，それぞれ55．0％（11／20），および，27．3％（3／11）であった．また，有意差は認められなかったが，妊娠症例のNK

活性は143±9．3％と，妊娠不成功症例のNK活性（±SD）は24．3±16．7％に比べ，低い傾向が見られた．【結論】IVF－ET
治療において反復不成功の患者に対し，ダナゾール療法を行うことで，直後の移植における妊娠の成功率が大幅に改善され

たことから，ダナゾールの有用性が示された．また，ダナゾール療法の対象は，NK活性が低い例に適していることも示唆
された．
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●

P－097　着床前遺伝子診断目的で来院した同腕染色体を原因とする不育症例における性腺モ
　　　　　　ザイクの解明と正常核型児妊娠の報告

’

●

○高橋　香織］），末岡　　浩D，水口　雄貴1），泉　　陽子V，佐藤　　卓P，中林　　章2），佐藤　健二D，大澤　淑子3），

　櫻井　友義・ii，村越　行高5｝，吉村　泰典P

　1慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2）中林病院，3）聖母病院，；）さいたま市立病院，「’）川崎市立川崎病院

【緒言】均衡型染色体転座による不均衡を原因とする習慣流産症例は，着床前遺伝子診断（PGD）の適応となるが，同腕染色体は

健常児の妊娠は不可能とされる．我々は，PGDを希望して来院した同腕染色体の不育症例に対し，男性側精子から性腺において

の正常核型配偶子を有する同腕染色体のモザイクを証明し，PGDの倫理承認を得たが，実施前に自然妊娠で正常核型児を得た症
例に関し報告する．【症例】4経妊1経産．自然流産2回の後，46，XX，i（21）（qlO）の児を出産．その後自然妊娠するも羊水検査

にて46，XX，i（21）（q10）と判明し人工妊娠中絶を選択した．両親の末梢rin染色体検査は正常核型であった．カウンセリングの後

PGD及び精子のFISH検査を希望され，21番染色体について1個および2個のシグナルを有する精子を共に認めたことより，正

常核型精子の存在する性腺モザイクを証明しPGD倫理申請を行った．施設内および学会の倫理審査を経て承認が得られたこの
間に自然妊娠が成立し羊水検査で46，xxの正常核型と診断され健常』児を出産した．【考察】反復流産の染色体結果から，性腺にi

（21）（q10）の配偶子を認める性腺モザイクの可能性があると推測されたが，正常核型の配偶子を有するかは不明であった．しか

し，PGDの申請に際して正常核型配偶子が存在する事の証明を要する．配偶子の核型分析に関して，卵子は排卵誘発および採卵

を行いPGD施行と同時に卵のモザイクを証明することになり，検査のみを目的とした施行は現実的には困難であるが，男性側は

可能である．【結論】両親の末梢血染色体検査が正常核型でも，性腺に異常核型の配偶子を有することが反復流産の原因になる性

腺モザイクの症例において，正常核型配偶子の存在が証明されれば健常児出産は可能であり，PGDは選択肢の一つになる．

P－098　凍結胚盤胞融解移植周期におけるEmbryoGenの使用は妊娠成績を改善するか否か
　　　　　　についての検討

○池上加代子］）r中山　順樹V，中西　　彩’），中田久美子1・L’），阿部　　睦1），渡邊ひとみD，池澤　有加1｝，山下　直樹12）

　1｝山下湘南夢クリニック，2仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

●

●

【目的】良好胚盤胞を移植して妊娠反応が陽性化しても流産が起こる原因の一つに，受精卵子と母体（子宮内膜）との情報

伝達の不足や欠如が報告されている．そこで，本研究では分割胚移植で有効性が確認されているEmbryoGenが凍結胚盤i胞
融解移植周期の妊娠成績を改善するか否かを検討した．【対象・方法】当院にて凍結胚盤胞融解移植を行い，胎嚢または胎

児心拍を確認後流産に至った14症例を対象とした．凍結胚盤胞をKitazato社製Thawing　Mediumにて融解し，20μ1の
Quinn’s　Advantage　Protein　Plus　Blastocyst　Medium　with　Insulinにて回復培養を行った．　EmbryoGen使用についての同

意を得た症例の胚盤胞を20μ1のORIGIO社製EmbryoGenに移し，移植前30分以上2時間以内の条件で培養を行った．培
養iは全て，5％02，5％CO2，37．5℃の条件で行った．移植時，胚盤胞はEmbyoGenとともに移植カテーテルにロードし移
植を行った．移植後2週目の胎嚢確認，4週目の心拍確認により妊娠成績を検討した．【結果】対象症例14名のEmbryoGen
未使用周期における胎嚢確認率は16／24周期（67％），心拍確認率は2／16周期（13％）であったが，EmbryoGenの使用に
より胎嚢確認は6／9名（67％）と改善は見られなかったが，心拍確認は5／6名（83％）で有意に改善した．（P＜ODI）残り

5名は妊娠判定陽性で，現在経過観察中である．［結論］EmbryoGenを凍結胚盤胞融解移植周期に使用することで，過去に

流産歴のある患者の妊娠成績が改善する可能性のあることが示唆された．

P－099　凍結融解胚移植時の子宮内膜の厚さが児の出生体重に及ぼす影響

○東梅　久子，藤澤　佳子，矢野美穂子，三宅　友子，白根　　晃，田中　誠治，山口　　隆北川　浩明

　国家公務員共済組合連合会虎の門病院

●

●

【目的】凍結融解胚移植によって出生した児は新鮮胚移植より出生体重が重いことが指摘されているものの原因は明らかで
ない．凍結融解胚移植時の子宮内膜の厚さと児の出生体重との関連について検討した．【方法】過去10年間に当科で凍結融
解胚移植にて出生した児のうち，母体に合併症，分娩歴がなく妊娠37週以降に出生した異常のない単胎28例を対象とした．

これらを新鮮胚移植にて出生した63例と移植時の子宮内膜の厚さ，出生体重，在胎期間別出生時体格標準値を比較検討し
た．実施にあたっては体外受精・胚移植の前に文書による説明と同意を得た．【成績】1）移植時の子宮内膜の厚さは凍結群

9．5±2mm，新鮮群9．6±2mm，出生体重は凍結群3，199±510g，新鮮群2，921±396g，出生時体格標準値は凍結群6＆1±27％

tile，新鮮Zlf　52．5±28％tileであり，凍結群において有意に大きかった．2）出生体重は凍結群ではSGAはなく，　AGA22例

（79％），LGA6例（21％），新鮮群ではSGA6例（10％），　AGA51例（80％），　LGA6例（10％）で，いずれも内膜の厚さと

の関連はなかった．3）内膜の厚さと児の出生体重をみると凍結群で内膜の厚さが10mm未満の出生体重は3，174±462g，10
mm以上の出生体重は3，238±298g，新鮮群で内膜の厚さが10mm未満の出生体重は2，895±355g，10mm以上の出生体重は
2，952±443gであった．4）内膜の厚さと児の出生時体格標準値をみると凍結群では内膜の厚さが10mm未満では62．0±23％

tile，10mm以上では77．6±20％tile，新鮮群では内膜の厚さが10mm未満では47．5±27％tile，10mm以上では60．1±27％tile

であり，内膜の厚さが10mm以上では新鮮群より凍結群で有意に出生時体格標準値が大きかった．【結論】凍結融解胚移植
後妊娠では移植時の子宮内膜が10mm以上であった群において新鮮胚に比べて有意に出生時体格標準値が大きく，移植時の

子宮内膜の厚さが凍結融解胚移植にて出生した児の体重と関連している可能性が示唆された．

●
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P－100　原因不明女性不妊症におけるSYCP3遺伝子変異の解析

○水谷　栄太1・2｝，林　　裕子D，服部　幸雄1），佐藤　　剛1），杉浦　真弓V

　’1名古屋市立大学医学部医学研究科産科婦人科学教室，2医療法人三栄会ダイヤビルレディースクリニック

【目的】ヒト男性におけるSYCP3　synaptonemal　complex　protein　3の変異は精子形成における減数分裂においてmeiotic　ar－

restを起こし，非閉塞性無精子症となることがわかっている．またまれな変異が女性の原因不明不妊症に何らかの関係があ

るとの報告もある．同ノックアウトマウスにおいてオスは不妊となり，メスにおいては卵細胞の数的減少が起こる．SYCP3

は減数分裂第一期に相同染色体を対合するタンパク質をコードし，配偶子形成において重要な役割を持つ，またこの遺伝子

のヒトにおける塩基配列異常に関する報告はexon8からexon9に集中している．今回われわれは原因不明女性不妊症におけ
るSYCP3変異について解析を行うこととした．【方法】2009年4月から2012年8月の期間で行った．当院および協力施設
においてインフォームドコンセントおよび倫理委員会の承認を得た．出産歴のある女性85名をコントロール群とした．ま
た，不妊症に関する精査を行い原因不明とされた39名を患者群とした．EDTA添加全血よりDNAを抽出し，　exon8から
exon9を包括するようにプライマーを設定しPCRを行った，その上でDye　Terminatorサンガー法によって同じプライマー
を用いてダイレクトシークエンスを行い塩基配列の解析を行った．患者群もコントロール群も全て日本人である．また今回

の研究検体は全て末梢血である．【成績】患者群において，IVS7－19　T＞Aの塩基配列異常を1名認めた．その他の新たな
塩基配列異常は認めなかった．コントロール群において塩基配列の異常は認めなかった．【結論】患者群から塩基配列異常

を1名認めたがイントロン7の1塩基置換であり，5YCP3の塩基配列異常と女性原因不明不妊を積極的に支持する結果で
はない．

●

P－－1　01 当院における潜在性甲状腺機能低下症と不妊症との関連についての検討

○平岡　毅大，平池　　修，原田美由紀，平田　哲也，甲賀かをり，大須賀　穣，藤井　知行
　東京大学医学部附属病院産婦人科学教室

【目的】潜在性甲状腺機能低下症（SH）は，甲状腺ホルモン値は正常であるがTSH値が上昇した状態であり，産婦人科領

域においては不妊症，流早産，出生児の神経学的予後悪化との関連が示唆されている．妊婦におけるTSH正常上限値は，
非妊娠時の4．5mlU／Lではなく2．5mlU／Lに設定するよう推奨する報告も見られる．今回我々は当科不妊外来患者を後方視

的に観察し，SHの頻度生産に与える影響，不妊患者におけるTSH正常上限値について検討した．【方法】2009年1月か
ら2012年4月末までに当科外来を受診し，1年以上のフォローアップが可能であった症例から顕性甲状腺機能低下症患者を
除外した186例を調査対象とし，観察期間内に生児獲得に至った100例を生産群，至らなかった86例を非生産群に分類し
た．また，TSH値の上限値設定について，2．51／3ル／3．5／4．O　mlU／Lに各々設定した際の不妊因子および生児獲得との関連につ

いても検討した．【成績】対象186例中，10例（5．4％）がTSH≧4．5mlU／LでSHと診断された．生産群100例中4例（4．0％），

非生産群86例中6例（7．0％）がSHであり，多変量解析においてもSHと生産の有無に有意な関連は認めなかった．また，
TSH正常上限値を2．5／3．0／3．5／40mlU／Lに各々設定した場合においても，設定値より高値および低値群で生産率に有意差を

認めなかった．TSH≧2．5mlU／Lの50例中24例（48．0％），　TSH＜2．5mlU／Lの136例中37例（27．0％）が原因不明不妊症
であり（p＝O．007），TSH値上昇と原因不明不妊症との相関が考えられた．また，　TSH値と月経初期PRL値が軽度の正の
相関関係を示した（r2ニ0．18，　p＝0．024）．【結論】生産率から考えた不妊症症例のTSH正常上限値設定については今回有意

なデータは得られなかったが，原因不明不妊症の病態にTSH値上昇が関連する可能性が示唆された．不妊症例における甲
状腺機能スクリーニングによるSHの診断・治療の意義については，今後更なる症例の蓄積が必要であるものと考えられた．

P－102　凍結胚移植において，仮想排卵後10日目の血清hCGを用いて妊娠判定は可能か

○田畑　知沙，藤原　敏博，藤田　　裕野間　　桃，富坂　美織渡邊　倫子，保母るつ子，黒澤　貴子，仲田　正之，
　堤　　　治

　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

目的：血清hCGは着床期以降にtrophoblastから産生され，その検出の遅れは流産と関与する等，妊娠予後を予測する．一
般に妊娠判定は排卵後2週間で行われるが，ART治療においてより早い時期のhCG測定で妊娠判定が可能であるか，また
その臨床的意義について検討した，方法：2012年11月から2013年3月までの当院で凍結胚移植を行った583例のうち，エ
ストロゲンとプロゲステロンを用いたホルモン補充周期における単一凍結胚移植228例について，血清hCG濃度と妊娠予
後（胎嚢の確認胎児心拍の確認初期流産，異常妊娠）について，後方視的に検討した．血清hCGはECLIA法（電気化
学発光免疫測定法，エクルーシス試薬HCG＋βII，　Roche）を使用して測定し，仮想排卵後10日目（L10）および14日目（L

l4）のhCG値を集計した．本研究は当院倫理委員会の承認を得て行った．成績：L10のhCG値は，非妊娠例では090±3．84
mlU／mL，胎嚢確認例では173±10．7mlU／mL，臨床的妊娠では19．4±10．7mlU／mL，初期流産例では16．5±7．79mlU／mLで

あった．hCG3．0未満の165例中，1例で心拍が確認されたが8週で心拍消失，1例は胞状奇胎であった．　L10のhCG値のAUC

は0．975であり，L14のhCG値のAUCO．991と共に予測能は高いと考えられ，さらにLlOとL14のhCGには強い相関を認
めた（R－O．902）．L10のhCGカットオフ値を3．OmlU／mLに設定した場合，胎嚢確認の感度94．4％・特異JS　93．6％・陰性予

測値9＆2％，胎児心拍確認の感度97．7％・特異度89％・陰性予測値99．4％であった．結論：L10でのhCG測定は，　ART治
療による妊娠判定のより早い段階での有用なマーカーとなる可能性が示された，

●
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P－103　不育症女性における子宮動脈血管抵抗と全身の血管硬化度

○松田　美和’2），中塚　幹也1・：3｝，酒本　あい12），田淵　和宏2），清水　恵子1・L’），鎌田　泰彦1），平松　祐司2）

　1）岡山大学病院産科婦人科，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

●

【目的】不育症のスクリーニング検査には血液による免疫学的，生化学的検査が多く，生理学的検査の導入が望まれる．私
達は不育症女性の中に，非妊娠時，妊娠初期に子宮動脈血管抵抗（PI値）高値の一群があること，抗リン脂質抗体陽性女性

では全身的な血管硬化度が上昇していることを報告している．【方法】当科不育症外来を受診した不育症女性70名と健常女
性27名に対して同意のもと子宮動脈の超音波パルスドップラー検査，血圧脈波検査，各種血液検査を施行した．【結果】年

齢，BMI，血圧，脂質，耐糖能などに関して両群間に有意差は見られなかった．黄体期中期の子宮動脈PI値はcontrol群2．24±
O．44（mean±SD．），不育症群2．87±1．13であり，不育症群で有意に高値であった（p＜O．05）．動脈壁の硬さの指標である脈

波伝播速度（PWV値）はcontrol群1，095±141cm／sec，不育症群Ll58±105cm／secであり，不育群で有意に高値であった
（p＜O．Ol）．動脈硬化などの血管障害との関連が知られている抗HSP－70抗体価は，抗リン脂質抗体症候群症例では抗リン脂

質抗体陰性症例やcontrol群に比較して有意に高値であり，抗リン脂質抗体陰性症例はcontrol群と有意差は見られなかっ
た．しかし，子宮動脈PI値は，不育症群のうち抗リン脂質抗体症候群症例では3．08±1．16と高値であったが，抗リン脂質
抗体陰性症例でも2．78±L29と比較的高値であった．また，　PWV値は抗リン脂質抗体症候群症例1，151±128m／sec，抗リン

脂質抗体陰性症例1，154±83cm／secといずれも同様に高値であった．現時点でのスクリーニング検査では原因不明の不育症

症例の中にも血管障害が疑われる症例もあり，その取扱いを考える上で，また，その後の心血管イベントの予防のためにも

不育症における血管障害のさらなる検討が必要である．

P－104　分娩後子宮に存在する老化細胞のクリアランス機構

○江頭　真宏】2），廣田　　泰’3｝，藤田　知子1），原口　広史’），松本玲央奈1），松尾　光徳D，大須賀　穣D，藤井　知行1）

　V東京大学医学部産婦人科，2）東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻，3科学技術振興機構さきがけ

　老化細胞は不可逆的に細胞周期を停止した細胞と定義される．多様な臓器で老化細胞が分泌する液性因子によって組織障
害が引き起こされることや，マウス妊娠子宮には老化細胞が生理的に出現することが報告されており，分娩後の老化細胞除

去が次回妊娠に向けた子宮機能回復に重要であると推測される．しかし，この老化細胞を除去する機構は未だ明らかとなっ
ていない．そこで，マウス妊娠子宮に出現する老化細胞が分娩後に除去される仕組みを明らかにするため，以下の研究を行っ

た．細胞老化マーカーであるSA一β一gal染色により，分娩子宮の胎盤剥離部位（着床痕部）に老化細胞が集積して存在し，

時間経過とともに減少し分娩後1か月で消失することが示された．また細胞老化誘導因子であるp21の分娩後子宮における
局在を検討したところ，老化細胞領域へのp21陽性細胞の集積が認められ，　p21が細胞老化調節に関与している可能性が考

えられた．次に老化細胞除去への白血球の関与を考え，分娩後子宮における白血球の局在を検討した．好中球，T細胞，　NK

細胞は老化細胞領域にほとんど認められなかったが，マクロファージは分娩後4日目以降の老化細胞領域周囲に集積してい

た．さらに，マクロファージが老化細胞除去に関与する可能性を考え，分娩後マウスへのF4／80中和抗体投与によるマクロ
ファージ除去を行ったのち老化細胞領域を評価した結果，マクロファージ除去により着床痕部に存在するSA一β一gal陽性領

域が増大し，老化細胞除去機構へのマクロファージの関与が推測された．以上の結果により，分娩後子宮の正常な機能回復

の過程において老化細胞が除去される生理的な機構が存在することが示され，この仕組みが正常組織の恒常性維持に寄与し
ている可能性が示唆された．ヒト早産子宮における老化細胞の存在が報告されていることから，病的子宮におけるこの老化

細胞除去機構の破綻の関与が推測された．

P－105　抗リン脂質抗体陽性不育症症例に対する免疫抑制，抗凝固併用療法の有効性一既往
　　　　　　流産回数による有効性の検討を中心に一

○吉田　邦彦v，高橋麻紀子］），能仲　太郎u，生野　寿史2），高桑　好一2i

　’噺潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2）総合周産期母子医療センター

【目的】近年，不育症の発症要因として抗リン脂質抗体（APL）の重要性が明らかとなっている．我々はAPLによる各種異
常妊娠の発症機序を考慮し，免疫抑制療法（柴苓湯副腎皮質ステロイドホルモン（PSL），抗凝固療法（低用量アスピリン
（LDA））の併用療法を行い，その有効性を指摘している．今回の検討では，　APL陽性不育症症例（初期流産反復症例）に
ついて，既往流産回数により本療法の有効性に差異があるか否かについて検討した．【対象および方法】対象は当科不育外

来において管理したAPL陽性不育症症例112例であり，2回流産例74例，3回流産例31例，4回以上流産例7例である．
いずれの症例も抗カルジオリピン抗体，抗フォスファチジルセリン抗体，抗カルジオリピンβ2グリコプロテイン1抗体の
いずれかが陽性である．これらの症例に，ICを得た上で，柴苓湯（必要と判断された場合PSLも併用）およびLDAを併用
する治療を行った．【成績】全体の症例112例において妊娠が継続した症例は92例（82．1％）であり，88例が満期分娩，4
例が32週～36週の分娩となったが，いずれも健常児を分娩した．既往流産回数別の妊娠継続率については，2回流産例が74
例中60例（81．1％），3回流産例が31例中27例（87．1％），4回以上流産例が7例中5例（71．4％）であり，各群の妊娠継続

率に有意差は認められなかった．【結論】免疫抑制（柴苓湯，PSL），抗凝固（LDA）併用療法が抗リン脂質抗体陽性不育症

症例に対する有効な治療であることを示すとともに，既往流産回数により有効性に有意差がないことを指摘した．

■
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P－106　続発性無月経を契機に発見された非機能性下垂体腺腫の一例

○満尾　友美，折出　亜希，金崎　春彦，宮崎　康二

　島根大学医学部産婦人科

【緒言】下垂体腺腫の多くはプロラクチンなどのホルモンを分泌する機能性腺腫であるが，非機能性腺腫も25～30％にみら

れる．非機能性腺腫の患者の多くは腫瘤による圧迫により視野狭窄が主訴であることが多い．今回，続発性無月経を契機に

発見された巨大非機能性下垂体腺腫の一例を経験したので報告する．【症例】25歳2経妊1経産婦．既往歴は特記事項な
し．正常経膣分娩にて出産後，1年で断乳した．その後3ヶ月経過するが月経発来なく，挙児希望があるため近医を受診し
た．Kaufumann療法を2周期施行し消退出血を認めたが，　Kaufumann療法中止後は無月経の状態が続くため，出産から1
年7ヶ月後に当科紹介となった．診察所見では子宮は鶏卵大で，付属器腫大は認めなかった．経膣超音波検査では両側卵巣
に前胞状卵胞を認めるが，多嚢胞性卵巣ではなかった．乳頭刺激で乳汁漏出を認めた．消退出血後5日目にホルモン値を測
定したところ，LH　O．5　mlU／ml，　FSH＜1．O　mlU／ml，　E213　pg／ml，　PRL　432　ng／mlで低ゴナドトロピン状態，高PRL血

症を認めた．GnRH負荷試験TRH負荷試験を施行したが，　LH，　FSH，　PRLはそれぞれ正常反応であった．　PRLは異常高
値ではなかったが，ゴナドトロピン値が低値であることから頭部MRI検査を施行したところ，トルコ鞍内から鞍上部に灰
白質と同等な信号強度を有する腫瘤を認め，下垂体腺腫が疑われた．視野検査で両耳側半盲が認められており，脳神経外科
に紹介した．【結語】本症例にみられた高PRL血症は下垂体腺腫の下垂体茎圧迫によるものであると考えられた．軽度の高

PRL血症が認めれる場合経過観察あるいはドパミンアゴニスト療法を行うことが多いが，他の下垂体ホルモンの異常を伴う
場合は非機能性下垂体腺腫を考慮する必要があると考えられた．

●

●

P－107　当院の絨毛検査の現況について

〇八木香菜子，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理，新居　　遙，菅原　由貴，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12月の

期間に絨毛検査を実施した97症例を対象とした．平均年齢は35．6±37歳，既往流産回数は1．1±1．6回であった．97症例中

66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33．0％（32／97），染

色体異常を認めたのは67．0％（65／97）であった．染色体異常の内訳は，常染色体異常が80．0％（52／65），性染色体異常が1＆5％

（12／65），転座1．5％（1／65）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43．5％，染

色体異常は56．5％であり，IUFDの場合では正常は297％，染色体異常は70、3％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32．4％，染色体異常67．6％であった．36－39

歳では正常は31．0％，染色体異常は69．0％であった．40歳以上では正常は16．7％，染色体異常は83．3％であった、30－35歳，

36－39歳での染色体異常の割合は29歳以下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
23．7％，染色体異常は76．3％であったが，過去に流産既往のある場合では正常は39．0％，染色体異常は61．0％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，染色体以外の流産理由の精査が必要であることが示唆された．

●

●

P－108　当院におけるプロテインS低下症例に関する検討

○篠崎奈々絵，出口　雅士，前澤　陽子，森田　宏紀，山田　秀人

　神戸大学

　代表的な先天性血栓素因の一つにプロテインS（以下PS）低下症がある．臨床症状として，静脈血栓塞栓症があるが，そ

のほかにも産科合併症として，重症妊娠高血圧症候群，胎児死亡，流産，子宮内発育遅延，常位胎盤早期剥離などとの関連

も指摘されている．しかし，PSの血中抗原量や活性は遺伝因子や環境因子で変動するため，明確な予後の把握は困難なの

が現状である．2009年10月～2013年3月の3年5ヶ月間に当院産婦人科でPS採血を行った症例のうち，静脈血栓症発症
（既往含む）19例，不育症症例190例，周産期合併症例（重症妊娠高血圧症，胎児死亡，子宮内発育遅延，常位胎盤早期剥

離（重複を含む））100例の，計309例を対象に検討を行った．このうち，PSの低下がみられたのは静脈血栓症発症例が17
例，不育症症例が27例，周産期合併症例が80例であり（重複含む），PS低下症例全体に占める割合はそれぞれ5．5％，8．7％，

25．8％であった．それぞれのグループでの，遊離型PS抗原量，総PS抗原量，　PS活性値の傾向，予後，妊娠帰結，その他
関連因子などを検討した．また当院では，PS低ド症例での遺伝因子の検索に向け，2010年10月から遺伝子検査を開始した．

2013年3月までの2年5ヶ月間で当院倫理委員会の承認と患者の同意を得て16例の遺伝子検査が行われ，変異のあった症
例は4例であった．遺伝子検査施行例における背景として，同じく静脈血栓症発症，不育症，周産期合併症例があり，臨床
像とあわせて報告する．

■

●

●
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P－109　選択的卵管造影検査の不妊検査・治療の有効性について

○菅原　由貴，清須知栄子，今井　智子，伊藤　真理，新居　　遙，八木香菜子，徐　　東舜

　徐クリニックARTセンター

■

●

【目的】選択的卵管造影検査（以下SSG）は，卵管だけに圧力をかけるため，子宮腔内に圧力がかかる子宮卵管造影検査（以

下HSG）や卵管通水検査に比べ痛みが軽いうえに，卵管の疎通を改善する効果が考えられる，そこで今回我々は，事前にHSG

や卵管通水検査を行い，その後当院に転院しSSGを行った症例に対してHSGや卵管通水検査，　SSGの痛みの程度がどの程
度か，またSSG実施が直後のタイミング療法に効果があるかを検討した．【対象】SSGとHSG，卵管通水検査の痛みの比較
については，他院でHSGや卵管通水検査をおこなった経験をもつ23症例を対象とした．　SSGの妊娠に関する効果について
は，2012年1月から2013年3月に初診で来院された患者のうち検査にて不妊原因が不明であった84症例を対象とした．【方

法】検査中と検査後30分後の痛みはVASスケールを使用し，痛みがなかった場合は0，最も強い痛みの場合を10として
痛みの程度を選択してもらった．SSGの効果については，初診来院直後SSGを実施せずにタイミング治療を行った群とSSG
実施周期にタイミング療法を行った群で妊娠率を比較した．【結果】SSG　vs．　HSGの痛みの強さは，検査中で2．5　vs．5．4（P＜

0．01），検査30分後で2．9　vs．5．0（P＜O．Ol）であった．どちらもHSGの方が有意に痛みは強かった．　SSG　vs．卵管通水検査

の痛みの強さは，検査中で2．9vs．6．4（P＜O．Ol），検査30分後で2．1　vs．5．4（P＜0．01）であり，こちらも卵管通水検査の方

が有意に痛みは強かった．SSG実施の効果については，　SSGを実施せずに治療を行った群とSSG実施周期に治療を行った
群の妊娠率は1＆8％vs．22．1％とSSG実施群の妊娠率が有意な差はないが高い傾向を示した．【結論】L選択的卵管造影検

査は，子宮卵管造影検査や卵管通水検査に比べ有意に痛みがない．2、選択的卵管造影検査直後のタイミング妊娠も期待で
きる．以上より，選択的卵管造影検査は不妊検査・治療に有効であると考える．

P－110　Multiple　displacement　amplification（MDA）を用いたミトコンドリア病に対する
　　　　　　新たな汎用性着床前遺伝子診断法の確立

○水口　雄貴，末岡　　浩，佐藤　　卓，泉　　陽子，高橋　香織，櫻井　友義，村越　行高，佐藤　健二，中林　　章，

　吉村　泰典

　慶臆義塾大学医学部産婦人科学教室
■

●

【目的】ミトコンドリア病はミトコンドリアDNA（mtDNA）変異の正常型と変異型が共存（ヘテロプラスミー）して遺伝し，疾患特有の

閾値を超えると発症する．我々は既に蛍光プローブを用いた定量multiplex　PCRに基づく比較定量分析による着床前遺伝子診断（PGD）法

を開発し，倫理承認を得て実施に至っている．しかし，変異比率を測定する為に予め検量線の作成等が必要であり，操作が煩雑であった．

新たにMDA（multiple　displacement　amplification）による全ゲノム増幅法とRFLP法を用いて，幅広いミトコンドリア病に適応できる汎

用性診断技術の確立を目的とした．【方法】倫理承認を経て，同意を得た，45％，38％の変異率を示すmtDNAの8993T＞G変異型Leigh

脳症保因者のリンパ球単一細胞をMDAで遺伝子増幅後，　PCR増幅を行い169bpの増幅産物を得た．　PCR産物が制限酵素により，正常コ

ントロール由来では2断片（163，6bp），保因者由来では3断片（93，70，6bp）に分離切断した．電気泳動を行って観察された各バンドのピク

セル値をパブリックドメインの画像解析ソフトウェアを用いて解析し，ヘテロプラスミー比率＝93bpのピーク値／（93bpのピーク値＋163bp

のピーク値）として算出した．【成績】従来法では変異DNAの測定値は一5％～＋6％の誤差範囲内に集約していた．今回38％保因者リン

パ球単一細胞は実際よりも低いヘテロプラスミー比率（17－27％）を示したが，正常コントロールで変異なし（0％），45％保因者由来にお

いてはヘテロプラスミー比率45％と実測値が反映され，従来法と同等の診断効率を示し，更に低コストの利点も得られた．【結論】全ゲノ

ム増幅法とRFLP併せた新たな診断法の開発により，　mtDNAのヘテロプラスミー比率の定量解析を可能にした．個々の変異遺伝子型によ

らず，多様なミトコンドリア病に対応する事が可能な汎用性のある新たなPGDとして極めて有意義と考えられた．

P－111 日本人のための新しいY染色体微小欠失検出キットの開発と解説

○飯島　将司D，前田　雄司D，高　　栄哲1），並木　幹夫1），吉田　　淳21，京野　廣一）

　’金沢大学大学院医学研究科泌尿器科学，2）木場公園クリニック，3京野アートクリニック

●

●

　2004年European　Molecular　Genetics　Quality　Net　Work（EMQN）ガイドラインにて，　AZF微小欠失の検出のために6

つのsequence　tag　site（STS）マーカーを推奨されているが日本人においてはこれらの推奨マーカーのみでは不十分である

と考えられる．そこで我々は以下のコンセプトで検査キットを開発した．1）日本人の多型を考慮して客観的かつ正確な結
果が得られる，2）迅速に多検体を検出でき低価格である，3）Y染色体の特徴であるパリンドローム構造を考慮した欠失パ
ターン分類が可能である．〈方法〉パリンドローム構造を考慮して，また1tube　multiplex　PCRにするためMSY　Breakpoint

Mapperから可能な限りsingle　copyのSTSマーカーを選択し，最終的に21個のマーカーを採用した．検出はLumlnex　X
MAP　technologyを用いたsuspension　arrayによって行った．なおvalidationはEMQNの外部コントロールDNAによっ
て行っている．以上の方法で不妊外来を訪れた2015人の男性を検査した．＜結果＞AZF欠失分類を1．　AZFa，2．　AZFb
（P5／proximal　P1），3．　AZFb部分，4．　AZFb＋c（P5／distal　P1），5．　AZFb＋c（b1／b4），6．　AZFc（b2／b4），7，　AZFc

部分（b1／b3），8．　AZFc部分欠失（b2／b3）の8種類に分類した．（括弧内はパリンドローム構造による欠失分類）．各欠失

例は1；7例，2；1例，3；3例，4；12例，5；6例，6；63例，7；18例，8；32例，AZFc部分欠失（gr／gr）；690例，染色体

異常；26例，非典型欠失；8例，多型：14例，欠失なし；1134例，計2014例で正診率は9＆5％であった．〈結語〉良好な
結果を得ることができた、結果は従来の分類による報告とパリンドローム構造を考慮した新しい分類による報告を併記する
予定である．詳細な分類を報告することで今後の検討の一助になることが期待される．本研究は当施設倫理委員会の承認を
受け，患者には紙面で同意を得ている．

●
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P－112 卵巣内に子宮内膜症様組織と境界悪性腫瘍の発生を認めたRokitansky－Kuster－
Hauser　syndromeの1例

○野間　　桃，藤田　　裕，田畑　知沙，渡邊　倫子，保母るつ子，黒澤　貴f，仲田　正之，藤原　敏博，堤
　山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

治

【はじめに】Rokitansky－Kuster－Hauser　syndrome（RKH）は核型が46XXで表現型も女性でありながら，先天的に膣及
び子宮欠損し，原発性無月経を認める性分化異常疾患である．今回我々はRKHの卵巣内に子宮内膜様組織含む腫瘍の発生
を認め，さらに境界悪性腫瘍を併発した症例を経験した．子宮内膜症発症説の迷入説の裏づけとなり，子宮を欠くRKH性
腺内での腫瘍性変化がみられた貴重な症例である．【症例】RKHの診断にて19歳でS状結腸造膣術施行．38歳腹部膨満感
を主訴に当院初診，左卵巣に10cmの嚢胞を認め，腹腔鏡下に卵巣嚢腫摘出した．病理診断は粘液性腺腫であった．2年後
（40歳），再び腹部膨満出現し来院．両側卵巣腫大，左にはチョコレート嚢胞様の部分を認めた．右付属器切除（腫瘍径20cm）

と左は機能温存目的に卵巣腫瘍（8cm）摘出術施行．病理組織診断にて右卵巣腫瘍は境界悪性粘液嚢胞性腫瘍，左卵巣腫瘍
内には子宮内膜症様組織を認めた為，術後左付属器切除施行．【考察】機能性子宮欠損にて月経のない本症例の性腺内に内

膜症を認めたことから異所性内膜の発生に子宮内膜の逆流説や化生説は否定され，胎児期の内膜組織の迷入が示唆された．

また本症例にはRKHには極めて稀な境界悪性腫瘍を認めた事から，卵巣の悪性化に子宮内膜症が関与する可能性も挙げら
れた．【結語】RKHの子宮内膜症合併と性腺の悪性化は極めて稀である．機能的子宮を欠く本症例の正常機能性腺内の内膜

症様組織の存在は子宮内膜症の発生説の一つ，迷入説を理解，考察する上で非常に重要である．また性腺については，悪性
化を視野におき発症因子評価と予防的定期経過観察が必要と考える．

●

●

P－113　子宮内膜症性嚢胞を有し，採卵後に骨盤腹膜炎を呈した3症例についての検討

○齊藤　　真1・z），村瀬真理子2’，新井　夕果2），古野　敦子3’，香川　愛子2［，北川　雅一3），片山　佳代3），大島　　綾4），

　浜之ヒはるか4），吉田　　浩3），湯村　　寧2），榊原　秀也’t），野口　和美L），平原　史樹｝

　u国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院産婦人科，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婦人科，4〕横浜市立大学附属病院

●

【緒言】超音波下の経膣的卵胞穿刺は安全で効果的な技術である一方で，採卵後に骨盤腹膜炎（PID）を発症することもあり，その確率は0．2－

O．5％とも報告されている．今回，子宮内膜症性嚢胞を有し，採卵後にPIDを発症した3症例を経験したので報告する．【症例】症例1：37

歳2経妊0経産t8x12cm大の右内膜症性嚢胞を合併．他院で採卵，　IVF－ETを施行．採卵22日後に発熱，腹痛を認めCTRX，　LVFXを

使用も症状の残存があり，治療，手術目的に当院紹介受診となった．来院時，ダグラス窩と強度に癒着した嚢胞を認め，腹腔鏡下右卵巣嚢

腫核出術を施行．完全に膿瘍化した内膜症性嚢胞を摘出した．術後は感染徴候を認めず5日目に退院した．症例2：29歳0経妊0経産．6cm，

8cm大の両側内膜症性嚢胞を合併．他院で採卵，　IVF－ETを施行し妊娠採卵34日後に発熱下腹部痛，嘔吐が出現，一時軽快するも症

状再燃し当院受診となった．腹膜炎の疑いでCTRXを施行も症状改善なく，汎発性腹膜炎と診断し開腹術を施行した，腹腔内には左卵巣を

focusとする膿汁を多量に認めた．術中，卵巣嚢腫核出術，また嚢腫と強固に癒着した虫垂も切除した，術後，感染徴候は軽快，妊娠経過

にも異常ないため15日目に退院となった．症例3：30歳0経妊0経産、6cm，4cm大の両側内膜症性嚢胞合併．他院での採卵時に内膜症性

嚢胞も穿刺．採卵から8日後発熱下腹部痛，嘔吐を認め救急搬送された，左卵巣膿瘍の診断でCTRXを開始するも翌日に症状が増悪し，

開腹術を施行した．左卵巣膿瘍，右内膜症性嚢胞の他に回盲部に腫瘍形成を疑わせる硬性変化を認めたため回盲部も切除した．術後症状，

炎症反応は低下し14日目に退院した．【考察】今回我々は採卵後からPIDの症状発症までに8～34日後と幅広い日数を要した3症例を経験

した．内膜症性嚢胞合併の採卵では，穿刺に伴う流出した古い血液が培地となり膿瘍を形成するため，十分な注意が必要である．

●

P－114　当院における卵巣チョコレート嚢胞合併不妊症手術症例に対するART成績の検討

○北川　雅一），山本みずき1），千木野みわ1），新井　夕果D，石寺　由美］），古野　敦子1），香川　愛子1），片山　佳代D，

　大島　　綾D，村瀬真理子］），湯村　　寧D，吉田　　浩1），榊原　秀也L’）．野口　和美D，平原　史樹2）

　1横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科／生殖医療センター，2横浜市立大学医学部産婦人科

【目的】卵巣チョコレート嚢胞に対して嚢胞摘出術を行った後，妊孕性にどう影響するかどうかに関しては様々な報告があり，見解

は一致していない．術後に卵巣予備能が低下したとされる報告もあれば，妊娠率に有意差を認めないとする報告もある．今回我々

は，当院においてチョコレート嚢胞合併不妊症に対して腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術を施行した症例におけるARTを検討した．【方法】

H19年1月からH23年12月までに，当施設で卵巣チョコレート嚢胞に対して腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術もしくは腹腔鏡補助下卵巣腫

瘍摘出術を施行した症例133例から，術後にARTまで施行した不妊症例を抽出して後方視的に検討した．【成績】手術症例のうち

不妊症例は44症例であり，さらにそのうち当院でARTまで施行した症例は10症例（22．7％）であった．その背景を以下に示す．
手術時年齢32．4±3．4歳，術前の不妊期間31．6±14．1カ月，チョコレート嚢胞長径5．7±1．6cm，　CAI25値1009±137．9　IU／ml，　rASRM

スコア37．4±17．1点であった．ARTの詳細については，全例で調節卵巣刺激を行っており，総採卵回数は21回，採卵1回あたりの

採卵個数は4．1±4．0個であった．総移植回数は20回，うち新鮮胚移植回数は13回であった．新鮮胚移植ができない機会は8回見ら

れたが，その内訳は，採卵できなかったのが4回，受精障害が2回，受精卵分割停止が1回，卵巣過剰刺激症候群悪化予防のため

に全胚凍結としたのが1回であった．また，妊娠した症例は5例（50％）であった．妊娠予後については，里帰りされたために不

明な1例を除くと，残り4例全て満期産で健児が得られた．【結論】チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術は，術後に

体外受精までステップアップを要する可能性が低くないものの，結果として高い妊娠率を期待できることが確認できた．今後，更

なる症例の蓄積を要する．なお，倫理上の配慮は申し込みヒの注意に従って行い，インフォームド・コンセントを得た．

●

●
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P－115　子宮内膜症性不妊に対するUltra－long法の受精卵の形態への有効性

○佐藤　　亘D，富樫嘉津恵D，白澤　弘光1〕，金森　恭子t），熊澤由紀代ll，熊谷　　仁1）s児玉　英也2），寺田　幸弘1）

　1）秋田大学大学院医学系研究科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

●

●

【緒言】子宮内膜症性不妊ではIVFを用いても良好卵が採取できないことがあり，その原因として腹腔内の子宮内膜症病変

から産生されるサイトカインやプロスタグランディンの関与が考えられている．今回われわれは，複数回の採卵で良好胚を
得られなかった難治性の子宮内膜症あるいは子宮腺筋症による不妊症例に対し，インフォームドコンセントを得た上で，

GnRHa　4－6クール投与に引き続いて排卵刺激を行う排卵誘発法（Ultra－long法）を用いて，　IVFを施行した．これら症例
における受精卵の質の評価として形態に注目し，その有効性を検討した．【方法】平成23年1月より平成24年12月まで当

科で難治性子宮内膜症性不妊に対してUltra－long法により排卵誘発を行った10症例15治療周期を対象とした．患者背景，
有効採卵率，良好胚の有無，妊娠率に関して，Ultra－long法導入前の採卵結果と比較するとともに，後方視的に検討した．
【結果】採卵時平均年齢は372歳，平均不妊期間は6．7年，平均採卵回数は5．5回であった．14／15周期で採卵可能で平均採

卵数は2．7個，受精率は62．5％だった．移植または凍結できた有効採卵率は60％（9／15）であった．有効採卵であった9周

期では全ての症例で1個以上の良好卵（4細胞期のG2以上，胚盤胞期のBB以上）を得られた．妊娠率は新鮮胚移植2／8例，
解凍胚移植1／4例だった．【結論】今回，難治性の子宮内膜症性不妊に対してUltra－long法による採卵を試みたところ60％

で有効採卵ができ，その全ての周期で良好卵が得られた．加えて，3／10症例で妊娠例，2／3例の出産例を得たことから，難

治性の子宮内膜症性不妊に対する治療法としての有効性が示唆された．

P－116　子宮内膜症性嚢胞および子宮内膜症性嚢胞核出術が体外受精に与える影響

○見玉　尚志，原　　鐵晃，三浦　貴弘，西村加奈子，渡邉　陽子，宗籐　朋美，佐藤　景子
　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核出術が体外受精のパラメーターに与える影響を検討する目的で，子宮内膜症性嚢胞合

併例と腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術施行例における体外受精の成績を比較検討した．【方法】H20年11月からH25年2
月までに当科にて体外受精行った症例のうち，採卵後に嚢胞核出術を行った症例（A群）11例，採卵前に手術を行った症例

（B群）16例を対象とした．体外受精はロング／アンタゴニスト法にて行い，卵巣刺激期間，総FSH量，トリガー時のE2
値，採卵卵子数受精卵数分割胚数Gardner分類グレード3以上の胚盤胞数（5日目），3BB以上の良好胚数（5日目）
について2群間で比較検討した，また，片側嚢胞例においては，A群では嚢胞側と正常側，　B群では手術側と正常側間での
採卵卵子数に関して比較検討を行った．統計はMann－Whitney　U検定で行った．【成績】1）A群およびB群での年齢，　BMI，

腫瘍最大径，ASRMスコア，嚢胞の両側性には2群間で有意差は認めなかった．2）卵巣刺激期間（平均）（106，10．4日），

総FSH量（1713．6，1715．6単位），トリガー時のE2値（1984．4，1795．8pg／ml）には2群間で有意差は認めなかった．3）採
卵卵子数（7．O，9．3個），受精卵数（5．6，6．8個），分割胚数（4．7，6．5個），グレード3以上の胚盤胞数（2．3，3D個），3BB

以上の良好胚数（2．1，2．8個）は，2群間で有意差は認めなかった．4）嚢胞片側例での採卵卵子数の検討では，A群ではi嚢
胞側と正常側（2．0，6．5個），B群では手術側と正常側（2．0，7．4個）と，嚢胞側及び手術側で有意（p＜0．01）に低下してい

た．【結論】子宮内膜症性嚢胞側卵巣からの採卵卵子数はすでに低下しており，その卵巣予備能は手術前からすでに低下し

ていることが示唆された．嚢胞核出術後の，卵巣刺激に対する反応性や胚質には明らかな変化は認められず，嚢胞核出術の
体外受精に対する影響は大きくないこと示唆された．

P－117 NFKB経路を介したパルテノライドの子宮内膜症細胞における抗炎症および増殖抑
制作用

○高井　絵理，谷口　文紀，上垣　　崇，出浦伊万里，岩部　富夫，原田　　省
　鳥取大学医学部産科婦人科

●

●

【目的】パルテノライドは，薬用ハーブのナツシロギクから抽出される成分で，抗炎症および抗腫瘍効果を有することで知られている．

パルテノライドの子宮内膜症間質細胞（ESC）における抗炎症および増殖抑制作用を検討し，さらにマウス子宮内膜症モデルを用い

て，子宮内膜症病巣形成に及ぼす影響について検討した．【方法】手術時に採取した卵巣チョコレート嚢胞壁から，ESCを分離培養

した．パルテノライドで前処理したESCに，　TNFαを添加し培養した．　TNFα添加後のIL－8遺伝子発現量をrea1－time　RT－PCRで，

蛋白発現量をELISAで，細胞増殖への影響はBrdU－ELISAで検討した．　IKBのリン酸化蛋白発現をWestern　blot法で測定し，　NFKB

の活性化を評価した．NFid3を構成するp65の核内移行をELISAで測定した．同種マウスの子宮組織を移植してマウス子宮内膜症
モデルを作製し，パルテノライド投与後の内膜症病巣について検討した．マウスあたりの病巣の個数・総重量を評価し，総面積を計

測した．炎症マーカーとして病巣組織におけるVEGF，　IL－6，　LIFおよびMCP－1の遺伝子発現をreal－time　RT－PCRでみた．　Ki67

免疫組織染色法により，細胞増殖能を評価した．【成績】パルテノライドの前処理は，TNFα添加で誘導されたIL－8遺伝子ならびに

蛋白発現を有意に減少させ，ESCにおけるBrdU取り込み量は抑制された．また，　TN　Fα添加により増強したリン酸化IKB蛋白発現

を抑制し，核内p65濃度を低下させた．パルテノライドの投与により，病巣の総重量は対照の約40％に低下し，病巣面積も約50％

に減少した．病巣の個数は平均5．6個から3．8個に減少した．炎症性サイトカイン遺伝子発現量は低下し，病巣組織におけるKi67陽

性細胞比率は約50％低下した．【結論】ESCにおいて，パルテノライドはNFiCl3阻害作用による抗炎症および増殖抑制効果を示し，

マウスモデルにおいても病巣縮小効果を示したことから，新しい子宮内膜症治療薬となる可能性が示唆された．

●
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●

P－118　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，山ド　能毅，小野　賀大，山本　　輝，中村　容子，吉田　陽子，鎌田　美佳，林　　篤史，青木　正美，

　大道　正英

　大阪医科大学産婦人科

目的：GDF9（growth　differentiation　factor　9）はヒトにおいて願粒膜細胞，卵胞液中に発現し，黄体化抑制作用の報告が

あり卵の発育，成熟を調節している．近年子宮内膜症ではDNAメチル化の異常がその発症に関与し，転写酵素DNA　Meth－
yltransferase，　DNMTs（DNMT　1，3a，3b）の過剰発現の報告がある．そこで今回我々は子宮内膜症性不妊症例における

穎粒膜細胞，卵胞液中GDF9発現について検討し，その異常の原因追求の目的でDNMTsとの関連性を検討した．対象と方
法：Hl6年よりH23年に当院で採卵した24症例を対象としインフォームドコンセントを得て，採卵時に得た頼粒膜細胞に
おけるGDF9，　LHR，　DNMTs　mRNA発現をOne　Step　real　time　PCRで△△CT法を用いて定量し，また卵胞液中GDF9の
発現をWestern　blotting法にて子宮内膜症群（子宮内膜症性不妊症nニ13）をコントロール群（男性不妊症，　n＝11）と比

較検討した．結果：子宮内膜症群で有意に年齢が高かったがGDF9mRNAと年齢には有意な相関はなかった．頼粒膜細胞で
は子宮内膜症群でのGDF9mRNA発現は有意に低値（p＜O．05）であった．コントロール群でのGDFgmRNA発現は血清P
値と正の相関を認めたのに対し子宮内膜症群では相関傾向を認めなかった．卵胞液中GDF9発現は両群間に有意な差はな
かった．両群間でのDNMTs　mRNA発現に差はなかった．結論：子宮内膜症では穎粒膜細胞でのGDFgmRNA発現の低下
により卵発育が障害され，また，早期黄体化抑制作用の障害が不妊原因の一端となっている可能性が示唆されたが，エピジェ

ネティック修飾の関与は不明であった．

⑨

●

P－119　がん治療医および生殖医療医へのアンケート調査からみた若年がん患者の妊孕性温
　　　　　　存に対する対応と課題

○牧野　　弘，古井　辰郎，森　美奈子，竹中　基記，水野　智子，山本　晃央，森重健一郎

　岐阜大学医学部附属病院

　近年がん生殖医療の必要性が認識されるようになってきているが，がん治療医と生殖医療専門医との連携不足をはじめ
様々な問題点も存在する．【目的】今回，がん生殖医療の実践における問題点をアンケートにより抽出を試みた．【方法】岐

阜県内がん診療を行っている施設の乳腺外科，血液内科，泌尿器科，小児科，整形外科の57診療科，および愛知県，岐阜
県，三重県の日本産科婦人科学会ART登録56施設ヘアンケートを行った．【成績】がん診療施設に実施したアンケートで
は，57診療科中29診療科（50．1％）から回答を得，2011年の40歳未満のがん患者は87例，うち60例は長期予後良好で妊
孕性低下の可能性の高い治療は30例に行われた．治療に伴う妊孕性低下の可能性は，90％でなされていたものの，配偶子，

胚，卵巣組織凍結保存に関しては十分な説明がなされていない現状が明らかになった．ART施設へのアンケートでは56件
中29件（51．8％）から回答が得られ，25件（44．6％）ががん患者に対する何らかの妊孕性温存処置の対応可能であった．一

方，がん患者に対する妊孕性温存処置が不可能と回答した理由としては配偶子等の保管期間が長期に及ぶ事を理由に挙げた
施設が最も多かった．【結論】がん治療医が治療による妊孕性低下に関して，生殖専門医や施設との連携や環境の不備によ

り十分なカウンセリングや各種選択肢の提供を躊躇している可能性も示唆された．また，ART実施施設でも多くの医師が
がん生殖医療の重要性を認識しつつも長期保存，技術，倫理など多くの解決すべき問題が再認識された．

●

●

P－120　アロマターゼ阻害剤を併用して調節卵巣刺激を施行した乳癌の1症例

○平良　理恵，安里こずえ，平敷　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一

　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

【緒言】乳癌は女性の癌罹患率で最も多く，生殖年齢で挙児希望の強い女性に対しては，術後化学療法や放射線療法前に体

外受精・胚凍結を行うことも考慮される．調節卵巣刺激による高エストロゲン状態は乳癌の再発・増悪の可能性が示唆され

ているため，可能な限り血清E2値を上昇させない調節卵巣刺激として，アロマターゼ阻害剤（レトロゾール）とゴナドト
ロピンを併用する方法が報告されている．【症例】症例は31歳，1経妊0経産，5年の不妊期間を認めた（FSH基礎値3．6mlU

／ml）．左乳癌に対し左乳房部分切除術＋センチネルリンパ節生検を施行し，乳癌IA期（ER陽性，　PR陽性，　HER2陰性）

の診断となった．術後に内分泌療法（タモキシフェン＋LH－RHアナログ5年間）＋残乳房放射線療法の予定だったが，術
後療法前の体外受精・胚凍結の希望があり，当院紹介となった．外科主治医との協議により術後療法開始前3ヵ月の期間限

定で体外受精・胚凍結の実施は可能と判断した．またレトロゾールの調節卵巣刺激での使用は保険適応外であるため，本学

倫理委員会の承諾を得た．患者からもインフォームドコンセントを得た．月経2日目よりレトロゾール5mg／目の内服を開

始し，4日目よりゴナドトロピン注射（4－5日目hMG300単位，6日目以降hMG225単位）を併用した．卵胞平均径14mm
以上でGnRHアンタゴニストを併用した．10日目に採卵決定し，　hCG投与を行った．採卵決定時，血清E2値は236pg／ml
に留まっていた．採卵数は7個，精子回収は問題なかったため媒精を施行したが，受精卵は2個であった．採卵後3日目の

初期分割胚2個（Veeck分類：Grade3，　Grade4）を凍結した．血清E2値は，採卵後3日目には41pg／mlまで低ドし，レ
トロゾール内服を終了した．【考察】本症例では，血清E2値を比較的低値に保つことができた，乳癌患者に体外受精を行う

場合，調節卵巣刺激として，高エストロゲン状態を避けるため，アロマターゼ阻害剤の使用が有効と思われた．

●

●

喝
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P－121　酢酸メドロキシプロゲステロン療法後に不妊治療を行った症例の臨床的検討

○岡村　佳則，齋藤　文誉，本田　律生，伊藤　史子，本田　智子，田代　浩徳，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】若年者の初期類内膜腺癌（EEC）や子宮内膜異型増殖症（CAH）では，背景に排卵障害を伴う症例が多い．妊孕性
の温存を目的として酢酸メドロキシプロゲステロン（MPA）療法を行うが，その後挙児希望女性ではその内分泌学的背景
を考慮した治療が必要である．当施設では，1994年からEECやCAHの症例に対して内分泌療法を導入し，妊孕性の温存
を図ってきた．今回，当施設でEECやCAHに対するMPA療法後の挙児希望症例を対象として，その不妊因子や治療内容
について後方視的に検討した，【方法】1994から2012年までに，当施設で内分泌療法を行った23症例の中で挙児希望女性
11症例について，臨床的背景，不妊因子や不妊治療の内容について検討を加えた．【成績】MPA療法を施行し，病変の消
失が確認され妊娠が許可されたのは15例であった．この中で未婚症例を除いた11例に対して不妊治療が行われた結果，妊

娠が成立したものは6例，妊娠に至らなかったのは5例であった．妊娠に至った6例の不妊因子として，4例に高プロラク
チン（PRL）血症2例にインスリン抵抗性を伴う排卵障害が認められた．高PRL血症の症例では，1例にバーディ手術後
にプロモクリプチン投与を，2例にカベルゴリン投与を行い妊娠が成立した．一一方妊娠が成立しなかった5例では，3例に1

年以内の再燃がみられ，複数回のMPA療法が行われ，不妊治療の中断を余儀なくされていた．他の2例はインスリン抵抗
性による排卵因子に加えて男性因子が重複した症例や薄い子宮内膜による着床障害例であった．【結論】MPA療法後の妊娠

症例では，インスリン抵抗性を示す症例に対するクロミフェンや高PRL血症に対する薬物療法が有用であった．一方妊娠
が成立しなかった症例では，比較的早期の再燃がみられた．これらのことから，EECやCAHの原因となった排卵障害を是
正し，再燃がみられる前に妊娠成立をめざすことが重要であると考えられた．

P－122　不妊治療中に診断したparasitic　myomaの1例

○神山　　茂，寺田　陽子，徳永　義光，佐久本哲郎

　ALBA　OKINAWA　CLINIC

【はじめに】不妊治療中の超音波（USG）卵胞モニタリングや採卵手術において，ダグラス窩にある子宮筋腫により，支障

をきたすことがある．一方，腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）の増加により，　LM後のparasitic　myomaの報告が増加して
いる．今回我々は，不妊症治療中に増大を認め，腹腔鏡下に診断摘出したparasitic　myomaを経験したので報告する．【症

例】平成19年の当院初診時は34歳1GOPで，平成13年にLM既往があった．　USGで，子宮後壁に4cmの漿膜下筋腫所
見とそれ以外に約3cmの筋腫所見を3個認め，多発性漿膜下筋腫合併不妊症として不妊治療を行った．平成22年からIVF
を開始し，平成24年11月から筋腫の急激な増大により採卵困難となり，手術適応とした．術前MRIでは，子宮との連続
性が確認困難な8－9cmの漿膜化筋腫3個，3－4cmの筋層内筋腫4個認め，　LM既往があることより，　parasitic　myomaを強

く疑った．術中所見では，筋層内筋腫以外に，ダグラス窩にparasitic　myomaを2個認め，1個は直腸と強固に癒着してい
て，そこから太めの栄養血管があり，また後腹膜腔へも陥入していた．筋層内筋腫を核出して視野を確保し，parasitic　myoma

を摘出した．直腸漿膜は欠損し，筋層が露出したが，直腸への穿孔はなかった．parasitic　myoma2個と筋層内筋腫4個を摘

出し，電動モルセレーターで細切して体外に回収した．摘出物の病理検査では，硝子化や血管増生を伴ったleiomyomaで，
悪性所見はなかった．LM後は，　USGでの両側卵巣の同定は容易となった．【まとめ】子宮との連続性確認が困難な漿膜下

筋腫所見の症例で，LM既往がある場合，　parasitic　myomaを念頭におく必要を再認識した．

P－123　異所性妊娠に対するMethotrexate（MTX）療法後の卵管水腫の一例

○服部　幸雄，佐藤　　剛，出原　麻里，杉浦　真弓

　名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学

【緒言】早期診断された異所性妊娠に対するMethotrexate（MTX）療法は，手術療法と同等の次回妊娠成績が得られると

報告されている．一方でMTX投与にてhCGが陰性化した症例での，治療終了後の痔痛の評価やその後の再手術の必要性
についての報告は少ない．MTX投与後にhCGが陰性化したにも関わらず，持続する腹部痛と卵管水腫をきたし腹腔鏡下卵
管切除を必要とした一例を経験したので報告する．【症例】患者は30歳で既往妊娠歴および手術歴はなく，自然妊娠による

右卵管妊娠に対して他院でMTX療法施行されhCG陰性化を認め，その後持続する下腹部痛があるも超音波検査では異常
指摘されず経過観察となっていた．挙児希望にて近医受診され子宮卵管造影検査および検査後の超音波検査にて右卵管腫大

および左卵管閉鎖を指摘され，さらに子宮卵管造影検査後に腹部痛が増強し骨盤腹膜炎を疑われ当科紹介受診となる．血液
検査上は炎症反応の上昇は認めずクラミジア抗原は陰性であり保存的管理となる．卵管の再評価を提示するも希望されず，

当科での体外受精胚移植治療（IVF－ET）を希望される．　Long法で刺激して採卵を行い新鮮胚移植施行するも妊娠成立せず，

融解胚移植周期に超音波検査にて卵管水腫を認め，移植後に腹部痛増強を認めた妊娠不成立であったことから腹腔鏡下卵管
切除の方針とした．腹腔鏡下での観察では右卵管の腫大があったが卵管通過性は左右ともに認め，右卵管切除術を施行した．

その後の融解胚移植で妊娠成立し妊娠継続中である．【考察】卵管妊娠に対するMTX療法後に発生した卵管水腫の一例を
経験した．ART施行症例において卵管水腫と診断された場合は切除により妊娠率が向上すると報告されているが，　MTX療

法後の卵管水腫に対しても卵管切除術がART治療に有用であった．
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●

P－124　腹腔鏡下子宮筋腫核出後妊娠101例の妊娠経過についての検討

○和田真一郎，福士　義将

　手稲渓仁会病院産婦人科

【目的】腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）後の妊娠は，子宮破裂や癒着胎盤のリスクはあるが，早産や分娩後の大量出血等の

リスクを改善する可能性があり，当院で経験した症例で解析した．【方法】当院で2002年9月から2013年3月までにLM
を施行した1902例のうち，その後当院分娩に至った101症例において，分娩週数，切迫流早産の頻度，妊娠分娩の経過異
常，分娩時出血量を後方視的に検討した．【成績】LMを施行した症例は95例，平均年齢33．6歳で，内膜破綻例は21．9％で

あった．その後23．8％が不妊治療で，109％がARTにより妊娠した．6名が2回妊娠し，妊娠数は101例で，19例（18．6％）
が子宮筋腫合併，2例（1．9％）で切迫流産，3例（2．9％）で切迫早産の管理入院を要し，子宮破裂は1例（1．0％）で，子宮

筋腫変性痛や癒着胎盤は発生しなかった．早産は8例（7．8％），35週未満では3例（3％）でその内訳は前期破水1例，子
宮破裂1例，重症PIHl例であった．分娩方法は95例（94．1％）が帝王切開で，分娩時出血量に関して，経膣分娩で800ml
以上，帝王切開で1500ml以上の出血は3例（2．9％）で認められた．【結論】LMにより帝王切開の比率は高まり，子宮破裂
には十分な注意を要するが，早産や分娩時の大量出血の予防には貢献していると考えられたT

●

●

P－125　当院で施行した子宮鏡下手術後の妊娠予後の検討

○吉田　宏之11，井上　　治］），吉江　正紀1），宇都　博文1），北村　誠司2），杉山　　武D

　lJ荻窪病院産婦人科，2｝荻窪病院虹クリニック

【緒言】当院では2008年12月より不妊治療部門は分院虹クリニック，腹腔鏡下・子宮鏡下手術は本院にて施行している．

両院での治療は電子カルテでon　timeでの確認が可能で，できうる限り外来での不妊治療と手術との間にタイムラグが無い

ように，相互のスムーズな連携を意識している．今回，近年4年間の本院での子宮鏡下手術患者を調査し，そのうち妊娠を

希望して手術を行った患者の予後を中心に検討を行った．【対象】2009年4月から2013年3月まで当院で施行した子宮鏡下
手術162例を対象とした．【結果】患者年齢は平均39．5歳（22～60歳），症例は子宮内膜ポリープ85例，子宮筋腫（筋腫分

娩含む）68例，子宮頸管ポリープ3例，中隔子宮3例，子宮内腔癒着2例，子宮内異物1例であった．挙児希望を主訴に行っ
た手術症例は88症例であり（子宮内膜ポリープ62例，子宮筋腫21例，中隔子宮3例，子宮内腔癒着2例）年齢は平均37．1
歳（28～45歳）であった．術後6ヶ月以上の追跡が可能であった63例中，術後妊娠例は28例（1例は異所性妊娠）であっ
た．術後妊娠例のうち，自然妊娠は15例，人工授精によるものは2例，体外受精・顕微授精を施行したものは11例で，そ
のうち体外受精・顕微授精の反復不成功例で術後に妊娠をした症例は4例であった．また手術当日に適切な内膜環境で施行

するために，術前に内膜調整目的を主として薬剤が投与される場合があるが，挙児希望での手術症例の場合は，EP剤やジェ

ノゲストが，特に子宮内膜ポリープの症例では選択される傾向があった．【結語】子宮鏡下手術後の妊娠率は比較的良好で
あると考えられた．また，子宮内腔病変をもつ不妊患者においては，子宮鏡下手術を積極的に考慮すべきことが示唆された．

●

●

P－126　子宮鏡下子宮筋腫摘出術におけるジエノゲスト投与法の検討

○土屋　雄彦，前村　俊満，北村　　衛，早田英二郎，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

　粘膜下筋腫は，過多月経を主訴に病院を受診することが多いが，不妊症外来を受診し初めて指摘され子宮鏡下手術を希望
する患者もおり，当院でも近年増加傾向にある．子宮鏡下子宮筋腫摘出術は，子宮内腔という限られたスペースの中で行う

高い技術を要する術式であり，子宮内腔の視野の確保は手術の遂行において重要で，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今後の妊娠において重要と思われる．以前は月経直後の子宮内膜が薄い時期を予測して

手術日を決定していたが，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，いざ手術を開始し子宮内腔を観察すると子宮内膜が肥厚しており良好な視野で手術を行えない場合もあ
る．今回我々は，子宮鏡下子宮筋腫摘出術において，術前にジエノゲストを投与することにより，月経に左右されることな

く手術日程を決定でき，良好な術視野を確保することが可能となった．術前にICを施行し承諾を得られた18症例を対象と
し，ジエノゲスト内服は月経開始日の2日目から5日目より1日2mgで開始し手術前日まで服用させた．全ての症例にお
いて不正性器出血を認めたがその他有害事象は認めなかった，術中所見では子宮内膜は非薄化しており，GnRHa療法を施
行した症例とほぼ同等な所見であり，十分な子宮内腔のスペースを確保することが可能で，子宮筋腫と子宮筋層の境界の同
定が容易で子宮内膜の損傷を極力最小限に抑えることが可能であった．また，ジエノゲスト投与による不正性器出血は，潅

流液によって洗い流され，内膜からの持続的な出血はなく，視野困難は認められなかった．子宮鏡下子宮筋腫摘出術のジエ

ノゲスト術前投与は，良好な子宮内腔の視野を得ることが可能であり，かつ子宮内膜の損傷を極力最小限に抑えることがで
きる有効な手段であると考えられた．

●

●
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●

P－127　不妊治療の普及と晩産化の進行がもたらしたわが国の複産出生割合の増加に対する
　　　　　　母体年齢・時代背景・母体出生コホート効果の分析

●

■

○荒木隆一郎1），石原　　理L））

　D埼玉医科大学地域医学・医療センター，2埼玉医科大学産婦人科

【目的】不妊治療の普及および晩産化傾向の急速な進行がわが国の複産出生動向に与えた影響を，階層ベイズ型age－period－cohort（APC）解析に

より検討する．

【方法】母体年齢（5歳階級）別の出生児性別・単産一複産別出生数が人口動態統計に記載されはじめた1969年から2011年までの出生数を用いて，

母体年齢（5歳階級）別標準コホート表を作成した．APC解析には，　Schmid　and　Held（2007）により開発されたBAMPパッケージを用いた．

【結果と考察】複産出生割合が明確に増加し始める以前の1969－1975年をベースラインとみなし，母体年齢（5歳階級）に対して複産出生割合をプ

ロットすると，15－19歳から35－39歳まで複産出生割合は直線的に増加し（y＝0．02x＋O．51（％），　P＝O．OOI），40歳以上では減少に転じた，1969－

2011年の母体年齢（5歳階級）別複産出生割合年次推移をAPC解析し，複産に対する母体年齢効果，時代背景効果，および母体出生コホート効

果を分離したところ，母体年齢効果は1969－1975年の複産出生割合ベースラインと同様に，15－19歳から35－39歳まで直線的に増加した，次に時

代背景効果については，不妊治療とくにIVFが本格化し始めた1985－86年から顕著に増加しt日本生殖医学会のガイドラインで35歳未満は移植

胚数が原則1個に制限された2007年前後から減少に転じた．また，観察期間内に複産への母体出生コホート効果が最も大きかったのは1960年前

後に産まれた世代であることが明らかとなった．近年のわが国での複産の顕著な増加に，不妊治療の普及という時代背景が強く影響していること

は従来から指摘されているが，本結果から，1）不妊治療の普及という時代背景に加えて，2）母体年齢構造の急速な変化（晩産化），および，3）

母体出生コホートの変化も関連していることが示され，不妊治療と複産出生動向の関連性のより詳細な解析やその対策，また複産出生の将来推計

にあたっては，これらの三要素を併せて検討する必要があると結論した．

P－128　自然妊娠双胎とART妊娠双胎の妊娠経過の違い

○和地　祐一，荒岡　千景2｝，松澤由記子1），橋場　剛士1｝，酒井　啓治1），岩下　光利1〕

　1）杏林大学医学部産科婦人科学教室，2）相模原共同病院

■

●

【日的】ARTにおける妊娠，出産の経過は日本産科婦人科学会のART登録にデータを入力することになっているが，妊娠
経過や分娩の記録など細部にわたってのデータ項日はない．当院は総合周産期センターであり，双胎妊娠も多く管理するた

めART妊娠双胎と自然妊娠双胎の差異につき検討した．対象となる患者には事前に妊娠経過に関するデータ収集をおこな
う旨を説明し同意を得た．【方法】2009年1月から2013年1月までに当院で管理した双胎234例をIVF妊娠双胎，　ICSI妊
娠双胎，自然妊娠双胎にわけ，以下の項目につき検討した．1）年齢　2）膜性　3）出産週数と緊急の有無　4）出生体重と

2児間の体重差（DR）および胎盤重量　5）出産時出血量　6）合併症【結果】年齢の差異においてIVF，　ICSI症例の平均
年齢が379歳，36．7歳であったのに対し自然症例では32．7歳と若かった．膜性についてIVF症例はMD双胎が全IVF症例
の25％，ICSI症例が23．1％，自然症例が49．7％であった．出産週数に有意差は認めなかったが緊急手術はIVF，　ICSI症例

で頻度が高かった．出生体重，DRおよび胎盤重量に有意差は認めなかった．妊娠時出血量にも有意差は認めなかった．合
併症につき切迫早産で入院する割合がIVF症例，　ICSI症例で多かった．【結論】双胎妊娠は単胎妊娠に比べ妊娠中および分

娩中の合併症が多い．加えてART妊娠双胎症例は自然妊娠双胎に比べて合併症が多い，管理が難しいといった印象を受け
る．その理由として自然妊娠双胎に比べて年齢が高い，切迫早産率が高い，緊急帝王切開となる例が多いというデータがあ
るためかもしれない．しかし実際のところ出生週数体重，体重差に有意差はみとめなかったし，むしろ単一胚移植の影響，

胚盤胞移植の影響もありART妊娠双胎はMD双胎が少ないという面もみられる．これらの点から考えてART妊娠双胎は
妊娠管理をしっかり見ていれば自然妊娠双胎と予後の差異はないといえる．

P－129　ART患者による特定不妊治療助成制度への申請状況の分析

○長池　未郷，中原　裕子，中井　香織，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】高額な薬剤と高度な技術を用いる生殖補助医療は自費診療であるため，これを反復して受ける夫婦の経済的負担は
大きい．ART患者による制度利用の実情を理解するために，当院における申請の実情を調査した．【対象】2010－2012年に

ARTを実施した485症例を対象とした．対象を女性年齢別に5群に分け，助成金申請率，申請の種類（A：新鮮胚移植，　B：
採卵一凍結胚移植，C：凍結胚移植，　D：全胚凍結，　E：未受精又は分割停止による中止，　F：卵子が得られないことによる
中止），および治療項目（新鮮胚移植，凍結胚移植，全胚凍結，キャンセル）別の申請率を調査した．【結果】平均年齢は3＆0±

41歳（25－50歳），平均申請回数は2．2件（692件／318人）であった．年齢別の申請率は30歳以下（85．7％），31－34歳（70．9％），

35－39歳（65．7％），40－42歳（56．5％），43歳以上（62．0％）と，30歳以下で最も多用されていた．申請種類ではAとC
がいずれの年代でも高い割合を示した（A，Cの申請率：30歳以下（44．6％，46．4％），31－34歳（35．4％，46．9％），35　一　39

歳（37．6％，42．2％），40－42歳（47．1％，29．0％），43歳以上（44．9％，21．8％））．また，高齢ほどEの割合が高くなる傾向

がみられた（43歳以上：19．2％）．いずれの治療項目においても申請率は，40％以上であった．【考察】全年齢層にて助成金

制度の利用率は高く，39歳以下では，新鮮胚移植と凍結胚移植周期での申請が多く，40歳以上では卵子が得られない周期
や未受精や分割停止の周期での申請が増加していた．助成制度は，若年患者への費用負担軽減のみならず，高齢患者におい

ては治療中断へのセーフティーネット的役割があることが理解され，患者年齢による治療実情を反映した制度の継続と拡充

が期待される．
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●

P－130　第二子不妊における患者背景と治療経過についての検討

○園田　桃代，佐々木真紀，髭　　友希，稲田　梨乃，村越友衣乃，濱田　亜紀，桑原　聖子，吉岡菜津美

　園田桃代ARTクリニック

［目的］昨今，さまざまな要因により不妊症治療の現場において第二子不妊患者は増加している．しかしその治療選択にお

いては医療者側も患者側も迷うことが多々あると思われる、今回，第二子不妊における検査および治療経過について第1子

不妊と比較検討を行った．［方法］2010年9月から2012年8月までに挙児希望にて当院を受診した742人において検討した．
［結果］742人中，第二子不妊は149人（20．0％），第一子不妊は593人（80．0％）であった．第二子不妊および第一子不妊に
おいて各々，平均年齢は35．7歳・34．0歳（p＜O．05），平均不妊期間は24．9ヶ月・26．9ヶ月，月経中ホルモン基礎値はFSH7．9

mlU／ml・7．5　mIU／ml，　AMHは19．6pM・26．7pM（p〈O．05），妊娠成立は61人（40．9％）・　243人（40．9％），うちタイミン

グおよび人工授精による妊娠は48人（7＆7％）・179人（73．7％），ARTによる妊娠は13人（21．3％）・64人（26．3％），初診

から妊娠成立までの期間は5．1ヶ月・　6．4ヶ月（p＜0．05）であった．WHO基準を基に判定した男性因子は第二子不妊で

38．6％，第一子不妊で31．2％の症例に認めた．また第二子不妊のうち，初回治療から即ARTまたは一般不妊治療からART
へ治療移向したART施行患者数は149人11コ37人（24．8％）であった．［結論］第二子不妊は第一子不妊と比較し，年齢お

よびそれに伴うと思われる卵巣機能の低下は認めるものの，治療期間は比較的短期で妊娠成立する．ただし4人に1人は
ART治療に移向しており，さまざまな状況にもよるがART選択も考慮しながら治療は進めるべきである．また第二f不妊
においても男性因子は多く存在し，精液検査は必須であり，積極的に進めるべき検査といえる．

●

●

P－131　当院における40歳以上のART治療成績

○池田　千秋12），下中麻奈美”，櫛野　鈴奈1），藤田　陽子1），田村　和美1），中尾　佳月1），堀川　道晴D，根岸　広明1）

　1｝医療法人社団レニア会ウィメンズ・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】最近の高度生殖補助医療の進行にもかかわらず，昨今のART治療成績は上昇していない．その理由として治療を受

ける患者の高年齢化が一因として上げられる，当院のART治療患者の約3割が40歳以上である．そこで今回当院における
40歳以上の高年齢患者の治療成績を後方視的に検討したs【方法】2008年1月から2012年12月にまでに当院にて体外受精
を行った40歳以上230症例を対象とし，各年齢別，刺激法別に治療成績を比較検討した．刺激法は自然周期，クロミフェ
ン法，クロミフェン＋FSH法，　Short法，　Antagonist法の5群に分類した．【結果】ARTによる妊娠の採卵時最高年齢は44

歳，出産の最高齢は45歳であり，10回目以上の治療周期で妊娠した症例はなかった．治療周期あたり全体の妊娠率は8．2％
（53／648），流産率は24．5％（13／53）であった．年齢別の妊娠率／流産率は40歳から45歳まで順にそれぞれ25．0％／269％，

12．3％／7．7％，10．8％／25．0％，3．0％／50．0％，6．4％／66．7％，6．7％／0％であった．刺激法別の採卵あたりの妊娠率は，自然周

期2．9％，クロミフェン法3．1％，クロミフェン＋FSH法5．8％，　Short法19．1％，　Antagonist法26．0％でありCOH群が有意

に高かった．刺激法別の平均胚盤胞利用数はクロミフェン÷FSH法に比較してShort法，　Antagonist法が有意に高かった．

また，移植法別では凍結融解胚盤胞移植がもっとも妊娠率が高かった．【結論】当院における40歳以上のART成績におい
ては41歳を過ぎると顕著に妊娠率が減少し，流産率はh昇する傾向にあった．刺激法別の検討ではCOH群が低刺激群に比
較して有意に妊娠率，胚盤胞利用数が高いことから，高齢女性では卵巣の予備能力がある程度あればCOHが望ましいと考
えられた．

●

●

P－132　40歳代不妊治療患者におけるART成績についての年齢別検討一何歳までARTを
　　　　　　継続すべきか一

○釜本　早紀1），中山　貴弘’），小濱　奈美’），川村　悠喜），谷仲　　恵1）眞田佐知子2［，立入智恵子L〕，濱田　啓義2），

　原田　裕子2），畑山　　博2）

　1医療法人財団足立病院生殖内分泌医療センター，2洞産婦人科

【目的】近年，不妊治療患者の高年齢化は顕著で，とくに40歳代患者の著しい増加が目を引く．40歳代患者においては治療に

見合うART成績が得られないとされる一方，妊娠出産に至る例も多数経験することから，その治療指針の作成を行うことが重

要であると考えられる．以上より今回我々は昨年1年間の当院でARTを施行した40歳以上の患者において各年齢別の妊娠率
について検討を行い，治療を継続する意義について考察を加えた．【方法】当院で2012年1年間にARTを施行した40歳代患
者において各年齢別に，新鮮胚移植周期における採卵周期あたりの妊娠率（妊娠数／採卵周期数）と凍結胚移植における妊娠率

（妊娠数／胚移植数）を検討した，【結果】全採卵数2700周期のうち患者年齢が40歳以上であったのは1608周期で59．6％を占
めた．新鮮胚移植周期の年齢別妊娠率は40歳で9．2％（23／249），41歳で5．7％（14／247），42歳で3．1％（8／262），43歳で25％

（6／239），44歳で4．5％（9／200）であったが45歳以上では0．4％（2／460）と低下した．凍結胚移植の妊娠率は40歳で37．9％（39

／103），41歳で37．9％（39／103），42歳で36．9％（24／65），43歳で24．5％（12／49），44歳で27．3％（6／22）であったが，45歳以

上では1．8％（3／171）と激減した．妊娠継続中の最高年齢は45歳であった．【結論】新鮮胚移植の妊娠率は採卵周期あたりの検

討で低率であったが凍結胚移植周期の妊娠率は比較的良好であった．これは44歳以下であればARTにより良好胚が得られ妊
娠成立が期待できる症例が存在することを示しており，治療を行う意義があるものと考えられた．しかし，45歳以上では妊娠
が困難となることより，治療の開始および継続について十分なインフォームドコンセントを得ることが重要である．

●

●
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P－133　不妊女性は「妊娠と女性年齢」についてどのように考えているか？

〇三浦みどり，有川　由貴，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　医療法人絹谷産婦人科

●

●

【目的】近年，高齢での不妊治療希望者が急増している．不妊治療を受けている患者が「妊娠と女性年齢」についてどのよ

うに考えているのかを知り，今後の患者指導に役立てる．【方法・対象】2013年5月16日より10日間，当院において不妊
治療中の患者200名（無作為抽出）に無記名のアンケート調査を実施した．【結果】アンケート回収は198名（回収率99．0％），

平均年齢は36．6歳で，35～39歳が39．4％（78／198），40歳以上が27．8％（55／198）を占めていた．妊娠に女性の年齢が大き

く影響することを当院通院前まで知らなかったのが38．9％（77／198），知った時にどう思ったかについては，焦りを感じた，

早く知りたかったなど負の感情を持った方が85．9％（170／198），自分は大丈夫，他人事に感じた，何とも思わなかったなど
あまり気にならなかった方が13．1％（26／198）であった．妊娠において「高齢」とは何歳から？の質問に，回答した方は193

名で全体では平均35．4歳，34歳以下の群では平均35．2歳35～39歳の群では平均353歳40歳以上の群では平均35．7歳
で，現在の年齢による認識の違いは認められず，35～39歳と認識している方が80、3％（155／193）を占めていた．また，妊

娠可能な年齢は？の質問に，回答した方は184名で全体では平均42．0歳34歳以下の群では平均41．6歳35～39歳の群で
は平均41．6歳40歳以上の群では平均43．5歳で，40歳以上で高い結果となった．また，40歳以上と考えている方が93．5％
（172／184）であった．【考察】妊娠において高齢とは35～39歳と認識している方が約8割である一・方で，妊娠可能な年齢を

40歳以上と考えている方が9割を超え，妊娠には女性の年齢が影響することは認識できていても，自身の年齢を考え，限界
はまだ先にあると思いたいとの感情があることが窺われた．多くの患者さんにそのような思いがあることを認識して，適切

な情報を患者さんに提供して行くことが重要であると考えられた．

P－134　体外受精開始時の年齢別不妊原因についての検討

○東　　美和1］，岩崎　信爾2），近藤　哲郎1］，奥田　　剛D

　1昭和大学医学部産婦人科，2）芝公園かみやまクリニック

●

●

【目的】女性の加齢に伴い体外受精の妊娠率や生産率は低下することが知られている．それは卵子自体の加齢だけではなく，

患者の不妊原因も多岐にわたるためと考えられる．そこで我々は，初めて体外受精を受けた年齢ごとの不妊原因を調べ，年
齢ごとの特徴を知ることを目的として本研究を行った．【方法】2005年1月～2010年に当院で初めて体外受精の治療を開始

した症例を対象に，体外受精治療開始年齢，不妊原因を後方視的に検討した．不妊原因は子宮因子（子宮腺筋症は除く，子
宮筋腫，子宮頸管因子，子宮内膜ポリープ，子宮奇形），卵管因子，卵巣因子（子宮内膜症性は除く卵巣腫瘍，黄体機能不
全），子宮内膜症，男性因子（乏精子症，性交障害），受精障害，排卵障害（高プロラクチン血症，多嚢胞性卵巣症候群，早

発閉経卵巣機能低下症他），不育症原因不明に分類した．今回の演題に関して，開示すべき利益相反状態はない．本
研究は当院の倫理委員会の承認を得ており，患者にインフォームドコンセントを取得している．【成績】上記期間の331例

を対象とした．体外受精治療開始時の平均年齢は37．1±40歳であった．不妊の原因は子宮性（子宮腺筋症は除く）20％，

卵管性；17％，卵巣（子宮内膜症性除く）；6％，子宮内膜症；12％，男性；17％，受精障害；6％，排卵障害；13％，不育

症；1％，原因不明；8％であった．体外受精治療開始時年齢を26－30歳，31－35歳36－40歳，41－46歳のグループに分け，

不妊原因を検討したところ，年齢の上昇に伴い，子宮因子の割合が上昇し，複数の不妊原因を有するようになった．一方，

原因不明の割合は年齢とともに減少した．【結論】年齢の高年化に伴い，卵子の加齢以外にも，子宮因子が妊娠率の低下に
影響している可能性が示唆された．不妊外来では患者年齢を考慮し，体外受精の適応のある患者には早めの体外受精の導入

も考えつつ，今回の結果を患者への治療方針の説明に役立てたい．

P－135　当院での不妊外来受診者の，その後の帰結に関する検討

○伊藤真理清須知栄子，今井智子，新居　遙，八木香菜子，菅原由貴，徐　東舜
　徐クリニックARTセンター

●

●

目的：不妊外来受診患者が，その後　どの様な帰結を迎えたかを，長期的にフォローした報告は少ないNそこで今回，当院

不妊外来に来院した患者がその後　どのような帰結に至っているかを検討する事を目的にした．対象：2010年1月から12
月に不妊治療を目的として新規に来院した患者404例を対象とし，2013年5月までの帰結状況を分析した．対象者を年齢別

に～29歳：63例，30歳～34歳：135例，35歳～37歳：99例，38歳～39歳：48例，40歳～41歳：31例，42歳～43歳：19
例，44歳～：9例の各群に分類した．このうちタイミング法，AIHで妊娠に至らず，かつ体外受精にステップアップしなかっ
た患者をドロップアウトと定義した．分析方法：分析期間内での各群でのドロップアウト率，ドロップアウトを除いた各群

での症例当たりの出生率と出生に至った治療（タイミング法，AIH　OR　ART）の割合を検討した．結果1全体のドロップア
ウト率は27％（109／404）であった．年齢別では38～39歳が最も低く（1＆8％），44歳以上が最も高かった（44．4％）．各群

での出生率は，若年（～29歳：88．6％）では非常に高く，年齢とともに出生率が低下し，38－39歳では53．8％，40－41歳で

は半数以下の47．4％となり，その後急速に低下し44歳～のグループで出生率が0％となった．治療別での検討では～29歳
ではタイミング法で半数近く（48．7％）出生に至るが，タイミング法での出生は年齢とともに低下傾向になる．それに反し

てARTでの出生は年齢とともに高くなり，38－39歳では52A％に至っている．結語：年齢の上昇に伴い，出生率が低下し，

体外受精による出生が増加する傾向にあった．特に38歳以降は，この傾向が著明なことから，早期の治療開始が重要であ
ると考えられる．
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●

P－136　生存解析を用いた当科の妊娠率

○渋谷　伸一1），塩島　　聡］），松本美奈子1］，今井　　伸’2＞，鈴木伊都子1・3｝，村松　正子1・3）

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

【目的】施設の診療の指標として妊娠率は重要であるが，どれくらいの期間で妊娠に至るのか不明な場合がある．当科では

従来，妊娠率は当科を初診した人数を分母として妊娠者数の商を計算していた．従来の方法では妊娠に至るまでの時間が考
慮されていなかった、今回不妊治療を開始してから妊娠までの期間をカプランマイヤー法を用いて検討したので報告する．

【方法】2008年1月～2012年8月に当科で不妊治療を開始した601名で，29歳以下（以下A群）119名，30歳～34歳（以
下B群）199名，34歳～39歳（以下C群）206名，40歳以上（以下D群）77名を対象とした．治療内容はタイミング法，
AIH，　ICSIを含むIVF－ETを，当科の治療方針に則り行い，2012年9月1日の時点までに妊娠が判明したものを妊娠あり
とした．【成績】治療開始から1ヶ月以内に妊娠が判明した患者はB群2名，C群1名の3名であった．治療開始52週での
累積妊娠率はA群57％，B群51％，　C群35％，　D群18％であった．治療開始104週（2年）での累積妊娠率はA群78％，
B群71％，C群50％，　D群25％でD群では治療開始後77週以降妊娠はなかった．　A群とB群に有意差はなく，その他の
群間ではp＜O．05で有意差を認めた．【結論】カプランマイヤー法を用いることで治療開始からの時間による累積妊娠率の変

化が分かり，患者に対する治療方針の説明に活用されることが期待される．

●

●

P－137　当院リプロダクションセンターにおける新規開院よりのART成績の検証

○高橋　寿子，田島　博人，神野　亜耶，秋元　　諭，浅田　弘法
　新百合ヶ丘総合病院

【目的】当院は2012年8月に新規開院し，内視鏡手術からARTまで総合的に不妊治療を行うべく開院直後よりリプロダク

ションセンターを開設した．開設直後より現時点までのART成績を分析し改善点を検証した．【対象と方法】2012年9月
より2013年5月まで当院で施行した採卵68周期，382卵子，277胚，胚移植26周期を対象とした．患者平均年齢は3＆9±
4．12歳であった．排卵誘発法は卵巣予備能力に応じた選択を行い，経膣超音波ガイド下胚移植を全例に施行した．融解胚移

植はHRT周期で全例AHAを施行した．また胚培養は加湿型デスクトップインキュベーターにて全て同条件で行った．排
卵誘発法の分布，年齢別（a）35歳未満（b）35～39歳（c）40歳以上（d）全年齢での平均採卵個数受精率，胚盤胞到達
率，胚移植あたりの臨床的妊娠率を分析した．【結果】〈排卵誘発法〉完全自然／クロミフェン単独：28％，クロミフェンーHMG：

35％，GnRHagonist：21％，　GnRHantagonist：16％，〈平均採卵個数〉（a）12．0（b）4．3（c）4．8（d）5．6，〈受精率％〉（a）

83．1（b）89．3（c）93．8（d）888，〈胚盤胞到達率％〉（a）47．1（b）55．7（c）56．5（d）53．7，〈臨床的妊娠率％〉（a）25．0

（b）44．4（c）28．6（d）38．5であった．なお平均胚移植個数は12個であった．【考察】排卵誘発法には大きな偏りは認めら

れなかった．ART成績に関しては，開設直後のシステム・培養環境・各種手技手法の確立途上段階としては大きな問題は
ないと考えられた．安定してARTを行うことを最優先として選択した機器・機材・手技手法であり，想定通りの結果が得
られたことは幸いであったが，今後まだ数多くの改善点があると思われ，更なる成績向上への努力が必要と考えられた．

●

●

P－138　出生年度による風疹，麻疹抗体価の報告

○馬場　恵子，天野　嘉子，増子あゆみ，國井優衣子，杉山真理子，桜井加那子，桜井　明弘
　産婦人科クリニックさくら

【目的】昨夏より首都圏，関西圏を中心に風疹が大流行し，先天性風疹症候群の発症数が増加している．また数年前より散

発的に麻疹の感染が流行し，妊婦への感染による流早産，死産率の上昇が問題化する恐れがある．当院では挙児希望のある
患者に積極的に風疹，麻疹の抗体価測定とワクチン接種を勧奨してきた．出生年度により定期接種の制度が異なるため，年

度別の風疹，麻疹抗体価をまとめたので報告する．【方法／対象】2007年4月～2013年2月の間に当院を受診した挙児希望
患者のうち，風疹（HI法）416人，麻疹（NT法）384人を対象とした．出生年度は昭和43年から63年だった．【結果】風
疹抗体価は8倍未満5人（1％），8倍22人（5％），16倍65人（16％）で．感染の可能性のある16倍未満は22％だった．
全出生年度で16倍以下が10－40％程度みられ，風疹ワクチンの定期接種であった昭和53年以前は，16倍以下が21％，昭
和54年以降は23％だった．麻疹抗体価は4倍未満3人（1％），4倍71人（18％）で，感染の可能性がある4倍以下は19％
だった．麻疹ワクチンは昭和53年より定期接種となり，また平成5年3月に一旦定期接種を終了している影響で，4倍以下
は昭和50年以前と昭和62年以降に見られた．【結論】風疹は定期接種をしたにもかかわらず，21％がすでに抗体価が低下
しており，また定期接種を受けていない世代も23％が抗体価低値となっている．麻疹はワクチン未接種の世代で明確に抗
体価低値となった．以上より，挙児希望のある場合，あらかじめ風疹麻疹の抗体価の測定，またはワクチンを接種し，妊
娠出産に臨む指導が必要である．

●

●
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P－139　assisted　hatchingによる妊娠率への影響　ART　registry　2010

●

●

○中筋　貴史！），佐久本哲郎2），荒木隆一郎3｝，桑原　　章4），久保田俊郎5），齊藤　英和1［

　1）国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科，2｝ALBA　OKINAWA　CLINIC，　s）埼玉医科大学地域医学医療セン

　タt‘徳島大学産婦人科，5）東京医科歯科大学周産・女性診療科

【目的】Assisted　hatching（AH）はART症例において妊娠率の向上を日的として主に凍結融解胚や高齢または反復不成功

例に対して行われているがその方法や適応は施設問でさまざまであり統一されていない．日本におけるAHの妊娠への影響
に関して検討を行った．【方法】2010年1月から12月にかけて日本産科婦人科学会ARTオンライン登録によって得られた
データを用いてAHによる妊娠への影響を多重ロジスティック回帰分析を用いて検討した．　AH以外に年齢，　ICSI施行の有

無，移植胚の状態，卵巣刺激方法，黄体補充，HRT施行の有無を説明変数として投入し交絡を調整した．データの使用に
関しては日本産科婦人科学会の臨床研究審査委員会の承諾を得て行った．【成績】AHの施行の有無が記載されている単一胚
移植例105450例に関して検討を行った．妊娠率に対するAHのadjusted　odds　ratioは新鮮胚移植群かつ全年齢ではO．85（P＜
O．Ol），新鮮胚移植かつ35歳以上ではO．90（P＜O．01）凍結胚移植かつ全年齢では0．97（P：0．36），凍結融解胚移植かつ35歳

以上ではO．93（P：0．10）であった．【結論】本研究においては新鮮胚移植例においてはAHによる妊娠率は統計学的有意差

をもって低下した．また凍結融解胚移植例においてAHは妊娠率が低下する傾向にあったが統計学的有意差は認めなかっ
た．

P－140　時系列解析を用いた生殖補助医療治療成績の再評価

○見尾　保幸，山内　至朗，鎌田八代生，的場　由佳，古山紗也子，サージャント晴香クレア，溝口　千鶴，杉嶋美奈子，

　甲斐　義輝，湯本啓太郎，岩田　京子，井庭裕美子

　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】従来，生殖補助医療（ART）に関する治療成績は，一一定期間内に治療した母集団に対するART手技別の平均値，

中央値で評価されてきたが，ART治療の喫緊のゴールが患者の妊娠であることを考慮すると，対象は明らかに不均一でそ
の分布の幅や形は大きく異なっており，従来の解析は極めて不十分である．そこで，今回，当院のデータベースをもとに，

個々の患者がART治療開始後，妊娠に至るまでの時間の評価・解析を行う時系列解析を用いて治療成績を再評価し，極め
て有益な結果を得たので報告する．【方法】2006年1月から2011年12月までの期間に当院にてART治療を開始した1240
人を対象とし，妊娠までに要した治療周期，累積妊娠数（％），治療中断者数生産数（％），補正妊娠率を解析した．尚，

当院での胚移植は原則初期胚単一胚移植（全胚移植中93％）とした．【成績】この期間の胚移植は，1174名（94．7％）に行

われ，妊娠到達者は828名（70．5％）であり，その91．7％は胚移植8回までで妊娠到達し，97．7％は12回までであった．し

かし，治療開始後の治療中断者217名と胚移植不可66名を除いた治療継続者のみを母集団とした補正妊娠率は，30才以ド
932％，30－34才で92．5％，35－39才86．0％，40－44才59．4％，45才以上16．7％となり，全体で86．5％に達した．また，生

産数は643名（54．8％／胚移植，77．7％／妊娠）であった．【結論】治療成績の解析においては，事象が発生するまでにそれぞ

れに異なった時間経過を伴うことから，それに特化した解析法が求められる．今回，ART治療成績を時系列解析法を用い
て検討し，ART治療は複数回反復すれば極めて高い妊娠期待値を有することが示され，時系列解析法はART治療の有効性
を評価する上での最重要な解析法であることが明らかとなった．

P－141　胚…盤胞移植妊娠における周産期及び児の予後～新鮮胚VS解凍胚を比較検討して～

○高島　明子，竹下　直樹，安田　　豊，萬来めぐみ，安達　知弘，佐々木　泉，横川　　桂，大高　　究，木下　俊彦

　東邦大学

●

●

【目的】近年生殖補助医療（ART）において，妊娠率の向上を目的として解凍胚移植を選択する症例が増加傾向にある．解

凍胚移植による出生児は新鮮胚移植の児より出生体重が大きく，早産リスクは少ないと報告されている．今回，胚盤胞移植

妊娠時の周産期予後を検討した．【方法】当院倫理委員会承認の下，同意の得られた，2008年1月～2012年4月に胚盤i胞移

植後，妊娠成立し分娩に至り，1年以上児の予後を経過観察できた86例を対象とした．新鮮胚移植した41例をA群，解凍
移植をした45例B群とした．両群間における周産期予後について後方視的に検討した．統計はMann－WhitneyのU検定，
FisherのX2検定を用い，　p＜O．05を有意差ありとした．【成績】母体背景（年齢経妊回数BMI，不妊要因）及び治療方
法（媒精方法（IVF／ICSI），卵巣刺激法，移植胚数）に有意差はなかった．双胎はA群6例，　B群2例であった．単胎にお

いて，男女比，帝王切開率，緊急帝王切開率，在胎日数，早産率，出生時体重，SGA児率，　LGA児率，　NICU入院率に統
計学的有意差を認めなかった．産科合併症は両群共に胎盤位置異常が最多であった．児の形態異常はA群1例，粗大運動発
達遅滞がB群で1例であった．【結論】今回の新鮮胚移植，解凍胚移植の比較では周産期予後に有意差は認めなかった．今
後，卵巣刺激による子宮内環境・内分泌環境の変化や凍結融解という人為的な操作などによる影響の検討が必要である．

●
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P－142　当科でのEmpty　follicle　syndromeにおける血中ホルモン値の検討

○折出　亜希，金崎　春彦，浦尾　友美，宮崎　康二
　島根大学医学部産婦人科

【目的】Empty　follicle　syndrome（以下EFS）は卵巣調節刺激における体外受精時に発育卵胞があるにもかかわらず卵子が

回収できない状態のことを指し，発生頻度は0．2～7％と報告されている．EFSの原因として卵巣機能不全や薬剤性や不適
切な誘発管理などが推測されている．今回当科で経験したEFS症例について採卵前と採卵時のホルモン値を比較検討した．

【方法】当科で2009年1月から2012年12月までに体外受精のために採卵術を施行した症例のうちEFSの症例についてホ
ルモン基礎値，採卵前，採卵時のEstradiol（E2）値，　progesterone（P4）値について検討した．【結果】採卵術を施行した

全344周期210人中EFSは38周期（11％）21人（10％）に生じた．　EFSではなかった周期の平均年齢は37．0±4．4歳EFS
周期の平均年齢は40D±5．1歳とEFSのほうが有意に年齢が高かった（p＝O．OOO2）．　EFS症例の月経周期5日［1におけるホ
ルモン基礎値はLH　IO．1±5mIU／ml，　FSH　18．6±10　mIU／ml，　E2427±31　pg／mlであり，ゴナドトロピン値は高い傾向に

あった．hCG投与前のE2値は571±546　pg／ml，　P4値はIJ±1．6　ng／mlだった．　EFSを生じた患者で採卵できた周期とEFS
のため採卵できなかった周期の採卵時のE2値，　P4値を比較した．　E2値はそれぞれ675±429　pg／ml，793±2213　pg／ml，　P

4値はそれぞれ4．5±3．6ng／ml，3．8±7．2ng／mlであり差を認めなかった（p　一　O．72，　p＝0．56）．【結論】EFS例におけるhCG

投与前後のE2値，　P4値は採卵できた時と差を認めず，今回の検討からはESFを予測する因子とはならなかった．　EFS例
では有意に年齢が高く，月経5日目のゴナドトロピン値も高い傾向にあることより，卵巣予備能の低下がEFS発生に関与
することが示唆された．

●

●

P－143　カウンセリングを含めた患者サポートプログラムのネーミングの重要性について

○村上ひとみ，水島　友理，中藤　真里，松川真木子，元石　睦郎，小林眞一郎

　Kobaレディースクリニック

【目的】平成20年の本学会において，患者は，「カウンセリング」と言う言葉自体に非常に抵抗を感じ，カウンセラーに相

談したくても相談できないでいる現状を報告し，カウンセリングのネーミング自体も非常に重要な要素であることを報告し

た．今回は，当院でカウンセリングも含めた患者サポートの窓口として「何でも相談室」を開設して運用してきたので報告
する．【対象および方法】平成17年から平成24年の期間に当院の患者サポートプログラムを利用した406組を対象とした．

患者サポートのアナウンスを平成17年から平成19年までは，「カウンセリング」（A群）と表記し，平成20年より「何で
も相談室」（B群）に表記変更した．この期間における利用患者組数の増減を年次的に比較した．また，相談内容を「悩み
相談」，「治療の情報提供・説明」および「両方」の3群に分け，当院受診患者における年次別の利用組数の推移を調べた．

【結果および考察】年間利用患者組数の変動では，A群（21～34組）に対し，　B群（36～79組）では，約2～3倍の増加と

なった．また，年間利用者を院内患者と院外患者で比較すると，院内（A群：5～13組B群：20～47組），院外（A群：16～
26組B群：16～40組）となり，B群での院内患者の増加が著しかった．さらに，相談内容を「悩み相談」，「治療の情報
提供・説明」および「両方」の3群に分け，年次別の利用組数の推移を調べた結果，「悩み相談」（A群：0～5組，B群：4～

11組），「治療の情報提供・説明」（A群：0～3組B群10～28組）および「両方」（A群：5～9組B群：6～12組）とな
り，B群での「治療の情報提供・説明」の利用者が顕著に増加した．以．ヒの結果から，「カウンセリング」という言葉のイ

メージによって抵抗感を感じていた患者も「カウンセリング」から「何でも相談室」に表記変更したことで，より抵抗なく
患者サポートプログラムを利用出来るようになったものと考えられる．

●

●

P－144　不妊治療に取り組む妻と夫の意識の相違

○柴田　文子1），安部　裕司2J

　D横浜創英大学看護学部看護学科，L）℃Mポートクリニック

【研究目的】不妊治療に取り組む夫婦の支援を検討する．【研究方法】調査研究．調査対象：不妊治療中の妻80名．夫79名．

調査方法1不妊クリニックに受診した妻へは留め置き法で実施．夫への調査用紙は妻へ依頼し，妻の任意により夫に手渡し

方式で配布し，郵送で回収した．調査期間：2013年4月．調査内容：不妊治療に対する妻が考える夫の不妊治療への意識
態度及び夫が体験または考える不妊治療に関する自作の質問．【倫理的配慮】参加の確認をし白由意志と匿名性に配慮し
た．【結果・考察】妻からの回答は79，夫からは37であった．妻の年齢は，25～34歳が最も多く392％であり，夫の年齢
は31～40歳が622％であった．不妊治療について「頑張っている」妻72．2％，夫63．9％，「気楽にやっている」妻22．8％，

美41．7％，「不安を抱えてやっている」妻67．1％，夫55．6％，「迷いながらやっている」妻41．8％，夫22．2％，「理解しながら

やっている」妻54．4％，夫58、3％であった．夫の方が妻より冷静に取り組んでいる様子がみられる．また妻は夫，夫は妻の

治療への取り組みについて，妻が「夫は自分と同じくらい頑張っている」と回答したものが50．6％，夫は「妻が自分より頑
張っている」と100％が回答した．「気楽に取り組んでいる」については妻の29．1％は「夫は自分と同じくらい気楽である」

と回答し，夫はll％が自分より気楽に取り組んでいると回答した．また，受診後の治療の内容について「夫は聞きたがる」

と回答した妻は45．6％であったが，夫で「聞きたい」と回答したものは77．8％であった．妻が考えているより治療に関心
を持っている夫は多いのかもしれない．反面，治療内容について「夫が聞きたがる」を否定する妻は22．8％おり，夫が治療

に深い関心を抱いていないと考えていた．【まとめ】不妊治療を行っている全ての夫婦が治療や互いの考えを理解している
わけではないため，支援の検討が必要である．

●

●
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P－145　不妊治療中の妻の夫への思い

○柴田　文子1），安部　裕司L）

　”横浜創英大学看護学部看護学科，2℃Mポートクリニック

●

●

【研究目的】不妊治療を行っている夫婦を支援する看護について検討するために，不妊治療中の妻の夫への思いを明らかに
するN【研究方法】調査研究．調査対象：不妊治療中の妻80名．調査方法：不妊クリニックに受診した妻を対象にし，留め

置き法により回収した．調査期間：2013年4月．調査内容：不妊治療に対する妻が考える夫の意識に関する自作の質問，生
活の質，健康状態に関する質問など．【倫理的配慮】書面で説明をした．参加の自由意志と匿名性に配慮した．【結果・考察】

回収79．（97％）対象の年齢は35～40歳が39．2％で最も多く，不妊治療期間は1年未満が40．5％で多かった．現在の治療

方法は，体外受精が41．8％で多かった．不妊の原因では，原因不明が3＆0％で最も多かった．年代が上がるほど，治療期
間が長くなるほど治療が高度となり，「治療を頑張っている」と正の相関がみられた．また，年代が上がるほど「夫は自分

と同じくらい治療に迷いながらやっている」と負の相関がみられた．また年代と「夫へ治療内容について話す」「治療の希

望を話す」に負の相関が見られ，「夫は受診結果を聞きたがる」「夫は治療内容を聞きたがる」「夫は治療についての意見を

話す」と負に相関が見られており，年齢があがるほど，妻は夫が治療に関心を示していないと考えている様子がうかがえる．

また，夫に望むこととして「もっと話を聞いてほしい」と「もっと治療に協力してほしい」「もっと意見を尊重してほしい」

「もっと理解者になってほしい」などが正の相関があった．夫婦の会話が治療をしている妻を支えるためには重要となると
考える．【まとめ】不妊治療を行っている夫婦を支援するために，医療者側でも年齢を意識して支援方法を検討する必要が
ある．

P－146　40歳以上の患者への治療終結を含めた看護支援のあり方～アンケート結果から見
　　　　　　えてきたもの～

○太田　有美，浅野　明恵，越後　恵美，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

■

●

【目的】患者年齢が高齢化している中，治療の継続や終結を考える機会が多くなる40歳代の患者に対し，看護師はどう支援

すべきか検討した．【対象と方法】ART治療中の40歳以上の女性80名．1ART開始時の心境2医療者の対応や患者心理3
終結への考えに関する項目を挙げ無記名でアンケート調査を実施し分析．胚移植5回未満（A群）と5回以上（B群）で
比較した、【結果】1「治療期間について」決めていない59％，理由はやりきったと思うまで続けたい50％，考えられない26％，

卵が育つまで20％だった．「治療は何歳までか」決めていた46％，その中のB群73％は治療後に気持ちが変化し治療期間
が延びていた．2「待ち時間を利用し看護師と話をしたい」50％，「妊娠判定時に時間をかけて看護師と話をしたい」41％で

あった．「疑問や不安について」88％が医師か看護師に聞き，聞けていないが4％だった．「辛い時の対処」では，夫婦で対

処がA群59％，B群40％，一人で悲しむがA群21％，　B群32％であった．「夫以外に話を出来る人」では，いるA群80％，
B群52％であった．3「終結を考える時の情報提供」では，参考にするが最終的には自分の意思を優先するが59％と最も高
く，終結を考えるきっかけになる，決断するものではないが知っておきたい，の順であった．「医療者に望むこと」は，自分

自身の可能性が知りたい43％，治療データを伝えて欲しい，いつでも話が出来る環境と続いた．【考察】期間を決めての治療

は難しく状況や気持ちを重視すること，移植回数が増すと孤立傾向にあること，今以上に話せる環境を望んでいることから，

待ち時間を利用した相談体制の充実化が必要である．治療終結は，やりきったという患者の意思が重要で，自身の可能性と
治療の限界を納得できるように各年齢別のデータを細かく提示し，個々の気持ちに向き合った対応がより一層必要と考える．

P－－1　47　体外受精患者のサポート体制はどうすればよいか？

○川上佐智子，石田　智子，住田　美佳，楠田　朋代，岡野真一郎，絹谷　正之

　絹谷産婦人科

●

●

【目的】ART治療を受けようとするカップルは，不安とともに大きな希望を持ってクリニックを訪れるが，最初の治療周期

で強いストレスを感じる．正確な情報を提供されないために過度の不安がその原因になることもある．適切な情報提供は患
者の不安を取り除き，結果としてカウンセリング的効果をもつという側面があるので，情報提供は非常に重要となってくる．

当院ではART治療開始前に集団による説明会を行い，個別相談窓口も設けているが，その治療説明体制が患者にとって十
分なのか，患者がどう感じているか現状を知り今後の体制について検討する必要があると感じた．【方法】当院で1回以上

採卵経験のある患者（平均採卵回数2．4回，状況により配布を考慮）96名に，無記名のアンケート用紙を配布（期間2012
年3月9日～2012年4月28日）し，現在の治療説明に対する評価と，個別相談を必要としているかなどを調査した．【結果】

アンケート回収率：95％．〈治療前〉個別質問の機会がほしかった…49％，いいえ…48％〈治療中〉わからないことが解決

できた…71％，できなかった…27％，個別質問の機会がほしかった…40％，いいえ…59％〈治療後〉わからないことがあっ
た…30％，なかった…64％，個別質問の機会がほしかった…35％，いいえ…55％【考察・結論】治療開始前に個別説明を希
望の患者は約半数に上り，治療中にわからないことを解決できないまま治療を終えた患者は約3割，アンケートの自由記入

欄結果の中には「遠慮して質問できなかった」という意見がいくつかあった．自分から質問の機会を作ることが困難な患者

もいることがわかった．また，治療前・中・後でその時期に合った個別質問の時間を必要としている患者が多かった．個別

相談窓ロという大きな枠で患者を待つだけでなく，それぞれの時期に医療者側から説明をする機会を積極的に作ることが当

院のARTサポート体制として必要だと考えられた．
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P－148　働きながら通院する患者の職場の理解と環境に関する調査報告

○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】某TV局より企業向け説明会の依頼があり，その一環として自施設に通院する患者の不妊治療に対する職場の理解
と環境に関するアンケート調査を行った．【方法】対象は，働きながら不妊治療を行っている患者，二人目不妊は除外した．

期間2013年4月～5月，HSG／KUB，　HFS，胚移植などの検査や処置に来院された方の待ち時間中に趣旨を説明し協力が得
られた方に配布し，提出は本人のPl由意志に委ねたs【結果】アンケート回収＊・　72．5％，有効回答数は92．1％だった．平均

結婚年齢妻31．3歳，夫32．6歳，現在の平均年齢妻36．1歳夫37．5歳，不妊治療開始までの不妊期間は平均2．8年だった．

当院が何施設目かの設問では，初回58．9％，2施設目28．9％，3施設目10．2％，現在の治療はタイミング39．1％，ART23．4％，

検査中14．2％，F－ET13．7％，　AIH12．7％だった．職場の誰かに不妊治療を行っていることを話しているかは，誰にも話して

いないが41．6％，一部の同僚31．5％，L司のみ20．8％だった．不妊治療に対する職場の理解や支援体制があるかでは，1．

ある6．6％，2．なし51．3％，3．会社としてはないが個人的にしてくれる29．9％だった．3の方の経緯は話してみたら協力し
てくれた44．1％，親しい仲だから25．4％，不妊治療経験者だったから10．2％であった．治療のための転職や退職については，

金銭的に転職も退職もできない29．4％，キャリアアップのために頑張る15．7％，退職を考えている11．2％，退職した10．7％

であった．通院に対して職場で嫌な思いをしたことがあるかでは，同僚に負担をかけるため，治療に行くと言い出しにくい
31．0％，短時間に仕事を終わらせるようにしている17．8％，仕事の都合で治療を中断した10．7％だった．【結論】安心して不

妊治療ができる職場環境は整っていない現状が示唆された、子育て支援の一環として不妊治療に通院することを企業が快く
協力してくれるよう，企業向け説明会の企画などの支援を模索していきたい．

●

●

P－149　不妊治療終結時の看護一子宮体癌により余儀なく不妊治療終結となった症例より一

○篠原　宏枝，西澤千津恵，森

　長野市民病院婦人科

篤

【緒言】不妊治療の終結は子供が授かる場合を除き，不成功体験を繰り返すことで現実と挙児希望との狭間で葛藤しながら

も一応の納得のもと終結を迎える，しかし，今回結果的にそれを得られないまま子宮体がんにより子宮全摘となり余儀なく

不妊治療の終結となった事例を受け持った．この事例を通し見えた患者の心理過程より終結時の看護の必要性について報告

する．【症例】40代・PCO・不妊治療歴1年8カ月・初回IVF－ET後子宮体癌と診断された．挙児希望を考慮しMPA療法
16週間施行するが内膜生検にて癌細胞が遺残しており本人・夫同意のもと子宮全摘となった．子宮体癌IA期であった．【方
法・結果】術前に1回術後（退院後）外来受診時に8回ほど患者の同意を得て面談を実施した．術前では夫に「妻が大事だ

から2人で生きていこう」という言葉に後押しされ受容し手術に踏み切った．手術に向かって高揚した状態であった．術後，

身体的症状が落ち着くと一転し，非常に落ち込んだ様子を呈し，不眠・無気力感を訴えはじめた．そこで，問題点を明確化

するために絶対的受容にて感情表出をはかった．問題点としては，患者自身現実を受け入れたかのように思っていたが，子
供をあきらめることにつき心での受容が出来ていなかったことであった．そこで子供を授かれなかった喪失感に関連した悲

嘆作業を行い，今の自分を受容・肯定し人生の目標がたてられることを目標に看護を行った．6ヶ月後に患者自ら，もう大

丈夫という言葉を残し本当の治療終結を迎えることとなった．【考察】このような不妊治療の終結では生命に関わる為，納
得できるまでの時間的猶予がなく結果的に受容できないままの決断を患者自らが意思決定している場合が存在する．その場

合は，改めてこの計り知れない苦悩に寄り添い，長期の時間を要し患者の自己肯定感を高め，新たな人生設計が立案できる
ようになるまで継続された看護の必要性が示唆された．

●

●

P－150　グループアプローチ効果を期待した集団自己注射指導の取り組み

○松尾　恵子，上田　泰子，佐藤　春菜，川口　由美，桑原カオリ，山下ひとみ，福嶋　倫子，秋吉　俊明，南　　志穂，

　松尾　　完，溝部　大和，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】体外受精の調節卵巣刺激には10日間程の誘発剤の注射薬投与が必要となる．当院でも2012年より自己注射指導を

個別に行ってきたが，注射数の増加により集団指導に移行した．自己注射は時間的にも経済的にも患者の負担軽減になるこ

とは明確である．より円滑に自己注射が出来るために，グループアプローチ効果を期待した集団指導を行った．【方法】2012

年1月～12月までの体外受精を予定している157名．土曜日の16時から17時の60分間．注射の説明，実技を，指導者を
囲む形で机を並べ，受講生がお互いの顔が見える形にして指導した．【結果】157名の受講者98％が自己注射導入に至った．

1回の指導に平均8名の患者が受講した．グループアプローチ効果として仲間との出会いによる孤独感の解消，感情表出，

体験的情報の交換による不安の緩和が認められた．実際，指導時に看護師が手助けする前に患者同上が声かけ合いながらす

すめる光景が見られた．実技においては針を刺すとき躊躇する患者が多い中，1人が率先して針を刺し「大丈夫よ」との声
に他の全員が穿刺することができた．「一緒だったので出来ました」と前向きな言葉も多く聞かれた．多くの患者から「こ

の場をきっかけに友達を作ることが出来た」と当初の期待以上の効果が得られた．一方，集団指導によって個々の患者間に
習得のスピードや理解度の差が明確になり中には自信を失いかけた症例も見られた．【考察】集団指導は効果的であった．

今後は全患者の自己注射導入を目指し，呼びかけや欠点に対する対策を検討していきたい．

●

●
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P－151　不妊治療後の妊産婦を支える看護iケアー不妊治療に携わる看護師の視点から一

○長岡由紀子D，岸田　佐智2），清水　清美：S’

　1）茨城県立医療大学保健医療学部看護学科，2徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部，3城西国際大学看護学部

●

●

【目的】不妊治療に携わる看護者が捉える治療後の妊産婦へのケアを明らかにし，看護ケアプログラム構築の一助とするこ
とを目的とした．

【方法】対象は不妊症看護認定看護師3名とし，半構成的面接を実施した．データは逐語録とし，質的に分析した．本研究

は，茨城県立医療大学倫理審査委員会の承認を得た後に実施した．対象者には，書面と口頭にて調査の趣旨等を説明し，書
面にて同意を得た．

【結果】対象者の認定看護師取得後の不妊看護経験は，4年～6年であった．分析の結果，不妊治療後の妊産婦を支える看護

ケアにはく気づきの促し〉〈今を見つめる〉〈イメージを膨らませる〉〈子どもの力を信じる〉〈不安表出の促し〉〈これ
からの見通しを伝える〉〈不妊からの卒業〉等のカテゴリーが抽出された．さらに看護者のく個を尊重した見守りと承認〉

やく医療者間の連携と情報共有〉が抽出された．

【考察】看護者は，妊産婦を「不妊治療後だからこうである」という一元的なとらえ方はせず，不妊や治療に伴う多様な背

景を持つ個人として尊重し，より個別的なケアのあり方を模索していた．不安表出の促しや，見通しを伝えるなどの予期的
指導は，妊産婦にとって安心感を高めるケアとなり，気づきの促しや，子ども（胎児）の力を信じること，不妊から卒業し
てアイデンティティを再構築することは，親役割の促進に繋がっていくケアであることが示唆された．

本研究の結果を看護ケアプログラムの一助とするとともに，妊産婦側のニーズも調査し，より効果的なプログラム構築に繋
げていきたい．

P－152　FOXOと不妊症の関連について

○山本　輝，山下能毅林　篤史，林　正美，川邉紗智子，吉田陽子，樋口容子，小野賀大，大道正英
　大阪医科大学産婦人科

●

●

【目的】FOXとは転写因子であるFork　head　Transcription　Familyの統一・名であり，　subgroupは合計17であり，　FOXA～

FOXRまで存在する．その中でFOXOは細胞周期に極めて重要な相互作用を持っており，アポトーシスや細胞周期，抗酸化
を調整する遺伝子の発現を編成している．その他に糖代謝や細胞分化，筋委縮エネルギー恒常性にも一役買っていること
が知られている。不妊に関しては，FOXO1，　FOXO3が卵胞発育周期に関わっているといわれており，FOXO3　knockout　mouse

では早期に多くの卵胞，卵母細胞が活性化するが，発育できず，最終的にPOF，不妊に至ってしまうことが報告されている．

人間にもFOXOの存在は証明されているが，それが人間にとってどのような意義をもっているのかまでは解明されていな
い．【方法】同意を得られたART患者の採卵を行う際に採取した卵胞液から願粒膜細胞のmRNAを抽出し，リアルタイムPCR

にてFOXO発現量の相対定量を疾患別に比較・検討を行った．症例は2005年1月～2007年12月まで採卵施行した85例で
あり，疾患は内膜症，高齢（40歳以上），原因不明，男性不妊＋卵管不妊で分類し，男性不妊＋卵管不妊をコントロール群と

した．【成績】FOXO1では内膜症群はコントロール群と比較して，有意に低値を示したが（pニO．008），原因不明群，高齢群

はコントロール群と有意差を認めなかった．またFOXO3では内膜症群，高齢群共にコントロール群と比べて，有意に低値
を示した（p　一　006，p＝0．008）．　AMHでは内膜症群はコントロール群と比較し，有意に低値であったが（p＝O．02），高齢群，

原因不明群とは明らかな差を認めなかった．またFOXO1，　FOXO3，　AMHの相対定量と年齢，採卵数血清FSH（day3）と
の多変量解析では，各々相関関係は認めなかったが，FOXO3のみ年齢と負の相関傾向（p　＝＝　O．09）がみられた．【結論】ART

症例の転帰を予測する指標として，FOXO3が卵巣予備能を鋭敏に反映している可能性が示唆された．

P－153　マウス卵巣におけるAMHの免疫組織学的検討

○鈴木亜矢子，牧村　紀子，古谷　健一

　防衛医科大学校産科婦人科学講座

●

●

【目的】血清中の抗ミューラー管ホルモン（anti－mullerian　hormone；AMH）値は卵巣予備能のマーカーとして有用とされ

るが，実際に卵巣組織と血清とで相関性があるかまた，卵巣組織においてAMH，　Ki　一　67免疫染色とTunelを用いて組織学

的検討を行った．【方法】非妊娠マウスと妊娠マウスの血清と卵巣組織を用いた．血清AMHはELISA法を用いて測定し，
卵巣組織においては連続パラフィン切片を作製しAMHと増殖中の細胞を染めるKi　一　67免疫染色およびアポトーシスを検
出するTUNELを行った．【成績】血清AMH値は3．1ng／ml～32．7ng／mlの1‖IJ定幅となった．血清AMH値が4．Ong／ml以下

の低値の場合，卵胞の染色性は弱かった．また30ng／ml前後の高値の場合は卵胞での染色性は強いが，10～25ng／mlの場
合は卵胞染色性に大きな変化は見られなかった．卵巣組織のAMH染色性は比較的未熟卵胞に，　Ki　一　67は広範囲の卵胞に染

まった．Tunelは退行期卵胞に染まる傾向があった．5週齢の若いマウスと41週齢の繁殖終了間際のマウスでは血清AMH
値は低値を示し，卵胞中AMH染色性は弱染色性を示した．これらの染色において妊娠，非妊娠での違いはなかった．【結

論】血清AMH値と卵巣組織中のAMHを同時に確認することができた．血清AMH値と卵巣組織中AMH染色性は相関性
がみられたが，AMHとKi－67，　Tunelとの関係について相関性はみられなかった．

●
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P－154　卵黄を含まない市販の精子凍結液を用いた簡易的な少数精子凍結保存の検討

○平山　和宏，立花　郁雄，高橋　重智，飯田　修一，田中　耕平，星　　和彦，鈴木　雅洲
　スズキ記念病院

【目的】高度乏精子症例や非閉塞性無精子症例では，僅か数個の精子しか得られない場合がある．これらを凍結保存するこ

とは，患者にとって有益であり，臨床h重要である．少数精子の凍結保存では，Sucroseを凍結保護物質とした方法が複数
の施設から報告されている．しかし，市販の精子凍結液を用いた手法では十分な結果が得られていない．そこで今回我々は，

市販の精子凍結液を用いた少数精子凍結法を検討したので報告する．【方法】精子はインフォームドコンセントの得られた

ART治療患者7名の余剰精子を用いた．凍結器具にはCryotopを用いた．精子凍結液はCryoSperm（Origio）とmHTF（自
家製）を3：7に調整したもの（CS群）を使用した．対照として既に報告されているmHTF＋20％SSSにSucroseを0．1M
添加したもの（Suc群）を用いた．倒立顕微鏡下にてマイクロマニュピレーターを操作し，2～4個の運動精子をCryotop先
端部の1μ1精子凍結液中に静置した．CS群は4℃（冷蔵庫）に3分間静置，液体窒素液面3．5cmに2分間曝し，液体窒素中
にて保存した．Suc群は直ちに液体窒素液面3．5cmに2分曝した後，液体窒素中にて保存した．融解は両群ともCryotop先

端部を37℃に加温した3pl培養液（mHTF＋20％SSS）に浸漬した後，直ちにミネラルオイルで覆った．倒立顕微鏡下にて
精子を検索し，精子回収率，精子運動率についてCS群とSuc群の比較検討した．検索時間は最大10分とした．【結果】精
子回収率，精子運動率はCS群で86．8％（33／38），60．6％（20／33）であり，　Suc群で91．2％（31／34），64．5％（20／31）であっ

た（有意差なし）．【結論】市販の精子凍結液を用いてSucrose法と同等の回収率，運動率を得ることができた．精子凍結液

の希釈比率の変更と4℃での平衝化時間を加えることにより，市販の凍結液でも安定した少数精子の凍結保存が可能と思わ
れる．

■

●

P－155　当院におけるガラス化凍結融解胚移植成績について

○青葉　幸子，長谷川洋子，若山　　彩，竹原　　啓，加藤雄一郎，千田裕美子，望月　　修
　聖隷三方原病院産婦人科リプロダクションセンター

【目的】当院ではこれまで原則，新鮮初期胚移植を行い，余剰胚を凍結保存する方針を一貫してきた．一方，胚のガラス化

（Vitrification）凍結保存法は緩慢凍結法と比較し操作が簡便であるため，近年，生殖補助医療（ART）で急速に普及し，当

院でも2002年より導入した．今回，当院でのガラス化凍結融解胚移植の成績を後方視的に検討し，当院の特徴を含め報告
する．【方法】対象は2002年から2012年12月までに当院で凍結融解胚移植を行った338症例，406周期．初期胚融解移植
群（FET群llO6例）と胚盤胞融解移植群（FBT群：300例）の治療成績を比較検討した．【結果】年度毎の平均移植数は
ガラス化凍結法の導入後徐々に減少し，2006年以降は2．0個以下となり，初期胚移植から胚盤i胞移植への移行も顕著であっ
た．FET群とFBT群の平均年齢は34．7±4．1歳／34．2±4．1歳バF均移植数は19±0．8個／1．5±O．6個，妊娠率は26．5％／32．9％，

流産率は192％／23．7％，着床率は17．5％／25．3％，多胎率は22．2％／7．2％であった．なお，多胎率の低減は著しく，直近2年

間は皆無であった．【考察】FET群とFBT群で平均年齢，平均移植数に差は認めなかったが，妊娠率，着床率はFBTが良
好な傾向を示した．また，経年的に胚盤胞移植の比率が増加し，多胎率は有意にFBTで低率であった．

●

●

P－156　当センターにおける精子凍結保存の現状

○保田　賢吾12），湯村　　寧），森　　亘平2），黒田晋之介2），山中　弘行2），竹島　徹平2），小林　将貴2），加藤　喜健2），

　野口　和美2｝

　IJ大口東総合病院泌尿器科，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

【目的】悪性腫瘍の治療における化学療法や放射線療法の副作用として，造精機能の低下および消失をきたす可能性がある．

現在そのような患者の妊孕性を温存する方法は精子凍結保存が最も有効でありかつ安全である．当センターでは2012年1
月以来，精子凍結外来を設け，診療を行っている．今回は現在までの精子凍結保存の現状について報告する．【対象および

方法】2012年1月から2013年5月までに精子凍結保存を行った43例を対象とした．凍結方法は精液とFreezing　Medium
であるTEST　Yolk　Buffer　with　Glycerolを等量混合し，液体窒素下に5分静置後，液体窒素下に凍結した．保存の更新は1

年毎に本人に意思確認をしており，希望者には精液検査も行っているN【結果】患者の平均年齢は32．9歳（19～48歳）．内

訳は10代が2例（4．6％），20代が14例（32．6％），30代が15例（34．9％），40代が12例（27．9％）であった．原疾患は精
巣腫瘍が最多の19例（44．2％），白血病が7例（16．3％），悪性リンパ腫が6例（14D％），多発性骨髄腫と骨肉腫が各2例（4．7％），

肺癌，大腸癌，滑膜肉腫，脳腫瘍，再生不良性貧血，慢性肉芽腫，Churg　Straus症候群が各1例（23％）であった．また
射出精子に運動精子を認めず，TESEにて回収した精子を凍結した症例が2例あった．2013年5月現在，保存後1年経過し
た17例中13例（76．5％）が更新手続きを施行している．【考察】精了凍結保存は徐々に普及はしてきているものの，まだま

だ周知されておらず，今後も精子凍結保存に関する啓発が必要と考える．当センターではまだ凍結精子使用例がないため，
妊孕率等に関しては今後の課題である．

■

●
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●

P－157　凍結融解時に収縮した状態のまま回復しない胚盤胞の背景

○松木　祐枝，佐多　良章，永野　明子，田尻　翔太，邑上沙揺子，岩政　　仁
　愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

●

●

【目的】凍結融解時に収縮した状態のまま回復しない胚盤胞にどのような背景があるのか，2010年～2012年にホルモン補充

周期で胚盤胞凍結融解移植をした483周期，総胚数528個を対象に妊娠率および発生頻度を検討した．【方法・結果】移植
時に凍結前の状態まで回復したものをA群，収縮しているが胞胚腔がみとめられるものをB群，収縮し胞胚腔がほとんど
みとめられないものをC群とした．A群は全体の64．4％（340／528），　B群は21．0％（111／528），　C群は14．6％（77／528）で，

各群における単一胚移植の妊娠率はA群45。7％（116／254），B群44．2％（34／77），　C群で2．9％（1／35）と，　C群のみで有

意に低く，臨床上C群が問題であると考えられた．そこで年齢別にC群の発生頻度を検討したところ，39歳以下で10．5％
（27／258），40歳以上で1＆5％（50／270）と，40歳以上で有意に高くなった．また胚齢におけるグレード別のC群の発生頻

度を検討したところ，Day6のpoor胚（Gardner分類で3BB未満）で年齢に関係なく有意に高くなった．しかし，40歳以
上におけるgood胚（Gardner分類で3BB以上）では，　Day5胚15．0％（19／127），　Day6胚162％（6／37）と，39歳以下の
Day5胚7．6％（11／144），　Day6胚4．6％（2／44）と比較してC群が有意に高く発生していた．【考察】C群の発生はおもに年

齢が関係していることがわかり，40歳以上ではgood胚においても39歳以下と比較して有意に高くなることから，40歳以
上においては分割胚での凍結融解移植の検討，または，胚盤胞凍結時にArtificial　Shrinkageをおこなうなど，回復が良好
であると報告されている方法を取り入れる必要があると考えられた．

P－158　Hatching　Blastocystの凍結融解後における回復状態についての検討

○大原　知子，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，上野紗也香，椎名　　薫，森本　有香，原武　佑樹，

　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】凍結融解胚盤胞のうち，Hatching　Blastocystで凍結融解後に回復が不良な胚が認められる．今回我・々は，　Hatching

Blastocystの凍結融解後の状態について比較検討を行なった．【方法】2002年4月から2013年1月の間にIVFを実施し培
養5日目に凍結を行なった645周期を対象とした．《検討1》Hatching　Blastocystを凍結した209個を対象とし，脱出して
いる細胞質の大きさが（A）30％以上，（B）30％未満の2群に分け，融解2時間後の回復良好胚盤胞率（凍結時の評価よ
り胞胚腔の広がり，ICM，　TEスコアはともに凍結時まで回復した胚盤胞の割合）を比較した．《検討2》《検討1》と同じく
凍結したHatching　Blastocyst　209個を対象とし，胞胚腔の大きさを比較した．透明帯の厚さが胚直径の（C）10％以上，（D）

10％未満の2群で比較した．【結果】《検討1》回復良好胚盤胞率はA群（18．97％；11／58）がB群（33．77％；51／151）に

対し有意に低かった．《検討2》回復良好胚盤胞率はC群（32．40％：24／74）とD群（2＆15％；38／135）で有意差は認めら
れなかった．【結論】Hatching　Blastocystにおいては，胞胚腔の拡張度ではなく細胞質の脱出（細胞表面積の増加）の程度

が回復率に影響することが示唆された．

P－159　中空糸法によるマウス胚およびブタ胚のガラス化保存

○内倉　鮎子1），松村　幸奈］），中野　和明D，浅野　吉則1），長嶋比呂志12）

　D明治大学農学部発生工学研究室，2明治大学バイオリソース研究国際インスティテユート

●

●

【目的】我々が新規に開発した中空糸ガラス化法の有効性を，マウス胚およびブタ胚を用いて検証することを目的とした．【方

法】BDFIマウス2細胞期胚および体外成熟卵由来のブター単為発生桑実胚を供した．既報（Matsunari，2012）に従い，7．5％

DMSO，7．5％エチレングリコール（EG）を含む平衡液中で，セルローストリアセテート製中空糸（内径185μm，膜厚15μm，

長さ25mm）内に10－15個の胚を収容した．5－7分の平衡後，中空糸を15％DMSO，15％EG，05M　sucroseを含むガラス
化液に1分間維持し，その後液体窒素（LN）中に投入した．ブタ胚の一部はLN気相中でガラス化した．融解時は，37．5C
に加温した1M　sucrose含融解液（TS）に中空糸を投入した．マウス胚の一部は，中空糸を室温の空気中に5秒間保持して
融解した．凍害保護剤の希釈・洗浄は段階的に行った．胚の生存性判定は培養および移植試験（マウス胚）により行った．
【結果】ガラス化したマウス胚の胚盤胞への発達率は，非ガラス化胚と同等であった（95．5％，105／110　vs．99．1％，109，／110）．

移植試験でも両者の成績には有意差がなかった（妊娠率：4／4vs．2／2；胎仔発達率16＆8％，55／80　vs．87．5％，35／40）．空

気中融解においても，生存率の低下は生じなかった（胚盤胞形成率：94．0％，94／100；妊娠率4／4；胎仔発達率：68．8％，55
／80）．一一方，ブタ胚については，通常法ガラス化区（80．0％，28／35）およびLN気相ガラス化区（79．4％，27／34）の両者で，

非ガラス化区（96．9％，31／32）に匹敵する生存性が得られた．【考察】中空糸ガラス化法の有効性が，培養および移植試験

によって証明された．中空糸法は体外成熟卵由来のブタ桑実期胚の様な，耐凍性の低い胚にも有効である．

●
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P－160　採卵後6日目に凍結した胚盤胞を用いた融解胚移植の治療成績

○平敷　千晶，銘苅　桂子，平良　理恵，安里こずえ，青木　陽一

　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

【目的】新鮮胚移植において採卵後5日目の胚盤胞移植に比較し，6日目に胚盤胞となった発育遅延胚の妊娠率は低いことが
報告されている．6日目に胚盤胞到達した胚を凍結保存し，その後融解胚移植を行った場合の治療成績を検討する．【方法】2011

年1月から2013年5月の期間，当科において採卵後5日目，または6日目に凍結保存した胚盤胞を用いた融解胚移植85周
期を対象とし，治療成績を比較した．融解胚移植はホルモン補充周期で行い，採卵後5日目，6日目に凍結保存した胚盤胞
はどちらも黄体ホルモン投与開始後6日目に移植した．Gardner分類3BB以上を良好胚と判断し，子宮内胎嚢を認めたもの
を臨床的妊娠，妊娠12週以降継続したものを継続妊娠と診断した．【成績】研究期間において採卵後5日目に胚盤胞を凍結

したのは67採卵周期，6日目に凍結したのは20採卵周期であった．その後，5日目凍結胚69移植周期，6日目凍結胚16移
植周期の融解胚移植が行われた．移植時年齢，融解胚数，融解後生存胚数，融解後再拡張率，移植前子宮内膜厚，移植胚数，
良好胚移植率，臨床的妊娠率（34．8％vs．31．3％），着床率（30．4％vs．25％），継続妊娠率（27．5％vs．18．8％），流産率（16．7％

vs．40％）に有意差は認めなかった．【結論】採卵後6日目で胚盤胞に到達した発育遅延胚でも，凍結後子宮内膜を調整する

ことにより採卵後5日目に胚盤胞に到達した胚と同等の治療成績を得られることが示唆された．

P－161　凍結融解胚盤胞移植の融解時期に関する検討

○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，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】凍結融解胚移植（F－ET）においてImplantation　windowを考慮し，　Day5凍結胚盤胞を移植前日に融解し1日培養

させることで妊娠率が向上するとの報告があることから当院でも前日融解と当日融解した周期での妊娠率を比較検討するこ

ととした．【対象と方法】2012年7月から2013年4月までにDay5凍結胚盤胞をF－ETを施行した162症例，199周期を対
象とした．透明帯除去法施行例は除外した．Gradeはガードナー分類3CC以上のものとした．移植当日に融解した群をA
群（86周期），移植前日夕方に融解した群をB群（92周期）として妊娠率（移植当り）を比較した．なお，妊娠は胎嚢の確
認をしたものとする．【結果と考察】1，A群，　B群の凍結時の年齢は35．1±0．5歳35．0±0．5歳移植時の年齢は36．2歳±O．4

歳35．6±0．4歳であった．2，採卵回数は1．5±O．1回，1．5±O、2回，移植回数は29±O．2回，2．8±0．2回であった．3，IVFと

ICSIの割合はIVF；65周期，73周期，　ICSI；21周期，19周期であった．4，胞胚腔の拡がりの段階はSize3が13周期，19
周期，Size4が48周期，44周期，　Size5が25周期，29周期であった．5，　GradeBB以上を移植したのは60周期，74周期，
GradeBB未満が26周期，18周期であった．6，妊娠率はA群54．7％（47／86），　B群54．3％（50／92）と両群間に有意な差は

見られなかった．両群の1，年齢，2，採卵及び移植回数3，IVFとICSIの比，4，凍結胚のSize，5，　Gradeを比較した
が差は認めず．前日融解し1日培養することによる妊娠率の向上は確認出来なかったが，以上より前日融解も当日融解も差

が無い事から融解時刻の幅が広がり，業務に余裕を持たせられる点で前日融解は有用と思われる．

P－162　悪性腫瘍に対する凍結配偶子の破棄に関する検討

○藤澤　佳子，東梅　久子，矢野美穂子，三宅　友子，白根　　晃，田中　誠治，山口　　隆，北川　浩明

　国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科リプロダクションセンター

【目的】悪性腫瘍のため凍結保存された配偶子のなかには，使用や保存延長がされず破棄されるものがあることから，凍結配偶

子の破棄について検討した．【方法】過去13年間に当科で悪性腫瘍のために凍結保存を行ったものの破棄した精子43例，胚5
例を対象とした．配偶子凍結保存は院内の倫理委員会の承認を得て，文書にて説明と同意を得て実施した．破棄の意思が表明

された場合，または1年を超過して保存延長の申し込みおよび保存料の支払いのない場合は破棄した．【結果】1）凍結保存し

た精子62例のうち破棄したのは43例（69％），胚ll例のうち5例（45％）であった．2）破棄の理由は希望が精子13例（30％），

胚0例，連絡不明が精子15例（35％），胚3例（60％），死亡が精子15例（35％），胚2例（40％）であった．死亡の連絡があっ

たのは1例のみであった．3）配偶子凍結保存の適応は精子で造血器32例（74％），消化器2例（5％），精巣5例（12％），そ

の他4例（9％）であった．胚は造血器4例（80％），乳腺1例（20％）であった．破棄理由は精子で造血器は希望9例，連絡

不明10例，死亡13例，消化器は連絡不明1例，死亡1例，精巣は希望1例，連絡不明4例であった．胚で造血器は連絡不明
2例，死亡2例，乳腺は連絡不明1例であった．4）破棄までの凍結保存期間は精子39±3歳胚5．3±5歳であり，理由別に
みると希望は精子5．2±3年，連絡不明は精子4．7±3年，胚8．3±6年，死亡は精子2．0±1年，胚2．3±1年であった．5）悪性腫

瘍にて配偶子凍結保存をした症例のうち凍結融解して使用したのは精子は3例で全例が妊娠・分娩し1例は凍結精子を破棄，2
例は凍結保存を継続した．胚は4例で胚移植したが妊娠は成立しなかった，【考察】悪性腫瘍の凍結保存配偶子のうち48例（66％）

が破棄されており，このうち死亡も含めると連絡不明が35例（48％）であることから，胚凍結保存をするにあたっては保存期

間，保存の延長方法，連絡方法などについて充分に周知することが必要であると考えられる．

■
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P－163　SEET変法の試み

○和田麻美子U，笠井　　剛Z），小川　達之2J，大木　麻喜2），下地　綾乃2），原ロセリーナ2），平田　修司2｝

　D山梨赤十字病院，2仙梨大学産婦人科

●
【目的】近年，：着床障害などによる体外受精不成功例に対してSEET（Stimulation　of　Endometrium－Embryo　Transfer）法

は良く用いられており，当院でも，2011年より凍結融解胚移植においてSEET法を導入している．　SEET法では，胚盤胞
移植の2，3日前に，凍結保存した胚盤胞培養液を融解し，子宮腔内に注入するので，外来での診察が1日増え，その分，
外来診療が煩雑になる．そこで，SEET法の施行時期を，黄体ホルモン補充直前の診察日に移動して，外来診療の簡便化を
図りつつ，原法と比較して臨床成績に違いがないかどうか後方視的に検討した．【方法】2010年から2012年に当院で，培養

5日日にGardner分類で3AB以上に達した胚盤胞を凍結保存し，ホルモン補充周期に回復良好胚を，単一胚盤胞移植した117
周期を対象とした．BT群：SEET法を施行しなかった胚盤胞移植62周期，　SEET群：SEET法を施行した74周期，　ST
（stimulation）群：胚盤胞を培養した培養液の代わりに培養液を注入し内膜刺激のみ行った20周期，　SEET変法群：SEET

法を黄体ホルモン補充直前の診察日に施行した68周期，ST変法群：培養液を黄体ホルモン補充直前の診察日に注入した19
周期，の5群に分類した，培養i液は約300plに希釈して注入した．全例informed　consentが得られた症例で施行した．【結
果】妊娠率は，BT群：37．1％（23／66），　SEET群：43．2％（32／74），　ST群：40．0％（8／20），　SEET変法群：54．4％（37／68），

ST変法群：31．6％（6／19）で，　BT群とSEET変法群間にのみ有意差（P＜O．05）を認めた．【考察】SEET変法を用いた場

合，SEET法と比べて遜色ない臨床成績であった．

P－164　当科におけるヒト卵巣凍結保存

○木村　文則）），竹林　明枝1），清水　良彦1），平田貴美子1］，高島　明子1），高橋健太郎2’，村上　　節1｝

　】滋賀医科大学医学部産婦人科学教室，2滋賀医科大学地域周産期医療講座

【目的】近年のがん患者に対する手術療法，化学療法や放射線療法を中心とした治療法の進歩に伴い，その治療成績はめざ

ましく向上してきている．若年がん患者においても5年生存率の改善傾向が認められる．これらの治療成績の改善により
FDAは，悪性腫瘍に対する放射線治療，抗悪性腫瘍薬による治療を受けた生殖生産世代の生存者は，西暦2025年までに60
人に1人に達すると推察している．しかしながら，これらの化学療法や放射線療法は卵巣機能が損なわれ，治療終了後の早

発閉経など妊孕能消失などの問題を抱えている．原疾患の治療を行いつつ卵巣機能を温存させる技術を開発することが医療

現場に求められている緊急の課題であると考えられる．1999年にOktayによりヒト卵巣自家移植が報告され，2004年には
Donnezらによりヒトでは初めて卵巣組織凍結後，自家移植により生児を得たことが報告された．今回，2013年1月より当
院においてもヒト卵巣凍結保存を実施するに至った．2012年5月1日現在，2例のヒト卵巣凍結保存を実施したが，今回，
施行方法，手順につき検証することとした．【方法】卵巣切除および凍結保存に関しては，当施設の倫理委員会の承認を得，

患者およびその家族の同意を得た後実施した、その際の実施方法を検証した．【結果】患者は14歳の骨肉腫と31歳の脳腫
瘍であったが，いずれも卵巣機能低下が予想される化学療法を予定していた．全身麻酔下に腹腔鏡下片側卵巣切除を行った．

KITAZATO　CRIOTISSUE　KITを用い卵巣凍結を行ったが，卵巣組織は十分ガラス化されていると思われた．患者の術後
経過は順調で特に原疾患の治療の遅延となることはなかった．【結論】現在まで2症例のみの実施であるが，卵巣凍結保存
についての手順に関しては概ね良好に施行できていると考えられた．

P－165　多嚢胞性卵巣症候群に対する投与時期を遅らせたクロミフェン待機投与法による排
　　　　　　卵症例

○川村　　良，鈴木　絢子，神田理恵子

　総合病院厚生中央病院

【目的】排卵障害を伴う多嚢胞性卵巣症候群（PCO）の挙児希望例に対するクロミフェン療法は，他の不妊症例と同様に第一選択

として用いられる．そして一般的な投与と同様にクロミフェン療法の反応不良例では投与量を増量する方法が選択される．反応

不良例に対して投与時期を遅らせた待機投与法について，効果的な場合があることを我々は報告してきた．今回PCOに対しても
効果があることを経験したのでここに報告する．【症例1】腹腔鏡下の卵巣ドリリング法を施行したが十分な排卵障害の改善は得

られなかった．クロミフェン療法に対する50mg／日，5日間投与の従来法には反応が悪く，そこで50mg／日，5日間を2回行う

同一周期反復投与法を行った．同一周期反復投与法には反応することを確認した上で月経周期の15日目から50mg／日，5日間す
る待機投与法を行い，それでも良好な反応が得られた．【症例2】腹腔鏡下のドリリング法を受け入れられず経過をみていたが，

クロミフェンの50mg／日，5日間を2回同一周期に投与する反復投与法には反応していた．そこで月経周期15日目からの50mg／
日，5日間投与する待機投与法に切り替え，それでも良好な反応が得られた．人工授精を行い妊娠が成立し現在順調に経過してい

る．どちらの症例も月経周期の5日目から50mg／日，5日間投与する従来法には反応不良であった．しかしながら50mg／日，5

日間を2回投与する同一周期反復投与法には良好に反応した．そして増量せずに50mg／日，5日間投与を月経周期の15日目から
投与することでも排卵することが確認できた．なお，両症例とも事前にこの投与方法について説明し了解を得て投与を行った．【結

論】腹腔鏡下のドリリング法後の経過や手術を希望しないPCOに対してクロミフェン療法は重要な治療法である．投与時期を遅

らせて投与することで投与量を増量することに匹敵する排卵効果が得られ，妊娠が成立することもあることが確認された．
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P－166　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）診断基準Rotterdam　criteriaと日産婦2007の比較
　　　　　　検討

○清水亜由美D，遠藤　俊明2〕，馬場　　剛2），森下　美幸2〕，久野　芳佳2｝，池田　桂子2），逸見　博文3｝，木谷　　保4〕，

西川　　鑑）t真名瀬賢吾5），幡　　　洋6），齋藤　　豪2’

▲NTT東日本札幌病院産婦人科，2）札幌医科大学産婦人科，

婦人科小児科病院，6）大谷地産科婦人科

：S）

斗南病院婦人科，1）エナレディースクリニック，5）五輪橋産科 ●

【緒言1多嚢胞性卵巣症候群は生殖年齢婦人の5～10％にみられる頻度の高い疾患である，しかし，その病因は症候群であるが故，学説の域を出ず，人

種による臨床徴候の違い，症状の多彩さなどもあり統一された診断基準がないのが現状である．今回我々は，国際的に最も汎用されているRotterdam　cri・

teriaと日本人の人種的特徴を反映した日産婦2007の診断基準で診断されたPCOSの臨床・生化学的因子を統計学的に解析し，本邦の診断基準の有用性

を検討した．【方法1月経不順，不妊等で当院関連病院を受診した女性でRotterdam　criteriaで診断されたPCOSI44名，そのうち日産婦診断基準2007

を満たしたPCOS99名を研究対象とした．身長T体重，　BMI，　LH，　FSH，　PRL，　E2，総テストステロン，遊離テストステロン，　A4，　DHEA－S，　AMH，

インスリンtグルコース，HOMA－IR，レプチン，アディポネクチン，レジスチンを調査項目とした，平均値，差の検定，割合の検定を施行し，両者の

相違をデータ的に検証した．なお，IRBの承認後，全例よりインフォームドコンセントを得た．【結果】Rotterdam　criteriaで診断をすると日産婦2007

で診断した場合に比べて，データ的には平均値に有意差を認める因子はないが，LH高値の症例の割合に有意差を認めた．また，日産婦2007の1．5倍の

多様な症例がPCOSと診断された．【考察】Rotterdam　criteriaで日本人女性のPCOSを診断すると，日産婦2007で診断した場合に比べ1．5倍増のPCOS

を診断することになる．前者では不均一な集団をリクルートすることになり，後者ではより均一な集団をリクルートすることになる．この違いが生化学，

内分泌学データ的にどう反映されるかを検討したが，両者の違いは高LHの合併率のみであった．以上よりLH，　LH関連の因子以外を検討する場合はRot－

terdam　criteria，日産婦2007で診断した各因子の比較検討は可能であり，欧米の論文とも同様の背景をもつ集団として議論が可能と思われた．

P－167　LODにおけるAMHの治療マーカーとしての有用性について

○森下　美幸1｝，遠藤　俊明v，清水亜由美1），池田　桂子1），久野　芳佳い，馬場

　木谷　　保S｝，本間　寛之5），幡　　　洋6），真名瀬賢吾7），齋藤　　豪い

　D札幌医科大学産婦人科，2｝KKR札幌斗南病院，3）美加レディースクリニック，
　ディースクリニック，6］大谷地産婦人科，7）五輪橋産科婦人科

剛1］，逸見　博文2），金谷　美加3），

41エナレディースクリニック，5榊谷レ

【目的】PCOS患者は種々の排卵誘発剤に抵抗を示すことが知られているが，近年PCOS患者において，卵巣予備能を反映するAMH

がコントロールより高いことが報告されている．高AMHは卵胞発育を阻害すると考えられており，この状態を是正することが排

卵誘発への近道となりうる．一方でLaparoscopic　Ovarian　Drilling（LOD）はPCOSにおける難治性排卵障害に有効であるがその

メカニズムについては明らかになっていない．当院では2009年からLODの前後にAMHも含めて種々のホルモン採血を行ってい

るが，なかなか一定の見解は得られていない．今回は今までのデータをまとめながらAMHがLOD前の治療のパラメーターになり
うるかどうかについて検討した．尚，今回の検討にあたって患者のインフォームドコンセントを得て行っている．【対象と方法】2009

年1月～2013年6月まで当院でPCOSの治療に対してLODを施行した21例．治療前のAMHを1群10ng／mL以下2群10ng／mL
以上20ng／mL以下　3群20ng／mL以上に分類した．2011年以前はpmoL表記であったため1ng／mL≒7．14pmoLで補正している．

それぞれのグループの術後のAMH値妊娠転帰について検討した．【結果】妊娠は1群で4例／9例，2群で5例／9例，3群で0例
／3例であり術後のAMHの平均は1群で3．15±O．45ng／mL，2群で6．43±0．82ng／mL，3群で19．25±5．25ng／mLだった．【考察】術

前のAMHが10ng／mL以上20ng／mL以下の症例において治療効果が望めるのではないかと考えられた．術後のAMHを一般成人
女子の平均値に近い値に補正できるように手術を構築することがポイントとなる可能性が示唆された．20ng／mL以上の群は治療抵

抗性であることを始めから患者にも理解してもらい，体外受精も視野に入れた多数の治療を並行していく必要があると考えられる，

P－168　子宮筋腫核出術症例と子宮筋腫合併症例における子宮内膜厚の後方視的検討

○新井　夕果V，村瀬真理子V，山本みずきD，千木野みわU，古野　敦子1），香川　愛子ll，北川　雅一），片山　佳代D，

　浜之上はるかD，大島　　綾1），吉田　　浩’），湯村　　寧1），榊原　秀也L’），野口　和美1），平原　史樹2）

　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横浜市立大学附属病院産婦人科

【背景】子宮筋腫合併の不妊症患者は多いものの，子宮筋腫核出術をすることにより妊娠率が上がるかどうか結論はでてい
ない．また，子宮筋腫核出術を行うことにより子宮内膜厚が減少することが懸念されるが実際に検証した報告はない．【目

的】子宮筋腫核出術症例と非手術症例で子宮内膜厚に差があるのかどうか検証する．【対象】2011年1月から2013年3月ま
での当院での子宮筋腫合併不妊治療症例のうち研究協力に同意を得られた症例．子宮筋腫核出術症例24例，非手術症例24
例．【方法】子宮筋腫核出術症例と非手術症例にわけて，クロミッド周期を除いた排卵誘発（IVF含む）周期と自然周期の

排卵期から着床期の子宮内膜厚を後方視的に比較検討した．【結果】子宮筋腫核出術症例は24例（腹腔鏡手術15例，開腹
手術5例，子宮鏡手術4例），年齢39±3．2歳，子宮筋腫数の平均は2．5個（1－6個），85周期（排卵誘発周期：41周期，自
然周期：44周期）の妊娠率10．58％，流産率11．ll％，子宮内膜厚の平均は10．36±2．35mmであった．手術別の子宮内膜厚の

平均は，腹腔鏡手術9．88±2．02mm，開腹手術1157±2．96mm，子宮鏡手術10．29±2．03mmであった．非手術症例は24例，

年齢38±37歳，子宮筋腫数の平均は1．95個（1－5個），69周期（排卵誘発周期：30周期，自然周期39周期）の妊娠率10．14％，

流産率42．8％，子宮内膜厚の平均は10．45±2．48mmであった．マンホイットニーのU検定で両者の妊娠率（p＝09288），流
産率（p＝O．1590），子宮内膜厚（p＝0．6342）に有意差は認められなかった．【考察】今回の検討では手術操作による子宮内

膜厚の減少は術式にかかわらず認められなかった．しかし，子宮筋腫のサイズや部位によって子宮内膜厚や着床の影響に差

がある可能性があり，今後さらなる検討が必要と考えられた．
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●

P－169　片側卵管閉塞はART治療か？一・般不妊治療か？

○上村るり子，横田　英巳，横田美賀子，佐藤　節子，中川真喜子，横田　佳昌

　横田マタニティーホスピタル

●

●

【目的】自然妊娠成立に卵管機能は受精および卵輸送の場として重要な働きをしている．一般不妊症検査の一つに子宮卵管

造影検査（HSG）がある．特に片側卵管異常（水腫，癒着，閉塞）が不妊治療に及ぼす影響を知る目的で卵管所見と妊娠と

の関係を検討した．【対象と方法】対象はH24．1月から12月の間に当院不妊外来にて挙児希望によりHSGを実施した518
例の不妊治療者とした（インフォーム・コンセントによった）．HSGはモニターテレビで造影剤の流れを観察しながら撮影
した．造影剤は油性を用いた．HSG所見と妊娠との関係は検査後1年以内のH25．4月20日までのデータを集計した．【結果】

対象者の平均年齢は34．0±4．8歳BMI値20．9±3．9，原発性不妊383例（739％）と続発性不妊135例（26．1％）であった．

HSG正常は425／518（82．0％），異常は93／518（18．0％）であった．検査した518例のうち187例（36．1％）が妊娠し，流産
22例（11．8％），子宮外妊娠2例（1．1％），多胎妊娠5例（2．7％）であった．HSG正常者の妊娠率は165／425（38．8％），　HSG

異常者のうち片側卵管異常の妊娠率は2Q／67（29．9％）に認められた．内訳は3例がARTで，17例は一般不妊治療であっ
た．HSG正常者と片側卵管異常者との妊娠率に有意差はなかった（P＝O．15）．また，片側卵管異常で閉塞側の卵胞から排卵

したと思われる妊娠が3例（17．6％）存在していた．この片側卵管20例の妊娠のうち，多胎妊娠2例，流産1例であった．
【考察】HSG所見で片側卵管障害があっても，一般不妊治療でHSG正常者と遜色ない妊娠結果が出ていた．　HSG異常所見，

とりわけ水腫，癒着，閉塞と診断されてもすぐARTに移行することなく，片側卵管障害の場合は一般不妊治療を第一選択
とし，その延長線上にARTを考えれば良いと思われた．

P－170　37℃で輸送した卵子から得られたDay7凍結胚盤胞により妊娠に至った1症例

○井上　岳人12），小野　吉行D，米澤由紀子1），藤原　卓夫3），野原　　当3］，三村　　治1），岸　　淳二V，江見　信之1｝

　1］医療法人社団誠心会小野レディースクリニック，2｝神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域，3）医療法人社団吉徳会

　あさぎり病院

●

●

【背景】卵巣周囲の癒着は，卵胞の成長の阻害，卵管の閉塞や卵子の輸送を障害することがあり，女性不妊の原因となる．

特に，高度卵巣癒着患者では経膣的採卵が困難であり，採卵が可能な場合でも体外受精の成績が低下することが報告されて
いる．今回我々は子宮内膜症に起因する高度卵巣癒着のため経膣による採卵困難症例に対し，開腹による癒着剥離術と同時

に採卵を行い，卵子卵丘細胞複合体（COC）を輸送しIVFおよびICSIを試みた．【症例および方法】妻38歳0経妊0経産．

夫41歳精液所見は運動精子数53×106／ml，運動率495％だった．他施設にてAIHを2度試みるも妊娠に至らず，当院に
紹介された．左卵巣にチョコレート嚢胞があり，右卵巣は子宮後面からダグラス窩にかけて癒着が疑われた．癒着により経

膣による採卵は困難であったため，癒着剥離術の際採卵を実施した．6個のCOCを採取し，　Sperm　Washing　Mediumを
含む1．5mlチューブに入れた．1．5mlチューブを遮光し，保温剤と新生児運搬用保育器にて37℃に保ち，輸送した．採卵か
ら当院到着まで2時間半を要した．到着後直ちにIVFおよびICSIを実施した．　IVFでは受精せず（0／3個），　rescue－ICSI

を実施した．ICSIでは2個の正常受精卵（2／2個）を得た．　Day　7，2個の胚盤胞（ICSI，　rescue－ICSI各1個）を凍結保存

した．2か月後，2個の凍結胚盤胞を移植した．COCの輸送，癒着剥離術はインフォームド・コンセントを得て行った．【結

果】単体妊娠が成立し選択的帝王切開術にて健常男児（3196g）が得られた．産後1か月検診にても新生児に異常は認めら
れなかった．【結論】37℃で2時間半のCOCの輸送は可能であった．また，設備面にて経膣による採卵しかできない我々
のような小規模施設において，他施設協同で対応できることが示唆された．

P－171　電気刺激による卵子活性化が有効であったICSI受精障害の1症例

○上畑みな子1｝，渡辺　真一），田中　豊美1），松永　利恵I」，山中菜保子い，桑波田暁子12），越知　正tw　t），堀内　俊孝3）

　いおち夢クリニック名古屋，2）加藤レディスクリニック，3県立広島大学大学院総合学術研究科

●

●

【はじめに】卵細胞質内精子注入法（以下ICSI）はヒト生殖医療において一般的な治療法であり，70～80％の正常受精率で
ある．しかし，受精率が著しく低い症例がまれに存在する，今回，数回のICSI施行において満足する受精率が得られず，　ICSI

施行後に電気刺激による卵子活性化を行ったところ，良好な成績が得られた症例を経験したので報告する．【症例】患者の

年齢は妻38歳夫34歳，重症男性不妊症によりART適応となった．他院での不妊治療歴は1年5か月で，　ICSIを6回施
行するも，受精率は25～60％，6回の胚移植を行ったが，妊娠には至らず，当クリニックへ転院となった．【結果】当クリ
ニックでの精液検査の結果は液量7．0・ml，精子濃度0．255×106／ml，運動率20％，奇形率706％であった．患者の同意の下，

平成25年1月にレトロゾールーrFSH－GnRha周期にて採卵し，　MII期卵子5個を回収しICSIを施行したが受精卵は得られ
ず，培養中止となった．次周期も同一刺激法にて採卵を行い，MII期卵子2個を回収しICSI施行後，10μM　Caイオノフォ
ア5minの卵子活性化を行ったが，受精卵は得られなかった．同年4月にクロミフェンーrFSH－GnRha周期にて採卵を行い，

MII期卵子6個を回収しICSIを行った．細胞融合装置（NEPAGENE）を用いて，　ICSI後30minにZimmermann溶液中に
てAC　5　V／mm　8　sec，　DC　40　V／mm　99　psec×1回の条件で電気刺激による卵子活性化を行った．活性化後15hに6個全て

の卵子に2前核が確認された．これらの卵子を6日間培養し2個の胚盤胞を獲得し，ガラス化保存法にて凍結保存した．後
日ホルモン補充周期にて融解単一胚盤胞移植を行った．現在，妊娠判定陽性で経過観察中である．【まとめ】臨床上でのICSI

の受精障害は卵子，精子どちらの原因か特定するのは困難であり，良好な結果が得られないまま治療を繰り返す事になりが
ちだが，電気刺激による卵子活性化は良好な結果につながる有効な手段のひとつであった．
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P－172　当院におけるr－ICSIの検討

○関　　隆宏，高橋　　恵，池崎　公彦，青野　一則，田中　雄大
　メディカルパーク湘南

【目的】受精障害を回避するための方法としてc－IVFとICSIを同時に行うSplit　ICSIがあるが，　Split　ICSIでは本来c－IVF

で受精能を有する卵にもICSIを行ってしまっている可能性がある．当院では受精障害を回避しつつ，不要なICSIを回避す
る目的でrescue　ICSI（以下，　r－ICSI）を導入しており，その成績を報告する．対象：2009年2月から2013年4月までにr－

ICSIを施行した139症例，　c－IVFのみを施行した1468症例を対象とした．【方法】媒精に供した卵のうち1～2個を抽出し，

媒精後5－6時間後に第二極体（2ndPB）放出の有無を観察し，確認できた群を2ndPB（＋）群，確認出来なかったものを2
ndPB（一）群，2ndPB（一）群のうちr－ICSIを施行したものをrr－ICSI群とした．2ndPBの観察を行わなかったものをc－IVF
群とした．それぞれの群の受精率，胚盤胞到達率を比較検討した．【結果】2ndPBを観察した178個のうち2ndPB（＋）群
159個，2ndPB（一）群のうちr－ICSI群は15個だった．　c－IVF群は5423個だった．正常受精率はそれぞれ72．3％，66．7％，

71．3％だった，胚盤胞到達率はそれぞれ62．9％，10．0％，58．2％であった．完全未受精（受精個数0個）症例はr－ICSI導入

前17．6％だったものが導入後は10．7％となった．Split　ICSI周期はr－ICSI導入前が11．9％であったものが導入後は22．0％

だった．【考察】r－ICSIによる受精率は他群との大きな差は無かったが，胚盤胞到達率は低かった．　r－ICSI導入により完全

未受精症例は有意に減少した．しかし，今回の検討ではr－ICSI導入によりSplit　ICSI症例は逆に増加しており，今後，更
なる検討が必要であると考えられた．

●

●

P－173　卵胞液活性化精子を用いたICSI（Follicular　Fluid　Activation　ICSI：FFA－ICSI）の
　　　　　　有用性の検討

○秋元　　諭，神野　亜耶，田島　博人，高橋　寿子，柴山　珠穂，奥野さつき，浅井　　哲，井浦　文香，永井　　崇，

　浅田　弘法

　新百合ヶ丘総合病院リプロダクションセンター
●

【目的】当院ではICSIの際In　vivoに近い受精の再現を目的として，調整後の精子へ卵胞液を添加した後にICSIを行って

いる．そこで，卵胞液活性化精子を用いたICSI（以下，　FFA－ICSI）と通常のICSI（以F，　C－ICSI）の培養成績を後方
視的に比較検討した．【方法】採卵時の卵胞液を遠心・ろ過処理後に調整精液へ添加し，FFA－ICSIとC－ICSIとに分けて
顕微授精を行った．同一患者の成熟卵子をFFA－ICSI群とC－ICSI群とに分けて施行し，2群間の「総受精率」「正常受精
率」「ICSI後生存率」「胚盤胞到達率」「良好胚盤胞率」の5項目について比較検討した．【成績】FFA　一　ICSI群，　C－ICSI

群における各項目の成績はそれぞれ，総受精率［90．0％（63／70）vs91．2％（52／57）：NS．］，正常受精率［85．7％（60／70）vs

75．4％（43／57）：NS．］，　ICSI後生存率［98．5％（69／70）vs94．7％（54／57）：N．S．］，胚盤胞到達率［59．3％（35／59）vs45．2％

（19，／42）：N．S．］，良好胚盤胞率［44．0％（26／59）vs28．5％（12／42）lN．S．］であった．【結論】有意差は認められなかった

ものの，総受精率以外の全ての項目においてFFA－ICSIの値が高い傾向が見られ，　FFA・一・ICSIによって培養成績を向一ヒさ

せる可能性がある事が示唆された．卵胞液が精子のHyperactivationや先体反応を促進させる事や，精子細胞内の生化学的
な変化を起こす事も多数報告されており，当院では精子を卵胞液に暴露することで起こる種々の生化学的な変化が，FFA－

ICSI後の正常受精や胚発生に影響し，培養成績向上に関係していると考えている．

■

P－174　1CSIにおける未受精例に対してpentoxifyllineによる精子活性化処理は有用か？

○松山　　茜，岡部　綾美，松岡　里衣，福井　敬介

　福井ウィメンズクリニック

【緒言】顕微授精（以下ICSI）を施行しても受精しない症例の対策としてCalcium　Ionophore処理や電気刺激法の有用性が
報告されている．当院では対策の第一段階として精子にmethylxanthine　phosphodiesterase　inhibitorであるpentoxifylline

（以下Pent）を作用させ受精卵を得る方法を試みている．今回，その成績について報告する．【対象と方法】2003年6月か

ら2013年4月までに当院でICSIを施行するも全く受精卵の得られなかった32症例を対象とした．患者の同意の上Pent
（SIGMA　P1784；1．Omg／ml）をICSI直前に精子dropに添加，5～30分作用させた後，10％PVPのdrop内で精子を10回以
上洗浄しICSIを行った．【結果】Pentを使用した32症例中20症例に受精卵が得られた．また全卵子の受精率は685％（37
／54）であった．Pentを使用したICSIにて5症例が妊娠し，1症例は妊娠継続中，4症例は出産に至った．出生した児に現
在異常は認められていない．【考察】ICSIの未受精例の6割から受精卵が得られた事から，　Pentによる精子活性化処理は有

用な方法と考えられる．その機序はcapacitationに伴うphospholipase　Cζ（卵子活性化因子）の賦活化および放出増進と考

えられる．またICSIにおける精子不動化操作のみではphospholipase　Cζの放出が不十分な精子の存在が示唆された．

●

●



平成25年10月1日 287（419）

●

P－175　紡錘体の出現時間ならびに第一・極体との位置関係がICSI後の胚発生に及ぼす影響
　　　　　　について

●

●

○岸田　拓磨，岸田　理英，小口　隆明，藤井　俊策

　エフ．クリニック

【目的】紡錘体の可視化は核の成熟度合を判別する指標となり，良好胚選択において有用であることが報告されている．今

回われわれは，経時的に紡錘体を観察しながらICSIを施行し，紡錘体の出現時間，ならびに第1極体と紡錘体の位置関係
が受精とday　3－5の胚発生に及ぼす影響について検討した．【方法】採卵後ただちに卵丘細胞を除去し，第1極体と紡錘体

を採卵直後から6時間後まで経時的に観察しICSIを施行した．検討1）紡錘体を確認できた時間が受精と胚発生に及ぼす影
響について，採卵直後に両方とも確認できICSIを施行した卵子（0時間区），直後に一方または両方を確認できず採卵から

4時間目で確認してICSIを施行した卵子（4時間区），6時問目で確認してICSIを施行した卵子（6時間区）の3区間で比
較した．検討2）ICSI施行時に第1極体と紡錘体との位置関係が受精と胚発生に及ぼす影響について，両者の角度が0～30°
の卵子（30°未満区），30°以上の卵子（30°以上区），採卵から6時間経過しても第1極体しか確認できなかった卵子（不可
視区），紡錘体が極体と卵細胞にまたがったtelophase　I期と考えられる卵子（T－1区）の4区間で比較した．【結果】検討1）

Day　3における形態良好胚発生率は，0時間区（76．7％）と4時間区（69．1％）において6時間区（20．0％）と比較して有意
に高かった（P＜0．05）．検討2）正常受精率は30°未満区（87．7％）においてT－1区（4＆0％）および30°以上区（74．8％）と

比較して有意に高かった（P＜005）．【結論】採卵後早い段階で紡錘体が確認できない卵子は受精後の胚発生能が低く，移植

胚の選択基準の一つとなりうると考えられた．また，紡錘体が極体から離れている卵子は受精率が低く，卵質が低下してい
る可能性が示唆された．

P－176　AMHが低値であり，　ART施行により妊娠・分娩に至った一卵性双胎（姉）の一一
　　　　　　症例

○森若　　治，金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，渡邊　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，

一卵性双胎の姉で，年齢に比してAMHが極めて低値であったが，　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】35歳，0妊0産，不妊期間は10年8ヶ月．平成23年8月，挙児希望にて当院初診．初診時，内診・経膣超音波にて子宮に異

常は認めず，チョコレート嚢胞等の卵巣腫瘍や子宮内膜症を示唆する所見も認めなかった．手術歴，喫煙歴はなし．HSG，子宮鏡も

異常なく，夫の精液検査も正常であったが，AMH値は2．9　pmo1／Lと極めて低値であった．早めのステップアップが必要と考え，た

だちにIUIを7回施行するも妊娠に至らずARTの適応としたN

平成24年2月，クロミフェン法でARTを施行．4個卵胞発育，2個採卵，1個受精，　DAY－2で胚凍結保存し，後日自然周期法で凍

結胚移植を行ない単胎妊娠となった．平成24年ll月，妊娠36週6日で2984gの健常な女児を帝王切開で分娩した．

一卵性双胎の未婚の同胞が検査を希望されたため，十分なインフォーム・コンセントを得てAMH値を測定したところ，　AMH値は4．6

pmol／Lとやはり低値であった．

【考察】AMHは卵巣予備能の指標として広く用いられており，加齢や喫煙などの生活習慣，卵巣手術等により低下する．遺伝の関与

も示唆されており，母親の閉経年齢と娘のAMH値には優位な正の相関が認められる，という報告もある．今回のAMH低値の症例

についてはARTにより挙児を得ることができたが，未婚の一卵性双胎の同胞についても早めの妊娠・出産が望ましく，結婚予定が

ない場合は卵子凍結保存も考慮に入れる必要があると思われた．

P－177　採卵後に生じた卵巣膿瘍の3症例

○安藤　智子，江口　智子，新保　暁子

　名古屋第一赤十字病院

●

●

　卵巣膿瘍は子宮内膜症性卵巣に生じやすいことが報告されている．今回子宮内膜症合併症例の採卵後に卵巣膿瘍を生じた
3症例について報告する．【症例1】43歳GO，子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術歴あり．2回目採卵後の月経時に下腹部痛

増強し，入院・抗生剤加療以後も微熱が続き，3ヶ月後に当科紹介受診となる．CRP＆2mg／dl，右卵巣に45mm大の膿瘍
を認め，抗生剤点滴とGnRHaによる治療を行った．再度挙児希望され，経膣的に膿瘍を吸引し，以後6回採卵を試みたが
妊娠に至らず断念した．【症例2】48歳GO．内膜症性嚢胞の経膣的吸引施行後，3回の採卵を施行．その後の月経より腹
痛増強，10日後より発熱．抗生剤内服にて軽快せず，採卵から1ヶ月半で紹介受診，CRP26．4mg／dl，右卵巣が75×55mm
に腫大．抗生剤点滴で症状は軽快し，CRP低下後に経膣的膿瘍吸引と，肥厚内膜の掻爬を行った．内膜組織診でendometrioid

adenocarcinomaと診断され，挙児を断念して治療予定である．【症例3】41歳SAI．内膜症性嚢胞の経膣的吸引後に採卵
施行，以後発熱・腹痛あり．鎮痛剤で改善せず，採卵より2週間後に紹介受診CRP31．4mg／dl，左卵巣は81×70mmに腫
大，経膣的に膿瘍吸引し，抗生剤点滴でCRP9．lmg／dlまで改善したが，1週間で再燃したため緊急手術を施行，膿瘍摘出し

て経過良好である．【考察】今回の3症例には子宮内膜症の手術や嚢胞吸引の既往歴があり，かつ高齢であった．いずれも

保存治療を試みたがうち1例は手術療法を必要とした．採卵後の骨盤内膿瘍形成頻度はO．3－O．6％と報告されているが，そ

の多くは子宮内膜症性嚢胞の合併例である．このような症例では卵巣機能温存のため保存治療が望ましく，可及的早期から

有効な抗生剤治療を開始する必要があると思われた．膿瘍の経膣的吸引は有効との報告もあるが，再発やさらに炎症を広げ
るリスクもあり，その適応と施行時期は慎重に検討する必要がある．
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P－178　新鮮胚移植周期および凍結融解胚移植における子宮内膜厚，E2，　P4とHCGとの
　　　　　　関連性について

○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】体外授精周期においては，刺激によりE2　Pとも高値を示すことが多い．一方，ホルモン補充周期においては，経口

剤注射剤坐剤によって女性ホルモンを補充するが，血中濃度はかなりばらつきがみられ，最適な値のコントロールが不
明である場合が多い．E2＞100pg／ml，　P＞10ng／mlで妊娠率が下がること，過剰な高値でも妊娠率が下がることが知られて

いるが，子宮内膜の厚さとの関係も含めて，着床率とどの程度相関があるかを後方的に検討した．【方法】2009年6月から

2013年5月までに，新鮮／凍結胚移植を行った患者754人に対し，採卵日前日もしくはE2単独投与最終日のE2値・子宮内
膜厚，凍結融解胚移植周期の胚移植前日／もしくは前々日，胚移植後3日目ないし5日後，7日後，11もしくは12日後のE
2，P値を測定した．【成績】子宮内膜＆5mm，　E2，　P4に対し，ある程度の相関がみられたが，許容幅が広く，　E2　Pが高値

な条件でも着床するケースがかなり見られた．【結論】E2，　P値に関しては，従来考えられていた値より許容値が広いと考

えられた．数値単独ではなく総合的に判断することで，着床率を上げることが示唆された．

P－179　卵巣刺激法としてのGnRH　agonist　long法とantagonist法のランダム化比較

○吉田　丈児，片野坂潤子，岡崎　雅子，都築陽欧子，宮田あかね，吉丸　真澄，宮崎　　薫，仲村　　勝小川真里子，
　兼子　　智，高松　　潔，石川　博通

　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】GnRH　agonist　long法（L法）とGnRH　antagonist法（A法）の総hMG投与量採卵数妊娠率などを比較する．
【方法】2010年4月～2012年3月の期間に，当センターで体外受精（C法）と顕微授精（1法）を初めて実施した周期を対
象とした．インフォームド・コンセントが得られない症例，多嚢胞卵巣症候群などの排卵障害が疑われる症例，前医でのデー

タなど刺激法に関する情報がある症例，刺激法選択に患者意思が明確な症例は除外し，L法とA法に封筒法でランダムに振
り分けた．L法は，前周期の黄体期中期より，　buserelin　acetate　900μg／day投与し，月経3日目よりhMG製剤を投与した．

A法は，同様にhMG製剤を投与し，首席卵胞経が14～16mmからcetrorelix　acetate　O．25mgを連日投与し，妊娠成立は胎
嚢の確認で判定した．対象周期に由来する凍結融解胚の移植での成績は加味しなかった．なお，本研究は当院の倫理委員会
で審査・承認されている．【成績】L法A法はそれぞれ，84例，85例で，年齢（歳）37．4±3．89（mean±SD．），37．2±4．65

不妊期間（年）552±2．21，5．11±2．14　FSH基礎値（mIU／mL）6．41±2．74，6．32±2．09で有意差はなかった．受精方法（例

数）はC法；46，561法；31，21C＋1法；7，8であった．　hMG総投与量（IU）2390±678，2800±954で有意にA法が多
かった．採卵数＆40±5．51，6．37±5．31受精卵数3．60±3．36，2．73±2．07分割卵数3．60±3．36，2．65±2．07妊娠例数（率）15

例（1＆9％），12例（14．1％）であり，いずれも有意差を認めなかった．【結論】A法でhMG総投与量が有意に多かった．　L

法が採卵数受精卵数分割卵数は多く，妊娠率も高い傾向があったが有意ではなかった．今後，A法を選択する方が有利
な症例の条件などを特定したい．

P－180 当院における自然周期採卵およびレトロゾール周期採卵のART成績についての検
討

○政井　哲兵1），堀川　　隆’｜，名取　友来D，大谷香央里D，松岡　典子1），猪野友香里1｝，小林はつ美11，天田　千尋1），

　大場奈穂子1｝，藤村　佳子1），荒木　泰行2），佐藤　雄一）

　D高崎ARTクリニック，　L’）高度生殖医療技術研究所

【目的】当院の初回ARTでは，排卵障害のない場合は自然周期採卵（以下NC），排卵障害のある場合はレトロゾール周期採卵（以下AI）を

主に行っている．NC群，　AI群におけるARTの成績について検討した．今回の検討で開示すべき利益相反状態はなし．

【期間と対象】2012年1月～12月にインフ1－一ムドコンセント後に初回ARTを行ったNC群（319周期），　AI群（71周期）を対象とした．

【方法】AI群は月経周期3日目よりレトロゾール2．5mgを5日間内服した．両群ともにmaturation　triggerにGnRHアゴニスト点鼻薬を用

いて採卵を行い，体外受精または顕微授精で受精後2日目に新鮮胚移植を行った（全例で単一胚移植）．両群の平均年齢，平均AMH，採卵

決定時E2，　LH，　P4，採卵あたりの卵子回収率，　M2期卵子回収率，正常受精率（2PN率），移植あたり妊娠率について後方視的に検討した．

【結果】各検討項目の結果は以下のとおりであった．平均年齢：NC群36．4±4．1歳AI群33．5±4．6歳（p＜0．05），平均AMH：NC群2．27ng

／ml，　AI群4．87ng／ml（p＜O．05），採卵決定時E2：NC群2691±112．8pg／mL　AI群303．5±205．3pg／ml（NS），採卵決定時LH：NC群14．5±

26．3mlU／ml，　AI群＆5±7．3mIU／ml（p＜O，05），採卵決定時P4：NC群LO±89ng／ml，　AI群O．6±O．3ng／ml（NS），採卵あたりの卵子回収

率：NC群81％，　AI群90％（NS），　M2期卵子回収率：NC群60％，　AI群70％（NS）．正常受精率：NC群64％，　AI群53％（NS），移植

あたり妊娠率：NC群35％，　AI群26％（NS）．両群においてOHSSの発症は皆無であった．

【結論】NC群，　AI群で平均年齢，平均AMH，採卵決定時LHに有意差を認めたがtその他の検討項目に有意差はなかった．レトロゾール

周期採卵は排卵障害がある症例において，OHSSを発症させることなく自然周期採卵と同等の成績が期待できる方法と考えられる．
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●

P－181　1VF妊娠におけるVanishing　twinの妊娠予後に及ぼす影響

○安里こずえ，銘苅　桂子，長田　千夏，平良　理恵，平敷　千晶，金城　忠嗣，正本　　仁，青木　陽一

　琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座

●

●

目的：IVF妊娠におけるvanishing　twin（VT）と単胎妊娠双胎妊娠の妊娠転帰を比較し，　VTの妊娠予後に及ぼす影響に
関して検討すること．方法：2000～2012年に当科でIVF治療後臨床的妊娠が成立した227例のうち，生児獲i得となったll9
例を対象とした．双胎妊娠が成立後，妊娠初期（12週まで）に1子流産となった場合をVTと定義した．結果：対象119例
のうち，単胎妊娠86例，VT　10例，双胎妊娠23例で，年齢（35．7±O．38　vs．　36．1±1．1　vs．34．5±0．72歳），不妊期間（4．6±32

vs．4．0±3．O　vs．4．6±O．76年），原発性不妊症の割合（46．5　vs．40　vs．30．4％）などの背景に有意差はなかったが，単胎妊娠に

比較し，VT，双胎妊娠で移植胚数が多い傾向があった（2．01±O．088　vs．2．6±026　vs．2．61±0．12個）．また，双胎妊娠例は全

例，新鮮初期分割胚移植による妊娠であった．妊娠予後は，VT，単胎妊娠の出生体重2798±177　vs．2876±62　g，低出生体
重児（＜2500g）30％vs．14．8％，極低出生体重児（＜1500g）10％vs．2．5％，分娩週数37．3±O．8（28－41）vs．　38．4±0．3週（28－

41），早産率20％vs．10．8％，34週未満の早産率20％vs．4．8％で，予後は同等であった．　VTと双胎妊娠を比較すると，出
生体重2798±177vs．2106±96g，　p＝00017，低出生体重児（〈2500g）30％vs．71．7％，　p＝O．025，極低出生体重児（＜1500

g）10％vs．17．4％，分娩週数37．3±O．8（28－41）vs．349±O．73週（26－39），　p＝0．042，早産率20％vs．69．6％，　p＝O．02，34

週未満の早産率20％vs．17．4％で，双胎妊娠で低出血体重児，早産の割合が高い傾向にあった．結論：IVF妊娠におけるVT

は，単胎妊娠と同等の周産期予後を示すと考えられる．

P－182　2002－2011年の当院の成績

○北元香菜子D，橋爪　淳子1），前多亜紀子1），新　　博美D，丹羽　幸子1’，藤井　玲名1），田中　真理1），山崎　玲奈2），

　野村　一人L’），道倉　康仁］）

　’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】これまで当院では対周期での治療成績を報告してきたが，開院から10年経過したことを機に対症例での治療成績をまと

め，今後の治療に役立てるため比較した結果を報告する．【対象・方法】2002－2011年の10年間に当院で治療を行った2046症例，

9943周期を対象とした．対症例での妊娠率，生児獲得率，非妊娠率を調べた．さらに，対象周期を妊娠し出産した症例（A群），

妊娠したが出産に至らなかった症例（B群），妊娠しなかった症例（C群）の3群に分け，治療時の年齢，IVF回数ET回数を
比較した，（平均年齢は36±4．52歳）【結果】対症例では妊娠率61．0％（1249／2046），生児獲得率　51．0％（1043／2046），非妊娠率

39．0％（797／2046）となった．周期別では，治療時平均年齢がA群34．1±3．7歳B群37．5±4．1歳C群3＆1±4．6歳となり，A

群とB群，B群C群で有意な差が見られた（p＜O．Ol）．平均IVF回数はA群4．1±3．8回，　B群＆4±7．5回，　C群49±5．1回，平

均ET回数はA群28±22回，　B群5．1±3．7回，　C群2．5±2．4回であり，　IVF回数ET回数ともにA群，　B群，　C群すべてに有

意な差が見られた（P＜O．01）．【考察】妊娠し出産した人は出産に至らなかった人に比べ治療時年齢が低く，出産には年齢が大き

く関与していることが改めて示唆された．出産に至らなかった人はIVF回数の割にET回数が少なく，受精卵不良や内膜の状態

によるETcancel率が高いことが示唆された．また，妊娠するが出産に至らない人は妊娠反応が見られる分，治療中止の決断が
しづらく治療回数が長くなる傾向がある．IVF回数が増えるにつれ患者への身体的，経済的負担だけでなく精神的負担が増える

ことを考えると，治療継続において精神的サポートが大切であると考えられる．また，妊娠率向上，生児獲得率向上には良質な

受精卵を獲得することが重要であり，少しでも年齢が低い時期に治療を始められるよう啓蒙していくことも必要だと考える．

P－183　正常形態精子率から受精方法が選択できるか

○志田　有加D，石井　美都D，榊原　由佳1），藤田　智久1），山崎　香織2〕，山口和香佐1），俵　　史子U

　D医療法人社団俵IVFクリニック，2｝浜松医科大学医学部産婦人科

●

●

【目的】Kruger’s　strict　criteriaでの正常形態精子率が4％以上でないとconventional－IVF（C－IVF）での受精が望めない

との理由でICSIを選択するケースが散見する．そこで，　C－IVF症例において正常形態精子率から受精方法が選択できるか

否かを検討した．【対象】2009年9月から2012年12月に，精液検査時にKruger’s　testを行いC－IVFを実施した844症例，
1103周期を対象とした．なお患者の平均年齢は夫が373±5．4歳妻が35．3±4．4歳であった．【方法】WHO　laboratory　man－

ual　FIFTH　EDTIONの正常形態精子率4％以上の基準値から0～3％群，4％以上群に分け，受精率，良好胚盤胞発生率，
継続妊娠率，流産率，rescue－ICSI実施率について検討した．なおrescue－ICSIは，媒精6時間後に第2極体の有無で実施
した．【結果】受精率は，正常形態精子率0～3％eV　62．8％（704／ll26）vs4％以上ff　72．1％（3728／5171）［P＝O．004］．良好

胚盤胞率は，37．0％（189／511）vs33．9％（925／2730）［P＝　O．611］．継続妊娠率は，31．2％（81／260）vs31．5％（380／1205）［P＝

0．619］．流産率は，12．3％（10／81）vs17．4％（66／380）［P＝O．373］．　rescue－ICSI実施率は，2＆7％（50／174）vsl6．9％（113

／669）［P＝0．006］であった．【結論】受精率およびrescue－ICSI実施率において，正常形態精子率0～3％群と4％以上群と
で有意差を認めたことより，Kruger’s　strict　criteriaでの正常形態精子率が4％未満の場合，　ICSIを選択する方が高い受精

率を期待できると示唆された．
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●

P－184　検卵ダブルチェックの必要性について

○青井　陽子，中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，平田　　麗，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】体外受精において，胚培養士が最初に関わる操作が採卵における検卵であるが，体外に出された卵子への環境変化の影響

を最小限にするよう，卵子を，迅速に確認し，培養液に移し，インキュベーターへ収納する必要がある．2011年以降当院では
二者が同時並行して検卵と再検をおこなう体制としたが，今回，検卵の見逃し率から，検卵ダブルチェックの有用性について検

討した．【方法】採卵針には20Gを使用し，ポンプ圧300mmHgで卵胞液を試験管に吸引し，パスボックスから渡された試験管に

入った卵胞液を，検卵者が60mm　dishに移し鏡検し，その直後に検卵補佐が再検した．尚，卵胞液中に血液が多量に混ざり固まっ

て見にくいものは即検卵補佐へまわし，検卵者は迅速に鏡検を行った．検卵補佐が血液の混入が少ない卵胞液から確認した卵子

数を見逃し卵子数とした．【結果】2013年1月から5月までの期間における胚培養士A（経験年数10年以上），B（5年以上），　C

（2年以上），D（新人教育合格直後）の見逃し率（見逃し卵子数／採卵数）は，発育卵胞数10個以下の症例では，それぞれ1．0％

（1／96），2．5％（1／40），0％（0／73），3．4％（5／146）で，平均2．0％であった．発育卵胞数ll個以上20個未満では，それぞれ0％

（0／50），2．1％（3／144），2．2％（4／182），1．3％（2／151）で，平均1．7％であったs発育卵胞数20個以上では，それぞれ44％（5／

113），1．5％（4／251），3．6％（10／274），4．1％（20／478）で，平均3．5％であった．胚培養士間（経験年数別，4者間），発育卵胞

数（3群間）の見逃し率に有意差は認められなかった．新人教育直後の胚培養上も他者と同等の成績を出しており，教育の有効性

も確認できた．【結論】胚培養士の経験年数や発育卵胞数に関わらず，見逃し率は一定の頻度で発生しており，確実な検卵のため

には同時並行によるダブルチェックが必須と考えられた．現在，さらに見逃し率の低下を目指し，検討中である．

●

●

P－185　体外受精での新しい調節卵巣刺激法

○今井智子，清須知栄子，伊藤真理，新居　遙，八木香菜子，菅原由貴，徐　東舜
　徐クリニックARTセンター

【目的】卵巣機能の低下がみられる患者の調節卵巣刺激にはアンタゴニスト法がよく用いられるが，このアンタゴニストに

は強力なLH抑制作用はあるが，症例によっては十分なLHサージ抑制がみられず予期しない排卵が起きてしまうケースが
ある．近年，このアンタゴニストを投与せずクロミフェン（CC）の継続服用により排卵を抑制することが可能で採卵に至っ

たという報告があり，当院ではCC－hMGアンタゴニスト法により妊娠に至らなかった症例に，この新しい調節卵巣刺激法
（以下CC継続法）を導入したので，その有効性について検討した．【方法】期間は2011／6～2013／4で，　CC－hMGアンタゴ

ニスト法で採卵したが妊娠に至らなかった37症例に対し，次の治療周期にCC継続法で採卵を行った．　CC継続法は月経2

日目からCCを5日間（100mg／日）投与と並行して月経6日目からhMGを追加，月経7日目からCC（50mg／日）をhCG
直前まで連日投与，主席卵胞径が18mm近くに達した時点でhCGを投与し採卵を行った．対象となるCC－hMGアンタゴニ
スト法は，月経2日目からCCを5日間（100mg／日），月経6日目からhMGを投与し，卵胞径が14mmレベルでアンタゴ
ニストにより排卵を抑制，同様に採卵を行った．【結果】CC－hMGアンタゴニスト法とCC継続法では，　hMGの投与日数
投与量に差はなく，排卵による採卵のキャンセルはなかった．体外受精の成績は，採卵数　3．4±2．2vs32±2．1個，分割率712％

vs79．8％，胚盤胞率53．9％vs51．6％，良好胚盤胞率（3BB以ヒ）22．5％vs20．4％といずれも有意差を認めなかった．【結語】ア

ンタゴニストを使用しないCC継続法でも十分に排卵を抑制することができ，体外受精の成績もCC－hMGアンタゴニスト
法と同等の結果を得られることが示唆された．またアンタゴニストを使用しないことにより，患者への負担の軽減につなが
ると考えられる．

●

●

P－186　当院における生殖補助医療後単胎出生例の後方視的検討

○山出　一郎，中山　貴弘，小濱　奈美，川村　悠喜，矢野　樹理，井卜　卓也，立入智恵子，草開恵里子，眞田佐知子，

　須藤　慎介，須戸　龍男，畑山　　博

　足立病院生殖内分泌医療センター

【目的】生殖補助医療（ART）後妊娠で，凍結胚移植例からの児の出生時体重が新鮮胚移植例よりも重いことが報告されい

る．今回，当院治療分娩例の凍結胚移植による児への影響を新鮮胚移植例と比較し検討したので報告する．【方法】2010年

1月から2012年12月までの3年間に当院で治療，当院で妊娠36週以降に単胎出生した405例（新鮮胚移植（新鮮）群90
例，凍結胚移植（凍結）群315例）を対象とし，年齢初産の割合，経産回数身長，体重，BMI，妊娠中の体重増加量，
喫煙，受精方法，胚盤胞移植の割合，単一胚移植の割合，児の出生時体重，新しい在胎期間別出生時体格標準値を用いた児
出生時体重のSD値，膀帯動脈血pH，　Apgar　score，児の性別，　light－for－date児（LFD）及びheavy－for－date児（HFD）

の頻度，先天異常，新生児搬送，妊娠高血圧症候群合併について新鮮群と凍結群の2群間で後方視的に比較検討した．【成
績】新鮮群と凍結群の結果はそれぞれ児出生時体重（3045．1±353．6，3100．8±380．4），児出生時体重SD値（O．195±O．945，0．350±

O．980），膀帯動脈血pH（7276±0．059，7．283±O．053），　Apgar　score（＆6±O．7，8．6±O．8），男児（52．2％，5Ll％），　LFD（6．7％，

3．8％），HFD（11．1％，14．6％），先天異常（1．1％，1．9％），新生児搬送（1．1％，1．6％）で2群間に有意差を認めなかった．

年齢（37．2±3．7，36．2±3．7），胚盤胞移植（70．0％，95．2％）の項目に有意差があった．【結論】今回の検討では，凍結群の児

出生時体重は新鮮群に比べ重い傾向にあったが有意差は認められなかった．凍結胚移植による児への影響については今後更
なる検討が必要と考えられた．

●

●
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●

P－187　当院における単一胚移植でのSEET法の臨床成績

○岡野真一郎，楠田　朋代，福永　恵美，原田　義久，岩本　典子，川上佐智子，石田　智子，住田　美香，絹谷　正之

　医療法人絹谷産婦人科

●

●

【口的】子宮内膜刺激下胚移植（Stimulation　of　endemetrium－embryo　transfer；以下SEET）法は，胚盤胞培養時の培養液

中に存在する子宮内膜胚受容能促進因子を子宮腔内に注入することにより着床能が改善されるとの考えに基づき考案され
た．当院でも平成21年4月より同法を導入し治療を行ってきたので，その成績について若干の考察を加え報告する．【対象

と方法】平成21年4月から平成25年4月までに当院で施行したホルモン補充周期（以下HRT）下単一胚移植SEET群（n＝
375）と，同時期の胚盤胞移植（以下BT）群（n＝222）で，着床率，妊娠率，多胎率，流産率，生児獲得率を比較した．ま

た，両群を良好胚（Gardner分類3BB以上）移植群と不良胚移植群に分類し比較した．　SEET法はHRT　day17に培養液20
μ1を子宮腔内に注入し，day20に胚盤胞を移植した．【成績】両群間で患者背景（平均年齢，平均ET回数，平均子宮内膜
厚，良好胚率）に有意差を認めなかった．着床率，妊娠率，多胎率はそれぞれSEET群が38．1％（143／375），37．6％（141／375），

O．3％（1／375）に対し，BT群が36．5％（81／222），35．6％（79／222），1．4％（3／222）で有意差を認めなかった．妊娠の転帰

が確認できたSEET群116例とBT群64例において，流産率，生児獲得率は40．5％（47／116），19．4％（68／350）と37．5％
（24／64），18．8％（39／207）であった．また，胚のグレード別着床率，妊娠率も良好胚例，不良胚例ともに有意差を認めなかっ

た．良好胚例の流産率，生児獲得率はSEET群37．9％（25／66），26．1％（41／157），　BT群31．2％（13／41），33．3％（28／84）

で，不良胚例ではSEET群46．0％（23／50），14D％（27／193），　BT　9e　52．2％（12／23），8．9％（11／123）であった．【結論】今

回の我々の検討では，不良胚例においてSEET群で生児獲得率が高い傾向を認め，その有用性が示唆された．今後は前方視

的な検討が必要であると思われる．

P－188　回収卵子数が1個の場合の媒精方法に関する検討

○小代　裕子1），中川　浩次O，薄井　千絵1），西　　弥生1），壽圓　裕康1），金城　　洋’），杉山　里英2），許山　浩司2），

　栗林　　靖L），井上　正人D，杉山　力一）

　い杉山産婦人科生殖医療科，2）杉山産婦人科丸の内

■

●

【目的】近年ARTの患者年齢の高齢化に伴い，低刺激法による卵巣刺激が選択されることが多くなっている．低刺激法の場

合，回収卵子数が少なく，未受精や異常受精による胚移植中止を回避するため，媒精方法としてICSIが選択することが少
なくない．しかしながら，通常媒精により得られた胚の方がICSIにより得られた胚より胚発生能が良好であるとの報告も
あり，正常精液所見の場合，媒精方法の選択に迷いを生じるケースがある．そこで回収卵子数が1個の場合，媒精方法とし
てICSIが適切か否かを検討した．【方法】2012年1月から12月までの間に低刺激法あるいは自然周期を用いて採卵を行い，

媒精可能な卵子を1個回収できた573症例971周期を対象とし，媒精方法に通常媒精を行った群（以下通常媒精群）及びICSI

を行った群（ICSI群）において受精率，胚発生率，良好胚率を比較検討した．【結果】971周期のうち，366周期で通常媒精
を（平均年齢39．4歳），605周期でICSI（平均年齢40．9歳）を行った．通常媒精群の受精率は75．1％，　ICSI群の受精率は76．2％

で両群間に有意な差を認めなかった．胚発生率，良好胚率は通常媒精群で97．4％，42．9％，ICSI群で94．5％，49．7％で両群

間に有意差を認めなかった．胚移植可能であった周期（凍結して移植未実施を含む）は通常媒精群で249周期（6＆0％），ICSI
群で409周期（67．6％）であり，そのうち新鮮胚移植あたりの妊娠率は通常媒精群で20．1％，ICSI群で11．9％であった、【結

論】回収卵子数が1個である場合，媒精方法の違いによるART成績に差は認められず，回収卵子数が1個であることはICSI

の適応とはならないことが明らかになった．

P－189　0ne－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養において培養液交換の有無が良好胚盤
　　　　　　胞への発生率に及ぼす影響

○名田　康子，平岡謙一郎，田巻　智慧，桐明　千晶，井上　　治，吉江　正紀宇都　博文，吉田　宏之，北村　誠司

　医療法人財団荻窪病院虹クリニック

●

●

【目的】One－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養の有用性が報告されている．シークエンシャルメディウムの場合，通常，受精・

前核期から胚盤胞までと2種類の培養液を必要とするが，One－Stepメディウムは1種類での培養が可能となる．しかし，　One－Step

メディウムの培養においても採卵3日目，5日目の培養液交換を必要とする．近年One－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養に
おいて，培養液交換を行わない時の胚盤胞への発生率は培養液交換を行う時の発生率に比べて高くなることが報告されている．本

研究はOne－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養iにおいて培養液交換の有無が良好胚盤胞への発生率に及ぼす影響を後方視的に

調べた，【対象】2011年4月～2013年6月までに当院で採卵し胚盤胞培養を行った371周期を対象とした．このうち採卵3日目，

5日目で培養液交換を行った314周期を培養液交換群，培養液交換を行わなかった57周期を培養液非交換群とし両群の良好胚盤胞

への発生率を比較した．【方法】卵巣刺激はクロミフェン（低刺激）法あるいはアンタゴニスト法で行った．培養液にはGlobal（Life

Global社）を使用し，通常媒精は受精確認後から，顕微授精は顕微授精後から採卵7日目まで受精卵の培養を行った．培養液交換

群は採卵3日目，5日目に培養液交換を行った．培養液非交換群は一度も培養液交i換を行わなかった．良好胚盤胞はGardner分類

にてグレード3BB以上とした，【結果】培養液交換群と培養液非交換群の患者平均年齢はそれぞれ3＆7歳と3＆6歳良好胚盤胞へ
の発生率は38．5％（329／854）と39．5％（66／167）となり，年齢，良好胚盤胞への発生率共に両群の間に有意差は認められなかった．

【考察】One－Stepメディウムを使用した胚盤胞培養において，採卵3日目，5日目の培養液交換の有無は良好胚盤胞への発生率に

影響しないことから培養液交換は必要ないことが示唆された．今後は症例数を増やし，着床能も併せて検討していきたい．
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P－1・90　当院における体外受精・顕微授精併用法（Split法）の受精成績と有効性評価

○武田　信好，阿部亜佳音，稲井　仁美，堤　麻由子，町屋　　礼，逢澤　純世，佐藤百合子，鈴木　雅美，吉井　紀子，

　小田原　靖

　ファティリティクリニック東京

【目的】体外受精・顕微授精併用法であるSplit法は体外受精法を施行するにあたり受精障害のリスク回避を目的に広く行わ

れている．しかし，体外受精の可否が不明な軽度乏精子症例等に行われることが多く，適応は不明瞭である．我々は体外受
精法との受精率を比較することにより有効性について検討した．【対象と方法】2011年1月から2013年2月までに，IVFを

施行した34歳以下13症例13周期，35～39歳未満48症例68周期，40歳以上90症例154周期，およびSplit法を施行した
34歳以下49症例54周期，35～39歳未満120症例157周期，40歳以上97症例140周期を対象とした．それぞれの受精率を
算出し，媒精法としての有効性を比較した．また，受精障害の回避について検討した．【結果】34歳以下におけるIVF：Split
の受精率は（78／92）84．8％：（509／646）7＆8％，35～39歳未満におけるIVF：Splitの受精率は：（215／262）82．1％：（802／988）

81．2％，40歳以上におけるIVF：Split　IVFの受精率は：（345／403）85．6％：（737／901）81．8％となり，いずれも有意差はな

かった．しかしながら，受精率が0％となる受精障害の発生率はIVF（22／244）9D％，　Split媒精は（3／351）09％となり
有意差があった．【考察】当院では媒精法選択のおおよその目安として，精液全量あたりの良好精子濃度が1，000万／全量未

満をICSI，2，800万／全量以上を体外受精，その中間の1000～2800万／mlをグレーゾーンとしており，これに治療歴等およ
び患者希望を勘案して媒精法を決定している．今回の検討では媒精方法により受精率に差はなかったが，Split媒精は受精
障害の回避には明らかに有用であった．

●

●

P－191　凍結融解胚移植例と新鮮胚移植例の妊娠初期の血清hCG値推移の比較検討

○吉新明日香］），原田美由紀D，大津　　洋2），藤本　晃久’），大石　　元P，平田　哲也1），堤　　　亮1），大井なぎさ1），

　甲賀かをりD，平池　　修］），大須賀　穣1｝，藤井　知行1）

　］）東京大学医学部付属病院産科婦人科学教室，2）東京大学大学院医学系研究科臨床試験データ管理学講座

【目的】近年のわが国における凍結融解胚移植周期の増加は著しい．最近，日本産婦人科学会よりART治療による出生児の予後調査

結果が発表され，ART治療による単胎正期産25777例の解析の結果，凍結融解胚移植により出生した児の体重は，在胎週数を一致さ

せた新鮮胚移植例のものと比し有意に重いことが報告された．本研究では，この出生時の体重差が妊娠初期の血清hCG値にも反映さ

れているという仮説のもと，移植法によるhCG値の比較を行うことを目的とした．【方法】2010年1月からの3年間に当科で体外受

精により妊娠し，胎児心拍を確認でき，本研究の参加に同意を得た183例を対象とした．妊娠4週0日から7週1日までの間に血清

hCG値を2～3回測定し，新鮮胚移植群（F群），自然排卵周期の子宮内膜に凍結融解胚移植を施行した自然周期群（N群），エスト

ロゲン貼付剤により子宮内膜を調整し凍結融解胚移植を施行したホルモン補充周期群（H群）の3群間の，当該期間における血清hCG

値の推移を比較検討した．統計解析は，スプライン関数を用いて近似曲線を描き，各群間の比較にはrepeated　measure　ANOVAを

用いた．【結果】該当症例はF群77例，N群50例，　H群56例であった、血清hCG値は，新鮮胚移植群（F群）と凍結融解胚移植群

全体（N群＋H群）との間では有意差は認めなかった（p＝O．16）．しかし凍結融解移植群を子宮内膜の調整法によりN群とH群に分
けて検討した場合，H群において，　N群，　F群と比し，有意に高値で推移した（vs．　N群：p＝0031，　vs．　F群：p＝O．022），　N群とF

群の問には差を認めなかった（p＝O．99），【結論】妊娠初期血清hCG値は新鮮胚移植群と凍結融解胚移植群全体では差を認めず，ホ

ルモン補充周期群において，自然周期群，新鮮胚移植群に比し，有意に高値を示した．ホルモン補充周期で胎盤付着異常が多いとす

る報告もあり，初期のhCG高値がその後の胎盤形成，児発育に関連する可能性も考えられ，今後の検討を要する．

●

●

P－192　40歳以上の体外受精症例への対応についての検討

○石松　正也

　石松ウイメンズクリニック

【目的】高度生殖医療の普及に伴い高年者の治療症例が増加しているが，現実は難渋する症例が多いと報告されており，当

院でも同様の傾向がみられる．最近の当院の成績から高年者症例への対応について検討した．【方法】2009年1月から2012

年12月までに新鮮胚による治療（体外受精，顕微授精を含む）を行った40歳以上の症例に関して症例数治療成績の推移
と共に治療内容を検討した．この検討に際して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】4年間で計112

例296周期に加療，胚移植施行は171周期，25例25周期に妊娠成立（妊娠率は胚移植あたり14、6％），妊娠継続は14例（妊
娠継続率は胚移植あたり8．2％）であった．各年毎の妊娠例数（例），胚移植あたり妊娠率（％）及び妊娠継続率（％）はそ
れぞれ09年：5，16．7，10．O，10年：3，8．3，2、8，11年：5，10．6，2．1，12年：12，20．7，15．5，であった．各年とも平均年

齢に有意差はなく，いずれも妊娠例は42歳までで43歳以上の成功例はなかった．09年から11年までの妊娠例13例と12
年の12例に分け治療内容を比較すると，妊娠成立までの平均治療回数が09－11年：1．5回，12年：3．0回，GnRHアンタゴ
ニスト使用周期が09－11年：0，12年：3，顕微授精施行周期が09－11年：3，12年：8であった．また12年から使用開始し

たsingle　mediumによる胚培養で7例が妊娠した．4年間で2回以上の反復不成功後の妊娠成立は6例6周期でこの6例は
以前計23周期の不成功周期があった．この不成功周期（NP）と妊娠周期（P）を比較するとクロミフェン使用がNP：6，　P：

O，single　medium使用がNP：O，　P：3であった．【結論】今回は検討症例が少なく，多くの高年者症例に対し有効な方法を

見出すのは困難であるが個々については少しでも可能性を探りながら治療を進めることも意義があると思われる．しかし一
方，年齢に伴う治療の限界は常に意識しておく必要があると考えられた．

●

●

●
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P－193　排卵周期での凍結融解胚盤胞移植における多胎妊娠症例の検討

○青野　一則，高橋　　恵，高崎　真起，菅　かほり，関　　隆宏，池崎　公彦，田中　雄大

　メディカルパーク湘南

●

【目的】排卵周期での凍結融解胚盤胞移植を行う際は，排卵する卵の行方が問題となる．今回，同移植法における多胎妊娠

症例について，移植周期で排卵した卵が妊娠にいたった可能性について検討した．【方法】2009年4月から2012年12月に
かけて当院で行った排卵周期での凍結融解胚盤胞移植557例中，多胎妊娠となった14例（双胎12例，品胎2例）を対象と
した．この2例について，移植した胚盤胞数エコーによる膜性診断，性別などについて検討した．なお，当院では凍結し
た胚盤胞には原則として，全例融解時にassisted　hatchingを施行している．【結果】多胎妊娠14例中，移植数は1個が12

例，2個が2例であった．1個移植の12例中，双胎が11例で，膜性はM－Mtwinl例，　M－D　twin5例，　D－D　twin5例であっ

た．1例は品胎で，二絨毛膜三羊膜性（singleとM－D　twinの組み合わせ）であった．2個移植の2例はD－D　twinの双胎1
例と，二絨毛膜二羊膜性の品胎（singleとM－M　twinの組み合わせ）1例であった．児の性別は，1個移植のD－D　twinで
は男女別性2例，同性1例，不明2例，1個移植の品胎はsingleの形態のGSが減胎となったため残りの2児と性別が一致
するかは不明であった．2個移植のD－Dtwinと品胎は，現在他院で妊娠進行中のため性別不明である．【考察】1個移植症
例のD－D　twin5例中，児の性別が異なる2例は，排卵した卵と移植した胚盤胞のいずれもが妊娠したことは疑いないと考
えられた．他の12例中，M－M　twin1例とM－D　twin5例を除く6例も，排卵した卵が妊娠した可能性は否定できないと考
えられた．排卵周期での凍結融解胚盤胞移植において，発育した卵は，（1）採卵する，（2）性交でタイミングをとる，（3）

いずれも行わない，の3通りの取り扱いが考えられる．今後，症例数を積み重ね検討し，症例毎にどのような取り扱いが望

ましいのか考察を続けていきたい．

P－194　二段階凍結胚移植400例の検討　単一胚盤胞移植の次善の策としての位置づけ

○井上　朋子，姫野　隆雄，大西　洋子，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】不妊治療の目的は高い確率で妊娠成立をめざすことではなく，周産期リスクを低くして患者により安全に分娩して
もらうことである．この点で単一一胚盤胞移植（SBT）は高い妊娠率と多胎を避けられるという長所があるが，　SBT不成功の

場合に採用すべき次の治療法について検討した．【方法】2009年から2012年までに当院で実施した体外受精治療のうち，2

個の凍結胚を用いた胚移植1923周期を対象とした．Day2またはDay3の分割期胚2個移植1471周期（DET），胚盤胞2個
移植52周期（DBT），　Day2－3の1個の分割期胚移植に引き続き胚盤胞1個を胚移植した二段階移植400周期（2－step）に
ついて妊娠率，着床率，多胎率をそれぞれ検討した、【成績】患者の年齢分布は25歳から50歳だった．DET／DBT／2－step
群の妊娠率（GS確認）は25．2％／46．2％／48．5％であり，着床率は14．5％／31．7％／29％，多胎妊娠率は15．1％／37．5％／19．6％で

あった，DETに比べてDBT・2－step群で妊娠率と着床率が高かった（p≦O．OOI）．　DET群で平均年齢が高かったので，40
歳未満の症例に限って同様の検討をしたところ，妊娠率は41．6％／48．8％／57．6％，着床率は24．6％／35．4e／・／35．2％，多胎率は

1＆3％／45．0％／22．2％となった．多胎率はDBT群がDET・2－step群より高かった（p＝O．05）．【結論】二段階凍結胚移植法

は，2個の分割期胚移植に比べて妊娠率・着床率とも高く，しかも2個の胚盤胞移植よりも多胎率が低かった．当院の凍結
単一胚盤胞移植SBTの妊娠率（54．4％）と比較して遜色ない妊娠率が期待できたが，2割程度の多胎のリスクを常に念頭に

置くべきである．単一胚盤胞移植で妊娠に至らない時には，2段階胚移植を考慮するのがよい．

P－195　AMHと良好胚獲得の関連性に対する検討

○井上　　治1），田口　千香V，吉江　正紀1），宇都　博文D，吉田　宏之’｝，杉山　　武D，北村　誠司L’［

　D荻窪病院産婦人科，2虹クリニック

【目的】Anti－Mullerian　hormone（AMH）は，卵巣予備能の指標とされているが，一般に卵の質には関係しないといわれて

いる．そこで，当院の体外受精施行患者において，AMH値は良好胚獲得に関連しているか，また妊娠に影響する因子が何

か検討した．【方法】2010年10月から2012年10月に当院で体外授精を行った582周期の症例をAMH値において4群に分
類した．AMH値1．00ng／ml以下または7．1pM以下，1．01－1．50ng／mlまたは7．2－10、7pM，1．51－3．00ng／mlまたは10．8－21．4pM，

3．01ng／ml以上または21．5pM以上をそれぞれグループ1－4に分類した．この4群において，年齢，　FSH基礎値，採卵数
良好胚獲得数良好胚獲得率を比較した．【結果】全症例を対象とした場合，平均年齢は，グループ1－4それぞれ39．58±2．53，

3＆28±2．85，37．18±3．03，35．50±3．83歳とAHMが高くなるにつれ年齢は有意に低くなった．平均FSH基礎値は，それぞ
れll．84±6．37，9．07±3．61，8．54±2．50，724±3．14　mIU／mlとAHMが高くなるにつれFSH基礎値は有意に低くなった．平

均採卵数は，それぞれ2．29±2．20，4．19±2．98，6．53±4．30，9．94±6．55個と，平均良好胚獲得数は，それぞれ1．03±1．12，1．53±

1．46，2．32±2．12，3．31±2．93個とAHMが高くなるにつれ平均採卵数良好胚獲得数は有意に多くなった．しかし良好胚獲
得率は，それぞれ55．6±44．6，53．8±3＆6，51．2±35．4，51．4±33．4％と4群間で有意差を認めなかった．また，妊娠の有無に

よりロジスティック回帰分析を行ったところ，年齢（P＜0．001），良好胚獲得数（P＜O．OOI），　AMH値（P＜0．031）に有意差

が認められた．【結論】体外受精施行患者において，AMH値は年齢，　FSH基礎値，採卵数　良好胚獲得数に関連があるが，

良好胚獲得率には関連しないと考えられた．また，我々の検討において妊娠に影響する因子は年齢，良好胚獲得数AMH

値が考えられた．
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●

P－196　腹腔鏡，人工真皮，自家製プロテーゼを用いた新たな造膣術

○宮原　義也，出口　雅士，牧原　夏子，篠崎奈々絵，中林　幸士，森田　宏紀，山田　秀人

　神戸大学医学部産科婦人科

　Mayer－Rokitansky－KUster－Hauser（MRK）症候群は，先天性膣欠損・痕跡子宮・正常卵巣を持つ稀な疾患である．　MRK
症候群に対して様々な方法の造膣術が施行されているが，我々は腹腔鏡補助下でWharton法に加えて人工真皮（アテロコ
ラーゲン膜）を用いた方法で造膣術を行っている．さらに独自に作成した自家製プロテーゼを用いることにより自己管理が

容易となり良好な治療成績を得ている．文書によるインフォームド・コンセントを得たのち，この造膣術を実施した4症例

について報告する．年齢中央値は21．5歳，MRIにて子宮・膣の欠損および正常卵巣が確認され，末梢血染色体は正常女性
核型でありMRK症候群と診断した．手術はまず腹腔鏡にて腹腔内臓器を観察し．腹腔鏡ガイド下に膀胱直腸間の結合織を
用手的に拡張し新生膣を形成した．新生膣内に人工真皮で筒状に覆ったアクリル製プロテーゼを挿入し，術後6日目にプロ

テーゼを抜去した．その後は発泡スチロール製の自家製プロテーゼを作成し，新生膣に挿入する指導を行った．従来の市販

プロテーゼは硬く，挿入時に大きな苦痛を伴っていたが，その欠点を克服するため発泡スチロールでプロテーゼを作成する
ことを考案した．さらに発泡スチロールは安価で入手が容易であり，加工もしやすいという特徴がある．手術時間の中央値

は114分，出血量　17．5gで重篤な術後合併症も認めなかった．入院中に作成した自家製プロテーゼの数は4本（中央値）で

あり，市販製品では患者に最適なものを選択するのは非常に困難であると思われた．術後2カ月には4例全てにおいて断端
まで上皮化が完成しており，1例は術後3カ月で性交可能となった．退院後，患者自らプロテーゼを作成することで新生膣
を維持するために最適な自己管理を確実かつ容易に実施している．我々の方法は従来法と比べ，身体的，精神的により侵襲

が少なく患者のQOL向上に有効であると考えられた．

●

●

P－197　ヒト無精子症とくにSCOSにおけるヒトLRWD1遺伝子の解析

○宮本　敏伸，千石　一雄

　旭川医科大学産婦人科学講座

【目的】近年，マイクロアレイ法を用いた解析により，SCOS組織においてその発現量が低下しているいくつかの遺伝子群が

同定された．その一つにヒトLRWD1遺伝子がある．　LRWD1遺伝子は647個のアミノ酸をコードしており，1つのLRR
（leucine－rich　repeat）と4つのWD40（tryptophan－aspartic　acid）domainを有する．マウスにおいてマウスLrwd1遺伝

子がマウス精子過程に関与しているのではないかといわれている．そこで我々はヒトLRWDIにおいて，組織学的にSCOS
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に起因する無精子症と診断された日本人患者100名さらには妊孕性が確認

されている正常コントロール100名から血液を採取し，DNAを抽出した．ヒトLRWD1遺伝子の全てのcoding　regionに
隣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mutation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3

つのsingle　nucleotide　polymorphism：SNPl－SNP3を検出した．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SNP1及びSNP2において，コントロール群とゲノタイプ，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＜005）．【結論】本研究によりヒトLRWD　l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．

●

●

P－198　補腎剤にて妊娠に至った2例

○山口　貴史，糸賀　知子，青井　裕美，國見　聡子，河村　　彩，山田　敦子，小泉　朱里，永井富裕子，須賀　　新，

　西岡　暢子

　越谷市立病院産科・婦人科

【緒言】近年，女性の社会進出に伴い晩婚化が進み，妊娠を希望する女性の高齢化がみられ，ストレスや加齢による卵巣機能低

下に対する対応が必要となってきている．今回，挙児希望の患者に対し，漢方を用いて妊娠出産に至った症例を経験したので報

告する．【症例】症例1，39歳0経妊0経産，X年2月腰痛にて受診．その他にも下肢の冷感顔面の熱感，月経前の移動性の
腹痛が以前より見られていた．内診では特に異常所見は認めなかったが，東洋医学的所見として舌は淡紅色，白苔を伴い，舌下

静脈の怒張があり，腹部に小腹不仁を認め，両側の尺脈は触れなかった．腎陰虚ならびに肝気うつ結と考え，六味丸7．5g，加味

遣遥散2．5g処方し3月症状消失．4月子宮卵管造影施行，5月自然妊娠成立．症例2，29歳0経妊0経産，　Y年6月挙児希望に
て初診月経周期は40～90日，ホルモン値は，LH4．5mlU／ml，　FSH5．88mlU／ml，　PRLI63ng／mlで正常範囲内であった．内診

では特に異常所見は認めなかった．クロミフェンクエン酸塩100mgを2周期施行するも妊娠に至らなかった．以前より，腰の
冷えと手足，顔面の熱感が見られており，東洋医学的所見として舌は淡紅色，白苔を伴い，舌下静脈の怒張があり，下腹部は冷

たく，右側の尺脈は触れなかった．腎陰虚に対しY＋1年6月六味丸7．5gを処方．処方2か月で手足，顔面の熱感は軽度となっ

たが，月経前の乳房痛が見られるようになったため，9月より加味遣遥散7．5gに変更するも，12月より腰部の冷え，夜間尿

下肢の浮腫が出現．牛車腎気丸7．5gに変更し，　Y＋2年3月妊娠反応陽性を確認．【結語】女性の社会進出により，妊娠希望年

齢の高齢化，ストレスを抱えた患者が増加し，ARTだけでは限界がある症例が今後増加する可能性が考えられる．今後，　ART

だけではなく個々の症例に応じた多面的なアプローチを行うことが必要であり，その一つとして漢方は有用であった．

●

●

■
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P－199　不妊治療後に骨盤内膿瘍を発症し，治療に難渋した2症例

○平山亜由子DL松本　賢典1），茅原　　誠1），加嶋　克則L’｝，高桑　好一一一1）

　1噺潟大学医歯学総合病院産科婦人科，2）県立がんセンター新潟病院婦人科

●

●

【諸言】不妊治療では，子宮内操作である人工授精や胚移植を施行する機会は多く，骨盤内感染に十分注意が必要である．

今回，不妊治療後に骨盤膿瘍を発症し，治療に難渋した症例を経験したので報告する．【症例1】39歳，未経妊子宮筋腫

を指摘され精査加療目的に当科紹介初診された．子宮筋腫は4．5cm大であり，不妊治療を先行し，人工授精を開始した．3
回目の人工授精後，夜間より腹痛が出現した．鎮痛剤で改善せず，WBC　ll190／μ1，　CRP　10．43mg／dlと炎症所見を認め，　CT

で右附属器膿瘍を指摘された．抗生剤点滴にて改善を認めたが，その後も人工授精後に再燃を認めた、子宮筋腫・附属器膿
瘍に対してGnRHa療法後に筋腫核出術・両側卵管摘出術を施行した．術後，再燃は認めず，今後は体外受精の予定である．

【症例2】34歳未経妊．子宮筋腫・両側卵巣腫瘍に対して腹腔鏡補助下筋腫核出術・腫瘍核出術施行後，人工授精を施行
したが妊娠に至らなかった．体外受精に変更し6回目の体外受精・胚移植を施行後，3日目に腹痛が持続するために受診し
た．卵巣過剰刺激症候群が疑われ，入院管理とした所，4日目よりWBC，　CRPの上昇を認め，超音波にて骨盤内膿瘍が疑
われた．抗生剤の点滴・内服にて改善したが，2，4，6か月後に炎症所見の再燃を認めた．MRIにて左卵巣膿瘍を指摘され，

感染管理目的に腹腔鏡下卵巣腫瘍核出術を施行した．手術所見では，左卵巣に膿瘍を認め，膿培養ではEscherichia　coliが
同定された．腫瘍摘出後，5か月経過しているが，再燃は認めていない．【考察】今回の2症例においては子宮内操作後，ま

たは内膜症性嚢胞を有した症例で骨盤内膿瘍を発症している．不妊症患者では子宮内操作を必要とする症例，内膜症性嚢胞

を有する症例が多く，治療するに当たり骨盤内感染に十分注意する必要があると考えられた．

P－200　骨髄移植後の早発閉経に対する卵子提供による妊娠事例から適応を考察する

○中林　　章D，末岡　　浩2），水口　雄貴2），泉　　陽子2｝，高橋　香織2），佐藤　　卓2），佐藤　健二L），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

●

●

【目的】海外で卵子提供の治療を受ける場合，滞在期間や費用の減少させるために，1回あたりの移植胚が複数個となるケー

スが多い．その結果，高齢というリスクに加え，多胎妊娠のリスクが加わり，周産期管理が困難となるケー・・スが増加してい

る．【方法】今回，骨髄異形成症候群にて骨髄移植後に早発閉経となった女性が，海外で卵子提供を受け，多胎妊娠となり，

減胎手術の選択の後に死産となったものの，再度，妊娠し出産に至ったので，その経緯につき検討を行った．【成績】（初回

妊娠）海外で卵子提供を受け，品胎と判明し，減胎手術を受けた．その後，双胎のうち，1児が胎内死亡となり単胎となり，

さらに22週にて破水し，23週にて死産に至った．（2回目妊娠）海外で卵子提供を受け，単胎で妊娠．高血圧合併妊娠であっ

たが，妊娠経過は順調で，妊娠37週で既往子宮手術後のため帝王切開術で3216gの児を得た．【考察】卵子提供が該当する

ケースとして，早発閉経　ターナー症候群，加齢による卵子の老化，卵巣癌などによる卵巣摘出後などが挙げられる．費用
が高いため，比較的，高齢での妊娠出産が多いと予想され，その結果，妊娠高血圧症候群の生じるリスクは高く，多胎より

単胎が望ましい．海外では，日本と異なり，移植胚の数制限がないため，患者の早期妊娠への期待から複数胚が移植される

ことが多い．日本での卵子提供はJISARTで行われてはいるが，数は少ない．今後，卵子提供を受けた妊婦の周産期予後を
良好とするためにも，日本における卵子提供を施していくことが必要とされるが，母体の身体的状況を考慮した上で，デー

タの収集に基づき基準を作成することが求められる．

P－201　急性リンパ性白血病治療後に膣壁癒着による続発性無月経となった一例

○佐藤　雅和，大石　　元，長阪　一憲，平田　哲也，甲賀かをり，平池　　修，藤本　晃久，大須賀　穣，藤井　知行

　東京大学医学部附属病院産婦人科

●

●

【背景】月経モリミナは月経血の排泄障害に起因する周期的な下腹痛のことであるが，子宮奇形や膣閉鎖など原発性無月経

を呈する疾患の症状としてしばしば臨床現場で遭遇する，しかしながら，続発性無月経の症状として出現することは稀であ

り，症例報告が散見されるのみである．今回われわれは急性リンパ性白血病（ALL）治療後に発症した，月経モリミナを伴

う膣壁癒着の症例を経験したので報告する．【症例】患者は26歳0経妊0経産初経は12歳以後26日周期，整であっ
た．24歳の時にALLを発症し，　ALL202プロトコルに従い当院血液内科で化学療法を施行され2年後に寛解を得ていた．
化学療法施行中にGnRHアナログ投与を半年間行っていた．寛解後GnRHアナログ投与を中止したにも関わらず半年間月
経が再開しなかったために，当科紹介受診となった．自覚症状としては月に一度の軽度の腹痛および不正出血を認めるのみ

であった．内診上膣が狭窄しており，画像上膣内に血腫と推測される部位が認められたことから，膣壁癒着により月経血流
出路が遮断されていることが原因で物理的に続発性無月経となっていることが考えられた．全身麻酔下に子宮ゾンデおよび

頸管拡張器を用いて癒着を解除し月経血流出路を確保した．現在は造膣用プロテーゼを用いて膣の再狭窄を予防しながら経
過観察している．【結論】膣壁癒着の原因としては，性交渉が長期間なかったことと，化学療法およびGnRHアナログ投与
による持続的低エストロゲン状態により膣粘膜が萎縮，癒着した可能性が考えられた．他科領域悪性腫瘍により化学療法を

施行した場合，膣狭窄の可能性も念頭に置いた定期的な婦人科診察が重要であると考えられた．
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P－202　ミトコンドリア脳筋症（MELAS）を合併する女性への不妊症治療および妊娠成立
　　　　　　後の周産期経過

○朝倉　寛之，佐藤有希子，西尾　京子

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

　卒中様症状を伴うミトコンドリア病MELAS（Mitochondrial　myopathy，　encephalopathy，　lactic　acidosis　and　stroke－like　epi－

sodes）の大多数はミトコンドリアDNA塩基3243の変異を有し，多様な臨床症状と経過を示す．過去，重篤な産科的合併症を生じ

たMELASが報告されていた．症例は39歳未妊娠女性20歳代後半から意識消失を契機にMELASと診断され，総合病院内科に
て糖尿病治療（インスリン1日4回投与にてHbAlc　6．7％JDS）と抗てんかん薬，心筋代謝改善剤による治療を受けていた．難聴と

糖尿病の可能性があった母は54歳で急死し，姉に耳鳴があるN挙児希望1年で紹介受診時，月経周期は30－40日間隔，基礎体温
にて月経周期18－20日頃に排卵の所見あり．子宮卵管造影精液検査では異常なく，母体高齢と排卵障害による不妊症と判断した，

遺伝カウンセリングと血糖コントロール強化目的の教育入院後，クロミフェン内服によるタイミング治療後，3回目の人工授精にて

単胎妊娠が成立した．総合病院における周産期治療では，ノボラピッドとレミベル1日4回投与によって血糖がコントロールされ
（HbAlc　5．8－6．4％JDS），リボトールO．5mg／日にて，てんかん発作なく経過した．クライエント判断にて，出生前遺伝診断は実施さ

れず．母体血圧，心肺機能に変動はなく，胎児のBiophysical　profile，　NSTともに異常は見られなかった．妊娠第29週より頸管長

短縮のため塩酸リトドリン内服が開始された．妊娠第38週0日に，骨盤位への選択的帝王切開分娩にて2864グラムの女児がアプ

ガースコア9／9にて娩出された．産褥期の母体状態は安定し，インスリン投与量は約半減された．出生児は3ヶ月後健診にて発達

は正常でありt遺伝子検査は実施されていない，MELASと診断される不妊症女性へは，受胎前の遺伝カウンセリングに加えて，

他診療科および産科部門との密な連携による集学的な診療体制により，重症周産期合併症に備えることが有益と考えられた．

●

●

P－203　ヒューナーテスト（Post－Coital　Test：PCT）良好例に対するAIHの有用性

○吉田　壮一，仲　　瑞穂，岸田　知佳，上本　雄己，今城　昭史，松本　須美，羽原由里子，光成　匡博
　よしだレディースクリニック内科・小児科

【目的】ART症例数は年々増加する一方で，公的助成金の減額がなされるとともに支給の年齢制限も検討されている．今後

適正な助成が続けられるためには，ART適応の再検討，　AIHなどの一般不妊治療の見直しも必要と考えられる．　AIHの適
応は精子減少症をはじめとするヒューナーテスト（Post－Coital　Test：PCT）不良例とされている．しかしながら，　ARTに

よらない妊娠を望む御夫婦も多いため，当院ではPCT良好例に対してもAIHを行っている．本検討ではその有用性を知る
ことを目的とした．【方法】2012年度にAIHを行った225症例（523周期，実施回数1～12回）を対象とした．　PCT不良群

（87例，196周期）と，良好群（138例，327周期）の2群に分けて比較検討を行った．良好群は，6周期以上のタイミング
指導で妊娠に至らず，インフォームドコンセントを行った後にAIHを希望した症例とした．【成績】各群（不良群vs．良好
群）の平均年齢は35．1±4．8（24－45）vs．34．3±4．2（25－44）歳妊娠率は周期あたり9．2　vs．8．6％，症例あたり20．7　vs．203％

で，両群間に差を認めなかった，妊娠例の検討を行ったところ，平均年齢は33．9±5．1（24－42）vs．　33．3±3．4（28－40）歳で，

AIH実施回数ごとの妊娠数は2，4，6回目までと，7回目以降において10，6，1，1vs．　IL　l2，5，0例であった．良好群
では40歳以下，6回目までに妊娠が成立していた．【結論】不良群と良好群で妊娠率に差がなかったことから，PCT良好に
も関わらずタイミング指導で妊娠に至らない症例においても，40歳以下であればAIHを4－6回実施することは有用である
と考えられた．

●

●

P－204　人工授精における自宅採精は有効か？

○中山　雅博，山田　昌宏，今野　　彰，笠井　真子，山崎　友貴

　ASKAレディースクリニック

【目的】WHOマニュアルでは，気温変動や，時間経過による精子機能低下を防ぐために院内採精を推奨しているが，人工授

精を実施するにあたり，夫の都合により自宅採精となることがある．そこで，今回，自宅採精が人工授精の臨床成績に及ぼ
す影響について検討した．【対象および方法】2011年1月～2012年12月に人工授精を施行した2261周期のうち，院内採精

799周期（以下A群），自宅採精1462周期（以下B群；3時間以内に持参）を対象とした．精液検査は，Makler　counting
chamberを用いて行い，両群の精液所見妊娠率，流産率を比較検討した．【結果】平均年齢はA群35．6±3．8歳，　B　eV　35．3±

3．7歳で，有意差を認めなかった．精液所見（A群vs　B群）に関して，精液量（3．29±1．62ml　vs　3．22±1．64ml）は有意差を

認めないものの，精子濃度（93．81±95．36×106／ml　vs　84．83±61．49×106／ml），運動率（49．3±15．8％vs　44．8±18．7％），正常

形態率（43．6±14．5％vs　41．2±14．4％），および，総運動精子数（138．88±148．75　×　106，／ml　vs　121．11±176．08　×　106／ml）につ

いてはそれぞれ有意差を認めた（p〈0．05）．妊娠率は（5．5％vs　5．7％）であり，有意差を認めず，同等の成績を示した．流

産率（6．8％vs　18．1％）は，有意差を認めなかったが，　B群の方が高い傾向を示した．両群の妊娠・流産患者の平均年齢に

は，有意差を認めなかった．【結論】自宅採精は，院内採精に比較して，精液所見はやや見劣りするものの，妊娠率には悪

影響を認めなかった．流産率では，自宅採精の方が高い傾向を示したが，今後，症例数を増やして更に検討していきたい．

●

●
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●

P－205　培養液が出生児体重に与える影響について

●

●

○阿部　礼奈，緒方　洋美，角本　知世，古橋　考祐，十倉　陽子，緒方　誠司，水澤　友利，岡本　恵理，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】近年，生殖補助医療（ART）により妊娠に至った症例で，培養液の違いにより出生児の平均体重が異なることが報

告された（Hum　Reprod，　2010）．そこで当院のARTにより妊娠に至った症例でも同様の傾向があるか検討を行った．【方法】

2005年1月～2009年12月に胚盤胞の単一凍結融解胚移植を用いて妊娠し，単胎児出産の転帰のあった528周期を対象とし
た．検討した培養液はLife　Global社global　medium（global）とOrigio社BlastAssist　Systeml／BlastAssist　System2（BAS

1／BAS2），検討項目は母体の移植当時の年齢・身長・体重，及び在胎日数，移植胚の良好胚盤胞率，児の出生時の平均身長・

体重であった．【結果】母体の移植当時の年齢・身長・体重，及び在胎日数移植胚の良好胚盤胞率，そして児出生時平均
身長には，globalとBAS1／BAS2に差を認めなかった．一方で児出生時平均体重（g）±SDは，　globalで3054．3±446．9，　BAS

1／BAS2で3138．5±404．9とBASI／BAS2において有意に重かった（p〈O．05），【考察】本検討では，日本人全体の児の平均

体重（3020g）と比較してBAS1／BAS2では重い傾向にあった．出生児の体重に影響を与える要因として，母体に関するも
のでは，年齢や身長・体重及び在胎日数などが考えられ，胚培養・移植方法に関するものでは，移植方法や移植胚が考えら
れるが，本検討ではこれらの項目に差を認めなかった．したがって，培養液内に含まれる成分の違いが体重差に何らかの影

響を与えた可能性も示唆された．ARTにおいて培養液は必要不可欠であり，今後ARTの安全性を考慮していく上で培養液
の組成にも着目し，慎重にフォローアップをしていく必要性が考えられた．

P－206　Embryo　Scopeで胚培養を行い出産に至った児に関する報告

○溝部　大和，秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，西垣みなみ，松崎　彰子，上田　泰子，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］当院ではタイムラプスインキュベーターであるEmbryoScopeによる胚培養を積極的に行っている．　EmbryoScope
を用いることで胚の動的評価を行い，良好胚を選択し移植することが可能となった．そこでEmbryoScopeを用いて胚培養
を行った症例で，妊娠し出産に至った児の予後について調査をおこなった．［方法］2012年4月～8月において胚移植を施
行し出産に至り，報告があった18症例を対象とした．EmbryoScopeにて培養し胚移植を実施（5周期）あるいは追加培養
で得られた胚盤胞をガラス化保存し，ホルモン補充下にて胚移植を実施（5周期）した合計10周期をA群とした．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（4周期）あるいは追加培養で得られた胚盤胞を凍結保存し，ホルモ
ン補充下にて移植を実施（4周期）した合計8周期をB群とし，児の予後について調査した．なお，移植はすべて単一胚移
植を施行し，胚の保存は全て胚盤胞ガラス化法による保存のみを行っている．［結果］平均年齢はA群で34．8歳B群で34．0

歳であった．在胎日数はA群で40週1日，B群で39週2日であった．男女比はA群で男児4名，女児6名，　B群で男児3
名，女児5名であった．また，分娩様式はA群で経膣分娩5名，帝王切開5名，B群で経膣分娩5名，帝王切開3名であっ
た．出生時体重の平均は，A群で3190．5g，　B群で3119．8gであった．［考察］EmbryoScopeを用いて胚培養を行った症例に

ついても健常な児が出産されていることが確認された．出産報告数が少ないことからも調査を継続する必要があると思われ
る．

P－207　ART採卵時間に影響を与える因子の検討

○詠田　由美，本庄　　考，中山　直美，西村佳与子，泊　　博幸，愛甲恵利子，得能　典子，小原由香子，古賀真菜美

　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

●

●

【目的】ART採卵術の疾痛に対し，患者の自己決定の基にプロポフォール（Pr）全身麻酔を行ってきた．麻酔の適否を決定

する要因に関して採卵数と卵巣癒着の観点から検討した．【対象と方法】Pr麻酔下に採卵術を施行した2510症例5184採卵
周期を対象とした．Pr初回投与量は3．O　mg／kg，術中体動時には追加投与を行った．採卵時の卵巣可動性から，左右両卵巣
癒着の種類をfilmy（f）とdense（d），癒着範囲を1／3以下（f；1点，　d；4点），1／3から2／3（f：2，　d；8），2／3以上（f；4，

d；16）でスコアし，癒着スコア16点未満（A群）と16点以上（B群）の2群に分類し，採卵時間（分），採卵周期あたり
のPrの追加投与率（％）を検討した．【結果】A群採卵時間，追加投与率：B群採卵時間，追加投与率は採卵tw　O－3個（4．1，
15％：4．9，18％），4－6個（6．4，22％；6．6，29％），7－9個（＆0，32％；8．9，39％），10－12個（9．2，39％；9．6，47％），13－

15個（10．5，47％；10．5，56％），16－18個（11．8，52％；13D，63％），19個以上（14．8，71％；15．3，76％）であった．【結

語】採卵数のみならず卵巣癒着の程度で採卵時間やプロポフォール追加投与率は変化した．採卵時の麻酔の適否に関しては

卵胞数だけではなく患者の解剖学的要因も考慮すべきと考えられた．
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●

P－208　ART採卵術に対するプロポフォール間歌投与麻酔法に関する検討

○中山　直美，本庄　　考，西村佳与子，泊　　博幸，愛甲恵利子，得能　典子，小原由香子，古賀真菜美，詠田　由美

　医療法人アイブイエフ詠田クリニック

【目的】ART採卵術に対してプロポフォール間駄投与を用いた全身麻酔を導入し，その投与法について検討した．【対象と

方法】ARTを目的に採卵術を施行し，患者自己決定のもと麻酔を希望した2510症例5184採卵周期を対象とした．麻酔は，
プロポフォール初回投与量3．O　mg／kgにペンタゾシン併用投与後，亜酸化窒素，酸素投与によるマスク換気下で行い，術中

体動時にはプロポフォールの追加投与を行った．プロポフォール投与後，覚醒時の患者状態，副作用の有無ならびに妊娠成
績について検討した．【結果】プロポフォール初回投与量151±21mg，追加投与量34±15　mg（0．2±O．4　mg／kg），採卵数＆3±

7．0個，麻酔時間11．1±4．6分であった．プロポフォール投与直後の呼吸抑制は729±34．7秒（4713／5184採卵周期，91％），

採卵術中痔痛0（0％），採卵術中体動1784（34％），覚醒時下腹痛407（8％），覚醒時吐気58（1％），覚醒時嘔吐21（O．4％），

覚醒時眠気597（11％），対採卵周期妊娠率は30．4％であった．【結語】プロポフォール間歌投与法で十分な麻酔効果が得ら

れた．採卵術後の覚醒も良く，副作用出現も少ないことより，プロポフォール間敵投与麻酔法はART採卵術の麻酔法とし
て有効であることが示唆された．

●

●

P－209　精液所見不良あるいは未破裂黄体化卵胞（LUF）周期を除外した子宮内精子注入
　　　　　　（IUI）の成績

○仲　　麻微，丸山　仁子，平松　篤子，田村　　彩，坂井　涼子，名越　一介

　名越産婦人科

【目的】当院におけるIUI適合周期，　step　upの目安を明らかにすることを目的とした．【方法と対象】当院で平成17年3月～

25年4月に施行したIUI（原則として自然或いは低刺激）2165周期を対象とし，年齢・施行回数・処理前精子濃度・前進精
子率・前進精子総数・妊娠率及び出生率を検討し，IUI適合周期の目安を定めた．更に不適合周期を除外後，累積出生率を
初回IUI時年齢別に検討した．【結果】全体の妊娠率は13．8％，出生率　10．1％，流産率（対妊娠）16．7％，多胎出生率（対出

生）7．3％だった．処理前精液所見において，前進精子総数15×106未満区および，精子濃度　20　×　IO6／ml未満区において有

意に低い妊娠率（32％vs14．2％，3．8％vs14．1％）となった．不適合周期（処理前の前進精子総数が15×106未満，精子濃度

が20x106／ml未満或いはLUF及びその疑い）除外後の3回目まで，5回目まで，全体（～。。回目）の累積出生率は，初回
IUI時年齢30歳未満群37．2％（55／148），43．2％（64／148），45．9％（68／148），30～34歳群27．2％（67／246），35．0％（86／246），

36．2％（89／246），35～39歳群22．9％（40／175），28．6％（50／175），29．7％（52／175），40歳以上群はどの区においても＆8％

（5／57）であった．【結論及び考察】多胎出生率を低く抑え，比較的良好な累積出生率（34．1％）を得た．処理前の前進精子

総数が15×106未満及び精子濃度が20×106／ml未満の場合は妊娠率が有意に低く，施行前に患者へのインフォームドコンセ

ントが必要であり，LUFと同様繰り返す場合は不適合周期としてstep　upの対象であると考えられた．また，適合周期で
ある場合でも，40歳未満は6回以降，40歳以上は4回以降で出生率が極めて低くstep　upの目安になると考えられた．

●

●

P－210　BMIは単一胚移植において影響を及ぼすか？

○市橋　佳代，河野恵美子，中山奈央子，赤松　芳恵，佐藤　　学，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】肥満は女性の妊孕能低下に関連し，BMI（Body　mass　index）の上昇に伴い，妊娠率が低下し，流産率が上昇するこ

とが報告されている．今回，単一胚移植症例の着床およびその予後に対するBMIの影響について検討した．

【方法】2010年1月から12月に当院で単一胚移植を行った1586周期を対象とした．BMIによりやせ群（1＆5＜BMI）標準
群（18．5≦BMI＜25．0）肥満群（BMI≧25．0）の3群に分類し，臨床成績の比較検討を行った．
【成績】やせ・標準・肥満群はそれぞれ247例（15．6％），1211例（76．3％），128例（＆1％）で，移植時の年齢，移植回数，

子宮内膜厚には差を認めなかった．新鮮胚移植（361例）における妊娠率は27．9％，31．9％，23．8％，生児獲得率は23．0％，

26．2％，9．5％で差を認めなかった．凍結融解胚移植（1225例）における妊娠率は43．0％，35．7％，262％と肥満群は有意に

低下した（p＜005）．生児獲得率は30．6％，25．3％，1＆7％で肥満群はやせ群に対して有意に低下した（p〈O．05）．凍結融解

胚移植を胚盤胞移植（514例）と分割期胚移植（711例）に分けて比較したところ，胚盤胞移植では妊娠率，生児獲得率に
差を認めなかった．しかし，分割期胚移植では，妊娠率がそれぞれ29．9％，24．8％，11．6％，生児獲得率がそれぞれ17．5％，

15．8％，5．8％となり，肥満群で有意に低下した（p＜0．05）．流産率はすべての群で差を認めなかった．

【結論】今回の検討で，BMIの影響は新鮮胚移植では認められなかったが，凍結融解分割期胚移植においてBMIの上昇によ
り妊娠率と生児獲得率が低下することが示された．今後はさらに症例数を増やし，採卵数や受精率，総ゴナドトロピン量な
どについても検討していきたい．

●

●

●
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●

P－211　バーコードシステム導入による培養成績への影響

●

●

○斉藤　寛恵，中務　結貴，新藤　知里，川上　典子，平田　　麗，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，

　林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】当院では2012年10月より卵子や受精卵の識別管理にバーコードを用いた取り違え防止システムを導入した．しかしダ

ブルチェックとバーコード照合の両方を併用することで，識別確認時間は以前より長くなった．そこで今回，システム導入前
後で培養成績に差がないか後方視的に検討した．【方法】当院で使用しているデータベース上からバーコードラベルを印刷し，

使用する全ての培養dishにラベルを貼り付け，培養液交換など移動の際はバーコード照合を実施した，照合は作業実施者が行

い，確認者と共にデータベース上で行われた照合をPc画面で確認し，さらに培養dishの患者名を確認した．対象は2012年7

月から2013年1月に初回IVFを行った症例とし，システム導入前3ヶ月間の導入前例（通常媒精47周期，顕微授精55周期），
および導入後3ヶ月間の導入後例（通常媒精45周期，顕微授精53周期）に分類して比較検討した．【結果】1回のダブルチェッ

クに要する時間は平均3秒であり，バーコード照合を併用した場合は平均9秒であった．導入前例vs．導入後例での比較では，

平均年齢に有意差はなく，受精率・分割率・良好分割率・胚盤胞率・良好胚盤胞率・有効胚率の順に，通常媒精では70．5％
vs．735％，100％vs．98．9％，66．9％vs．702％，65．1％vs．61．1％，31．4％vs．29．2％，63．3％vs．63．9％．顕微授精では76．3％vs．81．4％，

100％vs．99．5％，73．3％vs．67．7％，60．2％vs．58．5％，26．6％vs．2＆7％，61．6％vs．58．9％であり，いずれにおいても有意差を認めな

かった．【考察】識別確認に要する時間は長くなったが，システム導入後も培養成績は同等であり，バーコード照合の併用によっ

て培養成績に悪影響は与えないことが示された．システムの導入で，ダブルチェックだけでは見落とされる可能性があるリス

クを防止でき，リスク管理も容易なことから，安心できる作業環境　より安全な医療提供に繋げられる，

P－212　胚移植前に実施したLow　Level　Laser　Therapy（LLLT）が妊娠率に与える影響に
　　　　　　ついて

○角　　知英，緒方　洋美，古橋　孝祐，緒方　誠司，水澤　友利，岡本　恵理，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】Low　Level　Laser　Therapy（LLLT）は，細胞を活性化させ，血液循環や新陳代謝を促進させることから，卵巣機能

ならびに子宮（内膜）の着床能向上などの効果が期待されている．そこで我々はLLLTを胚移植前に実施することで妊娠率
が向上するかどうか検討した．【方法】検討1．では，2011年12月～2013年3月に凍結胚移植を実施した症例のうち研究に

同意を得られた59例を無作為に2群にわけ，LLLT（＋）群33例には胚移植当日にLLLTを実施，（一）群26例はLLLT
を実施せず通常通りに移植を行った，検討2．では同期間に凍結胚移植を実施し同意を得られた259例を無作為に2群にわ

け，3日前LLLT（＋）群149例には移植3日前にLLLTを実施し，←）群llO例にはLLLTを実施せず移植を行った．
検討項目は化学妊娠率，臨床妊娠率，着床率および継続妊娠率とした．LLLTの照射は左右星状神経節に2分ずつおよび騰
上部，子宮近傍および左右卵巣近傍に4分行った．【結果】検討1．では，当日LLLT（＋）群と（一）群の化学・臨床妊娠
率には有意差はなかったが，（＋）群で高い傾向があった．検討2．では，3日前LLLT（＋）群と（一）群の着床率，臨床
妊娠率には有意な差は無いものの（＋）群にて高い傾向があり，継続妊娠率は3日前LLLT（＋）群が57．7％，（一）群3＆8％

と比較し有意に高率であった（p＜O．05），【考察】凍結胚移植において，LLLTを併用することでその治療成績が向上する可

能性が示唆された．その効果は，移植当日にLLLTを実施することでもある程度期待できるが，移植3日前に実施すること
でより効果が高まる事が示唆された．この効果がLLLTによる血流改善等を介するものか，子宮（内膜）への直接効果なの
かは不明である．今後その作用機序についても検討して行きたいと考えている．

P－－21　3　子宮筋腫核出術後の妊娠予後規定因子に関する検討

○藤浪菜穂子D，辻　　　勲2），網　　和美2），小谷　泰史2｝，塩田　　充Z），万代　昌紀2）

　1）近畿大学医学部生理学教室，2）近畿大学医学部産科婦人科学教室

●

●

　筋腫核出術は，筋腫合併不妊症例に対して，妊孕能を改善するために行われている．しかし，筋腫核出術が妊孕能を改善

するかどうかは一定の見解は得られていない．今回の検討では，筋腫核出術後の妊娠予後規定因子を抽出することを目的と

した．平成9年1月から平成21年12月までの間に，筋腫合併不妊症例146例のうち，筋腫核出術を施行した86例を対象
として後方視的に検討した．術後32例（37．2％）に妊娠が成立した（うちART妊娠は7例）．年齢別による術後妊娠率は，
35～39歳および40歳以上が，30歳未満より有意に低値であった（それぞれ32．3％，18，2％vs．75．0％）．妊娠既往不妊期

間，排卵因子／卵管因子／男性因子／子宮内膜症の合併の有無別の術後妊娠率は，差を認めなかった．筋腫の部位別による術

後妊娠率は，粘膜下筋腫が，筋層内筋腫と漿膜下筋腫の合併より有意に高値であった（それぞれ66．7％vs．1＆2％）．最大筋

腫径，超音波検査により判定した内膜圧排の有無別による術後妊娠率は，差を認めなかった．内膜圧排ありと判定した症例

のなかに，子宮鏡検査で内腔偏位のないものが存在していた．内腔偏位の妊孕能への影響については，子宮鏡検査で内腔の
評価を行い，更なる検討が必要である．年齢と筋腫の部位は，筋腫核出術後の重要な妊娠予後因子である．不妊症における
筋腫核出術の適応については，年齢と筋腫の部位を考慮し判断しなければならない．
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P－214　生殖医療技術が出生児に与える影響についての検討

○松本　賢典，茅原　　誠，平山亜由子，加嶋　克則，高桑　好一

　新潟大学医歯学総合病院

【目的】生殖医療技術が出生児に与える影響について検討し，今後の妊娠分娩管理につき検討することを目的とした．【方法】

2007年1月から2012年12月まで，当科で生殖補助医療を行い妊娠し，当科で妊娠分娩管理を行った症例のうち，正期産（妊

娠37週0日から妊娠41週6日）で分娩した単胎症例を対象として，臨床的統計を行った．【成績】当科で体外受精一胚移植
を行い妊娠成立し，妊娠分娩管理を行い，正期産で分娩に至った単胎症例は49例あり，同時期に人工授精により妊娠分娩
した症例は15例存在した．対象として，同時期に自然妊娠し妊娠分娩した症例50例を無作為に抽出した．母体年齢の中央
値は自然妊娠群では34歳（22－47歳），人工授精群では36歳（25－42歳），体外受精群では37歳（26－44歳）であった．自
然妊娠群での単胎正期産児の平均体重は3043．6gであり，人工授精による正期産児の平均体重は3033．6g（p＝0．47），体外受

精では3089．Og（p　＝　O．31）であり，体外受精児で出生体重が大きい傾向にあったが，有意差はなかった．また，体外受精の

うち，新鮮胚移植23例での平均体重は3047g，凍結胚移植26例では3027g（P＝048）であり，新鮮胚，凍結胚の比較では
出生体重に有意差は認めなかった．自然妊娠群で胎児異常があったものは，2例あり，人工授精では認めず，体外受精では

5例認めた．出生時の性別を比較してみると，自然妊娠50例では男児25例（50％），女児25例（50％）であり，人二［授精
15例では男児7例（46．7％），女児8例（53．3％），体外受精49例では男児30例（61．2％），女児が19例（3＆8％）であり，

体外受精で男児が多い傾向であった．【結論】体外受精は児の出生体重，胎児奇形に有意な影響を与えなかったが，性別に

影響を与える可能性が示唆された、

●

●

P－215　凍結融解胚移植におけるEmbryoGlueの有用性について

○佐々木幸江，福井　淳史，中村　理果，鴨井　舞衣，船水　文乃，横田　　恵，阿部　和弘，福原　理恵，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】EmbryoGlueは（以下EG）はビアルロン酸を豊富に含有し粘性に富む培養液である．　EGの物理的保護作用や子宮

内膜への着床を促進する作用により，妊娠率上昇や流産率低下に繋がるという報告がこれまでにされている．そこでホルモ
ン補充周期の凍結融解胚移植においてEGの有用性について検討した．【方法】2012年10月～2013年5月の間に凍結融解
胚移植を施行した症例のうち，これまで2回良好胚を移植したにもかかわらず着床が成立しなかった46症例70周期を対象

とし，無作為に通常の移植用培養液を使用したControl群（C群：SAGE社Quinn’s　Advantage　Sequential　Culture　Media

を使用）26症例35周期とEG使用群（EG群：Vitrolife社G5シリーズを使用）30症例35周期とに分類した．胚は融解し
た直後の培養からSAGE社あるいはVitrolife社の培養液を使用し，　EG群では胚移植前に30分～120分EmbryoGlueに胚
を入れたうえで，EmbryoGlueとともに胚移植を行った．両群間の妊娠率および流産率について比較検討を行った．【成績】

EG群，　C群の平均年齢（36．4歳vs　3＆2歳），平均移植回数（7．5回vs　7．0回）など患者背景に有意差はなかった．移植キャ
ンセル率（14．3％vs　14．3％），良好胚移植率（64．3％vs　62．8％），妊娠率（23．3％vs　23．3％），流産率（28．6％vs　14．3％）に

は両群間に有意差を認めなかった．【結論】反復着床不成功例の凍結胚移植における妊娠率や流産率の成績においてEmbryo－

Glueの有用性は確認できなかった．よって，我々が行った検討においては，これまでに報告されたEmbryoGlueの有用性
について示すことができなかった．

●

●

P－216　dbc－AMPとIBMXによる前処理はIVM成績を改善する

○小畠美智子1），長谷川昭子1），天野奈美子’L），吉川　香織］］，高野　智枝D，佐治　史恵1），長谷　英里P，松田　智恵D，

　中村　嘉孝1・L．3’

　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，3）医療法人オーク会

　オーク梅田レディースクリニック

【目的】一般にIVMは未成熟な段階で卵子を採取して行うが，当院では，通常のプロトコールで採卵した卵が未成熟だった場合にIVM

を行っている．IVMによる妊娠例も経験したが，　IVMを行っても成熟しない卵も多数あり，改善の余地があると考えられる，当院では，

減数分裂再開時に卵細胞内のc－AMP濃度が低下することに着目し，　dbc－AMP及びIBMXで前処理をすることによってIVMの成績が

向上するか検討した．【方法】患者の同意のもと2012年7月から2013年3月までの期間で，当院でICSI施行予定で裸化処理時に第一極

体を認めなかった卵を対象とした．dbc－AMPとIBMXを添加した培養液で2～4時間前培養の後，　IVM　mediumに移して，12～48時間

培養した17周期，32個の卵をpre　treat群とし，成熟率，受精率，及び良好胚，凍結に至った胚の割合を，　pre　treatを行わなかった16

周期32個の卵（control群）と比較した．統計にはX2検定を用いた．【結果】pre　treat群は，成熟率719％，受精率565％，良好胚率60．9％，

胚凍結率30．4％，contro1群は，成熟率59．4％，受精率474％，良好胚率52．6°／・，胚凍結率26．3％であった．　pre　treat群において，成熟

率，受精率，良好胚率がいずれも有意に高かった（P〈O．05）．【考察】in　vivoでは，　LHサージ後に卵細胞が穎粒膜細胞から分離し，　c－AMP

の供給が絶たれて卵細胞内のc－AMP濃度が低下することによって減数分裂が再開される．今回の検討では，　dbc－AMPの作用と，　IBMX

により卵細胞内のc－AMP分解が抑制されたことによって卵細胞内のc－AMPが高濃度となった．その後，　IVM　mediumに移した際に卵

細胞内のc－AMP濃度が低下したため，減数分裂が再開し，成熟に至ったと考えられる．また，　pre　treat群は，成熟のみならず受精分

割も良好なものが多かった．dbc－AMPとIBMXによる前処理により，従来は廃棄せざるを得なかった卵を利用できる可能性が高まった．

●

●

●
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P－217　不妊女性の甲状腺機能は妊娠前から管理が必要

○熊耳　敦子，前田　真子，福嶋　文吉，佐藤　孝道

　明理会中央総合病院婦人科

｝

●

●

【目的】母体甲状腺ホルモンは絨毛や胎盤を介して胎児発育に関与し，母体の顕性甲状腺機能低下（TSH基準値以ヒ，　fT4

基準値内）ばかりでなく，TSHが基準値内高値の潜在性甲状腺機能低下（以下，潜在性低下）でも流産率の上昇や不妊治療

への影響が報告されている．既に我々は，潜在性低ド症例も含め不妊女性の甲状腺機能を管理する必要性を報告した．本研
究では（1）症例数を増やし既報告の検証を行うとともに，（2）不妊治療中から甲状腺機能を管理した2症例を報告するt【方

法】2010年8月一2013年5月に不妊を主訴に初診した症例のうち，TSHが当院の基準値内（O．39－4．01μIU／mL）にある265
例を対象とした．265例をTSH2．5μIU／mL未満（N群：218例），2．5－3．0未満（LL群：23例），3．0－4．01以下（L群：24例）

に分け，それぞれの年齢，BMI，流産歴の有無ホルモン値について比較検討した．検定はt検定またはX2乗検定によっ
た．【成績】（1）年齢は3群に有意差を認めなかった．BMIと既往妊娠回数に占める自然流産回数はN群に比較してL群で
増加傾向を認めた．fT4はN群に比較してL群で有意に低下した（P＝0．03）．（2）以下の2症例を経験した．症例1：TSH3．44

μIU／mLの結果により甲状腺薬服用開始後妊娠が成立するも，コンプライアンスが悪くTSH上昇，切迫流産となり，甲状
腺薬増量により切迫流産症状が消失して妊娠継続している．症例2：原因不明の習慣流産既往（3GOP3SA）があり，　TSH4．57

plU／mLにて甲状腺薬治療開始し妊娠成立，妊娠後甲状腺薬1．5倍量に増量し妊娠継続している．【結論】TSHが基準値内
でも3μIU／mL以上の場合は，妊娠前から甲状腺機能を管理することの重要性が示唆された．

P－218　Wnt／β一カテニンシグナルを基軸とする子宮発生メカニズムについての解析

○原口　竜摩D，北澤　理子1），平田　　務2），北澤　荘平D

　l愛媛大学大学院医学研究科病態解析学講座分子病理学講座，2愛媛大学上級研究員センター

●

●｝

　子宮は，平滑筋腫や内膜症など根治困難な疾患を多数抱える臓器であるが，それらの多くは発症機序が不明のままである．

現在，胎児期の器官形成時において異常をきたした細胞がそのまま子宮内に残存し，生殖年齢に達したときにそれが疾患の

発生母地となるという説が有力であるが，それを十分に立証しうる研究成果は未だに得られていない．それ以前に，そもそ
も胎児期における子宮の発生メカニズム自体の理解が十分になされていないことから，その発生分子基盤を解明すること

は，子宮関連疾患の発生機序を明らかにする上で極めて重要である．現在までに，子宮の発生に関与するシグナル分子がい
くつか1司定されているが，その中の一つWnt／β一カテニンシグナルは，種々の遺伝子改変マウスが示す症状より，その機能

の重要性が近年特に注目されている．今回私どもは，胎児期の子宮発生過程におけるWnt／β一カテニンシグナルを中心とし

た分子発生基盤を解明すべく，Wnt／β一カテニンシグナルに応答した細胞集団の挙動をGenetic　lineage　Tracing法により追

跡し，それらが子宮の器官形成プロセスに如何に組み込まれていくのかを検証した。Wnt／β一カテニンシグナルに応答した

細胞をレポーター分子で永久標識することが可能な遺伝子改変マウスを用い，それら細胞の挙動を追跡した結果，特定の発
生段階においてのみWnt／β一カテニンシグナルに応答性を示すミュラー管近傍の間葉細胞集団が，子宮平滑筋や子宮内膜と

いった組織成分の構築に寄与することが現在判明しつつある．本発表では，これらの実験結果と既知の子宮に関する発生基
盤情報とを照合しながら，Wnt／β一カテニンシグナルを基軸とした子宮発生プロセスとこれまで発症機序が不明とされてい

る種々の子宮関連疾患との関連性についての考察を行ないたい．

●

●
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座長 演題分類

固

安藤　寿夫

■

石原　　理

和泉俊一郎

市川　智彦

出居　貞義

伊藤　直樹

井上　善仁

今井　　裕

苛原　　稔

岩下　光利

岩本　晃明

囹

宇津宮隆史

囲

蝦名　康彦

遠藤　俊明

団

大須賀　穣

大橋　一友

大橋　正和

大道　正英

岡田　　弘

岡部　　勝

岡村　　均

沖津　　摂

奥山　明彦

囲

梶原　　健

可世木久幸

加藤　浩志

金山　尚裕

守殿　貞夫

香山　浩二

神崎　秀陽

シンポジウム7

招請講演1

妊孕性温存1

会長講演

モーニングセミナー2

男性不妊1

体外受精3

教育講演3

教育講演5

ランチョンセミナー9

受精・胚・着床6

シンポジウム1

受精・胚・着床4

子宮内膜症3

受精・胚・着床1

内視鏡1

看護1

男性不妊2

受精・胚・着床5

シンポジウム8

ワークショップ

ランチョンセミナー4

凍結保存2

ランチョンセミナー12

卵胞発育・採卵2

内視鏡2

顕微授精2

統計

教育講演4

ランチョンセミナー3

ランチョンセミナー10

ランチョンセミナー8

演題番号 日付

S7－1～S7－5

0－131～0－135

MS2
0－075～0－079

0－030～0－034

LS9

0－047～0－051

S1－1～Sl－4

ll月16日（上）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月15日（金）

0－035～0－041　11月15日（金）

0－203～0－209　 11月16日（土）

0－001～0－006　　11月15日（金）

O－101～0－105　11月15日（金）

0－231～0－236　 11月16日（土）

0－210～O－215　11月16日（土）

0－042～0－046　　11月15日（金）

S8－1～S8－4　　　11月16日（土）

W－1～W－4　　　11月15日（金）

LS4－1～LS4－2　　11月15日（金）

O－145～O－147　 11月15日（金）

LS12　　　　　11月16日（土）

0－057～0－061

0－106～0－109

0－198～0－202

0－246～0－250

LS3

LS　10

LS8

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月16日（土）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月16日（土）

会場

第2会場

第1会場

第7会場

第1会場

第5会場

第5会場

第3会場

第1会場

第4会場

第3会場

第3会場

第1会場

第3会場

第4会場

第2会場

第6会場

第6会場

第5会場

第3会場

第2会場

第4会場

第4会場

第7会場

第6会場

第4会場

第6会場

第3会場

第6会場

第1会場

第3会場

第4会場

第2会場

305（437）

開始　終了

13：00～14：30

14：00～15：00

9：00～9　50
11　：15～ll　：45

8：00～8：50

10：20～11　．10

11　：00～11　：50

10：30～11：15

10：15～11：00

12：00～12：50

17：00～17：50

16：00～17　　30

15：00～16　　00

9：00～10　10

9：00～10　00

9：40～10：30

9：00～10：00

9：00～10：00

16：00～17：00

14：30～15：50

16：20～17：40

12：00～12：50

11　：20～11　　50

12：00～12　　50

9：50～10：40

10：30～11：10

14：40～15：30

13：40～14：30

9：00～9：45

12：00～12：50

12：00～12：50

12：00～12：50



306（438）

座長

目

北脇　　城

木村　　正

■

久慈　直昭

久保田俊郎

倉智　博久

蔵本　武志

目

苔口　昭次

越田　光伸

小林眞一郎

小林　秀行

小堀　善友

圏

齊藤　英和

佐々木昌一・

■

島田　昌之

白石　晃司

団

末岡　　浩

杉浦　真弓

杉野　法広

固

千石　一雄

囲

高橋健太郎

武谷　雄二

谷口　文紀

田原　隆三

■

辻村　　晃

筒井　建紀

演題分類 演題番号 日付

診断・検査2　　　　　0－160～0－163

教育講演2

ランチョンセミナー11　LS　11

体外受精1

シンポジウム2

教育講演6

ランチョンセミナー5

受精・胚・着床2

体外受精2

顕微授精1

その他1

男性不妊5

男性不妊3

シンポジゥム1

男性不妊4

ホルモン1

精子2

染色体・遺伝子異常2

シンポジウム6

シンポジウム4

シンポジウム2

ホルモン2

特別講演2

ランチョンセミナー1

子宮内膜症1

卵胞発育・採卵1

シンポジウム4

卵管・子宮

O－018～0－023

S2－1～S2－5

LS5

0－007－－O－012

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月15日（金）

0－024～0－029　 11月15日（金）

0－193～0－197　 11月16日（土）

O－251～0－254　 11月16日（土）

0－227～O－230　 11月16日（土）

0－216～0－221　　11月16日（土）

S1－1～Sl－4　　　11月15日（金）

0－222～0－226　11月16日（土）

0－123～0－126　 11月15日（金）

0－070～0－074　　11月15日（金）

0－152～0－155　　11月15日（金）

S6－1～S6－4　　　11月16日（土）

S4－1～S4－4　　　11月15日（金）

S2－1～S2－5

0－127～0－130

LS　1

0－086～0－091

0－052～0－056

11月15日（金）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

S4－1～S4－4　　　11月15日（金）

0－097～0－100　 11月15日（金）

日生殖医会誌58巻4号

会場 開始　終了

第7会場

第1会場

第5会場

第3会場

第2会場

第4会場

第5会場

第2会場

第3会場

第3会場

第6会場

第5会場

第5会場

第1会場

第5会場

第6会場

第5会場

第7会場

第1会場

第4会場

第2会場

第6会場

第1会場

第1会場

第5会場

第4会場

場

場

会
会

　
　
　

第
第

17：00～17　　40

9：45～10：30

12：00～12　　50

9：00～10　00

15：00～16：20

11　：00～11　：45

12：00～12　：50

10：00～11　00

10：00～11　00

13：50～14：40

14：30～15：10

13：50～14　　30

10：00～11　00

16：00～17　　30

13：00～13：50

16：30～17：10

9：40～10：20

15：40～16：20

14：30～15　　50

15：00～16　　20

15：00～16　　20

17：10～17：50

9：45～10　　45

12：00～12：50

16：00～17：00

9：00～950

15：00～16　　20

9：00～9：40

●

●

●

●

●

●

●
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●
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■
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平成25年10月1日

座長 演題分類 演題番号 日付

堤

目

治

出口　雅士

寺田　幸弘

■

堂地　　勉

困

永井　　敦

中林幸士
並木　幹夫

楢原　久司

囮

西山　博之

囮

原田　　省

■

藤原　　浩

布施　秀樹

園

本田万里子

闘

増崎　英明

松崎　利也

松田　公志

丸山　哲夫

目

見尾　保幸

水野　里志

峯岸　　敬

宮川　　康

三宅　正史

宮崎　康二

固

向田　哲規

ランチョンセミナー6　LS6

妊娠・流産

シンポジウム9

妊孕性温存2

シンポジウム9

不育

招請講演2

シンポジウム3

シンポジウム7

シンポジウム5

11月15日（金）

O－114～0－116　 11月15日（金）

S9－1～S9－4　　　11月16日（土）

0－136～0－140　 11月15日（金）

S9－1～S9－4

0－117・－O－122

S3－1～S3－4

S7－1～S7－5

S5－1～S5－4

ll月16日（土）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

ll月16日（土）

11月16日（土）

受精・胚・着床7　　　0－169～0－172　11月16日（土）

モーニングセミナーl　MSI　　　　　　　ll月16日　（土）

カウンセリング

診断・検査1

受精・胚・着床8

シンポジウム3

幹細胞・細胞毒性

体外受精6

受精・胚・着床3

教育講演1

ランチョンセミナー2

精子1

ワークショップ

多嚢胞卵巣症候群1

凍結保存1

0－242～0－245　 11月16日（土）

O－156－－O－159　 11月15日（金）

O－173～O－175　　11月16日（土）

S3－1～S3－4　　　11月15日（金）

O－164～0－168　 11月16日（土）

0－188～0－192

0－Ol3～0－Ol7

LS2

0－066～0－069

W－1～W－4

0－062～0－065

ll月16日（土）

ll月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

11月15日（金）

0－141～0－144　　11月15日（金）

会場

第7会場

場
場

会
会

み
り
　
　

第
第

第7会場

第4会場

第6会場

第1会場

第2会場

第2会場

第1会場

場

場

会
会

リ
ム
　
　

第
第

第6会場

場

場

場

場

会

会
会
会

ワ
ロ
　
ワ
ム
　
リ
ム
　
ワ
ム

第
第
第
第

第3会場

第2会場

第1会場

第2会場

第5会場

第4会場

第4会場

第7会場

307（439）

開始　終了

12：00～12：50

15：00～15：30

13：00～14：30

9：50～10：40

13：00～14：30

15：30～16：30

10：45～11　：45

16：20～17：40

13：00～14：30

13：00～14：30

9：50～10：30

8：00～　8：50

13：00～13：40

16：20～17：00

10：30～11　：00

16：20～17：40

9：00～9：50

13：00～13：50

11　：00～11　：50

9：00～　9：45

12：00～12：50

9：00～9：40

16：20～17：40

10：40～11　：20

10：40～11　：20



308（440）

座長 演題分類 演題番号 日付 会場

日生殖医会誌　58巻4号

開始　終了

村上　　節 シンポジウム5 S5－1～S5－4 11月16日（土） 第1会場 13：00～14：30

固
■

望月　　修

百枝　幹雄

森　　明子

森田　峰人

その他2

染色体・遺伝子異常1

看護2

体外受精4

0－255～0－258　 11月16日（土）

0－148～0－151　　11月15日（金）

0－237～0－241　 11月16日（土）

O－176～0－181　　11月16日（土）

第6会場

第7会場

第6会場

第3会場

15：10～15：50

15：00～15：40

10：00～10：50

9：00～10：00

固

柳田　　薫

矢野　　哲

山田　秀人

山本　樹生

シンポジウム8

子宮内膜症2

シンポジウム6

多嚢胞卵巣症候群2

S8－1～S8－4

0－092～O－096

S6－1～S6－4

0－080～0－085

11月16日（土）

11月15日（金）

11月16日（土）

11月15日（金）

第2会場

第5会場

第1会場

第5会場

14：30～15：50

17：00～17：50

14：30～15：50

15：00～16：00

目

淳
典

　

泰
田
村

吉
吉

体外受精5　　　　　0－182～0－187

特別講演1

ランチョンセミナー7　LS7

11月16日（土）

11月15日（金）

11月16日（土）

第3会場

第1会場

第1会場

10’00～11：00

15：00～16：00

12：00～12：50

囹

和田　　龍 内視鏡3 0－110～O－113　　11月15日（金） 第6会場 11　：10～11　　50



1弓索者

（五十音順）

演

●

●

●

●

●

●

●

●

1



●

平成25年10月1日

※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

囚

Altankhuu，　Tungalagsuvd

　　　　　　O－081

国

Bilasy，　Shymaa　E．　P－032

Brosens，　Jan　O－116

Bulun，　Serdar　O－099

回

Dakshayani，　D．　0－069，0－187

Dolmans，　Marie－Madeleine

　　　　　　S5－1

Donnez，　Jacques　S5－1

Dyson，　Mattew　O－099

囹

Ganbat，　Gereltsetseg　O－081

H
He，　Miao　O－072

■

Lamb，　Dolores　J．　招請講演2

皿

Monsivais，　Diana　O－099

Munkhsaihan，　Munkhzaya

　　　　　　O－081

囚

Quenby，　Siobhan　O－116

固

Rojeet，　Shrestha　O－032

日

Sasikumar，　S．　O－069，　O－187

■

Tilly，　Jonathan　L．　招請講演1

囮

Van　Langendonkt，　Anne　S5－1

固

愛甲恵利子

合阪幸三

会田拓也

相野谷陽子

青井裕美

青井陽子

青木正美

青木洋一・

青木陽一

青野一則

青野文仁

青葉幸子

青柳奈央

青山直樹

青山倫子

赤星孝子

赤松芳恵

秋谷　文

秋元　諭

秋山育美

秋吉俊明

秋吉弘美

明楽重夫

阿久津正

阿久津英憲

浅井　哲

朝倉寛之

浅田弘法

浅田裕美

浅田義正

P－207，P－208

P－OO1

0－058，0－059，

0－136

P－089

P－198

0－184，P－184，

P－211

P－118

S3－4

P－120，P－160，　P－181

P－172，P－193

0－133

P－155

0－004，0－013，

0－014，0－192，

P－088

0－15i，0－164

0－073

0－141，0－146，

0－152，0－200，

0－201，0－213

0－079，P－026，

P－092，P－210

0－132

P－137，P－173

0－086

0－251，P－008，

P－150，P－206

0－031

0－056，0－119，

0－120

0－153

0－007，0－165，

P－055，P－056

P－173

0－235，P－057，

P－129，P－202

P－137，P－173

0－088，0－124

W－4，0－003，0－004，

0－013，0－014，

0－125，0－188，

0－192，0－228，

311（443）

安里こずえ

浅野明恵

浅野吉則

東　光子

東口篤司

安達知弘

阿部亜佳音

阿部和弘

安部和子

阿部　崇

阿部　睦

阿部祐子

安部裕司

阿部礼奈

天田千尋

天野俊康

天野奈美子

天野嘉子

網　和美

綾部琢哉

新井　学

新井誠二

新井夕果

荒岡千景

荒賀麻里子

荒木晃子

荒木雅子

荒木康久

荒木泰行

荒木隆一郎

嵐谷奎一・

有川由貴

有地あかね

有馬　薫

有馬隆博

粟田松一郎

α61一P

75コ0

091一P

咽
㍑0
0
P 541「P

771一〇

6
8
3

1
9
J
1

2
1
2

一

　
一
　
一P
P
P

840一P

411F

撒

0
∂
　
C
U

り

0

4

1
　
9
一

一

　
一

〇
〇

り
72　一P

　
3

　
む5

寸

演

0

㍑
隠
羅
…
…
霊
…
盟
…
㌶
㌶
＝
…
霊
…
＝
…
㎜
霊
隠
隠
霊
霊
鵬
剛
㎜
…
欝
…



312（444）

安　昌恵

安藤一道

安藤智子

安藤寿夫

安藤正明

安藤　索

■

飯倉絵理

飯島将司

飯泉文香

飯田修一・

飯野好明

井浦文香

五十嵐健治

五十嵐豪

五十嵐千晶

五十嵐敏雄

五十嵐秀樹

伊川正人

伊木朱有美

伊熊慎一郎

池内隆人

池上加代子

池崎公彦

池澤有加

池田桂子

池田千秋

池田万里郎

池田芳紀

池邉慶子

石井千明

石井美都

石井康夫

石川孝之

石川智基

石川博士

石川博通

0－130

0－150，0－185

P－177

0－034，0－176，

0－209

S5－2

0－129

0－258

P－048，P－111

0－015，0－040，

0－064

P－154

P－048

P－173

0－125，0－188

0－131，0－134

0－058，0－059

0－057

S4－3，0－062，　P－090

W－3

0－087

S7－2，0－063，

0－097，0－141，

0－146，0－152，

0－200，　O－201，

0－202，0－213，

0－214，0－218

0－230

0－043，P－029，

P－098

P－172，P－193

0－043，P－029，

P－098

P－166，P－167

0－127，P－131

P－037，P－050

0－034，0－176，

0－209

0－076，P－071

0－238

0－161，P－183

P－058

P－064，P－072

S9－4

0－162

0－071，P－041，

石田恵理

石田智子

石塚文平

石寺由美

石野史敏

石橋美樹

石橋武蔵

石原　理

石松正也

石山めぐみ

出原麻里

泉玄太郎

泉　陽子

五十畑葵

磯部まり子

井田　守

板橋詠子

市川　剛

市川智子

市川智彦

市瀬孝道

市橋佳代

出居貞義

伊藤一人

伊藤啓二朗

伊藤潤哉

伊藤隆広

伊藤千鶴

伊藤直樹

伊東裕子

伊藤史子

伊東雅子

P－061，P－179

0－055

P－147，P－187

0－054，0－060，

0－108，　O－131，

0－134，0－142，

0－167，P－003，

P－005

P－114

0－008

0－189

0－105

S7－5，　LS7，0－061，

0－254，P－127

P－192

0－108，0－131，

P－005

P－123

0－086

0－148，0－158，

P－009，P－081，

P－083，P－097，

P－110，P－200

P－009

0－158

0－102，0－178，

0－236，0－257

0－106

0－095

0－056，0－119，

0－120

0－226

0－072

P－210

P－048，P－148

P－044

0－036，P－018，

P－026，P－092，

P－194，P－210

0－043，P－029

0－042

0－067，P－022，

P－027

0－21　O，P－039

0－250

P－121

0－012，P－064，

P－072

伊藤正信

日生殖医会誌　58巻4号

伊藤正則

伊藤理廣

伊藤真友子

伊藤真理

伊藤路奈

糸賀知子

糸数　修

稲井仁美

稲垣　昇

稲田梨乃

稲葉一男

猪野友香里

井上　彩

井上　治

井上おさむ

井上貴美子

井上　静

井上須美子

井上卓也

井上岳人

井上統夫

井上朋子

井上直和

井上正人

井上理絵

井庭裕美子

今井和美

今井　賢

今井　伸

今井智子

今尾哲也

L81一〇

霊
噛O
P
P

091一P

031一P

m別仕

田a
⑤
7
L
q
9
5
0
7
6
3
3
0
L
3

2
5
5

2
2
9

㊤

コ

「
O
P
P

＝

6
ヲ
4
2
9

0
ヨ
ー

一

　
一P
P

881一P

τ10一〇

821　0

ぱ60一P，

霊
皿O
P
P

＝
…
…
卿
蒜
麗
…
霊
…
…
麗
隠
霊
…
霊
側
隠
蒜
芸
蕊
…
脚
彊
…
蒜
…
…
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霊
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今城昭史

今田絢子

今野　彰

今村亜紗子

敬

稔

本

原

今

苛

岩井智子

岩木有里

岩佐弘一

岩佐　武

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

岩月正一郎

岩橋和裕

岩端威之

岩部富夫

岩政　仁

岩本晃明

岩本典子

岩本豪紀

囹

上垣　崇

上田一之

植田潤子

上田敬博

上田尚美

上田泰子

上田　鈴

上野　智

上野紗也香

P－203

0－084，0－178

P－204

S5－1，0－092，0－163

0－226

0－061，0－081，

0－160，0－252

0－255

0－174

S5－4

0－081，　O－160，

0－252

P－078

P－040，P－042，

P－050，P－051

P－078

P－134

P－086

P－002，P－128

S5－3，　LS11，P－012

0－016，0－017，

P－140

S8－3，0－230，　P－045

0－023，0－030，

P－161

0－068，P－048

P－117

P－157

Sl－1，S7－3，0－212，

0－220，P－024，

P－034

0－047，P－187

0－104

P－117

0－085

P－053

0－073

P－081，P－083

0－251，P－150，

P－206

0－046，0－128

0－143，0－195，

0－198

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，

上野　剛

上野奈緒子

上原　尚

上村るり子

上本雄己

上山　怜

宇佐美眞

薄井千絵

内川順子

内倉鮎子

内田昭弘

内田明花

内田豊義

内田将央

内村慶子

内村知佳

内山一男

打田沙織

宇津野宏樹

宇津宮隆史

宇都博文

海野あゆみ

楳木美智子

梅澤明弘

梅本幸裕

浦田陽子

囲

江頭昭義

江頭真宏

江口智子

江口明子

江隈直子

江崎　敬

江副郁恵

P－158

0－053，P－007，

P－OlO

P－080

0－045

P－169

P－203

0－112

0－073

P－188

0－066，0－208

P－159

0－233，0－234，

P－013

0－118

0－138

P－024

0－076，P－071

0－103，0－216

0－133，0－143，

0－195，0－198

0－Oll，0－048，

0－144

0－066，0－208

0－035，0－107，

O－139，0－204，

0－229，0－231，

0－232，0－240，

0－241

0－021，0－022，

0－090，P－125，

P－189，P－195

0－166

P－062

P－056

S8－3，0－230，　P－045

0－086

0－Ol　1，0－020，

0－048，0－144

0－172，P－104

P－177

0－010，0－181，

P－074

0－237

0－019

0－196

313（445）

江副賢二

枝松裕紀

越後恵美

江夏徳寿

海老沢桂子

蝦名康彦

江見信之

圓城寺真見

圓成寺真見

遠藤俊明

遠藤尚江

遠藤雄史

遠藤依子

圃

及川真実

逢澤純世

大井なぎさ

大石　元

大内久美

大内由貴

大江由紀

大垣　彩

大垣洋子

大木麻喜

大久保毅

大澤淑子

大島　綾

大島隆史

大須賀智子

大須賀譲

大須賀穣

大住哉子

太田邦明

太田茂之

大田昌治

太田有美

太田啓明

大高　究

大津英子

大津　洋

O－164，0－168

P－032

P－146

P－032，P－033，

P－035

S5－2

S6－2，0－173

P－170

Sl－1

P－024

P－166，P－167

0－258

0－21　9，P－049

P－014

0－008

P－015，P－190

P－191

P－191，P－201

0－089，0－244，

0－248

0－190

0－194

0－084，0－157

0－132

0－180，P－163

0－053，P－007，

P－OlO

O－158，P－097

P－113，P－114，　P－168

0－170

S5－3，　P－Ol2

P－020

0－086，0－172，

P－101，P－104，

P－191，P－201

0－079

0－070

0－068，0－221，

P－048

0－104

P－146

S5－2

P－141

0－035，0－107，

0－139，0－229

P－191



314（446）

大塚未砂子

大坪　瞳

大西洋子

大野ちなみ

大野浩史

大野田晋

大場　隆

大場奈穂子

大橋いく子

大橋正和

大濱尚子

大原知子

大原基弘

大日向康秀

大平千愛

大堀　賢

大道正英

大村直輝

大盛愛美

大谷香央里

大屋智子

大山智美

大山由香

大脇美早紀

岡　賢二

岡真太郎

岡　親弘

岡　奈緒

岡　伸樹

岡垣竜吾

岡崎雅子

岡崎友香

岡田清美

0－01LO－048，

0－144，0－237

0－Oll，0－048，

0－144

P－018，P－026，

P－092，P－194，　P－210

0－170

0－004，0－013，

0－014，0－192，

P－088

0－258

0－155，P－004，

P－121

0－018，0－177，

P－180

0－183，0－186

0－227

0－023，0－030，

P－161

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，

P－158

0－182

教育講演3

P－087

0－228

0－025，0－109，

P－118，P－152

0－182

0－170

0－018，0－177，

P－180

0－039，0－041，

0－193

0－002，0－197，

0－199

0－019

0－005

0－066，0－208

0－225

S2－2，　P－059

P－087

0－073

0－061

P－061，P－179

0－llO

O－232

岡田桂輔

緒方誠司

尾形龍哉

岡田英孝

岡田　弘

緒方洋美

岡田真紀

岡野真一郎

岡部綾美

岡部　勝

岡部美紀

岡部美咲

岡宮久明

岡村杏子

岡村佳則

岡本愛光

岡本恵理

岡本純英

岡本直樹

岡本　一

岡本真実子

小川修一

小川誠司

小川毅彦

小川達之

小川武甲

小川真里子

沖　知恵

沖　利通

沖津　摂

沖村匡史

奥　久人

奥　裕嗣

奥井　静

奥島美香

P－032，P－033，

P－035

0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

0－178

0－078，0－100

S7－4，　LSI2，0－068，

0－221，P－048

P－077，P－205，　P－212

0－088，0－124

0－047，P－133，

P－147，P－187

0－169，P－174

W－1，W－3

P－087

0－141，0－146，

0－201，0－213

0－129

0－194

0－155，P－004，

P－121

0－258

0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

0－251，P－008，

P－150，P－206

0－054，0－108，

P－003

P－089

P－019

0－191

0－007，0－165，

P－055，P－056

教育講演4，S2－5，

0－140

0－1　80，P－163

P－Oll

P－061，P－179

0－137

0－137

0－037，P－031

0－133，0－143，

0－195，0－198

0－096，0－203，

0－205，0－207

0－046，0－128

P－161

P－161

日生殖医会誌58巻4号

奥田喜代司

奥田　剛

小口隆明

奥津美穂

奥野さつき

奥野　隆

奥村典子

奥山由佳

小倉淳郎

越後貫成美

尾崎宏治

尾崎智哉

尾崎麻理

尾崎康彦

長田尚夫

小代裕子

小田隆司

小田原靖

越智　梓

越知正憲

小野健太郎

小野修一・

小野淑子

小野光樹子

小野吉行

小畑清一郎

小原由香子

折出亜希

恩田知幸

囲

カーンカレク

甲斐由布子

甲斐義輝

…
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　S5－1，0－091，

0－092，0－163

P－Ol9

0－016，0－Ol7，

P－140

，
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貝嶋弘恒

加賀麻祐子

各務真紀

香川愛子

柿沼敏行

景浦瑠美

笠井　剛

笠井真子

梶原　健

梶原千晶

加嶋克則

梶邑匠彌

柏崎香織

柏崎　研

柏崎直巳

柏崎　操

柏崎祐士

梶原綾乃

片岡彩香

片岡　徹

片岡信彦

片岡典子

片桐久美子

片桐由起子

片田雄也

片野衣江

片野坂潤子

片渕秀隆

片山佳代

甲木　聡

勝股克成

加藤　修

加藤恵一・

0－005，0－136，

P－058

0－226

0－118

P－113，P－114，　P－168

0－099，0－162

0－183，0－186

0－180，P－163

P－204

S7－5，0－254

P－081，P－083

0－038，P－199，

P－214

0－171

0－029

0－029

0－043，P－029

0－029

0－029

0－239

0－005，P－058

P－032

0－102，0－178，

0－236

0－165

0－140

0－112，0－222，

O－223，P－016，

P－091，P－126

P－077

0－122

P－061，P－179

0－155，P－004，

P－121

P－113，P－114，　P－168

0－034，0－176，

0－209

0－147，0－198，

0－249

0－143，0－151，

0－164，0－・168，

0－195，0－198，

0－249

0－133，0－136，

0－143，0－147，

0－151，0－164，

0－168，0－195，

0－198，0－249

加藤剛志

加藤智規

加藤奈緒

加藤春雄

加藤道高

加藤めぐみ

加藤雄一郎

加藤由香

加藤由起

加藤喜健

加藤龍太郎

金尾祐之

金崎春彦

金森恭子

金森真希

金谷美加

金谷美希

金山尚裕

可見知加子

金子清美

兼子　智

金子　繁

兼子由美

鎌田美佳

鎌田泰彦

鎌田八代生

釜本早紀

上條慎太郎

上畑みな子

神谷奈々

神谷博文

神谷浩行

神山　茂

鴨井舞衣

0－160

0－075

S5－3，　P－012

P－044

0－004，0－013，

O－014，0－192，

P－088

0－166

P－155

0－141，0－146，

0－152，0－200，

0－201，0－213

P－073

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，P－156

0－039，0－041，

0－193

S5－2

P－106，P－142

P－ll5

0－046，0－128

P－167

P－176

0－161

0－012，P－064，

P－072

0－237

P－061，P－179

0－143

0－015，0－040，

0－064

P－118

0－115，P－103

0－016，0－017，

P－140

P－065，P－132

0－007，0－165，

P－055，P－056

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－005，P－058

0－032，P－146，

P－176

0－230

P－122

0－083，0－093，

O－098，P－036，

315（447）

鴨下桂子

鴨志田伸吾

香山哲徳

唐松美佳

川上佐智子

川上典子

川口由美

川口里恵

川窪雄一・

川越雄太

川崎彰子

川崎奈美

川崎裕美

川島一公

河島一三

川田龍太郎

河内谷敏

河津　剛

川戸浩明

川野咲季

河野照美

河野康志

川原玲香

川邉紗智子

河邉史子

河村　彩

河村和弘

川村幸治

河村俊彦

河村寿宏

河村七美

川村　良

川村悠喜

瓦井麻美

菅　愛佳

神崎秀陽

P－052，P－215

0－258

0－073

0－111

Sl－LP－024

P－147，P－187

0－184，P－184，

P－211

P－150

0－258

0－076，P－071

0－060，0－131，

0－142

P－089

0－151

0－010，0－181，

P－074

0－054

0－058，0－059

0－lll

O－039，0－041，

0－193

0－065

P－025

P－Ol9

0－237

S3－3，　P－019

0－055

0－025，P－11　8，

P－152

0－107，0－204，

0－231，0－232，

0－240，0－241

P－198

0－054，0－060，

0－108，0－131，

0－134，0－142，

0－167，P－003，

P－005

0－226

0－137

0－182

P－003

P－165

P－073，P－132，　P－186

0－166

0－183，0－186

0－078，0－100



316（448）

神田理恵子

菅藤　哲

目

木内　寛

菊田恭子

菊地　盤

菊地裕幸

菊池理仁
r．t－t　　　しレ　－

序　浮＿

貴志瑞季

岸　靖典

岸田佐智

岸田拓磨

岸田知佳

木下春香

岸田理英

岸本倫太郎

北　直喜

北折珠央

北川晴香

北川浩明

北川雅一

北坂浩也

北澤荘平

北澤正文

北澤理子

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

北山康彦

北脇　城

吉川史隆

P－165

0－212

830一P

950一〇

821　0，

612一〇
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橘田岳也

城戸京子

絹谷正之

木内理世

木下和雄

木下孝一

木下俊彦

木下秀文

木下裕巳子

金　昌勲

木村文則

木村将貴

木村裕美

木谷　保

京野廣一

清川麻知子

清須知栄子

桐明千晶

金城忠嗣

金城　洋

金城由紀子

■

久具宏司

日下部博一

草薙康城

草開恵里子

久慈直昭

櫛野鈴奈

楠田朋代

楠比呂志

國井優衣子

國武克子

國見聡子

久野芳佳

O－154

0－035，0－229

0－047，0－245，

P－133，P－147，　P－187

0－160

0－189

0－125，0－188

P－141

S3－2

0－028，0－049，

0－179

P－011

P－164

0－222，0－223

0－Ol9

P－166，P－167

0－002，0－11Z

O－135，0－197，

0－199，P－lll

O－037，P－031，

P－094

0－242，0－243，

P－096，P－107，

P－109，P－135，　P－185

0－021，0－022，

P－189

P－181

0－024，P－188

0－058，0－059

0－061

S2－4，　P－054

0－087

P－073，P－186

0－007，0－165，

0－253，P－055，

P－056

0－127，P－131

0－047，P－133，

P－147，P－187

0－141，0－146，

0－202，0－213，

0－214

P－014，P－138

0－076，P－071

P－198

P－166，P－167

日生殖医会誌58巻4号

久保早織

久保敏子

久保島美佳

久保田俊郎

窪田裕樹

窪田泰江

窪田吉信

熊谷　仁

熊耳敦子

熊切　順

熊迫陽子

熊澤由紀代

熊田絵里

倉智博久

倉林　工

蔵本武志

栗林　靖

榑松朋子

黒木都未

黒澤貴子

黒田恵司

黒田晋之介

黒田知子

黒田雅子

黒土升蔵

桑名真弓

桑波田暁子

桑原　章

桑原カオリ

桑原聖子

桑原聖子

桑原慶充

P－084

0－183，0－186

0－237

S5－4，0－008，

0－009，0－082，

P－139

S8－3，0－230，　P－045

0－230，P－045

0－140

S9－1，P－115

0－132，P－085，

P－217

S3－4

0－035，0－107，

0－139，0－229

P－115

0－185

S4－3，0－062，　P－090

0－082

0－011，0－020，

0－048，0－144，

0－225，0－237

0－024，0－061，

P－188

0－050，0－216

0－238

0－001，0－026，

P－102，P－112

S3－4，0－116，

0－126，0－138

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，P－156

0－151，0－164

0－162

S5－2，0－219，　P－049

P－080

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－061，0－160，

0－252，P－139

P－150

P－130

P－060

0－056，0－119，

0－120

●

o

●
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囮

恵　淑拝　　0－032

■

己斐秀樹

小池浩嗣

小池秀和

小池　恵

小泉朱里

小泉絵理

小泉智恵

小泉雅江

高　栄哲

幸池明希子

甲賀かをり

幸田　尚

幸寺　渚

河野恵美子

河野友宏

幸松美佐

郡健二郎

古賀真菜美

古賀美佳

苔口昭次

越田光伸

児嶋瑛子

小島加代子

小嶋哲矢

小島章弘

小嶋康夫

越光直子

古武由美

小谷穣治

小谷泰史

見玉尚志

児玉英也

後藤香里

後藤　栄

後藤詩織

0－089，0－244，

0－248

P－053

P－044

0－035，0－139，

0－229

P－198

0－087

S8－4

0－087

0－211，P－lll

O－178

0－086，0－172，

P－020，P－101，

P－191，P－201

0－008

0－046，0－128

P－210

0－055

P－028，P－063

S8－3，0－230，　P－045

P－207，P－208

P－078

0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

P－048，P－084

0－003，0－004，

0－013，0－014，

0－192，P－088

P－078

0－006

P－075

P－080

0－204，0－231

0－178

0－073

0－113，P－213

0－074，P－116

P－ll5

0－035，0－107，

0－229

P－081，P－083

P－087

後藤哲也

後藤真紀

後藤裕子

小畠美智子

小塙　清

小濱奈美

小林一彦

小林紗貴子

小林眞一郎

小林清一

小林　保

小林俊寛

小林倫子

小林はつ美

小林秀行

小林浩治

小林史尚

小林将貴

小林美和

小林勇毅

小林祐紀

小堀宏之

小堀善友

駒　由佳

小牧麻美

小松雅博

小峰祝敏

小宮　顕

小宮ひろみ

小見山純一

古村絢子

米本昌平

古目谷暢

小山伸夫

古山将康

近藤綾希子

近藤恵美

近藤哲郎

S2－2，　P－059

S5－3，　P－012

0－231，0－232，

0－240，0－241

0－174，P－216

0－051

P－065，P－073，

P－132，P－186

0－006

0－019

P－082，P－143

0－032

0－133，0－147，

0－164，0－168，

0－195，0－249

0－166

P－078

0－018，0－1　77，

0－246，P－180

0－222，0－223，

P－046

0－034，0－176，

0－209

0－072

P－037，P－040，

P－042，P－051，P－156

0－194

0－012，P－064，

P－072

0－194

0－206

S7－4，0－068，

0－221，P－048

P－053

0－189

0－132

0－182

0－075

0－145

0－037，P－031

0－057

0－201

0－140

0－189

0－149

0－039，0－193

0－087

P－134

317（449）

近藤雅恵

近藤美佳

近藤芳仁

目

0－039，0－041，

0－193

S5－3，　P－012

P－037，P－050

サージャント晴香クレア

　　　　　　0－Ol6，0－017，

　　　　　　P－140

三枝美智子　0－ll2，P－Ol6

齋藤　愛　　S5－3，　P－012

齊藤紗恵子　O－005，P－058

斉藤寿一郎　S3－4

齋藤祥子

齊藤　真

齊藤隆和

齋藤　豪

斉藤奈津穂

齊藤英和

斉藤寛恵

齋藤寛恵

齋藤博恭

齋藤文誉

斎藤　学

佐伯　愛

坂井和貴

酒井啓治

境ひとみ

堺　利枝

坂井涼子

榊原秀也

榊原由佳

坂ロ優子

酒見智子

酒本あい

坂本信一

坂本知巳

阪本美香

坂本　恵

相良恵里

佐川義英

佐久本哲郎

桜井明弘

0－005，P－058

P－113

0－055

P－166，P－167

0－109

S7－1，0－055，

0－061，P－139

0－184，P－184，

P－211

P－011

0－129

P－121

0－106

0－096，0－203，

0－205，0－207

0－027

P－128

0－002，0－ll7，

0－135，0－197，

0－199

0－121

P－209

P－113，P－114，　P－168

0－161，P－183

0－171

0－132

0－115，P－103

0－226

P－075

0－125

0－194

0－043

0－057

P－122，P－139

P－014，P－138



318（450）

桜井加那子

櫻井友義

佐護　中

佐々木泉

佐々木幸子

佐々木昌一一

佐々木真紀

佐々木由香

佐々木幸江

笹野真希

佐治史恵

佐多良章

佐藤晶子

佐藤和文

佐藤景子

佐藤健二

佐藤孝道

佐藤　卓

佐藤節子

佐藤卓也

佐藤　剛

佐藤尚子

佐東春香

佐藤春菜

佐藤秀征

佐藤仁美

佐藤雅和

佐藤　学

佐藤雄一

佐藤裕公

佐藤有希子

佐藤有理

佐藤百合子

佐藤芳昭

佐藤可野

佐藤　亘

P－014，P－138

P－009，P－097，　P－110

P－078

P－141

0－021，0－022

S8－3，0－230，　P－045

P－060，P－130

0－112，P－016

0－083，0－098，

P－036，P－052，

P－215

0－073

P－216

P－157

0－035，0－229

0－015，0－040，

0－064

0－074，P－116

0－148，0－156，

0－158，P－009，

P－097，P－110，　P－200

P－085，P－217

0－148，0－156，

O－158，P－009，

P－097，P－110，　P－200

P－169

0－140

0－230，P－100，

P－123

0－194

P－077

P－150

0－166

0－021，0－022

P－201

0－079，P－026，

P－092，P－210

0－018，0－126，

0－177，0－246，

P－180

W－3

P－202

0－135

P－015，P－190

0－153

0－054，0－108，

P－003

P－115

里見操緒

眞田佐知子

佐保知織

鮫島大輝

鮫島まち子

澤田富夫

澤辺麻衣子

澤村茂樹

三賓　誠

■

椎名　薫

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

志田有加

下中麻奈美

地主　誠

篠崎奈々絵

篠原一朝

篠原宏枝

篠原真理子

柴田文子

柴田康博

芝原隆司

柴原浩章

柴山珠穂

渋谷伸一

渋谷友美子

島田和彦

島田宗昭

嶋林亜希

嶋村勝典

嶋村　純

清水亜由美

0－120

P－132，P－186

0－087

0－057

P－086

P－076

0－102，0－236

P－178

0－166

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，　P－158

0－066，0－208

P－148

0－217，P－066，

P－095，P－136

0－132

P－213

LS2，0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

0－023，0－030，

P－161

0－161，P－183

0－127，P－131

S3－4

S6－2，0－173，

P－108，P－196

0－162，0－249

P－149

0－OIO，　O－181，

P－074

P－144，P－145

P－044

P－025

教育講演6

P－173

0－217，P－066，

P－095，P－136

0－002，0－197，

0－199

0－191

LS4－1

P－013

0－171

0－005，P－058

P－1　66，P－167

日生殖医会誌58巻4号

清水清美

清水恵子

清水絢也

清水俊明

清水康史

清水葉子

清水良彦

下井華代

下地綾乃

下地彩乃

周東孝浩

壽圓裕康

徐　東舜

生水真紀夫

庄田亜紀子

所畑和寿美

白井千晶

白石晃司

白石美穂

白澤弘光

白根　晃

城石裕子

城田京子

慎　　武

新　博美

新開総子

新藤知里

神道寿勇

陣内彦良

神野亜耶

神野正雄

新保暁子

団

末岡　浩

末包博昭

末永昭彦

末永めぐみ

末吉智博

菅かほり

須賀　新

P－151

0－115，P－103

0－005，P－058

0－126

0－182

0－005，P－058

P－164

0－078

P－163

0－180

P－044

0－024，P－188

0－242，0－243，

P－096，P－107，

P－109，P－135，　P－185

0－099，0－162

0－065

0－005，P－058

特別講演2

S4－1，0－225

0－183，0－186

P－115

0－114，P－099，

P－162

0－005，P－058

0－250

0－068，P－048

P－006，P－182

0－019

P－184，P－211

0－078，0－100

P－086

P－137，P－173

0－033，0－052

P－177

LS6，0－148，0－156，

O－158，P－009，

P－097，P－110，　P－200

0－006

0－111

0－OI　O，　O－181，

P－074

0－058，0－059，

0－136

P－193

P－198
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菅沼亮太

菅原由貴

菅谷　健

菅原かな

菅原　翔

杉　俊隆

杉浦真弓

杉下陽堂

杉嶋美奈子

杉田敦子

杉田豊隆

杉野法広

杉本公平

杉本貴章

杉本　岳

杉本ゆき恵

杉山　武

杉山真理子

杉山里英

杉山カー

鈴川彩子

鈴木麻美

鈴木　綾

鈴木絢子

鈴木亜矢子

鈴木伊津子

鈴木伊都子

鈴木和浩

鈴木九里

鈴木啓介

鈴木　聡

鈴木孝明

鈴木達也

鈴木　直

S8－1，0－1　45

0－242，0－243，

P－096，P－107，

P－109，P－135，

P－185

0－190

0－007，0－165，

P－055，P－056

0－226

0－121

S6－4，0－122，

0－230，P－100，

P－123

0－060，0－108，

0－131，0－134，

P－005

0－016，0－017，

P－140

S5－3，　P－012

0－163

0－088，0－124

0－258

P－161

0－039，0－041，

0－193

P－080

0－021，0－022，

0－090，P－125，

P－195

P－014，P－138

0－024，P－188

0－024，P－188

0－085

0－044

P－086

P－165

P－153

0－217

P－066，P－136

P－044

0－223

0－068，P－048

0－145

0－190

0－191

教育講演1，　S2－1，

0－054，0－060，

0－108，0－131，

鈴木範子

鈴木雅洲

鈴木雅美

鈴木美加

鈴木光明

鈴木光幸

鈴木康夫

鈴森伸宏

須戸龍男

須藤慎介

角　知英

住田美佳

住田美香

炭谷美保

角本知世

諏訪友美

固

瀬川智也

関こずえ

関　隆宏

関根芳岳

千木野みわ

瀬戸さち恵

瀬戸山遥

銭　鴻武

先久　幸

千石一雄

目

宗　晶子

宋　成浩

惣田哲次

園田敦子

園田桃代

園原めぐみ

0－134，0－142，

0－167，P－003

0－034，0－176，

0－209

P－154

P－015，P－190

0－019

0－191

0－126

0－028，0－049，

0－179，0－211

S6－4，　LS10，0－122

P－065，P－186

P－073，P－186

P－212

P－147

P－187

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，　P－158

P－205

0－182

0－053，0－1　62，

0－238，P－007，

P－OlO

O－232

P－1　72，P－193

P－044

P－114，P－168

0－254

0－050

0－096，0－203，

0－205，0－207

0－233，0－234，

P－013

P－197

0－112，P－016

0－068，P－048

S4－2，　P－038

0－237

P－060，P－130

0－125

319（451）

因

田井俊宏

平良理恵

高井絵理

高江正道

高尾徹也

高木香津子

高木清考

高岸　舞

高倉哲司

高桑好一

高崎彰久

高崎延佳

高崎真起

高島明子

高島明子

高島邦僚

高田玲子

高野智枝

高野みずき

高橋香織

高橋克彦

高橋敬一

高橋健太郎

高橋重智

高橋千絵

高橋俊文

高橋典子

高橋則行

高橋寿子

高橋秀憲

高橋麻紀子

高橋正好

高橋　恵

高橋由香里

高橋　如

高橋怜奈

O－222，0－223，

P－046

P－1　20，P－160，

P－181

P－117

0－054，0－060，

O－1　08，0－131，

0－134，P－005

S4－2，　P－038

0－087

0－008

P－178

0－190

0－038，P－093，

P－105，P－199，　P－214

S4－4，0－171

0－071

P－193

P－141

P－164

P－037，P－050

0－023，　O　－030，

P－161

P－216

S5－2

0－148，0－158，

P－009，P－097，

P－110，P－200

S2－2

P－087

P－164

P－154

0－024

S4－3，0－062，　P－090

P－084

0－167

P－137，P－173

S5－3

P－105

0－043

P－172，P－193

P－087

0－141，0－146，

0－152，0－200，

0－201，0－213

0－112，P－091
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高松　潔

高見澤聡

高村将司

高本真弥

高矢千夏

高柳武志

高山優子

高山陸斗

滝口修司

滝戸なほみ

田口早桐

田口千香

田口智美

竹内一浩

竹内茂人

竹内　巧

竹内美穂

竹内基子

竹澤健太郎

竹下俊行

竹下直樹

竹島和美

竹島徹平

竹田　省

武田信好

竹谷俊明

武谷雄二

竹中基記

竹林明枝

竹原　功

竹原　啓

竹前克朗

竹本崇史

竹本洋一
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竹谷　朱

田島敏秀

田島博人

田尻翔太

田代浩徳

多田佳宏

立入智恵子

立花郁雄

橘　直之

橘　理絵

辰巳賢一

立石こずえ

立野裕幸

田中　藍

田中　温

田中威づみ

田中一・範

田中啓子

田中耕平

田中順子

田中誠治

田中千晴

田中俊明

田中敏章

田中豊美

田中祝江

田中　守

田中真理

田中美冴

0－201，0－202，

0－213

0－096，0－203，

0－205，0－207

S2－2，　P－059

P－137，P－173

P－157

P－121

0－174，P－047

P－132，P－186

P－154

0－191

0－066，0－208

P－048

0－103，0－216

P－054

0－016，0－017

S7－2，　LS9，0－063，

0－097，0－141，

0－146，0－152，

0－200，0－201，

O－202，0－213，

O－214，0－218，

P－004

S7－2，0－063，

0－097，0－141，

0－146，0－152，

O－200，0－201，

0－202，0－213，

0－214，0－218

0－105

0－011，0－048，

0－144

P－154

P－028，P－063

0－114，P－099，

P－162

S5－3，　P－012

0－210，P－039

0－221

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－222

0－054，0－060，

0－108，0－167，

P－003

P－006，P－182

0－005

日生殖医会誌　58巻4号

田中恵美

田中雄大

田邊　学

谷井一郎

谷岡睦美

谷口加奈子

谷口　憲

谷口久哲

谷口文紀

谷口友香

谷仲　恵

谷村憲司

谷村　悟

田畑知沙

田淵和宏

玉城英子

田巻智慧

玉木尚子

田村　彩

田村　功

田村和美

田村千尋

田村博史

田村総子

田村みどり

樽見　航

俵　史子

湯　暁暉

固

値賀正彦

千川　愛

地崎竜介

千島史尚

千田裕美子

知念日菓利

千葉公嗣

千葉仁志

千原　啓

P－176

P－172，P－193

0－124

0－075

P－057

0－031

0－080，0－163

S3－2，0－079

P－117

0－252

P－065，P－073，

P－132

S6－2

0－101

0－001，0－026，

P－102，P－112

0－115，P－103

0－129

0－021，0－022，

P－189

0－029

P－209

0－088，0－124

0－127，P－131

0－166

0－088，0－124

0－004，0－Ol3，

O－014，0－192，

P－088

0－134

0－142，0－167

0－105，0－159，

0－161，P－183

0－249

O－1　55

0－023，0－030，

P－161

S3－2

0－095

P－155

0－233，0－234，

P－Ol3

LS4－2，　P－032，

P－033，P－035

0－032

0－123

●
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茅原　誠

張　凌雲

■

立木　都

塚崎あずさ

塚田和彦

塚本智史

佃　笑美

辻　　勲

辻　敏徳

辻　祐治

辻村　晃

土谷綾子

土屋翔太郎

土屋雄彦

土屋富上子

土山哲史

筒井建紀

都築朋子

都築陽欧子

堤　　治

堤真由子

堤麻由子

堤　　亮

津村志穂

出浦伊万里

出口雅士

手島しおり

寺田光二郎

寺田さなえ

寺田幸弘

寺田陽子

寺西佳枝

寺村聡子

寺元章吉

O－038，P－199，

P－214

0－190

O－1　25

P－078

0－094，P－021

0－009

P－018

0－113，P－213

0－211

S1－2，0－077，

0－212，0－215

S4－2，　S9－3，　P－038

P－053

0－015，0－040，

0－064

0－112，P－091，

P－126

P－001

0－162

LS5

0－078，0－100

P－061，P－179

0－001，0－026，

P－102，P－112

P－015

P－190

P－191

0－150，0－185

P－117

S6－2，0－173，

P－108，P－196

0－240，0－241

0－057

0－184，0－247，

P－184，P－211

P－115

P－122

0－034，0－176，

0－209

0－023，0－030，

P－161

0－053，0－136，

0－162，0－238，

■

土井有希子

堂地　勉

東梅久子

富樫嘉津恵

徳留茉里

徳永美樹

徳永義光

得能典子

十倉陽子

野老美紀子

土信田雅一・

年森清隆

戸城えりこ

戸田里実

刀禰美那子

泊　博幸

富坂美織

冨田沙織

富山達大

富山僚子

戸屋真由美

困

仲　麻微

仲　瑞穂

中井香織

長井万恵

長井咲樹

永井　崇

永井富裕子

永井美和子

永井由美子

長池未郷

永石匡司

中内啓光

P－007，P－010

O－153

0－137

0－114，P－099，

P－162

P－115

0－050

0－237

P－122

P－207，P－208

0－130，0－239，

P－077，P－205

0－003

0－002，0－117，

0－135，0－197

0－067，P－022，

P－027

P－065

0－007，P－056

0－115

0－031，0－076，

P－071，P－207，

P－208

0－026，P－102

0－029

P－030，P－067，

P－068，P－070，

P－079，P－158

0－056，0－119

0－002，0－117，

0－135，0－199

P－209

P－203

P－129

0－082

0－138

P－173

P－198

0－086

0－103，0－216

0－235，P－057，

P－129

0－136

0－166

321（453）

中江華子

中尾佳月

永尾光一

長岡由紀子

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

長木美幸

長阪一一憲

中里和正

中澤明里

長澤邦彦

永澤千佳

中澤留美

中島　章

中島耕一

長嶋比呂志

中嶋美紀

永島百合子

中條友紀子

中筋貴史

中田久美子

長田千夏

仲田正之

詠田由美

長谷英里

中塚幹也

0－057

0－127，P－131

S1－3，　MS1，0－222，

0－223，P－046

P－151

0－036，0－079，

P－018，P－026，

P－092．P－194，　P－210

S2－3

0－190

0－057

0－024，P－188

0－150，0－185

P－169

0－035，0－107，

0－204，0－229

P－201

0－045

P－020

0－106

0－028，0－049，

0－179

0－027

0－011，0－048，

0－144

0－222，0－223，

P－046

P－159

0－141，0－146，

0－152，0－200，

0－201，0－202，

0－213

0－233，0－234，

P－Ol3

0－002，0－135，

0－197，0－199

0－055，P－139

0－043，P－029，

P－098

P－181

0－001，0－026，

P－102，P－112

0－031，0－076，

P－071，P－207，

P－208

P－216

0－115，0－255，

P－103
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中務結貴

中西　彩

中西桂子

中西美幸

中西裕子

永野明子

中野彰大

中野英子

中野和明

中野和馬

中野達也

中野英之

中野　勝

中橋美貴子

中林　章

中林幸士

中原辰夫

中原裕子

中藤真里

永渕恵美子

中村拓実

中村千夏

中村智子

中村　希

仲村　勝

中村泰昭

中村康彦

中村祐介

中村容子

中村嘉孝

中村嘉宏

中村理果

中山　要

中III貴弘
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中山　毅

中山順樹

中山奈央子

中山直美

中山雅博

永吉　基

名越一介

奈須家栄

名田康子

名取友来

鍋田基生

並木幹夫

奈良和子

楢原久司

成松　久

成吉昌一

那波明宏

囮

新居　遙

西　　修

西　弥生

西尾永司

西尾京子

西岡暢子

西垣明実

西垣みなみ

西川　鑑

西澤千津恵

西澤春紀

P－132，P－186

0－105

0－043，P－029，

P－098

P－210

0－031，0－076，

P－071，P－207，

P－208

P－204

S7－2，0－063，

0－097，0－141，

0－146，0－152，

0－200，0－201，

0－202，0－213，

0－214，0－218

P－209

P－019

0－021，　O－022，

P－1　89

0－018，0－177，

P－180

0－087

0－21LP－111

0－089，0－244

P－019

0－071

0－077，0－215

0－087

0－242，0－243，

P－096，P－107，

P－109，P－135，　P－185

0－028，0－049，

O－179，0－211

0－024，0－119，

P－188

0－012，0－094，

P－021，P－064，　P－072

0－235，P－057，

P－129，P－202

P－198

0－100

0－251，P－008，

P－206

P－166

P－149

0－094

日生殖医会誌　58巻4号

西島千絵

西野　哲

西原卓志

西村加奈子

西村佳与子

西村　満

西山博之

西山和加子

二瓶直樹

丹羽幸子

田

O－060，0－108，

0－131，P－003，

P－005

0－073

0－036

0－074，P－116

0－076，P－071，

P－207，P－208

0－Ol5，0－040，

0－064

S7－3

P－078

0－226

P－006，P－182

根岸広明　　0－127，P－131

根津八紘　　0－194

根本　央　　0－065

回

野口和美

野口靖之

能仲太郎

野々村克也

野々村佳代

野々村祝夫

野原　当

昇千穂美

野間　桃

野見山真理

野村一人

囮

生野寿史

拝野貴之

萩生田純

萩原正幸

橋田菜保子

橋爪淳子

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，

P－113，P－114，

P－156，P－168

LS3

P－093，P－105

0－154

0－233，0－234，

P－013

S4－2，　P－038

P－170

0－191

0－001，0－026，

P－102，P－112

P－078

P－006，P－182

P－105

0－131，0－142，

0－258

0－071，P－041，

P－061

P－041

0－183，0－1　86

P－006，P－182
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橋場剛士　　P－002，　P－128

羽柴良樹　　0－004，0－013，

　　　　　　O－014，0－125，

　　　　　　0－188，0－192，

　　　　　　P－088

橋本恵理子　0－056

橋本周　0－036，　O－042，

　　　　　　0－079，0－131，

　　　　　　0－134，P－018，

　　　　　　P－026，P－092

橋本佳子　　0－096，　O－203，

　　　　　　0－205，0－207

長谷充子　　0－190

長谷川亜希子　0－086

長谷川昭子　P－216

長谷川歩美　0－062，P－090

長谷川望　　O－OO4，0－013，

　　　　　　0－014，0－192，

　　　　　　P－088

長谷川真実　O－028，　O－049，

　　　　　　0－179

長谷川洋子　P－155

羽田智則　　S5－2

幡　　　洋　　　P－166，P－167

畠山尚久　　0－033，0－052

畑山　博　　P－065，　P－073，

　　　　　　P－132，P－186

八田幸治　　O－025

服部友子　　P－161

服部尚樹　　P－001

服部裕充　　0－002，0－117，

　　　　　　0－135，0－197，

　　　　　　0－199

服部幸雄　　0－230，　P－100，

　　　　　　P－123

花谷智子　　0－245

馬場恵子　　P－138

馬場　剛　　P－166，P－167

馬場真有美　0－078

羽原俊宏　　O－184，0－247，

　　　　　　P－184，P－211

羽原由里子　P－203

濱井晴喜　　0－023，0－030，

　　　　　　P－161

濱崎正　0－171
濱田亜紀　　P－060，　P－130

濱田雄行　　0－087

浜田直美　　0－167

濱田啓義　　P－132

浜谷敏生　　0－007，0－165，

　　　　　　P－055，P－056

浜之上はるか　P－113，P－168

羽室明洋　　O－149

巴雅蘇i拉　　P－012

早川　繁　　0－153

早川ひとみ　0－023，　O－030，

　　　　　　P－161

早川正道　　0－212

林篤史　0－025，P－118，

　　　　　　P－152

林邦彦　S5－4，　O－082

林清音　P－053

林忠佑　0－095
林輝明　0－053，P－007，

　　　　　　P－010

林輝美　0－174，　P－047

林奈穂子　　P－025

林奈津美　　0－194

林伸旨　0－184，　O－247，

　　　　　　P－184，P－211

林　　博　　0－258

林正美　0－025，P－152

林　正路　　O－065

林裕子　S6－4，0－122，P－100

早田英二郎　0－112，　P－126

葉山智工　　0－166

原周一郎　　0－062，P－090

原　鐵晃　　0－074，P－ll6

原川智早　　0－153

原ロセリーナ　0－180，P－163

原口広史　　O－172，P－104

原口竜摩　　P－218

原田　省　　S5－4，P－117

原田竜也　　0－008，　O－009

原田菜摘　　P－178

原田美由紀　0－086，　P－101，

　　　　　　P－191

原田裕子　　P－132

原田義久　　0－047，P－187

原武佑樹　　P－067，P－068，

　　　　　　P－069，P－070，

　　　　　　P－079，P－158

原武祐樹　　P－030

伴野千尋　　0－034，0－176，

　　　　　　0－209

323（455）

日

日浦義仁

日浦理絵

東　美和

東野教子

樋口容子

髭　友希

日野敏昭

檜尾健二

日比初紀

姫野隆雄

樋本美穂

兵藤博恵

平井真耶

平池　修

平池春子

平岡夏織

平岡謙一・郎

平岡毅大

平木宏一・

平田貴美子

平田修司

平田　務

平田　哲

平田哲也

平田　麗

平野由紀

平林真澄

平原史樹

平松篤子

平松伸子

平松祐司

平山亜由子

平山和宏

廣岡　孝

廣澤利和

廣瀬典子

廣瀬美穂

廣田　泰

S3－2

0－033，0－052

P－134

P－028，P－063

P－152

P－060，P－130

P－054

P－094

0－228

P－018，P－026，

P－092，P－194，　P－210

P－086

P－001

0－242，0－243

P－001，P－020，

P－101，P－191，　P－201

P－001

0－021，0－022

0－021，0－022，

P－189

P－101

S5－1，0－091，0－092

P－164

0－180，P－163

P－218

0－086

P－020，P－101，

P－191，P－201

0－184，P－184，

P－211

0－191

0－166

P－ll3，P－114，P－168

P－209

0－171

0－ll5，P－103

0－038，P－199，

P－214

P－154

0－188

0－041，0－193

0－191

0－141，0－146，

0－201，0－213

0－086，0－172，

P－104



324（456）

廣田　穣

廣渡芙紀

国

深作　悠

深澤一雄

深堀能立

府川敦子

福井淳史

福井敬介

福岡　栞

福崎　篤

福士義将

福嶋文吉

福島麻衣

福嶋倫子

福田愛作

福田淳一郎

福田輝雄

福永恵美

福永憲隆

福原理恵

福元由美子

福山八知代

藤井俊策

藤井多久磨

藤井知行

藤井美喜

藤井好孝

藤井玲名

藤岡聡子

藤澤正人

0－094

0－034，0－176，

0－209

P－025

0－065

P－044

0－112，P－016

S6－3，0－083，

0－093，0－098，

P－036，P－052，　P－215

0－1　69，P－174

0－153

0－212

P－124

P－085，P－217

0－068

0－251，P－008，

P－150，P－206

0－042，0－084，

0－102，0－157，

O－178，0－236，

0－257

0－151，0－195，

0－249

P－032，P－033，　P－035

0－047，P－187

0－003，0－004，

0－013，0－014，

0－125，0－188，

0－192，P－088

0－083，0－093，

O－098，P－036，

P－052，P－215

0－050，0－216

P－148

P－175

0－094，P－021

0－086，0－172，

P－020，P－101，

P－104，P－191，P－201

0－239

0－219，P－049

P－006，P－182

0－178

会長講演，S3－L

P－032，P－033，　P－035

藤澤佳子

藤下　晃

藤城栄美

藤田知子

藤田智久

藤田　裕

藤田真紀

藤田洋湖

藤田陽子

藤田欣子

藤浪菜穂子

藤浪菜穂子

藤波隆一

藤野祐司

藤ノ木政勝

藤村佳子

藤本晃久

藤本　尚

藤森敬也

藤脇あや奈

藤原和子

藤原卓夫

藤原敏博

藤原　浩

布施秀樹

淵之上康平

船曳美也子

船水文乃

舟本　寛

古井辰郎

古内　徹

古川武子

古谷公一一

古野敦子

古橋孝祐

古橋考祐

古谷健一一

古山紗也子

■

O－114，P－099，

P－162

0－091，0－092

P－058

0－172，P－104

0－161，P－183

0－OOI，0－026，

P－102，P－112

P－087

0－127

P－131

P－028，P－063

0－113

P－213

P－028，P－063

P－053

P－023

0－018，0－177，

0－246，P－180

P－Oll，P－191，P－201

P－176

S8－LO－145

P－065

S5－2

P－170

0－OOI，0－026，

P－102，P－112

S8－2

0－075

0－098

0－174，P－047

0－083，0－093，

0－098，P－036，

P－052，P－215

0－101

P－119

P－041

P－057

0－183，0－186

P－113，P－114，　P－168

P－077，P－212

P－205

P－153

0－Ol6，0－017，

P－140

平敷千晶　　P－120，P－160，

日生殖医会誌　58巻4号

逸見博文

囮

星　和彦

星　信彦

保科洋美

星名真理子

星見由紀

細井美彦

細川由起

細見尚子

細見直子

保母るつ子

穂満ゆかり

洞下由記

堀紗耶未

堀内俊孝

堀内洋子

堀金聖羅

堀川　隆

堀川道晴

堀田美穂

本庄　考

本田智子

本田秀美

本田由佳

本田律生

本間寛之

目

真栄里聡

前沢忠志

前澤陽子

前田あかね

P－181

0－1　06，P－166，

P－167

P－154

教育講演2

0－194

0－060，0－131，

0－142

0－153

0－036

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，　P－158

0－039，0－193

0－041

0－001，0－026，

P－102，P－112

0－050，0－216

0－060，0－108，

0－131，0－134，

P－005

P－076

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－132

P－026

0－018，0－126，

0－177，0－246，

P－180

0－127，P－131

P－028，P－063

0－031，0－076，

P－071，P－207，　P－208

0－155，P－004，

P－121

P－080

0－126

0－155，P－004，

P－121

P－167，P－176

0－045

0－042

S6－2，　P－108

P－052

●

■
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平成25年10月1日

前多亜紀子

前田和宏

前田俊浩

前田知子

前田真子

前田祐紀

前田雄司

前鼻健志

前村俊満

牧野亜衣子

牧野登志子

牧野　弘

牧原夏子

牧村紀子

政井哲兵

正本　仁

増子あゆみ

増崎英明

増田　彩

升田博隆

舛森直哉

柵木善多

町屋　礼

松井寿美佳

松井大輔

松井　博

松井友紀

松井有紀

松井幸秀

松浦眞彦

松浦里江

松江陽一

松尾　完

松尾恵子

松尾幸城

松尾光徳

松尾涼子

松岡典子
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松岡祐太

松岡里衣

松川　哲

松川真木子

松木祐枝

松隈豊和

松崎彰子

松崎利也

松澤由記子

松下　経

松下知彦

松下富士代

松田和洋

松田公志

松田智恵

松田美和

松永利恵

松原圭一・

松葉純子

松林秀彦

松村幸奈

松本亜由美

松本和也

松本賢典

松本須美

松本　貴

松本貴重

松本恒和

松本真弓

松本美奈子

松本由紀子

松本玲央奈

P－180

0－005，P－058

0－169，P－174

0－034，0－176，

0－209

P－082，P－143

P－157

0－Oll，　O－048，

0－144

0－251，P－008，

P－206

0－081，0－160，

0－252

P－002，P－128

P－032，P－033，

P－035

0－220

0－010，0－181，

P－074

0－010，0－181，

P－074

S3－2，0－078

P－216

0－115，P－103

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－087

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，　P－158

0－188

P－159

S5－1

0－036

0－038，P－199，

P－214

P－203

0－096，0－203，

0－205，0－207

P－086

0－039，0－041，

0－193

P－053

0－217，P－066，

P－095，P－136

0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

0－172，P－104

325（457）

松山　茜

松山毅彦

松山豪泰

的場由佳

真名瀬賢吾

丸茂　健

丸山仁子

丸山祥子

丸山哲夫

丸山美緒

万代昌紀

萬来めぐみ

目

三浦清徳

三浦貴弘

三浦みどり

三浦礼子

見尾保幸

御木多美登

水口雄貴

水澤友利

水島　昇

水島友理

水谷栄太

水沼英樹

水野健太郎

水野里志

水野智子

水町静華

水本久美子

水本茂利

水本茂利

溝口千鶴

溝口　徹

0－169，P－174

0－027

S4－1，0－225

0－Ol6，0－Ol7，

P－140

P－166，P－167

P－041，P－061

P－209

0－171

0－070，0－118

0－194

0－ll3，P－213

P－141

S5－1，0－080

0－074，P－116

P－133

0－238

0－016，0－017，

P－140

S7－2，0－063，

0－097，0－141，

0－146，0－152，

0－200，0－201，

0－202，0－213，

0－214，0－218

0－148，0－158，

P－097，P－110，

P－200

0－130，0－239，

P－077，P－205，　P－212

0－009

P－082，P－143

S6－4，0－122，　P－100

0－082，0－083，

O－093，0－098，

P－036，P－052，　P－215

S8－3

0－178

P－119

0－060

0－171

0－011

0－048，0－144

0－016，0－017，

P－140

MS2



326（458）

溝部大和

道倉康仁

三井貴彦

浦尾友美

光成匡博

南　綾子

南　志穂

南　元人

皆元裕子

峯　克也

峰　千尋

峯岸　敬

箕浦博之

三村　治

宮内彰人

宮内　修

宮川　康

三宅　馨

三宅友子

三宅秀明

宮崎　薫

宮崎康二

宮崎保匡

宮崎泰人

宮嶋　淳

宮城博恵

宮田あかね

宮田佳苗

宮田広敏

宮谷静江

宮野奈緒美

宮原義也

宮村浩徳

0－251，P－008，

P－150，P－206

P－006，P－028，

P－063，P－182

0－154

P－106，P－142

P－203

0－Ol1，0－048，

0－144

0－251，P－008，

P－150，P－206

0－094

0－034，0－176，

0－209

0－056，0－119，

0－120

0－011，0－048，

0－144

S5－4，0－061

P－025

P－170

0－150，0－185

0－053，0－162

S4－2，　P－038

0－037，P－031

0－114，P－099，

P－162

P－032，P－033，　P－035

0－118，P－061，

P－179

P－106，P－142

0－227

0－111

0－256

0－078

P－061，P－179

0－012，P－064，

P－072

0－028，0－049，

0－179

0－002，0－117，

0－1　35，0－197，

0－199

0－105

0－173，P－196

0－Ol2，0－094，

P－021，P－064，

P－072

宮本亜希子

宮本恵里

宮本新吾

宮本敏伸

三好和睦

固

向井直子

向1上1哲規

向橋貴美子

武藤聡子

武藤満美子

宗藤朋美

宗籐朋美

村上亜紀

村上貴美子

邑上沙揺子

村上純子

村上　節

村上ひとみ

村上真央

村上正夫

村上雅博

村川晴生

村越友衣乃

村越行高

村島温子

邨瀬智彦

村瀬真理子

村田紋香

村田奈々

村田みどり

村中　愛

村松正子

村松裕崇

室井美樹

固

P－017

0－189

0－250

P－197

P－008

O－182

S2－2

P－028，P－063

P－087

P－080

0－074

P－ll6

0－183，0－186

0－237

P－157

0－102，0－236

LS1，P－164

P－082，P－143

0－076，P－071

0－011，0－020，

0－048，0－144

P－094

0－044

P－060，P－130

P－009，P－097，

P－110

S6－1

S5－3

P－113，P－114，　P－168

0－190

0－147，0－164，

0－168

P－087

0－208

0－217，P－066，

P－136

0－182

Sl－1，P－024

銘苅桂子　　P－120，　P－160，　P－181

固

望月　修

元石睦郎

許山浩司

P－155

P－082，P－143

0－024，P－188

日生殖医会誌58巻4号

本山洋明

本山光博

百枝幹雄

森　　篤

森　亘平

森　崇英

森智絵美

森　敏恵

森　敏江

森　宏之

森　正彦

森麻里奈

森　美妃

森美奈子

森　梨沙

森岡　均

森重健一郎

森下美幸

森田　研

森田宏紀

森田峰人

森本菜都美

森本有香

森本義晴

守屋仁彦

森山弘恵

森若　治

門前志歩

日

八木亜希子

八木佳奈子

八木香菜子

S5－2，0－219，　P－049

0－191

S5－4，0－132

P－149

P－037，P－042，

P－051，P－156

特別講演1

0－133，0－147

0－039，0－193

0－041

P－001

S5－3，　P－Ol2

0－141，0－213

0－087

P－119

0－178

0－171

P－119

P－166，P－167

0－154

0－173，P－108，

P－196

0－070，0－112，

P－Ol6，　P－091，　P－126

0－039，0－193

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，　P－158

S3－2，　S5－4，　LS8，

0－036，0－042，

0－079，0－084，

O－102，0－131，

0－134，0－157，

O－175，0－178，

0－236，0－257，

P－018，P－026，

P－092，P－194，　P－210

0－154

0－233，0－234，

P－013

P－176

0－182

0－032，P－176

P－161

0－242，0－243，

P－096，P－107，

●

●

●

●

●

●

■



■

平成25年10月1日

八木　宏

薬師義弘

安井敏之

安江香友子

安田明子

安田勝彦

保田賢吾

安田　豊

谷田部典之

矢内良昌

矢内原敦

柳澤　充

柳田　薫

矢野浩史

矢野樹理

矢野知恵子

矢野　哲

矢野直美

矢野美穂子

矢野有貴

薮内晶子

矢吹淳司

山内久美子

山内至朗

山内　悠

山内博子

山縣一夫

山縣芳明

山口敦巳

山口恭平

山口耕平

山口　隆

山口貴史

P－109，P－135，　P－185

0－068，P－048

0－125，0－188

0－160

0－004，0－Ol3，

0－014，0－192，

P－088

P－028，P－063

0－100

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，

P－156

P－141

0－249

0－230

0－220

0－226

Sl－1，0－145，　P－024

0－183，0－186

P－065，P－186

0－183，0－186

0－061，P－Oll

P－011

0－114，P－099，

P－162

0－034，0－176，

0－209

0－133，0－147，

0－164，0－168

0－034，0－176，

0－209

P－087

0－Ol6，0－017，

P－140

0－045

0－235

0－003

0－088，0－124

0－251，P－008，

P－150，P－206

0－034，0－176，

0－209

S3－1，P－032，

P－033，P－035

0－114，P－099，

P－162

P－198

山口智之

山口ゆうき

山1－1弓穂

山口和香佐

山崎香織

山崎一恭

山崎英樹

山崎裕行

山崎幹雄

山崎美帆

山崎友貴

山崎玲奈

山下直樹

山下勇人

山下ひとみ

山下能毅

山瀬亜弥

山田敦子

山田香織

山田健市

山田　聡

山田成利

山田朝子

山田秀人

山田昌宏

山田満稔

山田康隆

山出一郎

山寺里枝

大和屋健二

山中菜保子

山中弘行

山中昌哉

山根里歩

山本晃央

山本　篤

山本綾子

0－166

0－189

0－OlO，0－181，

P－074

0－159，0－161，

P－183

0－159，0－161，

P－183

S7－3，　P－024，　P－034

0－137

0－133，0－195，

0－249

0－252

0－110

P－204

P－006，P－182

0－043，P－029，

P－098

0－073

P－150

0－025，0－109，

P－118，P－152

P－065

P－198

0－066，0－208

0－044

0－130，0－239

P－084

P－055，P－056

S6－2，0－173，　P－108，

P－196

P－204

0－007，0－165，

P－055，P－056

0－226

P－073，P－186

0－058，0－059

P－022，P－027

0－012，P－064，

P－072，P－171

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，P－156

0－042

0－019

P－119

0－009

0－066
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山本あゆみ

山本新吾

山本勢津子

山本樹生

山本はるか

山本　輝

山本みずき

山本理沙

山本瑠伊

画

湯口裕子

弓岡英里

湯村　寧

湯本啓太郎

目

横川　桂

横田英巳

横田麻里子

横田美賀子

横田　恵

横田佳昌

横西哲広

吉新明日香

吉井紀子

吉池美樹

吉江正紀

吉岡尚美

吉岡菜津美

吉岡奈々子

吉岡伸人

0－157

P－078

P－062

0－095，0－136

0－005

0－025，P－118，

P－152

P－114，P－168

P－053

0－258

0－109

0－233，0－234，

P－013

P－037，P－040，

P－042，P－043，

P－050，P－051，

P－113，P－114，

P－156，P－168

0－016，0－017，

P－140

P－141

P－169

P－030，P－067，

P－068，P－069，

P－070，P－079，

P－158

P－169

0－093，P－052，

P－215

P－169

S2－5，0－140

P－191

P－015，P－190

P－034

0－021，　O－022，

0－090，P－125，

P－189，P－195

0－011，0－048，

0－144，0－237

P－060，P－130

0－184，0－247，

P－184，P－211

0－060，0－108，

0－131，0－134，
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吉貝香里

吉川香織

吉川文彦

吉田　淳

吉田　薫

吉田邦彦

吉田丈児

吉田成一

吉田誠哉

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　修

吉丸真澄

吉村友邦

吉村泰典

米澤美令

米澤由紀子

依光　毅

田

李　福平

李　理華

梁　善光

固

若林由理

若松修平

若山　彩

脇本栄子

P－005

P－076

P－216

0－194

Sl－4，　S9－2，0－061，

0－119，P－111

P－034

P－105

P－061，P－179

0－072

0－123

P－203

0－044

P－113，P－114，　P－168

0－021，0－022，

0－090，P－125，

P－189，P－195

0－034，0－176，

0－209

0－025，P－118，

P－152

0－086

P－061，P－179

0－004，0－013，

O－014，0－19．　2，

P－088

0－007，0－070，

O－118，0－148，

0－156，0－158，

0－165，0－253，

P－009，P－055，

P－056，P－097，

P－110，P－200

0－056，0－119，

0－1　20

P－170

0－182

P－032

0－088

0－057

P－092

0－007，P－056

P－155

P－053

和田　篤

和田恵子

和田真一郎

和田麻美子

綿田裕孝

渡邉愛子

渡邊恵理

渡辺真一

渡邉誠二

渡邊倫子

渡邊ひとみ

渡邊紘之

渡邉陽子

渡邉芳明

和地祐一一

P－089

0－143，0－168，

0－249

P－124

P－163

0－138

0－033，0－052

P－176

0－012，P－064，

P－072，P－171

0－141，0－200，

0－202，0－214

0－OOI，0－026，

P－102，P－112

0－043，P－029，

P－098

0－004，0－Ol3，

0－014，0－192，

P－088

0－074，P－ll6

0－053，0－162

P－002，P－128
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一般社団法人日本生殖医学会　平成25年度　第1回通常理事会議事録

●

日　　時：平成25年5月24日（金）15：00－16：34

場　所・東京ステーションコンファレンス5階503A，　B

出　　席

　　　　　市川智彦（副理事長），今井　裕（副理事長），苛原　稔（副理事長）

常任理事：石原　理（59回会長），木村　正，久保田俊郎，倉智博久，

　　　　　西井　修，峯岸　敬

理　事：安藤寿夫，杉浦真弓，杉野法広竹下俊行，楢原久司，原田省，

　　　　　藤澤正人（58回会長），増崎英明，道倉康仁

監　　事：武谷雄二，深谷孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※理事（18名／20名中）監事（2名／3名中）

陪　　席：柴原浩章（総会議長），

　　　　　久具宏司（幹事長），久慈直昭（副幹事長）

　　　　　岩部富夫，梶原　健，河野康志，岸　裕司，小林秀行，佐藤　剛，高橋俊文，

　　　　　竹村由里，田村博史，原田竜也，藤原　浩，松崎利也，三浦清徳峯　克也，

　　　　　山口耕平（以上，幹事）

　　　　　豊田裕（名誉会員）

　　　　　鈴木　豊，森下幸也（鈴木公認会計士事務所）

　　　　　西村綾乃，山口裕子，秋山美知子（事務局）

欠　　席

理事：吉村泰典（理事長），千石一雄

陪　　席：遠藤俊明，辻村　晃，野村一人，古井辰郎（以上，幹事）

監　事：瓦林達比古

〈議事経過およびその結果〉

平成25年5月24日午後3時，東京都千代田区丸の内1丁目7番12号の東京ステーションカンファレンス

会議室503A，　B号において，平成25年第1回通常理事会を開催した．吉村泰典理事長が欠席のため，苛

原副理事長が開会を宣し，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，副理事長

ちに議案の審議に入った．

苛原　稔が議長となり，平成24年度第3回通常理事会議事録を確認し，直

〈議　事〉

第1号議案：平成24年度事業報告・収支決算及び公益目的支出計画実施状況について

　　　　　　峯岸会計担当理事および苛原庶務担当理事は，前期（自平成24年4月1日至平成25年3月

　　　　　　31日）における事業状況について事業報告及び附属書類により詳細に説明報告した．また，

　　　　　　武谷監事より前期事業状況について平成25年5月7日に監事による監査を行った旨合わせて

　　　　　　報告があった．以上より

　　　　　　1．平成24年度決算報告書

　　　　　　　（貸借対照表，正味財産増減計算書，正味財産増減計算書内訳表，財務諸表注記，附属明
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　　　　　　　細書，財産目録，収支計算書）

　　　　　　2．平成24年度公益目的支出計画実施報告書

　　　　　　を提出し，その報告内容について承認を求めたところ，全会一致で承認され，次回定時社員

　　　　　　総会に上程することとなった．

　　　　　　・当初の予算では計上増減額としては△2β17，400円であったが，最終的な決算では3，939，553

　　　　　　　円となり，結果として対予算比では6，756，953円の増となった．これは生殖医療従事者講習

　　　　　　　会や学術講演会の収入増に大きく影響を受けている

　　　　　　・経常費用合計の見込は予算と比較すると約360万円減少している．この主な要因は生殖医

　　　　　　　療従事者講習会開催に伴う生殖医療従事者資格制度委員会費が約270万円増，その他学術

　　　　　　　講演会開催費が予算より約680万円減によるものである

　　　　　　・純資産（正味財産）が法人全体で前年度より3，939，553円増加している．他方で公益目的支

　　　　　　　出計画に則した各実施事業において，公益目的財産額を9年間かけて減らしていくことと

　　　　　　　なる

　　　　　　・公益目的事業の収支差額合計は約1，500万円となり，概ね計画通りに実施でき，健全な運

　　　　　　　営であると言える

第2号議案：長期未納会員の対応について

　　　　　　苛原庶務担当理事より，定款に則して年会費を3年以上滞納している長期未納会員について，

　　　　　　督促の経過説明がなされ，最終的に資格喪失処分とせざるを得ない会員について次回定時社

　　　　　　員総会の決議を経て資格喪失処分してよいかどうかという提案がなされ，全会一致で承認さ

　　　　　　れた．

　　　　　　【庶務報告にも一部関連】

第3号議案：定款変更の件について

　　　　　　苛原庶務担当理事より，過去3回検討を重ねた役員選挙の在り方について下記要点を結論と

　　　　　　し，理事数の変更については定款に抵触することから定款変更を定時社員総会で上程し審議

　　　　　　いただきたい旨発言があった．議場に諮ったところ全会一致で承認されたため，定時社員総

　　　　　　会に上程することとなった．なお，定時社員総会で承認を得た場合，以降関連細則の整備を

　　　　　　し，細則についても改定を進め，11月の通常理事会において議案上程をする予定である旨も

　　　　　　申し添えられた．

　　　　　　・代議員選挙の区割りは全国8ブロック（ただし，関東ブロックは東京とそれ以外の県の2

　　　　　　　つに区分することとし，合計で選挙区としては9つ）としてこれまでの選挙方法を踏襲す

　　　　　　　る

　　　　　　・選挙方法は投票率向上のため，周知徹底の改善をはかるとしたうえでweb選挙を引き続き

　　　　　　　実施する

　　　　　　・理事選出については，本会は学際的要素の強い学会であり，産婦人科・泌尿器科・基礎系

　　　　　　　の主3分野が相互協力をして運営をしていく学会であることを鑑み，理事定数を現状の20

　　　　　　　名から25名に増やし，泌尿器科・基礎への理事数を配慮する

第4号議案　定時社員総会招集の件について

　　　　　　苛原副理事長より，当法人の定時社員総会を下記の通り開催したい旨提案があった．議場に

　　　　　　諮ったところ全会一致で承認された，

　　　　　　　（社員総会の日時及び場所）

　　　　　　　　平成25年6月14日（金）16時～17時

　　　　　　　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会議室G701

　　　　　　　（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）

●
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D

2．審議事項

　（1）1号議案

（2）2号議案

（3）3号議案

（4）4号議案

（5）その他

平成24年度事業報告
・ 収支決算および公益目的支出計画実施報告

長期会費未納会員の対応について（資格喪失審議含む）

名誉会員・功労会員推薦の件について

定款変更について

●

＜報告事項＞

1．庶務報告

2．会計報告

苛原庶務担当理事より，下記について報告がなされた，

・ 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

　一会員数の動向は，平成25年4月末日現在，会員4，479名，うち名誉会員54名であり，

　動向の内訳は前回の3月末時点より新入会31件，退会・物故等16件である

　物故会員については

　　（東北ブロック）　　高橋亨平

　　（関東ブロック）　　郡山純子

　以上2名の報告があった

　（平成24年度第3回通常理事会報告以降，平成25年3月末日までに本会に連絡があった
　方）．

・ 平成24年度第3回通常理事会において承認された平成25年度事業計画・実施予定事業

　（第58回学術講演会，各種研究会・講習会，機関誌発行，関連学会との連携，生殖医療専

　門医・生殖医療コーディネーターの認定と更新，学術奨励賞授与，IFFS2015開催準備）

　について確認方，説明がなされた

・ 学術講演会開催予定について確認がなされた

・ 年会費の納入状況については平成25年4月末日現在で3か年分以上の年会費滞納者が会

　員全体の22％となっている【年会費滞納者の取扱いについては以降，第2号議案参照】

・ 名誉会員および功労会員推薦について

　1月に各ブロック長に対し，平成25年度の名誉会員・功労会員の推薦を募ったところ，

　推薦条件に合致する会員がなく，該当なしとなった旨，定時社員総会に議案上程すること

　となった

・ IFFSから名誉会員の推薦募集の依頼があり，被推薦者については平成24年度第3回通

　常理事会においてIFFS組織委員会に一任いただく旨承認いただいているが，岡村　均名

　誉会員，田中俊誠名誉会員の2名を推挙した．10月にボストンで開催されるASRM／IFFS

　Meetingで最終決定がなされる見込である
・ 日本医学会より第29回日本医学会総会2015関西の広報活動協力について学術講演会にお

　ける広報協力（ポスター掲示等やスライド放映）を受けた旨紹介があった

峯岸会計担当理事より，平成24年度第3回通常理事会において承認された平成25年度収支

予算についても確認方，収支決算書への参考資料として添付した旨紹介がなされた．

・ 2012年4月からの一般社団法人への移行に伴い，会計も公益法人会計基準に準拠する必

　要があり，内閣府に提出した公益目的支出計画に則し，「公益目的事業（実施事業等4事

　業）」「（赤字としていく事業）と「その他の事業（学術振興事業）」と「法人会計（法人全

　体の管理費を集計するもの）」にわけて表示する必要がある．また損益ベースでの計算書

　類作成のため，減価償却費等の非現金支出で費用となる項目も，収支予算書・収支計算書

　で加味する必要がある

・ 公益目的事業の4つの事業については，公益目的財産額に該当する約1億3千万円を9年

　間で支出していく（約1，460万円／年）必要がある
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3．編集報告

4．渉外報告

5．学術報告

6．広報報告

・公益目的事業ではマイナスとなっている一方，その他の事業（学術講演会会計）ではプラ

　スになっているため，現時点では公益目的支出計画の安定的な実施に支障は及ぼしていな

　い
・ 監事会の際に林基金の今後の取扱いについて検討すべきであるという話題があった旨紹

　介があった．加えて武谷監事より林基金について昭和40年代に開催された学術講演会の

　余剰金を林基之先生の基金として若手の研究者奨励のためにとして創設されたものであ

　るが，長年，定期預金として696，105円使われることがなかった旨経緯説明があり，議場

　において今後の使途について意見交換を行った．結果，

　一現在創設を検討しているRMB賞の賞金として数年分使わせていただく

　一国際学会開催のために使う

　等の使途についての提案があり，今年度中に使途を決定し，定期預金として現在凍結状態

　である本基金を解約し支出できるように，11月の通常理事会において最終方針を決定す

　ることで全会一致で承認された

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58－1号，RMBはVol．12　No．2が4月に発刊さ

　れた

・RMBの活性化策として，　ToC　AIert（RMBがオンラインに掲載されると同時に最新号の

　目次が電子メールで配信されるサービス）に登録をいただけない会員にもオンライン掲載

　された際にメールアドレスの登録のある会員に対して電子メールで配信するというサー

　ビスを実施することについて過去に報告したが，Vol．12　No．2（4月発刊）から本会会員よ

　りサービスを開始した

・ 重複投稿の事例について紹介があった．和文ですでに発表された論文の英語論文としての

　投稿であったが，編集委員会で議論をし，著者に対して国際基準に則すよう指導を行っ

　た．その後，再度投稿をしていただき，現在通常審査を行っている．重複投稿については

　様々な事例がみられることから今後も重複投稿については都度，編集委員会で審議したう

　えで対応をしていきたい

木村渉外担当理事より，ICMARTについて石原理事から報告頂く旨発言があった．
・ 石原理事よりICMART活動報告については諸会議の開催（予定含む）状況，国際会議で

　の石原理事の発表状況の他，下記についても下記報告があった

一Contributors　meetingについてはアジアではフィリピンが国レベルでのデータ収集を開

始し，7月のESHREにおいて当該meetingを開催予定である

一Data　collection　and　reportsについては2004年のものは2013年2月にHuman　Reproduc－

tionで出版済み

倉智学術担当理事より，平成25年度学術奨励賞推薦を現在受け付けており，5月23日現在

3件の推薦があり，RMB掲載の対象論文をあわせて合計ll本の論文が候補となっている．

締切後，最終的な候補論文について慎重な選考を行い，予備選考委員会，選考委員会の決議

を経て，平成25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．

なお，今回の推薦に際して，「オンラインでの発表は昨年中であったが，冊子体として巻号・

ページ・発行年が付されて発行されたのは今年の2月であるという論文について，本年の審

査対象になるか」という問い合わせがあった．検討の結果，規定に定めている通り前年中に

オンライン化されていれば対象とする（ただし，本年オンライン発表として応募し受賞を逃

した場合，来年に冊子体の年度による再応募はできない）ということで回答をした旨も経過

報告がなされ，規定について再度現状のもので問題ないと確認した．

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等について現状報告があった

●
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　　　　　　　・厚生労働省から不妊症に関する一般の方への知識普及を学会HP上で行ってほしい旨依

　　　　　　　頼があり，Q＆A形式で原稿を作成すべく，質問項目に対する回答部分を各先生方に割り

　　　　　　　振りご協力いただいた．4月18日に本会ホームページに掲載されたが，ホームページへ

　　　　　　　のアクセスを多数いただいており，一般の方の関心の高さを伺える．また，掲載の形式に

　　　　　　　ついてPDFだけでなくすべてのコンテンツをhtml形式で掲載すると多様な端末からの

　　　　　　　アクセスも簡便になり，より広く一般の方にもご覧いただけるのではないかとの提案が杏

　　　　　　　林舎からあり，約13万円での改修が可能である旨の見積とともに検討の提案をしたい旨

　　　　　　　報告があった．結果，一般の方への利便性の確保を鑑み，全会一致でhtml化もすすめる

　　　　　　　ということで全会一・致で承認された

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，生殖医療必修知識（仮）（旧呼称　生殖医療ガイド

　　　　　　ブック）の制作について，2014年秋での発刊を目標として作業分担やスケジュール等につ

　　　　　　いて検討を行った後，4月に執筆依頼を行った旨詳細に経緯説明があり，関係の先生方にご

　　　　　　協力いただきたい旨報告があった．また，執筆者自身が転載許諾を申請する際に，日本語・

　　　　　　英語での許諾申請書類のひな型があればよいとの意見がだされ，ひな型について執筆者全員

　　　　　　の先生方にご案内させていただくこととなった．

8．社会保険委員会報告

　　　　　　西井社会保険委員会委員長より下記報告があった．

　　　　　　　・内保連へ平成26年度診療報酬改定要望項目について下記の通り日本産科婦人科学会を通

　　　　　　　じて提出したもののうち，特に本会に関連する

　　　　　　　く新設＞

　　　　　　　L反復・習慣流産（いわゆる「不育症」）患者カウンセリング料の新設

　　　　　　　2．不妊症患者指導管理料の新設

　　　　　　　について提出された提案書の概要の紹介がなされた

　　　　　　　なお，上記項目についての対象は女性男性の両方に適用するかどうかという質問があり，

　　　　　　　西井委員長より2については女性男性ともに対象であるが，1については女性のみ対象で

　　　　　　　あろうという説明があった

　　　　　　　・内保連より薬事承認のない医療材料・機器・薬品を用いた医療技術に関する調査について

　　　　　　　依頼があった旨報告があり，該当があればお申し出いただきたい旨提案がなされた

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〉

　　　　　　　・新規合格者，更新申請結果を踏まえ，平成25年4月1日現在で認定中の生殖医療専門医

　　　　　　　は合計で531名となり，すでに和文誌での公表と本会ホームページでブロック別での認定

　　　　　　　者一覧表を掲載している

　　　　　　　・新制度での平成25年4月1日現在で認定されている認定研修施設・研修連携施設申請に

　　　　　　　ついてはHPでの公表のとおりである

　　　　　　　・新制度での研修開始申請受付を旧制度申請同様4月1日（月）～6月3日（月）まで受付

　　　　　　　している

　　　　　　　・本生殖医療資格従事者制度について移行経過措置を実施しているため新旧2つの制度が

　　　　　　　稼働している状態が続いている．そのため，大変複雑であること，また移行に伴い平成

　　　　　　　25年度においては生殖医療専門医認定試」験が実施されないことより平成25年度活動とし

　　　　　　　て本制度の理解を深めていただくべく，各ブロックで開催される学術講演会において理事

　　　　　　　長・副理事長を中心として生殖医療従事者資格制度を含めた学会の在り方についての基

　　　　　　　調講演を実施する計画だが，すでに九州・沖縄ブロック，関東ブロックにおいて実施し

　　　　　　　た．講演スライドは本会ホームページでも閲覧可能となっているので広く周知をお願いし
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　たい

・ 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

　昨年2月に行い，本会ホームページで公開しているが，情報の更新と拡充を図るべく，現

　在再度，泌尿器科医師を対象に同様のアンケートを実施している．7月を目途に結果を公

　表し内容の更新をする予定である

・ 生殖医療専門医制度改定のワーキンググループを5月15日に実施した．専門医制度・評

価認定機構の指導のもと現状の制度を改定していく必要があるがすでに現在でも旧制

　度・新制度の両方の制度が稼働しており複雑であること，新制度における生殖医療専門医

　認定がまだ行われていない現状を鑑み，大方針として微修正かつ現状よりよりよいものと

　できるような制度改定をすすめていきたい．改定作業の進捗については今後も随時理事会

　で報告を行っていく予定である

・ 平成25年度においては制度の周知・次年度の生殖医療従事者資格制度委員会の年間予定

　について紹介があった

く生殖医療コーディネーター関連〉

・新規合格者，更新申請結果を踏まえ，平成25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76名となった．認定者一覧は本会和文誌・ホームページで公表している

・ 平成25年度生殖医療コーディネーター申請例年通りを4月1日（月）～6月3日（金）ま

　で受付する

・ 生殖医療コーディネーターの英語表記について問い合わせがあったため，生殖医療コー

　ディネーター委員会で検討を行った結果，「Reproductive　Nursing　Coordinator」として

　定めたい旨提案があり，全会一致で承認された

・ 生殖医療コーディネーター認定の現状の位置づけについて不妊症看護認定看護師を対象

　にアンケートを計画している

・生殖医療コーディネーターの情報交換会を学術講演会会期中に開催したい旨，生殖医療

　コーディネーター委員会から提案があった．議場で藤澤次期会長と相談の結果，第58回

　学術講演会より開催できるよう手配を進めることとなった

10．倫理委員会報告

　　　　　　石原倫理委員長より3月29日に第86回倫理委員会を開催した旨報告があった．第86回は

　　　　　　本日（3月29日），長沖暁子委員（慶鷹義塾大学経済学部女性学・科学社会学）から「女性

　　　　　　にとってのリプロダクティブライツの観点から卵子凍結に関する議論」についてお話を伺っ

　　　　　　た．次回は6月14日に開催予定である．今秋には議論の集約を目指していきたい．

11．第58回（平成25年）学術講演会・総会準備報告

　　　　　　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，テーマは「生殖医療の未来を見据え

　　　　　　て」を予定している（市民公開講座は17日（日）に神戸大学内において開催予定）．現在，

　　　　　　一般演題以外のプログラムが概ね固まった．現在，一般演題を受付している．多くの応募を

　　　　　　いただき，活発な議論をしていけるよう引き続き準備していきたい旨，報告があった．

12．第59回（平成26年）学術講演会・総会準備報告

　　　　　　石原次々期会長より，会期は平成26年12月3日（水）から5日（金），会場は京王プラザ

　　　　　　ホテルを予定している．現在はテーマやシンポジウムを検討しているが詳細は今後とも検討

　　　　　　していく旨，報告があった．

13．IFFS　International　Meeting2015準備報告

　　　　　　苛原会長より，第64回日本産科婦人科学会学術講演会会期中に組織委員会を開催し，全体

　　　　　　テーマ，Keynote　Lecture演者，　Trilogyテーマ・演者，今後の予定，の4つについて決定

　　　　　　事項・検討事項について説明があった．とくに10月開催のASRM／IFFS　Meetingに向けて
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　　　　　　全体テーマを決定するべく，2つのテーマ案の紹介があった．今後，可及的速やかに木村事

　　　　　　務総長，吉村名誉会長の意向を踏まえて決定する予定である．また引き続き今後も詳細を検

　　　　　　討していく旨，報告があった．

以上の議決事項を証するため，この議事録を作成し，出席理事および出席監事が記名押印する．

　　　　　　　　平成25年5月24日

　　　　　　　　　一般社団法人　日本生殖医学会　平成25年度第1回通常理事会

副理事長

副理事長

副理事長

出席常任理事

出席常任理事

出席常任理事

出席常任理事

出席常任理事

出席常任理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事

出席監事

出席監事

苛原　稔　㊥

市川智彦　㊥

今井　裕　⑳

石原　理⑳

木村　正　⑳

久保田俊郎㊥

倉智博久　⑳

西井　修⑳

峯岸　敬⑳

安藤寿夫　⑩

杉浦真弓　㊥

杉野法広　⑳

竹下俊行　⑳

楢原久司　⑳

原田　省　⑳

藤澤正人　⑳

増崎英明　㊥

道倉康仁　⑳

武谷雄二　⑳

深谷孝夫　㊥
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平成25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25年6月14日（金）16：00－16：48

場所：東京国際フォーラムG701

出席者：開会当時の社員数　　105名

　　　　総社員の議決権数　　105個

　　　　本日の出席者数　　　ll名（委任状含めての出席数93名）

　　　　この議決権の数　　　93個

出席役員：理事長　吉村泰典　副理事長　市川智彦，今井　裕苛原　稔

常任理事：石原　理，久保田俊郎，倉智博久，西井　修，峯岸　敬

理　事：安藤寿夫，杉野法広，竹下俊行，原田省楢原久司，藤澤正人，増崎英明

監　事：武谷雄二，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

●

〈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93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，開会を宣し，議事録署名人として久具

宏司代議員及び久慈直昭代議員が選任され，議案の審議に入った．

〈議　事〉

第1号議案：平成24年度事業報告・収支決算及び公益目的支出計画実施報告

　　　　　　峯岸会計担当理事および苛原庶務担当理事は，前期（自平成24年4月1日至平成25年3月

　　　　　　31日）における事業状況について事業報告及び附属書類により詳細に説明報告した．また，

　　　　　　武谷監事より前期事業状況について平成25年5月7日に監事による監査を行った旨合わせて

　　　　　　報告があった．以上より

　　　　　　1．平成24年度事業報告書

　　　　　　2．平成24年度決算報告書

　　　　　　　（貸借対照表，正味財産増減計算書，正味財産増減計算書内訳表，財務諸表注記，附属明

　　　　　　　細書，財産目録収支計算書）

　　　　　　3．平成24年度公益目的支出計画実施報告書

　　　　　　を提出し，その報告内容について承認を求めたところ，全会一致で承認された．

第2号議案：長期会費未納会員の対応について（資格喪失審議含む）

　　　　　　苛原庶務担当理事より，定款に則して年会費を3年以上滞納している長期未納会員について，

　　　　　　督促の経過説明がなされ，最終的に資格喪失処分とせざるを得ない会員について処分してよ

　　　　　　いかどうかという提案がなされ，全会一致で承認された．

　　　　　　対象者への通知については，近日簡易書留にて通知されることとなり，あわせて全会一致で

　　　　　　承認された，

第3号議案：名誉会員・功労会員の推薦について

　　　　　　吉村理事長より今年度の名誉会員・功労会員の推薦については平成24年度第3回通常理事会

　　　　　　において該当がなかった旨報告がなされ，その報告内容について承認を求めたところ，全会

　　　　　　一致で承認された．

第4号議案：定款変更について

　　　　　　吉村理事長より，過去3回検討を重ねた役員選挙の在り方について下記要点を結論とし，理

　　　　　　事数の変更について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，



平成25年10月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　337（469）

　　　　　原案通り全会一致で承認された．

　　　　　　・代議員選挙の区割りは全国8ブロック（ただし，関東ブロックは東京とそれ以外の県の2

　　　　　　つに区分することとし，合計で選挙区としては9つ）としてこれまでの選挙方法を踏襲す

　　　　　　る

　　　　　　・選挙方法は投票率向上のため，周知徹底の改善をはかるとしたうえでweb選挙を引き続き

　　　　　　実施する

　　　　　　・理事選出については，本会は学際的要素の強い学会であり，産婦人科・泌尿器科・基礎系

　　　　　　の主3分野が相互協力をして運営をしていく学会であることを鑑み，理事定数を現状の20

　　　　　　名から25名に増やし，泌尿器科・基礎への理事数を配慮する（例えば増加分の5名を泌尿

　　　　　　器科3名，基礎2名へ割り当てる等を検討する）

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，定款第18条第2項にもとづき，議長ならびに出席代

表者たる議事録署名人において記名押印する．

平成25年6月14日

一般社団法人　日本生殖医学会　平成25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　⑳

●

●
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Message　f『om

the　President

Joe　Leigh　Simpson
　　President　of　IFFS

terfront．　Many　new　hotels　and　nearby　restaし1rants　assure

comfortable　stirrounding．　s　and　convcnicnt　dining　options．

　　　Of　special　Ilotc　is　the　opening　night（Suiiday　Octobcr

l3）ceremony　and　reception，　to　be　held　in　the　convcn－

tion　sitc　among　our　cxhibitors．　On　Wedi）es（lay　October

16　a　gala　reception　will　bc　held　in　the　Museum　of　Science．

Food　and　drinks　arc　provided　oll　site，　and　thc　entire　pan－

oply　is　available　fbr　us〔o　peruse－a　giant　Van　dcn　Graff

generator，　planctarium，1－Max　movies，　and　ilmumerablc

brain－teasing　exhibits　fbr　adults，　children，　and　the　child－

within　us．　Spacc　is　limited，　so　remember　to　sign　up　when

reglstenng・
　　　The　Spring　IFFS　Newsletter　continues　to　highlight　the

myriad　of　activitics　within　IFFS．　lncluded　in　this　issue　are

Several　intereSting　artiClCS：

■

●

●

●

●

　　　一　Dominique　de　Ziegler　and　coUeagues　provide　a

succinct　sumlnary　of　age－rclatcd　decline　in　oocyte　quality

and　quantity　and　their　well　known　correlation　with　infel㌔

tility．　Professor　dc　Ziegler　makes　a　strong　case　fbr　a　new

tcrm－ovarian　rcsponsc　tcsting－to　designate　those　mcdi－

cal　evaluations　routinely　used・

　　　一　　Educational　Director　Paul　Dcvroey（Belgiall　Soci－

cty　fbr　Reproductive　Mcdicine）recounts　the　continuing

IFFS　series　of　succcssful　workshops．　As　discussed　in　morc

dctail　by　Prof　Devroey，　recent　workshops　wcre　hcld　ill

thc　PhilipPincs（October　1－32012），Peru（lanuary　l5－18

2013），and　Romania（February　21－232013）．All　were　well

received　and　employed　thc　standard　f（｝rmat　of　three　IFFS

spcakcrs　working　within　a　framework　coordillated　with　na－

tional　member　socictics．　The　gracious　support　of　Ferring

Pharmaceuticals　provides　stability　fbr　conti肌lation　and

expansion　of　this　signature　program・

　　　一　　Professor　Bruce　Dumphy　（Fertilit＞r　Society　of

Australia）describes　the　exciting　new　online　education－

al　resource　with　which　IFFS　is　intercalated．　Spollsored

by　Ferring　through　an　award　to　Elsevicr，　this　resource

（http：／／www．iffS－Uit．com）provides　scientific　articlcs　of

great　relcvancc．　Information　provided　at　IFFS　workshops

may　be　placed　online，　leveraging　thc　educational　values　of

thOSC　prOgramS．

2

　　　一　　Fernando　Zegers　（Chilean　FertiliW　Socicty）　re－

ports　good　news　from　the　American　Court　on　Human
Rights．　Laws　prccluding　ART　in　Costa　Rico　were　abroga〔ed

by　the　c〈｝urt．　Not　only　that，　but　the　governmcnt　of　Costa

Rico　was　instructcd　that　providing　ART　to　its　citizens　was

a　component　of　their　human　rights．　Although　IFFS　has　no

member　society　ill　Costa　Rica，　our　organization　has　fbl－

lowed　this　case　carefully　given　its　potential　ramifications，

supporting　the　many　hldividuals　like　Professor　Zegers

from　our　mcmber　societies　who　were　involved．

　　　IFFS　officers　are　deeply　involvcd　in　the　scientific　and

social　program　for　IFFS　2013，　to　be　held　October　l　1－17

and　hostcd　by　our　mcIlnber　society　American　Society　for

Reproductive　Medicine（ASRM）．　Its　location　in　Boston，

the　hub　of　Amcrican　history，　is　exciting．　The　city　has　a

new　and　expansive　convention　ccntcr，　located　on　the　wa一
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NEWSLETTER
　IN↑ERNATIONAL　FEOERATlON
　　　OF　FERTILITY　SOCIETIES

Edlor　ln　Chl前：Gabrie［de　Ca［dolle

Editorial　80a耐：BasilTarlatzis；Paul　Devroey；Mo’Cse　Fiadjoe

Please　send　your　oon量ribUtien　te：Gabriel　de　Cando‖e

6，rue　de　Candol｝e－1206　Geneve－Switzerland

Pho［e：＋41227815380－Fax：＋41227815467
E－mail：gabrieldecandelle＠vtx．ch

Member　Societies　and　readers　are　invited　to　send　allcomments，　reports　or　articles　ot

800－1200words　no　later　than　l＄t　February　for　the　Spring｜ssue　and　lst　July　forthe

Autumn　lssue．　The　views　expressed　in　artic［es　inthe　IFFS　News［etter　are　those　of　the

avthors　and　do　not　rlecessarily　reflect　the　officiai　viewpoint　of　IFFS．
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　　　　　　　　　　　　　　　　varian　rcscrve　tests　prcdict　the　magni－

　　　　　　　　　　　　　　　　tude〈）f　ovarian　rcsI）onses　in　ART，　not

　　　　　　　　　　　　　　　　the　feclmdity　of　women．　The　con　fu－

sion　stellls　from　thc　fact　that　agillg　is　a　collfolln（1ing　fac－

toL　This　cnduring　confusion　just．ifies　replacir】g　thc　term

of　owaliα’rt　reserve－to（｝mislcadin9－for　that　of　olノαγゴαηre－

・印）0η∫ぞtestln9・

Age－related　decline　in　oocyte　qUality

eocyte　quality

A

岬，

oocytg　qasantity

8

唖

Fig・1二Paraliel　age－related　decrease　in　ooCyte　qualjty｛A）and　quantity（B）．

From　Sunderam　S．　et　al．2012（A）i　and　Faddy　MJ．　et　al．1992（B）2，

　　　The　results　of　ART　declinc　in　womell　37　ycars　of　age

and　older（Fig．　IA）1．Conversely，　thc　olltcome　ofdonor－cgg

ART（DE－ART）remaills　rclnarkably　constant　until　thc　age

of　45－50　years（Fig．1A）and　beyondi．　This　strikingly　illdi－

cates　that　the　poorer　pregnancy　ratcs　secn　in　older　womell

in　regular　ART　result　froin　an　agc－related　decline　in　oocyte

qualit｝c　The　DE－ART　data　therefore　disUnctly　alld　fbrcefUl－

ly　refute　the　bclief　that　the　sharp　increase　ill　ITハiscarriagc

rates　secn　in　older　womell　stems　fronl　utcrine　aging．

Age－related　decline　in　oocyte　quantity

　　　In　an　extensive　work　that　took　years　to　complctc，　Gou－

geon　ct　aL　quantiHed　by　histological　analyscs　the　age－re－

latcd　decline　in　primordial　fbllicles（oocytes）present　in

the　ovary2．　These　investigators　reported　that　the　oocytc

decline　is　bimodal　ill　nature2．　First　there　is　a‘stow　dePtetion’

phase　fbllowcd　by　the‘γαμ4磁ρ抱言oη’phase，　starting　in　thc

late　reproductivc　years（Fig・1B）2・The　acceleratcd　oocyte

loss，　or’rapid　deptetion，　commonly　starting　at　37　ycars　of　agc

（Fig・1B）is　initiated　by　the　number　of　primordial　fbllicles

I”emaining（＜25，000　total），not　by　agc　itsclf㌔

COS　response　and　fecundity

　　　From　incept，　ART　has　reIied　on　ovarian　stimulation

fOr　ilnproving　outcome　through　multiple　ovulations　and

multiple－oocyte　harvests．　Over　the　years，　ovarian　stimula－

tion　for　ART－known　as　controtled　ovarian　stimu　lation（COS）

lntsrn811enal　Federatton　ot　FffrllTity　SGC［etles

‘Ovarian　Reserve，

a　term　bOUnd　fOr　COnfUSiOn

一 has　becolne　a　sciencc　in　its　owll　righしCOS　rcsponscs

declinc　with　age，　with　an　increasing　risk　of　so－callcdρooγ

々ψoη5ε5（COS　yielding≦300cytes）’l　il）older　women．　A

parallel　was　thlls　rapidly　drawll　bctwecll　thc　age－related

declille　in　oocytc〔luality　and　thc　meagcr　COS　responses

often　seen　in　these　womenl”．　Logically，　the　quality　of　COS

respollse－all　expressioll　of　oocytc　quantity－was　seen　as

predicting　ART　outcoIne　and　ill　a　broader　sense，　the　fe－

ctindity　of　womcn6．　This　ult三mately　gave　credcnce　to　the

conccpt－erroneous，　as　wc　will　see－that　oocytc　quality

（pregnancy　chances　in　ART）and　quantity（COS　respons－

es）are　inherently　linked7．

The　ovarian　endometriosis　anCt　fertile

oecyte　donor　medelS

　　　Thc　COS　response　in　ART　does　not　prcdict　oocyte

quali巧and　ART　olltcome　in　two　models　in　whom　the　oo－

cytc　decrease　is　age－independent：

L　　In　ovarian　endolnctriosis，　the　ovarian　responsc　to

　　　Cos　is　dramatically　re〔hlce〔18，　blltART　outcome　is

　　　cquivalent　to　that　of　age－matched　controls．

2、　Certain　fertile　women－oocyte　donors　in　France－

　　　have　COS　yields　that　are　markcdly　below　average

　　　without　reduction　ill　oocyte　quality　9．

Ovarian　reserve，　a　term　bound　for　confusion

　　　Ovarian　reserve　pararneters－basal　FSH　and　AMH　lev－

els　and　theαγ～Zrαりわ『1π克count（AFC＞－predict　the　Inagni－

tude・f　COS　responses．

　　　For　simplicity　sake，　we　usc　a　three－color　coding　system

fbr　interpreting　ovarian　rcscrvc　data（Fig．2）．Any　appa．r－

entlink　betwcen　COS　rcsponse－　by　extension，　ovarian　re－

scrvc　tcsting－and　ART　outcome　results　from　a　confound－

ing　effect　of　age，　not　form　a　true　independent　association．

Color　coding　of　ov昼rlan　reserve　data．　At　Cochin、　we

measure　FSH／E2，AFC　and　AMH　in　a旧nfertiljty　patjents．

FSH
AFC
AMH iO、54轟9／mk

＼　　　　　ノ

Fig．2：0varian　reserve　testing　in　ART　patients．
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Conctusion

　　　Ovarian　reserve　testillg－an｝・parametcr　used－pre－

dicts　thc　magninlde　of　ovarian　responses　in　ART，　not

fecundity．　Yet，　an　cnduring　collfUsion　erroneously　illter－

twines　the　issucs　of　oocyte　quality～and　quantity　ill　ART　be－

cause　aging　is　a　cofounding　factor　causing　a　concurrent

decline　ofboth　oocytc　quantity　and　quality．　The　term　ovαr－

iαn　reserve，　as　catchy　as　it　may　be，　is　part　of　the　confusion．

It　should　be　replaced　fbr　the　morc　descriptivc　and　less

dcceiving　one　of　ovαnLαn　reSponse　testing・

Dominiquc　de　Zicgler，　MDi・3

Anna　Raggi，　MD］

Nicolas　Vullicmoz，　MD2

Pictro　Santulli，　MD　l

Vanessa　Gayet，　MDl

Charles　Chapron，　MD1

lUniversit6　P（lris　Des⊂or亡e∫、　Pσris　Sorわome　Ci亡6－Assis亡ance　Pubiique

H6pitoux　de　Paris，　CHU　Co⊂hin，　Deρ亡ofOb　Gyn　and　Reproductive　Medi－

dne，　Porls，后nce，

2　Unit6　de　m6decine　de　ia　repr。duction　（UMR）－Centre　Hosρita’ier・Uni－

versitaire　Vaudois　（CHUV），　Lausonne　Suisse．

」Address　for⊂orreSPondence：

Dominique（ゴe　Ziegfer，∧4D

Professor（］nd　Head

Re‡）roductive　Endocrinologγand’nfe「亡ili亡y

Se「vice　de　Gyn〔ico／og／e　Obs亡〔5亡riq〔」e〃

Gro叩e　d’h6ρi亡σux　Paris

Cen亡re　Cochin　Broco　H6亡el　Dieu

H6pi亡（］／　（：0⊂hin

53．Avenue　de／’Observ（］亡oire

750i4P（］risJ　Fr（コnce

E－maii：　ddeziegte＠orσnge．fr
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201126：16／6－24，

5．　　　　HowVes　C∧4，∫σunders　H，　Aiam　V，　Engr（］nd　R　Predictive　factors

and　a　corresponding　trea亡ment　a／gorithm　for　contro〃ed　ovariσn∫timuiation

in　pOtien亡S亡rea亡ed　With　reCOmbinan亡hUman　fC）”1⊂／e　StimUiO亡ing　hOrmOne

（fo〃itro／）in　aifa）during　assi∫ted　ret）roduc亡ion亡echno’ogy（AR了フpro⊂edures．

An・ona／ysis　of　l　3ア8　patien亡s，　Curren亡medico’research　and　opinion

2006；22：90アー18．

6．　　van　den　Boogaord　NM，　Hompes　PG，　Barnhart｝くe亡σL　The

progno∫tic　profiie　ofsubfertile⊂ouptes　and亡reatmen亡ou亡come　after

eXpeCtant　managemen亡，・in亡raU亡erine・i〔SeminatiOn　and　in　vitrO　fertiJiSa亡iOn：

a　study　proto⊂ol㍍亡he　me亡a－analysis　ofindividual　patient　data，　BYOG

20／2；1／9：953－7，

7．　　　　　　　Hol亡e　Y，　Brodin　T，　Bergtund　L，　H（コdziosmanovi（：N，　Otovs∫on　M，

Bergh　1：An亡rai　f（）〃icle　coun亡sσre∫亡ronglyσ∬o⊂ia亡ed　wi亡h　live－bir亡h　ra亡es

after　assisted　reprOduCtion，　wi亡h　SuperiOr　treO亡menωu亡COme　ln　wOmen

with　po／ycys亡ic　ovaries．　Fer亡〃5亡erit　20　t　l；96：594－9．

8　　　　　de　Ziegier　D，　Borghese　B，　Chapron　C　Endometriosis〔］nd　inferti－

lit）！l　p（コthophysio／ogy（］nd　m（］nagemen亡．　L（］r〕⊂e亡2010：376：730－8．

9．　　de　Ziegter　D，　de　MOUZOn∫，　FOuque　P，　e亡0／．　Mu／tiplying　reCipien亡S

t）（］ire（ゴwl亡h　oo⊂y忙e（］onors　op亡imizes　the　use　ofdono亡ed　oocン花es．　Fertiii亡y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tand　s亡erility　20／’：95：／633－8
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he　Elsevier　IFFS－UIT　Resource　Cen－

tre　was　launched　in　Mav　2012　and　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

fundcd　by　thc　International　Federa一

tioll　of　Fertility　Societies（IFFS）and　Ferring　Pharma－

ceuticals．　It　contains　a　number　of　educational　tools，

such　as　the　Netter　image　bank，　from　where　you　can
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　download　Nettcr　imag一

es　as　PDF　files　or　by　uti－

lizing　thc　slide　makillg

tOOI　eaSily　Create　image

slides　for　I〕resentation．

The　resourcc　ccntre　is

published　by　Elscvier

under　the　umbrella
of　Reproductive　Bio－

medicine　Online　and
hosts　open－access　and

pccr－revicwed　　educa－

tiOnal　material　On　in－

fertility　treatment・Pro－

fessor　Bruce　Dunphy
has　been　appointed　as

Online　Educational　Resource
Bruce　Du叩hy　MD

the　Editor　alld　the　editorial　board　is　expanding　with

experts　from　around　the　globe．

　　　Content　was　initially　pubhshcd　in　Ellglish，　and　is　now

available　in　Japanese，　Chincse，　Spanish，1）ortuguese　and

Russian．　The　resom℃e　centre　coIltains　featllre　and　origi－

nal　pcer－reviewcd　researcll　articles，　presentations　in　au－

dio，　slides　and　vidco　matcrial　from　IFFS，　UIT　and　other

academic　symposia，　intcrvicws　with　experts，　high　resolu－

tion　Netter　images，　ncws　and　a　list　of　conferences．　Netter

lmages　can　be　downloadcd　fbr　persollal　usc　such　as　f（）r

paticnt　education，　conference　posters　and　presentations

providcd　the　source　of　the　image　is　acknowledged．　We

anticipatc　dcveloping　a　Resource　Centre　App　in　the　near

fumre．
　　　The　rest）urcc　cenロ℃αm　be丘）und　at　htq〕：／／w“vw．ilifs－｛ritcom．

Wc　invite　you　to　explore　and　make　full　use　of　this　wonder－

ful　and　growing　educational　rcsource．　Wc　also　welcome

any　suggestions　regarding　additional　content・

●
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　　　　　　　　　　　　　　　　1・・oct．・bcr　l－3，2012，　thc　sec・ndJoint

　　　　　　　　　　　　　　　　IFFS－PSREI　meeting　was　held　in　Ma－

　　　　　　　　　　　　　　　　nila，　the　Philipl）ines．This　event　was

supPorted　in　part　by　all　educational　grant　from　Ferring

Pharlnaccuticals，　inc．　During　this　meeting　sevcral　topics

wcrc　prescllted　incl⊥1ding：Polycystic　Ovarian　Syndrome，

Endometriosis，　Controlled　Ovariall　Hyperstimulation，

Controversics　in　InfeI－tility，　Concerns　in　ART　and　the　Sci－

ence　of　ART　A　Ferring　Lunchcon　Symposium　was　organ－

iscd　on　the　Megaset　study

　　　Under　the　guidance　of　the　organising　committee，　an

interactive　mccting　was　planned．　D仁Joan　Tan－Garcia　was

the　General　ChaiエMore　than　two　hundred　delegatcs　at－

tcnded．

　　　The　topic　of　reseal’ch　activitics　was　addrcsscd　with　a

scssion　on　the“ART”of　research．　In　this　scssion，　thc　maiIl

f（）cus　was　inlprovcd　perfbrmance　in　scientific　activities．　In

considering　publishing　rcsearch，　it　is　of　paramount　iln－

portance　to　decide　what　topic　to　fbcus　on．　With　this　in

mind，　the　first　presentation　of　the　session　was　related　to

the　design　of　a　study・Scvcral　aspects　can　be　analyzed　such

as：a　mechanistic　studv　to　find　the　interaction　between　scv一
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
eral　points　of　rcsearch，　a　pilot　study　to　confirm　feasibility，

and　finally　the　rolc　of　a　randomized　controllcd　trial．　If

the　study　design　is　vcry　wcll　planned，　it　lends　itself　to　be－

ing　Published’　It　is　also　beneficial　Ibr　a　prospective　ran－

domized　trial　to　be　pcrfbrmed　according　to　the　cxisting

standards．　The　methodology　of　performing　a　prospectivc

randomized　trial　was　presented　at　the　meeting，　cspccially

as　rclatcd　to　thc　study　design．　The　most　interesting　study

dcsign　is　a　two　arm　stlldy　with　onc　primary　endpoinしDe－

pcnding　on　the　outcome，　it　is　easy　to　calculate　thc　Ilunl－

ber　of　patients　who　have　to　bc　included　ill　thc　two　arms．

It　was　discussed　dllring　thc　meeting　that　this　stu（ly　design

is　crucial．　As　an　example　of　a　correct　study　design，　one

could　analyze　the　delivery　rate　of　a　day　thrce　versus　day

five　embryo　in　wOI）lel｝lcss　thal】thirty－six　years　of　agc，

tntern．etiena】　F白deTeliDn　of　Fθttilltv　SCcieties

Education
Paul　Devroy　MD，　PhD

lFFS　Director　ot　Medical　Education

undcrgoing　thc　same　stimulation　protocol　and　rcplacing

only　olle　embryo．　The　ollly　variable　in　this　condition　is　a

day　three　verslls　day　five　embryo．　This　study　answcrs　very

clearly　if　the　replaccmellt　of　day　three　versus　day　five　enl－

bryos　initiatcs　similar，　significantly　lower　or　highcr　ongo－

mg　pregnancy　rates・

　　　If　the　study　design　provides　intercsting　data，　therc　arc

different　aspects　which　have　to　be　takcn　into　account：how

to　write　all　abstract，　how　to　write　a　papcr，　how　to　pres－

ent　an　abstract　and　ho、v　to　give　a　lecture・For　any　young

researchcr，　either　a　cliniciall　or　scientist，　their　perfbr－

mance　ill　these　previously　described　tasks　is　of　vital　im－

portance・

　　　Onc　of　the　most　neglected　aspccts　related　to　the　topic

is，　how　to　give　a　lecture．　Most　scientific　organisations　do

not　addrcss　the　logistics　of　the　presentation，　most　of　the

Podia　are　badly　organised，　slide　prqjcctions　arc　not　han－

dled　properly，　the　mobility　of　thc　speaker　is　restricted　and

〔he　intcraction　witll　the　audience　is　Iimited．　Needless　to

say，　the　time　limitation　has　to　be　respected．　The　golden

nllc　is　one　slide　per　mimlte　and　seven　lines　pcr　slide．　Carc

has　to　be　taken　regarくling　color　distribution．　Durillg　this

scssioll　all　these　topics　were　explained　ill　depth・

　　　The　feedback　from　tlle　members　of　the　audiencc　con－

firrned　thc　valuc　of　this　session　and　su99ested　that　this　ex－

perimcnt　be　repeated．　The　presenters　of　this　session　wcrc

Dr．　Nicholas　Polyzos，　MD，　PhD　and　Dr．　Dominic　Stoop，

MD，　PhD　and　Pro£Dr．　Paul　Dcvroey，　MD，　PhD．

　　　Early　this　year　an　IFFS－UIT　Meetillg　was　held　in　Cluj

Napoca　Romania　the　21－230f　February　2013．　Tbe　meet－

ing　was　organised　by　the　Romanian　Socicty　of　Obstetrics

and　Gynaecology　in　collaboration　with　thc　Polish　Gynae－

cology　Socie甲The　mccting　was　extremely　well　attended

by　more　than　200　participants．　There　were　five　sessions

in　total．　The　scssions　dealt雨th　several　aspects　of　repro－

ductive　medicine，　such　as　Evidence－based　Medicine，　From

5
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Consensus　to　Clinical　Practice，　Meet　the　Experts，　From

EfHcacy　to　Safety，　and　PCOS．　Thc　question　and　answcr

scssions　wcre　very　Iively　and　dcbated　oll　the　dil’1’erent

topics．　Undcrstanding　evidcnce　was　discussed　at　length

while，　Embryo　Quality　and　Implantation，　Assessing　Em－

bryo　Competcnce，　thc　Role　ofAMH，　and　Ovariaii　Endo－－

metriosis　evoked　livelv　debate．

　　　There　was　a　sharp　debate　cor）cerning　ovarian　stilnu－

lation　protocols　with　mixcd　protocols　or　mono　therapy．

The　hormonal　aspects　of　thc　rolc　of　progcsterone　and

the　occurrence　of　OHSS　were　also　presented．　Full　atten－

tion　was　given　to　PCOS　syndrome　especially　as　related

to　thc　Rottcrdam　Criteria．　The　day　before　the　meeting，

arehearsal　fbr　interested　speakers　was　organized．　It　was

fasCinating　to　observe　that　the　speakers　expressed　the

benefits　of　this　rehearsal．　The　rehearsal　fbcused　on　how

to　do　thc　study，　how　to　writc　the　slides　and　how　to　pres－

ent　thc　slides．

●

●

●

Historic　Decision　of

曲elnter・－American　Court　of　Human　Rights

that　human　embryos　had

challenged　that．

osta　Rica　is　the　only　collntry　where　a　Su－

preme　Court　has　ruled　against　the　use　of

ART　for　infertility　treatmcnt　by　arguing

　　　　　　rights　of　actual　persons　and　IVF

　　　After　almost　10years　of　apPeals　the　case　reached　the

Inter　American　Court　of　Human　Rights．　As　independent

Expert　to　the　court　I　can　report　on　the　December　20th

verdict　obliging　Costa　Rica　to　restore　ART　and　make　it

availablc　in　the　national　health　system　on　the　groullds　of

non－discrimination　against　those　who　cannot　1）a｝㌧

Femando　Zegers－Hechschild　MD

　　　一infセrtility　is　a　disease　（the　VLHO　deHnition）　that

generates　disability　and　fbrbidding　IVF　is　discrimination

against　thosc　with　disability．

　　　－the　protection　to　which　embryos　are　entitled　is

achicved　by　the　I）rotection　of　pregnant　women　froln　im－

plantation，　thc　time　from　which　the　pregnantwoman，　and

not　the　cmbryo，　has　the　right　to　life．

　　　－the　rights　ofwomen　to　be　protected　by　international

laws　do　not　eqしlally　apply　t〔〕embryos　and　women’s　rights

should　not　be　jeopardized　by　actions　to　protect　embryos．

　　　This　historic　decision　will　open　new　avenlles　ill　the　de－

』1sc　ofwomcn’s　rights　in　the　Americas．

　　　The　verdictgoes　further　alld　cxplicitly　cstablishcs　that：

　　　一　reproductive　rights　arc　part　of　human　rights　and　that

the　rights　to　f（）und　a　family　and　to　privacy　and　autonomy

to　livc　one’s　life　must　prevail．

●
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IVF　Pioneer　Robert　Edwards　Dead　at　Age　87

　　　rVF　pioneer，　Robert　Edwards，　passed

away　on　April　lO，2013．　Commenting　on

bchalf　of　the　Intcrnational　Federation　of

Fertility　Societies，　IFFS　Prcsidcnt　Professor

Joe　Leigh　Simpson　said：

　　　“The　International　Federation　of　Fertility　Societics

mourns　the　death　of　Nobel　Lallreate　Sir　Robert　G　Ed－

wards，　who　with　Patrick　Steptoe　produccd　the　world’s　first

rVF　baby　and　contributed　to　reproductive　biology　in　nu－

merous　other　ways．　His　sllccess　in　rVF　was　ollc　of　the　20th

centurゾs　great　medical　feats，　pursued　at　lollg　odds　and

despite　great　opprobrium．　He　laid　the　groundwork　for　in－

fertile　couples　worldwide　to　have　childrcn，　with　1・4　pcr

cent　of　all　babies　in　Europe，　North　America　and　Australia

now　born　by　assisted　reproductive　technologies　started　by

Professor　Edwards．　He　will　be　grcatly　misscd”．

　　　IFFS　Board　Member，　Dr　David　Adamson（Palo　Alto，

CA，　USA）said：

　　　“Professor　Sir　Robert　Edwards’death　marks　thc　pass－

ing　of　an　era　he　created　with　Dr　Patrick　Steptoe　when

their　research　and　treatmen〔resulted　in　the　birth　of　Lou－

ise　Brown，　the　world’s　first　rVF　baby　in　l978．

　　　　　　　　　　　　　　　Bob　Edwards　was　a　brilliant　pioneer　who

　　　　　　　　　　　　dcvoted　his　life　to　challenging　established

　　　　　　　　　　　　scientific　pcrccptions　about　reproductive

　　　　　　　　　　　　biology．　He　was　innovative，　persistent　and

　　　　　　　　　　　　exciting　ill　his　work　and　discoveries，　all　of

　　　　　　　　　　　which　was　recognizcd　with　his　being　award－

ed　the　Nobel　prizc　for　physiology　or　mcdicine　in　2010．

　　　Professor　Edwards　crcated　a　llcw　medical　technology

that　has　resulted　ill　the　birth　of　approximately　5　million

babies　from　F㌧T，　but　also　changed　how　we　saw　our　world

and　human　reproduction．　Hc　also　inspired　a　new　genera－

tion　of　physicians　and　scientists　to　continue　on　with　the

work　hc　startcd．　He　was　revered　and　loved　by　those　who

knew　him．

　　　Bob，　as　he　was　widcly　known，　was　a　colleague，　friend，

supporter　and　inspiration　to　many．　His　sense　of　humor

and　wonder　was　enjoyablc　and　contagious．　He　made　all

around　him　better．　His　genius，　compassion　and　commit－

mellt　will　be　missed　by　Inany，　many　physicians，　scientists，

patients，　and　ordinary　people　whose　lives　he　has　touched

and　changed　around　the　world”．

●

●

●

1

Women，s　Health

Geneva　2014

　　　Thc　IFFS（Intcrnational　Federation　of　Fertility　Soci－

eties）togcthcr　with　Women’s　Health（Thc　Swiss　Societ－

ies　fbr　Reproductive　Medicine　and　fbr　Menopause）are

organizing　a　congress　with　technical　supPort　from　rele－

vant　Departments　within　the　World　Hcalth　Organization，

Headquarters，　Geneva．“Life　style，　toxicants　and　environ－

ment：Influence　throughout　Reproductive　life”will　take

placc　January　g　and　10，2014　in　Gcncva，　Switzerland，　at

the　Centre　International　de　Conf亡rence　Genさve，　CICG．

　　　Intcrnational　and　natiollal　specialists　in　the　field，　in－

cluding　clinicians，　reproductive　endocrillologists，　embry－

ologists　and　toxicologists　will　together　address　and　dcbate

these　issues．　Adverse　effects　of　knowll　or　suspected　factors

on　rcproductive　life，　from　conccption　to　mcnopausc，　will

be　presentcd　and　discusscd．　An　attempt　will　be　madc　to

reach　consensus　on　current　status　and　gaps　in　basic　and

clinical　knowledgc．

●

●

●

●
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INTERNATIONAL　FEDERATION　OF　FERTILITY　SOCIETIES

IFFS　SECRETARIAT　OFFICE

19MANTUA　ROAD，　MT．　ROYA」NJ．08061

TEL．：＋18564237222，　FAX：＋18564233420

E－MAIL：SECRETARIAT＠IFFS－REPRODUCTION，ORG
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　　2013年4月、N本医師会は公i難1繍溝災’£移行し、それに伴い、日本医師会医蜻難燈懇i…雛、

　　　厚生労働憲の詩靱を劉灘載曝醸叢灘蓬基翁く特定保険業として再スタートじま繋灘講繋難

こ縫襯鰹購灘難鯉懸腰鋤年金犠騰灘騰離

0医師年金は積立型の私的年金で、現役世代が高齢者を支える公的年金とは異なります。

②ご希望の年金額を受けるため、自由に保険料を設定・変更できます

9保険料の支払い途中、子どもの育英資金が必要になった時は「育英年金」、ケガや病気で
　診察できないときは「傷病年金」として受け取ることができます。

④満64歳3カ月までに加入申込書が日本医師会に到着すれば、加入可能です。

⑤通常満65歳からの年金受取開始時期を、最大満75歳まで延長でき、延長中も希望により

　保険料を払い続けることができます。

0年金の受け取りは、終身年金・確定年金など4コースの中から、受取開始時に選択できます。

⑦事務手数料が少額なので、効果的に保険料が積み立てられます。

＝ ・　　　　　　　　　　］

①所属医師会における選挙権・被選挙権を得ることができます。

②日本医師会医師年金（任意）に加入することができます。

③日本医師会医師賠償責倒呆険（任意）に加入することができます。

④日本医師会図書館が利用でき、検索コピーサー一ビスを安価で受けることができます。

⑤全国500近いホテルに割引で宿泊できます。

⑥日本医師会生涯教育制度に参加できます。

●

●



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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