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lFFS／JSRM　International　Meeting　2015

　第60回日本生殖医学会学術講演会

1・会議名称：英語名称　IFFS／JSRM　lnternational　Meeting　2015

　　　　　　　日本語名称　国際生殖医学会・日本生殖医学会学術集会2015

2。テ　ー　マ：New　Insights　and　Innovations　in　Reproductive　Medicine－From　Asia　to　the　World

　　　　　　　第60回日本生殖医学会テーマ：

　　　　　　　生殖医学と生殖生物学の新たな潮流一哺乳動物生殖現象の普遍性と多様性一

3．会　　　期：2015年4月26日（日）～29日（水）

4．会　 場：パシフィコ横浜

5．主催責任者：会　　長　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教授）

　　　　　　　名誉会長　吉村　泰典（慶鷹義塾大学名誉教授）

6．併　 催：第60回日本生殖医学会学術講演会

　　　　　　　会　　長　今井　　裕（京都大学農学研究科教授）

7．開催日程：
1 午　前 午　後 夜

4
月
2
5
日
（
土
）
1

日本生殖医学会／IFFS

　　意見交換会

14月26日（日）
Opening　Ceremony
Special　Lecture

Keynote　Lecture

　Topics　Session

　Luncheon　Seminar

Sponsored　Symposium
　　Topics　Session

　Oral　Presentation

　　Poster　Tour

Welcome　Reception

Oral　Presentation

　Poster　Tour
第60回日本生殖医学会

　　シンポジウム

第60回日本生殖医学会 第60回日本生殖医学会

4月27日（月）

　　　　学術講演会一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一－’AW－←一一一●●■≡一▼≡一一 　　　　学術講演会≡一一・．一一●一“胃・テー．・一・一．，・一・・一・・．・…■≡・．・…．・“．．・

Lunche皿Seminar
Poster　Tour

Poster　Tour

Luncheon　Seminar
Special　Lecture Sponsored　Symposium
Keynote　Lecture Topics　Session

4月28日（火） Topics　Session Oral　Presentation Banquet
Oral　Presentation Poster　Tour

Poster　Tour 第60回日本生殖医学会
シンポジウム

4月29日（水）

Special　Lecture

Keynote　Lecture

Topics　Session

Oral　Presentation

Closing　Ceremony

JSRM専門医講習会
JSRM市民公開講座

Poster　Tour
Medical　Tour



8．tFFS　Special　Lectures

SL－1

SL－2

SL－3

9．　Keynote　l＿ectures

KL1

KL2

KL．3

KL．4

KL・5

KL－6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者

IFFS　activities

IFFS　President，　USA　　　　　　　　　Joe　Leigh　Simpson

Standard　and　Practice

IFFS　President　Elect，　UK　　　　　　　　Richard　Kennedy

Educati皿of　ART

Director　of　Medical　Education，　Belgium

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　Devroey

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者

Uterus　Transplantation　from　Live　Donor：

Technique　and　Long・term　Outcome　of　the　First　Case　Series

University　of　Gothenburg，　Sweden　　Mats　Brtinnstr6m

Kisspeptin　as　a　Key　Player　for　the　Central　Control　of　Gonadotropin　Release

東京大学　　　　　　　　　　　　　　前多敬一郎

Mechanism　and　Reconstitution　in　vitro　of　Mammalian　Germ　Cell　Development

京都大学　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　通紀

ART　in　Low　Resource　Countries

AI　Azhar　University，　Egypt／FIGO　Past　President

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamal　I．　Serour

In　Vitro　Spermatogenesis　using　an　Organ　Culture　Method

横浜市立大学　　　　　　　　　　　　小川　毅彦

Recent　Medical　Treatment　for　the　Patients　from　Outside　Thailand

The　Royal　Thai　College　of　Obstetricians　and　Gynaecologists，　Thailand

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Somboon　Kunathikom

座長

吉村　泰典

苛原 稔

久保田俊郎

　　座長

石原 理

倉智　博久

今井 裕

武谷　雄二

　　　　　　　　　　市川　智彦

（Especially　for　ART）

木村 正

10．Topics　Session

ヘ
ノ
ヘ
ノ
）
＼
ノ
’
）
）
）
、
ノ
）
）
）
、
ノ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
11
ー
ユ

ー
ユ

Stem　cell　and　Reproduction

Endometriosis

Endoscopic　Surgery

Immunology　of　reproduction

Quality　and　Safety　in　ART

Future　ART

Oocyte　Aging

Premature　Ovarian　Failure＆Low　responders

Management　of　PCOS

Oncofertility　and　reproductive　conservation

Ethics

Male　infertility

Implantation：Molecular　Mechanism＆Management



　14）　Cryopreservation

　15）Reproduction　and　Infectious　Disease

11．第60回日本生殖医学会学術講演会　プログラム

　　1）生殖医学会第60回学術講演会記念講演　　吉村　泰典（慶鷹義塾大学名誉教授）

　　2）会長講演　　今井　　裕（京都大学）

　　3）招請講演

　　　　・初期胚の細胞分化と個体形成を制御する機構　　洪　　　実（慶雁義塾大学）

　　　　・生殖細胞形成過程のエピジェネティック制御　　河野　友宏（東京農業大学）

　　4）教育講演

　　　　・性の決定・分化機構　　　　　星　　信彦（神戸大学）

　　　　・哺乳動物着床のメカニズム　　今川　和彦（東京大学）

　　5）シンポジウム

　　　　・1．子宮移植の臨床的展開

　　　　　　　　菅沼　信彦（京都大学）

　　　　　　　　木須　伊織（慶鷹義塾大学）

　　　　　　　　湯沢　賢治（国立病院機構水戸医療センター）

　　　　　　　　林文子（京都大学）

　　　　　　　　松本亜樹子（NPO法人FINEの会）

　　　　・2．生殖細胞の恒常性と分化

　　　　　　　　小林　　悟（基礎生物学研究所）

　　　　　　　　松居　靖久（東北大学加齢医学研究所）

　　　　　　　　吉田　松生（基礎生物学研究所）

　　　　　　　　大保　和之（横浜市立大学）

　　　　　　　　林克彦（九州大学）

　　　　・3．受精に関する最近の話題

　　　　　　　　年森　清隆（千葉大学）

　　　　　　　　宮戸　健二（国立成育医療研究センター）

　　　　　　　　原山　　洋（神戸大学）

　　　　　　　　伊川　正人（大阪大学）

　　　　・4．妊娠認識と着床

　　　　　　　　杉本真由美（畜産技術協会動物遺伝研究所）

　　　　　　　　木崎景一郎（岩手大学）

　　　　　　　　廣田　　泰（東京大学）

　　　　　　　　藤原　　浩（金沢大学）

　　　　　　　　杉野　法広（山口大学）



・ 5，高品質胚生産のための体外培養系の構築

　　　　栗原　裕基（東京大学）

　　　　浜谷　敏生（慶鷹義塾大学）

　　　　池田俊太郎（京都大学）

　　　　岩田　尚孝（東京農業大学）

　　　　橋本　　周（IVFなんばクリニック）

・ 6．初期発生のエピジェネティック制御と恒常性維持

　　　　岡田　由紀（東京大学）

　　　　宮本　　圭（Welcome　Trust／Cancer　Research　UK　Gurdon　lnstitute）

　　　　大杉　美穂（東京大学）

　　　　畑中　勇輝（理化学研究所）

　　　　塚本　智史（放射線医学総合研究所）

・ 7．生殖細胞・生殖器官の凍結保存と体外培養

　　　　枝重　圭祐（高知大学）

　　　　兼子　　智（東京歯科大学市川総合病院）

　　　　岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院）

　　　　加藤　恵一（加藤レディスクリニック）

　　　　杉下　陽堂（聖マリアンナ医科大学）

・ 8．卵母細胞の成熟と胚発生能

　　　　尾畑やよい（東京農業大学）

　　　　島田　昌之（広島大学）

　　　　倉橋　浩樹（藤田保健衛生大学）

　　　　松本　和也（近畿大学）

　　　　堀居　拓郎（群馬大学）

・ 9．着床前・新出生前診断の現状と将来

　　　　杉浦　真弓（名古屋市立大学）

　　　　左合　治彦（国立成育医療研究センター）



12．参加費

Categories 翌蹄㌔ 　　　Advanced
12月1日～3月13日

　　　On－site

4月25日～29日

Doctoral

IFFS　2015＆60th　JSRM←一一一一一一一一一一一一一一一一一一⇔一一一A“一一≡A一扉●一一≡≡■●←■一■

60th　JSRM（4月27日）

　　　JPY　40ρ00・・“’…㎡．一一一・≡一一一≡一一≡一≡一一一一舗←←一←一一

　　　JPY　15，000

　　　JPY　45，000－一一一一一　一一一一一一一一一一一一一－一●≡≡≡一一一一・一一一

　　　JPY　15，000

　　　JPY　55，000・…吟一司s－・」≡一一“→“一一一一一一一一一一＿一一＿一一一

　　　JPY　16，000

Non－Doctoral

IFFS　2015＆60th　JSRM－一一一一一一一一一一「一一一一－一一一≡．テP●．．．・・．・．．・．・・■一・－

60th　JSRM（4月27日）

　　　JPY　30，000・一一一一一一一一．一一一一一〔一一一←一〔一一一一一一一一一一一w

　　　JPY　15，000

　　　JPY　30，000－一≡一一一一一一一一一噛ロー一一一．≡一一一■一．’．⇒・・一㊨．

　　　JPY　15，000

　　　JPY　30，000－一一＝一一一“一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一≡

　1JPY　16，000

Accompanying　Persons JPY　5，000 JPY　5，000 JPY　5，000

Undergraduate　Students 一 一 Waived

Banquet　Reservation（4月28日） JPY　10，000 JPY　10，000 JPY　15，000

13．演題募集
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応募方法：学術集会ホームページよりオンライン登録（英語）

応募締切：2014年10月31日（金）（延長予定）

演題分類カテゴリー：

・ Art　In　Vitro　Fertilization

・ Art　Other

・Cancer

・ Contraception／Family　Planning

・Cryopreservation

・ Early　Pregnancy

・Embryo　Biology

・Embryo　Culture

・ Embryo　Transfer

・ Endometriosis

・Endometrium

・Environment　and　Toxicology

・ Female　Reproductive　Endocrinology

・ Female　Reproductive　Surgery

・ Female　Reproductive　Tract

・ Fertility　Preservation

・ Fertilization

・ Genetic　Counseling

・ Imaging

・ Implantation

・ Leiomyoma
・ Luteal　Phase　SupPort

・Male　Factor

・ Male　Reproductive　Endocrinology

・ Male　Reproductive　Urology

・ Menopause
・ Mental　Health

・ Nursing

・ Obesity　and　Metabolism

・Oocyte　Biology

・ Oocyte　Maturation

・ Ovarian　Function

・ Ovarian　Reserve

・ Ovarian　Stimulation

・ Oxidative　Stress

・ Polycystic　Ovary　Syndrome

・ Practice　Management

・Preimplantation　Genetic　Diagnosis

・Reproductive　Hormones

・Reproductive　Immunology

・ Sexuality

・ Sperm　Biology

・ Sperm　Preparation

・ Stem　Cells

・ Testes

・ Others



1・4．研修シール／ポイント発行について

　　1）生殖医療専門医更新のためのポイント

　　すでに生殖医療専門医の方で，IFFS／JSRM　International　Meeting　2015／第60回日本生殖医学会学術

　　講演会の両方に参加された方には，生殖医療専門医更新のためのボーナスポイント（50ポイント）を

　　加算

　　※IFFS／JSRM　International　Meeting　2015のみのご参加の場合は通常の5ポイントのみ加算

　　※第60回日本生殖医学会学術講演会のみのご参加の場合は通常の20ポイントのみ加算

　　2）日本卵子学会生殖補助医療胚培養士：IFFS／JSRM　International　Meeting　2015／第60回日本生殖

　　医学会学術講演会の2学会参加で，2回分のカウント

　　3）日本臨床エンブリオロジスト学会：認定臨床エンブリオロジスト資格2学会参加で，2回分のカ

　　ウント（日本卵子学会と同様）

　　4）日本産科婦人科学会：第60回日本生殖医学会学術講演会参加で10点，IFFS／JSRM　International

　　Meeting　2015参加で10点の各シール配付予定

　　5）日本産婦人科医会：第60回日本生殖医学会学術講演会参加で10点，IFFS／JSRM　International

　　Meeting　2015参加で10点の各シール配付予定

　　6）日本泌尿器科学会専門医教育研修単位



平成26年11月
会員各位

一般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　　理事長　苛原　稔

第59回～第61回日本生殖医学会学術講演会開催について

　拝啓　平素は本会事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます．さて，すでにホームページ，和文

誌等でもご案内申し上げておりますとおり，第59回学術講演会の開催が近づいております．加えて来春，

IFFS／JSRM　International　Meeting　2015と第60回日本生殖医学会学術講演会が併催での開催を予定して

おります．

　通常，本会の学術講演会は年1回，10月～12月の開催ではございますが，国際学会併催により，第59

回～第61回の会期が通常と少し異なっております．特にIFFS／JSRM　International　Meeting　2015と第60

回日本生殖医学会学術講演会の開催後は1年半程度会期の間隔が開きますので，その旨あらかじめご予定

くださいますようお願い申し上げます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

己ニゴ
ロ

第59回日本生殖医学会学術講演会

会長　石原　　理（埼玉医科大学産科婦人科学　教授）

会期　平成26年12月4日（木），5日（金）

会場　総会・学術講演会・懇親会：京王プラザホテル（東京都新宿区）

　　　7日（日）：市民公開講座：ラフレさいたま（埼玉県さいたま市）

公式ホームページ：http：／／www，jsrm．or．jp／jsrm59／

第60回日本生殖医学会学術講演会・　IFFS／JSRM　International　Meeting　2015

〈第60回日本生殖医学会学術講演会〉

会長：今井　　裕（京都大学大学院農学研究科　教授）

会期：平成27年4月27日（月）

会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

＜IFFS／JSRM　lnternational　Meeting　2015＞

名誉会長：吉村　泰典（慶塵義塾大学　名誉教授）

会長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科　教授）

会期：平成27年4月26日（日）～29日（水）

会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

公式ボー一・一一ム〔一ジ：http：／／iffs2015．umin．jp／

第61回日本生殖医学会学術講演会

会長　市川　智彦（千葉大学医学部大学院泌尿器科学　教授）

会期　平成28年11月2日（水）～4日（木）予定

会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

以上



2014年度生殖医療コーディネーター講習会開催について

　第59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研讃を目的とし，知識

の習得と認定者同士が相互に情報交換や連携をとって活動ができるよう生殖医療コーディネーター講習会

を行います．

　皆さま学術集会への参加も含め，ふるってご参加いただきますようお願いいたします．

　なお，本講習会への参加は生殖医療コーディネーターの更新要件の1つにもなります．

　また，今年度コーディネーターを申請された方は，本講習会とは別に開催される当該年度の生殖医療従

事者講習会への参加が望ましいとされていますので，そちらも是非ご参加ください（事前申込制です）．

生殖医療コーディネーター規約については本会ホームページ

　http：／／www．jsrm．or．jp／qualification／coordinator＿training．htmlをご確認ください．

　　　　　　　　平成26年11月

　一般社団法人　日本生殖医学会

　生殖医療従事者資格制度委員会

　　　　　　委員長　市川　智彦

生殖医療コーディネーター委員会

　　　　　　委員長　森　　明子

日時：第59回日本生殖医学会・学術講演会会期中

　　　平成26年12月5日（金）14：30～16：00

場所：京王プラザホテル　3Fグレースルーム

受講料：無料

　　　　事前予約等不要

タイトル：卵子提供を選択した患者と家族の支援について考える

形式：ワークショップ

話題提供者：2名

　　　　　「卵子提供を選択した患者の支援と課題」

　　蔵本ウイメンズクリニック　不妊症看護認定看護師　生殖医療コーディネーター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上貴美子

　　　　　「卵子提供を受けて妊娠した妊婦のケアと今後の課題」

　　国立成育医療研究センター　不妊症看護認定看護師　生殖医療コーディネーター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萩原　美幸

最新情報については随時本会ホームページ上にてお知らせいたします．



生殖医療の必修知識　刊行のご案内

　本会では，生殖医療専門医を目指している専攻医および生殖医療に携わっている一般医師や生殖医療専

門医を対象として，これまでほぼ3年ごとに「生殖医療ガイドブック」を刊行してきましたが，このたび

「生殖医療ガイドブック2010」をリニューアルし，装いも新たに「生殖医療の必修知識」を平成26年10

月に刊行いたしました．

　本会が総力をあげて作成・刊行した本書が，多くの生殖医療関係者に利用され，愛読されることを願っ

てやみません．

＜本書の特色＞

1．「生殖医療ガイドブック2010」のマイナーチェンジではなく，

項目やその内容を一新しています．

2．本会が「生殖医療の必修知識」の編集・製作・発行，の全てを

請け負っております．

3．日本専門医機構が定める専門研修プログラム整備指針に沿っ

て本会が現在作成している生殖医療専門医の「基本となる研修プ

ログラム」の解説書として本書が位置づけられています．

4．本書の内容は，生殖医療専門医の研修到達目標に沿ったものと

なっておりますので，生殖医療専門医の臨床研修や認定にご活用

いただけるものと思います．

ご購入ご希望の方は本会ホームページ（http：／／www．jsrmor．jp／）

よりご購入申込のほどよろしくお願いいたします．なお，第59回

日本生殖医学会学術講演会会場でも販売を予定しております．

〈主な内容〉

第1章　生殖生理

　　　　性の発生・分化とその異常

　　　　女性内分泌

　　　　男性内分泌

第2章　不妊症

　　　　不妊症の原因

　　　　不妊症の検査・診断

　　　　不妊症の治療

　　　　不妊症治療の副作用・合併症

第3章

第4章

第5章

不育症

不育症の原因

不育症の検査・診断

不育症の予防

臨床遺伝学

臨床遺伝学の基礎知識

遺伝医療の実践・カウンセリング

生殖医療と生命倫理

監修・編集：一般社団法人日本生殖医学会

　　　　　制作・印刷：株式会社　杏林舎

＜価格＞　12，000円（送料込・税抜）

　　　　※学会場にて税込1　2，000円での割引価格にて販売を予定しております

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし，お支払は現金のみで，冊子はお持ち帰りいただきます）．

　　　　　　　　　　　　　平成26年11月

　　　　　　　一般社団法人日本生殖医学会

　　　　　　　　　　　理事長　苛原　　稔

　　　　　　　　　　　将来計画検討委員会

生殖医療の必修知識制作ワーキンググループ

　　　　　　　　　　　委員長　久保田俊郎



2015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）

　2012（平成24）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，2015（平

成27）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2015（平成27）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，2015（平成27）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：／／wwwjsrm．orjp／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．

己一ヨ
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：平成27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．

　＊平成27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：平成27年12月23日（水・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2012（平成24）年4月1日～2015（平成27）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（または2012（平成24）年4月1日以前に研修を開始

　　　し，申請の上，2015（平成27）年3月31日まで研修期間を延長した者）

4．申請提出書類

　本会ホームページ

　http：／／www．jsrm．or．jp／quali丘cation／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　麹町パークサイドビルディング402号

　　　　　電話：03－3288－7266　E・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

　　　　　　　平成26年11月

一・般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　理事長　苛原　　稔

　　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（平成23）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

2014（平成26）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．

2015（平成27）年
　　　　　　　1月末日

認定研修施設・研修連携施設　申請締切．

2015（平成27）年
　　　2月下旬（予定）

認定研修施設・研修連携施設決定．

2015（平成27）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．

2015（平成27）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2015（平成27）年度研

修開始申請書の受付は2015（平成27）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．

　　　　　　　　　　平成26年11月

　　　一般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　　　　理事長　苛原　　稔

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27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22年4月に認定された生殖医療専門医（旧指導医）が

平成27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21年度に申請・試験が行われ，平成22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26年12月下旬

2．更新手続きの締切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27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27年3月中旬

4．申請者に通知し，専門医証を送付　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27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26年11月

一般社団法人　日本生殖医学会

　　　　　理事長　苛原　　稔

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）

岩田　壮吉，内田　　浩，太田

熊切　　順，苔口　昭次，小嶋

杉本　公平，杉山　カー，徳岡

堀内　　功，矢野　直美，山田

依光　　毅

信彦，絹谷　正之，久保田俊郎，

哲矢，齊藤寿一郎，斉藤　正博，

　晋，廣井　久彦，保坂　　猛，

成利，山本勢津子，吉田　丈児，

（計21名）



　　　　　　第59回

日本生殖医学会学術講演会

　　　　　プログラム

会期：平成26年（2014年）12月4日（木）・5日（金）

会場：京王プラザホテル

会長：石原　　理

　　　（埼玉医科大学産科婦人科学教授）



平成26年10月1日

第59回 日本生殖医学会学術講演会を

開催するにあたって

3（161）

　2014年12月4日，5日の両日，京王プラザホテルにおいて，第59回日本

生殖医学会学術講演会を開催いたします．本学会のメインテーマは「これか

らの生殖医療と家族のかたち」とさせていただきました．

に第二版が刊行されました．

卵管性不妊症患者の言葉である“What　have　I　done　wrong　not　to　have　a　family　of　my　own？”が，

わたしたちが生殖医療を考える上で，今でも依然として出発点とすべき語りかけであることが思い

返されます．

　2010年にノーベル医学生理学賞を受賞されたエドワーズ教授は，残念なが

ら2013年に逝去されました．1980年に初版が出版された教授の著書である
“

AMatter　of　Life：The　Story　of　lVF”は，新たな序文などを添えて2011年

　　　この本を読み返すと，共著者のステプトー博士が冒頭に記した一人の

　メインテーマに沿って企画された講演やシンポジウムは，生殖医学の最先端知識を得るために不

可欠な科学的進歩，さらに激しい賛否の議論の中にある生殖医療実践上の重要なトピックスを取り

上げます．また，これに加え，本学会やわが国の生殖関連の医学系学会において，これまであまり

大きくとりあげられなかった「家族のかたち」を中心とした企画も数多く予定しております．「家族

を持ちたいが，思いがなかなか叶わない人々」の手助けをして，多くの方の幸せをかたちにすると

いう生殖医学と生殖医療の原点に戻り，本学会が，同じ意識や目的を持つ仲間たちとの熱い議論の

場となり，さらに親睦を深める機会を提供できることを希望しております．

　開催時期は例年より少し遅くなりましたが，クリスマスの飾り付けにあふれる新宿の街を吹き抜

ける季節の風は，議論に過熱した脳細胞を心地よく冷却し，きっと新しい着想との出会いを演出し

てくれるものと思います．本学会が御参加の皆様にとって思い出深いものとなることを，心から願っ

ております．

　　　　　　　　　　　　　第59回日本生殖医学会学術講演会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　石原　　理

（埼玉医科大学産科婦人科学・同総合医療センター産婦人科教授）
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日　程　概　要

学術講演会

　　会期：2014年12月3日（水）～5日（金），※7日（日）市民公開講座

　　会場：京王プラザホテル

　　　　　〒160－8330　東京都新宿区西新宿2－2－1TEL：03－3344－0111（代表）

　　　　　※ラフレさいたま（市民公開講座）

　　　　　〒33（）－0081埼玉県さいたま市中央区新都心3－2TEL：048－601－1111（代表）

総会

　　日時：2014年12月4日（木）13：00～14：00

　　会場：京王プラザホテル南館5F「第1会場（エミネンス）」

幹事会

　　日時：2014年12月3日（水）15：00～16：00

　　会場：京王プラザホテル本館4F「花」

理事会

　　日時：2014年12月3日（水）16：00～18：00

　　会場：京王プラザホテル本館4F「花」

懇親会

　　日時：2014年12月4日（木）18：45～20：45

　　会場：京王プラザホテル南館5F「第1会場（エミネンス）」

第2回生殖医療従事者講習会

　　日時：2014年12月5日（金）7：00～9：00

　　会場：京王プラザホテル南館5F「第1会場（エミネンス）」

生殖医療コーディネーター講習会

　　日時：2014年12月5日（金）14：30～16：00

　　会場：京王プラザホテル南館3F「グレース」



6（164） 日生殖医会誌　59巻4号

会場へのアクセスおよび周辺のご案内

〒160－8330

地難

明溺顯生命
ビル

ハイアット

リージェンシー棄京

新宿
アイランドタワー

ジ4

　　　　jR線
fii　：

スタジオ・アルタ

　　　京王プラザホテル
新宿区西新宿2－2－1TEL　O3－3344－0111（大代表）

●新宿駅西口より徒歩
　約5分（JR・京王線・小田急線・地下鉄）

　新宿駅西口より都庁方面への連絡地下道を
　まっすぐ5分ほどお進みください．地下道を出

　てすぐ左側にホテルがございます．

●リムジンバス

●都営大江戸線都庁前駅より徒歩
　地下道Bl出口よりすぐ

　改札を出てJR新宿駅方面に進み，　B1

　出口階段を上がってすぐ右側にホテル
　がございます．

成田空港羽田空港との直通リムジンバスがございます．
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→レ

　　　リムジンバス　　所要時間約100分
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　　　リムジンバス　　所要時間約60分
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会場案内図
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学会参加者へのお知らせ

1．参加費と参加受付について

　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

　ず事前に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）参加受付：本館4F　花前

　　　12月4日　（木）8：00～18：30

　　　12月5日（金）7：30～16：00

　2）学術講演会参加費

　　　（ICカードをお持ちの方は，本学術講演会ホームページより事前決済が可能です．）

　　　■会員・非会員

　　　　事前決済：15，000円（クレジット／コンビニ／ペイジー）

　　　　当日決済：16，000円（ICカード・Edy／クレジット／現金）

　　　■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．）

　　　■懇親会参加費：無料

　　　　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：／／www．rakuten－

　　　　　edy．co．jp／howto／charge／cash／）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（クレジットカード）でお支払いが

　　　　　可能です．

　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）

　　　※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．

　　　※事前登録後，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．

　　　※生殖医療コーディネーターでご参加予定の方は，一般社団法人日本生殖医学会へお問合せください．

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麹町パークサイドビル402

　TEL：03－3288－7266／FAX：03－5275－1192

　e－mail：info＠jsrm．or．jp

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．
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　4）ICカードの種別

　　産婦人科ICカード・0＆G　CARD（保有者1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．ただし，電子マネー（Edy）でのお支払いは当日決済となり，事前決済と金額が異なりますのでご注

　　意ください．

　　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／cash／）をご参照ください．

　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25日（木）～10月23日（木）

　2）ICカード発送：11月中旬予定

　3）事前決済期間：9月25日（木）～12月1日（月）

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

　　　　www．jsrm．or．jp／jsrm59／）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．

　　　※ICカー一ドを紛失された方は，　ICカード情報サイト（http：／／maccjp／）より再発行（有料）のお手続きを

　　　　お願いいたします．

　　　　受付期間：～11月16日（日）（申請及び再発行料振込まで）

4．プログラム抄録集について

　学会誌が講演抄録集を兼ねていますので，当日忘れずにご持参ください．

　当日販売は3，000円です（数に限りがございます）．

5．懇親会について

　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：12月4日（木）18：45～20：45

　会　場：京王プラザホテル南館5F　第1会場　エミネンス

　参加費：無料

6．各研修出席申請について

　　1）日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会の会員の方

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

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

　　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人できます．本学術講演会参加章（領収証）で後日

　　　申請可能です．

　　　※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．
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7．生殖医療専門医・専攻医の皆様へ

　■第59回日本生殖医学会学術講演会

　　02010年4月1日初回認定の生殖医療専門医…10点

　　02006～2009，2011～2013年4月1日初回認定の生殖医療専門医…学会ホームページ（http：／／www．jsrm．

　　　or．jp／indexhtml）上，「新・生殖医療専門医制度細則」をご確認ください．

　　○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（12月5日（金）午前7：00～9：00予定）

　　02010年4月1日初回認定の生殖医療専門医…30点

　　02006～2009，2011～2013年4月1日初回認定の生殖医療専門医…学会ホームページ（http：／／www．j　srm．

　　　or．jp／index．htmD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（http：／／www．jsrm．or．jp／

　　　index．html）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．

　　　※生殖医療従事者講習会参加費（10，000円）も，学術講演会参加費とあわせて事前決済でお支払いが可能

　　　　です．事前決済していただくと事前登録となります．定員制のため事前登録いただいていない方は原則

　　　　ご入場いただけませんのでご留意ください．

8．ランチョンセミナーについて

　ランチョンセミナーはチケット制です．「総合受付」付近「ランチョンセミナー一・一チケット配布デスク」にて，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〉

　各日　受付開始時間～セミナー開始予定時刻の10分前まで

　※おひとり1日1枚当日開催分のみの配布，チケットは無くなり次第，時間内でも配布終了となります．

　※モーニングセミナーは，チケットを配布いたしませんので，直接各会場へお越しください．

9．託児所について

　今回，仮設託児所は設置いたしません．

　会場のホテルには以下の常設託児所がありますので，直接お問い合わせ願います．

　京王プラザホテル・リトルメイト

　TEL：0120－143－253

　http：／／www．tokyolm．co．jp／care＿room／care＿keio2．html

10．宿泊について

　　今回，学会側での案内はございません．

11．生殖医療の必修知識の販売について

　　事務局デスクにて販売を予定しております．詳細は本誌前方の青いページの刊行案内をご参照下さい．なお，

　　学会場では現金のみの販売・取扱となります．
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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　2007・2010・2013

　　※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．

　・スクリーンセーバー，省電力設定は事前にご解除ください．

　・コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．

　　※内蔵バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．



平成26年10月1日 13（171）

3．一般演題（ポスター）発表者へのお知らせ

　1）今回は個別のポスター発表の時間はありませんので，以下の討論時間に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．

　2）ポスター受付はありません．プログラムに掲載されている演題番号と同じパネルに掲示してください．

　3）各パネルに画鋲と共に演者の目印となる「黄色リボン」を用意いたしますので，討論時にご着用ください．

　4）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．

　5）掲示および討論撤去の時間は次のとおりです．

12月4日（木） 12月5日（金）

掲示 9：00～10：00 8：00～9：00

討論 17：00～18：00 14：30～15130

撤去 18：00～18：30 15：30～16：00

※処分をご希望の方は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．

　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．

【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．

表演者に○印）を明記したものを縦20cmX横

70cm以内で作成し，演題番号の横に貼付して

ください．

・ 画鋲はポスターボードに備え付けてありますの

で，ご利用ください．

・ポスターの体裁配置は自由です．縦190cmX

横90cm以内であれば枚数等に制限はありませ
ん．

演者は表題として，演題名，所風演者名（発

　20cm　　　　　　　　70　cm

司トーレくトー一一一一一一一一一一一一一一一一レ

4．学術講演会に関するお問い合わせ先

　　　〒350－0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

　　　埼玉医科大学産科婦人科学教室内（担当：鈴木元晴）

　　　TEL：049－276－1347　FAX：049－294－8305

　〔運営事務局〕

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

　　　（株）MAコンベンションコンサルティング

　　　TEL：03－5275－1191　FAX：03－5275－1192

　　　E－mail：info＠macc．jp

12°一

190cm
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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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※上記の雛形（PowerPoint）は日本生殖医学会ホームページからダウンロードできます．

　http：／／www．j　srm．or．j　p／about／companystatute＿coi．html

※開示する利益相反状態は第59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59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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．　　8・55～9’00開会式

一一 　　▲　＝　　　　　　　　　　　　　　一一　　び　＝　　　　　　　　　　　　　　一一　　△　＝　　　　　　　　　　　　　　一一2　△　＝

一 三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　　　　　芸

　　9：00～9：40教育講演1
　初期胚の高精細イメージングで
　　　　見えてくるもの
座長：神崎秀陽　　演者：山縣一夫

　900～1000
子宮への介入（1）一子宮鏡など一

（O－OO1～O－OO6）
　座長：丸山正統

　　　　9：00～940
当事者支援・当事者教育（1）

　　（0－012～O－015）
　　　座長：望月　修

　　　　　9’00～9：40
卵胞発育への介入（D一卵胞発育・卵巣刺激一

　　　（0－037～O－040）
　　　　座長：安藤寿夫

　　945～1025教育講演2
　エピゲノム調節によるほ乳類の
　　　　　性決定機構
座長：木村　正　　演者：立花　誠

　　　940～1020
当事者支援・当事者教育（2）

　　（0－016～0－019）

　　　座長：久慈直昭

　　　　　940～1020
卵胞発育への介入（2）－OHSSなど一

　　　（0－041～0－044）

　　　　座長：古井辰郎

　　　10：30～11：30

　　　　特別講演
生まれてくる子どものために

　　座長：石原　理
　　演者：吉村拳典

　　　1020～11．50
　　　シンポジウム2

　　配偶子・胚の凍結と
　　　子どもへの影響

座長：堤　　治　　干石一雄
演者：齊藤英和　　橋本　周
　　桑山正成　　向田哲規

　　　　10．20～］1『50

　　　シンポジウム4
生殖医学と遺伝力ウンセリング

座長：片桐由起子　　三宅秀彦
演者：西山深雪　　　北川尚子
　　大江瑞恵　　　笠島道子

　　1020～11’10
卵子・胚への介入（1）

　一活性化など一
（0－045～O－049）

　座長：浜谷敏生

　　　　11：］0～1］：50
卵子・胚への介入（2）一体外成熟など一

　　　（0－050～0－053）

　　　　座長：高橋俊文

　　　　12：00～］2：50

　　ランチョンセミナー1

　　　座長：苛原　稔
　　　演者：藤原敏博
共催：フェリング・ファーマ（株）

　1200～12、50
ランチョンセミナー2

座長：久保田俊郎
演者：大須賀　穣

　共催：MSD（株）

　　12：0G～1250
ランチョンセミナー3

　座長：寺田幸弘
　演者：田中　温
共催：あすか製薬（株）

　　12，00～12，50
ランチョンセミナー4

　　座長：百枝幹雄
　　演者：北出真理
共催：武田薬品工業（株）

7：00

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

　　　　1400～1500
　　　海外招請講演1
Uterine　seleCtion　of　human
embryos　at　implantation

　座長：大須賀　譲
　演者：Jan　J．　Brosens
　共催：メルクセローノ（株）

　　　14．OO～］5’30

　　　シンポジウム3

　0ncofertilityの展開
座長：永尾光一　　村上　節
演者：鈴木　直　　香川則子
　　高井　泰　　兼子　智

　　　　14：00～1530
　　　　シンポジウム5

Microdissection　TESEの進歩
　座長：岡田　弘　　柳田　薫
　演者：小林秀行　　白石晃司

　　　石川智基　　慎　　武　　15’OO～1540教育講演3
　生殖医学におけるES細胞と
　　　　ips細胞の意義
座長：久保田俊郎演者：阿久津英憲

　15：00～15：40
胚の評価法（1）

（0－054～O－057）

　座長：桑原慶充　］5：30～16：20
子宮への介入（2）一腹腔鏡など一

（0－OO7～O－011）

　座長：原田竜也

　　　　15’30～16’00
卵管への介入（1）一卵管の検査一

（O－020～0－022）座長：浅田弘法　　　　15：45～1625
　　　　　会長講演
Re－producing　Reproduction

座長：苛原　稔　　演者：石原　理

　　　15、40～16：30

胚の評価法（2）一多核胚一
　　（0－058～0－062）

　　　座長：田村博史
　16：00～17：00
卵管への介入（2）一形成術など一

（0－023～0－028）

　座長：森田峰人

　16：30～17：20
　卵巣・卵子・胚

（0－063～0－067）

　座長：松崎利也

　　　16：30～1800
　　　シンポジウム1

Time　lapSe　mOnitoring，
liVe　Cell　imagingの応用

座長：見尾保幸　　今井　裕
演者：宮成悠介　　岩田京子

　　浅田義正　　北島智也

　　　　16，30～1800
　　　招待シンポジウム

　こどもを持つための多様な
　　　選択肢と可能性

座長：市川智彦　　岡垣竜吾
演者：出口　顯　　日比野由利
　　森　和子　　三原　誠

　17’OO～1740
　子宮内膜（1）
（0－029～0－032）

座長：楢原久司 　17：20～18：10

　PCOSなど
（0－068～O－072）

　座長：河野康志

　1740－1820
　子宮内膜（2）
（0－033～O－036）

座長：甲賀かをり

18：45～20：45

　懇親会
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≡一　　▲　＝
　　遠」　　　＝■一　　● ▲　　　＝： 認　　▲　＝

一 三z ・三2 三言z ・三瑠

； ▲
B　　　●

7；00

、”A、、”A、、φ7 A∨’「‥

吟　〆φ直　’　〆、崎　ト　‘⊆　．崎　・　，司　．呼　ト■ト　崎　■崎　，　ト　崎　●♪　レへ■　●♪ 8：00

9：00

9：00～10：00 9．OO～9．50

統計（1） 精索静脈瘤手術（1）

一ARTのアウトカムー
（0－073～0－078）

（0－108～0－112）

　座長，白石晃司

9．OO～10’00

ポスター掲示

座長：遠藤俊明

9．50～10．40 10：00

10：00～11100 精索静脈瘤手術（2）

統計（2） （0－113～0－］17）

一男性不妊一 座長：宮川　康
（O－079～0－084）

座長：松田公志 10’40～1130
逆行性射精・人工授精など 11100

　　11層OO～11’50
　　　統計（3）一児のフォローアップー

（O－118～0－122）

　座長：湯村　寧
10’OO～17．OO

ポスター閲覧
（O－085～0－089）

座長：梶原　健

家族を持つためのさまざまな技術

12：00～12：50 12：00～1250 子宮への介入（P－OO　1～P－004）
12；00

ランチョンセミナー5 ランチョンセミナー6 卵管への介入（P－005～P－007）
座長：倉智博久 座長：出居貞義 卵胞発育への介入
演者：高松　潔 演者：溝口　徹 （P－OO8～P－017）

共催：久光製薬（株） 共催：（株）MSS 卵子・胚への介入（P－018～P－022）

、w＞・．‘．・噺．．1．

着床前診断・遺伝子解析
　　　　　　　（P－023～P－024）

900～17’00
企業展示

13100

培養液・培養環境（P－025～P－036）

Time－lapse，　live　cell　imaging

’A1」 （P－037～P－043）

胚の評価法（P－044～P－055）

胚移植（P－056～P－071）

胚・卵子の凍結（P－072～P－081） 14：00
精索静脈瘤（P－082～P－084）

TESE／ICSI（P－085～P－095）

男性不妊の臨床研究
（P－096～P－100）

当事者支援・当事者教育
（P－101～P－111）

当事者支援・当事者教育（卵子提供） 15：00
（P－112～P－114）

妊孕性温存の支援

15：20～16：10 （P－115～P－124）

15．20～16．30

精巣精子（D
　一基礎一

当事者支援・当事者教育（3）

　　（O－123～0－127）

卵巣予備能（P－125～P－126）

その他（P－127～P－130）

（0－090～O－096） 座長：齊藤英和 16：00

座長：年森清隆 16：10～16：50

妊孕性温存の支援（1）医学的
（0－128～0－131）

］630～17．30
精巣・精子（2）

座長：高井　泰

一基礎から臨床へ一 1650～17：30

（0－097～0－102）

　座長：小林秀行

妊孕性温存の支援（2）医学的
　　（0－132～0－135）
　　　座長：塩谷雅英 17：00～18：00

17：00

17．30～1820 1730～1810 ポスター討論

男性不妊の臨床研究

（O－103～0－107）

妊孕性温存の支援（3）社会的
　　（O－136～0－］39）

座長：森　明子
．　　・　シ骨　．　’㌢　・1　．　シ，　◇．聯　．　　．　．1　’　、　吟　・　．　，．　十’　ナ 18：00

座長：布施秀樹 18：00～18：30

ポスター撤去
「1▼　ρ’　、，　　　　　　　　　　　、　9∨　7．　、「叉’　．層、

吟、　ト　．ト、　ケ　ト　L．・ヴ　鼠　A　●・，　r　Tr・　　．　‘　ト●噺　．■　・　．
・．⊥晶・．． 19：00
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＿

・・ 喜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　　　　　呂

　　　　7’OO～900
第2回生殖医療従事者講習会 　　　　　8：00～850

　　　モーニングセミナー

　　　　座長：辰巳賢一
　　　　演者：浅田義正
共催：ベックマン・コールター（株）

卜　．　7　句　十　・　．　，　イ　．　．　．　〆　．　．　十　・　，　イ　㎡　．　．　．　づ　’　．　づ　，　．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　・　シ　十　．　．　ト　L

7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

　　9．OO～940教育講演4
卵胞活性化による早発卵巣不全の
　　　　新しい不妊治療
座長：苛原　稔　　演者：河村和弘

　　　　900～10：10
Time－lapse，　live　cell　imaging

　　　　　（1）基礎

　　　（0－140～0－146）

　　　　座長：岩瀬　明

　900～10’10
TESE／ICSI（1）

　　－TESE－
（O－155～O－16D
　座長：辻村　晃

　　　　9．OO～9：40
着床前診断・遺伝子解析（1）

　　（0－169～0－172）

　　　座長：橋場剛士

　　945～1025教育講演5
　PGDの現状と展望一compre－
　　hensive　PGDへの潮流一
座長：竹下俊行　　演者：倉橋浩樹

　　　　9．40～1030
着床前診断・遺伝子解析（2）

　　（0－］73～0－177）

　　　座長：竹下直樹

　　　　10層30～1130
　　　　海外招請講演2
Neonatal　and　long－term　follOw－up

of　chi［dren　born　after　PGD／PGS

　座長：末岡　浩
　演者：Maryse　Bonduelle

　　　　1020～11：50
　　　シンポジウム6
配偶子形成メ力ニズムの解明

座長：寺田幸弘　　細井美彦
演者：宮本敏伸　　千葉公嗣

　　佐藤可野　　尾畑やよい

　　　　1020～11．50
　　　シンポジウム8
　生殖医療のカウンセリング
　～ナースとカウンセラーの
　　　　立場から～

座長：森　明子　　菅沼信彦
演者：浜崎京子　　菅谷典恵
　　平山史朗　　久保島美佳

、　、｝　，，　、　、

12：00
　　　1200～12．50
　ランチョンセミナー7

　　座長：石原　理
　　演者：京野廣一
共催：メルクセローノ（株）

　1200～1250
ランチョンセミナー8

　座長：丸山哲夫
　演者：北島道夫
共催：持田製薬（株）

　　12：00～12：50
ランチョンセミナー9

　　座長：峯岸　敬
　　演者：杉野法広
共催：富士製薬工業（株）

　　1200～1250
ランチョンセミナー10

　　座長：西井　修
　　演者：前田長正
共催：バイエル薬品（株）

13：00
　13：00～13：40教育講演6
G旧（性同一性障害）と生殖医療
　　　　座長：藤澤正人
　　　　演者：中塚幹也

　1300～13．50
　胚移植（1）
　一移植法一
（O－178～O－182）

　座長：柴原浩章

　　　1300～14：30
　　　シンポジウム7

子宮内膜の機能とその異常

座長：丸山哲夫　　藤原　浩
演者：黒田恵司　　吉江幹浩
　　升田博隆　　廣田　泰

　　　　13：00～14：30

　　　シンポジウム9
提供配偶子により出生した児と
　　　　　テリング

座長：才村眞理　　森本義晴
演者：小泉智恵　　清水清美
　　　久慈直昭　　仙波由加里

　13：45～14：25教育講演7
生殖医学研究の規律一法と倫理

　　　座長：杉浦真弓
　　　演者：辰井聡子

　1350～1450
　胚移植（2）一時期と個数一

（0－183～0－188）

　座長：岸　裕司　　　　1430～1510
Time・lapse，　live　cell　imaging（2）臨床

　　　（0－147～0－150）

　　　　座長：蔵本武志

　14，30～1540
TESE／ICSI（2）

　　－ICSl－
（O－162～0－168）

座長：柳田　薫

　　1430～1600
　特別シンポジウム

生殖医療関連法の行方

　座長：石原　理
　演者：金城清子
　　　　古川俊治
　　　　吉村泰典

　　　　］5．10～155D
Time－lapse，　live　cell　imaging（3）臨床

　　　（0－151～0－154）

　　　　座長：吉田　淳

　14：50～15：40
　胚移植（3）
　一子宮内膜一
（0－189～O－193）

座長：岡田英孝

16：00～1610閉会式

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00
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800～9：00
ポスター掲示

9：00～9：50 900～9：40
9：00

子宮内膜症

　　座長：北脇

　　　　（1）一基礎一

（0－194～0－198）

　　　　　　城

　　卵巣予備能
（0－220～0－223）

座長：浅田義正

子宮内膜症

　　座長：原田

　9：50～］0：50

　　　　（2）一臨床一

（O－199～0－204）

　　　　　　省

　9’40～10，50
胚・卵子の凍結

（0－224～O－230）

座長：久具宏司
900～1430
ポスター閲覧

10：00

’　、　．　翫．　．　、　・　．　‘庖　「　，　晶 皐　　　台　1　●‘　・　・　㎡　‘　ふ　》　・　‥一・　・　．　」 明日の希望のための基礎臨床研究 11：00

卵巣・卵子・胚（P－131～P－143）

PCOS　（P－144～P－146） 9’OO～14：00

子宮内膜症（P－147～P－158） 企業展示
流産・不育（P－159～P－167）

精巣・精子（P－168～P－177）

12：00
　　1200～12：50
ランチョンセミナー11

　　12：00～12．50

ランチョンセミナー12
明日の希望のための統計研究

座長：木村 正 座長：末岡 浩 統計（P－178～P206）
演者：村上 節 演者：福井淳史 統計（男性因子）（P－207～P－210）

共催：日本新薬（株） 共催：テルモ（株）

事例報告

症例報告
13’00～13．40

　　　　（1） 症例報告
13．00～1340
　　　　（2）

症例報告（P－211～P－237）
13：00

（0－205～○－208） （0－23ト0－234）
座長：生水真紀夫 座長：清水康史

13：40～14：40 13．40～1440
流産’不育（1） 培養液・培養環境（1） 14：00

（0－209～O－214） （O－235～0－240）

座長：沖 利通 座長：本田律生

14：40～15：30 1440～15：30
流産・不育（2）

（0－2］5～0－219）

培養液・培養環境（2）

（0－241～0－245）

14930～15’30

ポスター討論
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座長：三浦清徳 座長：笠井 剛
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1430～1600
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会長講演　・12月4日（木）15、45～16，25第1会場

　Re－producing　Reproduction

　　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　　演者：石原　　理（埼玉医科大学産科婦人科）

海外招請講演1　・12月4日（木）14、oo～15，00第1会場

　Uterine　selection　of　human　embryos　at　implantation

　　　　座長：大須賀　譲（東京大学女性診療科）

　　　　演者：Jan　J．　Brosens（Division　of　Reproductive　Health，　Warwick　Medical　School，　Clinical　Sciences　Re・

　　　　　　　　　　　　　　search　Laboratories，　University　Hospital，　Coventry　CV22DX，　UK）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：メルクセローノ株式会社

海外招請講演2　・12月5日（金）10、30～11、30第1会場

　Neonatal　and　long－term　follow－up　of　chiIdren　born　after　PGD／PGS

　　　　座長：末岡　　浩（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　　演者：Maryse　Bonduelle（Head　of　Department　of　the　Centre　for　Medical　Genetics，　UZ　Brussel　Vrije

　　　　　　　　　　　　　　　　Universiteit　Brussel，　Belgium）

特別講演　・12月4日（木）10、30～11，30第1会場

　生まれてくる子どものために

　　　　座長：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　　演者：吉村　泰典（慶雁義塾大学名誉教授）

特別シンポジウム　・12月5日（金）14，30～16、00第1会場

　生殖医療関連法の行方

　　　　座長：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　1）生殖医療に関連する法整備について

　　　　　　金城　清子（元龍谷大学法科大学院教授）

　　2）生殖医療関連法の行方

　　　　　　古川　俊治（参議院議員，自由民主党生殖補助医療に関するプロジェクト・チーム座長）

　　3）生殖医療関連法の行方

　　　　　　吉村　泰典（慶雁義塾大学名誉教授）

招待シンポジウム　・12月4日（木）16，30～18、00

　こどもを持つための多様な選択肢と可能性

　　　　座長：市川　智彦（千葉大学泌尿器科）

　　　　　　　岡垣　竜吾（埼玉医科大学産婦人科）

　　1）北欧の国際養子縁組と越境する家族形成

　　　　　　出口　　顯（島根大学法文学部）

　　2）代理出産の可能性と問題点

　　　　　　日比野由利（金沢大学公衆衛生学）

　　3）養子と里親制度の未来

　　　　　　森　　和子（文京学院大学）

　　4）子宮移植の可能性と問題点

　　　　　　三原

第2会場

誠（済生会川口総合病院血管外科・リンパ浮腫専門外来）
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教育講演1　・12月4日（木）g、oo～g、40第1会場

　初期胚の高精細イメージングで見えてくるもの

　　　　座長：神崎　秀陽（関西医科大学産婦人科）

　　　　演者：山縣　一夫（大阪大学微生物病研究所）

教育講演2　・12月4日（木）g，45～lo，25

　エピゲノム調節によるほ乳類の性決定機構

　　　　座長：木村　　正（大阪大学産婦人科）

　　　　演者：立花

第1会場

誠（徳島大学疾患酵素学研究センター応用酵素・疾患代謝研究部門）

教育講演3　・12月4日（木）15，00～15、40

　生殖医学におけるES細胞とips細胞の意義

　　　　座長：

　　　　演者：

第1会場

久保田俊郎（東京医科歯科大学周産・女性診療科）

阿久津英憲（国立成育医療研究センター研究所再生医療センター生殖医療研究部）

教育講演4　・12月5日（金）g、oo～g，40第1会場

　卵胞活性化による早発卵巣不全の新しい不妊治療

　　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　　演者：河村 和弘（聖マリアンナ医科大学産婦人科生殖医療センター）

教育講演5　・12月5日（金）g，45～lo、25第1会場

　PGDの現状と展望一comprehensive　PGDへの潮流一

　　　　座長：竹下　俊行（日本医科大学産婦人科）

　　　　演者：倉橋 浩樹（藤田保健衛生大学・総合医科学研究所・分子遺伝学研究部門）

教育講演6　・12月5日（金）13、oo～13，40第1会場

　GlD（性同一性障害）と生殖医療

　　　　座長：藤澤　正人（神戸大学泌尿器科）

　　　　演者：中塚　幹也（岡山大学保健学研究科）

教育講演7　・12月5日（金）13，45～14、25第1会場

　生殖医学研究の規律一法と倫理

　　　　座長：杉浦　真弓（名古屋市立大学産婦人科）

　　　　演者：辰井　聡子（立教大学大学院法務研究科）

シンポジウム1　・12月4日（木）16、30～18、00第1会場

Time　lapse　monitoring，　live　cell　imagingの応用

　　　　座長：見尾　保幸（ミオ・ファティリティ・クリニック）

　　　　　　　今井　　裕（京都大学農学研究科）

Sl－1．ゲノムイメージングより迫るリプログラミング機構

　　　　　　宮成

S1－2．

　　　　　　岩田

Sl－3．　live　cell　imagingを臨床にいかに活かすか

　　　　　　浅田　義正（医療法人浅田レディースクリニック）

　　　　　悠介（自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター核内ゲノム動態研究部門）

Time－lapse　cinematographyを用いたヒト初期胚の動的解析における新知見

　　　　　京子（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生殖医療科）



平成26年10月1日 25（183）

Sl－4．卵母細胞における染色体分配エラー

　　　　　北島　智也（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター染色体分配研究チーム）

シンポジウム2　・12月4日（木）10、20～11，50第2会場

配偶子・胚の凍結と子どもへの影響

　　　　座長：堤　　　治（山王病院）

　　　　　　　千石　一雄（旭川医科大学産婦人科）

S2－1．生殖補助医療が出生児に及ぼす影響

　　　　　　齊藤　英和（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター・不妊診療科）

S2－2．凍結融解胚移植周期における出生時体重の増加に影響する母体因子の解析

　　　　　　橋本　　周（IVFなんばクリニック）

S2－3．ヒト卵子凍結保存の真実～技術的成功から一般臨床応用へ

　　　　　　桑山　正成（リプロサポートメディカルリサーチセンター）

S2－4．ガラス化胚盤胞融解後移植の臨床的有効性と安全性について（14年間，8440周期，2757出生児の集計

　　　　結果より）

　　　　　　向田　哲規（広島HARTクリニック）

シンポジウム3　・12月4日（木）14、oo～15，30第2会場

　Oncofertilityの展開

　　　　座長：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）

　　　　　　　村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

S3－Lがん・生殖医療の問題点一生殖医療の立場から

　　　　　　鈴木　　直（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

S3－2．がん女性の卵巣組織凍結保存

　　　　　　香川　則子（リプロサポートメディカルリサーチセンター）

S3－3．がん・生殖医療と胚凍結

　　　　　　高井　　泰（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

S3－4．悪性腫瘍治療前の精子凍結保存

　　　　　　兼子　　智（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）

シンポジウム4　・12月4日（木）10，20～11，50第3会場

　生殖医学と遺伝カウンセリング

　　　　座長：片桐由起子（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）

　　　　　　　三宅　秀彦（京都大学遺伝子診療部）

S4－1．周産期医療における遺伝カウンセリング

　　　　　　西山

S4－2．着床前診断に関する遺伝カウンセリング

　　　　　　北川　尚子（IVFなんばクリニック統合医療部門）

S4－3．染色体転座と遺伝カウンセリング

　　　　　　大江

S4－4．　ART導入における遺伝力ウンセリングの必要性

　　　　　　笠島　道子（永井クリニック・京野アートクリニック）

深雪（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）

瑞恵（藤田保健衛生大学・総合医科学研究所・分子遺伝学）
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シンポジウム5　・12月4日（木）14、oo～15，30第3会場

　Microdissection　TESEの進歩

　　　　座長：岡田　　弘（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

　　　　　　　柳田

S5－1．当院におけるMicroTESEの実際

　　　　　　小林　秀行（東邦大学泌尿器科）

S5－2．非閉塞性無精子症：内分泌療法に伴う精巣内の変化

　　　　　　白石　晃司（山口大学泌尿器科）

S5－3．　micro　TESEにより回収した精巣精子の妊孕能に関して

　　　　　　石川　智基（リプロダクションクリニック大阪）

S5－4．特殊な病態におけるTESE

　　　　　　慎武（濁協医科大学越谷病院泌尿器科）

薫（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）

シンポジウム6　・12月5日（金）lo，20～11，50第2会場

配偶子形成メカニズムの解明

　　　　座長：寺田　幸弘（秋田大学産婦人科）

　　　　　　　細井　美彦（近畿大学先端技術総合研究所）

S6－1．男性不妊の遺伝学的要因

　　　　　　宮本　敏伸（旭川医科大学産婦人科）

S6－2．精子形成とCell　Junction

　　　　　　千葉　公嗣（神戸大学腎泌尿器科）

S6－3．

　　　　　　佐藤　可野（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

S6－4．　DNAメチル化による卵子特異的インプリントの確立機構

　　　　　　尾畑やよい（東京農業大学バイオサイエンス学科）

卵胞発育を制御する新たな局所因子一C－type　natriuretic　peptide（CNP）

シンポジウム7　・12月5日（金）13，00～14，30第2会場

　子宮内膜の機能とその異常

　　　　座長：丸山　哲夫（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　　　　　藤原　　浩（金沢大学産婦人科）

S7－1．着床や流産と関与する子宮内膜脱落膜化過程におけるコルチコステロイド・レチノイドシグナル経路

　　　　　　黒田　恵司（順天堂大学産婦人科）

S7－2．子宮内膜間質細胞の脱落膜化と腺の成熟におけるcAMPシグナル仲介因子EPACの役割

　　　　　　吉江　幹浩（東京薬科大学薬学部内分泌・神経薬理学教室）

S7－3．子宮内膜症の子宮内膜幹細胞を通した理解

　　　　　　升田　博隆（The　Ritchie　Centre，　Monash　lnstitute　of　Medical　Research）

S7－4．プロゲステロンによる子宮内膜の機能調節と着床

　　　　　　廣田　　泰（東京大学産婦人科）

シンポジウム8　・12月5日（金）lo、20～11，50第3会場

生殖医療のカウンセリング～ナースとカウンセラーの立場から～

　　　座長：森　　明子（聖路加国際大学ウィメンズヘルス・助産学研究室）

　　　　　　菅沼　信彦（京都大学産婦人科）

S8－1．不妊相談へのきっかけから現在まで

　　　　　浜崎　京子（三秀会中央クリニック）

S8－2．治療中の悩みとカウンセリング

　　　　　菅谷　典恵（はらメディカルクリニック）
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S8－3．不妊治療中止のカウンセリング

　　　　　平山　史朗（東京HARTクリニック）

S8－4．不妊治療開始時のカウンセリング

　　　初診時に看護師が行う新患カップルへの対応

　　　　　久保島美佳（蔵本ウイメンズクリニック）

シンポジウム9　・12月5日（金）13，00～14、30第3会場

提供配偶子により出生した児とテリング

　　　　座長：才村　眞理（帝塚山大学心理福祉学部地域福祉学科）

　　　　　　森本　義晴（IVF　JAPAN）

S9－1．真実告知：秘密，虚偽，自己開示の心理学からの考察

　　　　　小泉　智恵（国立成育医療研究センター研究所）

S9－2．提供配偶子により出生した児とテリングー不妊当事者・親の立場からの思い一

　　　　　清水　清美（城西国際大学看護学部）

S9－3．非配偶者間人工授精治療における告知と出自を知る権利～医師の立場から

　　　　　　久慈　直昭（東京医科大学産婦人科）

S9－4．諸外国におけるドナー・リンキングをめぐる動き

　　　　　仙波由加里（桜美林大学加齢発達研究所・スタンフォード大学FSI　visiting　scholar）

モーニングセミナー　・12月5日（金）8、00～8、50第3会場

AMH　update一有用性と今後の期待一

　　　　座長：辰巳　賢一（梅ヶ丘産婦人科）

　　　　演者：浅田　義正（浅田レディースクリニック）

共催：ベックマン・コールター株式会社

ランチョンセミナー1　・12月4日（木）12、00～12、50第1会場

　プロゲステロン腫錠は国内ARTの黄体補充療法において標準的治療薬になり得るか？

　　　座長：苛原　　稔（徳島大学産婦人科）

　　　　演者：藤原　敏博（山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター）

共催：フェリング・ファーマ株式会社

ランチョンセミナー2　・12月4日（木）12，00～12：50第2会場

GnRHアナログの過去・現在・未来

　　　　座長：久保田俊郎（東京医科歯科大学産婦人科）

　　　　演者：大須賀　穣（東京大学産婦人科）

共催：MSD株式会社
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ランチョンセミナー3　・12月4日（木）12、oo～12：50第3会場

将来の高齢不妊患者の対応：老化卵子対策

　　　座長：寺田　幸弘（秋田大学産婦人科）

　　　演者：田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

共催：あすか製薬株式会社

ランチョンセミナー4　・12月4日（木）12、oo～12、50第4会場

　ホルモン依存性疾患に対するreproductive　surgeryとART

一受精・着床環境を整えるために一

　　　座長：百枝　幹雄（聖路加国際病院産婦人科）

　　　演者：北出　真理（順天堂大学産婦人科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー5　・12月4日（木）12，00～12，50第5会場

　ホルモン剤の多彩な効果

　～生殖補助から華麗なる加齢へ～

　　　座長：倉智　博久（大阪府立母子保健総合医療センター）

　　　演者：高松　　潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）

共催：久光製薬株式会社

ランチョンセミナー6　・12月4日（木）12，00～12、50第6会場

　妊娠成立に必要な栄養アプローチ

　　　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Llクリニック）

共催：株式会社MSS

ランチョンセミナー7　・12月5日（金）12、oo～12、50第1会場

　最新の調節卵巣刺激法～PCOS患者も見据えて～

　　　座長：石原　　理（埼玉医科大学産婦人科）

　　　演者：京野　廣一（京野アートクリニック）

共催：メルクセローノ株式会社
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ランチョンセミナー8　・12月5日（金）12、oo～12，50第2会場

　病態を考慮した子宮内膜症合併不妊症に対するアプローチ

　　　座長：丸山　哲夫（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　演者：北島　道夫（長崎大学産婦人科）

共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー9　・12月5日（金）12、00～12，50第3会場

　黄体機能の基礎知識一不妊治療への示唆一

　　　座長：峯岸　　敬（群馬大学産婦人科）

　　　演者：杉野　法広（山口大学産婦人科）

共催：富士製薬工業株式会社

ランチョンセミナー10　・12月5日（金）12，00～12、50第4会場

　子宮内膜症発症の謎を探る一逆流経血と腹腔内免疫システムを中心に一

　　　座長：西井　　修（帝京大学溝口病院産婦人科）

　　　演者：前田　長正（高知大学産婦人科）

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー11　・12月5日（金）12，00～12，50第5会場

　産科合併症からみた子宮内膜症

　　　座長：木村　　正（大阪大学産婦人科）

　　　演者：村上　　節（滋賀医科大学産婦人科）

共催：日本新薬株式会社

ランチョンセミナー・12　・12月5日（金）12、oo～12，50第6会場

　子宮鏡と卵管鏡の使い方～これから導入を考えている先生への提案～

　　　座長：末岡　　浩（慶雁義塾大学産婦人科）

　　　演者：福井　淳史（弘前大学産婦人科）

共催：テルモ株式会社
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一
般演題（ロ演）

第1日目　12月4日（木）第2会場

子宮への介入（1）一子宮鏡など一

O－001．

0－002．

O－003．

0－004．

0－005．

0－006．

レ12月4日（木）9：00～10：00

　　　　　　　　　座長：丸山

第2会場

正統（丸山記念病院産婦人科）

クリニックレベルでの子宮内膜ポリープに対する子宮鏡用スネアを用いた切除術

　○北村　誠司】〕，佐藤　仁美1〕，大西　雅子D，花田麻衣子U，与那嶺正行2），菅原　かな2｝，

　　村越　行高2〕，呉屋　憲一2），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医療法人財団荻窪病院産婦人科

外来で施行する軟性子宮鏡検査の有用性に関する検討

　○長谷川　徹］［、鎌田　泰彦］），大丸　奈月2），刀禰美那子Z），桂　　由美2），久保光太郎D，

　　酒本　あいD，松田　美和］｝f小谷早葉子1），中塚　幹也3），平松　祐司11

　　　D岡山大学医学部産科婦人科，2｝岡山大学病院3｝岡山大学保健学研究科

子宮後壁に責任病変を有した帝王切開疲痕症候群例

　○谷村　　悟1），中島　正雄1），舟本　　寛1），石川　博士2’，生水真紀夫2）

　　　1富山県立中央病院産婦人科，2）千葉大学大学院医学研究院生殖医学

当院で施行した流産手術についての検討

　○逸見　博文1），東口　篤司1），金澤　朋扇1），奥河　朱希1’，齋藤　　学2），長澤　邦彦2），

　　板橋　詠子2）

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

子宮中隔，Asherman症候群，粘膜下筋腫，流産の経頸管手術における4つの工夫

　○東口　篤司D，逸見　博文1），齋藤　　学21，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，2KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

頚管妊娠のメソトレキセート局注療法における新しい手技の可能性一子宮鏡下にメソトレキセートを直

視下に局注した症例の経験から一

　〇中山　　va1），俵　　史子z〕

　　　DJA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，2）俵IVFクリニック

子宮への介入（2）一腹腔鏡など一

0－007．

0－008．

0－009．

レ12月4日（木）15：30～16：20　第2会場

　　座長．原田　竜也（東京医科歯科大学周産・女性診療科）

当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出後の妊娠予後に関する検討

　○長谷川純子D，渡辺　　正D，湊　　敬廣2），宇賀神智久P

　　　］｝NTT東日本東北病院，2）東北大学病院

不全中隔子宮に対する子宮鏡下子宮腔形成術後の妊娠成績に関する検討

　○宮崎　恭子D，平木　宏一］），井上　統夫P，北島　道夫1），藤下　　晃21，増崎

　　　］）長崎大学産婦人科，2）済生会長崎病院産婦人科

完全中隔子宮に対する子宮鏡下手術の新しい試み一頸部中隔切断の有用性一

　〇安康真由香，佐藤　健二，升田　博隆，太田　邦明，宮崎　　薫，小川

　　内田　　浩，浜谷　敏生，丸山　哲夫，末岡　　浩，田中　　守

　　　慶雁義塾大学病院産婦人科

英明D

誠司，佐藤　　卓，
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O－010．子宮鏡下子宮中隔切除術を施行した13例の妊娠転帰の後方視的検討

　　　　　○丸山　哲夫，宮崎　　薫，太田　邦明，三木　史恵，小川　誠司，各務　真紀，升田　博隆，

　　　　　　佐藤健二，田中守
　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科

O－・01t．単頸双角子宮の両側子宮体部で双胎妊娠が成立した一例

　　　　　○出原　麻里，佐藤　　剛，松川　　泰杉浦　真弓

　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科

　　　　　　　　　　　　　第1日目　12月4日（木）第3会場

当事者支援・当事者教育（1）　レ12月4日（木）9：00～9：40第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：望月　　修（聖隷三方原病院産婦人科）

O－012．精液検査を希望する男性の現状

　　　　　　○阿部　典子，中野　和馬，助川　　玄，辻　　祐治

　　　　　　　　恵比寿つじクリニック

0－013．体外受精治療中の患者を対象とした性生活と日常生活についての意識調査

　　　　　　〇二宮　　睦，斉高　美穂篠田多加子，越光　直子，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，

　　　　　　　宇津宮隆史

　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

O－Ol4．　ART後妊婦からの施設への要望を看護の観点から検討する

　　　　　　○林　　博子，黒田　知子，福田淳一郎，阿部　　崇，坂元みどり，薮内　晶子，奥野　　隆，

　　　　　　　小林　　保加藤　恵一

　　　　　　　　加藤レディスクリニック

O－Ol　5．治療を諦めた患者の聞き取り調査

　　　　　　○篠田多加子，松元恵利子，手島しおり，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

当事者支援・当事者教育（2）　レ12月4日（木）9：40～10：20第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：久慈　直昭（東京医科大学産婦人科）

O－016．当院治療中患者の特定不妊治療助成金制度に関する意識調査

　　　　　　○関　こずえ，岡田　清美，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，宇津宮隆史

　　　　　　　　セント・ルカ産婦人科

0－Ot7．初診当日に着床障害検査完了希望の遠方患者に対する支援の取り組み

　　　　　　○小野　　瞳

　　　　　　　　医療法人三慧会IVF大阪クリニック看護部

0－018．コミュニケーション不足の患者カップルへの看護介入の一例

　　　　　　○菅野　伸俊，田中　祐子，吉井　紀子，鈴木　雅美，田中　可子，三箇島睦実，小田原　靖

　　　　　　　　ファテイリティクリニック東京

0－019．患者が求める胚培養士からの説明一アンケート調査による検討一

　　　　　　〇遠藤由紀子，三宅　美夏，小川　　紗，栗原　　恵，三浦加奈代，村山　直人，高橋　具視

　　　　　　　　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック
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卵管への介入（1）一卵管の検査一　，12月4日（木）15：30～16：00第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：浅田　弘法（新百合ケ丘総合病院リプロダクションセンター）

O－020．子宮卵管造影における水溶性ヨード含有造影剤使用時の甲状腺機能の変化について

　　　　　　○小野　雅昭1），筒井　建紀2），田原　正浩1），富山　俊彦い，橋上　英子D，谷口　　武1），

　　　　　　　後安　聡子3）

　　　　　　　　1〕医療法人定生会谷［1病院，2｝JCHO大阪病院3｝大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

O－021．水溶性造影剤を使用した子宮卵管造影検査による甲状腺機能への影響

　　　　　　○山口和香佐1〕，志田　有加D，榊原　由佳D，宗　　修平1），藤i田　智久P，田村　直顕2｝，

　　　　　　　俵　　史子D

　　　　　　　　l俵IVFクリニック，21浜松医科大学産科婦人科学教室

0－022．不妊初期検査における子宮鏡下選択的卵管通色素検査の有用性

　　　　　　○大久保はる奈，佐柄　祐介，田中　幸子，高橋　寿子，奥野さつき，井浦　文香，永井　　崇，

　　　　　　　竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

卵管への介入（2）一形成術など一　芦12月4日（木）16：00～17：00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）

O－023．片側卵管切除後の卵管性不妊症例における卵管鏡下卵管形成術の成績

　　　　　　○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

　　　　　　　　帝京大学医学部附属病院産婦人科

O－024．卵管通過障害を治療する腹腔鏡補助下子宮鏡下卵管開通法の開発

　　　　　　○伊熊慎一郎U，田中威づみい，山口　貴史1），御木多美登D，永吉　　基1｝，田中　　温U，

　　　　　　　竹田　　省21

　　　　　　　　Dセントマザー産婦人科医院，2順天堂大学医学部産婦人科学講座

0－025．Cアーム型透視X線装置を併用した卵管鏡下卵管形成術の試み

　　　　　　○中島　　章，寺田　陽子，神山　　茂，佐久本哲郎，徳永　義光

　　　　　　　　空の森クリニック（ALBA　OKINAWA　CLINIC）

0－026．経卵管采式卵管鏡（Salpingoscopy）による卵管内環境のイメージング～受精・胚成長に必要な卵管内

　　　　生殖環境の新しい評価法を目指して～

　　　　　　○太田　邦明，佐藤　健二，飯野孝太郎，宮崎　　薫，小川　誠司，佐藤　　卓，升田　博隆，

　　　　　　　内田　　浩，浜谷　敏生，丸山　哲夫，末岡　　浩，田中　　守

　　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科

0－027．卵管留水症に対する腹腔鏡下および卵管鏡下卵管形成術後の自然妊娠例からみた卵管妊孕能の考察

　　　　　　○飯野孝太郎D，佐藤　健二D，仙波　宏史t），鈴木まり子U，泉　　陽子川，水「1雄貴D，

　　　　　　　佐藤　　卓1），中林　　章2），末岡　　浩P，田中　　守D

　　　　　　　　1慶磨義塾大学医学部産婦人科学教室，21中林病院

0－028．両側卵管水腫に伴うART反復不成功例の治療指針の提案と考察

　　　　　　○黒土　升蔵1），光畑　慎吾P，藤井　好孝1〕，本山　洋明P，安藤　正明2｝

　　　　　　　　1）倉敷成人病センター体外受精センター，2倉敷成人病センター婦人科
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子宮内膜（1）　レ12月4日（木）17：00～17：40第3会場

座長：楢原　久司（大分大学産婦人科）

O－029．ヒト子宮内膜間質細胞脱落膜化に影響を及ぼすレチノイドの代謝経路とその役割の解析

　　　　　○尾崎　理恵，黒田　恵司，北出　真理，熊切　　順，地主　　誠新城　　梓，加藤　紀子，

　　　　　　増田　彩子

　　　　　　　順天堂大学産婦人科学講座

O－030．CD9と着床不全

　　　　　○浜谷　敏生1），吉井　紀子21，井上　　治D，佐々木拓幸1），竹本　崇史D，若松　修平’〕，

　　　　　　戸田　里実’），上條慎太郎い，小川　誠司1），菅原　かな1〕，梅澤　明弘3〕，小田原　靖2），

　　　　　　宮戸　健二3｝，田中　　守い

　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科，2）ファティリティクリニック東京，

　　　　　　　3）国立成育医療研究センター生殖・細胞医療研究部

O－031．次世代シークエンサーを用いたヒト子宮内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化に伴うエピゲノム変化の解析

　　　　　○城崎　幸介，田村　　功，品川　征大，岡田　真紀，李　　理華，前川　　亮，浅田　裕美，

　　　　　　山縣　芳明，田村　博史，杉野　法広

　　　　　　　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

0－032．子宮内膜脱落膜化過程が子宮内膜血管周囲細胞に特有のサイトカイン分泌を誘導する

　　　　　○村上　圭祐，黒田　恵司，竹田　　省

　　　　　　　順天堂大学医学部産科婦人科学講座

子宮内膜（2）　治12月4日（木）17：40～18：20第3会場

座長　甲賀かをり（東京大学女性診療科）

O－033．

O－034．

0－035．

O－036．

脱落膜化過程で発現変動するmicroRNAとその標的遺伝子の探索

　○栃木　秀乃，梶原　　健，石原　　理

　　　埼玉医科大学産科婦人科

排卵誘発を目的としたhCG投与による子宮内膜上皮のプロジェステロン経路抑制

　○江副　賢二，薮内　晶子，村田　奈々，福田淳一郎，奥野　　隆小林　　保，加藤　恵一

　　　加藤レディスクリニック

クエン酸クロミフェンは子宮内膜上皮細胞においてユビキチン・プロテアソーム経路を介してエストロ

ゲン受容体αを調節する

　○網田　光善D，高橋　俊文1），長谷川歩美①，松尾　幸城V，五十嵐秀樹D，倉智　博久2）

　　　1仙形大学医学部産科婦人科学講座，2）大阪府立母子保健総合医療センター

着床期子宮内膜におけるversicanの発現とその機能に関する検討

　○宮崎有美子D，堀江　昭史’），佐藤　幸保21，杉並　　興D，谷　　洋彦1｝，上田　　匡1｝，

　　小西　郁生］）

　　　1京都大学医学部産婦人科，2｝大津赤十字病院
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卵胞発育への介入（1）一卵胞発育・卵巣刺激一　》12月4日（木）9：00～9：40第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：安藤　寿夫（豊橋市民病院総合生殖医療センター）

O｛37．採卵周期開始時のFSHの値によるART成績の検討

　　　　　　○村越友衣乃，髭　　友希，宮浦　康太，竹村　久美，関和　　瞳，佐々木真紀，濱田　亜紀，

　　　　　　　桑原　聖子，松原　和沙，園田　桃代

　　　　　　　　園田桃代ARTクリニック

0－038．GnRH（LH－RH）テストの新しい活用法としての調節卵巣刺激反応予測一第1報一

　　　　　　〇甲木　　聡，松尾　聖子，矢吹　淳司，北見　和久，池田　芳紀，伴野　千尋，山口　恭平，

　　　　　　　吉田　光紗，廣渡　芙紀松川　　哲，矢野　有貴，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，

　　　　　　　安藤　寿夫

　　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター

O－039．poor　responderに対するメラトニン長期投与法の効果

　　　　　　○高崎　彰久，折田　剛志，丸山　祥子，菊田　恭子，嶋村　勝典，森岡　　均

　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科

0－040．G－CSFの排卵機構における役割と排卵治療薬としての臨床成績

　　　　　　○柴田　健雄1〕，早稲田智夫1），富澤　英樹1），藤井　亮太1），牧野田　知D，宇津宮隆史2）

　　　　　　　　D金沢医科大学産科婦人科学講座，2）セント・ルカ産婦人科

卵胞発育への介入（2）－OHSSなど一　b　12月4日（木）9：40～10：20第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：古井　辰郎（岐阜大学成育医療・女性科）

O－041．初回完全自然周期において胚盤胞を3個以上獲得できた69症例の検討

　　　　　　○土山　哲史12），大見　健二P，黒田　雅子D，宮内　　修1），渡邉　芳明D，瀬川　智也D，

　　　　　　　篠原　一朝12），加藤　恵一2），寺元　章吉1）

　　　　　　　　1噺橋夢クリニック，2伽藤レディースクリニック

O－042．Long法におけるOHSSの重症化予防のためにカベルゴリンと柴苓湯併用投与は有効である

　　　　　　○伊藤啓二朗，井上　朋子，高矢　千夏，岩端　秀之，姫野　隆雄，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

0－043．卵胞成長におけるピアルロン酸の必要性

　　　　　　○高橋　則行1），浜田　直美2〕，樽見　　航D，河村　和弘い，鈴木　　直D，伊藤　正則3），

　　　　　　　石塚　文平1）

　　　　　　　　1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，

　　　　　　　　31東京医科歯科大学教養部生物学教室

O－044．調節卵巣刺激患者の卵胞液中vascular　endothelial　growth　factorとprostaglandinE2の関係について

　　　　　　○林　　忠佑，松本　香織，加藤恵利奈，市川　　剛，千島　史尚，山本　樹生

　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科分野
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卵子・胚への介入（1）一活性化など一　レ12月4日 （木）10：20～11：10　第4会場

座長：浜谷　敏生（慶雁義塾大学産婦人科）

O－045．

0－046．

O－047．

0－048．

O－049．

ヒト卵子内円形精子細胞注入法（ROSI）における卵子活性化法の検討

　○山口　貴史1），田中威づみ1），御木多美登1），伊熊慎一郎D，永吉　　基11，田中　　温’），

　　伊藤　昌彦2），黒田　恵司3），竹田　　省3），楠　比呂志4），渡邉　誠二5］

　　　1）セントマザー産婦人科医院2）浜松医科大学医学部感染症学講座，

　　　3）順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科，4榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，

　　　5｝弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

精巣内精子を用いたICSIにおける卵子活性化の検討

　○高橋　智恵，水田　真平，末原　和美，松林　秀彦，石川　智基

　　　リプロダクションクリニック大阪

ICSi受精障害に対するカルシウムイオノフォア（A23187）による卵活性化の効果

　○早川　　繁，小番　彩羽，福岡　　栞，原川　智早，星見　由紀，阿久津　正，佐藤　芳昭

　　　ソフイアレディスクリニック

細胞質置換施行時の条件設定の検討

　○田中　　温1），永吉　　基D，田中威づみD，竹本　洋一1），伊熊慎一郎1），御木多美登1），

　　山口　貴史D，竹田　　省2），楠　比呂志31，渡邉　誠二4｝

　　　1）セントマザー産婦人科医院2｝順天堂大学医学部産科婦人科学，

　　　3）神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，4泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

ミトコンドリア病の治療のためのM－ll期細胞質置換時における，細胞質の注入量を低減するための新し

い手技の開発

　○田中　　温1），永吉　　基’），田中威づみ1），竹本　洋一’），伊熊慎一郎1｝，御木多美：登’），

　　山口　貴史1），竹田　　省2），楠　比呂志3），渡邉　誠二4）

　　　1）セントマザー産婦人科医院2）順天堂大学医学部産科婦人科学，

　　　3）神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，4｝弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

卵子・胚への介入（2）一体外成熟など一　b12月4日 （木）11：10～11：50　第4会場

　座長　高橋　俊文（山形大学産婦人科）

O－050．

O－051．

非卵巣刺激周期に手術を施行した子宮体癌患者15症例における，摘出卵巣由来の未成熟卵子に対する

lVM結果の検討

　○白澤　弘光1），熊谷　　仁1｝，富樫嘉津恵D，佐藤　　亘D，佐藤　敏治1），熊澤由紀代D，

　　井原　基公2），宇都宮裕貴2），八重樫伸生2），寺田　幸弘D

　　　1）秋田大学医学部産婦人科，2J東北大学医学部産婦人科

ヒト初期卵胞の体外培養（IVG）における培養条件の検討

　○高山　　修1），本橋　秀之1），奥平　裕一，李　　　楊2），Ferre　Pilar2’，　Athurupana　Rukmali2），

　　中塚　幹也13），舟橋　弘晃1・2）

　　　1周山大学生殖補助医療技術教育研究センター，2岡山大学大学院環境生命科学研究科，

　　　3）岡山大学大学院保健学研究科

O－052．ヒト未成熟卵子の体外成熟培養液の比較検討

　　　　　○越智　　梓1・2），中田久美子’2），中山　順樹1），池上加代子’），中西　　彩1），阿部

　　　　　　渡邊ひとみ’），飯村　裕規1），中嶋　直綱D，岩本　武夫3），山下　直樹12）

　　　　　　　1）山下湘南夢クリニック，2）山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，

　　　　　　　3）東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究室）

睦1），
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O－053．受精誘導型オートファジーの薬剤制御に関する研究

　　　　　○山本　　篤1231，塚本　智史2），原田　竜也D，久保田俊郎1）

　　　　　　　1‘東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学，

　　　　　　　2放射線医学総合研究所生物研究推進課3｝東京大学大学院医学系研究科分子生物学

胚の評価法（1）　レ12月4日（木）15：00～15：40第4会場

座長　桑原　慶充（日本医科大学産婦人科）

O－054．

O－055．

O－056．

O－057．

新規チップ型受精卵呼吸測定装置を用いた受精卵の客観的評価法の検討

　○志賀　尚美1），宇都宮裕貴v，石橋ますみu，黒澤　大esl），渡邉　　善川，菅沼　亮太2｝，

　　福原　理恵3），福井　淳史3’，五十嵐秀樹41，高橋　俊文4），阿部　宏之5｝，熊谷　　仁6）t

　　寺田　幸弘61，八重樫伸生P

　　　］1東北大学医学部産婦人科学講座，L｝福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，

　　　3泓前大学医学部産科婦人科学教室，DII1形大学医学部産科婦人科学講座，

　　　5仙形大学大学院理工学研究科，6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

胚盤胞形態評価は異常妊娠・異常分娩のリスクを予測できるか？

　○俵　　史子’1，中山　理紗］），高木さや香］），森本　　藍D，大城　章子1｝，山本　裕子1｝，

　　志田　有加加，榊原　由佳1），宗　　修平1，藤田　智久D，山口和香佐1’，中山　　毅2’，

　　田村　直顕3），金山　尚裕3）

　　　D医療法人社団俵IVFクリニック，2）JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，

　　　3｝浜松医科大学産婦人科

培養期間中の観察がヒト胚の発達に与える影響

　○小林　一彦D，小嶋　哲矢D，末包　博昭2｝

　　　1武庫之荘レディースクリニック，2宋包クリニック

当院における胚の割球数と胚盤胞発生率の検討

　○野木世莉那，有地あかね，村松　裕崇，伊藤かほり，大村　直輝，小峰　祝敏工藤　祐輔，

　　門前　志歩，遠藤　美幸，向井　直子，大原　基弘，己斐　秀樹，清水　康史，依光　　毅，

　　河村　寿宏

　　　田園都市レディースクリニック

胚の評価法（2）一多核胚一　ト12月4日 （木）15：40～16：30　第4会場

　　　　　　　　　座長二田村　博史（山口大学産婦人科）

O－058．

O－059．

O－060．

多核胚移植による妊娠成立の症例報告

　○佐藤祐香里，中村　祐介，服部　裕充，中條友紀子，土信田雅一，戸屋真由美，京野　廣一

　　　京野アートクリニック

分割期胚における多核胚発生原因の分析

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

　　宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

抗核抗体染色型別にみた多前核胚出現頻度の検討

　○大垣　　彩1），水野　里志い，渡邊　千裕P，中野　真夕1），松本　寛史V，藤岡　聡子い，

　　森　　梨沙D，井田　　守u，福田　愛作D，森本　義晴2｝

　　　u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
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0－061．Multinucleated　blastomers胚でも胚盤胞移植ではより高い妊娠率が得られる

　　　　　○中西　裕子，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，上田　　鈴篠原　三佳，貴志　瑞季，

　　　　　　金森　真希，奥　　裕嗣

　　　　　　　医療法人紀映会レディースクリニック北浜

0－062．初期胚の分割形態および多核割球の有無による発生速度と胚盤胞発育

　　　　　○松永　利恵’lf三浦　　恵1），見田　　渉V，宮田　佳苗1‘，田中　豊美い，山中菜保子1〕，

　　　　　　渡辺　真一D，上畑みな子1），宮村　浩徳121，西山　幸江い，与那覇　斉P，桑波田暁子IJ，

　　　　　　越知　正憲D，堀内　俊孝3｝

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

卵巣・卵子・胚レ12月4日（木）16：30～17：20第4会場

座長　松崎　利也（徳島大学産婦人科）

O－063．

0－064．

0－065．

O－066．

O－067．

FMS－like　tyrosine　kinase　31igand（FLT3L）はマウス着床前期胚の発育を促進する

　○西島　千絵，河村　和弘，岡本　直樹，佐藤　可野吉岡　伸人，杉下　陽堂，高江　正道，

　　洞下　由記，河村　七美，鈴木　　直

　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科学

マウス膵臓ランゲルハンス島におけるAMH発現の検討

　○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

犬脂肪由来幹細胞を用いた生殖機能障害における安全性に関する検討

　○濱田　雄行1），窪島　　肇2），那波　明宏b，伊藤　　博31

　　　1愛媛大学医学部附属病院産婦人科，2｝株式会社アニマルステムセル，

　　　3東京農工大学付属動物医療センター

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，河本　　舞品川　征大，岡田　真紀竹谷　俊明，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

第3世代携帯電話電磁波の配偶子に対する影響に関する検討

　○鈴木　　聡b，奥津　美穂D，菅沼　亮太D，小宮ひろみ1），藤森　敬也D，立野　裕幸2）

　　　D福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，2）旭川医科大学医学部生物学教室

PCOSなど　レ12月4日（木）17：20～18：10第4会場

座長　河野　康志（大分大学産婦人科）

0－068．多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）における肥満の有無によるインスリン抵抗性（IR）について一インスリ

　　　　ン抵抗性（IR）の診断と糖負荷試験（OGTT）意義について一

　　　　　〇根岸　広明1），石井　鈴奈1〕，中尾　佳月L），竹中　　裕1｝，木村真智子2〕，堀川　道晴1）

　　　　　　　’）ウィメンズ・クリニック大泉学園，2埼玉医科大学産婦人科

O－069．Curcuminは穎粒膜細胞においてAMP－activated　protein　kinase（AMPK）を介した翻訳制御因子の活性

　　　　に関与する

　　　　　○甲斐由布子D，河野　康志V，川野　咲季1｝，岡本真実子D，奈須　家栄12），楢原　久司］）

　　　　　　　1）大分大学医学部産科婦人科，2大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野
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O－070．熱負荷を個別化した腹腔鏡下多嚢胞性卵巣多孔術（LOD）による術前術後における胞状卵胞数および抗

　　　　ミュラー管ホルモン値の変化

　　　　　○原　鐵晃’［，頼　英美i），藪佐淑恵2）

　　　　　　　D県立広島病院生殖医療科，2）県立広島病院産婦人科

O－071．胎生期アンドロゲン投与によるPCOSモデルラット作成，視床下部一下垂体一性腺軸における解析

　　　　　○大須賀智子，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒齋藤　　愛，

　　　　　　森　　正彦，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　　　　　　　名古屋大学医学系研究科産婦人科学

OD72．性同一性障害当事者におけるホルモン療法中の卵巣機能についての検討

　　　　　○井上　統夫，北島　道夫，谷口　　憲，カーンカレク，増崎　英明

　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科

第1日目　12月4日（木）第5会場

統計（1）－ARTのアウトカムー　レ12月4日 （木）9：00～10：00　第5会場

　　　　座長：遠藤 俊明（札幌医科大学産婦人科）

O－073．移植時の胚盤胞評価が出生児体重に与える影響について

　　　　　○大野　浩史12｝，福永　憲隆’・2・3），北坂　浩也’2｝，田村　総子12｝，中山　　要1・2｝，青柳　奈央12），

　　　　　　渡邊　紘之12J，木田　雄大12），服部　幸雄121，若原　靖典121，木下　孝一2），近藤麻奈美12），

　　　　　　薬師　義弘12〕，羽柴　良樹12），浅田　義正1・2・3｝

　　　　　　　D浅田レディース名古屋駅前クリニッ久2J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－074．ARTによって挙児するためには幾つの卵子が必要なのか？

　　　　　○羽原　俊宏，平田　　麗，井上　聖子，岩澤　未来，中戸　可奈，中務　結貴，斉藤　寛恵，

　　　　　　新藤　知里，川上　典子，青井　陽子，定本　幸子，大月　順子，寺田さなえ，吉岡奈々子，

　　　　　　林　　伸旨

　　　　　　　岡山二人クリニック

0－075．ART治療妊娠出産後余剰凍結胚を利用した次児妊娠率についての考察

　　　　　○苔口　昭次，松本由紀子，水澤　友利，岡本　恵理緒方　誠司，山田　　聡，安　　昌恵，

　　　　　　江夏宜シェン，滝口　修司，十倉　陽子，片山　和明，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

O－076．当院におけるARTによる多胎妊娠発生率の検討

　　　　　○加藤　　徹2｝，小林眞一郎2｝，元石　睦郎2」T松川真木子2），柴原　浩章D

　　　　　　　1）兵庫医科大学病院産婦人科，2）kobaレディースクリニック

O－077．自然周期での融解胚移植時の双胎妊娠に占める二卵性双胎の頻度について

　　　　　○藤田　　裕福田淳一郎，湯　　暁暉，土山　哲史，和田　恵子，篠原　一朝，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

0－078．不妊治療を経て40歳以上で出産に至った症例について

　　　　　○鈴木　康夫D，辻　　敏徳’〕，西　　　修2）

　　　　　　　D鈴木レディスホスピタル，2）西ウイミンズクリニック
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統計（2）一男性不妊一　＞12月4日 （木）10：00～11：00　第5会場

　　　　　　　　　座長：松田　公志（関西医科大学泌尿器科）

0－079．

O－080．

0－081．

O－082．

0－083．

O－084．

生殖医療専門婦人科クリニックにおける男性不妊症外来の臨床統計

　○市川　智彦1），今本　　敬1），加藤　繭子1），加賀麻祐子D，布施　美樹D，佐塚　智和1），

　　仲村　和芳1），川村　幸治D，二瓶　直樹1］，高橋　敬一2’

　　　D千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学，2塙橋ウイメンズクリニック

閉塞性無精子症における新鮮精巣精子と凍結精巣精子を使用したICSIの成績の比較

　○小山寿美江，田中　美穂，清田　圭子，山田　幸香，小林　正知，吉田　　淳

　　　木場公園クリニック

原精液における精子DNAフラグメンテーションは高年齢由来の卵子において化学的妊娠の可能性を低

下させる

　○冨田　和尚12），佐藤　　学u，橋本　　周1］，千葉　康敬：s），細井　美彦z〕，中岡　義晴P，

　　森本　義晴1〕

　　　D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，

　　　3）近畿大学医学部臨床研究管理センター

重度乏精子症患者の精子の妊孕能について

　○高橋　　如1），森　麻理奈］），上村沙耶佳い，米本　昌平P，加藤　由香1），赤星　孝子ユ），

　　竹本　洋一1），田中威づみ’），山口　貴史1｝，御木多美登］｝，伊熊慎一郎D，永吉　　基1），

　　田中　　温1），楠　比呂志2）

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

精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）とIVF，　ICSI治療成績の関連性についての検討

　○黒田晋之介12），湯村　　寧2），浅井　拓雄2），保田　賢吾2），三條　博之2），山中　弘行2），

　　竹島　徹平2），加藤　喜健2），岩崎　　晧2），野口　和美2｝，山本みずき3｝，香川　愛子3），

　　大島　　綾31，村瀬真理子3）

　　　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，

　　　3）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婦人科

当院における男性不妊症治療での麻酔方法の検討

　○濱口　　綾田中　　温永吉　　基，伊熊慎一郎，御木多美登山口　貴史，田中威づみ，

　　白柿ひろみ，緒方　妙子，曽我部つぐみ，松岡加奈絵，松本千恵美，能勢　美帆南　　智美

　　　セントマザー産婦人科医院

統計（3）一児のフォローアップー レ12月4日（木）11：00～11：50

　　　　　　　　　座長：梶原

第5会場

健（埼玉医科大学産婦人科）

O－085．

0－086．

凍結融解胚移植における出産および1歳半調査報告

　○北坂　浩也12），福永　憲隆’・2・3），吉村　友邦’2｝，中山　　要12），加藤　道高12），青柳　奈央12），

　　小沼よしみ12｝，下村　海咲12），服部　幸雄12），若原　靖典12），木下　孝一2｝，近藤麻奈美12），

　　薬師　義弘12），羽柴　良樹12），浅田　義正123）

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

　　　3）浅田生殖医療研究所

カルシウムイオノファにて卵子活性化処理を実施した受精障害症例の出生児調査結果報告

　○渡邊　千裕IL水野　里志D，大垣　　彩1），藤岡　聡子1），森　　梨沙ll，井田　　守1），

　　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）医療法人三慧会なんばクリニック
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O－087．卵子提供により出生した児の発達と家族関係（第2報）その1　被提供者家族調査

　　　　　○小泉　智恵17］，平山　史朗27），上野　桂子37），森本　義晴｝］，才村　眞理5・7｝，神原　好美47），

　　　　　　石原　　理671

　　　　　　　P独立行政法人国立成育医療研究センター研究所，2▲東京HARTクリニック，

　　　　　　　3J大分県不妊専門相談センター，4）IVFなんばクリニッ久5武庫川女子大学，6）埼玉医科大学，

　　　　　　　7’JISARTフオローアツプ部会予後調査部門

0－088．卵子提供により出生した児の発達と家族関係（第2報）その2　出生児が2歳時点における卵子提供者

　　　　の追跡調査

　　　　　○平山　史朗17），小泉　智恵27i，上野　桂子37’，森本　義晴7），才村　眞理57），神原　好美t7），

　　　　　　石原　　理b7｝

　　　　　　　D東京HARTクリニック，21（独）国立成育医療研究センター研究所，

　　　　　　　3｝大分県不妊専門相談センター，i’IVFなんばクリニック，5｝武庫川女子大学，6｝埼玉医科大学，

　　　　　　　7’JISARTフオローアツプ部会

0－089．当院でのART治療で生まれ現在16～18歳になった子供の成長発達の調査一子育ての際にARTの影響

　　　　を意識したか一

　　　　　〇河野　照美，村上貴美子，久保島美佳，井上　　静，金子　清美，徳永　美樹，園田　敦子，

　　　　　　山田　絵美，小畑　栄子，江隈　直子，今村　奈摘，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

精巣・精子（1）一基礎一　＞12月4日

O－090．

O－091．

O－092．

O－093．

O－094．

O－095．

（木）15：20～16：30　第5会場

　　　　　　　　座長：年森　清隆（千葉大学生殖生物医学）

精液へ分泌される糖鎖ポリラクトサミンによる精子運動の調節機構

　○柴田　俊章，杉原　一廣，田村　直顕，金山　尚裕

　　　浜松医科大学産婦人科学教室

正常精子は果たしてICSIに最適か？　精子頭部サイズとDNA切断リスク

　○渡邉　誠二1），中村　理果2］，佐々木幸江Zl，福井　淳史2），福原　理恵2），鴨井　舞衣2］

　　　D弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座，2泓前大学大学院医学研究科産婦人科学講座

脂肪代謝異常が男性生殖能に与える影響

　○金　　南孝，中村　仁美，正木　秀武熊澤　恵一，古谷毅一郎，三宅　達也，安井　悠里，

　　繁田　直哉，田中　絢香，木村　　正

　　　大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座

非閉塞性無精子症・乏精子症患者におけるMLPA法を用いたY染色体構造解析

　○齊藤　和毅167’，勝見　桃理D，宮戸　真美1｝，岡田　　弘2），小堀　善友2［，吉田　　淳3），

　　田中　葉子4’，石川　博週〕，緒方　　勤51，齊藤　英和b】，久保田俊郎7｝，深見　真紀’戊

　　　D（独）国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部，％蜀協医科大学越谷病院泌尿器科，

　　　3）木場公園クリニック，4）東京歯科大学市川総合病院5浜松医科大学小児科，

　　　6）　（独）国立成育医療研究センター病院周産期・母性診療センター不妊診療科，

　　　7）東京医科歯科大学生殖機能協関学

ヒト検体を用いた精巣内ネフリン，ポドシンの発現の検討

　○江夏　徳寿，角井　健太，福田　輝雄，松下　　経，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講座

閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症における精巣組織のDNAメチル化パターンについての検討

　○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
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0－096．TESE組織培養における培養系の検討と精子の分化誘導

　　　　　○林　　輝美b，岩木　有里D，苅田　正子い，田口　早桐LZ），多田

　　　　　　中村　嘉孝1　2・3）

　　　　　　　D医療法人オーク会オーク住吉産婦人科，

　　　　　　　2医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック，

　　　　　　　3医療法人オーク会オーク梅田レディースクリニック

　　　　　　　　　　41（199）

佳宏D，船曳美也子13｝，

精巣・精子（2）一基礎から臨床ヘー　レ12月4日 （木）16：30～17：30

　　　　座長：小林

第5会場

秀行（東邦大学泌尿器科）

O－097．NBIシステムを用いたラット精巣の観察（Micro－TESEにおける新しい技術への応用を目指した試み）

　　　　　○江夏　徳寿，角井　健太，福田　輝雄，松下　　経，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講座

O－098．TALENによるEif2s3yノックアウトマウスの精子形成の解析

　　　　　○中筋　貴史1’，浅原　弘嗣2’，平光　史朗P，石川　智則’戊，原田　竜也’1，久保田俊郎1〕

　　　　　　　］J東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学，2東京医科歯科大学大学院システム発生・再生医学

0－099．ln　Vitro　Fertilization（IVF）の効率を上げる甘草成分の同定

　　　　　○田中　宏光

　　　　　　　長崎国際大学薬学部薬学科

0－100．ヒト精子ミトコンドリアの形態異常と不妊症

　　　　　○年森　清隆伊藤　千鶴大和屋健二

　　　　　　　千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

0－101．水素分子処置により運動性を改善したOligoasthenoteratozoospermia患者精子の受精能の検討

　　　　　○中田久美子1），山下　直樹1），大澤　郁朗2）

　　　　　　　U山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，

　　　　　　　2）東京都健康長寿医療センター研究所・生体環境応答

0－102．プロタミン欠乏による精子頭部形態の変化

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

　　　　　　　信州大学医学部産科婦人科学講座

男性不妊の臨床研究　レ12月4日（木）17：30～18：20 第5会場

　　　座長：布施 秀樹（富山大学泌尿器科）

O－103．乏精子無力症に対する鍼治療の有効性

　　　　　○磯部　哲也

　　　　　　　葵鐘会Bell－netフォレストベルクリニック

O－104．Monolight3010を用いた精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species：ROS）測定　第2報　ROSと精

　　　　子運動パラメータの相関に関する検討

　　　　　○湯村　　寧，山中　弘行，竹島　徹平，保田　賢吾，黒田晋之介，三條　博之，岩崎　　晧，

　　　　　　野口　和美，浅井　拓雄

　　　　　　　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

0－1　05．非閉塞性無精子症患者におけるストレス関連タンパク発現レベルと精子回収有無の関係性の解明

　　　　　○福田　輝雄角井　健太，江夏　徳寿，松下　　経，三宅　秀明，藤澤　正人

　　　　　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野
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0－106．精子自動分析装置を用いた精液評価とSplit－ICSIの成績

　　　　　○前泊　直樹12），中島　　章1），佐喜眞　斉1｝，寺田　陽子V，神山　　茂P，佐久本哲郎1〕，

　　　　　　徳永　義光1）

　　　　　　　1）空の森クリニック（ALBA　OKINAWA　CLINIC），2麻布大学共同研究員

0－107．アガロースカプセルを用いた極少ヒト精子凍結の試み

　　　　　○荒木　泰行1），八尾　竜馬2｝，朝山　雄太2），松久　明生2i，荒木　康久lJ

　　　　　　　P高度生殖医療技術研究所，2扶桑薬品工業株式会社研究開発センター

第1日目　12月4日（木）第6会場

精索静脈瘤手術（1）　レ12月4日（木）9：00～9：50第6会場

座長：白石　晃司（山ロ大学泌尿器科）

O－108．

0－109．

0－110．

0－111．

0－112．

蛍光血管造影下精索静脈瘤手術の初期施行経験

　○柴田　康博ll，栗原　聰太j］，宮澤　慶行D，加藤　春雄D，小池　秀和V，伊藤　一人），

　　中村　哲也LJ），鈴木　和浩1｝

　　　1群馬大学医学府附属病院泌尿器科，2群馬大学医学部附属病院臨床試験部

subinguinal　varicocelectomyにおける精索内の精巣動脈及び精管動脈のvariation及び精巣動脈を温存す

るimpact

　O菅藤　　哲い，辻　　祐治2｝，福崎　　篤3），笹川五十次い

　　　川山形徳洲会病院泌尿器科，2）恵比寿つじクリニック，3＞国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科

男性不妊症患者における精索静脈瘤手術の検討

　○梅本　幸裕D，佐々木昌一）t岩月正一郎D，窪田　裕樹b，窪田　泰江D，出原　麻里2｝，

　　佐藤　　剛2），杉浦　真弓2｝，郡　健二郎’ノ

　　　1名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野，

　　　Z）名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学分野

荻窪病院泌尿器科における精索静脈瘤に対する顕微鏡下リンパ管温存高位結紮術の臨床的検討

　○大橋　正和，野中　昭一，松島　将史

　　　医療法人財団荻窪病院泌尿器科

当科における精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の検討

　○金　　星哲U，原　　綾英D，羽原　俊宏ZJ，大平　　伸1），福元　和彦1），常　　義政D，

　　藤井智浩D，宮地禎幸U，林　伸旨2），永井　敦’）

　　　P川崎医科大学，2）岡山二人クリニック

精索静脈瘤手術（2）　芦12月4日（木）9：50～10：40第6会場

座長：宮川　　康（大阪大学泌尿器科）

0－113t

0－114．

精索静脈瘤手術後の精液所見の経時的変化に関する検討

　○山口　耕平12｝，石川　智基12｝，郷原　真輔D，苔口　昭次3｝，塩谷　雅英3），松林　秀彦2）

　　　1石川病院泌尿器科，2）リプロダクションクリニック大阪3英ウィメンズクリニック

診療所での日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術は安全で有効である

　○市岡健太郎1），松井　喜之2J，根来　宏光2），後藤　崇之2＞，北　　悠希2〕

　　　1）いちおか泌尿器科クリニック，2京都大学大学院器官外科学泌尿器病態学講座
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O－115．重度男性不妊における精索静脈瘤手術の精液所見および臨床成績への効果

　　　　　○岡　　奈緒b，永尾　光一）v柳堀紗耶香D，青野　展也D，中條友紀子2〕，奥田　　剛］］，

　　　　　　竹内　　巧D，京野　廣一2）

　　　　　　　1）京野アートクリニック高輪2京野アートクリニック

O－116．精索筋膜内の神経，血管およびリンパ管分布の検討

　　　　　○岡　真太郎，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

O－117．精索静脈瘤の術前診断における超音波断層法による精索静脈径計測の有用性について

　　　　　○横山　　裕’Z：S），宮嶋　哲匡41，田丸　俊三5），鷺山　和幸：i），田中　正利2）

　　　　　　　1横山病院泌尿器科，2｝福岡大学医学部泌尿器科，3）さぎやま泌尿器クリニック，

　　　　　　　4）福岡大学筑紫病院泌尿器科，5薬院ひ尿器科病院

逆行性射精・人工授精など　レ12月4日（木）10：40・－11：30第6会場

　　　　　　　　　　　　　　座長：湯村　　寧（横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター）

0－118．

0－119．

O－120．

O－121．

O－122．

停留精巣術後にみられた精巣内精索静脈瘤

　○中野　和馬1），成吉　昌一2」，助川　　玄D，辻　　祐治12）

　　　1）恵比寿つじクリニック，L）天神つじクリニック

Emission　lossから逆行性射精を経て膀胱内精子回収により妊娠を得た1例

　○近藤　宣幸12｝，児島　輝彦3），長谷川昭子3），森本　真晴3），加藤　　徹3），坂　　佳世3｝，

　　和田　　龍31，柴原　浩章3J

　　　D協和会協立病院2｝兵庫医科大学病院泌尿器科，3｝兵庫医科大学病院産婦人科

逆行性射精治療に対するアモキサピンとイミプラミンの無作為化対象比較試験

　○田井　俊宏’3），永尾　光一1），塩原　真美2’，松井　幸秀1），府川　敦子2｝，佐々木由香2｝，

　　小林　秀行1），鈴木　九里P，片桐由起子2），臼井　　彰3），中島　耕一l

　　　D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，3）医療法人社団ひとみ会臼井医院

続発性不妊症例に対するAlHの有効性に関する検討

　○山崎　歩実，江副　郁恵，中野　英之

　　　中野レディースクリニック

過去10年間の自然周期人工授精1　7，830周期の検討

　○本田　徹郎，信田　萌美，浪江可奈子，濱崎　祐希，金井　裕子，堤　　麻衣，辰巳　賢一

　　　梅ヶ丘産婦人科

当事者支援・当事者教育（3）

0－123．

0－124．

レ12月4日（木）15：20～16：10

　　　　座長：齊藤

第6会場

英和（国立成育医療研究センター不妊診療科）

生殖・産科医療と児童福祉の行政主導による地域連携の報告～不妊カップルの家族形成支援にむけた「島

根モデル」の取り組み～

　○荒木　晃子12），永島百合子2），内田　昭弘2）

　　　1）立命館大学R－GIRO研究機構，2）内田クリニック

大学生の生殖能に関する意識調査と教育効果についての検討

　○後藤　真紀，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，

　　大須賀智子，森　　正彦，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，吉川　史隆

　　　名古屋大学医学部産婦人科
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0－125．妊孕性知識が妊娠・出産及びライフプランニングの形成に与える影響

　　　　　　○前田　恵理123），齊藤　英和4）

　　　　　　　　u東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学，2秋田大学大学院医学系研究科環境保健学，

　　　　　　　　3旧本学術振興会特別研究員，4）国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター不妊診療科

O－126．第3者卵子提供と出自の告知への意識：産婦人科医療スタッフへの調査

　　　　　　○酒本　あいP，井上　理絵23｝，岩井　智子2J，片岡久美恵Ll，久保光太郎1；長谷川　徹1），

　　　　　　　田淵　和宏D，小谷早葉子D，松田　美和1），鎌田　泰彦1），平松　祐司’】，中塚　幹也2J

　　　　　　　　1個山大学大学院医歯薬総合研究科産科・婦人科学教室，2）岡山大学大学院保健学研究科，

　　　　　　　　3山陽学園大学看護学部

0－127．当センターで経験した卵子提供後妊娠例の社会的背景と周産期予後

　　　　　　○滝戸なほみ，津村　志穂，中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道

　　　　　　　　日本赤十字社医療センター産婦人科

妊孕性温存の支援（1）医学的　レ12月4日（木）16：10～16：50第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高井　　泰（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

O－128t当院におけるがん患者の妊孕性温存療法の取り組みについて

　　　　　　○青葉　幸子，仲西　菜月，長谷川洋子，渡邉早知絵，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

0－129．当院における医学的適応による未受精卵子・胚凍結の現状

　　　　　　○仲西　菜月，望月　　修，千田裕美子，加藤雄一郎，竹原　　啓，若山　　彩，青葉　幸子，

　　　　　　　長谷川洋子，渡邉早知絵

　　　　　　　　聖隷三方原病院産婦人科リプロダクションセンター

O－130．卵巣腫瘍手術後に発症した早発卵巣不全に関する検討～早発卵巣不全発症までの期間とリスク因子につ

　　　　いて～

　　　　　　○高江　正道，河村　和弘，佐藤　可野，岡本　直樹，西島　千絵，吉岡　伸人，杉下　陽堂，

　　　　　　　洞下　由記，鈴木　　直

　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科学

0－131．当科における女性のがんサバイバーに対する生殖医療の現状

　　　　　　○東梅　久子，矢野美穂子．藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，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

妊孕性温存の支援（2）医学的　レ12月4日（木）16：50～17：30第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：塩谷　雅英（英ウィメンズクリニック）

O－132．当院におけるがん患者に対する生殖医療の現況

　　　　　　○岡本　恵理苔口　昭次，松本由紀子，水澤　友利，緒方　誠司，山田　　聡，安　　昌恵，

　　　　　　　片山　和明，江夏宜シェン，滝口　修司，塩谷　雅英

　　　　　　　　英ウィメンズクリニック

O－133．ART施設でのoncofertilityの現況；当院での経験から

　　　　　　○西村佳与子，本庄　　考，日高　直美，古賀真菜美，小原由香子，得能　典子，秋吉　弘美，

　　　　　　　谷口加奈子，愛甲恵利子，村上　真央，早田　　瞳，竹原　侑希，内村　慶子，国武　克子，

　　　　　　　泊　　博幸，詠田　由美

　　　　　　　　アイブイエフ詠田クリニック
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O－134．乳癌患者の妊孕性温存について

　　　　　○佐藤可奈子1），土信田雅一1），戸屋真由美1］，奥田　　剛2｝，竹内　　巧2），京野　廣一一・　1・2）

　　　　　　　D京野アートクリニック，L）京野アートクリニック高輪

0－135．医学的適応による妊孕性温存への取り組み

　　　　　○森本真晴児島輝仁，森本　篤加藤　徹．脇本　裕坂　佳世，和田
　　　　　　長谷川昭子，澤井　英明，柴原　浩章

　　　　　　　兵庫医科大学産科婦人科学講座／兵庫医科大学病院生殖医療センター

45（203）

龍

妊孕性温存の支援（3）社会的　レ12月4日（木）17：30～18：10第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　座長：森　　明子（聖路加国際大学ウィメンズヘルス・助産学研究室）

0－136．社会的理由による未授精卵子凍結希望者へのアンケート

　　　　　　○船曳美也子1・2｝，田口早桐1〕，林　輝美P，多田佳宏1），北宅弘太郎’｝，岩木有里1’，

　　　　　　　苅田　正子1），中村　嘉孝1）

　　　　　　　　1｝オーク住吉産婦人科，L）オーク梅田レディースクリニック

O－137．未婚女性の卵子凍結における意識調査

　　　　　　○立野　　恵，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，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附設高度生殖医療センター

O－138．本邦における「医学的理由でない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究（第二報）

　　　　　　○瀬戸さち恵V，梶原　　健い，石原　　理）p前田　恵理2）

　　　　　　　　’）埼玉医科大学病院21東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学

O－139．生殖医療を受けるがん患者への看護支援に対する考察

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

　　　　　　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック
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第2日目　12月5日（金）第2会場

Time－lapse，　live　cell　imaging（1）基礎 レ12月5日（金）9：00～10：10

　　　　　　　座長：岩瀬

第2会場

明（名古屋大学産婦人科）

O－140．

0－141．

O－142．

0－143．

0－144．

O－145．

0－146．

ヒト胚前核形成時期に出現する卵細胞質内空胞のhigh－resolution　time－lapse　cinematographyを用いた

動的解析とその後の胚発育

　○湯本啓太郎，岩田　京子，杉嶋美奈子，溝口　千鶴，甲斐　義輝，古山紗也子，的場　由佳，

　　山内　至朗，田中　　藍松田　有貴，岡田　直緒井庭裕美子，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

ヒト異常受精卵の中心体形成および第一卵割過程における紡錘体形成の解析

　○田中　　藍，甲斐　義輝，岩田　京子，湯本啓太郎，杉嶋美奈子，溝口　千鶴，古山紗也子，

　　的場　由佳，山内　至朗，岡田　直緒，松田　有貴，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

精子成熟度や人為的卵活性化がヒトの受精から初期胚発生に与える影響：Time－lapse　study

　O柳堀紗耶香DL岡　　奈緒D，青野　展也1），中條友紀子2），奥田　　剛P，竹内　　巧D，

　　京野　廣一12、

　　　D京野アートクリニック高輪，2）京野アートクリニック

初期胚での品質評価のためのタイムラプス（Primo　Vision）指標と胚呼吸量測定の可能性

　○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

胚の動的因子を加味した胚の分類法と臨床妊娠率の検討

　○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

ライブセルイメージングによるヒト1前核胚の雌雄染色体動態解析と妊娠率の検討

　○野老美紀子】｝、辻　　暖永23），山縣　一夫4），浅野恵美子23）t香ノ木早紀2．3｝，小島　正愛23），

　　福永　憲隆123｝，浅田　義正1・Z・3）

　　　’浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所2浅田レディース名古屋クリニック，

　　　3｝浅田レディース勝川クリニッ久’V大阪大学微生物病研究所生体応答遺伝子解析センター

2細胞期から4細胞期までのfragmentationの変化が胚盤胞発生に及ぼす影響

　○中山　　要’2），福永　憲隆’2・3），北坂　浩也12），吉村　友邦121，長谷川　望12），加藤　道高121，

　　大野　浩史12】，渡邊　紘之1・2），服部　幸雄12），若原　靖典1・2・），近藤麻奈美12），木下　孝一2），

　　薬師　義弘121，羽柴　良樹12），浅田　義正123）

　　　U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

Time－lapse，　live　cell　imaging（2）臨床 レ12月5日（金）14：30～15：10　第2会場

　　　　座長：蔵本　武志（蔵本ウイメンズクリニック）

O－147．タイムラプスを用いた第1卵割の開始時間とその後のヒト胚発生の解析

○山口　賢一，山田　成利，廣永

　網和美．越田光伸
　　医療法人越田クリニック

真，久保　早織，高橋　典子，今野真佐子，横山裕美子，
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0－148．第一卵割における早期正常分割の確認が発育予測に重要

　　　　　○中野　達也，佐藤　　学，橋本　　周，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

O－149．2細胞期胚の早期観察はその後の胚発育予測に有効である

　　　　　○宮本麻梨恵，中野　達也，佐藤　　学，橋本　　周，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

0－150．タイムラプスシステムを用いた培養時におけるシングルステップ培養液（G－TL）とシーケンシャル培養

　　　　液の成績の比較

　　　　　○吉田　　淳，佐野　憲一，山田　幸香，清田　圭子，田中　美穂

　　　　　　　木場公園クリニック

Time－lapse，　live　cell　imaging（3）臨床　b　12月5日（金）15：10～15：50第2会場

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

O－1　51．EmbryoScopeTMによる高齢者胚と非高齢者胚の発育動態の比較

　　　　　　○中村　千夏，小牧　麻美，山口ゆうき，宮本　恵里，江崎　寛美，上田真理奈，関岡友里恵，

　　　　　　　木下　和雄，小山　伸夫

　　　　　　　　社団法人聖命愛会ART女性クリニック

O－152．AMH低値症例におけるEmbryoScopeを用いた胚培養成績の検討

　　　　　　○篠原真理子，末永めぐみ，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

O－153．胚盤胞の拡張期収縮回数の増加は凍結融解胚回復率と移植妊娠率を低下させる～タイムラプス動画を用

　　　　いた解析～

　　　　　　○渡辺　真一1，上畑みな子ll，見田　　渉1），三浦　　恵1），小林　勇毅D，宮田　佳苗1），

　　　　　　　田中　豊美V，松永　利恵U，山中菜保子D，宮村　浩徳1），西山　幸江’｝T与那覇　斉］），

　　　　　　　桑波田暁子1），越知　正憲D，堀内　俊孝2）

　　　　　　　　1｝おち夢クリニック名古屋，2県立広島大学大学院総合学術研究科

O－154．Time　Laps観察による胚の発生状況の検討

　　　　　　○米本　昌平D，高橋　　如1｝，加藤　由香1］，赤星　孝子D，竹本　洋一］1，田中威づみ1），

　　　　　　　山口　貴史1），御木多美登1），伊熊慎一郎1），永吉　　基D，田中　　温1），楠　比呂志2）

　　　　　　　　’）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

　　　　　　　　　　　　　　第2日目　12月5日（金）第3会場

TESE／ICSI（1）－TESE一　レ12月5日（金）9：00～10：10　第3会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：辻村　　晃（順天堂大学泌尿器科）

0－155．顕微鏡下精巣内精子採取術（micro－TESE）の病理検査結果と精子回収率および培養成績の検討

　　　　　　○水田　真平，末原　和美，高橋　智恵，松林　秀彦，石川　智基

　　　　　　　　リプロダクションクリニック大阪

O－156．多発性精巣内微小結石を合併した非閉塞性無精子症の5例

　　　　　　○成吉　昌一，中野　和馬2’，助川　　玄2），辻　　祐治12）

　　　　　　　　P天神つじクリニック，2｝恵比寿つじクリニック
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O－157．

O－158．

O－1　59．

O－160．

日生殖医会誌　59巻4号

『閉塞性無精子症』を強く疑い精子採取手術を行った，当院における過去3年間23症例の手術結果につ

いての検討一術後に『非閉塞性』と判明した2例におけるMESAの有用性一

　〇粟田松一郎，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，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附設高度生殖医療センター

無精子症が原因で施行された顕微授精の治療成績

　○今井　　伸］」，塩島　　聡2），松本美奈子2［，渋谷　伸一2、，栗田　哲至3），鈴木伊都子3）

　　　P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

クラインフェルター症候群の発生機序に関する検討

　○御木多美登1），田中威づみい，山口　貴史［｝，伊熊慎一郎’），永吉　　基’），田中　　温D，

　　竹田　　省2）

　　　Dセントマザー産婦人科医院2｝順天堂大学医学部産科婦人科学

当院におけるTESE－ICSIの精子選択基準の検討

　○松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起大原　知子，森本　有香，原武　佑樹，

　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

0－161．泌尿器科医による男性不妊治療と生殖補助医療の連携により妊娠・出産に至ったICSI後受精障害の一

　　　　例一ICSIにおける精巣精子の優位性と精索静脈瘤の治療による精子の質的改善一

　　　　　〇菅沼　亮太’〕，奥津　美穂1），鈴木　　聡1），大原　美希li，吉田　史子］1，小宮ひろみ1｝，

　　　　　　柳田　　薫2｝，藤森　敬也］｝

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

TESE／ICSI（2）－ICSI一 レ12月5日（金）14：30～15：40　第3会場

　　　座長：柳田　　薫（国際医療福祉大学リプロダクションセンター）

0－162．NSAIDs使用周期の卵子回収からICSI完了までの経過時間が胚発育に与える影響

　　　　　○杉本　　岳，河内谷　敏加藤龍太郎，近藤　雅恵，中野　彰大，廣澤　利和，森本菜都美，

　　　　　　森　　敏江，細見　尚子，勝股　克也，松本　恒和

　　　　　　　神戸元町夢クリニック

O－163．新型ICSI装置（VenusTM，　Vortex－like－movement－Evoked　Nicking　Upon　Stick－site）の開発：卵細胞

　　　　質膜穿刺の容易化

　　　　　○神野　正雄’），井上　　太2｝，畠山　尚久D，打越　沙織P，渡邉　愛子P，日浦　理絵U

　　　　　　　Dウィメンズクリニック神野，2〕北里コーポレーション

0－164．sERCが出現した卵子におけるICSI後の臨床成績について

　　　　　○吉村　友邦D，福永　憲隆23），北坂　浩也2｝，田村　総子2），長谷川　望lj，青柳　奈央D，

　　　　　　大野　浩史21，下村　海咲D，服部　幸雄1・L’｝，若原　靖，典12‘，近藤麻奈美］2），木下　孝一2），

　　　　　　薬師　義弘12），羽柴　良樹12｝，浅田　義正123～

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

　　　　　　　3i浅田生殖医療研究所

0－165．conventional　ICSI不成功症例に対するmodified　ICSIの有用性

　　　　　○外山　夏希D，後藤　哲也2’，岡　　親弘P

　　　　　　　1）東京HARTクリニック，2横浜HARTクリニック

0－166．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1），永吉　　基D，田中威づみll，竹本　洋一D，伊熊慎一郎D，御木多美登U，

　　　　　　山口　貴史］），竹田　　省L】，楠　比呂志3｝，渡邉　誠二4）

　　　　　　　1｝セントマザー産婦人科医院’1順天堂大学医学部産科婦人科学，

　　　　　　　3神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，1泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座
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核成熟度の段階差によるICSIを用いた胚発生と臨床成績の予測

　○田中　　温］te永吉　　基D，田中威づみ1），竹本　洋一J，伊熊慎一郎’1，御木多美登ll，

　　山口　貴史1），竹田　　省2），楠　比呂志3｝，渡邊　誠二’11

　　　いセントマザー産婦人科医院2り頂天堂大学医学部産科婦人科学，

　　　3神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，’［弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

ピエゾマイクロマニピュレーターを用いたICSIの臨床導入に向けた当クリニックの取り組み

　○中田久美子12），池上加代子2｝，中西　　彩2】，越智　　梓2），伊藤　潤哉3），柏崎　直巳31，

　　若山　照彦4），山下　直樹121

　　　1仙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培養部，

　　　3麻布大学獣医学部，1）山梨大学生命環境学部

第2日目　12月5日（金）第4会場

着床前診断・遺伝子解析（1）　レ12月5日 （金）9：00～9：40　第4会場

　　　　　　　　座長：橋場　剛士（杏林大学産婦人科）

O－169．偽遺伝子が存在する着床前遺伝子診断困難症例：全ゲノム増幅とlong　range　PCRが有効であった2例

　　　　　○水口　雄貴，末岡　　浩，佐藤　　卓，鈴木まり子，泉　　陽子，佐藤　健二，中林　　章，

　　　　　　田中　　守

　　　　　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室

O－170．ホモ接合体欠失で発症する脊髄性筋萎縮症を対象とする遺伝子ハプロタイピングを併用した着床前遺伝

　　　　子診断の実施報告

　　　　　○仙波　宏史D，末岡　　浩1），佐藤　　卓1｜，佐藤　健二D，中林　　章12），泉　　陽子D，

　　　　　　水口　雄貴D，鈴木まり子1’，飯野孝太郎1），大澤　淑子P，田中　　守1）

　　　　　　　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

O－171．単一遺伝子疾患の着床前診断に対する新たな取り組み

　　　　　○伊熊慎一郎D，竹本　洋一L田中威づみD，山口　貴史1），御木多美登D，永吉　　基11，

　　　　　　田中　　温11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学

O－172．Multiple　displacement　amplification法による全ゲノム増幅技術と高解像度マイクロアレイシステムを用

　　　　いた遺伝子・染色体の網羅解析システムの構築

　　　　　○佐藤　　卓1），末岡　　浩1），佐藤　健二D，中林　　章’2｝，水口　雄貴1　］，，泉　　陽子D，

　　　　　　鈴木まり子1’，仙波　宏史U，飯野孝太郎’），大澤　淑子U，田中　　守D

　　　　　　　l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

着床前診断・遺伝子解析（2） 芦12月5日（金）9：40～10：30　第4会場

　　　座長1竹下　直樹（東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科）

O－173．母体血混入により判定不能となった流産等の検体における一塩基多型情報を用いた児の染色体構造診断

　　　　手法の開発

　　　　　○佐々木かりん］），安部　晃生V，橋本　和法2），松井　英雄2），中林　一彦U，秦　健一郎U

　　　　　　　］｝成育医療研究センター周産期病態研究部，2東京女子医科大学病院産婦人科

O－174．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

　　　　　○伊熊慎一郎D，竹本　洋一1，田中威づみU，山口　貴史1），御木多美登1｝，永吉　　基D，

　　　　　　田中　　温］1，竹田　　省21

　　　　　　　u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
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0－175，着床前診断後の不均衡胚の染色体分析

　　　　　　○竹本　洋一），田中威づみD，山口　貴史’］e御木多美登IJ，伊熊慎一郎P，永吉　　基D，

　　　　　　　田中　　温1），竹田　　省2）

　　　　　　　　11セントマザー産婦人科医院，2り頂天堂大学医学部産科婦人科

0－176．1前核胚（1PN胚）のゲノム解析

　　　　　　○西山　幸江’2］，加藤　武馬D，可見知加子4），宮崎　　純3），西澤　春紀3），清水　勇輔2），

　　　　　　　北村　智志2戊，朝日　啓司2’，加藤　未来z），櫻井　優広v，桑波田暁子4），越知　正憲4｝，

　　　　　　　西山　幸男2），藤井多久磨3〕，倉橋　浩樹D

　　　　　　　　1藤田保健衛生大学総合医科学研究所分子遺伝学研究部門，2西山産婦人科，

　　　　　　　　3藤田保健衛生大学医学部産科婦人科学教室，4）おち夢クリニック名古屋

O－177．均衡型構造異常保因者に対するarrayCGHによる着床前診断で確認された染色体異数性発生率とその意

　　　　義
　　　　　　○鈴木まり子12），末岡　　浩12［，佐藤　　卓1・2），佐藤　健二12），中林　　章12），水口　雄貴｜2），

　　　　　　　泉　　陽子12），仙波　宏史’2〕，飯野孝太郎12），大澤　淑子12），田中　　守’2）

　　　　　　　　1慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2慶雁義塾大学病院臨床遺伝学センター外来

胚移植（1）一移植法一　治12月5日（金）13：00～13：50第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：柴原　浩章（兵庫医科大学産婦人科）

O－178．着床障害に対するOK432免疫療法と妊娠予後について

　　　　　　○岸　沙弥香，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，矢原　　藍，斎藤　　綾村上　夢美，

　　　　　　　福井　敬介

　　　　　　　　福井ウィメンズクリニック

0－179．子宮頸管操作による炎症マーカーがART成績に与える影響について

　　　　　　○林　　　博1），大浦　訓章2、，加藤　淳子2），山本　瑠伊2），大野田　晋2［，飯倉　絵理21，

　　　　　　　鴨下　桂子2｝，拝野　貴之2），杉本　公平L］，岡本　愛光2｝

　　　　　　　　1）恵愛病院生殖医療センター，2東京慈恵会医科大学産婦人科

O－180．新鮮および凍結胚移植におけるEmbryoGlue成績の比較検討

　　　　　　〇三宅　美夏，遠藤由紀子，小川　　紗，栗原　　恵，三浦加奈代，村山　直人，高橋　具視

　　　　　　　　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック

O－181．凍結融解胚盤胞移植におけるEmbryo　Glueの浸漬時間が胚に与える影響について

　　　　　　○鈴木　孝明，中川　　藍，村田　紋香，竹内　茂人，高倉　哲司，菅谷　　健

　　　　　　　　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

O－182．良好胚盤胞移植における経腹超音波ガイド下と経膣超音波ガイド下での比較検討

　　　　　　○貴志　瑞季，今井　和美，北川　晴香，幸寺　　渚上田　　鈴，篠原　三佳，中西　裕子，

　　　　　　　金森　真希，奥　　裕嗣

　　　　　　　　医療法人紀映会レディースクリニック北浜

胚移植（2）一時期と個数一　レ12月5日（金）13：50～14：50第4会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岸　　裕司（群馬大学産婦人科）

O－183．凍結融解胚移植のための胚盤胞の凍結／融解の至適時期

　　　　　　○長谷川久隆渡邉　英明，鈴木　亮祐，塚本　佳奈，菊本　晃代，石橋　和見，笹野　りえ，

　　　　　　　齋藤　　優，小林　淳一

　　　　　　　　神奈川レディースクリニック
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ART反復不成功症例に対する胚盤胞二胚移植の治療成績とその治療効果機序に対する検討

　○山下　直樹肋，吉田　雅人D，中田久美子12），岩本　武夫3）

　　　D山下湘南夢クリニック，2）山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，

　　　3）東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究室）

高年齢女性の生殖補助医療戦略一生産の観点からの移植胚数一

　〇中岡　義晴，北山　静香，岩端　秀之，高矢　千夏，姫野　隆雄，井上　朋子，伊藤啓二朗，

　　森本　義晴

　　　IVFなんばクリニック

当院での体外受精における年齢別の妊娠までの至適移植回数の検討

　○網　　和美，山田　成利，越田　光伸，高橋　典子，廣永　　真，山口　賢一，久保　早織，

　　今野真佐子，横山裕美子

　　　医療法人越田クリニック

全凍結一胚移植は採卵あたりの累積妊娠率を上昇させるのか？～当院における治療戦略としての「全凍結一

胚移植」の可否～

　○宮田　広敏，木下由巳子，長谷川真実，吉田　絵美，西　　　修

　　　西ウイミンズクリニック

単胚移植により許容レベルまで多胎防止を達成しても凍結胚移植後分娩で重篤な母体合併症が高頻度

だった当院の成績からの提言

　○矢野　有貴，松尾　聖子，甲木　　聡，矢吹　淳司，北見　和久，池田　芳紀伴野　千尋，

　　山口　恭平，吉田　光紗，廣渡　芙紀松川　　哲，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，

　　安藤　寿夫

　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター

胚移植（3）一子宮内膜一　レ12月5日 （金）14：50～15：40　第4会場

　　　　　　　　座長：岡田　英孝（関西医科大学産婦人科）

0－189．

0－190．

0－191．

O－192．

O－193．

当院での凍結融解胚盤胞移植における内膜調整法別の妊娠成績の検討

　○糸数　　修，銘苅　桂子，安里こずえ，平敷　千晶，青木　陽一

　　　琉球大学医学部附属病院産科婦人科学教室

超音波診断法を用いた凍結融解胚移植（cryo－ET）周期における子宮筋層後壁厚と妊娠転帰の検討

　○本庄　　考，日高　直美，西村佳与子，古賀真菜美，小原由香子，得能　典子，秋吉　弘美，

　　谷口加奈子，愛甲恵利子，村上　真央，早田　　瞳，竹原　侑希，内村　慶子，国武　克子，

　　泊　　博幸，詠田　由美

　　　アイブイエフ詠田クリニック

凍結融解胚移植におけるレトロゾール内服周期と自然周期の妊娠率の比較検討

　○安　　昌恵，苔口　昭次，松本由紀子，岡本　恵理山田　　聡，水澤　友利，緒方　誠司，

　　片山　和明，十倉　陽子，滝口　修司，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック

凍結融解胚移植妊娠における十分な黄体ホルモン補充による初期妊娠予後の改善

　○小川　達之，笠井　　剛，大木　麻喜，下地　彩乃，原ロセリナ，平田　修司

　　　山梨大学医学部産婦人科

ホルモン補充周期での凍結融解胚盤胞移植におけるクロルマジノン酢酸エステルとジドロゲステロンに

よる黄体補充の比較

　○平田貴美子1），木村　文則1’，伊津野美香1），竹林　明枝1），高島　明子1），辻　俊一郎1），

　　郭　　翔志1），高橋健太郎21，村上　　節1）

　　　1）滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座，2）滋賀医科大学医学部地域周産期医療学講座
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第2日目　12月5日（金）第5会場

子宮内膜症（1）一基礎一　レ12月5日

O－194．

O－195．

O－196．

O－197．

O－198．

（金）9：00～9：50　第5会場

　　　　　　座長：北脇　　城（京都府立医科大学産婦人科）

子宮内膜症の病態形成におけるmiR－210の発現増加の意義

　○岡本真実子U，奈須　家栄12），青柳　陽子D，甲斐健太郎］〕f平川東望子P，楢原　久司D

　　　1）大分大学医学部産科婦人科，2’大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野

子宮内膜症病巣におけるangiotensin　Il　type1（AT1），　type2（AT2）receptor　mRNAの発現について

　○仲尾岳大．千島史尚，林　忠佑市川　剛，椙田賢司，山本樹生
　　　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野

子宮内膜症患者における正所性子宮内膜のマクロファージsubpopulationの検討

　○竹林　明枝1），木村　文則1），平田貴美子1），高島　明子P．辻　俊一郎1），郭　　翔志D，

　　高橋健太郎2’，村上　　節1）

　　　P　．illit賀医科大学産婦人科学講座，2滋賀医科大学地域周産期医療学講座

子宮内膜症における細菌性エンドトキシンの役割とその生殖機能に及ぼす影響

　○カーンカレクD，北島　道夫’）t藤下　　晃L），増崎　英明川

　　　V長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科，2緕生会長崎病院産婦人科

マウス子宮内膜症モデルにおけるIAP阻害剤の病巣縮小および炎症抑制作用

　○上垣　　崇，谷口　文紀，東　　幸弘，佐藤　絵理　出浦伊万里，原田　　省

　　　鳥取大学医学部産科婦人科

子宮内膜症（2）一臨床一　レ12月5日

O－199．

0－200．

0－201．

O－202．

0－203．

0－204．

（金）9：50～10：50　第5会場

　　　　　　　　　　座長：原田　　省（鳥取大学産婦人科）

妊孕能温存希望例に対する子宮内膜症性卵巣嚢胞の各種手術前後の卵巣機能検査からの考察

　○斉藤奈津穂1），奥田喜代司1），穀内　香奈D，深澤　祐子い，中村　容子川，湯口　裕子1），

　　山下　能毅2｝，寺井　義人1・3），大道　正英3～

　　　1’，北摂総合病院産婦人科，2喧崎レディースクリニッ久3〕大阪医科大学附属病院産婦人科

36歳以上の不妊症患者に対する腹腔鏡手術一不妊症例に対する腹腔鏡手術は，何歳までが適応か？一

　〇黒土　升蔵U，光畑　慎吾1），藤井　好孝い，本山　洋明1），安藤　正明2）

　　　1）倉敷成人病センター体外受精センター，2）倉敷成人病センター婦人科

子宮内膜症卵巣嚢胞エタノール固定術後の卵巣予備能の変化と腹腔内癒着の有無

　○河邉　史子，長木　美幸，越光　直子，宇津宮隆史

　　　セント・ルカ産婦人科

卵巣性子宮内膜症症例に対するアルコール固定術後の妊娠の有無の検討

　○永吉　　基，田中威づみ，山口　貴史，御木多美登伊熊慎一郎，田中　　温

　　　セントマザー産婦人科医院

子宮内膜症に対するジェノゲストの長期使用の成績

　○谷口　　憲，北島　道夫，井上　統夫，松本亜由美，平木　宏一，三浦　清徳増崎　英明

　　　長崎大学医学部産科婦人科

子宮内膜症では個別化調節卵巣刺激でもAMHは採卵の量的質的予測における優れたマーカーである

　○矢吹　淳司，松尾　聖子，甲木　　聡，北見　和久，池田　芳紀，伴野　千尋，山口　恭平，

　　吉田　光紗，廣渡　芙紀，松川　　哲，矢野　有貴，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，

　　安藤　寿夫

　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター
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症例報告（1）　レ12月5日（金）13：00～13：40第5会場

座長：生水真紀夫（千葉大学産婦人科）

O－205．

O－206．

O－207．

O－208．

思春期早発症女児2例におけるNMUR2機能低下多型の同定

　○泉　　陽子D，鈴木江莉奈1），佐野伸一朗1），中林　一彦3），梅澤　明弘P，秦　健一郎3｝，

　　末岡　　浩2），田中　　守2），緒方　　勤5），深見　真紀D

　　　’個立成育医療研究センター分子内分泌研究部，2慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，

　　　3国立成育医療研究センター周産期病態研究部，

　　　4｝国立成育医療研究センター生殖・細胞医療研究部，5）浜松医科大学小児科

凍結融解胚移植により出産に成功したKallmann症候群の1症例

　○下田　美怜，岩山　　広，石山　　舞，中谷　絢乃，山下　正紀

　　　山下レディースクリニック

ステロイドホルモン合成経路に関与する酵素欠損または酵素量低下を疑った体外受精の1例

　○松本　香織，林　　忠佑，加藤恵利奈，市川　　剛，千島　史尚，山本　樹生

　　　日本大学医学部附属板橋病院産婦人科

1卵胞を穿刺し2卵子を採取した1例

　○田中　絢香D，中村　仁美1），熊澤　恵一｝，金　　南孝1），小泉　花織11，古谷毅一郎1），

　　後安聡子D，安井　悠里1），筒井　建紀2），木村　　正b

　　　V　I」S〈阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座，

　　　2独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

流産・不育（1）　レ12月5日（金）13：40～14：40第5会場

座長：沖　　利通（鹿児島大学産婦人科）

O－209．

O－210．

0－211．

O－212．

0－213．

0－214．

Fetal　growth　restriction児分娩既往のある女性に対する不育症スクリーニングの意義

　○小谷早葉子IJ，中塚　幹也2），久保光太郎1），長谷川　徹P，酒本　あい1），松田　美和D，

　　鎌佃　泰彦D，平松　祐司V

　　　l）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室，2岡山大学大学院保健学研究科

不育症における凝固第Xll因子活性と46C／T遺伝子多型

　○橋本恵理子11，榎原　　毅2」，山田一並河千里3），北折　珠央1），鈴森　伸宏D，片野　衣江’），

　　尾崎　康彦1），杉浦一小笠原真弓1）

　　　1）名古屋市立大学医学研究科産科婦人科学，2名古屋市立大学衛生学，

　　　3）名古屋市立大学第二生化学

不育症患者におけるプロテインS欠乏とプロテインSに対する自己抗体の関係

　○杉　俊隆u，佐藤善啓亘堺　利枝1）
　　　1）杉ウイメンズクリニック不育症研究所，L）永寿総合病院産婦人科

AGEs－RAGE系と不育症病態の関連性

　○太田　邦明，丸山　哲夫，田中　　守

　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科

ビタミンDは不育症患者由来免疫細胞を機能制御する～ビタミンD不足は流産の原因となるか？～

　○太田　邦明，丸山　哲夫，田中　　守

　　　慶雁義塾大学医学部産婦人科

末梢血中のNK細胞におけるNCRとRORγtの発現についての検討

　○淵之上康平D，福井　淳史D，鴨井　舞衣］），船水　文乃2），福原　理恵1」，水沼　英樹1）

　　　1泓前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，2黒石市国民健康保険黒石病院産婦人科
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流産・不育（2）　＞12月5日（金）14：40～15：30第5会場

座長　三浦　清徳（長崎大学産婦人科）

0－215．

0－216．

O－217．

O－218．

O－21　9．

当院における絨毛染色体検査結果の検討

　○久保光太郎，長谷川　徹酒本　あい，松田　美和，小谷早葉子，鎌田　泰彦，中塚　幹也，

　　平松　祐司

　　　岡山大学大学院医歯薬総合研究科産科・婦人科学教室

生殖補助医療（ART）後得られた流産組織のメチル化異常および精子のメチル化異常の関係

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

　　大津　英子1），有馬　隆博2），宇津宮隆史D

　　　1）セント・ルカ産婦人科，z）東北大学大学院医学系研究科

原因不明の不育症女性における自律神経系活動の指標としての心拍変動（HRV）の検討

　○片岡久美恵1），冨谷　友美’），長谷川　徹23｝，久保光太郎23｝，田淵　和宏2），小谷早葉子23），

　　松田　美和23），酒本　あい23），鎌i田　泰彦3｝，平松　祐司23〕，中塚　幹也1・3）

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

中隔子宮が不育症の原因と考えられ外科的介入を行った症例の検討

　○小野　修一，米澤　美令，阿部　　崇，峯　　克也，富山　僚子，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

妊娠4週0日，HCG　9．2　mlU／ml：融解胚移植（ホルモン補充周期）での妊娠継続症例

　○北村　誠司1），佐藤　仁美1］，大西　雅子’），花田麻衣子ll，与那嶺正行2’，菅原　かな2），

　　村越　行高2J，呉屋　憲一2），宇都　博文2），吉田　宏之2），杉山　　武2’

　　　D荻窪病院虹クリニック，2）医療法人財団荻窪病院産婦人科

第2日目　12月5日（金）第6会場

卵巣予備能　レ12月5日（金）9：00～9：40第6会場

座長　浅田　義正（浅田レディースクリック）

O－220．

0－221．

0－222．

AMHが測定限界未満だった患者についての妊娠予後についての考察

　○土信田雅一，中村　祐介，服部　裕充，佐藤祐香里，中條友紀子，戸屋真由美，京野　廣一

　　　京野アートクリニック

AMHに関連する生活習慣と母娘の世代間妊孕性

　○上澤　悦子1），中山美由紀2），川内　博人3），浅田　義正4】，塩谷　雅英5），小田原　靖6），

　　吉田　仁秋7），見尾　保幸8），箕浦　博之9），園原めぐみ4〕，藤井　美喜5），田中　祐子6），

　　神山　和枝7），伊達　里美8），飯塚　敏子8）

　　　D福井大学医学部看護学科，2）大阪府立大学看護学部，3）北里大学病院

　　　当美田レデイースクリニック，5英ウィメンズクリニック，‘ウァテリテイクリニック東京，

　　　7）吉田レディースクリニック，8）ミオファテリティクリニック，9）みのうらレディースクリニック

Resveratrol摂取によるAging卵子の質の改善一卵巣内Sirtuin発現の変化一

　〇岡本　直樹，佐藤　可野，河村　和弘，河村　七美，西島　千絵，吉岡　伸人，杉下　陽堂，

　　高江　正道，鈴木　　直

　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科学
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0－223．血清テストステロン値は卵巣予備能の指標として有用である

　　　　　○中村真由美，林　　篤史，岡本　敦子，田吹　邦雄劉

　　　　　　寺井　義人，大道　正英

　　　　　　　大阪医科大学

　　　　　　　　　　　　　55（213）

昌恵小野賀大，林　正美，

胚・卵子の凍結レ12月5日（金）9：40～10：50第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：久具　宏司（都立墨東病院産婦人科）

O－224．KVS式ガラス化保存デバイス試作品でガラス化保存した胚の生存性

　　　　　　○桃沢　健二1），内山　澄香1｝，栗田　美穂D，佐々田比呂志D，松澤　篤史2♪，徳永　幸雄2｝，

　　　　　　　須崎　活光2）

　　　　　　　　1）北里大学獣医学部，2）三菱製紙（株）京都R＆Dセンター

0－225．胚盤胞凍結時におけるArtificial　shrinkageの有効性の検討

　　　　　　○松木　祐枝，遊木　靖人，佐多　良章，永野　明子，田尻　翔太，邑上沙揺子，岩政　　仁

　　　　　　　　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

0－226．再凍結融解胚移植の有用性についての検討

　　　　　　○徳留　茉里，穂満ゆかり，福元由美子，瀬戸山　遥，金城勢莉奈，黒木　裕子，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附設高度生殖医療センター

O－227．再凍結融解胚盤胞移植の臨床成績に関する検討

　　　　　　○竹内　茂人，菅谷　　健，二井　理文，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産婦人科ART生殖医療センター

0－228．組み換えヒトアルブミンを含む無血清溶液でガラス化・融解液した胚盤胞の移植後の周産期状況：898

　　　　周期由来の新生児373名について

　　　　　　○村上　正夫，江頭　昭義，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，蔵本　武志

　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック

O－229．当院における腹腔鏡下筋腫核出術後の凍結胚移植の臨床成績について

　　　　　　○柏崎祐士，冨田沙織泉夕貴柏崎香織柏崎操柏崎研
　　　　　　　　かしわざき産婦人科

O－230．当院の凍結融解未受精卵を用いた治療成績

　　　　　　○清水　雅司，寺岡　美希，村田　泰隆

　　　　　　　　エンジェルベルホスピタル不妊センター

症例報告（2）　レ12月5日（金）13：00～13：40第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：清水　康史（田園都市レディースクリニック）

0－231．採卵後に遅発性の骨盤内感染をおこした2例～子宮内膜症症例と卵管留水症症例～

　　　　　　○園田　桃代，佐々木真紀濱田　亜紀桑原　聖子，松原　和沙，髭　　友希村越友衣乃，

　　　　　　　宮浦　康太，竹村　久美，関和　　瞳

　　　　　　　　園田桃代ARTクリニック

0－232．子宮内異物（紙片）による続発不妊症の1例

　　　　　　○北島百合子D，妹尾　　悠］），河野　通晴D，平木　裕子1），浜口　大輔1），増崎　雅子ll，

　　　　　　　藤下　　晃’L蓮尾　敦子2），宮村　泰豪2），河合紀生子3）

　　　　　　　　1｝済生会長崎病院婦人科，2）みやむら女性のクリニック，3）長崎県健康事業団病理部



　56（214）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日生殖医会誌　59巻4号

O－233．ART治療中に発生した絨毛性疾患3例の報告

　　　　　　○田畑　知沙，藤原　敏博，洲河　美貴，野間　　桃．尾上　洋樹，渡邊　倫子，黒澤　貴子，

　　　　　　　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－234．当院で経験した中分化型セルトリ・ライディク細胞腫の2例

　　　　　　○大原　美希鈴木　　聡，吉田　史子，菅沼　亮太，小宮ひろみ，藤森　敬也

　　　　　　　　福島県立医科大学産科婦人科学講座

培養液・培養環境（1）　レ12月5日（金）13：40～14：40第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：本田　律生（熊本大学産婦人科）

O－235．ヒト胚連続培養においてWe‖of　the　well型培養dish（WOW　dish）が培養成績に与える効果の検討

　　　　　　○渡邊　紘之121，福永　憲隆i・2・3｝，中山　　要12ノ，下村　海咲’2p，辻　　暖永’2），北坂　浩也12），

　　　　　　　長谷川　望】21，加藤　道高lz），服部　幸雄12｝，若原　靖典121，近藤麻奈美12），木下　孝一z），

　　　　　　　薬師　義弘’21，羽柴　良樹2），浅田　義正｝・2．3）

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

　　　　　　　　3浅田生殖医療研究所

0－236．Well　of　the　wel1型培養dish（WOW　dish）を用いたヒト胚連続培養における発生率の高い培養液の選択

　　　　　　○福永　憲隆123），渡邊　紘之12），中山　　要L2），下村　海咲12），辻　　暖永12｝，北坂　浩也12），

　　　　　　　吉村　友邦12），田村　総子12［，服部　幸雄12｝，若原　靖典121，近藤麻奈美IZ），木下　孝一・Z），

　　　　　　　薬師　義弘L2），羽柴　良樹⊥2），浅田　義正1・2，：S）

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

　　　　　　　　3｝浅田生殖医療研究所

0－237．胚移植用ピアルロナン含有培養液の比較検討

　　　　　　○菊地　裕幸，山田　健市，鈴木　麻美，村川　晴生，野田　隆弘，吉田　仁秋

　　　　　　　　吉田レディースクリニックARTセンター

0－238．着床に関連するタンパク質の発現を誘起させる因子の複合添加培養が着床に与える影響

　　　　　　○高橋　明仁D，古川　悦子1），齋藤　恭佑D，福井えみ子L”，吉澤　　緑2’，松本　浩道2｝

　　　　　　　　］｝宇都宮大学農学研究科，2宇都宮大学農学部

O－239．ヒト胚の体外培養における細胞外（培地）至適pHの検討

　　　　　　○泊　　博幸，国武　克子，内村　慶子，村上　真央，日高　直美，西村佳与子，本庄　　考，

　　　　　　　詠田　由美

　　　　　　　　アイブイエフ詠田クリニック

O－240．ARTで使用するミネラルオイルにより胚盤胞率は影響を受ける

　　　　　　○前田　祐紀，村上　正夫，江頭　昭義，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，南　　綾子，

　　　　　　　打田　沙織，水本　茂利，蔵本　武志

　　　　　　　　蔵本ウイメンズクリニック

培養液・培養環境（2）　レ12月5日（金）14：40～15：30第6会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：笠井　　剛（山梨大学産婦人科）

O－241．同一症例回収卵での培養液の違いによる胚発生率の比較

　　　　　　○高島　明子い，木村　文則P，伊津野美香I」，平田貴美子い，竹林　明枝］｝，辻　俊一郎1），

　　　　　　　郭　　翔志D，樽本　祥子IJ，高橋健太郎L），村上　　節P

　　　　　　　　l滋賀医科大学産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学地域周産期医療学講座
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0－242．胚盤胞培養における培養液交換の必要性第二報～培養液交換の有無による培養成績の比較～

　　　　　○森田　春佳，木村　裕美，貴志　真衣，出村　章悟，町田　遼介，山根　里歩，茨木　総子，

　　　　　　小林紗貴子，江崎　　敬

　　　　　　　池袋えざきレディースクリニック

O－243．Single　Step　Mediumによる培養液無交換培養の有用性

　　　　　○志田　有加’）7中山　理紗〕，高木さや香D，森本　　ee　11，大城　章子1］，山本　裕子P，

　　　　　　榊原　由佳1），宗　　修平’），藤田　智久D，田村　直顕Z｝，山口和香佐1｝，俵　　史子D

　　　　　　　D医療法人社団俵IVFクリニック，2）浜松医科大学産婦人科

O－244．Single　step　mediumと培養方法の検討

　　　　　○池上　美希U，長瀬　祐樹P，山本　佑司1），松田有希野1），米澤　潤一m．　1），和田　知久D，

　　　　　　松浦　俊櫛’

　　　　　　　Dアクトタワークリニック生殖発生医科学センター，2）アクトタワークリニック

0－245．One　Step　MediumとEmbryo　Scopeを使用し，　ZonaFree卵子にICSIを実施，妊娠に至った一症例

　　　　　○杉本　利幸，東海林志保，高橋加七子．泉　のり子，稲葉　幸代，稲垣　　恵，稲垣　　誠

　　　　　　　いながきレディースクリニック



58（216） 日生殖医会誌　59巻4号

一
般演題（ポスター）

　掲示時間　12月4日（木）　9：00～10：00

　　　　　　　　12月5日（金）　8：00～9：00

　閲覧時間　12月4日（木）　10：00～17：00

　　　　　　　　12月5日（金）　9：00～14：30

　討論時間　12月4日（木）　17：00～18：00

　　　　　　　　12月5日（金）　14：30～15：30

ポスター会場（43Fスターライト／ムーンライト）

家族を持つためのさまざまな技術一子宮への介入一

P－001．

P－002．

P－003．

P－004．

高齢の筋腫合併不妊症例に対する筋腫核出術についての検討

　○辻　　　勲，小谷　泰史，藤浪奈穂子，万代　昌紀

　　　近畿大学医学部産婦人科

AMHを指標とした子宮筋腫核出術が卵巣機能におよぼす影響

　○土屋富士子1〕，合阪　幸三1），平池　　修2i，平田　哲也2），原田美由紀2｝，長谷川亜希子2），

　　能勢さやか3），板橋　香奈い，小畑清一郎1）

　　　P医療法人財団小畑会浜田病院，2東京大学付属病院産婦人科，3富山大学付属病院産婦人科

子宮筋腫に対する調節卵巣刺激法（COS；controlled　ovarian　stimulation）の影響

　○久須美真紀，洲河　美貴，野間　　桃，尾上　洋樹，田畑　知沙，渡邊　倫子，黒澤　貴子，

　　藤原敏博，堤　 治

　　　医療法人財団順和会山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

当院における子宮筋腫合併不妊症患者の治療成績

　○中村　康彦，上田　一之

　　　山口県立総合医療センター産婦人科

家族を持つためのさまざまな技術一卵管への介入一

P－005．

P－006．

P－007．

高精度，高情報量および安全な卵管鏡下卵管形成術の検討

　○佐柄　祐介，神野　亜耶，秋元　　諭，田中　幸子，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，

　　井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法吉村　泰典

　　　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

当院におけるHSGの現況

　○坂本　美和，近藤　哲郎，奥田　　剛，岩崎　信爾

　　　昭和大学医学部産婦人科学教室

卵管留水腫に対する腹腔鏡下卵管ストリップ切除術後の卵巣機能についての検討

　○穀内　香奈’），奥田喜代司1】，後藤　　栄2｝，中西　桂子2），齋藤奈津穂1），中村　容子1），

　　深澤　祐子u

　　　1）北摂総合病院産婦人科，L）後藤レディースクリニック



平成26年10月1日 59（217）

家族を持つためのさまざまな技術一卵胞発育への介入一

P－008．

P－009．

P－010．

P－011．

P－012．

P－013．

P－014．

P－015．

P－016．

P－017．

クエン酸クロミフェンおよびレトロゾールで排卵誘発した周期における新鮮胚移植の比較

　○水澤　友利，岡本　恵理緒方　誠司，山田　　聡松本由紀子，苔口　昭次塩谷　雅英

　　　英ウイメンズクリニック

発育卵胞数と生児獲得の関係

　○深作　悠P，芝原隆司1），林奈穂子D，箕浦博之1’，川戸浩明21

　　　1）みのうらレディースクリニック，2リll戸レディースクリニック

多嚢胞性卵巣症候群に対する当院の腹腔鏡下卵巣多孔術の治療成績

　○湊　　敬廣12’，宇賀神智久’｝s渡辺　　正］）

　　　’｝NTT東日本東北病院産婦人科，2）東北大学病院産婦人科

当科における低刺激採卵の有用性に関する検討

　○茅原　　誠D，高桑　好一2、，松本　賢典］），加嶋　克則1）

　　　1｝新潟大学医歯学総合病院産婦人科，2）同総合周産期母子医療センター

当院の調節卵巣刺激選択の目安についての検討

　○立木　都123〕，林　沙織123｝，東島万梨乃’Zt‘），木山美香’23〕，園原めぐみ123），福永憲隆123），

　　近藤麻奈美’・L，3），木下　孝一L’　3），薬師　義弘1・2，3），羽柴　良樹1・2，3），浅田　義正123［

　　　］〕医療法人浅田レディースクリニック，2｝浅田レディース勝川クリニック，

　　　3）浅田レディース名古屋駅前クリニック

当院における至適採卵数の検討

　○光畑　慎吾，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体外受精センター

卵巣機能低下患者における卵胞後期と黄体期での2ステップ採卵法は，受精卵を凍結保存する可能性の

向上に寄与する

　○朝倉　寛之，中原　裕子，西尾　京子，長池　未郷

　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

当科における低刺激採卵の治療成績

　○平敷　千晶，銘苅　桂子，大石　杉子，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

ARTにおける卵巣刺激時の血中AMH値の推移

　○宇田　智浩1｝，工藤　正尊］｝，井平　　圭D，北川真紀子D，櫻木　範明D，大河内俊洋2）

　　　D北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌・腫瘍学分野，2）おおこうち産科婦人科

加齢に伴う基礎エストロジェン値の上昇とARTにおける採卵成績の関係

　○藤田　陽子1｝，下中麻奈美］），池田　千秋D，石井　鈴奈D，中尾　佳月D，堀川　道晴1），

　　島田　昌之2），根岸　広明川

　　　D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

家族を持つためのさまざまな技術一卵子・胚への介入一

P－018．顕微授精により受精が成立しない卵子に対する電気刺激卵子活性化の有効性

　　　　　○渡邊ひとみ1），中田久美子12），中山　順樹1），池上加代子1〕，中西　　彩1］，阿部

　　　　　　越智　　梓12），飯村　裕規li，中嶋　直綱1），山下　直樹12）

　　　　　　　1）山下湘南夢クリニック培養室，2仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

睦1），
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P－019．ヒト中卵胞および小卵胞由来裸化卵母細胞の体外成熟能

　　　　　　○奥平　裕一，李　　　楊’），Athurupana　RukmaliD，　Ferre　Pilar’1，高山　　修2’，本橋　秀之2），

　　　　　　　中塚　幹也2・3），舟橋　弘晃］・2〕

　　　　　　　　’岡山大学大学院環境生命科学研究科，2｝岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター，

　　　　　　　　3個山大学大学院保健学研究科

P－020．lCSl施行卵子の紡錘体観察による受精判別可否の検討～卵子老化に配慮したrescue　lCSlへの可能性～

　　　　　　○阿部亜佳音，鈴木　寛規，武田　信好，町屋　　礼，逢澤　純世，堤　麻由子，稲井　仁美，

　　　　　　　佐藤百合子，工藤　智子，田中　可子，三箇島睦実，鈴木　雅美，吉井　紀子，小田原　靖

　　　　　　　　ファテイリテイクリニック東京

P－021．初回IVF3PNが20％以上の症例に対して次の周期の受精方法は何が良いか

　　　　　　○荒賀麻里子，泉　　陽子，梶原　千晶，清水　純代，岡崎絵莉奈，東　　愛美，中西　桂子，

　　　　　　　後藤　　栄

　　　　　　　　後藤レディースクリニック

P－022．レスキューICSlにおける裸化処理の培養成績への影響

　　　　　　○梶原　千晶，泉　　陽子，荒賀麻里子，清水　純代，岡崎絵莉奈，東　　愛美，中西　桂子，

　　　　　　　後藤　　栄

　　　　　　　　後藤レディースクリニック

家族を持つためのさまざまな技術一着床前診断・遺伝子解析一

P－023．日本版着床前遺伝子診断データコレクション2013一問題点の抽出と今後の課題一

　　　　　　〇佐藤　健二］］，末岡　　浩］），佐藤　　卓い，飯野孝太郎II，仙波　宏史1J，磯部まり子1｝，

　　　　　　　泉　　陽子川，水口　雄貴】）s中林　　章1　L’），苛原　　稔3“，田中　　守1‘

　　　　　　　　’慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2）中林病院

　　　　　　　　3徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部／医学部産科婦人科学分野

P－024、不妊症患者におけるNIPTを含む出生前診断の検討

　　　　　　○本田　智子，伊藤　史子，岡村　佳則，本田　律生，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

家族を持つためのさまざまな技術一培養液・培養環境一

P－025．ピアルロン酸添加培地（G5seriseTM）の有効性について

　　　　　　○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－026、タイムラプスインキュベータを用いた胚培養システムにおけるSingle　medium（ONESTEP　Medium）の

　　　　有用性についての検討～Sibling　oocyteを用いたSequential　mediaとの比較～

　　　　　　○谷仲　　恵，中山　貴弘，小濱　奈美，須戸　龍男，針田　伸子，川村　悠喜藤田　有未，

　　　　　　　奈部　夏姫，畑山　　博

　　　　　　　　医療法人財団足立病院

P－027．Single　mediumは高年齢患者の胚培養効率を向上させる

　　　　　　○釜本早紀，中山貴弘小濱奈美，須藤慎介，戸城えりこ，山瀬亜弥，林真奈美，

　　　　　　　畑山　　博

　　　　　　　　医療法人財団足立病院
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P－028．ヒト卵胞液（hFF）を用いたGV期卵体外成熟培養（IVM）由来胚の移植についての検討

　　　　　○猪野友香里D，荒木　泰行2，堀川　　隆’1，劔持智恵美’／v中楯　真朗P，大谷香央里），

　　　　　　松岡　典子1），天田　千尋D，藤村　佳子D，大場奈穂子V，佐藤　雄一D，荒木　康久21

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

P－029．EmbryoScopeTMでの使用を想定し開発されたONESTEP　Mediumの有用性の検討

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

　　　　　　　医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック

P－030．培養液へのプラズマ照射がマウス胚発生へ与える影響

　　　　　○加藤　奈緒，岩瀬　　明，後藤　真紀，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，齋藤　　愛，

　　　　　　森　　正彦，大須賀智子，近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，吉川　史隆

　　　　　　　名古屋大学産婦人科

P－031．LinKID培養ディッシュ（WOW型ディッシュ）による培養システムの有用性について

　　　　　○清須知栄子，今井　智子，新居　　遙，伊藤　真理菅原　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

P－032．培養液の違いによりDay3における胚の形態に与える影響とその後の発生についての検討

　　　　　○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，細川　由起，大原　知子，森本　有香，原武　佑樹，

　　　　　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－033．国内製Sequential　mediumの検討

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

　　　　　　　西村ウイメンズクリニック

P－034．ミネラルオイルへの培養液溶出現象に関する検討

　　　　　〇八木亜希子］2），恵　　淑捧3），小林　清一3），千葉　仁志3）s神谷　博文D

　　　　　　　い神谷レディースクリニック，2）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

P－035．2種類のsingle　step　Mediumにおける胚盤胞発生率の比較検討

　　　　　○米澤　潤一ll，池上　美希1］，長瀬　祐樹］｝，山本　佑司1），松田有希野D，和田　知久U，

　　　　　　松浦　俊樹2｝

　　　　　　　uアクトタワークリニック生殖発生医科学センタt2ブクトタワークリニック

P－036．国内製造されたOne　Step　MediumおよびSequential　Mediumと海外製造のSequential　Mediumの

　　　　Blastocyst到達率の比較検討

　　　　　○東海林志保，杉本　利幸，高橋加七子，泉　のり子，稲葉　幸代，稲垣　　恵，稲垣　　誠

　　　　　　　いながきレディースクリニック

家族を持つためのさまざまな技術一Time－lapse，　live　cell　imaging一

P－037．

P－038．

Embryo　ScopeTMを用いた胚発生速度観察は良好胚選別に有効か

　○吉貝　香里，堀　紗耶未，新井千登勢，浅井菜緒美，中野　英子，澤田　富夫

　　　さわだウィメンズクリニック

Embryo　Scope　Time－lapse　Systemを用いた分割のタイミングと妊娠率との関係

　○佐東　春香，緒方　洋美，片田　雄也，堤　由香理緒方　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　昭次野田　洋一，塩谷　雅英

　　　英ウィメンズクリニック
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P－039．発生速度からみた胚の選択と出生児における性別の関連性

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

　　　　　　　佐藤　春菜，山口　敦巳，岡本　純英

　　　　　　　　ART岡本ウーマンズクリニック

P－040．EmbryoScopeTMで観察したLaser　assisted　hatching施行胚の艀化

　　　　　　○久保　敏子，菅　　愛佳，小泉あずさ，橋田菜保子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　　　　矢野産婦人科

P－041．EmbryoScopeTMによる初期胚の動態解析とその後の胚盤胞形成についての検討

　　　　　　○小泉あずさ，菅　　愛佳，橋田菜保子，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　　　　　　　　矢野産婦人科

P－042．タイムラプス動画情報のみで選択した移植胚の発生予後を改めて紡錘体可視の有無別に検討した研究

　　　　　　○高柳　武志，皆元　裕子，鈴木　範子，安藤　寿夫

　　　　　　　　豊橋市民病院総合生殖医療センター

P－043，凍結融解胚盤胞移植の回復過程は妊娠成績に影響するか？一エンブリオスコープTMを用いた検討一

　　　　　　〇町屋　　礼，武田　信好，鈴木　寛規阿部亜佳音，逢澤　純世，堤　麻由子，稲井　仁美，

　　　　　　　佐藤百合子，工藤　智子，田中　可子，三箇島睦実，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

家族を持つためのさまざまな技術一胚の評価法一

P－044．異常受精卵の発生と着床能一移植するべきか否か一

　　　　　〇芝原隆司D，深作　悠］｝，林奈穂子D，箕浦博之1），川戸浩明2｝

　　　　　　　］）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－045．単一胚盤胞移植後の単胎出生例における胚の評価と周産期の結果に関する検討～移植時栄養外胚葉（TE）

　　　　と内細胞塊（ICM）の形態的評価の関連について～

　　　　　○山出　一郎，中山　貴弘，小濱　奈美，井上　卓也，眞田佐知子，草開恵里子，加藤　由起，

　　　　　　畑山　　博

　　　　　　　医療法人財団足立病院

P－046．Split－ICSIにおけるIVF胚とICSI胚の発育速度の比較

　　　　　○大谷　直人，溝部　大和，岩切　玲子，吉田　直美，佐藤　友海徳永　　誠榎園　祐治

　　　　　　　医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

P－047．Trophectderm　vesiclesの発生と体外受精臨床成績

　　　　　○岸田　知佳，吉田　壮一，迫井　沙江，今城　昭史，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－048．凍結融解単一胚盤胞移植における凍結時ICMおよびTEグレード別検討

　　　　　○中澤　留美，坂井　和貴，松山　毅彦

　　　　　　　厚仁病院

P－049．Day2ETにおいて1PN由来胚は移植の対象になり得るか？

　　　　　○松岡　典子D，劔持智恵美1），中楯　真朗D，大谷香央里b，猪野友香里］），天田　千尋1｝，

　　　　　　藤村　佳子D，大場奈穂子i），堀川　　隆い，佐藤　雄一い，荒木　泰行2）

　　　　　　　1｝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

P－050．Day2胚移植において，2cell胚は移植の対象となり得るか？

　　　　　○松岡　典子1），劔持智恵美D，中楯　真朗D，大谷香央里D，猪野友香里1），天田　千尋1），

　　　　　　藤村　佳子D，大場奈穂子゜，堀川　　隆v，佐藤　雄一D，荒木　泰行2）

　　　　　　　u医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック，21高度生殖医療技術研究所
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P－051．胚盤胞の形態学的評価と出生体重および胎盤重量についての検討

　　　　　○熊澤由紀代，富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，熊谷　　仁，児玉　英也，寺田　幸弘

　　　　　　　秋田大学医学部付属病院

P－052．移植胚での穎粒膜細胞の付着と妊娠率

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

　　　　　　田中　真理u，山崎　玲奈21，野村　一人2），藤田　欣子D，道倉　康仁D

　　　　　　　l）金沢たまごクリニック，2金沢大学医薬保健研究域医学系産婦人科学

P－053．採卵時年齢と体外受精Day1胚の全体径，細胞径，透明帯厚の比較検討

　　　　　〇三國　雅人，谷村　絵美，蛯名　沙織，蓑島　由貴，能代　　究，小林由佳子，角江　昭彦，

　　　　　　桑原　道弥，日下　真純香城　恒麿

　　　　　　　JA北海道厚生連札幌厚生病院

P－054．受精確認時に1PN，　OPNであった胚の培養成績及び妊娠予後に関する検討

　　　　　○細川　由起，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，大原　知子，森本　有香，原武　佑樹，

　　　　　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－055．受精確認時にOPNだった胚のDay3での割球数と胚盤胞到達率及び妊娠率に関する検討

　　　　　○森本　有香，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，原武　佑樹，

　　　　　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

家族を持つためのさまざまな技術一胚移植一

P－056．

P－057．

P－058．

P－059．

P－060．

P－061．

ART反復不成功症例に対し，胚移植前周期の内膜刺激は有効か？

　○金沢衣見子，大塚未砂子，吉岡　尚美，江頭　昭義，村上貴美子，蔵本　武志

　　　蔵本ウイメンズクリニック

良好胚盤胞へ発育した多核割球胚の妊孕性

　○塚崎あずさ1），西山和加子D，山本　新吾’）t小林　倫子1），古賀　美佳’）t岩崎　聡美P，

　　佐護　　中1），有馬　　薫U，野見山真理’2），小島加代子12）

　　　1）医療法人社団高邦会高木病院不妊センター，

　　　2）国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻生殖補助医療胚培養分野

融解胚移植におけるプレマリンとエストロジェルの比較

　○田口早桐，林　輝美，船曳美也子，多田佳宏，苅田正子，岩木有里中村嘉孝
　　　オーク住吉産婦人科

子宮前屈と後屈の違いが胚移植による妊娠に与える影響

　○中尾　佳月，竹中　　裕，木村真智子，堀川　道晴，根岸　広明

　　　ウィメンズ・クリニック大泉学園

凍結融解胚盤胞移植におけるhCG添加培養液の子宮内注入が妊娠率に与える影響

　○中原　恵理松本由紀子，緒方　洋美，緒方　誠司，水澤　友利，岡本　恵理，苔口　昭次，

　　野田　洋一，塩谷　雅英

　　　岡山大学医学部保健学科

成熟率は胚発育の指標となるか

　○中戸　可奈，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
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P－062．非良好胚盤胞を含めた移植では良好胚盤胞の着床を妨げる

　　　　　○黄木　詩麗，中村　忠治，萩原千加子，穴久保久誉，矢内原　敦

　　　　　　　矢内原ウィメンズクリニック

P－063．年齢別にみた単一胚盤胞移植・複数胚盤胞移植・二段階胚移植の臨床成績の検討

　　　　　○村田　紋香，中川　　藍鈴木　孝明，竹内　茂人，高倉　哲司，菅谷　　健

　　　　　　　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

P－064．当院におけるDay2胚とDay3胚の胚移植による妊娠率の比較

　　　　　○粟田絵里加，小松　雅博，中村　　希，小野健太郎，大垣　洋子，秋谷　　文，堀内　洋子，

　　　　　　熊耳　敦子，酒見　智子，塩出　恭子，百枝　幹雄

　　　　　　　聖路加国際病院生殖医療センター

P－065．Day3における移植胚の選択に関する検討

　　　　　○大原　知子，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起森本　有香，原武　佑樹，

　　　　　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

P－066．Embryo　Glueを用いた凍結融解胚移植時の臨床成績の比較検討

　　　　　○金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，森若　　治，神谷　博文

　　　　　　　神谷レディースクリニック

P－067．40歳以上の反復着床不全症例における有効な胚移植方法の検討

　　　　　○中原　裕子，長池　未郷，朝倉　寛之

　　　　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

P－068．39歳以下の反復着床不全症例における凍結胚移植の成績検討

　　　　　○長池　未郷，中原　裕子，朝倉　寛之

　　　　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

P－069．ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植における血中エストラジオール値測定の臨床的意義

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

　　　　　　　医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック

P－070．6日目胚盤胞期胚移植の有用性の検討

　　　　　○盛田　有紀D，村瀬真理子U，香川　愛子ll，大島　　綾D，小林　君任1］，上野　寛枝1），

　　　　　　山本みずきD，北川　雅一v，吉田　　浩IJ，湯村　　寧川，榊原　秀也2J，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

P－071．超音波を併用しないembryo　transfer（ET）でも高い着床率を得られる

　　　　　○田村　　彩，丸山　仁子，平松　篤子，仲　　麻微，岡田　涼子，宮城　博恵，名越　一介

　　　　　　　名越産婦人科

家族を持つためのさまざまな技術一胚・卵子の凍結一

P－072．

P－073．

凍結融解胚移植周期の妊娠成立に関する予後因子の後方視的研究

　○長谷川歩美P，高橋　俊文1），松尾　幸城u，網田　光善1），五十嵐秀樹i，倉智　博久L”

　　　D山形大学医学部産科婦人科，2）大阪府立母子保健総合医療センター

凍結時の胞胚腔の収縮・拡張が移植後の成績に及ぼす影響

　○稲飯健太郎，濱咲　　舞，兼光　珠里，笠岡　永光

　　　笠岡レディースクリニック
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P－074．凍結融解胚盤胞移植における分割期胚凍結と胚盤胞凍結についての検討

　　　　　○香川　愛子1），村瀬真理子D，小林　君任1｝，上野　寛枝D，盛田　有紀1｝，山本みずき1｝，

　　　　　　北川　雅一2、，大島　　綾’），吉田　　浩2），湯村　　寧川，榊原　秀也3｝，平原　史樹3）

　　　　　　　1横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター，

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

P－075．胚盤胞の至適凍結時期の検討

　　　　　○原田　義久，福永　恵美，岩本　典子，佐々木智世，楠田　朋代T岡野真一郎，絹谷　正之

　　　　　　　絹谷産婦人科培養部

P－076．凍結融解胚盤胞における回復不良胚盤胞は凍結時のグレードによるのか

　　　　　○松本　貴重，井上須美子，樋本　美穂，岩崎　　遥，遠藤　圭子，松岡　　瞳石垣　菜月，

　　　　　　陣内　彦良

　　　　　　　陣内ウィメンズクリニック

P－077．当院における凍結胚盤胞融解後の体積変化と妊娠率についての検討

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

　　　　　　田中　真理D，山崎　玲奈2i，野村　一人2），藤田　欣子D，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産科婦人科学

P－078．凍結胚盤胞融解後の胚形態評価の臨床的意義について～凍結融解単一胚盤胞移植2425周期の分析か

　　　　ら～

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

　　　　　　野田　洋一，塩谷　雅英

　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－079．ヒト卵巣組織ガラス化保存融解後の生存性はFreshと同等か？

　　　　　○本橋　秀之），高山　　修1），Athurupana　Rukmali2），奥平　裕一2），　Ferre　Pilar2），李　　　楊2〕，

　　　　　　中塚　幹也3），舟橋　弘晃2）

　　　　　　　1個山大学生殖補助医療技術教育研究センター，2岡山大学大学院環境生命科学研究科，

　　　　　　　3〕岡山大学大学院保健学研究科

P－080．凍結胚盤胞に及ぼす凍結期間の影響

　　　　　○平田　　麗中戸　可奈中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，青井　陽子，

　　　　　　寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨

　　　　　　　岡山二人クリニック

P－081．凍結保存期間が生存率，臨床妊娠率，出生体重に与える影響

　　　　　○原武　佑樹，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，森本　有香，

　　　　　　得丸　倭佳，富山　達大

　　　　　　　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

家族を持つためのさまざまな技術一精索静脈瘤一

P－082．

P－083．

当科におけるMicrosurgical　Varicocelectomyの臨床的検討

　○角井　健太，江夏　徳寿，福田　輝雄，松下　　経，三宅　秀明，藤澤　正人

　　　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

当院における精索静脈瘤患者と超音波検査所見の関連性

　○萩生田　純’2、，石川　博通P，環　　　聡1），萩原　正幸1｝，香野　日高1），中川　　健い，

　　吉田　丈児2）

　　　D東京歯科大学市川総合病院泌尿器科，2東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター
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P－084．精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術導入初期におけるinguinal

　　　　　O富田　圭司，吉田　哲也，影山　　進，河内　明宏

　　　　　　　滋賀医科大学泌尿器科

　　　　日生殖医会誌　59巻4号

subinguinal　approachの比較検討

家族を持つためのさまざまな技術一TESE／ICSI一

P－085．異なる外径のインジェクションピペットを用いたICSIの成績の比較

　　　　　○江副　郁恵，山崎　歩実，中野　英之

　　　　　　　中野レディースクリニック

P－086．顕微授精時の紡錘体可視化は有用か？

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

　　　　　　　医療法人絹谷産婦人科

P－087．当院におけるTESEとMD－TESEによるART成績の比較
　　　　　○大島　　tWIJ，村瀬真理子U，香川　愛子D，小林　君任V，上野　寛枝1），盛田　有紀D，

　　　　　　山本みずき’〕，北川　雅一’），吉田　　浩1），湯村　　寧u，榊原　秀也21，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

P－088．当院におけるrescue　IVM－ICSIの有用性について

　　　　　○矢原　　藍，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，岸　沙弥香，斎藤　　綾村上　夢美，

　　　　　　福井　敬介

　　　　　　　福井ウイメンズクリニック

P－089．卵胞液活性化精子を用いたICSI（Follicular　Fluid　Activation　ICSI：FFA－ICSI）の培養成績・臨床成績

　　　　の後方視的検討

　　　　　○高橋　寿子，神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，田中　幸子，大久保はる奈，奥野さつき，

　　　　　　井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院

P－090．精巣悪性腫瘍における患側精巣内の精子形成

　　　　　○鈴木　啓介D，下村　之人川，岩端　威之b，定岡　侑子O，慎　　　武1），佐藤　　両1），

　　　　　　西尾浩二郎D，小堀　善友1’，山岸　秀嗣21，岡田　　弘1）

　　　　　　　1）猫協医科大学越谷病院泌尿器科，2濁協医科大学越谷病院病理部

P－091．MDTESE術後6か月後の総テストステロンへの影響について

　　　　　○江東　邦夫1），松下　知彦］），木村　將貴2），齋藤　　優3｝，河村　寿宏4｝，黄木　詩麗5），

　　　　　　福田　　SW6），矢内原　敦5｝，中野　　勝7），岩本　晃明【8）

　　　　　　　t］大船中央病院泌尿器科，2）帝京大学泌尿器科，3榊奈川レディースクリニッ久

　　　　　　　4佃園都市レディースクリニック，5）矢内原ウイメンズクリニックt

　　　　　　　‘福田ウイメンズクリニック，7）中野泌尿器科，8〕国際医療福祉大学リプロダクションセンター

P－092．IX－ROBOpolarによる紡錘体不可視卵子の治療成績について

　　　　　○伊藤　基樹，沖村　匡史，内山　一男，奥野　　隆，小林　　保，加藤　恵一

　　　　　　　加藤レディスクリニック

P－093．岡山大学病院泌尿器科における精巣内精子採取術（TESE）の検討

　　　　　○杉本　盛人D，石井　和史2），倉橋　寛明い，公文　裕巳’）

　　　　　　　1）岡山大学病院泌尿器科，2岡山市立市民病院泌尿器科

P－094．当院でのTESE及びTESE－ICSIの報告

　　　　　○伊津野美香1），木村　文則い，富田　圭司2），平田貴美子1），竹林　明枝b，高島　明子P，

　　　　　　高橋健太郎3），村上　　節D

　　　　　　　l）滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座，2）滋賀医科大学医学部泌尿器科学講座，

　　　　　　　3）滋賀医科大学医学部地域周産期医療学講座
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P－095．非モザイク型クラインフェルター症候群に対する顕微鏡下精巣内精子採取術の検討

　　　　　○松下　　経，角井　健太，福田　輝雄，江夏　徳寿，三宅　秀明，藤澤　正人

　　　　　　　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野
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家族を持つためのさまざまな技術一男性不妊の臨床研究一

P－096．

P－097．

P－098．

P－099．

P－1　OO．

当院における無精子症の治療成績

　○藤井　好孝，光畑　慎吾，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

男性性機能障害（勃起不全，射精障害）を伴う不妊カップルの治療成績

　○岡本　吉夫D，宮川　　康2），中西　佳子P，吉住　彩香’），一谷有希子1），土家　真紀D，

　　惣田　哲次2｝，福原慎一郎2’，木内　　寛2），高尾　徹也3），辻村　　晃），高田　晋吾5），

　　野々村祝夫D

　　　］〕医療法人昴会岡本クリニック，2｝大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科），

　　　3）大阪府立急性期医療センター泌尿器科，4）順天堂大学医学部泌尿器科，5）大阪警察病院泌尿器科

AIHにおいて排卵誘発での発育卵胞1個は自然周期に比して有効か？

　○今井　智子，清須知栄子，新居　　遙，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

男性不妊（重度乏精子症）が及ぼす治療周期への影響

　○森田　博文，内山　一男，沖村　匡史，加藤　恵一

　　　加藤レディスクリニック

調整後の精液所見による配偶者間人工授精の妊娠率の関係性一精子運動解析装置（SMAS）を用いた検

討一

　〇澤井　　毅両角　和人

　　　両角レディースクリニック

家族を持つためのさまざまな支援一当事者支援・当事者教育一

P－101．

P－1　02．

P－103．

P－104．

採卵時における看護師の関わりが患者に与える影響

　○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

当院不妊外来受診女性および妊婦とそのパートナーにおける生殖能力に関する一般的認識に関する調査

　○宮田あかね，内田　明花，井上　　治，吉丸　真澄川口　真帆片野坂潤子，岡崎　雅子，

　　石綿　裕美，小川真里子，萩生田　純，兼子　　智，吉田　丈児，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

当科におけるがんサバイバーに対する胚培養士のリプロダクションカウンセリングの現状

　○藤澤　佳子，矢野美穂子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，山口　　隆東梅　久子，

　　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

患者満足度向上への取り組み～プロゲステロン自己皮下注射を通しての検討～

　○越後　恵美，浅野　明恵，太田　有美，神谷　博文

　　　神谷レディースクリニック
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P－105．男性不妊症におけるQOLの評価

　　　　　○小宮　　顕，渡部　明彦，加藤　智則，布施　秀樹

　　　　　　　富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学

P－106．不妊治療中の夫が「夫婦が協力して治療に臨むために必要」だと思っていること

　　　　　○柴田　文子11，安部　裕司2｝

　　　　　　　1横浜創英大学看護学部，2℃Mポートクリニック

P－107．不妊症患者の抑うつ症状に対する評価と鍼灸治療が及ぼす影響

　　　　　　○美濃　佑果，木津　正義，長谷川謙介，鈴木　裕明

　　　　　　　　明生鍼灸院

P－1　08．生殖医療に携わる施設の災害の備えに関する全国調査～東日本大震災前後の危機管理対策の変化につい

　　　　て～

　　　　　　○塩沢　直美D，福山八知代D，針村　若菜D，武田　信彦1），出居　貞義i），長岡由紀子2｝

　　　　　　　　u医療法人地塩会大宮レディスクリニック，2茨城県立医療大学助産学専攻科

P－109．生殖補助医療（ART）を視野に入れた夫婦の支援について

　　　　　　○佐藤　博子1・2・3），浅野有希子2），清水　雅司D，糸井　史陽3｝，西川　和代3｝，小栗　久典2’，

　　　　　　　加藤三紀彦3），村田　泰隆い

　　　　　　　　Dエンジェルベルホスピタル不妊センタt2）ロイヤルベルクリニック不妊センター，

　　　　　　　　3”グリーンベルARTクリニック

P－110．TLC外来の試み

　　　　　　○大内　　望，米澤　美令，小野　修一，峯　　克也，桑原　慶充．里見　操緒，竹下　俊行

　　　　　　　　日本医科大学付属病院産婦人科

P－111．当院における不妊相談

　　　　　　○小池　弘子，西垣　　新，梶原多恵子，平野　瑠美

　　　　　　　　産婦人科西垣ARTクリニック

家族を持つためのさまざまな支援一当事者支援・当事者教育一（卵子提供）

P－112．卵子提供に関する妊婦・褥婦の意識について

　　　　　　○藤井　美喜豊　　和美，庵前美智子，横田　梨恵緒方　洋美，水澤　友利，苔口　昭次

　　　　　　　塩谷　雅英

　　　　　　　　英ウィメンズクリニック

P－113．卵子提供を選択した夫婦の決断から妊娠期における経験

　　　　　　○林　はるみ

　　　　　　　　新潟大学男女共同参画推進室

P－114．ニュージーランドにおける配偶子提供システム構築の変遷について～日本での非配偶者間人工授精

　　　　（AlD）における出自を知る権利の課題

　　　　　　○長谷川　瑛，久慈　直昭，長谷川芙美子，嶋田　秀仁，小島　淳哉，伊東　宏絵，井坂　恵一

　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科学分野

家族を持つためのさまざまな支援一妊孕性温存の支援一

P－115．岐阜県がん生殖医療ネットワークの有用性に関する検討

　　　　　　○牧野　　弘，古井　辰郎．竹中　基記，寺澤　恵子，山本　晃央，森重健一郎

　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科
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P－116．当院における子宮内膜異型増殖症および初期子宮体癌に対する妊孕性温存治療の臨床成績

　　　　　○岩佐　　武，松崎　利也，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

P－117．ART施設における凍結精子の保存に液体窒素気相保存容器は有用であるか

　　　　　○山本　新吾1］，西山和加子1），塚崎あずさP，小林　倫子D，古賀　美佳P，岩崎　聡美ユ），

　　　　　　佐護　　中1），有馬　　薫1），野見山真理】L），小島加代子12’

　　　　　　　D医療法人社団高邦会高木病院不妊センター，

　　　　　　　2国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻生殖補助医療胚培養i分野

P－118．当院におけるがんと生殖に関するリプロダクションカンファレンスの現状

　　　　　○矢野美穂子，東梅　久子，藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，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－119．妊孕性温存治療への思いと必要とする情報～がん治療施設の看護職へのアンケート調査より～

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

　　　　　　羽原俊宏林　伸旨
　　　　　　　岡山二人クリニック

P－120．聖隷浜松病院における医学介入精子凍結による不妊治療の現状

　　　　　○栗田　哲至1），村松　正子1），鈴木伊都子b，今井　　伸3｝，塩島　　聡2），松本美奈子2），

　　　　　　渋谷　伸一2’

　　　　　　　ll聖隷浜松病院臨床検査部H・ARTユニット，2）聖隷浜松病院不妊内分泌科，

　　　　　　　3聖隷浜松病院泌尿器科

P－121．当科における妊孕能温存のための精子凍結保存とその後の妊娠について

　　　　　○渋谷　伸一）e村松　正子21，栗田　哲至2），鈴木伊都子2），今井　　伸3＞，塩島　　聡1），

　　　　　　松本美奈子1）

　　　　　　　1聖隷浜松病院産婦人科，2）聖隷浜松病院臨床検査部，3，聖隷浜松病院泌尿器科

P－1　22．当院における乳がん患者の妊孕性温存の現状と治療成績

　　　　　○市橋あゆみ，田中久実子，栖原　貴子，奈良　和子，大内　久美，平岡謙一郎，高木　清考

　　　　　　　亀田総合病院ARTセンター

P－123．乳がん患者の性腺温存治療におけるアロマターゼ阻害剤の使用が胚に及ぼす影響に関する検討

　　　　　○塩田　恭子，小野健太郎，大垣　洋子，秋谷　　文，堀内　洋子，酒見　智子，中村　　希，

　　　　　　小松　雅博，粟田絵里加，百枝　幹雄

　　　　　　　聖路加国際病院生殖医療センター

P－124．当院生殖外来への乳がん患者診療依頼状況

　　　　　○佐藤　琢磨，拝野　貴之，稲川　早苗，笠原　佑太，斉藤　三和，大野田　晋，加藤　淳子，

　　　　　　山本　瑠伊，杉本　公平，岡本　愛光

　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

家族を持つためのさまざまな支援一卵巣予備能一

P－125．ARTにおける卵巣機能低下の指標としてのAMHとFSHの検討

　　　　　○山崎　幹雄V，桑原　　章1），谷口　友香］），山本　由理D，岩佐　　武1），檜尾　健二21，

　　　　　　松崎　利也ll，苛原　　稔b

　　　　　　　°　fili．島大学産科婦人科，2四国こどもとおとなの医療センター
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P－126．卵巣チョコレート嚢胞摘出術後のAMH低下と妊娠予後に関する検討

　　　　　○平川絵莉子，東　　幸弘，佐藤　絵理，薮田　結子，出浦伊万里，

　　　　　　原田　　省

　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科

家族を持つためのさまざまな支援一その他一

P－127．

　　　　　　○神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，

　　　　　　　井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，

　　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

P－128．

　　　　　　○山口　　隆，東梅　久子，矢野美穂子，

　　　　　　　北川　浩明

　　　　　　　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院

P－1　29．

　　　　　　○針村　若菜，福山八知代，塩沢　直美，

　　　　　　　　大宮レディスクリニック

P－130．不妊症予防という観点から行った活動について

　　　　　　○篠原　宏枝，西澤千津恵，森　　　篤

　　　　　　　　長野市民病院婦人科

　　　日生殖医会誌　59巻4号

坂本　靖子，谷口　文紀，

当院における目標を明確化した胚培養士教育システムの導入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　幸子，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

当院の妊娠と薬の相談外来における抗悪性腫瘍薬の相談の現状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔

東日本大震災後の培養室の災害対策の変化と現状について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　信彦，出居　貞義
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明日の希望のための基礎・臨床研究一卵巣・卵子・胚一

P－131．ギャップジャンクション阻害剤はマウス胚の胚盤胞到達を遅延させる

　　　　　○富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，金森　恭子，熊澤由紀代，熊谷　　仁，寺田　幸弘

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

P－132．酸化ストレスが卵子の質に及ぼす影響の検討

　　　　　○林　　輝美1），岩木　有里］］，苅田　正子D，田口　早桐’2），多田　佳宏1】，船曳美也子13），

　　　　　　中村　嘉孝123，

　　　　　　　’）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－133．卵胞液中のレプチン値が不妊治療患者の妊娠に与える影響

　　　　　○船曳美也子12），田口早桐D，林　輝美1’，多田佳宏1），北宅弘太郎’㌧岩木有里D，

　　　　　　苅田　正子b，中村　嘉孝’）

　　　　　　　Dオーク住吉産婦人科，2）オーク梅田レディースクリニック

P－134．単独精子媒精によるマウス体外授精法の検討

　　　　　○杉山　　仁t），安里こずえ2），平敷　千晶2），銘苅　桂子2｝，青木　陽一2）

　　　　　　　’沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・グループ，Z）琉球大学医学部産婦人科

P－135．産仔への発生能からみたマウス卵母細胞体外成長培養における代替血清の可能性

　　　　　○坂本　淳平12），谷口　遼馬D，加田日出美］），山海　　直P，堤　　　治2），本橋　秀之3・‘・5）

　　　　　　　”Sl京農業大学短期大学部，

　　　　　　　2現所属：国際医療福祉大学医療福祉学研究科生殖補助医療胚培養分野

　　　　　　　3｝国立精神・神経医療研究センター神経研究所，－v　ee薬基盤研究所霊長類医科学研究センター，

　　　　　　　5現所属：岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター

P－136．タンポポT－1エキスはマウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させる

　　　　　○部　　　輝u，本田　謙一2），野崎　利晃1）

　　　　　　　1株式会社徳潤医薬研究所，2）産業医科大学薬理研究室

P－137．IVM培地へのBMP－15およびGDF－9の添加がウシ卵子の核成熟と，　ICSI後の胚発生に及ぼす影響

　　　　　○可見知加子1），朽原知彩都3），櫻井　優広1），山中菜保子2），松永　利恵2｝，渡辺　真一2），

　　　　　　上畑みな子2），与那覇　斉2［，桑波田暁子2），越知　正憲2），堀内　俊孝3）

　　　　　　　1）おち夢先端生殖医学研究所，2）おち夢クリニック名古屋，3）県立広島大学大学院総合学術研究科

P－138．ギャップジャンクションの機能阻害はマウス胚でstrand現象を惹起する

　　　　　○富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，金森　恭子，熊澤由紀代，熊谷　　仁，寺田　幸弘

　　　　　　　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

P－139．加齢にてmitochondrial　DNA　copy数は減少する

　　　　　○村越　行高i2），末岡　　浩2），水口　雄貴2），泉　　陽子2），高橋　香織21，佐藤　　卓2｝，

　　　　　　佐藤　健二2），中林　　章2）

　　　　　　　1）荻窪病院産婦人科，2慶雁義塾大学医学部産婦人科

P－140．ヒト穎粒膜細胞における黄体形成ホルモンレセプターの発現制御

　　　　　○中村　智子，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，

　　　　　　森　　正彦，大須賀智子，近藤　美佳，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　　　　　　　名古屋大学産婦人科

P－141．ホモシステインがヒト卵子の受精・胚発生能に及ぼす影響について

　　　　　○安里こずえD，銘苅　桂子D，大石　杉子1），平敷　千晶D，杉山　　仁2｝，青木　陽一U

　　　　　　　’疏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，

　　　　　　　2）沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・グループ
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P－142．タンポポT－1エキスは高齢マウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させ，高齢マウスの排卵数を増加

　　　　した

　　　　　○部　　　輝D，本田　謙一34），野崎　利晃D

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

　　　　　　　4大阪市立大学産婦人科

P－143．IVF－ET患者における多価不飽和脂肪酸の血清中，卵胞液中濃度

　　　　　○銘苅　桂子D，大石　杉子u，安里こずえP，平敷　千晶u，糸数　　修P，杉山　　仁2），

　　　　　　青木　陽一

　　　　　　　1琉球大学医学部附属病院産婦人科，

　　　　　　　2）沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・グループ

明日の希望のための基礎・臨床研究一PCOS一

P－144．

P－145．

P－146．

胎児期にアンドロゲンに曝露された雌ラットは性成熟期にPCOS様になるか？

　○森下　美幸’），遠藤　俊明u，馬場　　剛］），久野　芳佳v，池田　桂子11，本間　寛之2），

　　逸見　博文］），木谷　　保1），真名瀬賢吾3），金谷　美加V，幡　　　洋5），神谷　博文い，

　　齋藤　　豪幻

　　　11札幌医科大学産婦人科，2）さっぽろARTクリニック，：1’五輪橋産科婦人科，

　　　v　ee加レディースクリニック，5｝大谷地産婦人科

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）におけるインスリン抵抗性およびメトホルミンの有効性

　○東島万梨乃1・X・3J，林　　沙織Z3｝，木山　美香L23），立木　　都12．3〕，園原めぐみ］Z3），福永　憲隆1231，

　　近藤麻奈美123），木下　孝一L’・：S），薬師　義弘1・L．3），羽柴　良樹1拙，浅田　義正12‘S｝

　　　D医療法人浅田レディースクリニッ久2桟田レディース勝川クリニック，

　　　3）浅田レディース名古屋駅前クリニック

PCOSにおけるGnRHパルス調節機構の検討

　○近藤　美佳，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，

　　森　　正彦，大須賀智子，中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　　　名古屋大学医学部産婦人科

明日の希望のための基礎・臨床研究一子宮内膜症一

P－1　47．生活習慣からみた冷え症合併卵巣チョコレート嚢胞症例の特徴

　　　　　○太田　†専孝

　　　　　　　秋田赤十字病院産科婦人科

P－148．レクチンマイクロアレイを用いた子宮内膜症における糖鎖プロファイリング

　　　　　○平川東望子D，奈須　家栄12），青柳　陽子1’，甲斐健太郎U，岡本真実子］），楢原　久司t）

　　　　　　　1）大分大学医学部産科婦人科，L’）大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野

P－149．子宮内膜症合併不妊例に対するEFI（Endometriosis　Fertility　lndex）と妊娠予後の検討

　　　　　○保母るつ子P，許山　浩司い，薄井　千絵b，杉山　里英P，長谷川裕美子1），井野　奈央i’，

　　　　　　紅露　有子D，栗林　　靖D，井上　正人P，壽圓　裕康D，小代　裕子2），西　　弥生2），

　　　　　　中川　浩次2），杉山　カーZl

　　　　　　　1）杉山産婦人科丸の内，2）杉山産婦人科生殖医療科
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P－150．

P－151．

P－1　52．

P－153．

P－154．

P－155．

P－1　56．

P－157．

P－158．
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子宮内膜症に対するレチノール酸の効果

　○山縣　芳明，品川　征大，岡田　真紀，李　　理華，前川　　亮，城崎　幸介，竹谷　俊明，

　　浅田　裕美，佐藤　　俊，田村　博史，杉野　法広

　　　II」口大学医学部産科婦人科学

4cm未満の子宮内膜症性嚢胞はIVF－ETの予後不良因子となるか

　○高島　明子，竹下　直樹，瓜田麻由美，安達　知弘，佐々木　泉，横川　　桂，萬来めぐみ，

　　横山安哉美，石田　洋昭，木下　俊彦

　　　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

子宮内膜症性合併不妊症例の卵胞液中の酸化ストレス度の測定

　○中川　浩次1），金山　昌代IJ，西　　弥生】），薄井　千絵D，小代　裕子1’，壽圓　裕康D，

　　杉山　里英LI　I，許山　浩司z［，栗林　　靖2｝，杉山　カー1）

　　　1彬山産婦人科生殖医療科，2｝杉山産婦人科丸の内

当院における子宮内膜症性嚢胞摘出術症例の術後の妊娠率の検討

　○近藤　哲郎，坂本　美和，田原　隆三

　　　昭和大学医学部産科婦人科学講座

子宮腺筋症患者の月経中の凝固線溶系の解析

　○木村　文則，平田貴美子，竹林　明枝，高島　明子，辻　俊一郎，郭　　翔志，高橋健太郎，

　　村上　　節

　　　滋賀医科大学医学部産婦人科

子宮内膜症女性の正常腹膜ではextracellular　matrixの構成成分であるversicanの発現が増強している

　○谷　　洋彦1），堀江　昭史’｝r佐藤　幸保2），杉並　　興b，宮崎有美子V，上田　　匡’），

　　小西　郁生D

　　　1京都大学医学部婦人科学産科学教室，2）大津赤十字病院産婦人科

子宮内膜症における低テストステロン環境の穎粒膜細胞に対する影響の検討

　○田吹　邦雄小野　賀大，岡本　敦子，中村真由美，劉　　昌恵，林　　篤史，林　　正美，

　　寺井　義人，大道　正英

　　　大阪医科大学産婦人科

GnRHアゴニストおよびジエノゲスト術前投与の検討一子宮内膜症性嚢胞摘出術による卵巣予備能低下

におよぼす影響一

　〇鈴木　隆弘，篠田　真理林　　　優，成田　篤哉，菅野　秀俊，西島　義博，和泉俊一郎

　　　東海大学医学部専門診療学系産婦人科

子宮内膜症性嚢胞合併症例の術後妊娠に関する検討

　○加藤　紀子，北出　真理，熊切　　順，黒田　恵司，地主　　誠，新城　　梓，尾崎　理恵

　　　順天堂大学産婦人科

明日の希望のための基礎・臨床研究一流産・不育一

P－159．

P－160．

ARTにおける妊娠早期の血中hCG値に関する検討

　○山本　由理1），谷口　友香1），山崎　幹雄1），檜尾　健二2｝，桑原　　章D，苛原　　稔1）

　　　’徳島大学産科婦人科，2四国こどもとおとなの医療センター

融解胚移植における妊娠4週目の血中HCG値と妊娠経過の検討

　○林　　沙織123L，東島万梨乃】23），木山　美香1・2，3），立木　　都123），園原めぐみ12・3），福永　憲隆1・2・3），

　　近藤麻奈美123～，木下　孝一231，薬師　義弘1・2・3），羽柴　良樹123），浅田　義正1231

　　　’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
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P－161．着床障害症例に対する夫リンパ球免疫療法における妊娠予後の検討

　　　　　○稲場　美乃D，三村　結香1），水野　里志’1，森　　梨沙U，西岡美喜子゜，藤岡　聡子D，

　　　　　　井田　　守D，福田　愛作U，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

P－162．原因不明原発性習慣流産および続発性習慣流産における遮断抗体陽性率の比較および免疫療法の有効性

　　　　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－163．体外受精周期の抗核抗体陽性患者における胚移植後5日および7日目の血中HCG値についての考察

　　　　　○澤村　茂樹，高岸　　舞，原田　菜摘

　　　　　　　医療法人社団福来朗会こうのとりWOMEN’S　CAREクリニック

P－164．流産に対する染色体検査の結果

　　　　　○伊藤　理廣，安部　和子，岡崎　友香

　　　　　　　JCHO群馬中央病院

P－165．潜在性甲状腺機能低下症の治療は流産を減らすことが出来るのか？

　　　　　○河野恵美子，中山奈央子，市橋　佳代，佐藤　　学，姫野　隆雄，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－166．卵胞期初期ホルモン検査におけるTSH測定の意義

　　　　　○北島　道夫，井上　統夫，谷口　　憲，カーンカレク，松本亜由美，平木　宏一，三浦　清徳

　　　　　　増崎　英明

　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科

P－167．抗リン脂質抗体（APL）陽性不育症症例に対する免疫抑制，抗凝固併用療法の高年齢症例における治療

　　　　成績の検討一出生児の状況を中心として一

　　　　　〇冨永麻理恵，能仲　太郎，吉田　邦彦，加嶋　克則，高桑　好一

　　　　　　　新潟大学医歯学総合病院産婦人科

明日の希望のための基礎・臨床研究一精巣・精子一

P－168．

P－169．

P－170．

P－171．

良好運動精子選別装置（スパームソータ・クオリス）の有用性に関する研究

　○佐藤景子，渡邉陽子，西村加奈子，三浦貴弘，頼　英美，原　鐵晃

　　　県立広島病院生殖医療科

精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species：ROS）と精漿中抗酸化力（Biological　Antioxidant　Potential：

BAP）との関連

　○山中　弘行1・2｝，竹島　徹平2），保田　賢吾2），三條　博之L’，黒田晋之介2），浅井　拓雄2），

　　加藤　喜健2），湯村　　寧2），岩崎　　晧2）

　　　U横浜保土ヶ谷中央病院泌尿器科，

　　　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

ODF2　isoform　cの発現と運命

　○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

精子機能評価におけるSEMG結合率について

　○吉田　　薫u，山崎　一恭2｝，吉池　美紀3），岩本　晃明4）

　　　’）桐蔭横浜大学先端医用工学センター，2）筑波学園病院泌尿器科，

　　　3｝聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学，”〕国際医療福祉大学リプロダクションセンター
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P－172．アクチン調節蛋白質CAPZB3のヒト精子における発現およびその局在

　　　　　○惣田　哲次1），宮川　　康1），竹澤健太郎I」，奥田　英伸D，福原慎一郎1｝，藤田　和利1〕，

　　　　　　木内　　寛D，野々村祝夫’）r田中　宏光2’

　　　　　　　1〕大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科），L｝長崎国際大学薬学部薬学科

P－173．精子回収法によるDNA損傷率（DNA　fragmentation　index）の検討一微少流体チップ（Microfluidic　Sperm

　　　　Sorter；MFSS）の有用性について

　　　　　○城田　京子，伊東　裕子，宮本　新吾

　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科

P－174．男性不妊症患者における精子のプロテオーム解析

　　　　　〇三條　博之”，湯村　　寧D，保田　賢吾1），黒田晋之介P，山中　弘行P，竹島　徹平D，

　　　　　　野口　和美u，荒川　憲昭2’，小川　雄彦2），浅井　拓雄1）

　　　　　　　1横浜市立大学付属市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜市立大学生命医科学研究科

P－175．Lgr4は抗精巣遺伝子として機能する

　　　　　○小泉　雅江b，大山　一徳2」，西森　克彦2），那波　明宏D

　　　　　　　l愛媛大学医学部産婦人科，2東北大学大学院農学研究科分子生物学分野

P－176．SPESPIノックアウトマウスの先体反応に伴う先体タンパク質の局在と分子量変化

　　　　　○大和屋健二1・2），伊藤　千鶴L），年森　清隆2）

　　　　　　　1）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，

　　　　　　　2）千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

P－1　77．密度勾配遠心法による精液中活性酸素（reactive　oxygen　species；ROS）の検出についての検討

　　　　　○竹島　徹平12），浅井　拓雄2），保田　賢吾1），三條　博之P，黒田晋之介1），山中　弘行1・3），

　　　　　　加藤　喜健3），湯村　　寧1），岩崎　　晧D，野口　和美D

　　　　　　　l横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科，

　　　　　　　2個立病院機構湘模原病院泌尿器科，3横浜保土ヶ谷中央病院泌尿器科

明日の希望のための統計研究一統計一

P－1　78．

P－179．

P－180．

P－181．

P－182．

わが国の単産複産別低出生体重児出生動向は不妊治療の普及と関連しているか？

　○荒木隆一郎u，石原　　理2〕

　　　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

排卵直前と直後のAIH妊娠率には差がない

　○堤　　麻衣，信田　萌美，浪江可奈子，濱崎　祐希，金井　裕子，本田　徹郎，辰巳　賢一

　　　梅ヶ丘産婦人科

生殖補助医療による妊娠・分娩症例における前置胎盤と癒着胎盤のリスクについての検討

　○栗岡　裕子，吉野　直樹

　　　島根県立中央病院産婦人科

夫の加齢は体外受精の臨床成績に影響を与えるか

　○小川武甲1㌧齋藤寛恵］）p金　昌勲D，藤本晃久3’，矢野　哲2），矢野直美1）

　　　1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＝

　　　3）東京都教職員互助会三楽病院

単一胚移植における多胎発生とその予後について

　○北森　康代，小嶋　康夫，本田　秀美，桑名　真弓，杉本ゆき恵

　　　小嶋ウィメンズクリニック
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P－183．

P－1　84．

P－185．

P－186．

P－187．

P－188．

P－189．

P－190．

P－191．

P－192．

P－193．

P－194．

日生殖医会誌　59巻4号

自然周期凍結融解胚移殖における黄体補充の有用性

　○千川　　愛，岩橋　和裕濱井　晴喜，高田　玲子，寺村　聡子，小野光樹子，杉本　貴章，

　　八木佳奈子，奥島　美香，奥井　　静，大濱　尚子，早川ひとみ，半田　雅文，繁田　　実

　　　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

日本の生殖補助医療の現状～日本産科婦人科学会におけるARTオンライン登録のデータから～

　○竹島　和美川，齊藤　英和D，桑原　　章2〕，佐久本哲郎3）

　　　1個立成育医療研究センター，2徳島大学産科婦人科，3アルバ沖縄クリニック

ARTにおける胚培養期間と早産の相関について

　○嶋田　秀仁D，久慈　直昭P，鈴木　孝太L｝，長谷川　瑛P，伊東　宏絵1），齊藤　英和3），

　　山懸然太朗2），井坂　恵一い

　　　1｝東京医科大学病院産科婦人科，2仙梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座，

　　　3｝国立成育医療センター母性医療診療部不妊診療科

当院における40歳以上の高度生殖医療（ART）の治療成績

　○森山　弘恵b，野々村佳代U，弓岡　英里］），知念日菓利D，先久　　幸1〕，永島百合子D，

　　荒木　晃子12i，内田　昭弘U

　　　u内田クリニック，2）立命館大学R－GIRO研究機構

43歳以上の不妊治療による妊娠127症例の検討

　○濱田　啓義，中山　貴弘，小濱　奈美，矢野　樹理，立入智恵子，原田　裕子，古田あや奈，

　　畑山　　博

　　　医療法人財団足立病院

自然周期もしくは単一卵胞発育をめざした卵巣刺激により施行したlntrauterine　insemination（IUI）後

の妊娠成績予測因子に関する検討

　○岡　　賢二，宇津野宏樹，山本　綾子，樋口正太郎，橘　　理絵，山田　香織，内川　順子，

　　塩沢　丹里

　　　信州大学医学部産婦人科

LetrozoleおよびAnastrozoleを排卵誘発剤として使用したARTにおける出生児の検討

　○渡邊　恵理金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，越後　恵美，太田　有美，浅野　明恵，

　　岩見菜々子，小澤　順子，山本　貴寛森若　　治，神谷　博文

　　　神谷レディースクリニック

当センターにおける，タイミング・人工授精後妊娠および新鮮・凍結融解胚移植後妊娠の分娩転帰の比

較検討

　○左　　勝則，石田　恵理，巽　　国子，齊藤　和毅小松　保則，竹島　和美，齊藤　隆和，

　　左合　治彦，齊藤　英和

　　　国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター不妊診療科

分子整合栄養学に基づいた栄養療法によるART成績への効果

　○福山八知代P，針村　若菜’），塩沢　直美P，武田　信彦’），出居　貞義1｝，荒木　康久2〕

　　　1］大宮レディスクリニック，2）高度生殖医療技術研究所

続発性不妊症例の不妊原因・治療成績の検討

　○都築たまみ，泉谷　知明，谷口　佳代，前田　長正

　　　高知大学医学部産科婦人科

当院における高齢女性に対するART成績

　○宇都　博文D，与那嶺正行1），菅原　かな1：，村越　行高1），呉屋　憲一），吉田　宏之U，

　　杉山　　武D，松尾千穂里2），大西　雅子2），花田麻衣子2），田巻　智慧2），北村　誠司L）

　　　1）医療法人財団荻窪病院産婦人科，L）医療法人財団荻窪病院虹クリニック

妊娠初期患者への鍼灸治療の安全性について

　○長谷川謙介，木津　正義美濃　佑果鈴木　裕明

　　　明生鍼灸院
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P－195．当院リプロダクションセンターにおける2013年ART成績の検証

　　　　　○田中　幸子，神野　亜耶，秋元　　諭佐柄　祐介，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，

　　　　　　井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

P－196．40歳以上の体外受精妊娠症例に関する検討

　　　　　○石松　正也

　　　　　　　石松ウイメンズクリニック

P－197．腹腔内出血1，000ml以上認めた異所性妊娠症例の検討一同種血輸血と回収式自己血の比較一

　　　　　〇土屋　雄彦，前村　俊満，北村　　衛，高橋　賢司，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

P－198．分割期胚移植におけるDay2胚・Day3胚および新鮮胚・凍結融解胚での妊娠率の比較

　　　　　○山本　佑司D，池上　美希V，長瀬　祐樹D，松田有希野1），米澤　潤一｝，和田　知久1），

　　　　　　松浦　俊樹2｝

　　　　　　　1）アクトタワークリニック生殖発生医科学センタv－一・一，2）アクトタワークリニック

P－199．不妊原因から検討した，40歳未満女性の低Anti－Mullerian　Hormoneの不妊治療成績

　　　　　○峯　　克也，米澤　美令，小野　修一，富山　僚子，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行

　　　　　　　日本医科大学産婦人科

P－200．凍結余剰胚を用いた第二子挙児希望症例の検討

　　　　　○村山　直人，小川　　紗，栗原　　恵，遠藤由紀子，三宅　美夏，三浦加奈代，高橋　具視

　　　　　　　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック

P－201．不妊外来を受診した夫婦の性交頻度に関する調査

　　　　　○若杉　聡美，種部　恭子

　　　　　　　女性クリニックWE富山

P－202．

P－203．

P－204．

P－205．

P－206．

当院でのAMH低値症例の不妊治療成績について

　○橘　　直之，鈴木　達也，堀江　健司，木村　歩未．今井　　賢，

　　坂本　有希，池田　伴衣，鈴木　光明

　　　自治医科大学産科婦人科学講座

当院における生殖補助医療の周産期予後への影響についての検討

　○小松　淳子，南　　　晋林　　和俊

　　　高知医療センター産科婦人科

当院における43歳以上の症例についての検討

　○中野　美穂，駒　　由佳，山本　理沙，松本　真弓，林　　清音，

　　脇本　栄子，中村　嘉宏，藤野　祐司

　　　藤野婦人科クリニック

精子運動の各種パラメーターとIUI妊娠との関連性

　〇五十嵐健治’2），下平　真希’）t山中　政人1），真鍋　修一1，

　　　］）エンジェルベルホスピタル，

栄養療法による受精率，胚盤胞到達率，凍結胚数の改善

　○出居　貞義

　　　大宮レディスクリニック

木村　　円，昇　千穂美，

小池　浩嗣，土谷　綾子，

　　　　　　　　　　　浅野有希子2），小栗　久典2）

2）ロイヤルベルクリニック不妊センター

明日の希望のための統計研究一統計一（男性因子）

P－207．第2子不妊に対する治療法の検討

　　　　　○日比　初紀1］，大堀　　賢い，浅田　義正2｝

　　　　　　　u協立総合病院泌尿器科，2医療法人浅田レディースクリニック
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P－208．停留精巣を伴う男性不妊患者の検討

　　　　　○保田　賢吾P，黒田晋之介2），三條　博之2｝，山中　弘行2｝，加藤　喜健2i，湯村　　寧2），

　　　　　　野口　和美2’，近藤　芳仁3），池田万里郎3｝，河村　寿宏’1｝

　　　　　　　1藤沢市民病院泌尿器科，2横浜市立大学付属市民総合医療センター生殖医療センター，

　　　　　　　3海老名レディースクリニック，4田園都市レディースクリニック

P－209．停留精巣の既往がある無精子症患者に対する採精成績

　　　　　○岩月正一郎，佐々木昌一，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

P－210．乏精子症患者における治療戦略

　　　　　○飯島　将司ll，高　　栄哲2），京野　廣一，吉田　　淳4），並木　幹夫D

　　　　　　　1）金沢大学大学院医学研究科泌尿器科学，2昭和伊南総合病院泌尿器科，

　　　　　　　3〕京野アートクリニック，”　）］i〈場公園クリニック

事例報告一症例報告一

P－211．

P－212．

P－213．

P－214．

P－215．

P－216．

P－217．

P－218．

ジエノゲスト療法施行中に悪性化した子宮内膜症性嚢胞の一例

　○佐藤　　亘IJ，富樫嘉津恵D，白澤　弘光］），熊澤由紀代1），熊谷　　仁D，児玉　英也2），

　　寺田　幸弘1）

　　　ll秋田大学医学部産婦人科，2秋田大学医学部保健学科

白血病治療中に緊急採卵を行い，卵子（未媒精卵）を凍結保存し得た1症例

　○中村　嘉宏U，駒　　由佳D，小池　浩嗣11，脇本　栄子1），直川　匡晴2），藤野　祐司1）

　　　1藤野婦人科クリニック，2口本赤十字社和歌山医療センター血液内科

アンドロゲン薬の長期使用による後天性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の3例

　○助川　　玄，中野　和馬，辻　　祐治

　　　恵比寿つじクリニック

前周期のchemical　pregnancyに気づかず体外受精周期に入り，　empty　follicleのうえにOHSSが遷延し

た1症例

　○船曳美也子L21，田口　早桐い，林　　輝美1），多田　佳宏D，北宅弘太郎P，岩木　有里ll，

　　苅田　正子D，中村　嘉孝1］

　　　uオーク住吉産婦人科，2｝オーク梅田レディースクリニック

流産後に発症しその後月経毎に繰り返す卵巣過剰刺激症候群様の卵巣腫大を呈する1症例

　○谷口　　武D，熊澤　恵一2｝，田原　正浩1），小野　雅昭い，後安　聡子2｝，安井　悠里2），

　　中村　仁美2），木村　　正2）

　　　1医療法人定生会谷口病院2）大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

膀胱内精子を用いた体外受精により妊娠成立した逆行性射精の一例

　○牧野亜衣子，宮本亜希子

　　　医療法人亜一会あいこ女性クリニック

クロミフェンを用いて子宮内膜厚の調整を行い凍結融解胚移植により妊娠にいたった症例

　○洲河　美貴，藤原　敏博，野間　　桃，尾上　洋樹，田畑　知沙，渡邊　倫子，黒澤　貴子，

　　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

子宮卵管造影を契機に腹膜炎を発症したチョコレート嚢腫合併不妊症例

　○金谷　裕美，石川　博士，柿沼　敏行，河原井麗正，藤田　真紀生水真紀夫

　　　千葉大学医学部附属病院婦人科
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P－219．不妊治療中に生じた骨盤内膿瘍の検討

　　　　　○福原　理恵，福井　淳史，淵之上康平，鴨井　舞衣，水沼　英樹

　　　　　　　弘前大学医学部産科婦人科

P－220．hMG刺激による体外受精とホルモン補充周期にて妊娠したLH単独欠損症の1例

　　　　　○田島　博人，神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，田中　幸子．大久保はる奈，高橋　寿子，

　　　　　　奥野さつき，井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，浅田　弘法，吉村　泰典

　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

P－221．骨肉腫化学療法後の無精子症に対してMicrodissection　TESEにより精子を採取した2例

　　　　　○増田　裕”，東　治人2戊，後藤　栄3｝，中西桂子3｝，泉　陽子3），増本伸之4〕，

　　　　　　池淵　佳秀4）

　　　　　　　1藍野病院泌尿器科，2大阪医科大学泌尿器科，3）後藤レディースクリニック，’vたまごクリニック

P－222．HRT中に自然排卵・自然妊娠に至った早発閉経の患者について

　　　　　○呉　　明超，伊藤　博則，佐々木伸子

　　　　　　　医療法人G＆0レディスクリニック産科・婦人科・不妊治療センター

P－223．両配偶子の凍結融解後顕微授精を行い，胚盤胞凍結後の融解移植で妊娠が成立した1例

　　　　　○今井　　賢鈴木　達也，坂本　有希，堀江　健司，木村　歩未，木村　　円，昇　千穂美，

　　　　　　橘　　直之，池田　伴衣，鈴木　光明

　　　　　　　自治医科大学産科婦人科

P－224．悪性リンパ腫に対し2度の骨髄移植を受けた患者に対するTESEの経験

　　　　　○杉山　貴之，寺田　央巳

　　　　　　　浜松医科大学泌尿器科

P－225．子宮動静脈奇形に対する中用量ピルの使用経験

　　　　　○折出　亜希，金崎　春彦，原　　友美，京　　　哲

　　　　　　　島根大学医学部産婦人科

P－226．直腸総排泄腔棲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一例

　　　　　○北　　直喜，前山　哲朗，相野谷陽子，和田　　篤，岡本　　一

　　　　　　　筑波学園病院産婦人科

P－227．Primary　ciliary　dykinesiaに対するTESE－ICSIの有用性に関する検討

　　　　　○川崎　彰子12），岡本　　一2），和田　　篤2〕，相野谷陽子2），北　　直喜2、，前山　哲朗2），

　　　　　　枝元　直子2～，西山　博之3、，塚本　　定21，常樂　　晃3），安東　　聡4｝

　　　　　　　1筑波大学医学医療系産婦人科，2〕筑波学園病院3）筑波大学医学医療系腎泌尿器外科，

　　　　　　　4）国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

P－228．巨大絨毛膜下血腫やCAOSの病態を繰り返す不育症にプレドニゾロンが有効であった症例

　　　　　〇五十嵐敏雄，中林　正雄青墳　愛理古村　絢子，杉原　　武，落合　尚美，中村　泰昭，

　　　　　　中江　華子，梁　　善光

　　　　　　　帝京大学ちば総合医療センター産婦人科

P－229．自己卵子を用いたARTで生産にいたった超高齢妊娠4例の検討

　　　　　○井上　朋子，高矢　千夏岩端　秀之，姫野　隆雄伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　　　　　　　IVFなんばクリニック

P－230．Male　hypogonadotrophic　hypogonadism（MHH）による男性不妊の精査中に下垂体腫瘍を診断した1

　　　例
　　　　　○浅井　拓雄1），竹島　徹平1・2），三條　博之2），山中　弘行2｝，黒田晋之介2），保田　賢吾2），

　　　　　　加藤　喜健2j，，湯村　　寧2），野口　和美2）

　　　　　　　1独立法人国立病院機構相模原病院泌尿器科，

　　　　　　　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

P－231．ドパミン作動薬が著効した，FSH産生下垂体腫瘍に起因するOHSSの1例

　　　　　○池田　桂子1・2），馬場　　剛3），遠藤　俊明3），齋藤　　豪3＞

　　　　　　　1）NTT東日本札幌病院産婦人科，2製鉄記念室蘭病院産婦人科，3）札幌医科大学産婦人科
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P－232．DHEA併用のCOSで妊娠に至った21水酸化酵素欠損症の1症例

　　　　　○和田　　龍12｝，児島　輝仁12），森本　真晴121，加藤　　徹121，脇本　　裕ユ1，荻野　　舞1），

　　　　　　坂佳世1・2’，長谷川昭子’2），澤井英明D，柴原浩章12）

　　　　　　　川兵庫医科大学産科婦人科学講座，2兵庫医科大学病院生殖医療センター

P－233．メソトレキセート全身投与および子宮動脈塞栓術により，子宮温存し得た子宮頸管妊娠の1例

　　　　　○菅野　素子，大田　昌治，岩本　豪紀

　　　　　　　武蔵野赤十字病院産婦人科

P－234．黄体ホルモンの上腕筋肉内注射による合併症：急性肩峰下滑包炎が疑われた1症例

　　　　　○西尾　京子，II｜本　宏美，武矢　江美，朝倉　寛之

　　　　　　　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

P－235．子宮内膜症を合併した再発卵管卵巣膿瘍の一例

　　　　　○大石　杉子，安里こずえ，平敷　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一

　　　　　　　琉球大学医学部産婦人科

P－236．メトトレキセート局所投与により子宮温存が可能であった子宮頸管妊娠の2症例

　　　　　○秋谷　　文，百枝　幹雄，塩田　恭子，酒見　智子，林　　良宣，小松　雅博，熊耳　敦子，

　　　　　　堀内　洋子，中村　　希，大垣　洋了，小野健太郎，粟田絵里加，赤枝　　俊

　　　　　　　聖路加国際病院女性総合診療部

P－237．Asherman症候群の術後に妊娠に至った3症例

　　　　　○松澤由記子，荒岡　千景，和地　祐一，橋場　剛士，岩下　光利

　　　　　　　杏林大学医学部附属病院産婦人科
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会長講演

Re－producing　Reproduction

石原　　理

埼玉医科大学産科婦人科

　‘Reproduction’は，いうまでもなく，すべての生物が継続的に存在するために不可欠な「現象」であり，「行

動」であり，むしろ「存在」そのものですらある．ヒトにおいては，それが「社会的・文化的生物」であるが故に，

‘Reproduction’に複雑高度にシステム化された関係性の構築が加わり，さらに科学的および医学的進歩・革新に

よりメタフレーズされてきた．

　特に生殖医学の進歩は，胚発生・分化メカニズムの少なくとも一部を解明し，将来における再生医療の展開とい

う大きな希望を誇らしく提示している．また，明白な事実として，IVFなど生殖医療により出生した児の累計は，

既に世界で500万人を越えている．これらの達成は，20世紀に試みられた‘Reproduction’についての「再定義」

の試み，さまざまな懸念，反発共感期待などの「評価」を，あたかも自動的に，そして暫定的に決着させたか

のように見える場合がある．なぜなら，‘Reproduction’に関連する研究は，世界中で広く共通して推進されてお

り，また，IVFは国境・民族・宗教を越えて社会的に広く受け入れられているからである．

　しかし実際には，20世紀に提示されたこれらすべては，未だに「課題」として水底に沈殿し残存しているに過

ぎず，私たちの僅かな体動により，再び容易に舞い上がることを，研究者，臨床家のほとんどが感じているのでは

ないか．もし，私たちが‘Reproduction’の課題を再考し，また決着をめざすのではなく発展的な再構1築を考え

るときに，従来充用してきた座標軸が不十分な機能しか有していないのだとすれば，より広い鳥鰍的な視野を可能

にする新たな着想や発想の導入が必要なのではないか．

略　歴

1980年3月

1980年6月

1981年9月

1982年9月

1984年7月

1985年9月

1987年9月
1988年12月

1989年10月

1991年5月

1991年6月

1999年2月

2002年1月

2002年5月
現在に至る

群馬大学医学部医学科卒業

東京大学医学部付属病院研修医（産婦人科）

長野赤十字病院産婦人科医員

東京大学医学部産婦人科医員

埼玉県立癌センター婦人科医員

東京大学医学部産婦人科助手（文部教官）

国立病院医療センター産婦人科医員（厚生技官）

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科助手

英国ロンドン大学王立医学大学院ハマースミス病院客員研究員

上記より帰国

埼玉医科大学総合医療センター講師（産婦人科）

同上　助教授（産婦人科）

埼玉医科大学産科婦人科学教室助教授（埼玉医大総合医療センター兼担）

埼玉医科大学産科婦人科学教室教授（埼玉医大総合医療センター兼担）
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Uterine　selection　of　human　embryos　at　implantation

Jan　J．　Brosens

Division　of　Reproductive　Health，　Warwick　Medical　School，　Clinical　Sciences　Research　Laboratories，　University

Hospital，　Coventry　CV22DX，　UK

1

”
”

　　Human　embryos　frequently　harbor　large－scale　complex　chromosomal　errors　that　impede　normal　develop－

ment．　Affected　embryos　may　fail　to　implant　although　many　first　breach　the　endometrial　epithelium　and　embed

in　the　decidualizing　stroma　before　being　rejected　via　mechanisms　that　are　poorly　understood．　Here　we　show

that　developmentally　impaired　human　embryos　elicit　an　endoplasmic　stress　response　in　human　decidual　cells．

Astress　response　was　also　evident　upon　in　vivo　exposure　of　mouse　uteri　to　culture　medium　conditioned　by

low－quality　human　embryos．　By　contrast，　signals　emanating　from　developmentally　competent　embryos　acti－

vated　a　focused　gene　network　enriched　in　metabolic　enzymes　and　implantation　factors．　We　further　show　that

trypsin，　a　serine　protease　released　by　pre－implantation　embryos，　elicits　calcium　signaling　in　endometrial　epi－

thelial　cells、　Competent　human　embryos　triggered　short－lived　oscillatory　calcium　fluxes　whereas　low－quality

embryos　caused　a　heightened　and　prolonged　calcium　response．　Thus，　distinct　positive　and　negative　mecha－

nisms　contribute　to　active　selection　of　human　embryos　at　implantation．　Importantly，　analysis　of　primary　en－

dometrial　stromal　cell　cultures　from　different　patient　groups　revealed　that　aberrant　decidualization　and　lack　of

embryo　biosensoring　are　strongly　associated　with　recurrent　pregnancy　loss．　These　observations　suggest　that

active　embryo　selection　at　implantation　is　essential　for　reproductive　success．

略　歴

Jan　Brosens　graduated　from　the　Catholic　University　Leuven，　Belgium　in　1990　and　pursued　postgraduate　train－

ing　in　Obstetrics　and　Gynaecology　in　the　United　Kingdom．　He　became　a　member　of　the　Royal　College　of　Obste－

tricians　and　Gynaecologists　in　1995　and　a　Fellow　of　the　College　in　2008．　He　obtained　a　Ph．D．　from　the　Univer－

sity　of　London　in　1999，　working　on　the　mechanisms　of　decidualization．　He　was　awarded　a　Wellcome　Trust

Clinical　Scientist　Fellowship　in　1998．　He　joint　Imperial　College　London，　first　as　Chair　of　Reproductive　Sciences

（2004）and　then　Chair　of　Reproductive　Medicine（2008）．In　May　2011，　he　was　appointed　as　Chair　of　Obstetrics

and　Gynaecology　at　the　University　of　Warwick．　In　this　capacity，　he　also　leads　the　Division　of　Reproductive

Health，　one　of　6　academic　divisions　that　make　up　Warwick　Medical　School．　He　is　a　member　of　the　editorial

boards　of　Moiecular　En　docr∫n　ology，、Hormones＆Cance　r，　Reproduc亡ive　BioMedicine　On∬ine　and　has　authored

over　155　papers，　as　well　as　numerous　book　chapters，　on　clinical　and　molecular　aspects　of　reproduction　and　can－

cer．
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海外招請講演2

Neonatal　and　long－term　follow－up　of　children　born　after　PGD／PGS

Maryse　Bonduelle

Head　of　Department　of　the　Centre　for　Medical　Genetics，　UZ　Brussel　Vrije　Universiteit　Brussel，　Belgium

　　Preimplantation　genetic　diagnosis（PGD）was　developed　within　the　frame　of　genetic　counselling　aiming　at
couples　presenting　with　a　high　risk　of　transmitting　a　genetic　disease．　Preimplantation　genetic　screening（PGS）

aims　to　improve　the　success　rate　of　IVF．　PGD／PGS　refer　to　a　genetic　diagnosis　of　an　embryo　in　vitro．　Both　pro－

cedures　have　the　ART　treatment　and　the　embryo　biopsy　in　common．　Some　adverse　neonatal　outcomes　were　al－
ready　reported　in　ART　treatments．　The　objective　of　several　studies　conducted　at　the　UZ　Brussel　was　to　deter－

mine　whether　embryo　biopsy　as　performed　in　PGD／PGS　has　an　irnpact　on　health，　development　and　psychologi－

cal　wellbeing　of　the　children　up　to　the　age　of　5　years．

　　For　all　our　studies　a　prospective　standard　study　protocol　was　followed　including　a　medical　history．　Children

were　examined　at　2　months，　l　year，2years　and　5　year　at　the　Centre　for　Medical　Genetics　by　an　experienced

paediatrician　blinded　to　the　type　of　ART．　For　the　psychological　studies　a　trained　psychologist　evaluated　and
tested　the　children．　For　all　the　studies　a（matched）control　group　of　ICSI　children　and　for　some　also　a　group　of

naturally　conceived（NC）children　was　simultaneously　examined．

　　Biometrical　data，　such　as　weight，　height　and　head　circumference，　were　collected　with　standard　equipment

and　according　to　a　standardized　procedure．　Physical　examination　included　a　standardized　assessment　of　major

malformations．　Major　malformations　were　classified　according　to　criteria　previously　defined．　Information　about
the　ethnic　origin，　height　and　weight，　as　well　as　information　about　the　maternal　age　at　the　birth　of　the　child，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノparity，　maternal　health　during　pregnancy　and　history　of　alcohol　and／or　nicotine　abuse　during　pregnancy　were

obtained　by　questionnaire．　Term，　birthweight　and　admission　to　a　neonatal　care　unit　were　obtained　from　medi－

cal　files　from　hospitals　and　well－baby　clinics　with　the　consent　of　the　parents．

　　Neonatal　outcome　parameters　in　neonates（n＝995）（auxological　data，　gestational　age，　neonatal　admission

and　major　malformations）were　similar　in　singletons　and　multiples　born　after　embryo　biopsy　for　PGD　compared

with　a　control　cohort　of　singletons　and　multiples　without　embryo　biopsy．　However，　multiples　born　following

PGD　had　a　lower　risk　of　low　birthweight　than　multiples　born　following　ICSI．　Major　malformation　and　perinatal
death　rates　revealed　reassuring　findings（Liebaers　2010，　De　Smyttere　2012）．

　　At　the　age　of　two　years　102　children　born　after　embryo　biopsy　presented　also　similar　prenatal　and　postnatal

growth　and　health　outcome，　compared　to　102　matched　ICSI　children（De　Srnyttere　2009）．　Mental　and　psycho－

motor　development　was　similar　in　PGD／PGS（n＝70）children　compared　to　ICSI　and　NC（Nekkebroeck　2008）．
　　At　age　of　two　years　socio－emotional　and　language　development　of　PGD／PGS　children　was　similar（n＝41）and

parents　did　not　differ　from　ICSI（n＝35）and　NC（n＝53）parents　for　parental　stress　and　health　status（Nekke－

broeck　2008）．

　　The　cognitive　abilities　and　motor　skills　of　5－to　6－year－old　singletons　born　after　PGD（n＝　47）were　assessed

in　comparison　with　491CSI　and　48　SC　children　in　a　prospective，　case－controlled，　matched　follow－up　study．
Overall　cognitive　development　and　motor　skills　were　similar　in　the　three　groups（Winter　2014）．

　　Up　till　now　no　adverse　data　are　available　on　the　overall　health　and　development　of　children　born　after　PGD

in　comparison　to　children　born　after　ART　procedures．　However，　safety　of　all　children　born　after　ART　remains

aconcern　for　long　term　outcome．

Funding　for　these　studies　was　obtained　from　the　OZR（Research　group　of　the　Vrije　Universiteit　Brussel），　the

FWO（Fonds　Wetenschappelijk　Onderzoek）and　the　Wetenschappelijk　Fonds　Willy　Gepts．　The　UZ　Brussel　and
the　Centre　of　Medical　Genetics　received　funding　from　pharmaceutical　firms　for　data　collection．　UZ　Brussel　and

the　Centre　for　Medical　Genetics　have　received　many　educational　grants　for　organizing　the　data　collection，　from

IBSA，　Ferring，　Organon，　Shering－Plough，　Merck　and　Merck　Belgium．　MB．　has　received　consultancy　and
speaker’s　fees　from　Organon，　Serono　Symposia　and　Merck．

略　歴

Prof．　Dr．　Maryse　Bonduelle　concluded　her　medical　studies　at　the　Vrije　Universiteit　Brussel（VUB）．She　is　pediatrician　since　1983

and　clinical　geneticist　sirlce　1989．　She　obtained　a　PhD　in　Medical　Sciences　on“ICSI－related　risk　for　the　children”in　2003　and　leads

ateam　of　pediatricians，　psychologists　and　research　nurses，　who　study　the　outcome　of　children　born　after　artificial　reproductive

technology（ART）．
She　is　interested　in　different　aspects　of　reproductive　medicine　and　genetics　and　has　published　over　hundred　papers　in　these　fields

and　several　chapters　in　books．　Her　H－index　is　actually　44．　She　was　invited　to　give　lectures皿reproductive　genetics，　ART　FU　and

preimplantation　genetic　diagnosis　at　many　national　and　international　congresses　all　over　the　world．　At　the　present　time　she　is　Head

of　Department　of　the　Centre　for　Medical　Genetics　of　the　UZ　Brussel　and　Professor　in　Medical　Genetics　at　the　VUB，　Belgium．
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生まれてくる子どものために

吉村　泰典

慶雁義塾大学名誉教授

　1978年，イギリスの生理学者のエドワーズ博士と産婦人科医のステプトー博士により体外受精児であるルイー
ズ・ブラウンが誕生した．地道な生物学の成果と不妊治療が合従して登場したこの体外受精・胚移植技術は，宿志

を実現した観があり，革新的な不妊症の治療法として導入され，瞬く間に全世界に普及していった．これまでに全

世界で500万人以上，わが国でも30万人以上の子どもが，この生殖技術によって誕生している．エドワーズ博士
はこの体外受精・胚移植技術を開発し，生殖医療にブレークスルーを起こした業績により，2010年のノーベル生
理学・医学賞を受賞した．生殖医療に従事するわれわれ臨床医にとって正しく宿望を遂げた受賞といえる．

　この先端医療はそれまで全く妊娠を望めなかった夫婦でも子どもがもてることを可能にしたが，一方では技術の
進歩に伴い，新たな医学的，社会的，倫理的，法律的な問題を提起するようになった．さらには生命の起源に対す
る考え方，家族観や社会観を大きく変える医療として捉えられるようになってきている．生殖医療における倫理は

生まれる子どものための倫理であるといってよい．配偶子より胚がつくられ，そこで初めて人としての尊厳が生ま
れる．胚は正しく生命の萌芽であり，それを取り扱う生殖医療者には高風な倫理観が要求される．その倫理認識は

妊娠の成立のみならず，生まれた子どもの成長や発育にまで傾注されるべきである．生殖医療においては，自律性
の尊重をはじめとするクライエントの権利論を主張する者がいるが，子の尊厳が一義的に考えられることが望まし
い．そのためにまず医療者側がなすべきことは，生まれた子どもとその家族の長期追跡体制を確立することである．

周産期医療に携わる者だけではなく，生殖補助医療に従事した者が生まれた子どもの長期予後に注意を払うべきで
あり，責任をもつべきである．

　時空を超えた絶対的な倫理というものはなく，倫理観とは時代とともに，また技術開発とともに変化するもので
ある．医療技術の進歩は新たな倫理的問題や社会的状況を産み出すことになる．医療における倫理問題は科学技術
の進展と不可分であり，大きな影響を受けることになる．体外受精を契機として従来の不妊治療はその過去と訣別

し，妊娠が不可能と考えられていたクライエントに大いなる福音をもたらすこととなった．このように体外受精・

胚移植の技術は人類にとって素晴らしい贈り物である“プロメテウスの火”であるといえる．しかしながら，その
技術の普及によりわれわれに新たな災いをもたらすことになった“パンドラの箱”という両面を持ち合わせている

ことも事実である．向後この技術をどのように利用し，発展させていくかは大いに人間の知恵が問われるところ
である．

略　歴

1975年
1983年
1984年
1986年
1990年
1995年
2014年
2014年

慶雁義塾大学医学部卒業
米国ペンシルバニァ病院research　fellow

米国ジョンズホプキンス大学instructor
藤田保健衛生大学医学部産婦人科専任講師

杏林大学医学部産婦人科助教授

慶鷹義塾大学医学部産婦人科教授
慶塵義塾大学　名誉教授

新百合ヶ丘総合病院　名誉院長
主な学会活動

　2007年　　　日本産科婦人科学会理事長（2011年まで）
　2010年　　　日本生殖医学会理事長

　2011年　　　日本産科婦人科内視鏡学会理事長
　その他数多くの学会理事歴任

主な学会外活動

　厚生科学審議会専門委員，法制審議会委員，内閣府総合科学技術会議専門委員，文部科学省科学技術・学術審議
　会専門委員，日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会委員などを歴任

　2013年一般社団法人吉村やすのり生命（いのち）の環境研究所　代表理事
　2013年より内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
受賞歴

　松本賞，日本産科婦人科学会栄誉賞，福澤賞　受賞
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特別シンポジウム

「生殖医療関連法の行方」

1）生殖医療に関連する法整備について

金城　清子

元龍谷大学法科大学院教授

　このほど自民党「生殖補助医療に関するプロジェクト・チーム」の「生殖補助医療に関しての法律骨子たたき台

案」が公表された．2003年に厚生労働省の生殖補助医療部会が「精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療制度

の整備に関する報告書」を提出し，その後1年を目途に法制化を図るとされていたにもかかわらず，長い間放置さ

れていた生殖補助医療に関しての法制化を目指したもので，遅きに失したとはいえ，ともかくもこのようにまとめ

られたことには敬意を表したい．しかしながら，生殖補助医療，とくに精子・卵子の提供や代理懐胎については，

なかなか意見の一致を見ることができないのが現状であり，たたき台案はA案，B案，　C案となっている．とこ

ろで私はJISARTの倫理委員会委員長として，2007年から卵子提供の実施にかかわってきたので，その経験を踏
まえて，シンポジウムでは，望ましい法制化の方向について，次の5点について問題提起をしてみたい．

　1．生殖補助医療全般にかかわるものとするのか，精子・卵子・胚の提供や代理懐胎など特定生殖補助医療に限

　　定するのか．

　2．代理懐胎を認めるか．

　3．特定生殖補助医療から生まれた子どもに，分娩者＝母ルールを適用するのか．

　4．精子・卵子などの提供から生まれた子に，出自を知る権利を保障するか．

　5．国の管理する情報等管理機関を設置するか．

　ところでプロジェクト・チームでも，「代理懐胎」と「子どもの出自を知る権利」では意見の一致に至らなかっ
たという．

　まず代理懐胎であるが，これまでは罰則付きで禁止とされてきたことと比較して，時代の変化に沿うものとなっ

ている．不妊の原因はさまざまであり，極めて稀ではあるが代理懐胎によらなければ子どもを持つことができない

ケースがある．このような場合には，この治療法が認められてしかるべきであろう．ただし，出産した母の意思を

尊重して，産んだ母を母として，養子縁組によって依頼夫婦の子どもとするべきであろう．家裁の許可を条件に，

依頼夫婦の子とするべきではない．何故なら，妊娠中に子どもへの愛情が育まれ引渡すことができない場合がある

からである，

　次に子どもの出自を知る権利についてであるが，たたき台案は，いずれも精子・卵子などの提供は「匿名」とし

ていて，従来の方式を踏襲するものとなっている．しかしながら，このように方式に対しては，匿名の精子提供で

出生した子どもたちから，出自を知りたいという悲鳴に近い声が上がっていることは周知のとおりである．国際的

にみても出自を知る権利を認める方向にあること，真実の尊重，そして何よりも子どもの福祉と人権の尊重という

視点から，出自を知る権利を明確に保障していくべきであろう．

　シンポジウムの時には，法案も国会に上程されていよう．医療の現場を踏まえ，時代の変化を反映した活発な議
論を期待したい．

略　歴

1961年3月
1961年4月
1964年3月
1966年4月
1968年4月
1968年4月
1978年9月
1979年6月
1983年4月
1989年4月
1993年9月
2007年4月
2010年3月

東京大学法学部卒業

東京大学法学部助手就任

同退任

最高裁判所司法研修所入所

同修了

第二東京弁護士会登録　弁護士開業

ハーバード・ロー・スクール修士課程入学

同修了（修士号取得）

東京家政大学家政学部教授就任（至1989年3月）

津田塾大学学芸学部国際関係学科教授就任（至2007年3月）

オーストラリア・ヴィクトリア州メルボルン大学客員研究員（至1994年8月）

龍谷大学法科大学院教授就任

龍谷大学定年退職
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2）生殖医療関連法の行方

古川　俊治1’Z｝

’惨議院議員，自由民主党生殖補助医療に関するプロジェクト・チーム座長，2慶鷹義塾大学法科大学院・医学部外

科

　生殖医療，特に第三者が関与する生殖医療に関する法制化は，既に10年以上前に公的検討会で案が作成されて

おり，以後も必要性が明らかであったにもかかわらず，長年，立法の現場では放置されてきた．その結果，国内で

は医療機関が自粛せざるを得ないため患者は海外へ渡ることになり，一方では，仮に国内で営利目的に不適切に実

施されたとしても何ら処分を下せない無法状況が続いてきた．捻れ国会が解消して政権運営が安定したところで，

学会や報道機関の後押しをいただき，この度，法制化の機運を興すことができた．

　自民党PTの法案では，法律上の夫婦を対象としたAID，精子提供及び卵子提供による生殖補助医療について

認めることとし，実施する医療機関及び精子・卵子の供給を行う医療機関を厚生労働大臣の認定制，精子・卵子の

斡旋事業者を厚生労働省の指定制とし，インフォームド・コンセントや情報管理義務，秘密保持義務等について規

定し，細部については省令で定める基準により規定することにした．代理懐胎については「先天的に又は摘出によ

り子宮がない場合など明らかに懐胎能力を欠く場合に該当する者が妻である夫婦に限り」限定的に行えることと

し，実施する医療機関については特別の指定制として，懐胎・出産の任意性と懐胎女性の健康保護を旨とすること，

法的事項を含む詳細なインフォームド・コンセント，情報管理義務，秘密保持義務等について規定し，細部の手続

きについては政令で規定することにした．また，国立成育医療センター内で一元的に情報管理を行うこととした上

で，いわゆる「出自を知る権利」に関しては更に検討することとした．民法の特例に関しては，卵子提供を受けた

場合には，出産した女性を母とした．夫が同意して精子提供を受けた場合には，夫が出生した子について嫡出否認

することができず，また，精子提供者は出生した子を認知することができず，出生した子も精子提供者に認知請求

できないこととした．代理懐胎については，出生した子と依頼側夫婦との間に確実に親子関係を成立させるための

制度について更に検討することとした．

　一方，連立を組む公明党からは，一般の夫婦間の生殖補助医療についても，その質を担保するために一定の規制

が必要であるとの見解が出され，2014年7月現在，自民党PTの案と両立させる形で調整中である．一般の夫婦

間の生殖補助医療については，現在の日本産科婦人科学会の登録制度に類似したような制度で，各医療機関が技術

的に…定のガイドラインに定める質を満たすこととする規制が考えられている．

　第三者が関与する生殖医療の法案に関しては，代理懐胎を許容するか否かと，出自を知る権利をどこまで認める

かが，価値観・倫理観が関わる議論の多い問題であると考えられる．法案成立を目指し，党議拘束を外した上で，

超党派の議論を重ねていきたい．

略　歴

1987年

1993年

1994年

1996年

1999年

2005年
2007年

2007年

2013年

慶鷹義塾大学医学部卒業

同文学部・96年同法学部卒業

（病院勤務の傍ら通信教育にて社会学，法津学を専攻）

外科腫瘍学に関するカリフォルニア大学との共同研究により博士（医学）取得

司法試験合格

弁護士登録

オックスフォード大学大学院修了（MBA）

慶雁義塾大学法科大学院法務研究科（法科大学院）教授・医学部外科教授（兼担）（2007年～現在）

参議院通常選挙（埼玉県選挙区）にて初当選

二期目当選

参議院運営委員会・内閣・厚生労働・財政金融委員会各理事歴任

自由民主党法務部会長代理厚生労働・財務金融部会副部会長，科学技術イノベーション戦略調査会
事務局長，生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長，他
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3）生殖医療関連法の行方

吉村　泰典

慶麿義塾大学名誉教授

　生殖医療を希望するクライエントにとって，自己完結できる場合には彼らの希望が最大限許容されるべきであ
り，自己決定権が尊重される．しかしながら第三者を介する生殖医療の場合においても，子どもを持ちたいという
幸福追求権は果たして保障されるべき絶対的な権利であろうか．子宮を摘出した女性が自分の子どもを持ちたいと
いう自己決定権や幸福追求権は憲法13条によっても保障されているとはいうが，自己決定権だけではその是非を
判断できない場合がある．子どもをつくることは，クライエントにとって保障されるべき基本的人権であるのか，
あるいは生殖に関わる倫理には生まれてくる子の同意を得ることができないという特殊性があることから，社会に
よって規制されることもあり得るのかといった根本的命題は未だ解決されていない．
　代理懐胎をはじめとする第三者を介する生殖医療は，わが国で長年築かれてきた親子・家族の社会通念を逸脱す
る可能性もあり，生まれてくる子の福祉が守られるような充分な配慮が必要であることは言うまでもないことであ
る．また，これら自己完結することができない生殖医療行為に関しては，幸福追求権や自己決定権のみでは必ずし
も実施できるとは思われない．つまり，卵子提供や代理懐胎などの医療行為は医学とはまったく次元の異なる問題
であり，人権社会的倫理，法的な観点から議論されるべきである．これら施術の応用の是非は，メディカルプロ
フェッションとしての学会によって決定されるべきではなく，社会的判断が必要となり，最終的には立法府にて広
く議論されるべき問題である．

　現在，自民党の生殖補助医療に関するプロジェクトチーム（PT）が，第三者を介する生殖補助医療に関する法
律骨子素案を発表している．精子や卵子提供は一定の条件下で認め，代理懐胎については限定的に許容する案と禁
止する案が両論併記されており，今年中には国会で審議されることになっている，代理懐胎については，懐胎女性
の搾取に繋がる，生まれた子どもの異常による引き取りの拒否，胎児の異常による中絶の強要などがおこりうるこ
とから，女性や子の福祉に反するとして否定的な意見が根強い．施術を容認する方向で社会的合意が得られる状況
となった場合には，学会が医学的見地より実施のためのガイドラインを整備する必要性がでてくる．
　第三者を介する生殖補助医療においては，提供の対価も問題となる．配偶子の提供，特に卵子の提供に対しては，
姉妹や友人でなければ無償での実施は極めて困難であると思われる．また代理懐胎においては，妊娠と分娩という
長期間にわたって女性を拘束することになり，経過中の医療補償を含め，対価が必要なことは容易に想像できる．
しかしながら，配偶子提供や代理懐胎における対価の支払いは生殖ビジネスにつながり，結果的に「人を専ら生殖
の手段として扱う」ことになってしまうことが懸念されている．こういった医療を考える時，有償即ち悪とするの
ではなく，一定の対価が必要となる場合もあるといった現実的な対応も考慮すべきである．それによって，無秩序
で商業主義的な実施が却って回避できるのではないだろうか．

略　歴

1975年
1983年
1984年
1986年
1990年
1995年
2014年
2014年

主な学会活動

2007年
2010年
2011年

慶雁義塾大学医学部卒業
米国ペンシルバニア病院research　fellow

米国ジョンズホプキンス大学instructor
藤田保健衛生大学医学部産婦人科専任講師
杏林大学医学部産婦人科助教授
慶雁義塾大学医学部産婦人科教授
慶鷹義塾大学　名誉教授
新百合ヶ丘総合病院　名誉院長

日本産科婦人科学会理事長（2011年まで）
日本生殖医学会理事長
日本産科婦人科内視鏡学会理事長

　その他数多くの学会理事歴任
主な学会外活動
　厚生科学審議会専門委員，法制審議会委員，内閣府総合科学技術会議専門委員，文部科学省科学技術・学術審議
　会専門委員，日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会委員などを歴任
　2013年一一ma社団法人吉村やすのり生命（いのち）の環境研究所　代表理事
　2013年より内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
受賞歴

　松本賞，日本産科婦人科学会栄誉賞，福澤賞　受賞
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1）北欧の国際養子縁組と越境する家族形成

出口　　顯

島根大学法文学部

　今日言われる国際養子縁組は，朝鮮戦争の戦災孤児やアメリカ兵と韓国人女性の間にできた混血児救済からス

タートし，件数ではアメリカが世界一位の受け入れ国であるが，出生児数に対する養子の割合ではスカンジナビァ

諸国が上位を占めている．国際養子縁組みのほとんどが異人種間養子縁組でもある．2004年をピークとして縁組

み件数は近年減少傾向にある．

　この報告では，スウェーデンの事例を中心に以下の二点を論じたい．1．国際養子縁組による家族では，私的家

内的領域と公的領域の境界があいまいになっているのではないか．家族の外部が内側に反転しているのではない

か．II．生物学的つながりによらないという一方で生物学がたえず傍らにあるのではないか．それは養子に対する

「差別的」ステレオタイプにつながるのではないか．

　1960年代後半から始まったスウェーデンの国際養子では，当初は不妊の夫婦だけでなく，戦争や貧困で親のい

なくなった子どもたちを救おうという人道主義的な立場から既に実子のいる夫婦も養子縁組をしていた．今日では

不妊治療の代替策として定着しているものの，人道主義的立場から実子と養子両方で家族をもちたいと考えるカッ

プルや，パートナーより先に子どもがほしいとシングルで養母になった女性たちもいる．国際養子が成長し結婚し

て国際養子をもらって養父母になるというケースも現れている．

　国際養子は，受け入れ国の市民としてのアイデンティティだけでなく，出生国の一員でもあるというアイデンティ

ティも求められる．出生国の文化や社会に誇りを持つようにと，出生国の国旗や絵画などが居間に飾られる．本来

なら外部にあるはずの外国文化が私的領域である家庭の内部に入り込んでいるのである．反対に家族内問題が国際

政治に直結する場合もある．

　また生物学的つながりがマジョリティではなく，マイノリティとして意識される養子家族もある．養子にとって

「本当の親」とは生物学的親ではなく，「育ての親」であり，「血のつながり」はもはや「自然」ではない．

　しかし「生物学」（＝自然）から養子家族はなかなか切り離されない．養父母や社会には，生物学的ルーツへの

関心を消すことはできないという「幻想」があり，それがルーツ探しに関心を持たない養子を「異常視」するまな

ざしにつながる恐れがある．また外見が同じだから生物学的家族として通用すると考えロシアから養子を求めるア

メリカ人カップルもいる．この生物学へのこだわりは日本での養子縁組においても考慮する課題であると言える．

略　歴

1979年3月

1984年6月

1984年7月

1988年4月

2000年4月

筑波大学比較文化学類卒業

東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程中退

島根大学法文学部助手

島根大学法文学部助教授

島根大学法文学部教授　現在に至る
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2）代理出産の可能性と問題点

日比野由利

金沢大学公衆衛生学

　代理出産とは，子どもを欲する依頼者に代わり，第三者の女性が子どもを引き渡す目的で妊娠出産することであ

る．古くは聖書にもこうした行為が行われていたことが記されている．その後20世紀後半に体外受精技術が開

発されたことにより，代理出産は大きな転換点を迎えた．伝統的な代理出産では，子どもに引き継がれるのは夫側

の血縁のみであったが，妻側の血縁の継承が可能となった．代理出産を引き受ける女性にとっても，子との遺伝的

切断は，子どもの引き渡しを容易にする心理的，倫理的効果があった．

　現在，ドイツ，フランスでは，代理出産を全面禁止している．他方，英国では一定の要件のもとで利他的代理出

産を許容している．米国ではビジネスとして提供され，長い経験の蓄積のもと，リスク管理が徹底されている．さ

らに，近年は，自国の経済振興を目的として，商業的代理出産を提供する国が出現してきた．win－win　situation

という上からの図式により，多額の報酬は，貧しい女性とその家族に恩恵をもたらすものだと正当化される．先進

国における女性の晩産化や，男性同性愛者らのニーズを反映して，商業的代理出産の消費数は年を追うごとに増大

している．代理出産は，生物学的限界を超えてもなお親になりたいと願う世界中の人々の欲望を喚起している．

　代理出産には賛否両論があり倫理的な立場性を抜きに言及することが難しい面がある．神聖なものとされてきた

「母性」の商品化に対する人々の嫌悪感には根強いものがあるからである．一方，こうした価値判断をできるだけ

留保したうえでもなお，代理出産は，人権侵害や搾取健康被害，葛藤，家族関係の複雑化，子どもの福祉などの

面から見て，関係者に対し様々な負荷をもたらすリスクが高い行為であるといえる．代理出産は，我々が築き上げ

てきた歴史，倫理道徳，家族関係など，存在や価値の根幹に関わる様々な点に大きな変容をもたらしうる．代理出

産を受け入れ可能なものにするためには既存の制度や意識の改革を行い，リスク管理に相当な努力が払われる必要

がある．報告者には，代理出産を禁止すべきものという考えはないが，子を持ちたいと願う人々の希望が叶えられ

るような代替選択肢の拡充と，それを許容する社会の構築に努力を傾けることが先決であると考える．

　世界には代理出産の多様な実践がある．報告者は，主として商業的代理出産が行われているアジアの国々を中心

に調査を行う機会を得た．報告では，先行研究や自身の調査経験から得た印象など，限られた範囲ではあるが，代

理出産の問題点や将来の見通しについて述べたい．

略　歴

博士（保健学）．専門は社会学．業績として，編著2014『アジアの生殖補助医療と法・倫理』（法律文化社），編著

2013『グローバル化時代の生殖技術と家族形成』（日本評論社）など
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3）養子と里親制度の未来

森　　和子

文京学院大学

　子どもはこの世に生を受け健やかに成長するためには，何が必要でしょうか．大多数の子どもたちは，家庭にお

いて成人するまで保護者の監護のもとで保護と愛情を受けながら成長していきます．しかし，現実には，父母の行

方不明や養育拒否，虐待，親の精神疾患や入院などの理由で，保護者と共に暮らすことができない子どもたちがい

ます．これらの子どもたちに対して，社会が保護者に代わって養育を保障しなければなりません．

　子どもの基本的人権を国際的に保障するために「子どもの権利条約」は，1989年に国連において満場一致で成

立しました．その前文に，「児童が，その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため，家庭環境の下で，幸福，愛

情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである」と述べられ，保護が必要な子どもは可能な限り家庭的環境の中

で養育されることが望ましいことが明文化されています．

　わが国では，社会的養護が必要な子どものうちの，9割近くは乳児院，児童養護施設などの施設に生活の場を移

します．残りの1割強の子どもにしか，里親や養子縁組などの家庭環境での生活を保障していません．

　一方，子どもの誕生を望んで不妊治療をしたにもかかわらず実子を得ることができなかった夫婦は，自分たちの

子どもを生んで家族を作るという青写真が否定される現実に直面します．そして医学の進歩とともに更なる生殖補

助医療を受け続ける夫婦も年々増加しています．もっと早い時点で，不妊治療以外にも子どものいる家庭を作る選

択肢があることを知り，考える機会があるかどうかが人生設計の大きな分岐点になるのかもしれません．

　10年前ではありますが，不妊の問題を抱える人や問題意識を持った人たちの自助グループの会員への調査で養

子を育てる選択をすると答えた人は，全体の0．9％（1994）であったという調査結果があります．養子縁組につい

て知ってはいても，実際に選択する夫婦はわずかでした．

　2011年に政府は，今後10数年の計画の中で，社会的養護に占める里親委託（ファミリーホームを含む）の割合

を3分の1に増やし，残り3分の2を施設養護を目指すことを提示しました．近年，ある大学の現役看護師を対象

とした不妊症看護の専門教育を行うコースでは，看護師たちへの理解を深めるとともに，生殖医療以外の選択肢が

あることを必要に応じて情報を提供できるよう「生殖医療と社会」という科目の中に「里親・養子縁組」について

の講義も組み入れています．また，不妊治療を行うクリニックの現場でも里親制度や養子縁組のパンフレットを置

く試みも出始めています．

　不妊治療を考える方の選択肢のひとつとして，養親里親になることを当然のように考えられる社会になること

が，養子縁組・里親制度の未来を開く大きな鍵となるのではないでしょうか．講演では養子縁組・里親制度の現状

と未来へ向けての課題についてご一緒に考えていきたいと思います．

略　歴

2000年

2005年

2008年

お茶の水女子大学大学院博士前期課程修了

文京学院大学専任講師

文京学院大学准教授
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招待シンポジウム

「こどもを持つための多様な選択肢と可能性」

4）子宮移植の可能性と問題点

三原　　誠

済生会川口総合病院血管外科・リンパ浮腫専門外来

　卵巣癌，子宮癌などに対する手術により子宮を失った女性や，先天的に子宮を持たない女性（Rokitansky症候

群など）にとって，子宮移植は自分のおなかでこどもを産むための唯一の方法である．文献調査やわれわれが渉猟

しうる範囲では，サウジアラビアで1例（1999年実施・失敗），トルコで1例（2011年8月実施・継続中），スウェー

デンで10例（世界初の出産が2014年10月2日にLancet誌に報告），臨床での子宮移植が実施されている．ここ

数年の臨床応用のスピードアップは驚くべきものであるが，霊長類を用いた実験においては，これまで妊娠・出産

はおろか移植後の月経再開も見られていない状況であり，基礎実験のデータ不足は国内臨床実施にあたっての懸念

事項であった．生命維持臓器ではない子宮の移植において，より安全性の高い術式の確立，免疫抑制剤プロトコー

ル作成の必要性を感じていたわれわれは，霊長類（カニクイザル）を用いた実験でデータ蓄積を行った後の臨床応

用を目指している．われわれがこれまでに実施してきたカニクイザル6頭の自家子宮移植実験と，2頭の他家子宮

移植実験の成果に関して報告する．また，京都大学人間健康科学部・菅沼信彦教授との一般市民アンケート調査結

果も併せて報告する．

　スウェーデンで第1例の妊娠出産例が報告され，日本においてもどのような形で子宮移植が実現し，普及するの

か議論させて頂きたい．

略　歴

2002年3月一

2002年4月一

2004年4月一

2005年4月一

2006年4月一

2007年3月一

2008年10月

2009年4月

2010年6月
2014年4月一

（2014年3月一

福岡大学医学部医学科卒業

虎の門病院外科レジデント

帝京大学　医学部　形成外科　助手

東京大学　医学部　形成外科・美容外科　医員

東京大学　医学部　形成外科・美容外科　助手

東京大学　医学部　形成外科・美容外科　医員

Harvard大学医学部移植外科　research　fellow

東京大学　医学部　形成外科・美容外科　助教

Columbia大学医学部移植外科　clinical　observership

済生会川口総合病院血管外科・リンパ浮腫専門外来　医長

日本子宮移植研究会　理事）
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初期胚の高精細イメージングで見えてくるもの

山縣　一・夫

大阪大学微生物病研究所

　国立社会保障・人口問題研究所の調査によると，2010年時点で不妊に悩み，実際に何らかの治療を受けている

カップルは実に6組に1組にのぼる．一方で，生殖補助医療技術が進歩しているにも関わらずその成功率は20％

前後であり，むしろ近年は減少傾向にある（日本産科婦人科学会「倫理委員会・登録・調査小委員会報告」）．その

主たる原因として，母体の高齢化や外的環境ストレスによる胚の質の低下が想定されている．つまり，妊娠率を向

上させるためには，胚の質を科学的知見によって理解し，正確に評価する手立てが必要であろう．

　現在，評価基準として呼吸活性や遺伝子発現，エピジェネティクス，活性酸素産生，染色体正常性などが挙げら

れ，それらと発生率の関係が議論されている．特に染色体異常に関しては，不妊患者の8から9割の胚において異

数性や染色体モザイシズム（注：1つの胚であるにもかかわらず，染色体の構成が割球間で異なること）があるこ

とが最近になって報告されており，その原因解明は喫緊の課題である．これら胚の質を表すと考えられるさまざま

な因子は，発生段階で時々刻々変化するものであり，かつ，染色体モザイシズムからもわかる通り，必ずしもすべ

ての割球で等価であるとは言えない．つまり，より正確に質を評価しそれを理解するためには，ある瞬間，ある部

分を切り取るような手法ではなく，継時的にかつ胚全体を観察する必要がある．また，これら現象がいかに相互に

関係しながら胚の質を制御しているのかについて明らかにするためにも，現象を数値として表し（定量化）相関関

係を記載することが重要であると考えている．我々は，胚にダメージを与えずにさまざまな現象を3次元的に継時

観察できるライブセルイメージング技術を開発し，胚の評価につなげることを目的として研究を行っている．

　本講演では，これまでの技術開発に加えて，得られた多次元画像情報をコンピューター処理し，そこから独自の

アルゴリズムで自動認識を行うことで，各種特徴を抽出，定量化する手法を解説する．それにより，マウス胚の発

生速度や染色体分配異常を定量化し，胚の質を評価する試みを紹介したい．さらに，最近，より多くの情報を抽出

するために，胚へのダメージを極力抑えたまま画像や時間分解能を飛躍的に向上させる取り組みを行っている．そ

こで，マウス胚を用いた高精細イメージングの結果に加えて，所属機関の倫理審査，日本産科婦人科学会への登録

を経て，患者へのインフォームドコンセントを得て実施されたヒト胚高解像度イメージングの進捗に関して話させ

ていただきたいと考えている．

’▼

略　歴

平成12年

平成12年

平成13年

平成15年

平成19年

平成24年

博士（農学）（筑波大学）取得

日本学術振興会特別研究員（筑波大学応用生物化学系）

日本学術振興会特別研究員（大阪大学遺伝情報実験センター）

筑波大学　生命環境科学研究科　講師

理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　研究員

大阪大学　微生物病研究所　特任准教授
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エピゲノム調節によるほ乳類の性決定機構

立花　　誠

徳島大学疾患酵素学研究センター応用酵素・疾患代謝研究部門

　我々人間も含め，多くのほ乳類の性は遺伝的に決定する，というのが通念である．性染色体の型がXYであれば

雄に，XXであれば雌になる．　Y染色体上の遺伝子Sry（Sex－determining　region　Y）は，ほ乳類の雄化に必須な

遺伝子である．未分化性腺が精巣へと分化するためには，Sryが胎児性腺の特定期間に，かつその量がある閾値を

超えるように発現することが必須である．Sryの発現が上記の条件を満たさなかった場合には，未分化性腺は卵巣

へと分化する．この特徴的なSryの発現がどのようなメカニズムにより生み出されるのか，これまでよく分かっ

ていなかった．

　真核生物のヌクレオソームを構成するタンパク質の1つであるヒストンは，アセチル化，リン酸化，メチル化な

どの様々な化学修飾を受け，遺伝子発現制御やその他のクロマチンの高次機能に深く関わっている．ヒストンH3

の9番目のリジン（H3K9）は，転写の抑制と強く相関するエピジェネティックマークとして知られている．

　我々は，H3K9の脱メチル化酵素の1つであるJmjdlaの機能を調べる目的で，そのノックアウト（KO）マウス

を作成した．予期しなかったことに，XY，　Jmjdla－　KOマウスでは雄から雌への性転換が高頻度で起きていること

が分かった．マウスでは受精後11．5日の胎児の性腺でSryの発現がピークを迎えるが，　XY，　Jmjdla－KOマウス

胎児ではSryの発現が顕著に低下していた．　Jmjdlaの機能をより詳細に調べたところ，　Jmjdlaは性決定過程に

おいてSryの活性化に特化した機能を有すること，　Jmj　dlaはSry遺伝子座のクロマチンに直接作用していること

を見出した．Jmjdlaは，　Sry遺伝子座の転写抑制的なエピジェネティック修飾を外し，その発現活性化を補助す

る役割を有すると考えられる．「酵素反応がほ乳類の性決定に重要である」という知見は，「性は受精のときに決定

する」という一般的な概念の再考につながった．

　人間において性分化が正しく進行しない症例を性分化疾患（DSD，　Disorders　of　Sex　Development）と呼ぶ．男

性化が不完全なXY，　DSDのうちでSR　Y『に変異が見いだされず，かつ未だにその原因が分かっていない症例も数

多い．我々の研究は，これまで原因が不明であったDSDの発症メカニズム解明の一助になるかもしれない．

略　歴

1990年3月

1995年3月

1995年4月

1997年5月

1998年8月

2005年9月
2009年10月

2013年12月

東京大学農学部農芸化学科　卒業

東京大学大学院農学系研究科博士課程　修了（農学博士）

株式会社三菱化学生命科学研究所　特別研究員

株式会社日本ロシュ研究所　研究員

京都大学ウイルス研究所　助手

京都大学ウイルス研究所　助教授（准教授）

JSTさきがけ「エピジェネティクスの制御と生命機能」研究者（兼任）

徳島大学疾患酵素学研究センター　教授
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生殖医学におけるES細胞とips細胞の意義

阿久津英憲

国立成育医療研究センター研究所再生医療センター生殖医療研究部

　ES細胞やiPS細胞などの分化多能性幹細胞は，身体のあらゆる細胞に分化する能力をもつ．多能性幹細胞の高

度な分化能を医療へ応用する研究が世界中で進められ，2010年にはヒトES細胞による再生医療としてFirst　in

Human（FIH）試験が始まり，現在までに30症例以上の臨床試験が欧米で行われている．多能性幹細胞の分化能

に関する基礎研究では，生殖細胞をも“de　novo”で作製できる可能性が高くなってきた．生殖医学領域における

多能性幹細胞の意義としては大きく2つに分けられる．1つは生殖細胞発生メカニズム，特に発生能や個体発生後

の機能や病態までも傭鰍する研究の拡がりが考えられる．この生殖発生学的な意義と，分化研究を基盤とした生殖

医療への応用を見据えた生殖医療研究が2つ目の可能性である．生殖補助医療は生殖細胞が存在して初めて成り立

つ医療であるが，その機能的な生殖細胞が存在しない状態を幹細胞の高い分化能力で補完する生殖医療と再生医療

の融合が想定される．多能性幹細胞研究の成果によって生殖細胞の発生メカニズムについて機能分子の発見や機能

解明，そしてエピジェネティック制御メカニズムの解明など生殖発生学の進展は大きい．幹細胞を用いて配偶子（人

工配偶子）を新たに作りだし生殖医療へ応用することも見据えられてきた．この人工配偶子を生殖補助医療へ応用

するアプローチは，科学以外の観点からの議論も重要である．今回は，特に多能性幹細胞の研究応用と新しい制度

について考えていきたい．人工配偶子を作製し生殖補助医療へ応用するストラテジーは明らかにヒト幹細胞を用い

た細胞治療の範疇である．生殖補助医療の観点のみから論じることは不十分である．わが国では再生医療に関する

新しい法律が11月に施行される．再生医療新法（「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」）と薬事法改正案

（「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」）である．これにより今まで自由診療の

下に行われてきた細胞を用いた多くの治療（既存の生殖医療は対象外）は全て厚生労働大臣への届け出が必要とな

る．本講演は，ヒトES細胞とiPS細胞について概説し，人工配偶子による生殖医療と現在の再生医療との関連性

からその可能性と課題について報告する．

略　歴

1995年

1995年

1999年

2002年

2002年

2004年

2005年

2014年

弘前大学卒業

福島県立医科大学産婦人科教室（佐藤章教授）

ハワイ大学医学部研究員（柳町隆造先生）

福島県立医科大学助手

米国国立老化研究所研究員（Dr．　Minoru　Ko）

ハーバード大学分子生物学部研究員（Dr．　Kevin　Eggan）

国立成育医療センター研究所室長

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所部長
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卵胞活性化による早発卵巣不全の新しい不妊治療

河村　和弘

聖マリアンナ医科大学産婦人科生殖医療センター

　早発卵巣不全（primary　ovarian　insufficiency：POI）は40歳以下の女性が高ゴナドトロピン性の無月経を呈す

る病態で，一般女性の1％に認められる．何らかの原因により，卵巣内の原始卵胞プールが急激に減少し，残存卵

胞数が1000個以下となって卵胞発育が停止し，絶対的な不妊となる．現在POIの治療として最も効果的なものは，

第三者からの提供卵子（ドナー卵子）を用いた体外受精胚移植であるが，本邦では普及していない．自らの卵子で

妊娠するため，カウフマン療法などのホルモン補充療法を行いつつ偶発的な卵胞発育をとらえるか，ゴナドトロピ

ン投与による卵巣刺激が試みられている．当学では，HRTとゴナドトロピン療法を軸に様々なプロトコールを試

し，一定の成果を上げてきたが，その成績は限定的で新たな治療法の開発が必要であった．

　卵巣には，卵子の源である多数の原始卵胞が休眠した状態で存在している．通常，毎月～1000個の原始卵胞が

選択されて活性化して発育を開始し，発育過程で発育卵胞は減少して最終的には主席卵胞から排卵がおこる．原始

卵胞の数は出生以降増加することはないと考えられており，加齢と共に減少していく．POI患者では，早期に原始

卵胞が減少していくものの，卵胞がわずかに残存している患者も少なくない．これまで原始卵胞の活性化機構は不

明であったが，我々は最近，マウスおよびヒトの原始卵胞において，PTEN（phosphatase　and　TENsin　homolog）

阻害剤とPI3K（phosphatidylinositol－3　kinase）活性化剤を用いた休眠原始卵胞の人為的活性化に成功した（Li　and

Kawamura　et　al，　PNAS　2010）．原始卵胞におけるPI3K経路を一時的に刺激することで原始卵胞が活性化され卵

胞が発育を開始し，成熟卵子を得ることができた．本法の臨床応用は，これまで不可能であったPOI患者が自ら

の卵子で妊娠が可能となる技術的break　throughになると期待される．本法の安全性を動物実験にて確認した後，

我々はこの技術を臨床応用し，POI患者において自らの卵子を産出して不妊治療を行う試みを，倫理委員会の承認

と患者の同意の下に世界に先駆けて行い，POI患者から成熟卵子の採取に成功した（Kawamura　et　al．　PNAS

2013）．本講演では，我々が取り組んでいるこの新たな不妊治療について概説し，現在進めている研究について紹

介する．

略　歴

1996年

2002年

2003年

2007年

2009年

2012年3月～

秋田大学医学部　卒業，秋田大学医学部産婦人科学講座　入局

秋田大学医学部産婦人科学講座　助手

Stanford大学医学部産婦人科分子生物学講座　Research　Fellow（～2005年）

Stanford大学医学部産婦人科　Visiting　Professor（～現在）

秋田大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座　講師

現職
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PGDの現状と展望一comprehensive　PGDへの潮流一

倉橋　浩樹

藤田保健衛生大学・総合医科学研究所・分子遺伝学研究部門

　わが国のPGDの多くは，一方が染色体転座を持つカップルの流産の予防を対象としている．割球生検サンプル

に対して，転座に関連した染色体上のプローブを用いた3カラーFISHをおこない，正常染色体と転座染色体の本

数を数えることで核型判定をして，均衡型の胚を移植するが，その妊娠率はあまりよくない．理由のひとつに，1

細胞におけるFISHの正確性の問題がある．胚盤胞まで待って生検を行うことで複数細胞の採取が可能にはなるも

のの，細胞が小さくなるため，逆にFISHのIE確性は悪くなる．これらを解決する方法として，胚盤胞生検とマイ

クロアレイによる全染色体のコピー数解析という組み合わせの有用性が提唱されている．マイクロアレイによる全

染色体解析を行うことで，もともと50％近くと見積もられている受精卵の染色体異数性に加えて，加齢依存性の

因子や，転座に関連したinterchromosomal　effectの影響も回避することが可能である．さらに，胚盤胞でのモザ

イク状態も複数の細胞を材料にすることで，その検出感度があがる．現在すでに国外の検査会社から臨床検査と

して提供されている．ただ，このマイクロアレイにも欠点がある．この方法には，全ゲノム増幅というステップが

必須である．種々の増幅法が開発されてはいるものの，配列依存性，非依存性の増幅バイアスが大きく，まだまだ

臨床検査としては信頼性の高い検査というところまで到達していないのが現状である．このような検査手技に基づ

くアーチファクトが出た場合には，異常胚と判定せざるをえないため，当然のことながら「異常」と判定される胚

の率が増え，被検者は多数の採卵を要し，必要な検査の件数が増えることになる．近年は，次世代シーケンサーと

いう，定性と定量とを兼ね備えた手法がPGDの分野にも導入され，新たな展開を見せている．リードを染色体ご

とにマップする方法で増幅バイアスをカバーすることが可能であり，リード数を増やすことで，小さな領域の不均

衡転座の検出にも対応可能となる．しかし，目の前にある全遺伝子の配列情報が，incidental　findingsやデザイ

ナー・ベイビーといった新たな問題をひきおこしている．わたしたちは，このような網羅的手法によるPGD（com－

prehensive　PGD）の検査精度を上げ，わが国の生殖医療の現場に提供するべく，日夜その基礎研究に取り組んで

いる．本講演では，マイクロアレイや次世代シーケンサーを日常的に取り扱っている基礎研究者という立場から，

comprehensive　PGDの問題点を考察する．

略　歴

1985年3月
1985年5月
1986年6月
1989年6月
1991年9月
1998年9月
2001年7月
2003年4月
2012年1月

大阪大学医学部医学科卒（昭和60年卒）

大阪大学医学部附属病院　小児科　研修医

愛染橋病院　小児科　医員

大阪大学医学部　小児科　研究生

大阪大学医学部　臨床遺伝学　助手

ブイラデルフイア小児病院　遺伝科　研究員

大阪大学大学院医学系研究科　臨床遺伝学　助手

藤田保健衛生大学　総合医科学研究所　分子遺伝学　教授

藤田保健衛生大学病院　遺伝カウンセリング室室長（兼任）

現在に至る

現在の専門

ヒト染色体異常症，不妊，習慣流産の発生メカニズムの研究

遺伝カウンセリング室における遺伝診療

医学博士

小児科専門医

臨床遺伝専門医・指導医・責任指導医

臨床細胞遺伝学認定士・指導士

生殖医療に関する遺伝カウンセリング受入れ可能な臨床遺伝専門医指導医
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GID（性同一性障害）と生殖医療

中塚　幹也1234）
1）

岡山大学保健学研究科，2）岡山大学ジェンダークリニック，3）岡山大学病院産婦人科，4）岡山大学生殖補助医療技術

教育研究（ART）センター

　性同一性障害（Gender　Identity　Disorder：GID）とは，身体の性（生物学的性）と心の性（性の自己認識：性自

認）とが一致しない状態であり，心の性は女性，身体の性は男性であるMale　to　Female（MTF）当事者と，心の

性は男性，身体の性は女性であるFemale　to　Male（FTM）当事者とに分類される．性同一性障害当事者が子ども

を持つには，①子どもを持つパートナーとの結婚②養子，③第3者の関与した生殖医療などの選択肢が考えられ

る．

　性別適合手術を受け戸籍上の男性となり結婚したFTM当事者と妻との間に，2010年，非配偶者間人工授精

（AID）により生まれた子どもに関して，法務省は「嫡出子とは認めない」とした．生物学的男女間のAIDでは，

日本産科婦人科学会の「非配偶者間人工授精に関する見解（2006年）」に沿って，現在，嫡出子として受理されて

おり，「法の下の平等に反する」と考えられた．父子関係を求めた裁判では，一審二審ともに却下されたが，2013

年12月，最高裁は父子関係を認める画期的判決を下した．

　世界的には，生殖医療技術の対象から性同一性障害当事者カップルを除外すべきではないと考えられている．

FTM当事者では，性別適合手術の前に自身の卵子を凍結保存しておき，第3者の精子を用いた体外受精後，パー

トナーへ胚移植を行うクロスオーバー体外受精（cross－over　IVF）を行うことが可能である．また，　MTF当事者

では，エストロゲン製剤投与による造精能低下が起きる前に精子の凍結保存を行い，パートナーが女性の場合は，

パートナーが人工受精や体外受精を受けて妊娠，分娩することで，また，パートナーが男性の場合は，第3者の卵

子提供や代理母などにより，子どもを持つことが可能である．現在，日本においても，第3者の配偶子提供や代理

出産に関する法整備が進められようとしており，性同一性障害当事者への生殖医療にも影響を与えると考えられ
る．

　AIDにより生まれた子どもの中には，偶然に，それを知ることで自己のアイデンティティーが崩れたり，親子

関係が不和になったりする経験をしている例が知られている．このように第3者の関与する生殖医療では「出自を

知る権利」についての議論は不可欠である．性同一性障害当事者が子どもを持つ場合には，その子どもが幼い頃か

ら説明を行う例も多いと考えられる．今後は，その支援も進められなければならない．

略　歴

1986年

1992年～1995年

1994年

1998年

2003年

2004年

2006年

2007年～

2010年～

2013年～

岡山大学医学部卒業

米国NIH（National　Institutes　of　Health）に留学

岡山大学大学院修了，医学博士

岡山大学ジェンダークリニック開設時メンバー

岡山大学医学部産科婦人科　講師

岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」開設

岡山大学医学部保健学科　教授

岡山大学大学院保健学研究科　教授

GID（性同一性障害）学会　理事長

岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター　教授（兼任）

副センター長，リカレント教育研究部門長
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生殖医学研究の規律一法と倫理

辰井　聡子

立教大学大学院法務研究科

　生殖医学の実践および研究は，医療実践については学会等のガイドライン，研究については主に行政のガイドラ

インにより規律がなされてきた．これは，医療者および研究者の自律1生が（少なくとも建前上は）尊重されてきた

ことを示すものである．他方で，代理懐胎，新型出生前診断等における問題の顕在化，また国の関与による規律維

持を求める傾向が一般的に強まっていることを受けて，法による規制を求める声も強まっている．

　法律の研究者からみると，世間の法に対する期待値は高すぎる．法は，作ればその通りに規範が維持されるとい

うようなものでは決してないし（殺人は重罪だが殺人事件は毎日のように起こっている），副作用も沢山ある．と

りわけ，医療や医学研究といった領域では，法による規制が強まることにより，医療者・研究者の自律能力が損な

われるおそれがあることに，もっと注意が払われてよい．本来，医療医学研究の適正に責任を有するべき医療者

や研究者が，単に「規制を受ける対象」に成り下がり，法という「最小限の倫理」を行為規範とするようになって

は，末期的である．

　法による規制が必要な場面はもちろんあるが，法律を「特効薬」のように捉えるのは誤っている．医療，医学研

究への法規制圧力が高まる現在，ときに暴力的な作用をも持ちうる「法」というものから医療，医学研究を守るこ

とも，医療者，研究者の役割であると心得ていただきたい．そのためには，医療者，研究者は，法というものの特

質一その利点も欠点も一を十分に理解し，法とそれ以外の自律的規制がどのように棲み分けるべきか，という

観点から規制を議論していく必要がある．立法に関して議論を行う場面においても，（決して「利益代表」として

ではなく）医療，医学研究の適正に対して責任を持つ主体として，医療者，研究者自身が，議論に積極的に参加し，

議論をリードする必要がある．

　本講演では．法学研究者として，法と倫理に関する基本的な考え方を共有し，具体例を想定しながら，医療・医

学研究の規律の在るべき姿を，参加者とともに考えていきたい．

略　歴

1994年

2000年

2000年

2001年

2002年

2004年

2008年

2011年

2012年

上智大学法学部法律学科卒業

上智大学大学院法学研究科法律学専攻博士後期課程満期退学

上智大学法学部法律学科助手

文部科学省科学技術政策研究所客員研究員

桃山学院大学法学部専任講師

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科助教授（2007～准教授）

明治学院大学法学部准教授（刑事法）

明治学院大学法学部教授（刑事法）

立教大学大学院法務研究科教授（～現在に至る）
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「Time　lapse　monitoring，　live　cell　imagingの応用」

Sl－1．ゲノムイメージングより迫るリプログラミング機構

宮成　悠介

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター核内ゲノム動態研究部門

　ゲノムDNAはクロマチンとして折り畳まれ，直径数μmの核内にコンパクトに収納されている．クロマチン繊

維は核内でランダムに散在するのではなく，階層的に組織化された構造をとっている、その立体的なクロマチン高

次構造（核内ゲノム構造）は様々な核内現象に深く関与している．顕微鏡で核を観察すると，一見動きの少ない構

造体のように思えるが，その内部ではクロマチンがダイナミックに動いている．そのクロマチンの「動き」は転写

などのゲノム機能に密接に関与していることが示唆されているが，その詳細は明らかになっていない．我々は人工

DNA結合タンパク質TALEに蛍光タンパク質を融合させることによって，核内ゲノム動態を生きた細胞内でイ

メージングする技術を開発した（TGV法）．今回はこれまでの研究成果，特にマウス胚発生過程に観察されるリプ

ログラミングに関する研究とクロマチンイメージング技術を紹介する．

略　歴

2001－2006年

2006－2009年

2009－2014年

2014年3月一

京都大学　生命科学研究科　PhD取得

国立遺伝学研究所　博士研究員

IGBMC，フランス国立研究所

自然科学研究機構　統合バイオ　基礎生物学研究所　特任准教授
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「Time　lapse　monitoring，　live　cell　imagingの応用」

S1－2．　Time－lapse　cinematographyを用いたヒト初期胚の動的解析における新知

　　　　見

岩田　京子

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生殖医療科

　我々は，2003年より，世界に先駆けてTime－lapse　cinematography（TLC）のための体外培養装置を独自に開

発し，IVFまたはICSI後の卵子と治療目的胚ならびに研究目的胚を用いてヒト初期胚発生過程の動的解析を行っ

てきた．また，これらの卵子ならびに胚は患者夫婦の同意を得，さらに，JISART（日本生殖補助医療標準化機関）

倫理委員会の承認を得て観察・解析を行った．

　これまでに我々は，受精から着床前hatched　blastocystに至る時間経過，ヒト受精過程の詳細，前核形成と細胞

内形態の動態，卵割とFragment形成過程，胚盤胞期における胞胚腔の虚脱・再拡張の機序解明と胚に対する影響，

内細胞塊の対側栄養膜細胞との接着（Strand現象）とそれに関連する新たな1卵性双胎（MZT）発生機序，さら

には，hatching様式の詳細，などを動的に明らかにしてきた．

　本シンポジウムでは，これまでのTLC解析結果の中から最近の新知見として，受精過程における多精子防御機

構の解析，大小不同前核期胚の形成機序，および，compaction時期の解析，多核胚（MNB）形成過程の解析など

のヒト初期胚発生過程の鍵となる項目についてその動的解析結果を述べる．

1）新たな多精子防御機序

　哺乳動物においては，透明帯反応が多精子防御機構の主体と考えられているが，幾多の実験動物での解析より，

その完了には5～8分を要すると考えられている．我々のTLC解析から，新たに，先導精子頭部の卵細胞膜接着

後10秒以内に，後続精子の透明帯内での侵人が停止することが確認され，従来の多精子受精防御機構とは異なる，

新たな多精子受精防御の存在の可能性が示唆された．

2）第3極体様物質の囲卵腔内放出現象

　ICSI後の単一前核期胚や大小不同前核を呈する胚では，第二極体に続き，第3極体様物質の放出，あるいは，

放出された極体様物質内での前核様物質の形成とその卵細胞質内への再吸収という新たな現象が確認された．

3）前核形成前の雌雄核融合

　単一前核期胚には前核形成前の雌雄核融合により生じる胚の存在が免疫染色にて確認された．

4）Compaction開始時期と多核割球発生機序

　ヒト胚のCompactionは，第3卵割以降に開始し，8細胞期前に開始する胚は，細胞質不分離を伴っており，こ

のための多核割球となることが確認された．他方，前核のfragmentないしは核膜形成異常による多核割球の存在

も明らかとなった．

　以上，TLCによる動的解析は，ヒト初期胚の生理学的発生過程の解明に極めて強力な手段であり，今後さらに

新たな知見が得られることが期待される．

略　歴

2002年3月

2002年4月

2004年3月

2004年4月

2006年5月

2012年4月

2013年3月
2014年10月

鳥取大学医学部生命科学科卒業

鳥取大学医学部大学院医学系研究科生命科学系入学

鳥取大学医学部大学院医学系研究科生命科学系専攻修了

ミオ・ファティリティ・クリニック入社

日本哺乳動物卵子学会認定胚培養士資格取得

アメリカ西海岸生殖医学会（PCRS）にて口頭演題優秀賞受賞

日本臨床エンブリオロジスト学会理事

鳥取大学医学部大学院医学系研究科医学専攻博士課程入学
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「Time　lapse　monitoring，　live　cell　imagingの応用」

S1－3．　live　cell　imagingを臨床にいかに活かすか

浅田　義正

医療法人浅田レディースクリニック

　不妊治療現場では患者の高齢化が急激に進み，いろいろな課題が生じている．ARTが進歩しているにもかかわ

らず，大きな成績の進歩は見られていない．如何にしてさらに技術を発展させ，成績の向上につなげていくかは継

続的課題である．我々は，臨床に活かせる研究を目的として，ライブセルイメージング技術を用いたヒト胚の解析

を行っている．ライブセルイメージングは，細胞内にDNAや目的タンパク質を可視化するためにmRNAまたは

蛍光プローブを注入することで，細胞内の染色体やタンパク質の動態を生きたまま継時的に観察することが可能で

ある．この技術をヒト生殖医療研究に用いることで，これまでの明視野顕微鏡では観察できなかったヒト胚発生に

おける情報を圧倒的な量で得ることができると考えている．

　これまでに我々は，雌性染色体を特異的に認識する抗体を用いたライブセルイメージングにより異常受精胚にお

ける染色体動態を観察することで，1前核胚には1つの前核内に雌雄両染色体をもつ二親性の胚が存在し，それら

二親性の胚の中には胚盤胞期まで発生する胚が存在することを明らかにしている．その結果より，当院では，これ

まで胚移植の対象にはならなかった1前核胚を移植対象とした．2013年にIVFとICSIで得られた1PN胚につい

て胚盤胞形成率を解析した結果，1PN胚の胚盤胞形成率は2PN胚の胚盤胞形成率と比較して低いことが明らかに

なった．しかしながら，胚盤胞を形成した1PN胚由来胚を移植周期に融解後，胚移植を行った結果，1PN胚の妊

娠率および流産率は，2PN胚由来胚盤i胞と比較して有意な差はみられなかった．これらの結果より，1PN胚には

1つの前核内に雌雄両方の染色体を持つ胚が存在し，胚盤胞まで発生させることで2PN胚と同等の胚を選別でき

ると考えられる．

　さらに当院では個別の症例についても，ライブセルイメージングを用いた解析を行っている．ICSIによる媒精

後，高い頻度で前核形成がみられない（OPN）症例が存在し，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胚になる傾向を示した症例について，受精後の雄性

染色体動態および精子の卵子活性化能の検討を行った．その結果，精子の活性化が誘起されていないこと，さらに

ICSI後の時間経過とともに卵子細胞質への雄性染色体の広がりが確認された．実際ICSI後に胚を人為的に活性化

したことにより，2前核形成率が増加した．これらの結果，人為的な活性化を行うことで2前核胚を獲得し胚移植

することで妊娠に至っている．

　本発表では，ヒト生殖医療の臨床に活かすことを目的とした当院における研究の最新知見について紹介したい．
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名古屋大学医学部附属病院産婦人科医員として「不妊外来」及び，「健康外来（更年期障害・ホ

ルモン補充療法）」の専門外来を担当

医学博士

The　Jones　Institute　for　Reproductive　Medicine，　Eastern　Virginia　Medical　School（Norfolk，　Vir－

ginia）

米国最初の体外受精専門施設に留学，顕微授精（卵細胞質内精子注入法：ICSI）を主に研究

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にて日本初の妊娠例を報告

ナカジマクリニック不妊センター開設

浅田レディースクリニック開院（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

生殖医療専門医制度認定研修施設指定
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S1－4．卵母細胞における染色体分配エラー

北島　智也

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター染色体分配研究チ・一一・・ム

　卵母細胞の減数第一分裂における染色体分配のエラーは，染色体数異常の卵子を生む．このような卵子は受精し

ても正常に発生せず，出産まで至った場合にはダウン症（21番トリソミー）などの先天性疾患を引き起こす．染

色体分配のエラー頻度は母体の年齢とともに上昇することが知られており，社会的関心も高まりつつある「卵子の

老化」の重大側面である．

　なぜ，卵母細胞は老化とともに染色体分配を誤りやすくなるのだろうか．最近，マウスやヒトにおいて，老化と

ともに卵母細胞の染色体から染色体接着因子コヒーシンが減少することが明らかになってきた．この老化依存的な

コヒーシンの減少が，染色体分配エラーの頻度の増大に密接に関連していると考えられる．

　老化依存的なコヒーシンの減少が染色体分配エラーを引き起こすシナリオとしては，二つのモデルがこれまで考

えられてきた．一つは，コヒーシンの減少がキアズマの解消を引き起こし，二価染色体が早期に分離して一価染色

体となり，これらが分配エラーにつながるというモデルである．しかしながら，老化した卵母細胞における一価染

色体の存在を示す直接的な証拠は存在しない．もう一つは，コヒーシンの減少が姉妹セントロメア間の接着を弱め，

セントロメアと微小管の結合が不正確になり，これが分配エラーを引き起こすというモデルである．実際に，老化

したマウス卵母細胞では姉妹セントロメア間の距離が異常に広がっていることが確認されている．ただし，それが

実際に染色体分配エラーの原因であるという因果関係は証明されていない．

　今回我々は，老化したマウスの卵母細胞を用いて，染色体分配エラーに至る過程を高解像度ライブイメージング

した．減数第一分裂における染色体の動態を三次元追跡することで，ある1本の染色体が実際にどのような動態を

経て染色体分配エラーに至ったかを明らかにした．この結果とこれまでの知見を合わせることで，老化した卵母細

胞において染色体分配エラーが起こる原因を理解するための統一的なモデルを提案したい．

略　歴
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平成18年

平成19年

平成24年

東京大学分子細胞生物学研究所　助手

東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻　博士（理学）

European　Molecular　Biology　Laboratory（EMBL）Heidelberg博士研究員

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

染色体分配研究チーム　チームリーダー
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S2－1．生殖補助医療が出生児に及ぼす影響

齊藤　英和

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター・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1．43でここ数年やや上昇傾向にはあるものの，出

生児数は103万人と依然減少している．カップルの希望の児の数は約2．4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，本邦における生殖を取り巻く環境Reproductive　Health／Rightsは健全な

状態にあるとはいえない．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．

　生産児＋死産児＋人工流産件数あたりの先天異常の件数は，体外受精2．0％，顕微授精22％，凍結・融解胚移植

1．9％（2011年）と3治療法の差はなく，2007年からは，明らかな変化はないが，今後高齢者の治療件数が増加す

るとこの率にも影響が表れる可能性がある．

　2007・2008年の生殖補助医療により出生した単胎児の体重は，正期産の各妊娠週数で出産した児においても，

また正期産全体でも新鮮胚治療の児は軽く，凍結融解胚移植で出生した児の体重は重かった（全体：3009．8＋／－

376．8gvs3100．7＋／－387．2g（m＋／－SD）），また，この時期に出生した日本全体の正期産単胎児の体重は新鮮胚治

療児と凍結融解胚児の体重の中間の値であった（3059＋／－369．6g）．さらに，新鮮胚で因子分析を行うと，排卵誘

発法と胚培養期間の長さが体重の変化に影響していた．また凍結融解胚移植では胚培養期間の長さは体重の変化に

影響しておらず，黄体期のホルモン補充は体重に影響していた．

　また，当センターにおいて生殖補助医療で妊娠し，当センターで出産した児（新鮮胚治療の妊娠102周期，凍結

融解胚移植後妊娠周期81周期）について検討すると，新鮮胚移植後妊娠周期では，早産率，緊急帝王切開率が凍

結融解胚移植後妊娠周期に比較し高いことがあきらかとなり，生殖補助医療の治療方法により，胎児の予後に影響

を及ぼすことが明らかとなった．

　また，2011年の日本産科婦人科学会の生殖医学登録データを用いて，子宮内膜の調整法と正期産単胎出生児の

体重について，凍結融解胚移植周期で検討すると，自然周期に比較しホルモン補充周期の方が，有意な差ではない

が児の体重は重い傾向にあった．2012年のデータを加えさらに解析する予定である．

　このことより，生殖補助医療に関わる種々の治療方法は児になんらかの影響を及ぼす可能性もあり，長期にわたっ

て，調査していく必要性があると考えられた．
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S2－2．凍結融解胚移植周期における出生時体重の増加に影響する母体因子の解析

橋本　　周，柴田美智子，伊藤啓二朗，

IVFなんばクリニック

中岡　義晴，森本　義晴

　大規模なオーストラリアでの研究により，凍結融解胚移植（cryo－ET）の単胎児の出生時体重が新鮮胚移植（fresh－

ET）に比べ増えることが示されている．その一方で，　fresh－ETでは自然妊娠に比べ，妊娠週数あたりの出生時体

重が低ドするリスクが示されており，受精後2日目の移植と5－6日目胚移植を比較した結果から，fresh－ETによ
る出生時体重への影響は体外培養期間の増加による可能性も示されている．こういったことから，cryo－ETでは
fresh－ETに比べ，出生時体重が増加すると考えられるが，　fresh－ETでは自然妊娠に比べ，出生時体重が低下する

リスクがあること，cryo－ETでの新生児転帰は自然妊娠の単胎児と変わらないことから，　cryo－ETでの出生時体

重が自然妊娠に比べ，増加するのか不明である．そこで，本研究では2004年から2011年に実施された単胎妊娠で
初産婦であった2，549周期（タイミングならびに人工授精により妊娠した（non－ART）807周期，　fresh－ET　707

周期ならびにcryo－ET　1，035周期）の出生時体重を後方視的に解析した．

　結果：cryo－ET児の出生時体重は3063．6　gとnon－ARTの2966．6　gとfresh－ETの2966．2　gに比べ重かった
（P＜0．01）．

　次に，在胎週数別に比較したところ，在胎週数が増えるに従い，3群いずれにおいても出生時体重が増加する傾

向が認められた．また，在胎週数別に比較した場合，38～40週でcryo－ET児の出生時体重はnon－ARTとfresh－
ETに比べ重かった（P＜0．05）．また，36週でもcryo－ET児の出生時体重はnon－ARTに比べ重く，比較した週
数で，差のなかった37周を除き，常にcryo－ET児の出生時体重はnon－ARTとfresh－ETに比べ重い傾向が認め
られた．

　性別で比較したところ，女児ではcryo－ET児の出生時体重（3048．7　g）はnon－ART（269；2969．5　g）とfresh－

ET（266；2920．7　g）に比べ重かった（P＜OD5）．男児ではcryo－ET児（3097．6　g）はnon－ART（301＆2　g）に比

べ重く（P＜0．05），fresh－ET（n＝284；3028．7　g）と比べた場合でも重くなる傾向が認められた．

　日本女性の平均身長：158cmを基準にして，154．5－161．4　cmを標準身長群とし，それ未満を低身長群，それよ

り高い場合を高身長群として，出生時体重を比較した．

　高身長群ではcryo－ET児の出生時体重はnon－ARTとfresh－ETに比べ重かった（P＜O．05）．標準身長群では

cryo－ET児の体重はfresh－ETに比べ重かった（P＜O．05）．低身長群ではcryo－ET児の体重はnon－ARTに比べ
重かった（P＜0．05）．また，いかなる身長群においても，cryo－ET児の体重はnon－ARTとfresh－ETに比べ重く

なる傾向が認められた．

　母親のBMIが18．5－24．9を標準BMI群とし，18．4以下を低BMI群，25．0より高い場合を高BMI群として，出

生時体重の比較を行った．標準BMI群ではcryo－ET児の出生時体重はnon－ARTとfresh－ETに比べ重かった
（P＜O．05）．低BMI群ではcryo－ET児はfresh－ETに比べ重かった（P＜0．05）．高BMI群ではcryo－ET児は統計

的な差は認められなかったものの，non－ARTとfresh－ETに比べ重くなる傾向が認められた．

　本実験の結果はcryo－ETにおける出生時体重の増加は母体因子によるものではなく，凍結過程にあることを示
した．今後，凍結操作の何が影響しているのかを解析する必要がある．
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（株）ワイエスニューテクノロジー研究所，（株）ワイエス研究所主任研究員
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医療法人三慧会IVFなんばクリニック研究部長
第23回日本受精着床学会事務局長
日本繁殖生物学会賞受賞

日本哺乳動物卵子学会学術奨励賞受賞
第4回Asia　Pacific　Initiative　on　Reproduction大会事務局長

日本卵子学会学術奨励賞受賞
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S2－3．ヒト卵子凍結保存の真実～技術的成功から一般臨床応用へ

桑山　正成

リプロサポートメディカルリサーチセンター

　1985年マウス胚で成功例が報告されたガラス化法（Rall＆Fahy）は，その後，凍結容器や冷却法の改良により

様々な動物種へと有効に応用され，1998年最も困難とされたブタ卵子の凍結にも成功した（長嶋，桑山）．日本で

誕生したこの急速冷却ガラス化法は翌年，ヒト卵子に応用されて初の臨床成功例が報告され（桑山と加藤，1999

年本大会），直ちに2000年，再現性の高い実用的な手法（Cryotop法：Kuwayama）へと改良されて急速に世界へ

普及して行った．その後40ヵ国以上で20万例を超える膨大で良好な臨床実績により，桑山の手法による卵子ガラ

ス化の高い臨床的有効性と安全性が証明され，倫理課題の検討を重ねながら，世界中で生殖医療の基幹技術として

定着して行った．近年，この急速冷却ガラス化法はさらに溶液やプロトコールが大きく改良され，未成熟卵子から

成熟卵子において，特にデリケートなガン患者や高齢患者由来の卵子においても解凍後ほぼ100％の生存率が得ら

れる極めて有効で安全な非侵襲的ガラス化法（Cryotech法：Kuwayama，2012年）として完成し，再び日本発で

世界中に広まりつつある．

　凍結保存とは，生きた細胞に，使用するまでの時間的，距離的余裕を与えるものである．すなわち，Cryotech

法に代表される非侵襲卵子ガラス化が技術的に可能になったことで，現時点で正常な卵子を有するすべての女性の

将来への妊孕能温存が現実的となった．

　個人レベルでの妊孕能温存の適応例としては，ガンなど原疾患の治療により妊孕能を喪失する可能性がある女性

患者や，社会的，個人的理由による卵子老化により妊孕能を失うすべての女性や性転換，出兵前の卵子保存がすで

に実現している．細胞レベルでは，卵子提供プログラムでの利用が圧倒的に多く，また非刺激周期の成熟卵子のIVF

治療用のストックやIVFラボを持たない地域への凍結卵子／移植胚輸送を含んだ国際間IVCサービスにも応用さ

れている．

　ガラス化法を用いた未婚ガン女性の初めての卵子保存は，2001年，加藤レディスクリニック故加藤修院長の英

断の元で実施された．名古屋日赤より依頼を受けた悪性リンパ腫の女子高生患者から2個の卵子を採取，ガラス化

保存した．骨髄移植治療後，患者は順調に回復し，高校を卒業後，専門学校を経て看護師となった．12年後（2013

年），患者が結婚し，IVF治療を開始，2個のガラス化卵子を解凍し，顕微授精，胚培養および移植を行った．我

が国が技術的に世界へ先行した卵子ガラス化法ではあるが，2012年米国生殖医学会の卵子保存解禁宣言に遅れる

こと1年，すなわち最初の成功例報告から実に14年を経て本学会ガイドラインで容認された．我が国において卵

子保存した患者の長年の夢を実現する最後の課題は，実施施設への真に有効な卵子ガラス化技術の移転であろう．
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術技術顧問（12ヵ国，58施設），公表論文数102報学会発表数364報）
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シンポジウム2

「配偶子・胚の凍結と子どもへの影響」

S2－4．ガラス化胚盤胞融解後移植の臨床的有効性と安全性について（14年間，8440

　　　　周期，2757出生児の集計結果より）

向田　哲規U，寄田　朋子D，田中　」勝洋P，高橋　克彦U，吉野　弘美2），岡

1）広島HARTクリニック，2）東京HARTクリニック

親弘2｝

【目的】現在のART医療において，胚の低温保存技術は余剰胚の有効利用，　OHSSの回避i，反復不成功症例への

着床率改善等のために必要不可欠であり，日本では凍結胚移植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．特に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胚選択の点からも臨床的に最も有効であり

汎用されている．このガラス化胚盤胞融解移植の臨床成績を向一ヒさせるためには，ガラス化融解後の胚の生存性と

着床能力を高めるART　Laboでの工夫と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が必須で

ある．また比較的新技術であるという観点から安全性確認のために系統だった周産期集計を継続していくことはと

ても重要である．今回，過去14年間のガラス化胚盤胞移植の周産期成績と臨床的有効性を向上させる工夫につい

て報告する．

【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，ガラス化法は既に報告しているEGと

DMSOを耐凍剤としクライオループを容器とする方法を用いた．臨床的有効性の向上には，　ART　Laboにおいて

ガラス化融解後の胚の生存性と胚の着床能力を高めるため，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，融解後にLaserによりAssisted　hatching（LAH）を

透明帯平面の1／3～1／2に行うことで十分なHatchingを促し着床率を改善させることを施行した．臨床側では着

床に関係する子宮内膜状態の調整方法として自然排卵による内膜調整周期か，外因性ホルモン投与による内膜作成

周期かを選択し，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，長期間

のGnRHa剤の使用などを組み合わせた．

【成績】1999年11月から2013年末の間に施行した胚盤胞融解移植8440周期が対象である．平均年齢は36．4歳で，

計12941個のガラス化胚盤胞を融解，12339個が生存した（95．3％）．8347周期で移植可能となり（キャンセル

1．1％），計11295個を移植した（平均移植胚数1．35）．その結果3948例が妊娠し（47．3％）4362個のGSを確認し

た（3＆6％）．その後967例が流産となり（24．5％），2483例が出産した．平均在胎週tW　382週で，平均出生体重は

2819gであった．240例が多胎で，47例が一卵性双胎であった．2757児が出生し（男児：1413，女児：1344），妊

娠経過中（13週以降）または出産時に異常が認められたのは43例（1．6％）で，6例の胎内死亡（25，29，30，32，

37，39週），8児の染色体異常（6児Down症候群，2児18Trisomy），10児の多発奇形，1児の胎児水腫，2児の

無脳児，1児の二分脊椎，11児に心奇形合併，1児ずつ先天性胆道閉鎖，食道閉鎖，Cornelia　De　Lange症候群，

Treacher　Collins症候群が認められた．

【結論】上記のように2757児が出生し43例の周産期，新生児異常が認められたが，発生率は新鮮胚移植および自

然妊娠出産と有意な差はなく，本法の安全性が確認できた．
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略　歴

1985年（昭和60年）

1985年（昭和60年）

1988年（昭和63年）

1989年（平成元年）

1990年（平成2年）

1995年（平成7年）

2011年（平成23年）

2013年（平成25年）

（公社）

生殖医療雑誌，

日本産科婦人科学会認定

　　　「Reproductive　BioMedicine　Online：RBM　Online」のEditorial　Boardのメンバー

高知医科大学医学部医学科　卒業

高知医科大学医学部産科婦人科学教室　入局

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（Diamond　lnstitute　for　lnfertility，　New　Jersey，　USA）へ留学：

生殖補助医療のラボディレクターとして勤務し，IVE　ICSI，　TESEのプログラムを管

理し，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，副院長として年間約900

周期程度のIVF，　ICSI，　TESE，ガラス化，胚盤胞融解移植の症例を管理し，基礎・臨

床研究にも従事

広島HARTクリニック　院長，施設管理責任者となる．

広島HARTクリニック，理事長・院長となる．

　　　　専門医，←社）日本生殖医学会　生殖医療専門医
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「Oncofertilityの展開」

S3－1．がん・生殖医療の問題点一生殖医療の立場から

鈴木　　直

聖マリアンナ医科大学産婦人科

　米国のNCCS（The　National　Coalition　for　Cancer　Survivorship）は1986年に「がんサバイバーシップ」とい

う概念を打ち出した．この概念は，「がんの診断・治療の後に，患者本人や家族ケアをする人，友人など，広く

がんに関係のある人々が，がんと共に生き，充実した生活を送ること」，と定義される．近年のがんサバイバーシッ

プの向上に関連して，特に生殖可能年齢のがん患者に対するがん治療によって生じる妊孕性喪失に関する重要性が

再認識されている．がん治療前に，全ての若年がん患者に対して妊孕性の温存を検討する必要性はないが，しかし

実際に妊孕性温存を検討する場合は，がん治療開始までの期間が短いケースが少なくないことから，十分な妊孕性

温存治療ができない場合がある．つまり，たとえ未受精卵子凍結や胚凍結が行えたとしても1クールぐらいが限度

であり，一生分の妊孕能温存としては決して満足な妊孕性温存治療とはならない．

　その様な中で，がん治療の主治医にとっては，がん治療と妊孕性温存に関する正確な情報をいかに的確に患者に

伝えるか，またいかに早期に産婦人科医（特に生殖医療を専門とする医師）と綿密な連携を行うかが，がん・生殖

医療の実践には重要である．生殖医療を専門とする医師の「がん治療の進歩」に関する知識不足や，がん患者の主

治医の「生殖医療の進歩」に関する知識不足によって，妊孕性温存に関する適確な情報が患者に伝わっていないケー

スが想定される．また，本邦におけるがん患者の主治医と産婦人科医との間の直接的な医療連携は十分満足のいく

内容とはなっておらず，実際には患者を介した医療連携となってしまっている現状が散見される．そして両者の医

療連携不足によって，①がん治療開始の遅れや患者の治療拒否，②温存出来たかもしれない妊孕性が消失してしま

うなどの問題が生じてしまっている可能性が少なくない．若年がん患者が希望を持ってがんと闘うことが出来るよ

うになるためにも，がん治療医と産婦人科医は正確な情報と新しい知識と問題点を共有しつつ，適確な医療連携を

遂行する必要性がある．本講演では，がん・生殖医療の実践を目指して，生殖医療の立場から垣間見える「がん・

生殖医療の問題点」に関して問題提起させて頂く．

略　歴

1990年

1990年

1996年一1998年

1997年

2000年

2005年

2011年

2012年

2012年

2014年

日本産科婦人科学会：

究機構（JGOG）：理事，

緩和医療を考える会：

Pacific　Initiative　on　Reproduction（ASPIRE）

慶鷹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

米国カリフォルニア州バーナム研究所　postdoctoral　fellow

慶雁義塾大学大学院（医学研究科外科系専攻）大学院博士課程修了

同大学助手（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教授，婦人科部長を兼ねる

同大学教授，産婦人科学講座代表を兼ねる

同大学病院腫瘍センター副センター長（緩和医療部会長）

同大学病院総合周産期母子医療センター副センター長を兼ねる，産科部長を兼ねる

代議員，神奈川県産婦人科医会：理事，日本婦人科腫瘍学会：常務理事，婦人科悪性腫瘍研

　日本緩和医療学会：代議員，日本がん・生殖医療研究会（JSFP）：理事長，婦人科腫瘍の

副理事長，International　Society　for　Fertility　Preservation（ISFP）：Board　Member，　Asia

　　　　　　　　　　　Board　Member
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シンポジウム3

「Oncofertilityの展開」

S3－2．がん女性の卵巣組織凍結保存

香川　則子123）

Dリプロサポートメディカルリサーチセンター，2）明治大学大学院，3）順天堂大学産婦人科

　若年女性がん患者は，がん治療による医原性不妊の回避のため，卵巣刺激後の体内成熟卵子保存の他にも，無刺

激の卵巣保存（未成熟卵子と卵巣組織の保存）による妊孕能温存が可能である．例え造血疾患患者でも，血液内科

医が確定診断前に婦人科へ相談できることで他施設他科連携によるプロジェクトチームを組み，低出血に配慮した

極低侵襲の付属器切除術や麻酔科の協力を仰ぎ全身管理を最適化し，原疾患治療の開始を遅らせず安全に卵子や卵

巣組織の採取を実現できる．がん治療後に保存卵子で挙児を望めば，がん細胞の再移植の危険性も無い．

　2007年1月より当施設および関連施設の倫理委員会の承認を得て，1．C．の得られたがん患者の摘出卵巣より未成

熟卵子を吸引採取後，形態学的に正常な未成熟卵子を凍結保存し，その後，卵巣組織を細切し，超急速冷却ガラス

化保存法で凍結保管を実施2010年より順天堂大学病院にて特に出血に配慮を要する造血疾患患者の卵巣保存を

国内で最多かつ無事故の実績を重ね，近年は血液内科医から確定診断前に症例紹介を受け，血液内科医へ婦人科内

視鏡医から卵巣保存術の説明を実施患者への説明同意を得て，さらに術式のみならず麻酔科との連携による患者

の術後の回復も重視し，当事者へのアンケート調査による患者の声や家族カウンセリングなど現場の声をフィード

バックしながら，症例を重ねる毎に原疾患治療開始へ，よりスムースに移行させうるように，連携システム開発を

続けている．

　56名のがん患者（30、4歳）の卵巣　68．5個から計514個の未成熟卵子ならびに1cIn四方1mm厚の卵巣組織5229

個を採取．このうち，卵子保存に加え，卵巣保存目的で片側卵巣摘出術を受けた造血疾患患者1名が，凍結胚の移

植後に出産．妊孕能温存後のアンケート調査にて，卵子凍結や卵巣凍結を受けられて，がん治療に対する医原性不

妊への恐怖が軽減し，卵巣保存をやってよかった（6＆8％），がん治療に前向きになれた（81．3％），傷や痛みの小

ささに驚いた，もっと多くのがん女性へもこの技術が届くといい等の声を頂いている．

　腫瘍専門医，婦人科内視鏡専門医と生殖医療専門医の円滑な連携により，現疾患の治療を妨げず，安全に妊孕能

温存目的の卵子・卵巣バンクの遂行は可能である．リュープリンなどのGnRhアゴニスト投与や化学療法により採

取できる正常卵子数が激減するが，他施設他科連携によって患者の妊娠の可能性をより拡張することが叶う．自家

移植できない症例も，組織内発育途上卵子の体外培養技術や卵巣組織の洗浄技術など新たな研究も進んでおり，よ

り安全な卵子作成の可能性もある．今後も，がん治療による健康回復の安心と共に，妊孕能温存の希望を添えられ

たら幸いである．

略　歴

2005年

2005年

2007年
2009年

2012年

2014年

京都大学大学院　博士課程後期修了

加藤レディスクリニック附属　先端生殖医学研究所　研究員

同研究所　主任研究員

日本低温医学会　評議員

リプロサポートメディカルリサーチセンター附属　リプロセルフバンク　所長

明治大学大学院　非常勤講師

順天堂大学　産婦人科学講座　協力研究員

〈所属学会〉

日本低温医学会， 日本生殖医学会，日本受精着床学会，日本卵子学会など

〈専門領域〉

繁殖生物学， 繁殖工学，生殖医学，低温生物学，低温医学など
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「Oncofertilityの展開」

S3－3．がん・生殖医療と胚凍結

高井　　泰

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

　胚の凍結保存は，不妊症患者に対する生殖補助医療（ART）としては，有効性・安全性がほぼ確立した技術と

されている．本法をがん・生殖医療に応用する場合の有効性や安全性を最近の臨床成績に基づいて検討する．

　Oktayらは151例の乳癌患者から採卵しfそのうちの21例に対して26周期の融解胚移植を施行し，11周期

（42．3％）で生児を得ている．一方，ドイツを中心としたがん・生殖医療ネットワークであるFertiPROTEKTでは

2007年から2013年の7年間に476例の胚凍結が施行されているが，妊娠率や母児の予後に関しては報告されてい

ない．我が国でもがん・生殖医療としての胚凍結保存も施行されているが，その実数や成績は明らかではない．以

ヒのようにがん・生殖医療としての胚凍結の治療成績に関するエビデンスは非常に限られているため，現時点では

一般不妊症例に対する成績を参照せざるを得ない．なお，最近のメタアナリシスでは凍結胚による妊娠率は新鮮胚

よりも高く，凍結胚移植による妊娠では新鮮胚移植による妊娠よりも出生児体重が大きいことが報告され，わが国

のART登録データを用いた多数例の解析でも，凍結胚による出生児の体重は，厚生労働省統計による全出生児の

体重より有意に大きいことが明らかとなっている．

　乳癌や子宮内膜癌などのエストロゲン依存性腫瘍に罹患した患者に対する排卵誘発では，aromatase阻害剤であ

るletrozoleを併用して血中エストラジオール濃度の上昇を避けることが一般的である．一方，エストロゲン非依

存性腫瘍の場合は様々な排卵誘発法が施行されており，前述したFertiPROTEKTのガイドラインでは，　GnRHア

ゴニスト法に比べてOHSSの少ないGnRHアンタゴニスト法による排卵誘発が推奨され，時問的な余裕の乏しい

症例では月経周期に関係なく排卵誘発を開始すれば2週間以内に採卵が可能であり，卵子数や受精卵数は同等で，

妊娠率も遜色なかったとの報告もあるdわが国ではクロミフェンなどを用いた低卵巣刺激法（mild　stimulation）が

普及し，がん・生殖医療でも実績を上げつつある．低卵巣刺激法と調節卵巣刺激法を比較した報告は十分とはいえ

ないが，一般的な不妊症例を対象とした報告では妊娠率はほぼ同等で，凍結胚が得られた周期は調節卵巣刺激法で

有意に多かった．

　がん・生殖医療では原疾患の治療成績を悪化させないことが大前提である．化学療法前の乳癌患者に対する1e－

trozoleを用いた排卵誘発は無再発生存期間を悪化させないと報告され，排卵誘発を2周期施行しても再発率は同

等で，得られる卵子数・受精卵数は有意に増加したとの報告もある．しかしながら，がん・生殖医療としての排卵

誘発・ARTを施行した症例のがん治療成績に関する報告はいまだ乏しいため，適応やガイドラインを慎重に議論

しながら症例を蓄積・追跡し，がんの予後だけでなく妊娠予後を含めた更なる解析・検証を継続していくことが不

可欠である．

略　歴

1991年

1991年

1997年

1998年

1999年

2001年

2003年

2004年

2007年

東京大学医学部医学科卒業

東京大学医学部附属病院産婦人科　研修医

日本学術振興会特別研究員

東京大学大学院医学系研究科　博士課程　卒業

東京大学医学部附属病院　産婦人科　助手

日本学術振興会海外特別研究員

米国マサチューセッツ総合病院Research　Fellow

東京大学医学部附属病院　女性外科　助手

埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科　講師

同　准教授
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シンポジウム3

「Oncofertilityの展開」

S3－4．悪性腫瘍治療前の精子凍結保存

兼子　　智

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

　若年男子に好発する精巣腫瘍，白血病，悪性リンパ腫などは，大量化学療法や放射線療法の進歩によって寛解，

根治が望めるようになってきた．生殖年齢において精巣は正常組織の中で単位重量あたりの細胞産生量が最も多

く，また精子形成は連続的に行われ，その過程は極めて複雑である．このため化学療法，放射線に対する感受性が

高く，治療中に造精機能を量的，質的に保護する適切な方法はない．これまで，悪性腫瘍根治のためには造精機能

の廃絶は仕方がないとされてきたが，治療成績の向上は治療後のQOL，とりわけ妊孕性を考慮することが最も重

要な課題となった．

　卵巣における卵形成が同一組織（卵胞）内で完遂されるのに対し，精巣で形成された精子は精巣上体に移行して

成熟する，すなわち組織間移動を伴う．現在，摘出，薄切した卵巣の凍結保存が試みられているが，管状組織の集

合体である精巣，精巣上体は，薄切することにより機能を喪失する．造精機能障害を伴わないことが多く，用手的

射精でART施行に十分量の精子が得られる場合が多い．現状では，治療前に患者精子を採取して凍結保存するこ

とが唯一の対策となる．

　当院リプロダクションセンターは東京歯科大学倫理委員会の承認を受け，患者からインフォームドコンセントを

得た上で，悪性疾患治療前精子凍結保存を施行した．2002年9月から2010年3月までに受診した未治療もしくは

既治療の悪性疾患患者は，324例（15～57歳平均30．8歳）であった．原疾病は精巣腫瘍が最も多く，白血病，

悪性リンパ腫がそれに続いた．54例は無精子症や運動精子が少なく凍結不可と判断された．そのほとんどが精巣

腫瘍未治療と血液疾患既治療であった．精巣腫瘍患者精液の精子濃度は他の固形癌患者に比し有意に少なく，血液

疾患では当センター受診前に化学療法もしくは放射線療法が行われたことが原因と考えられる．治療前精子凍結保

存を組織的に行っている施設が少なく，腫瘍専門医および患者に対する啓蒙活動が必要である．原疾患を考慮する

と若年者が多くなるのは当然であるが，凍結時，約75％が未婚であり，治療終了後の結婚が問題となった．一方，

癌罹患率を考慮すると高齢者が含まれるのは当然であるが，ART対象としては高齢と考えられる50歳以上が7例

あり，かつ2例は未婚であった．死後生殖，すなわち夫死後に凍結精子を用いて誕生した児は，当事者の子と認知

されない．当センターでも夫死亡後に妻が凍結精子を他施設に移送，ARTを希望するケースが2例あったが，凍

結保存は本人の生存中に限るという契約条項を説明してあきらめてもらった．当センターでARTを施行（19例，

計37周期）し，8例で10妊娠が成立した．

略　歴

昭和57年　　　東京理科大学大学院修了

昭和63年　　　慶応義塾大学大学院修了

昭和63年　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師
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シンポジウム4

「生殖医学と遺伝カウンセリング」

S4－1．周産期医療における遺伝カウンセリング

西山　深雪

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター

　周産期医療における遺伝医療は，胎児や出生児の先天異常や染色体異常φ遺伝性疾患が主なテーマである．いず

れにおいても，正確で分かりやすい情報を提供しクライアントの意思決定を支援する遺伝カウンセリングが不可欠

である．なかでも，近年，妊娠・出産する女性の年齢上昇に伴い，21トリソミーをはじめとする染色体疾患の診

断やリスクを判定する出生前遺伝学的検査への関心が高まっており，検査前後の遺伝カウンセリングの重要性が改

めて認識されつつある．

　出生前遺伝学的検査には，確定診断を目的とする検査と21トリソミー等の特定の疾患についてリスクを判定す

る非確定的な検査があり，その手法は様々である．確定診断としては流産リスクを伴う羊水・絨毛穿刺による染色

体分析があり，本邦ではその大部分が羊水穿刺によって行われている．非確定的な検査には，母体血清マーカー検

査やNT測定，また2013年4月から臨床研究として開始された母体血中胎児染色体検査（NIPT）も非確定的な

検査に分類される．

　NIPT実施施設は日本医学会が定める要件を満たす施設に限定されており，当センターでは認可を得て2013年4

月から開始した．1年間に1000名以上のクライアントが受検し，半数程度が何らかの不妊治療の経験を有してい

た．本検査は妊娠10週以降から採血で行うことができる非侵襲的な検査である．非確定的な検査ではあるが，母

体年齢の高齢化に伴って罹患率が増加する21トリソミー，18トリソミー，13トリソミーの検出率や陰性的中率が

高い．したがって，羊水検査を受けるかどうかを悩むクライアントには信頼性が高い検査であると考えられる．実

際に，当センターでの本検査の陽性率は2％弱であり，98％以上の妊婦が羊水検査に伴う流産リスクを回避でき

ていたということになる．

　NIPTのみならず出生前遺伝学的検査には上述のように様々な手法が存在し，検査の種類によって分かることや

その程度検査を受ける時期等が様々である．したがって，妊娠を望むクライアントには，不妊治療前から適切な

情報提供が行われる体制が必要である．さらに，妊娠成立後に何らかの検査の受検を検討する場合には，妊娠後に

速やかに遺伝カウンセリングを受けられる環境が不可欠であり，そのためには不妊治療施設との連携が重要とな

る．また，検査を受検した結果として，胎児の染色体異常が診断される場合があることを忘れてはならない．「安

心を得たい」という思いから検査を受検するクライアントが多く，検査結果によってはクライアントがその後の妊

娠継続に不安をもつことが少なくない．当センターでは，胎児染色体異常の診断が妊娠の中断に繋がらない例も経

験しており，クライアントの意思決定を支援する遺伝カウンセリング体制が不可欠である．

略　歴

平成18年3月31日

平成20年3月24日

平成20年4月1日
平成23年7月1日
平成25年8月1日

国際基督教大学教養学部　卒業

京都大学大学院医学研究科専門職学位課程

（社会健康医学系専攻く遺伝カウンセラーコース〉）修了

ジェンザイム・ジャパン株式会社遺伝子診断事業部　入社

ラボコープ・ジャパン合同会社　入社

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター

（遺伝カウンセラー）勤務

資格

平成20年12月1日 認定遺伝カウンセラー（認定番号32）
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シンポジウム4

「生殖医学と遺伝力ウンセリング」

S4－2．着床前診断に関する遺伝カウンセリング

北川　尚子

IVFなんばクリニック統合医療部門

　着床前診断（以下，Preimplantation　genetic　diagnosis：PGD）は，8細胞期胚や胚盤胞期胚から1割球～数細胞

を採取し，取り出した細胞について，遺伝学的検査を行い，目的とする結果をもった胚のみを胚移植する方法であ

る．我が国のPGDは，日本産科婦人科学会の「着床前診断」に関する見解（2010年6月改訂）に従い，臨床研究

として行われている．その適応は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

因する場合に限られ，均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産（反復流産を含む）も対象とすると

されている．PGDを実施するには，日本産科婦人科学会へ1例ずつ症例を申請し，同会の審査を経て許可を受け

る必要があるが，その申請，許可にはPGD実施施設でのカウンセリングおよび第三者機関での十分な専門的遺伝

カウンセリングが必要である．

　当院では，反復流産または習慣流産の既往のある均衡型染色体構造異常保因者（以下，保因者）へのPGDを行っ

ている．当院の調査では，PGD申請に至った夫婦は，1回あたり約1時間30分の遺伝カウンセリングを，平均2．0

回受けていた．代表的な遺伝カウンセリングのタイミングは，流産絨毛染色体検査結果の返却時，夫婦染色体検査

結果の返却時，PGDの申請希望の表明後である．生殖補助医療施設での遺伝カウンセリングの主なテーマとして

は，『不妊，流産，先天異常と染色体・遺伝子・DNA』『数的異常と年齢』『構造異常と夫婦染色体検査』『流産と

不育症とその検査』『生殖補助医療の影響』『出生前診断』「家系内の疾患』があげられる．通常は，以上のテーマ

の中から，夫婦がその時に最も重要視しているテーマに沿って，情報提供しているが，PGDに関する遺伝カウン

セリングでは，これらのテーマのほぼ全てが関係しており，情報提供のみでも複雑で理解に時間を要することが多

い．そのうえ，流産という夫婦にとって大きな体験の中で保因者がどちらか特定されるため，夫婦間で今後の治療

方針の希望が異なったり，お互いへの思いが変わったりするなど，遣伝カウンセリングのなかで変化がみられるこ

ともよくある．遺伝カウンセリングでは，情報の正確な理解への支援とともに，夫婦間の思いのすり合わせや治療

方針の合意に向けて援助し，待つことを大切にしている．一方，他院での夫婦染色体検査受検や遠方在住などで，

十分な遺伝カウンセリングの機会を持てない場合やPGD実施後のフォローは，まだ十分でないのが現状である．

今回のシンポジウムでは，PGDの遺伝カウンセリングの実際と今後の課題を発表したい．

略　歴

2002年

2002年

2002年

2006年

2009年

2009年

2009年

大阪大学医学部保健学科看護学専攻卒業

保健師，助産師，看護師資格取得

東京慈恵会医科大学附属病院　産科病棟NICU病棟

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

遺伝カウンセラー・コーディネータユニット　遺伝カウンセラーコース

社会健康医学修士（専門職）（Master　of　Public　Health）取得

医療法人　三慧会　IVFなんばクリニック　統合医療部門

認定遺伝カウンセラー資格取得
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シンポジウム4

「生殖医学と遺伝力ウンセリング」

S4－3．染色体転座と遺伝カウンセリング

大江　瑞恵

藤田保健衛生大学・総合医科学研究所・分子遺伝学

　均衡型相互転座保因者は一般的にゲノムの過不足がなく健康であるが，リプロダクションに問題が生じることが

ある．生殖細胞は2回の減数分裂を行い，一倍体の配偶子を形成する．第一減数分裂のパキテン期では，父由来，

母由来の相同染色体が対合し2価染色体となり相同組換えによる交差が生じ，相同染色体が正しく分配される．と

ころが，均衡型相互転座では，パキテン期に対合がうまくいかず，不妊となる．対合がうまくいっても4価染色体

となり，分離様式によっては染色体の部分的な不均衡が生じ，受精卵が部分モノソミーや部分トリソミーとなった

時に多くは流産の転帰となるため，流産を反復することになる．また，切断点の位置によっては，不均衡型転座の

児の出生となる．染色体転座の遺伝カウンセリングでは，流産率，不均衡型転座の児の出生率などの情報提供と，

オプションとしてその回避法の提示が中心となる．不均衡型転座の児出生率の推定には，Stengel－Rutkowskiらの

リスク算出法，患児の表現型はECARUCAといったデータベースなどを活用している．

　t（11：22）（q23；q11）は反復1生の相互転座であり，日常の遺伝診療の中で遭遇する頻度は比較的高い．　t（11；22）

では3：1分離によりder（22）を過剰にもった不均衡型転座に起因するエマヌエル症候群の児が出生する．患児は

先天性心疾患，口蓋裂，精神運動発達遅滞等を呈するが，生命予後は比較的よい．私達の研究室ではt（11；22）に

ついての基礎研究をおこなっていることから，当院の遺伝カウンセリング室には，全国から患者やその家族が来談

している．t（11；22）の均衡型転座保因者は，エマヌエル症候群の児の出生を契機に見つかることが多いので，

クライエントは大切に育てている患児を思いながら，保因者診断や出生前診断について考えることとなる．遺伝カ

ウンセリングでは，保因者検査の結果の開示法のオプション提示，わが国のエマヌエル症候群の成人例も含めた自

然歴の情報提供，健康な次子を選択することに対する種々の葛藤に対する支援，出生前検査により保因者であるこ

とが明らかになった児への将来の告知法の提示などをおこないながら，クライエントの意志決定を支援している．

このようなt（11；22）の遺伝カウンセリングの実際を，私達の経験を中心に紹介する．

略　歴

1988年　　　　藤田学園保健衛生大学卒業

1988年　　　　藤田学園保健衛生大学病院　第一教育病院　臨床検査研究部

1991年より　　藤田保健衛生大学　総合医科学研究所
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シンポジウム4

「生殖医学と遺伝カウンセリング」

S4－4．　ART導入における遺伝カウンセリングの必要性

笠島　道子

永井クリニック・京野アートクリニック

　日本ではART実施施設は世界的に見ても群を抜き，2011年の出生数も32，426人となり，全出生の32人に1人

がARTで誕生していることになる．この背景には近年の晩婚・晩産化により，妊娠を希望する女性の高年齢に起

因する不妊の増加や，ARTが一般的な治療として広く受け入れられるようになってきていることがある．しかし，

この裏には何倍もの不成功があることについてはあまり目が向けられず，一般には知られていない．そのためART

を実施すれば自分は子どもを持てるという過度の期待のもとで治療を受けることが多く，現実の厳しい状況に長期

間おかれることで不安定な精神状態になることも少なくはない．

　生殖医療の遺伝カウンセリングには治療のさまざまな時期の相談が持ち込まれる．なぜ治療を繰り返しても妊娠

しないのか，なぜ自分だけ流産を繰り返すのか，染色体異常が見つかったが子どもを持つことは無理なのか等々．

さらには，妊娠継続後に出生前診断を受けることへの戸惑いなど複雑な胸の内も語られる．これらの問題は出産に

より解決すると考えられる傾向があり，ART治療のゴール＝出産という危うい考えにもつながり兼ねない．クラ

イアントが抱える漠然とした不安やさまざまな苦悩は，表面化し，理解することで軽減されることも多い．事前に

実情や知識を得ておくことは，治療中に起こりうる問題の捉え方や心理的側面からも重要なポイントになる．

　ART導入前に遺伝カウンセリングを実施する利点は，遺伝学的知識に基づいた受精や妊娠のメカニズム，　EBM

に基づくリスクや次世代への影響などの情報を提供できることのみならず，クライアントとの良好な関係性を築く

ことにより継続的なサポートが可能となることである．遺伝カウンセリングで提供する情報としては　①ヒトの自

然妊娠における生殖効率とARTの成功率　②配偶子形成過程や高年齢化に伴う卵子の染色体異常発生頻度とメカ

ニズム，流産との関係③年齢に応じた流産率や生産率④先天異常出現頻度とARTの影響⑤ART環境とイ
ンプリンティング異常症との関連等があげられる．

　染色体検査の結果によりART導入となる場合は，さまざまな染色体構成が認められるため個々の症例について

対応を考える必要がある．相互転座では，不均衡型を持って出生する確率は，転座に関与する染色体の種類，切断

点，保因者が父親か母親によっても異なるため，症例毎にリスクを算出する必要がある．また，稀ではあるが相同

染色体間ロバートソン転座のように健常児を望むことが不可能な組合せが見つかることもあり慎重な対応が求めら

れる．男性因子の性染色体異常についてはTESEによる精子回収の可能性や次世代への伝播についても考慮した

対応が必要である．

　本シンポジウムでは実際に経験した症例を交えながら，ART導入における遺伝カウンセリングの必要性につい
て考えてみたい．
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S5－1．当院におけるMicroTESEの実際

小林　秀行

東邦大学泌尿器科

　非閉塞性無精子症患者に対して，顕微鏡下精巣内精子採取術（Micro－TESE）は最も有用な方法である．しかし，

精子回収率は決して満足したものとは言えず，日々，採取率の向上を目標としている．当院の特色として，生殖医

療に携わる婦人科医と泌尿器科医が連携して不妊治療を行うことができるリプロダクションセンターを有している

ことである．しかし，クリニックと比較して，大学病院という枠組みにて提供できる治療の限界も存在する．

　当科では日帰りにて局所麻酔下Micro－TESEを施行している．2011年までは，年間約40件の症例数であった

が，2012年および2013年は約70件施行している．手術枠は，週に2件の枠を確保しており，1日に1件，午後に

行っている．手技については，リプロダクションセンターにて診察を行っている泌尿器科医が2人1組となって手

術に臨んでいる．当院では，基本的に片側の精巣のみを治療対象としており，顕微鏡下に2人がそれぞれ交代して，

スプリットした精巣の精細管の採取を行っている．このとき，常に2人で採取すべく精細管の状態（牽引，色，太

さ）を確認している．また，DVDでも録画し，フィードバックに努めている．手術時間は約1時間半から2時間

程度であり，片側の精巣全体を網羅することに努めている．採取した組織は，手術室で機械的にバラバラにしてい

る．一一滴をスライドガラスにて検鏡を行い，簡易的に精子の有無をその場で確認している．検体は，手術室から培

養室に運搬し，胚培養士によって検索を行っている．短時間で精子が確認できないときは，胚培養士の就業時間内

で探索を続けている．翌日，電話にて精子の有無を患者さんに伝えている．

　大学病院という枠組みの中で施行するMicro－TESEには，いくつかの課題点が浮き彫りとなってくる．最も大

きな問題点として，胚培養士の人数の問題である．当院では2人の胚培養士が従事しており，すべての業務をこな

している．理想を言えば，1人が我々と同行して，手術に一緒に参加して，手術室にて精子探索を行うことが望ま

しいが，現実には胚培養士の人的不足にて無理であるのが現状である．

　利点を挙げるとすれば，大学病院でのMicro－TESEは，若い先生への教育を果たしている．当科では，泌尿器

科専門医を取得前の後期研修医に対して，Micro－TESEに一緒に入ってもらい，男性不妊症における教育を行っ

ている．生殖医療専門医における泌尿器科医が占める割合が少ないのは，全国的に男性不妊症に関わる診療や手術

の機会に恵まれていない状況が存在することも一因にあると考えている．

　今後も，胚培養士と連携して，Micro－TESEにおける精子採取率の更なる向上を目指すとともに，大学病院と

して，教育という役割も果たしていきたい．
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S5－2．非閉塞性無精子症　内分泌療法に伴う精巣内の変化

白石　晃司，岡　真太郎，松山　豪泰

山口大学泌尿器科

【目的】非閉塞性無精子症（NOA）のmicro－TESE　failure症例に対する高用量hCGを用いたsalvage内分泌療法

（Hum　Reprod　2012，以下，内分泌療法）は，　late　maturation　arrestやhypospermatogenesisの症例に有効であっ

たことから，精巣内テストステロン（ITT）の上昇によりspermiogenesisに促進的に作用すると考えられた．し

かし内分泌療法により実際にどの程度のITT上昇があるのか，精巣内アンドロゲンレセプター（AR）の発現や精

粗細胞などの減数分裂前の細胞における作用については不明である．

【対象と方法］　Micro－TESE　failure症例で内分泌療法を施行した30例において，初回および2回目のmicro－TESE

において1）ELISA法にて精巣内且uid中のITTの測定，2）精祖細胞のDNA合成能の評価としてproliferating

cell　nuclear　antigen（PCNA）による免疫染色3）免疫染色による精巣内ARの発現を検討した．閉塞性無精

子症18例をコントロール群とした．各臨床パラメーターとITT，　PCNAおよびARの発現の関連について検討し
た．

【結果】4例（13％）において2回目のmicro－TESEにおいて精子採取可能であった．14例にFSH製剤の併用を

行った．ITTは内分泌療法にて274±134　ng／mlから1348±505　ng／mlへ有意に増加し，精祖細胞におけるPCNA

発現も充進したが，PCNA発現，精子採取率および血清テストステロン濃度との相関は認められなかった．精巣

内ARの発現はSertoli細胞＞＞Leydig細胞およびperitubular　myoid　cellに認められた．　early　maturation　arrest

においてSertoli　cell　onlyやlate　maturation　arrestに比較し有意にARの発現が低かった．　Salvage内分泌療法に

よりARの発現が，特にFSH製剤を用いた症例において顕著に克進し，精子採取可能であった症例においてはAR

の発現克進が顕著であった．

【結論】高用量hCGにてNOA症例であっても明らかにITT上昇を来たしうることが示されたが，精子形成促進

に至適な濃度は不明である．ARの発現はFSH製剤の使用により充進したことより，　FSHがARの発現制御に関

与している可能性がある．Early　maturation　arrestにおけるARの発現低下が造精機能低下の原因の1つである

可能性もあり，そのような症例に対しFSH製剤を中心に使用した内分泌療法のプロトコールを作成中である．
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S5－3．　micro　TESEにより回収した精巣精子の妊孕能に関して

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，本邦ではその値は40％前後と満足できるものではなく，術前に精丁回収もしくは精子回

収絶対不可を予測できる因了やデバイスの開発が強く求められている．また，たとえ精子回収できたとしても，そ

の後妊娠挙児まで至らなければmicro－TESEは全く意味のない手術となり，患者カップルの負担増につながって

しまう．実際に本邦においては，micro－TESEを執刀する泌尿器科医はその後の培養結果や妊娠・出産結果にま

であまり触れることがなく，一貫した治療が行えていない現状がある．またTESEを行う術者が生殖医療を理解

していないことが多く，欧州などではオリジンが婦人科の生殖医療医がTESEを行うのが一般的となっており，

泌尿器科医がTESEを行っていない国が大半である．実際にどのようにtどれだけ，そしてどの程度の質の精子

が回収できれば妊娠・出産まで至るのであろうか？　micro－TESEでの精子回収から心拍確認まで至るのはどれだ

けの確率で，そしてどの程度の期間がかかっているのか，ブラックボックスになっていることは非常に多い．

　今回2006年より2014年までの期間において同一術者が行ったTESE　l400例あまりについて妊孕性の観点から

検討する．当院では非閉塞性無精子症（NOA）やCryptozoospermiaに対しては局所麻酔下にmicro－TESEを日
帰り手術にて施行している．リアルタイムに精細管所見ならびに精細管処理後の細胞探索を術中モニタリングでき

るように，術者，胚培養士，コメディカル，そして患者がチームを組んでともに精子を探し，胚培養士とは常に精

細胞の有無や精子の形態，運動性などをdiscussionしながら患者にも納得してもらう形で手術を進めている．片

側で精子回収できていても，顕微授精には十分ではないと判断して，反対側を施行することも少なくない．その後

の顕微授精においても，胚培養士はTESE時の所見凍結方法，良好な精細管から得られた精子を凍結したスト
ローから順に使用することなどを確認し，最も培養i成績が良くなるように，そして妊娠率を向上させるために常に

議論を欠かさないようにしている．

　micrrTESE時に精細管の一部で病理検査を行い，その結果はSertoli　cell　only　syndrome（SCOS），　maturation

arrest（MA），　hypospermatogenesis（HS）に大別されるが，　SCOSやMAであっても精子を回収できることは

少なくない．病理検査結果別の精子回収率およびmicro－TESE－ICSI後の培養成績を比較検討した結果もお示しす

る．またAZF（azoospermia　factor）c欠失患者のmicro－TESEにおける精子回収率とICSI結果についても供覧
したい．

　本シンポジウムでは現在の手術手技とチームとして精子回収から顕微授精そして胚移植まで一一貫して行う姿勢と

現在までのmicro　TESEにより回収した精巣精子の妊孕能に関して様々なデータを示す予定である．
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S5－4．特殊な病態におけるTESE

慎武，下村之人，岩端威之，鈴木啓介，佐藤
八木　宏，新井　学宋　成浩，岡田　弘
猫協医科大学越谷病院泌尿器科

両，小堀　善友，

　顕微授精（ICSI）技術の確立・普及によって，男性不妊症の多くの症例で受精妊娠が可能となり，従来は絶対

不妊とされていた無精子症においても精巣精子採取術（TESE）により挙児を得ることが可能な時代となった．通

常，射精障害や閉塞性無精子症に対してはConventional　TESE（c－TESE）が，非閉塞性無精子症に対してはMicro－

dissection　TESE（MD－TESE）が施行される．

　1992年にc－TESEが，1998年にMD－TESEが報告されて以降，我が国でも徐々に症例が蓄積されてきており，

現在では実に様々な背景をもつ患者に対してTESEが施行されている．本シンポジウムでは，下記のような‘特

殊な病態’に対して施行したTESEについて，その特徴と成績を検討したい．

①脊髄損傷患者におけるTESE

　男性脊髄損傷患者では多くの症例で射精障害や造精機i能障害などの合併症を伴う．射精障害に対しては，ASAP

massage（Ampullary，　seminal　vesicular　and　prostate　massage）や電気刺激によって射精が誘発可能な場合があ

るが，一般的に得られる精子の質は悪く，生殖補助技術（ART）によっても妊娠に至らないことがある．また，

これらの方法によって射精できない場合もあり，TESEの適応となる．これまでに当科で施行した脊髄損傷患者に

おけるTESEについて，他の精子採取法との成績比較を中心に検討した．

②両側停留精巣を伴う無精子症に対するTESE

　停留精巣が精細胞数の減少ないしは造精機能の低下に寄与することはよく知られており，現在では早期の固定術

が推奨されている．男性不妊外来において，精巣固定術の既往のある無精子症患者にはしばしば遭遇する一方，固

定術を受けていない両側停留精巣を伴う無精子症患者に遭遇することは稀である．過去に両側精巣固定術と同時に

TESEを施行した10症例について検討し，晩期の固定術の意義について考察した．

③Cancer　survivorの無精子症に対するTESE

　がんに対する集学的治療の進歩によって，多くの患者ががんを克服することができるようになったが，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などを引き起すこととなる．小児がん患者の80％以上ががん

を克服していると推定され，Cancer　survivorがますます増えると予測される昨今，これまでに当科で施行した

TESEの成績について検討した．

　TESEを受ける患者背景も多種多様の中，特殊な病態について情報を共有することは重要である．本シンポジウ

ムでは，これら3つの病態におけるTESEについて振り返り，今後の方向性を考えてみたい．
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S6－1．男性不妊の遺伝学的要因

宮本　敏伸

旭川医科大学産婦人科

　今日，日本の最も深刻な社会問題の一つとして間違いなく少子化問題が存在する．しかしながら，その背景とし

て日本では不妊症カップルが増加傾向にあることは一般にはあまり認識されていないのが現状である．現在日本で

は，約10から15％のカップルが挙児希望をもちながら不妊に悩まされている．今日までの体外受精，顕微授精さ

らにはTESE－ICSI法に代表される不妊治療のめざましい進歩により，不妊治療の成果は着実に進歩が認められる

ものの，男性不妊症特に精巣内にすら成熟精子を全く有してない，いわゆる非閉塞性無精子症は現在でも不妊治療

の大きな壁となっており，有効な治療法が確立されていないのが現状である．多くの患者が遺伝学的な素因を示唆

されているものの，今なお，その原因のほとんどは明らかにされていない．

　2003年，私はその遺伝子変異により減数分裂停止に起因する無精子症を引き起こす新たな遺伝子，ヒトSYCP3

を同定した．私はマウスをもとにヒトSYCP3遺伝子を単離し，組織学的に減数分裂停止による無精子症と診断さ

れた患者から同意を得て血液からDNAを抽出し，　mutationを検索した、結果，解析された18名の患者のうち2

名においてSYCP3遺伝子上最も重要と思われるcoiled　coil　domain内の同部位に1塩基のアデニンのdelitionを

検出し，この変異によりframe　shiftがおこり，早期にstop　codonが出現し，不完全なcoiled　coil　domainを形成

していることが判明した．さらに私はこのdelitionをもつ配列を発現ベクターに導入し，蛋白を抽出しprotein－

binding　assayを施行し，本来coiled　coil　domainが有する蛋白結合能が全く失われていることを明らかにし，ヒ

トY染色体上のAZF領域以外で初めて，無精子症の原因遺伝子を同定した．特筆すべき点はこのSYCP3はヒト

12番染色体上に位置している点である．ヒトSYCP3は当時ではAZF領域以外で同定された世界で最初の無精子
症原因遺伝子である．以上の研究成果により，私はヒト常染色体上にも多数のヒト無精子症原因遺伝子が存在する

と確信し，今日まで研究を行ってきた．

　これまで新たなヒト無精子症原因遺伝子としてヒトMEI1，　MEISETZ，　PARP－2，　UBR2，　HORMADI，　SPATA

17，SEPTINI2など多数の遺伝子の同定に成功してきた．

　さらに，最近ヒトSCOSの原因遺伝子としてヒトPlk4（Polo－like　Kinase　4）遺伝子の同定に成功したので報告
する．

略　歴

1993年3月
1993年4月
1995年4月
1997年3月
1997年4月
1998年3月
2000年3月
2002年4月
2003年3月
2009年6月
2010年6月より

旭川医科大学医学部医学科卒業，医師免許証取得

旭川医科大学大学院医学研究科入学

長崎大学医学部原研遺伝学講座（新川詔夫教授）へ国内留学（2年間）

旭川医科大学大学院医学研究科卒業，医学博士

旭川医科大学病院産婦人科医員

日本学術振興会海外特別研究員として米国NIHへ留学（2年間）

Visiting　Fellowとして米国NIHへ留学（2年間）（NIH留学は合計4年間）

旭川医科大学病院産婦人科医員

旭川医科大学医学部産婦人科学講座　助教

旭川医科大学医学部産婦人科学講座　講師

北海道大学大学院医学研究科客員准教授を併任する．現在に至る．

受賞歴

1．2013年度日本産科婦人科学会学術奨励賞　2014年4月

2．第66回日本産科婦人科学会総会，優秀演題賞　2014年4月
3．北海道生殖医学会学術講演会最優秀演題賞　2014年2月

4．第59回日本産科婦人科学会グッドプレゼンテーション賞，日本産科婦人科学会，2007年04月

5．第15回（平成17年度）武見奨励賞受賞，公益信託武見記念生存科学研究基金，2005年04月

6．世界体外受精会議記念賞，日本受精着床学会，1997年07月
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「配偶子形成メカニズムの解明」

S6－2．精子形成とCell　Junction

千葉　公嗣，江夏

神戸大学腎泌尿器科

徳寿，岡田　桂輔，藤澤　正人

　精細管にはSertoli細胞と精細胞が存在し，隣接するSertoli細胞同士は基底膜近くでTight　Junction（TJ）を

形成する．TJは精細管をBasal　compartmentとAdluminal　compartmentに分け，血液精巣関門（BTB）を構成

する．成熟する精細胞はBTBを超えて内腔側に移動し，　Pachytene期以降の減数分裂と，減数分裂後の形態変化

（Spermiogenesis）はAdluminal　compartmentでおこる．この間，精細胞はAdherens　Junction（AJ）によりSer－

toli細胞に付着し，十分に成熟したのちに精細管内腔に放出される（Spermiation）．このように，　Sertoli細胞間あ

るいはSertoli一精細胞間のcell　junctionは精子形成に重要な役割を果たしており，この領域における当教室での知

見につき報告する．

①精巣におけるPodocin，　Nephrinの発現

　当教室ではTJ構成蛋白としてClaudinを中心とした研究を行っているが，近年，腎糸球体スリット膜タンパク

であるPodocin，　NephrinがBTBに発現していることが報告されている．

　ラット培養Sertoli細胞，および18週齢ラットの精巣を実験に用いた．　Podocin，　Nephrinはvitro，　vivoとも

に発現が確認された．免疫染色では精細管基底膜近傍に発現が認められ，BTBに発現している可能性が示唆され

た．精子形成不全モデルとしてシスプラチン（CDDP）を投与したところ，両タンパクの発現低下と局在の乱れが

みられた．さらに，腎においてこれらの発現を安定化させるCandesartanを追加投与すると，　CDDP投与による

発現低下と局在の乱れが改善された．

②RA－GEF－2ノックアウトマウスと精子形成不全

　低分子GTP結合タンパクRap1の活性化因子の一つであるRA－GEF－2のノックアウト（KO）マウスが雄性不

妊を呈したため，その詳細を検討した．

　オスRA－GEF－2　KOマウスは絶対不妊ではないが，正常メスマウスと交配させると，妊娠率と産仔数が有意に

低値であった．精巣は萎縮しており，精巣上体精子はOligoasthenozoospermiaの像を呈していた．正常マウスで

は精細管の内腔側にRA－GEF－2が発現していることより，　RA－GEF－2のAJへの関与が示唆された．そこで，精

巣におけるAJ関連タンパクの発現を検討したところ，　KOマウスにおいて，　N－cadherinの発現の低下と局在の乱

れが認められた．本KOマウスの雄性不妊の原因の一つとして，　AJの機能不全によりSpermiogenesisが完成す

る前にSpermiationがおこることが考えられた．

略　歴

2001年

2002年

2008年

2011年

2011年

2012年

2014年

神戸大学医学部　卒業

兵庫県立加古川病院泌尿器科

神戸大学附属病院腎泌尿器科　医員

神戸大学大学院医学研究科　修了（博い第2220号（神戸大学））

神戸大学附属病院腎泌尿器科　特定助教

神戸大学附属病院腎泌尿器科　助教

Scott　Department　of　Urology，　Center　for　Reproductive　Medicine，　Baylor　College　of　Medicine
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S6－3．卵胞発育を制御する新たな局所因子一C－type　natriuretic　peptide（CNP）

佐藤　可野

聖マリアンナ医科大学産婦人科

　マウスのDNAマイクロアレイを用いたトランスクリプトーム解析により，　cGMPを産生するグアニルシクラー

ゼのうち卵丘細胞に強発現するものとしてnatriuretic　peptide　receptor　2（Npr2）が同定された．そのリガンド

であるnatriuretic　peptide　precursor　type　C（Nppc）遺伝子産物であるC－type　natriuretic　peptide（CNP）はマ

ウス卵巣において頼粒膜細胞より分泌され，卵丘細胞のNPR2受容体に結合してcGMPの産生を促すことで，後

期胞状卵胞の減数分裂停止を維持する（Zhang　et　al．　Science　2010）．

　これまで，卵胞内に存在する減数分裂再開抑制機構として，穎粒膜細胞より産生されて卵胞液中に分泌される卵

成熟抑制因子（OMI：oocyte　maturation　inhibitor）が，卵丘細胞を介して減数分裂再開を抑制することが示され

てきたが，その正体は同定されていなかった．我々は，CNPがOMIであることを突き止め報告した（1（awamura

et　al．　Hum　Reprod　2011）．

　CNPはNPR2のグアニルシクラーゼ活性によりcGMPを産生し，卵子内cAMPレベルを高値に維持すること

で減数分裂再開を抑制しているが，LHサージ後は急激に低下する．　cGMPは2次卵胞の発育を促進するという報

告があることから，我々は，CNPはOMIとしての役割に加え，卵胞発育を制御する作用を持つと考え，一連の研

究を行った．

　マウス2次卵胞の穎粒膜細胞におけるCNPとその受容体であるNPR2の局在を確認したところ，どちらも発現

を認めた．頼粒膜細胞の培養系において，CNPはcGMP値を濃度依存性に増加させた．マウス2次卵胞の単一・卵

胞培養および幼若マウスから採取した卵巣の器官培養では，CNPはFSHと同等の卵胞発育を促進する作用を有

し，卵巣重量を増大させた．さらに，マウスにCNPを腹腔内投与したところ，卵胞が発育して卵巣重量が増加し，

引き続くhCGの投与により多数の排卵数が認められた．　CNPにより排卵誘発を行い排卵された卵子を用いて体外

受精を行ったところ，正常な受精率・胚発育率を示し，胚移植にて正常な産仔を得られた．

　CNPは減数分裂の再開抑制作用に加え，　cGMP産生を介して2次卵胞の発育を促進した．今後は，　CNPを標的

とした卵胞発育不全の病態解明やCNPを用いたFSHに対するpoor　responderの卵巣刺激などへの応用が期待さ

れる．

略　歴

平成20年3月

平成20年4月

平成21年4月

平成22年5月
平成23年10月

日本大学大学院卒業

国立成育医療センター研究所　研究員

聖マリアンナ医科大学産婦人科　研究員

スタンフォード大学産婦人科　研究員

聖マリアンナ医科大学産婦人科　研究員　現職
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S6－4．　DNAメチル化による卵子特異的インプリントの確立機構

尾畑やよい

東京農業大学バイオサイエンス学科

　ほ乳類の生殖細胞形成過程で生じる卵子および精子特異的なエピジェネティック修飾（インプリント）は，受精

後の胚発生過程で父母アリル特異的な遺伝子発現をもたらす．インプリントを欠如した受精卵は妊娠初期で致死と

なることから，インプリントは哺乳類の生殖細胞が獲得すべき必須の機構といえる．インプリントの分子機構とし

てはDNAのメチル化が不可欠なことが明らかにされてきており，　DNAメチル基転移酵素DNMT3Aおよびその

補酵素DNMT3L（DNMTs）はインプリント領域に精子あるいは卵子特異的なDNAメチル化修飾をもたらし，

受精後，このインプリント領域のメチル化はDNMT1により維持され，片親性遺伝子発現を制御することが証明

されている．

　これまでに私たちの研究グループでは，マウス非成長期卵母細胞においてDNMTsは発現しておらず，インプ

リント領域も非メチル化状態であること，卵母細胞成長過程にDNMTsが発現し始めるとインプリント領域が卵

子特異的にメチル化され始め，成長後期には高メチル化されることを明らかにしてきた．これらの事実から，マウ

ス卵母細胞では，DNMTsの存在（発現量）によって，メチル化インプリント獲得が制御されているのではないか

と推察された．そこで，私たちは，卵母細胞で内在性のDNMTsが発現するよりも早期にDNMTsを高発現する

トランスジェニック（Tg）マウスを作製し，このTgマウスの卵母細胞におけるメチル化インプリントの確立を

解析した．

　本シンポジウムでは，Tgマウスの解析結果を紹介させて頂くと共に1）12），そこから考察されるインプリントの

確立機構について言及する．

1）Hara　S，　Takano　T，　Ogata　M，　Yamakami　R，　Sato　Y，　Kono　I二〇bata　Y．（2014）：Establishrnent　of　a　Conditional

Transgenic　System　Using　the　2A　Peptide　in　the　Female　Mouse　Germline．　J　Reprod　Dev．60，250－255

2）Hara　S，　Takano　T，　Fujikawa　T，　Yamada　M，　Wakai　T，　Kono　T，　Obata　Y．（2014）：Forced　expression　of　DNA

methyltransferases　during　oocyte　growth　accelerates　the　establishment　of　methylation　imprints　but　not　func－

tiollal　genomic　imprinting　Hum　Mol　Geηe亡23，3853－3864．

略　歴
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1999年
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2010年

東京農業大学大学院農学研究科博士後期課程　修了　博士（畜産学）

群馬大学遺伝子実験施設（現　生体調節研究所生体情報ゲノムリソースセンター）助手

東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科　講師

同　准教授（現在にいたる）
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S7－1．着床や流産と関与する子宮内膜脱落膜化過程におけるコルチコステロイ

　　　　ド・レチノイドシグナル経路

黒田　恵司

順天堂大学産婦人科

　ヒトの妊娠において，子宮内膜が脱落膜細胞に変化（脱落膜化）した後に，受精卵が着床し妊娠が成立する．一

般的に受精卵の約30％が着床前に喪失され，更に30％が着床直後に淘汰される．また更に妊娠後10－20％が，妊

娠初期に流産する．妊娠女性の2－5％に3回以上繰り返す流産（習慣流産）を認め，2011年度厚生労働省不育症

研究班の報告でも，習慣流産の半分以上が未だ原因不明である．また体外受精で形態学的良好胚を子宮内に移植す

ると30－50％に妊娠が成立するが，複数回子宮内に良好胚を移植しても妊娠しない反復着床障害に関しても，そ

の多くが原因不明である．着床は受精卵だけでなく子宮内膜との局所での相互作用が重要であるが，体外受精が一

般的な不妊治療となった今日，受精卵の研究は進んできたが，子宮内膜とその後の脱落膜細胞の研究は未解明な点

が多い．

　子宮内膜は子宮Natural　killer（NK）細胞から放出される様々なサイトカインにより，新生血管を形成し受精卵

の着床や妊娠の維持を行っている．また受精卵に対する子宮の受容性は，T細胞を介した免疫応答も関与する．　T

細胞は産生するサイトカイン，IL2，　IFN一γなどを産生し細胞性免疫を誘導するTh1細胞と，　IL4，　IL13などを産

生して液性免疫を誘導するTh2細胞に分類され，これらを制御性T細胞はIL17を産生し制御している．正常妊

娠では胎児・胎盤を攻撃するTh1細胞が減少し，　Th2細胞が優位になり妊娠が維持されると考えられている．

　一方で子宮内膜間質細胞の子宮NK細胞の異常高値が，反復した妊娠不成立や流産の一因となると考えられ，グ

ルココルチコイドの投与により子宮NK細胞を抑制し，妊娠初期流産を予防することが報告された．我々は，ヒト

子宮内膜のin　vi亡roの脱落膜化過程において，不活性型グルココルチコイドであるコルチゾンをコルチゾールに

活性化する酵素，11βHSDIの著明な発現を認め，着床部位でコルチゾールが生成されることを報告した．更にそ

の結合受容体の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）の遺伝子ネットワークの

存在も明らかにした．11βHSD1の発現低下とそれに伴うコルチゾール合成の低下により，　GRを細胞表面に持つ子

宮NK細胞の制御不足が反復した妊娠不成立と関与していることがわかった．一方でMRを通して，レチノイド

（ビタミンA）代謝経路が制御されることを明らかにした．レチノイドは細胞分化や免疫応答を制御する脂溶性ビ

タミンであり，妊娠初期における受精卵から胎児への発育において重要な働きがある．これまでの研究成果と共に

報告し，子宮内膜における着床や流産の新たなメカニズムについて検討する．

略　歴
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2013年

順天堂大学医学部卒業，順天堂大学　産科婦人科学教室入局

産科婦人科　舘出張　佐藤病院

東京女子医科大学　第二生理学教室に国内留学

順天堂大学　産科婦人科　助手

日本産科婦人科学会　産科婦人科専門医

順天堂大学大学院　医学博士課程　学位授与，順天堂大学　産科婦人科　助教

日本産科婦人科内視鏡学会　産科婦人科内視鏡技術認定医

イギリスImperial　College　London　Hammersmith　Campusへ留学

イギリスThe　Division　of　Reproductive　Health，　Clinical　Science　Research　lnstitute，　University　of

Warwickへ留学
日本生殖医学会　生殖医療専門医

順天堂大学　産科婦人科　准教授

現在に至る
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S7－2．子宮内膜間質細胞の脱落膜化と腺の成熟におけるcAMPシグナル仲介因子

　　　　EPACの役割

吉江　幹浩

東京薬科大学薬学部内分泌・神経薬理学教室

　妊娠の成立には，受精卵の胞胚への発達と子宮内膜の成熟による胞胚受容能の獲i得が不可欠である．子宮内膜で

は，胞胚の着床を受け入れるために卵巣ステロイドや様々な生理活性物質の調節下において内膜間質細胞の脱落膜

化と内膜腺の形成・成熟化が起こる．これら子宮内膜の変化に関する分子メカニズムには未だ不明な点が残ってい

るが，細胞内セカンドメッセンジャーであるcAMPによるプロテインキナーゼA（PKA）の活性化が関与するこ

とが明らかとなっている．内膜間質細胞は，脱落膜化とともにインスリン様成長因子結合タンパク質1（IGFBP－1）

やプロラクチン（PRL）を産生し，敷石状の形態へと変化する．これらの変化は，　in　vitroにおいて卵巣ステロイ

ドだけでなく，cAMP誘導体等を内膜間質細胞に処置することでも起こる．また，内膜腺細胞は，着床との関係

が示唆されている白血病抑制因子（LIF）やプロスタグランジン（PG）E2を産生するが，この産生機構にもcAMP

シグナル伝達経路が関与する．

　cAMPによるシグナル伝達経路はその多くがPKAを介した作用として報告されているが，1998年にPKAとは

異なるcAMPシグナル伝達仲介因子としてExchange　protein　directly　activated　by　cAMP（EPAC）が同定され

ている．EPACは，　cAMPグアニンヌクレオチド交換因子であり，低分子量Gタンパク質Rap1を活性化する．

しかしながら，子宮内膜におけるEPACの役割とPKAを介するcAMPシグナル伝達経路との関係については不

明である．そこで，本研究では，cAMPシグナル伝達経路が中核的な役割を担う内膜間質細胞の脱落膜化と内膜

腺の成熟過程におけるEPACの生理的意義について検討した．

　ヒト初代培養内膜間質細胞を用いた検討では，EPACアゴニストの処置が，　PKAアゴニストや卵巣ステロイド

の処置により誘導されるPRLとIGFBP－1の発現を相乗的に増加させ，さらに敷石状の細胞への形態変化も促進し

た．その一方でEPAC1，　EPAC2またはRaplの発現をsiRNAにてノックダウンすると，これらの発現上昇と形

態変化が阻害された．また，我々は，EPAC2のノックダウンにより発現が減少する因子としてカルレティキュリ

ン（CRT）を同定しており，　CRTの発現をノックダウンしても脱落膜化マーカーの発現と形態変化が抑制された．

さらに，EPAC2やCRTのノックダウンにより老化細胞様の特徴を示す知見を得た．

　ヒト内膜腺細胞株を用いた検討でも，EPAC2によりCRTの発現が調節されていることが確認された．さらに，

EPAC2またはCRTのノックダウンは，　cAMPアナログにより誘導される着床関連因子LIF並びにシクロオキシ

ゲナーゼ2の発現とPGE2の産生の克進を抑制した．

　以上，EPACが内膜間質細胞の脱落膜化と腺の成熟に関わる重要な因子であることが見出された．本シンポジ

ウムでは，EPACを介したcAMPシグナル伝達経路と内膜間質細胞の脱落膜化，並びに内膜腺細胞の成熟に伴う

着床関連因了・の産生との関係について考察し，妊娠成立の機構におけるEPACの生理的役割について概説したい．
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S7－3．子宮内膜症の子宮内膜幹細胞を通した理解

升田　博隆’2），Gargett　Carolinei’，　Kjiana　Schwab1｝，丸山　哲夫2），吉村　泰典2〕，

田中　　守2｝

i’The　Ritchie　Centre，　Monash　lnstitute　of　Medical　Research，2慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

【目的】子宮内膜症（内膜症）の病因として，正所性子宮内膜細胞の腹腔内逆流により発生するという逆流月経説

（移植説）があり，臨床的にも動物実験でも証明されている．しかし，具体的にどのような子宮内膜細胞が内膜症

を形成するかは，未だ不明である．我々はこれまで，内膜症と子宮内膜幹／前駆細胞（内膜幹細胞）の関係を示唆

する現象を報告し，内膜症が内膜幹細胞により発症するという仮説を提唱してきた．そこで本研究の目的は，内膜

幹細胞の腹腔内逆流により内膜症が発生する可能性を検討することとした．

【方法】同意の得られた内膜症患者18名（内膜症患者群）と内膜症のない卵管結紮手術患者14名（健常者群）に

対して，月経2～3日目に腹腔鏡手術を行い，末梢血，月経血，腹水を採取した．末梢血は手術直前に静脈より採

取し，月経血は手術直前に子宮腔内と膣内から吸引により採取した．また，腹水は腹腔鏡手術開始直後にダグラス

窩及び膀胱子宮窩から吸引により採取した．末梢血では赤血球除去操作により分散細胞を得た．月経血と腹水は，

酵素処理と濃度勾配法を用いた細胞の分散処理と赤血球除去を行った後に，CD45磁気ビーズによる白血球除去操

作も行い分散細胞とした．それぞれの分散細胞に対して，Colony　Forming　Unit（CFU）Assayと，フローサイト

メトリーを用いた内膜幹細胞マーカー発現解析を行った．

【結果】内膜症患者群は，軽症子宮内膜症（rAFS分類1・II期）が12例，重症子宮内膜症（III・IV期）が6例で

あった．末梢血では内膜症患者群と健常者群ともに子宮内膜問葉系幹細胞マーカーであるW5C5陽性細胞と子宮

内膜腺上皮前駆細胞マーカー（EPM）陽性細胞は存在しなかった．月経血では，　CFU　assayにて両群に有意差を

認めず（P＝0．58），W5C5の陽性率（P＝0．13）やEPMの陽性率（P＝0．48）も両群で有意差を認めなかった．一

方，腹水でもCFU　assayは両群に有意差を認めず（P＝O．61），腹水量自体に有意差はない（P＝O．41）ものの，腹

水中の細胞生存率（P＝O．02）とW5C5陽性率（P＝O．005）およびEPM陽性率（P＝o．03）に関しては内膜症患者

群において有意に高かった．

【結論】内膜症患者群と健常者群における月経血中の内膜幹細胞の出現率に有意差が無いにも関わらず，内膜症患

者群の月経期腹水には健常者に比べ内膜幹細胞が有意に多かった．よって，内膜症患者の腹腔内では，内膜幹細胞

を排除できないことにより，内膜幹細胞を介した内膜症発症の機会を高めている可能性が示唆された．
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S7－4．プロゲステロンによる子宮内膜の機能調節と着床

廣田　　泰

東京大学産婦人科

　受精卵の成長・成熟に並行して子宮内膜は胚受容能を獲得し，胚は子宮内膜に接着し着床が成立する．この子宮

内膜の胚受容能獲得において，エストロゲンとプロゲステロンという2つの卵巣ホルモンが重要な役割を果たして

いることは周知の事実である．特にプロゲステロンは「妊娠ホルモン」とも呼ばれるように，着床に必要な子宮内

膜の機能分化における中心的因子である．プロゲステロンは核内受容体であるプロゲステロン受容体（PR）を介

して，着床期の子宮内膜における遺伝子発現を転写調節しているが，このプロゲステロンの作用経路には未だ不明

な点が多い．プロゲステロンによる子宮内膜の機能分化と着床を検討するには，マウスを用いた実験系は極めて有

用である．我々はこれまでに，PRコシャペロンFKBP52のノックアウトマウスにおいて子宮におけるプロゲステ

ロン機能が低下しプロゲステロン依存的に着床が障害されることを示してきた．FKBP52はTPRドメインを介し

てHsp90と結合してPR複合体の立体構造を安定化させ，プロゲステロンとPRとの結合を強化する．　FKBP52が

欠損するとプロゲステロンとPRの結合能が低下するため，　PR機能は維持されるもののかなり低下した状態とな

るが，プロゲステロン大量投与によりPR活性が回復する．　FKBP52ノックアウトマウスは正常に排卵するものの

着床不全となり，プロゲステロン補充により着床が救済され，さらにプロゲステロン補充が十分でないと流産して

しまうが，プロゲステロン大量投与で妊娠は維持され分娩に至る．本シンポジウムでは，子宮内膜のプロゲステロ

ン反応性が低下したFKBP52欠損マウスを用いた研究から得られた知見として，（1）子宮内膜の胚受容能獲得に

重要な子宮内膜の機能分化におけるプロゲステロン経路の関与，（2）プロゲステロン誘導性因子galectin－1の同

定とその流産予防効果，（3）子宮体部と子宮頸部という解剖学的な違いによる着床のしやすさ・しにくさという点

に着目して検討した，microRNAによるPRとプロゲステロン代謝酵素の発現調節を介したプロゲステロン・シグ

ナル制御と子宮内膜の機能分化の関連，について紹介する．
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S8－1．不妊相談へのきっかけから現在まで

浜崎　京子

三秀会中央クリニック

　不妊の方々と関わるようになって20年以ヒ，今のクリニックで不妊相談電話相談を開始してからも，やがて

20年になろうとしています．

　今回このようなシンポジウムで発表する機会を戴き今まで私がどのような考えを基に，何をやってきたのか，改

めて考えてみたいと思いました．

　相談を開始した当時から考えますと不妊治療そのものも，また社会の不妊に対する考えや，受け止め方も大きく

変化したと思います．20年前に産科から不妊治療へと飛び込んだのは，その頃関わった不妊の方々のいろいろな

思いを受け止めることができないかと考えたからです．今のように相談する場所も機会もなく，一人で思い悩んで

対処してきたという話しを聞きますと，治療の現場では何の対応もできていないのだなと切実に思いました．

　メンタルケアの重要性を現在は誰もが口に致しますが，当初の私はメンタルケアというよりは普通に治療につい

て患者さんが説明を受け，治療の中での不安や疑問，迷いや悩みを吐きだした上で，納得して治療を進めて貰いた

いと思っただけです．

　ある方が「治療をして貰えるだけでラッキーです．不満など言えません」とおっしゃいましたので，「本当にそ

れで良いの？」と問いかけたことを覚えております．その後に妊娠が成立し，その方は「本当は辛かった．話しを

聞いて欲しかったけど誰に相談して良いか判りませんでした」と話してくれました．

　医療に携わる私達が患者さんと向き合い話しを聴くことは，何も不妊の現場だけではありません．しかし当時の

不妊治療の現場ではそれが大きく欠けていたのだと思います．ですから何も特別なことを考えた訳ではなく「話せ

る場と時間」を作ろうと思ったのです．さらに専任で対応できるスタッフが必要と考えました．もちろん話しを聴

けばそれで良い訳ではなくカウンセリングの理論スキルを学ぶことも大切です．また不妊検査や治療についての

医学的知識もしっかりと学び，かつ医学的知識を判りやすく説明するスキルも必要です．初診時のアナムネに始ま

り検査や治療開始時，問題が発生した時，ステップアップを考える時，いつでも相談の窓口を開いておくことが信

条です．私の場合には初診前の受診の是非の電話相談を受けた時から，関係を築くことを心掛けています．他の施

設を受診される相談の場合も，治療の大まかな流れや注意点などをお話ししています．

　このようにして20年近くこの業務に携わってきた中で多くの方と出会い，教えを戴き，得られたことが沢山あ

ります．それをご紹介し，今後に繋げられたらと思っております．
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S8－2．治療中の悩みとカウンセリング

菅谷　典恵

はらメディカルクリニック

　不妊治療中の悩みには

①治療に直接関係する悩み

②治療から派生する悩み
がある．

　①には医学的な話題が挙げられる．この部分に関しては，臨床心理士の立場ではごく一般的な内容で触れること

しかできない．ただ，複雑なプロセスを具体的な患者自身の予定に沿って説明したり，一般的なトピックを紹介し

たりと，治療への理解につなぐことには尽力したいと考えている．

　しかし患者がカウンセリングの場で求めるのは，医学的な問題だけではなく，こうした話題を通して「自分の希

望が見えるかどうか，一緒に探してほしい」ということである．

　ここに②の話題が登場する．

　患者の視点はしばしば将来に向きがちである．しかし，未来は考えても明確につかむことはできず，不安が高ま

る要因となる．ここで大切なのは，今の生活をサポートすることである．ストレスを軽減し快適に通院してもらう

ことが我々の職務だと考える．

　まずは患者の「今のニーズ」を掴むことから始めなければいけない．次周期のスケジュールを一緒に確認したい

のか，夫の非協力的な態度を何とかしたいのか，気持ちを切り替える方策を知りたいのか，などである．

　患者自身が「今のニーズ」を良く分かっていない場合もある．もやっとした悩みの心理的負担は大きいので，解

決策を共に探っていく．この作業がすでにカウンセリング的関わりである．日常の心の動きの振り返りとなるから
である．

　そのような中で「自分のネガティブな考え方を変えたい．どうすればポジティブになれるか？」といった発話が

良く聞かれる．ネガティブは悪で，ポジティブが正義というものでもないが，不明確だからこそ，自分の将来を

考えるとどうしても悲観的になっていく傾向があるのも真実である．

　そこで当院において，そのような希望に応えられるように「考え方の歪みを直しストレスとうまく付き合うトレー

ニングプログラム」をスタートした．いわゆる「認知行動療法」である．

　私たちはみな自分なりの価値観で物事を見ている．1つの事象があった時，それをどのように認識するかは，そ

の価値観によって大きく異なってくる．自分の思考の癖に気付き，必要のないストレスを排除していこう，という

取り組みである．

　このセオリー・・一一・・と，自分の行動・思考を記入するワークシートを利用し，自己の考え方の癖を直し，ラクに生きて

いく方法を身に付けるものである．最終的な目標は，治療にまつわるストレスともうまく付き合うことができるよ

うになり，快適に通院していただくことである．

　プログラムを受けた方には概ね好評であり，治療に通いながら自らの生き方を見直すことができるという点にお

いて，カウンセリングがクリニックの付加価値となることを目指したい．

略　歴

【資格】

【履歴】

臨床心理士

生殖心理カウンセラー

東京女子大学卒業

放送大学大学院文化科学研究科臨床心理プログラム修了（心理学修士）

茨城県不妊専門相談センター　カウンセラー（2005～2010）

石渡産婦人科病院　カウンセラー（2006～2010）

はらメディカルクリニック　カウンセラー（2010～）

他に精神科，スクールカウンセラー，企業内カウンセラーなど

日本生殖医療心理カウンセリング学会評議員

アート・ナースアカデミー世話人
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S8－3．不妊治療中止のカウンセリング

平山　史朗

東京HARTクリニック

　本講演では，治療の中止・終結を考えようとする不妊患者に対して，家族や医療者を含む周囲の人々にも，患者

自身にも信じられているがゆえに，治療終結を困難にしてしまう“神話”を取り上げ，治療終結期の患者対応につ

いて考えたい．

神話①「治療をやめるには気持ちの切り替えが必要」

　治療を終結する時点で，子どもを望む気持ちに整理をつけ，そこからは子どもがいない人生を前向きに生きるこ

とが重要であるというものである．しかしながら，不妊症治療というのは妊娠への期待がなければ継続できない．

子どもを望みながら，同時に子どもを望む気持ちを断つ作業を行うのは難しい．無論長期治療患者は単純に続けて

いれば妊娠できると楽観的なわけではなく，もう子どもは得られないかもしれないと思いながらも，わずかな希望

を捨てずに治療を続けている．治療をやめて子どもをあきらめるということは，心に抱いてきた想像の赤ちゃんと

別れる，喪失体験である．大切な人を亡くした遺族がその直後に気持ちが整理できていないのと同様治療をやめ

たからといってすぐに子どもへの気持ちがなくなるわけではない．

神話②「子どもに代わる生きがいが見つかればやめられる」

　子どもを持つことを人生の大きな目標としてきた不妊患者にとって，子どもをあきらめることは生きがいの喪失

といえる．しかし，子どもに代わる生きがいといわれても，それ以外の人生は想定していなかったのだから，当然

すぐに見つけることは難しい．仕事，趣味，いろいろ考えてみても，どうしても子どもほど大切に思えない．そう

なると「やっぱり子どもを」となってしまい治療を続けなければならなくなる．

神話③「子どもがいなくても悲しくないことが不妊の受容」

　子どもなしでも前向きで幸せな人生を歩んでいる人は，子どものことで悩みや悲しみを感じることはないと考え

がちである．すると子どもにこだわっている自分には「そんなことはできない」と感じてしまう．しかし実際に不

妊症治療後に満足した人生を歩んでいる人であっても，子どもが授からなかった悲しみは消えるものではなく，む

しろその悲しみを抱えながらも自分の人生に満足しているというのが現実的な姿であろう．

神話④「今治療をやめてしまうと，将来後悔する」

　自身の不妊体験について後悔するかどうかは，過去に何をどれだけしたかではなく，過去をどのように捉えるか

により決定されることを理解する必要がある．さらに，「後悔してはいけない」という思考そのものがその人を苦

しめることになる．

　これらの“神話”にはある種の真実が含まれており，“正しくない”考え方ではない．しかしながら，患者と共

に治療の中止・終結の道をたどる援助者は，これらの神話が患者にどのような影響を与えているかについて理解す

る必要がある．そして本当に大切なのが，治療を終結した後の生き方であるということも忘れてはいけない．

略　歴

1993年

1997年

1998年

2001年

2002年

2013年

広島大学教育学部心理学科卒業

広島HARTクリニック　心理カウンセラー
米国サンディエゴのThe　Center　for　Reproductive　Psychologyにて不妊症患者に対する心理カウン

セリングの研修

厚生科学審議会生殖補助医療部会委員

東京HARTクリニック　臨床心理士
厚生労働省不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会委員

《資格・役職》

日本生殖医療心理カウンセリング学会　副理事長

日本家族心理学会　理事

臨床心理士，シニア生殖心理カウンセラー，家族心理士
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S8－4．不妊治療開始時のカウンセリング

　　　　初診時に看護師が行う新患カップルへの対応

久保島美佳

蔵本ウイメンズクリニック

　不妊治療開始時とは，不妊を疑い治療を始める時期を示すが，今回，狭義ではあるが当院の初診時における不妊

治療開始時のカウンセリングについて述べたいと思う．

　2013年の初診患者は，926組で平均不妊期間は3．3年，妻の平均年齢は35．4歳であった．その内，演者が担当し

た患者は279組で，一般不妊治療希望188組（平均年齢35．0歳），ART治療希望63組（平均年齢37．4歳），相談

希望が28組（平均年齢37．8歳）であった．当院の初診時の妻の平均年齢は2000年が31．2歳に対し，2013年は35．4

歳と約4歳上昇し40歳以上の患者は，201名（20％）であった．年齢の上昇に伴い妊孕率の低下が危惧されるカッ

プルは，自分達に適した治療の選択肢についての相談を希望するが，一般不妊治療やART治療を希望して来院す

る患者にも様々な背景がある．一般不妊治療の患者には，「検査結果を聞いて，治療法を考えたい」「単身赴任中」「流

産後のショック」「ダイエットで無月経」「卵巣嚢腫術後」「16歳から双極性障害」等があった．一方，ART患者

の中には，「無精子症」「抗精子抗体強陽性」「準広汎子宮頸部切除術後」「乳癌治療後」等，様々な背景があった．

　不妊治療は，治療の非選択により生命の危険に直面するものではなく，有効性や安全性も患者の背景や年齢によっ

て異なる．また適切な治療であっても必ずしも成功が保障されない不確実性を伴う医療である為，不妊治療開始に

は患者カップルの納得した自己決定が必要である．不妊に対する知識の確認や来院目的，患者の希望，これまでの

経過や治療に対する思いを傾聴し，患者の思いを整理する助けが必要で「聴く」ことを真摯に行い，患者が必要と

する情報を提供し，適切に生殖医療チームへ連携を行うことが重要である．また不妊治療の長期化は心身の変調を

もたらすこともあり，予め年齢やAMH等の卵巣予備能に沿った見通しを説明すると共に仕事との両立，経済的側

面等，現実的な問題と向き合い，心身の健康を保持しながら，ライフステージにあった治療の選択ができるよう相

談対応をする．不妊治療の開始時にどこまでの治療をいつまで行うかを患者に十分に考えてもらう教育指導を行え

ば，治療の最後も患者自身が決定することを可能とする．そのため当院では，初診時にまず看護師が対応し，一般

不妊治療希望の場合は30分，ART希望の場合は60分の看護師対応の枠を取っている．対応する看護師は，不妊

治療に関するト分な知識と技術を身に付けた3年以上の不妊症看護の臨床経験を有する看護師が対応し，現在，初

診時対応看護師は9名（平均勤続年数11年）である．不妊治療開始時のカウンセリングには，患者が「語れる場」

と「時間」が必要であり，それを支援する「人材」の「聴くスキル」と「アセスメント能力」「提供される知識や

情報の充実」が必要である．患者カップルが今後の不妊治療において見通しを立て治療開始できるよう，納得した

自己決定を支援することが看護師の行う不妊治療開始時のカウンセリングにおいて重要であると考える．

略　歴

1987年　　　　　　　九州女子大学付属衛生看護専攻科卒業

1987年～1991年　　労働福祉事業団総合せき損センター勤務

2001年～　　　　　　医療法人蔵本ウイメンズクリニック勤務

【認定】

不妊症看護認定看護師（日本看護協会），生殖医療コーディネーター（日本生殖医学会），体外受精コーディネーター

（NPO法人日本不妊カウンセリング学会）．
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S9－－1．真実告知　秘密，虚偽，自己開示の心理学からの考察

小泉　智恵

国立成育医療研究センター研究所

　現在，特に日本の社会状況では，非配偶者間生殖医療によって生まれた子どもたちは，生まれる前から血のつな

がりの秘密を背負わされている．しかし，その「秘密」は，その子どもの「秘密」である以上に，「家族の秘密」で

あり，子どもたちは，自分たち，そして家族と，二重の「秘密」を背負わされている（南2007）．

　心理学では一般に，秘密を共有することは親密な関係を形成する効果がある（丹羽2010）．その一方で，秘密を

知らない者に対しては，秘密に関連する話題を避けたり（太幡2006），うそをつく際に軽微な表情変化や身体反応

も生起したり（廣田2000），不自然なコミュニケーションが増加する．秘密を保持していると精神的ストレスが強

く，秘密を他者に開示すると抑うつが軽減し，心身の健康度が高くなる（Pennebaker1986；片山1996）．

　精神医学においても「秘密をもつこと」は，「秘密を知らぬ者」との間に自他の境界を設定し，秘密を共有する

者に連帯感を作り出し，知らぬ者に対して排他作用を発揮するとしている（多田2008）．家族で秘密をもつことは，

家族関係の歪みや家族病理をもたらすことがあり，機能不全家族の特徴の1つとして挙げられている（ブリエル
1999）．

　上述より，家族内の一部のメンバーが秘密を持つことや，家族全員が共通の秘密を抱えることは，各々の心理に

対してメリットよりデメリットの方が多いと言える．

　次に，真実を開示する要件について考える．自己開示によって信頼感，信頼関係が深まる効果がある（宮崎2011）

反面，非開示者の反応が否定的な場合に自己意識が低下することも報告されている．開示するか否かは，開示者側

の要因，開示者と非開示者との関係性や状況によって左右される．例えば，開示者が自身の否定的な面に注意を向

けやすいと自己受容が低くなり，それによって開示するときに否定的な面に注目してしつこく語りやすくなり不適

切な自己開示になる（高野2011）．DIの親調査では，親が不妊を受容していると，真実告知しようと考える傾向

がある（Salter－Ling　2001）．打ち明けた相手との間の信頼関係が強いときには自己開示が促進されるが，打ち明

けた相手との関係に悪影響の恐れがある場合には自己開示は抑制される（榎本1997）．開示によって両者とも傷つ

くと予測される場合，相手との間に積極的に壁を作り一定の距離をとってふれあいを回避する傾向がある（福森

2006）．開示内容が社会的に望ましくない場合，自ら進んで開示するより尋ねられて開示する傾向があり，開示後

の安堵感，自尊心が低く，不安感が高い（熊野2002）．

　以上から，非配偶者間生殖医療における真実告知の要件として，親側の不妊経験の受容，親子の深い信頼関係の

形成，社会的には非配偶者間生殖医療に対する認知形成とスティグマの減少が指摘される．非配偶者間生殖医療に

より出生した子どもの福祉を支えるために，社会全体で長期にわたり取り組むべき課題である．

略　歴

1999年

1999－2001年

2000－2010年

2001－2005年

2005年

2006年

2007－2012年

2013年～

博士（心理学）取得（白百合女子大学大学院）

日本学術振興会特別研究員

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

臨床心理士資格取得

生殖心理カウンセラー資格取得

国立成育医療研究センター病院育児心理科心理療法士

現職
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S9－2．提供配偶子により出生した児とテリングー不妊当事者・親の立場からの思

　　　　い一

清水　清美121

1城西国際大学看護学部，2すまいる親の会事務局

　「すまいるi親の会」とはAIDで親になることを検討している・AIDで親になった人の自助グループで，2003年

設立しました．主な活動は，AIDで親になることを検討しているカップルへ情報提供を目的とした勉強会の主催

AIDで親子になった家族間の交流の場を提供しています．

　本会が設立した10年前は，AIDに関する情報がほとんどありませんでした．お互いの気持ちを聞きあう茶話会

スタイルで始まった会でしたが，次第にAIDの研究者や研究者，　AIDで親になった人や生まれた人を国内外から

招聰して，「家族をつくるとはどういうことなのか」「どのようにすれば，AIDによる家族づくりでも，より良い

家族を作る事が出来るのか」，真摯に取り組むようになりました．

　私がこの10年間親になる方々に看護者として，また不妊当事者として接してきて感じることは，不妊カップル

は決して安易な気持ちでAIDを選択していないということ，生まれてくる子どもには誠実でありたいと思ってい

ることです．しかしながら，「Telling」という行為だけを切り取ってみると，そこには親の「告知したくない」，

子どもの「告知してほしい」という各々のニーズが対立している構造になっていることも現実です，親にとって

「Telling」がなぜ困難を伴うものであるのか？　その打開策はあるのか，参加のみなさんと共に考える機会になれ

ば幸いです．

略　歴

城西国際大学　看護学部　教授

社会保険船橋中央病院に助産師として勤務した後，東京医科歯科大学大学院・保健衛生学研究科（助手），2006年

より国際医療福祉大学・小田原保健医療学部看護学科（講師・准教授）を経て，2013年4月より現職．自身の不

妊体験から不妊症カップルのケアをテーマに調査や研究を実施フィンレージの会　スタッフ，すまいる親の会

事務局を担当．主要著書「Family　building　AID一家族になるということ一」「わたしのものがたり」
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S9－3．非配偶者間人工授精治療における告知と出自を知る権利～医師の立場から

久慈　直昭

東京医科大学産婦人科

　非配偶者間人工授精（Artificial　lnsemination　with　Donor’s　Semen，以下AID）に使用される精液は，現在我が

国においては匿名の提供者から得られている．またAIDを希望して病院を受診する夫婦の約半数は，無精子症を

診断した医療機関，および当院での告知を勧める説明を受けてもなお，現在のところ子どもにAIDで生まれた事

実を話さないと意思表明している．

　一方海外の多くの国同様我が国でもAIDで生まれた事実を偶然知り，その結果告知を受けないでいたことに

悩み，また提供者の情報を求める人たちが存在する．このように匿名で行うAID治療には，それが多くの不妊夫

婦に一定の福音を与えていることは事実であるとしても，いくつかの問題点がある．

　出自を知る権利を認めることは，これらの問題の一部を解決するが，それだけではAIDのもつ問題点を解決す

るには不十分であることが海外での経験から示されている．そもそも，出自を知る権利を認めたどの国においても，

すべての親が子どもにAIDの事実を伝えているわけではない．告知を受けなければ，子どもは出自を知る権利を

訴えることさえできない．また子どもの知る権利が，様々な面で提供者のプライバシーを守る権利と衝突すること

になるため，運用方法を注意深く考えなければ提供者の減少や質の低下を招く恐れがある．

　さらにもし出自を知る権利を認めた場合，これまで匿名でなされた治療にまでそれは適用されるのか，という問

題が出現する．これまで匿名性から非匿名にシステムを変更したどの国も，匿名時代に行われた治療に関してはこ

どもの出自を知る権利を認めない立場であった．しかし匿名性時代に行われたAIDに関しても，子どもの出自を

知る権利を認めようという法案が昨年7月に議会で討議されたオーストラリア・ビクトリア州の例が，現実にこの

ことが問題となりうることを示している．

　これに加えて，我が国ではAIDなど第三者がかかわる生殖医療における親子関係を規定する民法の規定が存在

していない．従って法的には，匿名性を廃止することにより子どもによる提供者への認知請求や，提供者による子

どもの親権要求が法的には起こりうる．

　本講演では，提供者の権利と，子どもの出自を知る権利を最大限に尊重し，どのように健全な配偶子提供の枠組

みを作っていくか，その道筋を考察してみたい．

略　歴

学歴：1982年

職歴：1982年

　　　1987年

　　　1988年

　　　1993年

　　　2001年

　　　2014年

慶雁義塾大学医学部　卒業

慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室入室

米国オクラホマ大学留学（昭和62年12月まで）

総合荻窪病院出向

慶雁義塾大学助手（医学部産婦人科学）

慶雁義塾大学専任講師（医学部産婦人科学）

東京医科大学産婦人科教授

所属学会 日本産科婦人科学会（代議員）・日本生殖医学会（常任理事）

日本受精着床学会（評議員）・日本卵子学会（常任理事），他

専門分野 不妊症・生殖医学

主たる研究分野 非配偶者間人工授精治療に於ける告知・出自を知る権利

ART由来児の長期予後の研究

精液からのHIVウイルスを含む感染粒子の除去
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シンポジウム9

「提供配偶子により出生した児とテリング」

S9－4．諸外国におけるドナー・リンキングをめぐる動き

仙波由加里

桜美林大学加齢発達研究所・スタンフォード大学FSI　visiting　scholar

　日本では1949年に，はじめて提供精子を使った人工授精（AID）で子どもが生まれ，以来，この技術で生まれ

てきた人が日本国内だけでも1万人以上いると言われている．近年，顕微授精技術の向上などに伴って，AIDの

実施施設数も実施件数も減少傾向にあるが，それでもなお，日本国内で年間100名前後の子どもがAIDで生まれ

てきている．そして海外では，1990年代頃から，ドナー情報や自分と同じドナーから生まれた生物学的につなが

りのあるきょうだいを知りたい，と声をあげるAID出生者がでてきている．

　日本でもAID出生者たちが，2005年にドナー・オフスプリング・グループ（DOG）という当事者組織をたちあ

げ，ドナー情報を得る権利をもとめて活動を続けている．そしてグループのメンバーの中からも，AIDで出生し

たことを実名で公表する人たちもでてきており，2014年5月にはこのDOGのメンバーたちが，自分たちの経験を

つづり，書籍にして出版している．書籍の中では，成人後，AIDで生まれた事実を突然知り，隠されていたこと

への怒りや，親子関係にも亀裂が出来てしまったこと，これまで築いてきたアイデンティティが壊れ，精神的にも

苦しいこと，遺伝的な情報が欠けているために，医療受診で不安を覚えること，近親婚の可能性がある等，当事者

ゆえの不安や懸念を提示し，ドナー情報を得られないために抱える問題を一般社会に投げかけている．

　ドナー情報がまったく入手できない状況において，生物学的につながりのある者をさがすことはたやすくない．

それでも諸外国では，提供配偶子で生まれた人やドナーが，インターネットなどを通じて情報を交換し合い，ドナー

番号や出生時期，出生地などの共通性をたよりに，DNA鑑定を通して生物学的なつながりの有無を確認し，実際

にドナーや同じドナーから生まれた人を探し当てるといったケースも出てきている．そこで，本報告では，諸外国

のとくにAIDで生まれた人たちがドナーや生物学的なきょうだいを探すために行っているドナーリンキング（ジェ

ネティック・リンキングとも言われる）という取り組みに焦点をあて，まずこれを実施している次の3つの組織に

注目し，ドナーリンキングの現状を報告したい．1つ目の組織はAID当事者によって米国で立ち上げられたNPO

組織で，現在世界でも最大のAID当事者組織といえるドナー・シブリング・レジストリーである．2つ目の組織

は2010年からオランダ政府から助成を受け運営されているオランダのフィオム（Fiom）という組織である．そし

て3つ目は英国で2004年に設立され2013年3月に閉鎖されてしまったが，やはり英国保健省からの助成で運営さ

れていた英国のUKドナーリンクという組織である．そして，この3つの組織の活動を参考に，ドナーリンキング

の有効性と課題を提示したい．

略　歴

2003年

2003年～2005年

2005年～2008年

2008年～現在

2009年～現在

2012年～現在

現在，

とる．

聖路加看護大学，

早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程　修了（博士　人間科学）

お茶の水大学CEO，　F－GENS（ジェンダー研究のフロンティア）ボスドク

International　Consumer　Support　for　Infertility（iCSi）ボードメンバー

桜美林大学加齢発達研究所　客員研究員

スタンフォード大学　フリーマンスポグリ研究所　客員研究員

桜美林学園アメリカ財団　ボードメンバー

　神奈川県立衛生看護学校，晃陽看護栄養専門学校　看護学科等で非常勤講師として教鞭を
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O－OO1　クリニックレベルでの子宮内膜ポリープに対する子宮鏡用スネアを用いた切除術

○北村　誠司D，佐藤　仁美1），大西　雅子D，花田麻衣子］’，与那嶺正行2），菅原　かな21，村越　行高L’［，呉屋　xe－L’｝，

　宇都　博文2｝，吉田　宏之Z），杉山　　武2、

　1）荻窪病院虹クリニック，2医療法人財団荻窪病院産婦人科

【目的】クリニックレベルでの子宮内膜ポリープに対する子宮鏡用スネアを用いた切除術の評価【背景】有茎性の子宮内膜

ポリープにクリニックで遭遇した際に子宮鏡先端で剥離・切断が試みられることもある．結果，切除出来ない症例はTCR
に進むことになる．総合病院でのTCRの所要時間は，最短で半日から2日と考えられる．そこで子宮鏡用スネアを用いた
子宮内膜ポリープ切除術をクリニックで行う症例を経験したので，その有用性を検討した．【症例】（1）37歳挙児希望の

方．子宮鏡検査にて15mmの内膜ポリープ様tumorを確認した（茎部は5mm）．スコープ先端で茎部の剥離・切断を試み
たが不可．1カ月後も同様であった．十分な説明と患者さまの同意のもと，LINスネアを用いて子宮鏡（HYF－XP）下にtumor
を切除し，検体もスコープ抜去と同時に排出された．その1カ月後のfollow－up　HFでは，茎部の残存も認められなかった．

（2）39歳，挙児希望の方．体外受精での融解胚移植前の子宮鏡検査にて15mmの内膜ポリープ様tumorを確認した（茎部
の幅は薄いが長さは10mm程度）．スコープ先端で茎部の剥離を試みたが，不可であった．患者さまの希望もあり，荻窪病
院産婦人科でTCRの予定となった．【考察】（1）子宮鏡先端による茎部の剥離・離断が困難な有茎性の子宮内膜ポリープで，

TCRにより1－3分で切除終了してしまう症例はクリニックでの子宮鏡用スネアを用いた子宮内膜ポリープ切除術は有用と
考えられた．（2）症例2の様に長いか太い茎部にはスネアを掛け難い症例もあり，無理は禁物と思われた．（3）切除はスコー

プ先端も利用した絞掘切断であり，手技に慣れが必要と思われたs【結論】有茎性の子宮内膜ポリープに対するクリニック

レベルでの子宮鏡用スネアを用いた切除術は，症例を限定すれば非常に有用であると考えられた．

O－002　外来で施行する軟性子宮鏡検査の有用性に関する検討

○長谷川　徹V，鎌田　泰彦1），大丸　奈月2｝，刀禰美那子2），桂　　由美2｝，久保光太郎］），酒本　あいV，松田　美和P，

　小谷早葉子1），中塚　幹也3），平松　祐司D

　D岡山大学医学部産科婦人科，2）岡山大学病院，3）岡山大学保健学研究科

【目的】当科外来で施行している径3．8mmの子宮ファイバースコープによる検査（HFS）の有用性につき，後方視的に検討
した．【方法】不妊症や不育症，月経異常などの精査を目的に当科を受診した患者のうち，ll1例に説明と同意のもとにHFS

を月経終了直後に施行した．そしてHFSの検査結果と患者の診療情報との関連につき解析を行った．【成績】HFS施行患者
の年齢は35．0±5．0歳（mean±SD）で，うち未産婦が89例（80．2％）であった．主訴は，過多月経34例（30．6％），不妊69
例（62．2％），反復流産35例（31．5％）など（重複有）であった．なお前医で子宮腔内病変を疑われ，当科を受診したのは65

例（58．6％）であった．1｛FS結果は，異常なし38例（34．2％），粘膜下筋腫24例（21．6％），子宮内膜ポリープ33例（29．7％），

アッシャーマン症候群15例（13．5％）など（重複有）であった．HFS前に超音波画像診断（US）は全例に施行されており，

感度80．8％，特異度57．9％で，14例（12．6％）はHFSでのみ異常を認めた．子宮卵管造影法（HSG）は52例で同時期に施
行されていたが，感度50．0％，特異度83．3％であり，17例（32．7％）はHFSでのみ異常を認めた．さらに当科初診時まで

に子宮腔内病変を指摘されなかった不妊症27例中14例（70．0％）において，HFSで何らかの異常所見を認め，うち6例に
対して子宮鏡下手術が施行された．HFSの合併症は，検査後の強い気分不良3例，検査継続困難な疾痛1例であり，子宮穿
孔等の重篤な合併症はなかった．【結論】HFSは頸管拡張などの前処置が不要で，痔痛などの患者負担も少ない．またHFS
の施行により初めて得られる情報も多い．特に原因検索のために腹腔鏡下手術を予定する不妊症症例においては，術前に施
行する意義の高い検査と考えられた．

0－003　子宮後壁に責任病変を有した帝王切開癩痕症候群例

○谷村　　悟1），中島　正雄D，舟本　　寛D，石川　博士2｝，生水真紀夫2）

　D富山県立中央病院産婦人科，2）千葉大学大学院医学研究院生殖医学

【はじめに】私たちは帝王切開癩痕症候群において，子宮創部陥凹性癩痕からの出血が子宮内腔に貯留することにより続発

性不妊となることを報告してきた．そのため出血点は帝王切開時の子宮創部癩痕である前壁から側壁にかけて存在すると考

えていた．しかし経験症例が50例を越えた段階で，直接の切開部ではない後壁に病巣が存在する症例を2例経験した．こ
のような報告は他になく，本症候群の原因推定に役立つと思われるため報告する．【症例1】前壁に目立った陥凹を認めない

ものの，排卵前に血液が貯留した例．子宮鏡下に後壁の血管拡張部を薄く切除したところ以後止血し，自然妊娠した．【症
例2】腹腔鏡下に癩痕切除・修復手術を行ったが，術後に排卵前出血が持続した例．子宮鏡下に後壁の小ポリープ状病変を

切除したところ自然妊娠に至った．【結語】帝王切開廠痕症候群の病巣が子宮前側壁切開部のみだけでなく，後壁にもあり

得ること明らかにした．2例とも後壁病変を子宮鏡下に切除することにより，早期に妊娠した．このような報告は他にない

が，癩痕部の慢性炎症が周囲組織に波及したことや，帝王切開時に何らかの理由で後壁に損傷を与えたことが原因と推定で
きる．本研究は患者の同意を得，当院倫理委員会で承認済みである．



144（302） 日生殖医会誌　59巻4号

O－004　当院で施行した流産手術についての検討

○逸見　博文1），東口　篤司1），金澤　朋扇1），奥河　朱希1），齋藤　　学2），長澤　邦彦2’，板橋　詠子2）

　DI（1（R札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科，2）KKR札幌医療センター斗南病院婦人科

【目的】流産後に子宮腔癒着や内膜菲薄化が生じる可能性があるが，その頻度についての報告は少ない．我々は2004年から
現在まで，当院で稽留流産治療目的に流産手術を施行した症例について検討を行ったので報告する．【方法】子宮内に胎嚢

が確認された後に稽留流産と診断され子宮内容除去術を施行した97例を対象とした．手術は経腹エコーで観察しながら，

初めに胎盤鉗子で大部分の子宮内容物を除去した後にキュレッテージを施行せずに，サクションで遺残内容物を吸引したサ

クション群60例と，サクション導入以前の時期に愛護的にキュレッテージのみ施行したキューレ群37例について，術後血
中hCG値が正常化した後に子宮鏡を用いて術後子宮腔癒着の有無，および経膣超音波を用いて排卵期の子宮内膜厚を測定
した．子宮内膜非薄化は排卵期の子宮内膜厚7．Omm未満であった場合と定義して検討した．統計学的有意差はカイニ乗検
定で行った．【成績】術後セカンドルック子宮鏡検査で13．6％（n＝59）の症例に子宮腔癒着を認め，癒着の程度は内膜性癒

着4例，筋性癒着4例，結合組織性癒着0例であった．術式別の子宮腔癒着率はサクション群15．4％（n＝39），キューレ群
10．0％（n＝20）であり有意差はなかった．既往手術回数別の子宮腔癒着率は1回3．6％（n＝28），2回29．4％（n＝17），3回

20．0％（n＝10），4回以ヒ16．7％（n＝6）であった．なお，術後子宮内膜非薄化率は0％（n＝60），0％（n＝37）であり，1

回群と2回群に有意差を認めた（P＜（OD5）．【結論】今回の検討ではサクション群とキューレ群の術後癒着率に有意差はな

かったが，いずれの術式においても術後子宮腔癒着がおきることがあることから，手術操作は着床環境を考慮して愛護的に
行い，また，術後にセカンドルック子宮鏡検査を行うことが望ましいと思われる．

O－005　子宮中隔，Asherman症候群，粘膜下筋腫，流産の経頸管手術における4つの工夫

○東口　篤司1），逸見　博文D，齋藤　　学2），長澤　邦彦2），板橋　詠子2｝

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

［目的］子宮中隔，Asherman症候群，粘膜下筋腫，流産の経頸管手術をスムーズにおこない，術後着床障害を起こさない
ようにするために我々が独自におこなっている下記1）～4）の手術手技の工夫を紹介したい．［方法］子宮中隔，Asherman
症候群では，切開，剥離範囲を客観的に見定め，完全な切開，剥離が達成できるよう1）術中子宮腔造影をおこなっている．

また手術後の子宮腔（再）癒着を予防するためにその子宮の大きさと形に合わせて作製した2）シリコンプレートを子宮腔

に装着している．粘膜下筋腫では，従来の捻除鉗子は支点から作用点が長く内子宮口が支障になって鉗子を十分開くことが

できず大きな粘膜下筋腫を保持できないのに対して3）支点から作用点まで6cmの捻除鉗子を作成し，大きな筋腫でも容易
に保持できるように工夫している．流産では，術後の子宮内膜非薄化の可能性を減らすため我々は掻把ではなく吸引を用い

ているが，金属など固い素材の吸引哨管では子宮穿孔の可能性が常に危惧される．そこで子宮穿孔の可能性を少なくするた
めに4）先端が柔らかいシリコン製の吸引嘱管を開発した．これらはICを得て施行した．［結果］子宮中隔，　Asherman症

候群に対する術中子宮腔造影，シリコンプレート装着は2000年以来51例におこない子宮中隔では63．2％，Asherman症候
群では56．0％の生産率だった．粘膜下筋腫に対する支点から作用点まで6cmの捻除鉗子は2000年以来160例におこない
平均手術時間は24．7分でほぼ全例で健常内膜の欠損のない，きれいな捻除が達成できた．流産手術における先端が柔らかい

シリコン製の吸引哨管は2009年以来30例におこない，術中トラブルはなく，術後着床期に7mm未満に内膜が菲薄化した
症例は1例もなかった．［考察］術中子宮腔造影，シリコンプレート，支点から作用点まで6cmの捻除鉗子，先端が柔らか
いシリコン製の吸引騰管は有効性，安全性に優れた手技であり広く応用されることが期待される．

O－006　頚管妊娠のメソトレキセート局注療法における新しい手技の可能性一子宮鏡下にメ
　　　　　　ソトレキセートを直視下に局注した症例の経験から一

○中山　　毅），俵　　史子2）

　DJA静・岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，2）俵IVFクリニック

【目的】頚管妊娠の薬物療法におけるメソトレキセート（MTX）の投与法には，全身療法と局所療法がある．局所療法は治療効果が高く，

総投与量も少ないことから有害事象が起こりづらいというメリットがある．一方で手技に比較的熟練を要し，確実な投与が困難であること，

出血のリスクといったデメリットもある，今回子宮鏡（硬性鏡）を用い直視下にMTXを投与し，経過良好であった症例を経験したので報
告する．

【経過】35歳，0経妊0経産．体外受精，凍結胚移植で妊娠成立．頚管妊娠の疑いにて紹介．初診時6週3日，子宮頚管に14mmの胎嚢あり．

児心拍，流産兆候はなし．血中hCG値は5700mlU／ml．保存的に経過をみるも胎嚢は増大し，児心拍も確認血中hCGも16000mIU／mlま

で上昇したため薬物療法の方向とした．この際に子宮粘膜下筋腫における子宮鏡手術の際に，硬性鏡（オリンパス社）の電極挿入部からエ

ラスター注入穿刺針（八光，21G）を挿入し，ピトレッシンの局注を行った経験もあり，十分なインフォームドコンセントを実施した上で，

子宮鏡一ドに局注を実施した，7週0日，7週2日の時点で，静脈麻酔下にMTX37．5mgを2度にわけて局注，子宮鏡所見では頚管前壁に付着

する胎嚢像を認め，容易にMTXを局注することができた（手術時間は13分，8分）．その後血中hCGは順調に低下し，9週3日の時点で310

mIU／mlまで低下．一方で頚管内に4cm程度のrf［t腫像も認めたため，全身麻酔下に子宮鏡下切除を実施．手術時間36分，出血2g．術後2

週の時点で血中hCGは陰転化し，またMTXによる副作用も認めなかった．

【考察】頚管妊娠に対して子宮鏡を行う場合，異常出血のリスクや灌流液による薬物の希釈の恐れがある．本症例では異常出血のエピソード

もなく，またMTXを局注後は順調にhCGの低下をみた．子宮鏡が頚管妊娠に対する新しいMTXの局注の手技となる可能性が示唆された．
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O－007　当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出後の妊娠予後に関する検討

○長谷川純子D，渡辺　　正D，湊　　敬廣2），宇賀神智久P

　1］NTT東日本東北病院，21東北大学病院

【目的】当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠予後と妊娠に影響する因子について後方視的に検討した．【方法】2010

年1月～2013年7月の期間に子宮筋腫で腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行した231例中，挙児希望を有し，術後1年以上経過
観察が可能であった68例を対象とした．また，妊娠群と非妊娠群の年齢，手術時間，出血量，摘出筋腫総重量，摘出筋腫
個数最大筋腫径，内膜破綻例の割合，R－ASRMスコアについて検討した．【成績】術後に32例（47．1％）が妊娠し，その

うち，28例が自然妊娠，4例はIVFで妊娠した．転帰は，流産4例，生児出産23例で，5例は妊娠継続中である．分娩方
法は23例全てが帝王切開で，子宮破裂は発生しなかったが，1例に癒着胎盤を認めた．術中所見を確認できた症例中1例に
腹腔内癒着を認めたが，それ以外の症例に腹腔内癒着や子宮筋層菲薄化は認めなかった．妊娠群と非妊娠群を比較すると，
手術時間（189．3±71．2vs　198．8±51．5），出血量（157．9±162．2　vs　192．0±176．0），摘出筋腫個数（3．3±2．4　vs　4．3±29），摘出

筋腫総重量（137．4±85．9　vs　134．1±82．0），最大筋腫径（64．1±15．9　vs　61．1±18．1），内膜破綻例の割合（9．3％vs　5．6％）に有

意差を認めなかったが，年齢（34．6±4．3vs　36．9±4．5，　p＜0．05）とR－ASRMスコア（3．8±9．5　vs　20．8±34．1，　p〈0．05）に有

意差を認めた．【結論】腹腔鏡下子宮筋腫核出術は，術後に約半数が妊娠し周産期予後も比較的良好であり，妊孕性を改善
させる方法として有用である．

O－008　不全中隔子宮に対する子宮鏡下子宮腔形成術後の妊娠成績に関する検討

○宮崎　恭子D，平木　宏一V，井上　統夫1），北島　道夫D，藤下　　晃2），増lll奇　英明1）

　1長崎大学産婦人科，2）済生会長崎病院産婦人科

【目的】不全中隔子宮に対する子宮鏡下手術後の妊娠成績を明らかにする．【対象および方法】平成8年10月から平成26年

6月まで，当科において中隔子宮に対する子宮鏡下手術は31例で，不全中隔子宮が28例，完全中隔子宮が3例であった．
不全中隔子宮の術後観察期間が96ヵ月以上の25例を対象にした．これら25例を原発不妊，続発不妊，反復流産に分け妊
娠成績を検討した．子宮鏡下中隔切除術は全身麻酔下に全例に腹腔鏡を併用し，腹腔内の観察と術中監視を行った．【結果】

不全中隔子宮は25例で，原発不妊が8例，続発不妊が4例，2回の流産既往が5例で，3回以上の流産既往があるものは8
例であった．25例すべてについて手術後の追跡調査を行った．卵管因子，排卵障害，免疫因子，男性因子などの不妊因子が

共存するものについては，ARTを含め積極的に不妊治療を行った．原発不妊8例中4例（50％）が妊娠し，うち3例が生
児を獲i得し，生産率は38％であった．続発不妊4例中2例（50％）が妊娠し，生産率も50％であった．反復流産の13例
中排卵障害はあるが治療を中断している1例を除いた12例は全例で挙児を獲得した．挙児を獲得した17例の延べ24分娩
の分娩様式は，経膣分娩が13例（54％）で帝王切開が11例（46％）であった．帝王切開術の適応は，子宮鏡手術で子宮穿

孔のあった1例を除いた10例では，既往帝王切開が5例，骨盤位2例，前置胎盤1例，常位胎盤早期剥離1例，分娩停止1
例であった．【考察】反復流産を有する不全中隔子宮に対する子宮鏡下子宮腔形成術は有用である．

0－009　完全中隔子宮に対する子宮鏡下手術の新しい試み一頸部中隔切断の有用性一

○安康真由香，佐藤　健二，升田　博隆太田　邦明，宮崎　　薫小川　誠司，佐藤　　卓，内田　　浩，浜谷　敏生，
　丸山　哲夫，末岡　　浩，田中　　守

　慶雁義塾大学病院産婦人科

【緒言】中隔子宮とは，左右のミュラー管が正常に癒合したものの，中隔の吸収不全により中隔が残存してできた奇形である．

不育症に中隔子宮を合併した場合はf術適応とされてきたが，最近では中隔子宮を合併した原因不明不妊症に対しても手術適
応となりうる可能性が報告されている．中隔子宮に対しては，Jones手術やTompkins手術などの開腹手術が行われてきたが，

現在では低侵襲であることから子宮鏡下手術が標準治療となっている．完全中隔子宮に対する従来の子宮鏡下手術では，体部

中隔の一部を開窓して体部中隔のみ切断し，頸部中隔を残存させる方法が一般的である．今回新しい試みとして，体部中隔だ

けではなく，頸部中隔切断を同時に施行した症例について考察する．【方法】症例は38歳0経妊0経産，不妊精査目的に当院
を受診した．精査の結果，膣中隔および完全中隔子宮を認め，不妊原因精査も兼ねて腹腔鏡併用下に子宮鏡下中隔切断術を施

行した．手術は生理食塩水を膀胱とダグラス窩に注入した上で経腹超音波下に観察するThree　contrast法を用いて監視した．

はじめに電気メスで膣中隔の中央部を切断した．左右外子宮口が露出された時点で左外子宮口より左子宮腔にヘガールを挿入

したまま，左右外子宮口の中央に存在する頸部中隔の中央部を切断した．ヘガールを抜去して中隔切断を連続的に子宮底部ま

で延長し，体部中隔を切断した．【考察】昨年提唱されたESHREの分類に拠れば，本症例はU2bCIV1（完全中隔子宮＋頸部
中隔＋縦走非閉塞性膣中隔）となる．従来の頸部中隔を残し，体部中隔のみ切断する方法では，子宮穿孔のリスク上昇に加え，

残存した頸部中隔のため帝王切開の可能性が上昇する可能性が報告されている．今回採用した頸部中隔から体部中隔を連続し

て切り上げる方法は，体部中隔開窓時の子宮穿孔のリスクがなく，より簡便で安全な中隔切断を可能にした．
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O－010　子宮鏡下子宮中隔切除術を施行した13例の妊娠転帰の後方視的検討

○丸山　哲夫，宮崎　　薫，太田　邦明，三木　史恵，小川　誠司，各務　真紀，升田　博隆，佐藤　健二，田中　　守

　慶礁義塾大学医学部産婦人科

【目的】流産の頻度が最も高いとされる中隔子宮に対して，子宮鏡下子宮中隔切除術（TCR－S）の有用性を支持する報告は

多いが，前向きなランダム化比較試験（RCT）による正確な検証はなされていない．本研究では，このようなRCTを当科
で行うことが可能か否かを検討することを目的として，当施設倫理委の承認のもと，TCR－S施行例における妊娠転帰を後
方視的に調べた．【方法・成績】平成19年5月～25年7月の間にTCR－Sを同一施術者により施行した13例（年齢35．1±4．6，

既往流産回数2．5±1．0）を対象とした．13例中8例に術後の初回妊娠の成立を確認した．うち7例は生児獲得あるいは30
週を越えて妊娠継続中である一方，1例は胎児に心奇形を認めたため20週にて妊娠中絶に至った．術後1年が経過しても妊
娠の成立をみない1例に対しては，現在不妊治療を行っている．残り4例は追跡不可のため妊娠転帰は不明であるが，うち

2例はTCR－S時の年齢が42～43歳であった．また1例は，術後に家庭の事情から性交渉を得るのが難しい状況になったと
のことで終診となった．なお，13例中1例に術中操作では止血困難な出血を認めたため，子宮腔内にバルーンを一晩留置し

たが，輸血もせず入院期間（通常3日間）を1日延長しただけで，その後の経過は順調であった．その他，術中の子宮穿孔
や水中毒，術後の感染や癒着などの合併症を認めた例は無かった．【結論】20週時での妊娠継続を初期流産の回避に成功し

たと見なすと，妊娠例における今回のTCR－Sの初回成功率は100％（8／8）であった．転帰不明例4例を除外したうえで，
非妊娠例1例を不成功例としても，累積成功率は89％（8／9）となる．例数は少ないものの，TCR－Sの低侵襲性を鑑みると，

この好成績を得ている限り，当科ではRCTの実施には踏み切れないことが示された．不育症の総合的な原因検索とそれに

対応した治療・管理がTCR－Sの高い成功率に寄与する可能性についても言及したい．

0－011　単頸双角子宮の両側子宮体部で双胎妊娠が成立した一例

○出原　麻里，佐藤　　剛，松川　　泰，杉浦　真弓

　名古屋市立大学医学部産科婦人科

【緒言】子宮奇形はミュラー管の分化異常によって起こり，その癒合不全の程度により種々な奇形が惹起され，流早産や子

宮内胎児発育不全，胎位異常の原因となりうる．子宮奇形の1つである双角子宮における両側子宮体部での双胎妊娠成立の

報告は少数あるが，その殆どは自然妊娠によるものである．今回，過排卵刺激を併用したAIHにより単頸双角子宮の両側
子宮体部に胎嚢と胎児心拍が確認されたものの，流産となった症例を経験したので報告する．

【症例】36歳，0経妊．以前より双角子宮と右卵巣嚢胞を指摘されていた．3年間の不妊期間の後，挙児希望を主訴に当院を

受診した．当科での精査において，両側卵管通過性，黄体機能を含めた内分泌学的検査，精液検査などには異常が認められ

なかったが，フーナーテストが不良であったためにAIHの方針とし，　recFSHによる過排卵刺激を併用したAIH9周期目に

妊娠が成立した．AIH当日の最大卵胞径は右19mm，左25mmであり左側子宮体部内腔に処理後精子を注入した．　AIH後
21日目に尿妊娠反応が陽性になり，その後両側の子宮体部にそれぞれ胎嚢と胎児心拍が認められた．しかし，9週で左側の，

11週で右側の胎児心拍が停止し，稽留流産の診断となった．両側の子宮内容除去術を施行し，右側子宮体部からの絨毛組織

での染色体検査結果は47，XX＋18であった．
【考察】双角子宮における両側子宮体部での双胎妊娠の症例を経験した．今回の妊娠成立の機序として，子宮頸管を介して

の対側子宮への精子の移動，あるいは腹腔内を介しての対側卵管への精子の移動などが推測された．双角子宮症例の過排卵

刺激を併用したAIHでは，頻度は低いが，両側子宮体部での双胎妊娠が成立する可能性も念頭においた管理が必要である
と考えられた．

O－012　精液検査を希望する男性の現状

○阿部　典子，中野　和馬，助川　　玄，辻　　祐治

　恵比寿つじクリニック

【目的】不妊治療はカップルが同時に開始することが望ましいが，女性側が先に検査を受けることが多いのが実情である．
当院では男性不妊症の早期診断のために精液検査のみの受診を推奨してきたが，今回はその現状を調査した．【対象と方法】

2013年8月から2014年5月までに，精液検査のみを希望して当院を受診した25歳から58歳（中央値40歳）の376名を対
象とし，用紙による質問を行った．内容は，「精液検査を受けるのは初めてか」，「精液検査を希望する理由⊥「既婚か独身

もしくは結婚の予定があるか」，「奥様もしくはパートナーは婦人科を受診しているか」である．【結果】既婚者は275名．

独身者は106名で，そのうち65名は結婚の予定があった．精液検査を受けるのが初めてであったのは344名で，他院で精
液検査を受けたことがあるのは32名であった．精液検査を希望する理由は不妊によるものが最も多く298名で，そのうち226

名は妻が婦人科の検査で異常なしであったため不妊の原因が自分にあるのではないかと考えていた．その他は「奥さんに頼

まれた⊥「知人にすすめられた⊥「結婚前のチェック」などであったが，「不妊の検査は男性のほうが簡単で負担が少ない

から」との回答が41名であった．また，少数であったが「精液検査を婦人科で受けるのは恥ずかしい⊥「プロペシアを内
服していたことがあって心配だから」という理由もあった．【結論】今回の結果から，精液検査希望者においては男性不妊
に対する認識が変化していることがうかがわれたが，社会全体の意識についてはまだまだ低いものと考えられる．不妊治療

における男性因子検査の重要性についてさらに啓発活動を進めなければならない．
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O－Ol3　体外受精治療中の患者を対象とした性生活と日常生活についての意識調査

〇二宮　　睦，斉高　美穂篠田多加子，越光　直子，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，宇津宮隆史
　セント・ルカ産婦人科

【目的】当院では，夫婦が適切に性生活が行われていることを基本とし治療を進めている．性生活はないが，夫婦仲の良さ

を強調する患者がいることから性生活と日常生活に対する夫婦の意識の変化を調査した．【方法】2013年9月～2014年5月
に体外受精治療中の夫婦137組に当院作成の質問紙を配布．回収率，女性78．8％（108名），男性71．5％（98名）．平均年齢，

女性37．7歳，男性39．4歳　【結果】「性生活が少ない」との回答は，女性39．9％，男性2＆6％．理由は，女性「相手が淡泊」

が41．9％，男性「仕事が忙しい」46．4％と最も多く回答した．「自分が淡白」について，男性35．7％，女性32．6％と同じよ

うな結果が得られた．夫婦での対策は，「夫婦仲がよいのでこのままでよい」女性46．5％「夫婦として良くないのでなんと
かしたい」男性43．5％，「特に何もしていない」女性62．8％，男性75．0％．治療以外の性生活は「重要視している」女性41．8％

男性39．1％．一方，「重要視していない」女性33．3％，男性22．7％．「日常生活に満足している」と回答したのは女性53．5％，

男性57．2％．体外受精中の性生活の気持ちは「義務的に感じた」が女性212％，男性18．2％であった．【考察】日常生活に

満足し，治療以外の性生活は夫婦にとって大切なものであるという認識が高かった．男性は仕事が忙しく疲れているため，

女性が相手の状況を理解して性生活が淡白になっていると推察される．一方では，お互いに淡白と思っている傾向もある．

それに対しての工夫は特に行われていないが，男性は少しでも改善できたらと思っている．体外受精治療中は，自由に行わ

れていない状況にあり，治療中も性生活をしてよいことを周知していく必要がある．今後も，定期的に夫婦生活の大切さを
啓蒙し心身共に親密な夫婦関係を保てるように支援していく．

O－014　ART後妊婦からの施設への要望を看護の観点から検討する

○林　　博子，黒田　知子，福田淳一郎，阿部　　崇，坂元みどり，薮内　晶子，奥野　　隆小林　　保，加藤　恵一
　加藤レディスクリニック

【目的】加藤レディスクリニックにおける年間の生殖補助医療（以下ART）治療周期総数は約30，000件，胚移植総数は約12，000

件，うち生児を得ることができるカップルは約3，400組である．当院では周産期予後の把握のために妊娠経過報告アンケー

トを配布している．今回，妊娠中期での回答に対して看護の観点から後方視的に分析を行った．【対象と方法】周産期施設

へ紹介となる妊婦に対して看護師から調査の目的を説明し，妊娠経過報告アンケートを手渡した．妊娠中期アンケートに関

しては，妊娠22週～23週に記入し郵送での返送をもって回収を行った．今回，2013年の半年間に配布した1，416部の経過
報告書のうち返送のあったものは801部（回収率565％）であり，このうち施設に対する要望の記述があった462部を分析
対象とした．【結果】妊娠中期における自由記述の結果（述べ記述数688件）は，1．待ち時間・環境に対する意見52．5％，

2．医療技術・治療方針に対する意見51．0％，3．コメディカルに対する意見23．1％，4．情報提供・相談に対する意見7．3％，

5．心理面に対する意見3．2％，6．費用に対する意見1．7％，7．その他の意見9．7％の7項目に分類された．このうち，医療

技術への感謝の意見が45．8％，次いで待ち時間への要望が43．7％であった．【考察】今回の調査対象者はARTで成功した
妊婦のみに限定されている為，感謝の意見が多い結果となった．しかし，待ち時間の改善を求める声等も同程度認められた．

また，4．情報提供・相談に対する意見や，5．心理面に対する意見に関しては，妊娠中期まで順調な経過を辿ったことから

意見が表面化しなかったとも推測された．本結果から，看護の役割として治療中の健康管理心身のストレス緩和が重要で
あると考えられ，看護師全体の知識向上や，看護ケアの向上の必要性が示唆された．

O－015　治療を諦めた患者の聞き取り調査

○篠田多加子，松元恵利子，手島しおり，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】当院では40歳代で体外受精治療中の患者を対象とし，治療中の孤独感やストレスの軽減を目的としたサポートグルー

プを13年間継続して開催している．今回はグループ8期に参加し，治療終結した患者の気持ちの変化を報告する．【対象・
方法】会の期間中に治療終結を決定した4名（平均年齢44歳）に，事前に当院で準備した質問項目を基に個別に面談を行
い逐語録よりまとめた．【結剰治療終結の個人的な決断要因としては「治療不成功が重なることへのストレス」「高齢」「障

害児出産の不安」「経済的」「身体的」等を挙げていた．会に参加した感想として，時間を共有し気持ちがわかる人に話を聞

いてもらうことで「気持ちが楽になった」と話していた．「会に参加した事で治療期間が長くなったか」の問いに，「長くなっ

たとは思っていない」と語っているが，Aさんは，「治療意欲が増し設定した年齢よりは長くなったが，納得して止めるこ
とができた．気持ちが揺れる期間も必要だった．」と話した．「夫との信頼関係の変化」の問いに，治療をしたことで，以前

よりも増して「かけがえのない存在になった」「さらに絆が強くなった」と全員が同じ様に語っていた．「今，子育てをする

こと」の問いに「イメージできない」「体力的に自信がない」「夫婦二人のバランスが壊れるかも」という自信のなさを語っ

た．今後の不安要因として早期閉経や更年期症状などを挙げていた．【考察】参加者同士が気持ちを認め合い参加している

ことがわかった．それが治療意欲への動機となっていた．医療者側は，会に参加したことで終結の時期を遅らせたと懸念し
ていたが，納得してやめる事が出来ていた．治療を諦めるまでには気持ちの揺れ動く期間も必要である．不妊治療を終えた

としても出産や母になることの憧れや，今後の不安を口にする患者もいることから長期的な視点で心身両面のサポートが必
要である．
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O－016　当院治療中患者の特定不妊治療助成金制度に関する意識調査

○関　こずえ，岡田　清美，後藤　裕子，稗田真由美，河邉　史子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】近年，晩婚化にともない，高齢でのARTの症例数も増加してきている．厚生労働省において来年度より不妊治療の
助成金の交付は43歳以下に制限すると検討されている．今回，当院治療中の患者の特定不妊治療費助成申請の現状を知り，

患者背景を検討した．【対象・方法】当院の体外受精患者の34歳以下50名，35歳から39歳まで50名，40歳以上50名計150
名と，体外受精以外の患者（35歳以上）92名に対し当院作成の質問紙を配布し，その後回収ボックスにて回収したN【結果】

回収率は，34歳以下76％，35歳から39歳まで98％，40歳以上90％，体外受精以外の患者86％であった．当院治療中の
体外受精患者に治療費はどこから捻出しているかを聞いたところ，夫の収入もしくは二人の収入からとの回答が半数以ヒ
あった．中には金融機関から借りて治療に臨んでいる患者もいた．今までに経済的な理由で治療を断念しようと思ったこと
がある人が各群ともに4割いた．現在の助成期間5年間が妥当と思うかの問いに，思わないと答えた方が34歳以h“　68％，35

歳から39歳まで55％，40歳以ヒ45％，体外受精以外の患者46％いた，42歳までの制限について妥当かの問いに対しては，
40歳以上の61％が思わないと答えていた．【考察】自由記述より不妊症治療は最近メディアでも多く取り上げられているが，

卵子の老化や若いうちの教育が必要，もっと不妊について知識を持つ機会があればよいという意見も聞かれた．晩婚化によ
り妊娠・出産はもちろん，治療を開始する時期も遅くなっている．今回の質問紙の自由記述より，治療開始の時期により負

担が増えること，妊娠可能な時期を知らなかった，もっと早くに不妊についての知識を持つ機会があればとの声が多く聞か

れた．いかに女性が将来を選択するにあたって，きちんと自分の体について理解する機会を持てるかが大きな課題だと思わ
れる．

O－017　初診当日に着床障害検査完了希望の遠方患者に対する支援の取り組み

○小野　　瞳

　医療法人三慧会IVF大阪クリニック看護部

【目的】当院では2004年から体外受精反復不成功患者の為に着床障害専門外来を，　2010年には着床障害チームを立ち上げた．

2011年から近畿圏外の患者に限り，全ての着床障害検査を初診当日に終了できることをホームページ（以下HPとする）で
公開し，実施している．現在は専用の申込書をHP上に準備し，予約前に必要書類が揃えば1日のみの来院で全ての検査が
可能となる．これまでの患者支援体制を評価するためアンケート調査を行ったので報告する．【方法】2010年1月～2014年

3月までに初診当日に着床障害検査を希望の患者は128名だった．その中から無作為に抽出した48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の上26項目のアンケート調査を行った．【成績】アンケートの
回収率は333％であった．当院の着床障害外来を知ったきっかけはインターネット検索が100％だった．当院受診前に着床
障害と指摘された時，「原因を知りたいと思った」患者は66％だった．着床検査についての説明を受け「検査を受けてみよ
うと思った」患者は100％だった．検査を受けることを決意した要因として「出来ることは全てしたいと思った」（83％）こ

とが挙げられた．検査を受けることで「治療の手がかりが見つかった⊥「今までと違った治療の提案があった」という理巾
で「着床検査を受けて良かった」と答えた患者は75％を占めた．看護師の電話対応について「わかりやすかった」が41．6％，

「だいたいわかった」が5＆4％という結果だった．【結論】今回の結果では，検査の説明に使用する資料，看護師の対応に関

して「わかりにくかった」という回答はなかったが，今後もHPを随時見直し，患者により分かり易い情報を提示できるよ

うに改善したい．半数以上の患者が「出来ることは全てしたい」という強い思いで来院されている．今後も患者に納得，安

心して受診して頂けるように，より良い支援を目指していきたい．

O－Ol8　コミュニケーション不足の患者カップルへの看護介入の一例

○菅野　伸俊，田中　祐子，吉井　紀子，鈴木　雅美，田中　可子，三箇島睦実，小田原　靖

　ファティリテイクリニック東京

【目的】不妊外来には以前に比べて男性の姿が見受けられるようなった．しかし生殖医療の進歩により性と生殖が切り離さ

れることで，不妊患者カップルの中には深刻なコミュニケーション不足が生じているものもある．今回，挙児希望はあるが
コミュニケーション不足が生じているカップルに対して看護介入を実践したので報告する．【方法】対象は妻A氏40台半ば・

夫B氏40台後半，初診から2年目の平成X年10月から平成X＋1年5月までに本人希望により担当看護師を決めて16回
（夫婦同席3回，妻のみ12回，夫のみ1回）の積極的傾聴を基本とした面談を行った．倫理的配慮として治療時に同意確認
を行った．【結果】初回面談（夫婦）では夫婦それぞれが感じている考えをまとめ，夫婦間に潜んでいる問題を共有した．5

回目（夫のみ）：自分が妻に歩み寄ればよいのではと問題解決策を考えられるようになった．7回目（妻のみ）：夫に対して

自己防衛をしているようだと気づきがあった．9回目（夫婦）：スキンシップの重要さを夫婦で認識できた．13回目（妻の
み）：夫の胚移植への立会いがみられた．14回日（妻のみ）1妊娠判定日（結果は陰性）であり，妻は治療の結果より治療終

結後にも夫婦で暮らしていけるかという不安が強いと発言が聞かれた．16回目（妻のみ）：夫と外出するようになったとの

発言が聞かれた．現在も介入は継続中である．【考察】夫婦の希望で看護師による介入を行い，夫が治療へ参加する場面も
見られたが，問題解決には至っていない．夫婦の来院（面談）回数が異なっていた事が影響を与えたと考えられる．面談内

容の共有を基本として看護師による介入を継続して行ったが，本症例を通し夫へのアプローチ方法や心理職者との連携につ

いて検討していくことの必要性が示唆された．
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O－019　患者が求める胚培養士からの説明一アンケート調査による検討一

○遠藤由紀子，三宅　美夏，小川　　紗．栗原　　恵，三浦加奈代，村山　直人，高橋　具視
　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック

【目的】当院では採卵前に体外受精の流れおよび採卵後5日目に受精卵の成長状況を胚培養i士から患者に説明している．しかし説明に長時

間を要し，待ち時間がかかるため本当に患者にとって役立っているのか，内容理解や説明要求度および改善点を調査すべくアンケートを実

施した．

【対象と方法】2013年1月～2014年6月に採卵もしくは凍結胚盤胞移植を行った患者夫婦140組（280名）を対象とした．当院作成のアン

ケート用紙を妻と夫用の二部手渡し，質問項目は複数回答とした．無記名で当院内に設置したアンケート回収箱に投函してもらい，その結

果を項目別に検討した．

【結果】アンケートの回収は夫43名，妻104名の計147名（回収率525％：147／280）であった．採卵前に説明を受けた106名のうち説明

が必要だったと回答した患者は100％であった．説明要求度順は「胚の成長」（71．2％），「移植の流れ」（62、5％），「体外受精／顕微授精」

（60．6％），「採卵方法」（55．8％）および「当院の妊娠率／流産率データ」（43．3％）であった．採卵後5日目に説明を受けた106名のうち説明

が必要だったと回答した患者は94．2％であった．採卵後5日目の際に説明要求度が高かったのは「受精したか」（81．6％）や「凍結できるか」

（70．9％）より「胚の成長状況」（96．1％）であった．［培養終了後に胚の最終所見の電話確認があったとしたら，採卵後5日目の胚培養士か

らの説明は必要か］という問いに対し，必要と回答した患者は全体の54．3％であった，

【考察】初回の採卵前の段階で詳しく説明し，採卵後5日目時点では「胚の成長状況」に力点を置いた説明に時間配分を考えることが良い

と思われた．また，希望制にするなどして患者のニーズに合わせて対応することが患者の負担軽減に繋がると考えた．今回のアンケートよ

り，多くの患者が説明を必要だったと回答し培養士からの説明は役立っていると感じられた．今後更なる有益な説明方法を構築したい．

O－020　子宮卵管造影における水溶性ヨード含有造影剤使用時の甲状腺機能の変化について

○小野　雅昭［｝，筒井　建紀2｝，田原　正浩1），富山　俊彦D，橋一ヒ　英子D，谷口　　武D，後安　聡子3）

　1｝医療法人定生会谷口病院，2）JCHO大阪病院，3〕大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

【目的】子宮卵管造影では，油性ヨード含有造影剤を使用することが多く，ヨウ素の取り込みにより甲状腺機能低下症が生

じることがあると報告されている．当院では，痔痛の少なさや，排泄の速さの点などから水溶性ヨード含有造影剤を使用し
ている．この使用による検査前後の甲状腺機能の変化について検討した．【方法】2013年2月から2013年12月までの当院
を受診した不妊症患者のうち，甲状腺機能異常の既往がなく，検査前に甲状腺機能異常を認めない81例を対象とした．検
査前および検査後にTSH，　FT3，　FT4を測定し，これらを比較検討した．【成績】年齢は33．7±5．1歳，造影剤使用量は4．9±

2．4mlであった．子宮卵管造影検査前はTSH　l．63±O．72μIU／ml，　FT3　2．99±0．34pg／ml，　FT41．20±O．13ng／dl，検査後はTSH

1．72±1．03μIU／ml，　FT3　3．04±0．30　pg／ml，　FT41．19±0．14　ng／dlであり有意差は認めなかった．しかし，そのうち2例（2．5％）

はFT3，　FT4は正常であったものの，　TSHは正常値を超える軽度の上昇があり，潜在性甲状腺機能低下症を認めた．【結論】

水溶性ヨード含有造影剤使用による子宮卵管造影では，検査前後でTSH，　FT3，　FT4に大きな変化はみられなかった，水
溶性ヨード含有造影剤は，油性に比べヨード含有量が300mg／mlと少なく，排泄も速いため，甲状腺に対する影響が少なかっ

たのではないかと考えられる．しかし，2例（2．5％）には潜在性甲状腺機能低下症を認めており，やはり子宮卵管造影後の

甲状腺機能のフォローは必要であると思われる．

O－021　水溶性造影剤を使用した子宮卵管造影検査による甲状腺機能への影響

○山口和香佐1），志田　有加D，榊原　由佳I」，宗　　修平D，藤田　智久D，田村　直顕2｝，俵　　史子D

　l）俵IVFクリニック，2）浜松医科大学産科婦人科学教室

【はじめに】甲状腺機能低下症は不妊や流早産に関与すると言われ，潜在性甲状腺機能低下症も含め，妊娠前より甲状腺刺
激ホルモンTSH2．5μIU／ml以下を目標としたコントロールが推奨されている（正常値O．4－4．0μIU／ml）．当院では以前より子

宮卵管造影検査（以下HSG）の前後で甲状腺機能を測定し，　HSG後の一過性甲状腺機能低下について報告をしてきた．当
院で油性造影剤を使用した場合，90％の症例でHSG後にTSHの一ヒ昇を認めた．体内貯留期間が短く，比較的影響の少ない
と考えられる水溶性造影剤の甲状腺機能への影響について検討を行った．【対象・方法】平成24年8月から平成26年5月
に当院にて水溶性造影剤を使用してHSGを行った47例を対象に，　HSG前後に甲状腺機能評価を行った．　TSH≦O．4を低値，
0．4≦TSH≦2．5μIU／mlを正常，2．5＜TSH＜4．0μIU／mlを比較的高値，　TSH≧4．0を異常とし比較を行った．【結果】47例中23

例（49％）にHSG後にTSHの上昇を認めた．　HSG前にTSHが比較的高値例26例中ll例（42％）に，正常例では18例
中9例（50％）にHSG後にTSHが上昇し．　TSH≧4．0の異常値になったのは比較的高値例26例中5例（19％），正常例で
は認めなかった．抗甲状腺自己抗体検査を施行したのが26例あり，陽性10例中6例（60％）に，陰性16例中5例（31％）
にHSG後にTSHの上昇を認めた．【考察】水溶性造影剤では，より甲状腺機能への影響が少ないと考えられるが，　TSH異
常がある症例や，特に甲状腺疾患がある症例は影響を受けやすいと考える．
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O－022　不妊初期検査における子宮鏡下選択的卵管通色素検査の有用性

○大久保はる奈，佐柄　祐介，田中　幸子，高橋　寿子，奥野さつき，井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，

　田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

【諸言】当院では，卵管通過性の診断と子宮内腔の観察目的に，子宮鏡下選択的卵管通色素検査（選択通水）を不妊初期に施行し

ている．当院で施行した子宮鏡検査（HFS）症例，選択通水症例のデータをもとに，検査の有用性について検討する．【方法】2012

年8月から2014年3月までに不妊初期検査として，HFSを施行した296例及びそのうち選択通水を施行した205例を対象とし
た．（1）HFS症例における子宮内膜ポリープ検出率，（2）選択通水症例と，卵管性不妊の診断目的で行われた他の卵管疎通性検査

との診断一致率，（3）選択通水後の妊娠成績について検討を行った．【結果】HFS症例，選択通水症例ともに平均年齢は35．3±O．3

歳（25～44歳）であった．（1）75例（25．3％）で子宮内膜ポリープが認められた．（2）他の卵管疎通性検査を受けたのは30例で

あった．そのうちHSGが19例で，選択通水と診断一致したのは15例（78．9％）であった．腹腔鏡下の卵巣腫瘍切除術時や子宮筋

腫核出術時の色素通水検査が9例で診断一致したのは8例（8＆9％），卵管通気検査が1例で診断は一致卵管通水検査が1例で診
断は不一致であった．（3）選択通水後に72例（35，1％）が妊娠した．そのうちIVF妊娠は16例であり，　AIH妊娠自然妊娠及び

タイミング法による妊娠は56例（27．3％）であった．Am妊娠は18例で検査後から妊娠までの’ド均期問は125．8±25．9日，自然妊

娠及びタイミング法による妊娠は38例で平均期間はll2．3±16．8日であった．【結論】選択通水とHSGの診断一致率は高く，検査

後のAIH妊娠・自然妊娠も多く確認できた．また，　HFSでの子宮内膜ポリープ検出率も予想以ヒに高く，不妊初期検査として重

要と考えられた．卵管性不妊の診断において，一般的にはHSGが選択されることが多いが，選択通水では卵管因子の検索と同時
に子宮内膜ポリープの診断も可能で，低侵襲でもあることから，不妊初期検査として有用な選択肢の一つと考えられた．

O－023　片側卵管切除後の卵管性不妊症例における卵管鏡下卵管形成術の成績

○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

　帝京大学医学部附属病院産婦人科

【目的】不妊症における卵管通過障害には，片側卵管切除した後に他側の卵管通過障害に至る場合が存在する．このような

症例に対する卵管鏡下卵管形成術（以下FT）の効果ついて卵管開通率，自然妊娠率を検討した．また，クラミジア感染症，

子宮内膜症の合併率，異所性妊娠率について比較検討した．【方法】1999年6月から2011年8月までのFT584症例中（卵
管1134本），片側卵管切除例21例（異所性妊娠16例を含む）（切除群），また卵管切除例，卵管留水症，詳細不明例を除く

422症例を対象症例（対象群）として抽出し卵管開通率，自然妊娠率，合併症率（クラミジア・内膜症）また異所性妊娠率
について検討した．【成績】（切除群），（対象群）での平均年齢は32．4歳，33．1歳（p＝O．43）であった．（切除群），（対象群）

における卵管あたりの卵管開通率（76．2％，16／21），（72．5％，612／844），（p＝O．71），症例あたりの卵管開通率（76．2％，16／

21），（84．8％，35＆／422），（p＝028），自然妊娠率（19．0％　4／21），（258％，109，・’422），（p＝O．49）であった．また，クラミ

ジア合併率（42．9％，9／21），（14．9％，63／422），（p＜O、01），内膜症合併率（4．8％，1／21），（35．1％，148／422），（p＜0．Ol），

異所性妊娠率（25．0％Tl／4），（1．8％，2／109），（p＜0．Ol）であった．【結論】片側卵管切除後の卵管障害症例ではクラミジ

ア感染が多く認められた．片側切除の卵管障害例では対象症例とほぼ同等の卵管開通率，自然妊娠率が得られた．しかし，
異所性妊娠率に至る可能性をト分に説明する必要があると思われた．

O－024　卵管通過障害を治療する腹腔鏡補助下子宮鏡下卵管開通法の開発

○伊熊慎一郎1），田中威づみ1），山口　貴史D，御木多美登”，永吉　　基1），田中　　温P，竹田　　省2｝

　Dセントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産婦人科学講座

【目的】卵管通過障害の治療法として卵管鏡下卵管形成術が有用と考えられているが，卵管内に進入したという客観的な評

価が困難であること，スコープが超精密で破損しやすいこと，高価であることを問題点と考え腹腔鏡補助下子宮鏡下卵管開
通法を開発している．これまでの臨床成績について報告する．【方法】2013年6月から2014年5月，子宮卵管造影検査によ

り両側卵管通過障害（両側閉塞）または片側卵管通過障害（片側閉塞）と診断した9症例，閉塞卵管数11卵管を対象とし
た．両側閉塞は3例（1例は片側卵管切除術後），片側閉塞は6例であった．壬術時平均年齢33．2歳（26－38歳），平均不妊

期間2．8年（1－5年），平均BMI班4，クラミジア抗体IgGまたはIgA陽性は両側閉塞3例，片側閉塞2例であった．　PENTAX

社製子宮鏡EHY－110sを用いて子宮内を観察し両側の卵管開口部を確認した後，北里社製EDSカテーテル，中心循環系カ
テーテルであるTERUMO社製RF－GA25153または朝日インテック社ee　VELIO5－16ASを用いて卵管開通を試みた．卵管
内にカテーテルが進入していることを腹腔鏡下に確認し，閉塞部位を再開通させた後，インジゴカルミン液を選択的にまた
は経頸管的に注入し再疎通を確認した．腹腔鏡下に卵管周囲癒着を認めた症例は，パワーソースを用いて癒着剥離術を施行
した，【結果】両側閉塞例のうち再疎通を認めた症例は3例中1例（33．3％）．片側閉塞例のうち両側再疎通を認めた症例は

6例中4例（66．7％）であった．11卵管中5卵管（45．5％）で再疎通を認めた．クラミジア抗体陽性の4例全てに卵管周囲
癒着を認め，癒着剥離術を施行しそのうち2例（50．0％）で再疎通を認めた．再疎通を認めた症例は，タイミング法または
人工授精を行い経過観察中である．【結論】本法施行後に卵管再疎通例を認めており，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．
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O－025　Cアーム型透視X線装置を併用した卵管鏡下卵管形成術の試み

○中島　　章，寺田　陽子，神山　　茂，佐久本哲郎，徳永　義光

　空の森クリニック（ALBA　OKINAWA　CLINIC）

　近年，卵管鏡下卵管形成術（以下FT）は外来診療として実施される件数が増加し，これまでの腹腔鏡手術ガイド下より
も主流となっている．腹腔鏡手術によるガイドが無い場合，カテーテルが卵管口に適切に固定できているか，適切にバルー
ンが卵管に進入しているか，どこまで卵管疎通性が回復されたかなどの確認は術者の習熟度に依存しており，最終的な卵管

全体の疎通性回復は，後に卵管造影などで確認する必要もある．そこで今回Cアーム型透視X線装置（以下Cアーム）を
併用してFTを行う事で，より確実な卵管口へのカテーテルの固定と術中造影を併用した疎通性確認を行う方法を考案した
ので，その方法について報告する．まず，載石位で体位を固定し，子宮内に造影剤を注入し，Cアームを使用して子宮内腔
の形態を確認する．その後，透視下に子宮内腔の形態を確認しながら目的とする卵管角へFTカテーテル先端を押し当てる．

その後通常のFTの方法でバルーンを進めていく．間質部から卵管峡部へ進入した後に，カテーテルの潅流液接続部より，

透視下に造影剤をゆっくり注入し，卵管内への進入および疎通性を確認する．再度FTを少しずつ進め，数cm毎に透視下
に造影し，疎通性を確認する．最後に卵管内腔の観察を行い，カテーテルを抜去した後に，ヒスキャスを使用して卵管造影

を行い，最終的な疎通性を確認する．この操作により，複雑な形態の子宮であっても卵管口への固定，進入が分かりやすく
行えるようになり，治療中および終了後の疎通性まで同時に確認できるため，治療の確実性を増すことができると考えられ

る．中央手術室などにあるCアームを使用すれば，各施設で十分に行える方法であり，FTの普及にもつながるのではない
かと考えられる．

O－026　経卵管采式卵管鏡（Salpingoscopy）による卵管内環境のイメージング～受精・胚
　　　　　　成長に必要な卵管内生殖環境の新しい評価法を目指して～

○太田　邦明，佐藤　健二，飯野孝太郎，宮崎　　薫，小川　誠司，佐藤　　卓，升田　博隆，内田　　浩，浜谷　敏生，

　丸山　哲夫，末岡　　浩，田中　　守

　慶懸義塾大学医学部産婦人科

【目的】卵管内腔観察方法には子宮側の卵管口からのFTカテーテルを挿入して観察するFalloposcopy（FS）と腹腔鏡下に卵管采よりアプロー

チするSalpingoscopy（SS）の2種類の方法がある．またSSでは硬性鏡を使用し同時に子宮側からの還流を必要とするため，卵管近位部の閉

塞がある症例では卵管内の還流が困難となる．今回我々は新しいアプローチによる卵管内腔観察法の有』用性を検討するとともに，NBI（Narrow

Band　Imaging）を用いて新規卵管内環境を評価するシステムの構築を目指した．【方法】術前の画像検査にて卵管因子不妊症および非卵管因

子不妊症と診断された症例に対して患者同意の元に腹腔鏡下手術を施行した，5mm径トロッカーから軟性子宮鏡（HYF－XP，　OLYMPUS）を

卵管采へ挿入し，生理食塩水を還流させながら卵管内腔を観察した，更にNBIを用いて卵管膨大部の粘膜微細構造や毛細血管構築のイメージ

ング評価を行った．【結果】卵管因子不妊症群において卵管内腔，特に卵管膨大部では卵管ひだが部分的ないしは全体に硬化，消失，菲薄化が

みられることがあり，NBIにより残存している卵管ひだの毛細血管走行が疎であった．一方で非卵管因子不妊症群の卵管膨大部は壁には卵管

ひだが密に並び，灌流に対して柔軟に波動状の動きを示し，色調は淡桃色であり，NBIにより卵管ひだの先端まで毛細血管が密に走行してい

た．【考察】今回の軟性子宮鏡を用いた我々の観察法は，硬性鏡を用いた既存の方法に比べて卵管内の還流が容易で，さらに卵管の湾曲に合わ

せて卵管内でも先端を自由に操作することが可能であり，卵管粘膜の損傷を最小限にできるなど卵管内腔を観察するのに適したデバイスと考

えられた．さらにNBIを用いることによって得ることが出来る卵管内腔環境と卵管ひだの毛細血管走行パターンが卵管性不妊症の病態を反映

している可能性が示唆された．今後，症例数を増やして卵管内環境イメージングと臨床背景を明らかにすることが必要である．

O－027　卵管留水症に対する腹腔鏡下および卵管鏡下卵管形成術後の自然妊娠例からみた卵
　　　　　　管妊孕能の考察

○飯野孝太郎1］，佐藤　健二D，仙波　宏史1），鈴木まり子’），泉　　陽子D，水口　雄貴P，佐藤　　卓L），中林　　章2），

　末岡　　浩D，田中　　守1）

　L｝慶麿義塾大学医学部産婦人科学教室，2J中林病院

【緒言】卵管性不妊の原因となる卵管留水症は外科手術の適応となるが，術式，術後の治療方針について，多くのエビデンスに基づく

適応基準はなお明確ではない．今回，卵管留水症に対して腹腔鏡下および卵管鏡下卵管形成術（Lap－FT）の術中所見から，術後の自

然妊娠成立を期待できる条件を検討した．【方法】卵管留水症と診断され，2013年1月～12月にLap－FTを施行した15例のうち，術

後に自然妊娠の確認が出来た2例の妊娠例について，術後6ヶ月以上経過観察したが妊娠に至らなかった3例の非妊娠例と，クラミジ

ア感染の有無，腹腔鏡所見（卵管拡張，卵管壁肥厚，卵管及び卵巣周囲の癒着，腹腔内所見）および卵管鏡所見（卵管閉塞・内腔癒着

の部位，卵管膨大部ひだ構造の状況）について比較した．【結果】妊娠例と非妊娠例のクラミジア陽性例は2／2・2／3例であった．術中

所見で，全例が両側卵管留水症であった．卵管および卵巣周囲の癒着所見T卵管壁の肥厚の有無は妊娠・非妊娠例に差は認めなかった．

卵管采は全例で高度の癒着を認めたが，妊娠例において卵管采形成後の形状がより正常に近い形で保たれていた．卵管鏡所見は，妊娠・

非妊娠例ともに近位部の狭窄または閉塞を伴っており，妊娠例では少なくとも一側の卵管膨大部ひだ構造が保たれていたが，非妊娠例

では両側とも減少もしくは消失を認めた．妊娠した2例の手術から妊娠成立までの期間は，60日間と178日間であった．【考察】自然

妊娠が期待できる卵管妊孕能の条件として，少なくとも一側の卵管膨大部ひだ構造および卵管采の形状が保たれていることが重要であ

ると考えられた．一方で，卵管周囲の癒着，壁の肥厚の有無は，自然妊娠成立の必要条件にはならない可能性がある．卵管周囲に癒着

がなくても，両側卵管采および卵管ひだ構造が不良なケースでは，体外受精の選択肢を考慮すべきと考えられた．
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O－028　両側卵管水腫に伴うART反復不成功例の治療指針の提案と考察

○黒土　升蔵lj，光畑　慎吾’），藤井　好孝’），本山　洋明’〕，安藤　正明2）

　1）倉敷成人病センター体外受精センター，2愴敷成人病センター婦人科

　両側卵管閉鎖による不妊症はIVF－ETの良い適応であるが，時に反復して不成功となるケースに遭遇する．その場合，外
科的治療が検討され，卵管間質部閉塞では卵管鏡下卵管形成術，それ以外では腹腔鏡手術の適応が検討される．卵管不妊の

原因として頻度の高い卵管水腫では，卵管内容液の子宮内への流入によって移植胚の着床が妨げられ，IVF反復不成功の要

因となることが指摘されている．その腹腔鏡手術では，卵管摘出術や卵管閉塞術（クリッピング，離断術）では術後絶対的

不妊となる一方，卵管温存希望がある症例に行われる卵管形成術では，術後の再閉塞や卵管妊娠の発症が懸念され，医療者

側および患者側ともどの術式を選択するか苦慮することが少なくない．我々の施設では，過去の文献的考察と自験例の臨床
経過を後方視的に検討し，良好胚を移植しているにもかかわらず妊娠に至らない「良好胚着床困難型」をtype　A，および

培養段階で胚発育が停止するなどして良好胚が得られないため妊娠に至らない「良好胚獲得困難型」をtype　Bの2つのタ
イプに分類し，さらに「卵管水腫の所見」を，USS－non－visible（超音波やMRIなどの画像診断では診断されず，子宮卵管

造影においてのみ診断される卵管水腫）をtype1，子宮卵管造影だけでなく，超音波やMRI等の画像診断でも確認可能な卵

管水腫をtype　2とし，さらに卵管水腫径＜25mmの軽症卵管水腫を2a，直径＞25mmの重症卵管水腫をtype2b，の3つの
タイプに分類し，これらの組み合わせで治療を考える指針を提案し実践している．本報告では，この治療指針について詳細
に報告する．

O－029　ヒト子宮内膜間質細胞脱落膜化に影響を及ぼすレチノイドの代謝経路とその役割の
　　　　　　解析

○尾崎　理恵，黒田　恵司，北出　真理，熊切　　順，地主　　誠，新城　　梓，加藤　紀子，増田　彩子
　順天堂大学産婦人科学講座

【目的】子宮内膜間質細胞の脱落膜化過程は，コルチゾンを活性型コルチゾールに触媒する酵素llβHSD1の著名な発現を通

して局所のコルチゾール生合成を促進する．更にコルチゾールはミネラルコルチコイド受容体と結合し，子宮内膜細胞のレ

チノイド代謝を制御する，レチノイドは着床後の受精卵や胎児の分化に不可欠であるが，子宮内膜脱落膜化での役割は明ら
かではない．今回我々は子宮内膜脱落膜化過程におけるレチノイドの代謝経路とその影響について検討した．【方法】イン

フォームドコンセントし同意を得た患者より子宮内膜を採取し，In　vitroで子宮内膜間質細胞を培養した後，　cAMP＋プロ

ゲステロン＋コルチゾンを添加し脱落膜化させ細胞を回収，分子解析を行った．また脱落膜化に用いた培養液にレチノイン
酸（retinoic　acid：RA）やレチナール（retinal：RAL）を添加し，同様に解析した．【結果】子宮内膜脱落膜化過程でRA／RAL

添加により脱落膜化マーカーPRL，　IGFBP1の発現抑制を認め，　l　lβHSDIの発現もRA濃度依存性に抑制された．また脱

落膜化で細胞内レチノイン酸結合蛋白CRABP2とレチノイン酸受容体RARαの発現が減少し，　RA／RAL添加でCRABP2
とRARαの発現が著明に増加した．また子宮内膜の脱落膜変化とともにレチナール還元酵素DHRS3とレチノール輸送蛋白
RBP4が著名にヒ昇し，　RAL添加で更に発現した．　RA不活化酵素CYP26alは脱落膜化，　RA／RAL添加で明らかな変化を
認めなかった．【結論】RA／RALは子宮内膜問質細胞の脱落膜化を抑制した．また脱落膜化によりCRABP2発現の低下を
認め，細胞内RA濃度の低下が示唆された．胎児器官形成に不可欠なレチノイドは脱落膜化過程でレチノールに還元され，
RBP4を介して着床や着床後受精卵に働く可能性が考えられた．

0－030　CD9と着床不全

○浜谷　敏生’），吉井　紀子2），井上　　治D，佐々木拓幸1），竹本　崇史1），若松　修平b，戸田　里実1），上條慎太郎1），

　小川　誠司J＞，菅原　かな1），梅澤　明弘3’，小田原　靖2），宮戸　健二3），田中　　守I」

　’慶鷹義塾大学医学部産婦人科，2ウァティリティクリニック東京，’国立成育医療研究センター生殖・細胞医療研究部

【目的】Cd9ノックアウト雌マウスはCD9含有エキソソームの欠損により受精障害を起こすことが知られている．子宮内膜における

CD9の発現も以前より知られているが，その作用は不明である．本研究では，　CD9の子宮における役割を明らかにすることを目的と

した．【方法】Cd9ノックアウトマウスにCd9配列をZp3プロモーター下に組み込んだtransgeneを入れて，卵におけるCD9発現
のみをレスキュ・一・・Lしたトランスジェニックマウス（Cd9ニグTG）を作成した．　Cd9－・・LTGでは，卵以外の組織におけるCD9発現は欠

損したままである．Cd9フ／－TGと野生型雄マウスを交配させると1回目の分娩は問題なかったが，それ以降の分娩では顕著な産仔数

の減少が認められた．そこで，まず分娩後子宮内膜について組織学的に検討した．また，マウス正常子宮内膜におけるCD9の存在を

確認するために，内膜の免疫染色・免疫電顕，さらに内腔液のイムノブロッティングを行った．ヒトでも同様に，反復着床不全患者

に十分な説明を行い同意を得て，着床期子宮腔洗浄液についてイムノブロッティングを行い，CD9の存在を確認するとともに，子宮

内腔洗浄液中のCD9の有無と患者背景の関連について検討した．【成績】Cd9－・LTGマウスでは，分娩後に子宮内膜が上皮で覆われ

ておらず子宮内腔に広範な癒着が認められたため，CD9は子宮内膜ヒ皮の修復に重要であると考えられた．マウス子宮内膜では上皮

に限局してCD9の発現を認めたが，子宮内腔側表面には発現を認めず，一方で子宮内腔液のイムノブロッティングにてCD9の存在

が確認された．免疫電顕では子宮内膜微絨毛周囲の分泌願粒にCD9が認められた．またヒトにおいても子宮内腔洗浄液よりCD9が

確認されたが，CD9が確認できない症例もみられた．　D＆C既往，内膜菲薄化，反復着床不全のある症例で，　CD9が陰性化していた．

【結論】CD9は子宮内膜上皮細胞から子宮内腔に分泌され，子宮内膜の修復に重要な役割を果たすと考えられた．
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O－031　次世代シークエンサーを用いたヒト子宮内膜間質細胞（ESC）の脱落膜化に伴うエ
　　　　　　ピゲノム変化の解析

○城崎　幸介，田村　　功，品川　征大，岡田　真紀，李　　理華，前川　　亮，浅田　裕美，山縣　芳明，田村　博史，

　杉野　法広

　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

【目的】ESCの脱落膜化によって起こるエピジェネティックな変化を次世代シークエンサーを用いてゲノムワイドに解析した，

【方法】IRBの承認と患者の同意を得て採取したESCをEstrogen＋Progesteroneで14日間培養し脱落膜化を誘導した．（1）脱

落膜化によりヒストン修飾が変化する領域をChlP　sequence法にて，　mRNA発現量が変化する領域をRNA　sequence法にて解
析した．（2）ヒストン修飾変化を伴い発現が上昇する遺伝子群の特徴をパスウェイ解析で調べ，（3）この抽出された遺伝子群に

ついて，脱落膜化における生物学的役割を検討した．【結果】（1）脱落膜化によりゲノム全域にわたり多くの領域でヒストン修

飾が変化していた．その変化は転写活性化に働くH3K27acやH3K4me3の上昇が主であった．（2）H3K27acやH3K4me3修飾
上昇とともに発現が増加する遺伝子群では，インスリンシグナル経路（皿S1，　IRS2，　INSR，　FOXO1，　MAPKI　O）が有意に抽

出されたが，ヒストン修飾の変化を伴わずに発現が上昇する遺伝子群では特徴的なパスウェイは抽出されなかった．（3）インス

リンシグナル遺伝子では脱落膜化刺激により，経時的なmRNA発現増加とpromoter領域のH3K27ac／H3K4me3の上昇ととも
に，ESCのグルコースの取り込み能が上昇した．一一方，低グルコース環境で培養すると，脱落膜化刺激によるIGFBP－1とPRL

（脱落膜化マーカー遺伝子）発現の増加が抑制された．【結論】ゲノムワイドな解析により，ESCでは脱落膜化により多くの遺

伝子がヒストン修飾変化を伴い発現が変化することを明らかにした．特に，脱落膜化によりヒストン修飾を介してインスリンシ

グナル遺伝子群の活性化が起きており，これらはグルコースの取り込みを促進し，脱落膜化を誘導することに関与する．

O－032　子宮内膜脱落膜化過程が子宮内膜血管周囲細胞に特有のサイトカイン分泌を誘導す
　　　　　　る

○村上　圭祐，黒田　恵司，竹田　　省

　順天堂大学医学部産科婦人科学講座

【目的】子宮内膜のJi］1管周囲には細胞表面にSUSD2蛋白を発現する間葉系幹細胞が存在することが報告されている．間葉系幹細胞は

強力な再生能と免疫調節能をもつことが知られており，子宮内膜脱落膜化過程で特別な役割を担っている可能性がある．本研究では

ヒト子宮内膜間質細胞からSUSD2陽性細胞と陰性細胞を抽出し，脱落膜化過程でのサイトカイン分泌パターンを比較検討した．

【方法】インフォームドコンセントを得て採取した黄体中期のヒト子宮内膜間質細胞を抗SUSD2抗体，磁気ビーズを用いて血管周囲

細胞（SUSD2陽性細胞）とその他の子宮内膜間質細胞（SUSD2陰性細胞）に分離し，　In　vitroでcAMP＋MPAを添加し脱落膜化さ

せ，48種類のサイトカインのセクレトーム解析を行った．

【成績】SUSD2陽性細胞は子宮内膜間質細胞の6．8％を占め，コロニー形成能はSUSD2陰性細胞と比較し6倍高値を示し，　In　vitro

での細胞培養後も陰性群と比較し血管周囲マーカー遺伝子が有意に高発現されていた．脱落膜化過程でのセクレトーム解析では，未

分化状態ではCXCLI，　CXCLIO，　CCL5，　rL－6，　IL－8など9種類のサイトカイン分泌がSUSD2陽性細胞培養群で有意に低下してい

た一方，分泌が上昇しているサイトカインは認めなかった．しかし，脱落膜化刺激で分化したSUSD2陽性細胞培養群では，　CCL7，

LIF，　LTAなど12種類のサイトカイン分泌が陰性群と比較し有意に上昇していた．　CXCL1，　CXCLIO，　CCL5，　IL－6，　IL－8の分泌は

脱落膜化後も，SUSD2陽性細胞培養群で有意に低下していた．

【結論】子宮内膜脱落膜化過程で血管周囲細胞は特有のサイトカイン分泌をすることが示された．この特徴的なサイトカイン分泌がト

ロホブラストの血管内侵入，血管新生，子宮内膜免疫細胞の制御などに関与している可能性がある．

O－033　脱落膜化過程で発現変動するmicroRNAとその標的遺伝子の探索

○栃木　秀乃，梶原　　健，石原　　理

　埼玉医科大学産科婦人科

【目的】非コードRNAの一種であるmicroRNA（miRNA）は，様々な遺伝子発現制御に関わる事が知られている．今回，
脱落膜化過程に関わる遺伝子発現を制御するmiRNAを同定する事を本研究目的とした．【方法】良性疾患により子宮摘出
を行った患者から同意を得て，常法にて子宮内膜間質細胞を分離・培養した．脱落膜化刺激は8－bro－cAMPとMPAで行っ

た．脱落膜化刺激を施行した群（脱落膜化群）と施行しない群（control群）からmiRNAを含む全RNAを抽出しmiRNA
発現アレイを施行した．また上記2群間でmRNA発現アレイを行い，脱落膜化前後で発現変動するmiRNAとその標的遺
伝子であるmRNAの組み合わせを，解析ソフトを用いて照合した．その結果から，有意な発現変動を認めたmiRNAの中
で，脱落膜化過程に関連するmRNAを標的遺伝子とするものを抽出した．【結果】脱落膜化群とcontrol群の間で，　miRNA

発現アレイ解析により有意な発現変動が認められたmiRNAを9種類同定した．その中から，　IGFBPIを標的遺伝子として
いるmiR542－3pに着目した．ヒト子宮間質細胞にmiR542－3pを強制発現させた後に脱落膜化刺激を行なってもIGFBP1の
発現は有意に抑制された．また，同細胞で脱落膜化刺激を加えたにも関わらず，形態学的に脱落膜化変化は認められなかっ
た．蛋白レベルでもIGFBP1の発現が有意差をもって抑制されている事を確認した．　Luciferase　assayにてmiR542－3pが直

接的にIGFBP1の発現を制御している事を確認した．【考察】miR－542－3pはIGFBP1を制御することにより，脱落膜化過程
において重要な役割を担っている事が示唆された．
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O－034　排卵誘発を目的としたhCG投与による子宮内膜上皮のプロジェステロン経路抑制

○江副　賢二，薮内　晶子，村田　奈々，福田淳一郎，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，卵子成熟および排卵誘発を目的としたhCG投与は，脱落膜形成能の低下ならびに胚移植後の産子率の低下

を引き起こすことを報告した．本研究では，子宮の胚受容能獲得に必須である子宮内膜上皮のプロジェステロン経路を評価

することを目的とし，子宮内膜上皮におけるプロジェステロン受容体（PR）の発現を解析した．さらに子宮内膜上皮で特異
的に発現するPRの下流因子の発現を解析した．【方法】hCG（101U）投与雌マウスおよび非投与雌マウスを雄マウスと交

配させ，膣栓を確認した日を妊娠1日回とした．妊娠1日目から4日目に子宮を採取後，パラフィン切片を作製し，免疫染
色によりPRの発現を観察した．また，子宮組織よりRNAを抽出後，　qRT－PCRによりIndian　Hedgehog（Ihh），Amphiregulin
（Areg），　Gata2およびlow　density　lipoprotein－related　protein　2（Lrp2）のmRNA発現を解析した．【結果】非投与マウス

では妊娠3日日および4日目に子宮内膜上皮においてPRの発現増加がみられたが，　hCG投与マウスでは発現がみられな
かった．子宮内膜上皮のPRの下流因子であるIhh，　Areg，　Gata2，　Lrp2のそれぞれのmRNA発現を定量した結果，非投
与マウスでは妊娠3日目より発現の増加が見られたが，hCG投与マウスでは発現の増加はみられなかった．【考察】排卵誘
発を目的としたhCG投与は，着床期の子宮内膜上皮におけるPRおよびその下流因子の発現を抑制することが明らかとなっ
た．これらの結果より，hCG投与による産子生産能および脱落膜形成能の低ドは，胚受容能獲得に不可欠な子宮内膜上皮の
プロジェステロン経路の阻害により引き起こされた可能性が示唆された．

O－035　クエン酸クロミフェンは子宮内膜上皮細胞においてユビキチン・プロテアソーム経
　　　　　　路を介してエストロゲン受容体αを調節する

○網田　光善1］，高橋　俊文1｝，長谷川歩美1］，松尾　幸城D，五十嵐秀樹1），倉智　博久2）

　D山形大学医学部産科婦人科学講座，2）大阪府立母子保健総合医療センター

【目的】クエン酸クロミフェン（CC）は抗エストロゲン作用によりエストロゲン（E2）による子宮内膜上皮細胞の増殖を抑

制する．CCの抗エストロゲン作用は，　CCによるエストロゲン受容体α（ERα）とsteroid　receptor　coactivator－1の結合阻

害やERα発現量の減少を介して説明されてきたが，　CCによるERα発現量の調節機構については明らかにされていない．

今回，CCによるERαの発現量の調節機構について検討した、【方法】子宮内膜上皮細胞由来のIshikawa細胞を用いて以下
の検討を行った．（1）E2，　CC，　ICI　l82780（ICI）投与によるERαタンパク発現量のWB法による検討．（2）E2，　CC，　ICI

投与によるERαmRNA発現量のリアルタイムPCR法による検討．（3）プロテアソーム阻害剤（MG132）によるE2，　CC，
ICI投与後のERαタンパク発現量の検討．（4）E2，　CC，　ICI投与によるERαユビキチン化の免疫沈降法による検討．【成
績】（1）E2，　CC，　ICI投与後ERαタンパク発現量はいずれの薬剤でも時間依存的に減少した．（2）E2，　CC，　ICI投与後ERα

mRNA発現量はいずれの薬剤でも変化しなかった．（3）E2，　CC，　ICI投与によるERαタンパク発現量の低ドはMGI32に
よりすべての薬剤で阻害された．（4）免疫沈降法によりユビキチン化されたERαはvehicle投与と比べ，　E2，　CC，　ICI投

与で増加したが，その程度はE2投与と比べCCとICIで有意に増加した．【結論】CCは子宮内膜上皮細胞においてERαタ
ンパク発現量を減少させた．その機序としてCCによるERαのユビキチン化とプロテアソーム系を介したERαの分解機構
が重要である．

O－036　着床期子宮内膜におけるversicanの発現とその機能に関する検討

○宮崎有美子’｝，堀江　昭史i｝，佐藤　幸保2），杉並　　興D　谷　　洋彦い，上田　　匡1），小西　郁生1）

　’京都大学医学部産婦人科，2）大津赤十字病院

【緒言】胚の着床は胚盤胞が子宮内膜に接着そして侵入していく現象であるが，その機序についてはいまだ不明な点が多い．

着床期子宮内膜と胚盤胞の双方に発現するCD44と，そのリガンドで細胞外基質の構成要素であるビアルロン酸との結合に
より，着床に有利に働いている可能性が報告されている．同じく細胞外基質を構成するversicanは，ヒァルロン酸と結合す
ることで，CD44とビアルロン酸との親和性を増強し，細胞の接着，浸潤に関与している可能性が示唆されている．【目的】
今回versicanの子宮内膜における経時的な発現の変化を解析した．【方法】患者への説明同意のもと，子宮全摘術時に得ら
れた子宮内膜に対し，抗versican抗体を用いて免疫組織学的染色を行いその局在を検討した．　RT－PCR，　western　blotting

により子宮内膜のversican発現を検討した．さらに，分離した子宮内膜上皮細胞を用いて，増殖期と分泌期におけるversican

のmRNA発現を，　RT－PCRにて比較検討した．【結果】子宮内膜の免疫組織学的染色において，　versicanは子宮内膜腺上

皮および問質に発現しており，増殖期には内膜間質に，分泌期には内膜腺上皮および分泌粘液中に強く発現する傾向がみら

れた．一方で，閉経期の子宮内膜組織にはversicanの発現を認めなかった．子宮内膜組織を用いたRT－PCRおよびwestern
blottingではversicanの4つのアイソフォームのうちVOおよびVlが発現していることが分かった．また，分離した子宮
内膜上皮細胞を用いて行ったRT－PCRでも，　versicanは増殖期より分泌期に強く発現する傾向が確認された．【結論】versi－

canは黄体期中期の子宮内膜上皮細胞に発現が上昇し，分泌粘液中にも増加していることから．胚の着床に寄与している可
能性があると考えられた．
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O－037　採卵周期開始時のFSHの値によるART成績の検討

○村越友衣乃，髭　　友希，宮浦　康太，竹村　久美，関和　　瞳，佐々木真紀，濱田　亜紀，桑原　聖子，松原　和沙，

　園田　桃代

　園田桃代ARTクリニック

【目的】月経周期初期のFSHの値が高い場合，卵巣機能が低下していることが予想される．月経開始1日目から3日目にFSH
が高い症例と低い症例を比較し，ART成績に違いがあるか比較検討した．【方法】当院にて2012年1月から2013年12月
に採卵し，Day3胚で移植した39歳以下の症例を対象とした．　FSHが10　mlU／ml未満であったA群（平均年齢34．7±2．9
歳AMH4．57±4．82ng／ml，）254周期と10　mlU／ml以上であったB群（平均年齢36．2±2．6歳AMH　2．25±282　ng／mD　125

周期に分類した．A群，　B群において成熟卵の得られなかった割合，胚移植キャンセル率，受精率，　Day3良好胚率，臨床
妊娠率について比較検討した．【成績】A群，B群においてそれぞれ採卵決定時E，値1554．0±1375　pg／ml，802．8±624．8　pg／

ml，採卵数2．9±2．8個，5．4±4．5個，成熟卵の得られなかった割合7．5％，20．0％，胚移植キャンセル率30．3％，44．0％，受

精率76．3％，81．8％，Day3良好胚率　52．9％，59．7％，妊娠率は33．9％，20．0％であった．成熟卵の得られなかった割合，胚

移植キャンセル率，受精率，妊娠率に関して2群間で有意差が認められた．【結論】採卵周期初期のFSHの値が高い場合成

熟卵が得られない割合が高く，胚移植キャンセル率も高くなった．また，成熟卵が得られた場合，Day3良好胚率に両群で

差がなかったが，妊娠率においてはA群において高い値が得られたことから月経周期初期のFSHの値が高い場合Day3に
良好胚が得られても胚の質が低下している可能性が示唆された．

0－038　GnRH（LH－RH）テストの新しい活用法としての調節卵巣刺激反応予測一第1報一

○甲木　　聡，松尾　聖子，矢吹　淳司，北見　和久，池田　芳紀，伴野　千尋，山口　恭平，吉田　光紗，廣渡　芙紀，

　松川　　哲，矢野　有貴，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，安藤　寿夫

　豊橋市民病院総合生殖医療センター

【目的】GnRH（LH－RH）テストは，　GnRHを負荷してゴナドトロピンを分泌させ排卵障害の部位を特定する検査である．　ART

における調節卵巣刺激ではAMH（抗ミュラー管ホルモン）や胞状卵胞数（AFC）などが採卵数予測や卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）予測に高い有用性があるとされるが限界も指摘されている．今回我々は，　GnRHテストのARTへの活用をめざし，
新しい指標を見出したので報告する．【方法】GnRHIOOμgの静脈注射直前と30分後の血清FSH・LH値（以下bFSH，　bLH，
FSH30’，　LH30’と表記）を測定した．当院症例より抽出したShortプロトコール76周期について，未熟卵を除く採卵数（MDO）

やHCG注射時の血清エストラジオール値（PkE2）等を検討項目とした．抽出条件は，（1）本刺激法での初回採卵周期，（2）
40歳以下，（3）FSH30’＜1．O　IU／L，（4）刺激日数≧8日間とした．ピアソンの相関係数の検定等を統計解析に用いた．【成

績】従来から有用性が低いとされるbFSHを指標とすると，　MDOではr＝－0．183（P＝0．11），　PkE2ではr＝－O．058（P＝0．61）

となり，有意な相関を認めなかった．（bLH＋LH30’）÷（bFSH＋FSH30’）を指標とすると，　MDOではr＝O．47（P＜0．01），

PkE2ではr＝0．51（P＜0．01）となり，相関の有意性を認めた．　OHSS予測においては，　ROC曲線より求めた（bLH＋LH30’）÷

（bFSH＋FSH30’）のカットオフ値1．486以上で，　PkE2≧3，000　pg／mLとなるリスクを示した．【結論】今回考案したGnRH

テスト結果を活用した新たな指標は，AMH等に匹敵する有用性を示した．　Shortプロトコールでは，　GnRHアゴニストに
よるflare－upが初期の卵胞発育促進に関与することが，示された有用性の1つの根拠と考えられるが，他の調節卵巣刺激法
での有用性も含めて今後更なる検討を重ねたい．

0－039　poor　responderに対するメラトニン長期投与法の効果

○高崎　彰久，折田　剛志，丸山　祥子，菊田　恭子，嶋村　勝典，森岡　　均

　済生会下関総合病院産婦人科

【目的】以前より我々は体外受精不成功例に対し抗酸化物質であるメラトニンを投与し，採卵率や受精率が改善することを

報告してきた．しかしながら，従来の投与法（採卵周期の1ヶ月前から採卵までメラトニン3mg／日投与：短期投与法）で
は，発育卵胞数に対する効果は認められなかった．一般的に，卵胞の発育には，卵胞腔が出現してからでも約3ヶ月を有す

るとされているので，今回は，メラトニンを長期間投与（採卵周期の3ヶ月前から採卵までメラトニン3mg／日投与：長期
投与法）することにより，発育卵胞数が少ない（poor　responder）症例に対し，卵胞数を増加させる効果が認められるかど

うかを検討した．【方法】短期投与法において18mm以上の卵胞が3個以下であった14症例に対し，メラトニンの長期投
与法を試み，その効果を検討した．両投与法における調節卵巣刺激法は同一のものとした．なお本研究は当院倫理委員会の

承認と十分なインフォームドコンセントのもとに行った．【成績】短期投与法において15mm以上および18mm以上の発育
卵胞数はそれぞれ2．6±1．6個，1．5±0．7個であったが，長期投与法ではそれぞれ，48±2．8個，3．7±2．1個と有意に増加した

（p＝O．012，p＝0．002）．また，　HCG投与日の血中E2値採卵数成熟卵数も有意に増加した（812±693　pg／ml　vs　1408±948

pg／mL　l．7±0．9個vs　2．9±1．8個，1．1±1．1個vs　2．1±1．6個）．一方，採卵率および受精率においては両投与法に統計学的な

差は認められなかった（採卵率二58．5vs　61．2％，受精率＝87．5　vs　75．9％）．【結論】メラトニンの長期投与法はpoor　responder

に対し発育卵胞数を増やす有効な治療法となることが示唆された．
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O－040　G－CSFの排卵機構における役割と排卵治療薬としての臨床成績

○柴田　健雄），早稲田智夫］1，富澤　英樹”，藤井　亮太1｝，牧野田　知1：，宇津宮隆史2｝

　ll金沢医科大学産科婦人科学講座，2）セント・ルカ産婦人科

【目的】Granulocyte　Colony－Stimulating　Factor（G－CSF）は卵胞期後期の頼粒膜細胞で発現が増強し，好中球もLHサー

ジ開始後に黄膜細胞で増加するため両者は排卵機構において重要な役割をはたしていることが推測されている．そこで我々
は黄体化未破裂卵胞（LUF）患者におけるG℃SFの役割と排卵治療薬としての効果を検討した．【方法】対象患者はクエン

酸クロミフェン（CC）かFSHで卵巣刺激を行い，　hCGで排卵を誘起させるもLUFを発症した86人（93周期）である．　LUF
発症後の次周期にLUF発症周期と同様の排卵誘発剤に加えてhCG投与24－48時間前に，　G－CSF　lOOμgを皮ド注投与した．
G－CSF投与直前期（day　of　G－CSF　administration：day　O），　hCG投与期（day　l－2），黄体期（day　6～）に白　lfll．球数tilt清

G－CSF，その他サイトカインを測定した．排卵の有無は基礎体温，血清プロゲステロン値や経膣超音波断層法を用いて判定

した．本試験は本学臨床研究倫理審査委員会の承認を得た後，インフォームド・コンセントの得られた患者のみを対象に実
施した．【成績】白1血t球数はday　O，　day　1－2，　day　6～のすべての時期でLUF群の方が排卵群より有意差はないものの低い

傾向であった．血清G－CSF濃度はday　1－2，　day　6～でLUF群の方が排卵群より有意差はないものの低い傾向であった．

排卵率はG－CSFを投与していない排卵誘発周期では50．0％（83／166周期）であったのに対しG℃SFを投与した排卵誘発
周期の排卵率は90．3％（84／93周期）で有意な排卵率の上昇が認められた（P＜0．001）．【結論】LUFに対しG－CSFは高い

排卵効果を示し，G－CSFが一般不妊治療を行う際の補助的な排卵誘発治療薬として有用である可能性を明らかにした．さ
らに本研究は排卵機構におけるG－CSFや白血球が関与する炎症反応の重要性を示唆している．

O－041　初回完全自然周期において胚盤胞を3個以上獲得できた69症例の検討

○土山　哲史12），大見　健二’1，黒田　雅子’），宮内　　修V，渡邉　芳明V，瀬川　智也D，篠原　一朝121，加藤　恵一2），

　寺元　章吉い

　U新橋夢クリニック，2伽藤レディースクリニック

【目的1完全自然周期採卵では主席卵胞のみを穿刺するため，キャンセル率が高いという問題点がある．当院ではキャンセル率改善のため，自然周期採

卵において積極的に小卵胞を穿刺している．その結果，完全A然周期においても複数個の胚盤胞を獲得できる症例を認めている．今回，当院での初回完

全自然周期において胚盤胞を3個以上獲得できた69症例の臨床的背景を後方視的に検討したので報告する．

【対象と方法】患者説明と同意のもと2012年1月から2013年12月の2年間に初回自然周期採卵を行い，胚盤胞を3個以上獲得できた69例（35±3．5歳）

を対象とした．採卵は23G採卵針を用いて径3mm以上の卵胞をすべて穿刺吸引した．胚は拡張期胚盤胞に達するまで培養を行い，胚移植に供した，

【結果】全69例中不妊治療歴がある症例は87％であった，Day3の1in中AMH（pmol　Dは，10以下が9％，10．1－199が24％，20以Eが67％，平均31．1±

21．4，血中FSH（IU　L）は，10以ドが71％，10．1－14．9が26％，15以上が3％，　Lr均9．3±2．6，胞状卵胞数は，10以下が19％，　I　H9が46％，20以上

が35％t平均17±7．8個であった．平均主席卵胞径1＆7±1，8mm，採卵決定時平均ifil中E2濃度274±69pg！　mt，平均採卵Ll　15±30であった．採卵時穿

刺卵胞数は，10個以ドが6％，11－29個が6196，30個以上が33％t平均値27．0±11．7個，採取できた成熟卵f一数は，5個以ドが62％，6－9個が32％，10

個以卜．が6％，平均値5．0±4．0個であった．胚盤胞数は，3個が70％，4個が23％，5個以hが7％であり，小卵胞由来胚盤胞のみ獲得できた症例は48％

であった．胚移植は全109例あり，臨床妊娠率は主席，小卵胞由来胚それぞれ47％（プ15），64％（6394）、採卵周期あたり93％（64／69）であった．

採卵に伴う合併症は1例も認めなかった．

【結論】今回の検討では，積極的に小卵胞を穿刺することで，特に比較的卵巣機能良好症例においてOHSSのリスク無しに複数の胚盤胞を獲得でき，治

療成績を向ヒさせうることが示された．

0－042　Long法におけるOHSSの重症化予防のためにカベルゴリンと柴苓湯併用投与は有
　　　　　　効である

○伊藤啓二朗，井上　朋子，高矢　千夏，岩端　秀之，姫野　隆雄中岡　義晴森本　義晴
　医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【背景】調節卵巣刺激に引き続き発生する卵巣過剰刺激症候群（Ovarian　hyperstimulation　syndrome：OHSS）はIVFの重

大な合併症であり重症化を避けるためカベルゴリン投与の有効性が示唆されている．今回われわれは止痢作用や浮腫軽減作

用を持つ柴苓湯をカベルゴリンとともに投与することによりOHSSの症状が軽減できるかを検討した．【対象と方法】2011
年9月～2013年8月にLong法で調節卵巣刺激を行い採卵決定時のE2＞3500pg〃／miの症例は全胚凍結を行った．これらの
うち研究実施に同意を得られた156例を，A群（73例）：投薬なし，　B群（36例）：カベルゴリン7日間投与，　C群（47例）：

カベルゴリン＋柴苓湯7日間投与の3群に分け，採卵から7日後に卵巣体積指標（最大径×最小径×最小径），腹水量，血
算，重症度を比較してOHSSの症状が軽減するかを比較した．統計解析はt検定を行いp＜O．05を有意差ありとした．【結果】
年齢（34．8±32vs　35．1±3．9　vs　35．5±3．9）と採卵決定時のE2値（5388．2±1922．1　vs　5611．9±1974．8　vs　5549．6±1827．9）は各

群間で差はみなれなかった．A群とB群，　B群とC群では各指標の比較で差はなかったが，　A群とC群の比較では，卵巣
体積指標（267390．2±135913．O　vs　216968．4±129860．9）と重症度（1．07±0．73　vs（）．87±O．54）はA群よりC群が有意に小さ

くなっていた（p＜0．05）．【考察】Long法でのOIISS重症化予防にカベルゴリンに柴苓湯を加えて投与することが有効であ

ることが示された．
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O－043　卵胞成長におけるビアルロン酸の必要性

○高橋　則行1　’，，浜田　直美2），樽見　　航1），河村　和弘1），鈴木　　直い，伊藤　正則［｛），石塚　文平D

　］b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，31東京医科歯科大学教養部生物学教室

　卵巣発生および卵胞成長過程におけるビアルロン酸（HA）の有用性について検討した　HA発現部位は，卵巣発生過程
の性索から卵巣形成・卵胞成長に伴って卵胞の細胞外マトリクスへと置き換わっていった．HA合成酵素HAS1およびHAS
2は英膜／願粒膜細胞層に各々発現し，ゴナドトロピンによって遺伝子発現が誘導された，HA合成阻害剤処理により，卵胞

成長が阻害された．これらの結果から，HAの合成が卵胞成長に必須であると結論した．

O－044　調節卵巣刺激患者の卵胞液中vascular　endothelial　growth　factorとprostaglan－
　　　　　　dinE，の関係について

○林　　忠佑，松本　香織，加藤恵利奈，市川　　剛，千島　史尚，山本　樹生

　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科分野

【緒言】卵胞液中のVascular　endothelial　growth　factor（VEGF）は胚の質や移植率に関係するとされ，卵胞発育，卵の成

熟，黄体形成に影響を与えている．一方でprostaglandin　E2（PGE，）は排卵，黄体形成に関連し，　PGE，産生はVEGFによ

る血管新生の誘因となる．卵胞液中のPGE2とVEGFの関連についての報告は無い．我々は今回，卵胞液中のVEGF濃度と
PGE、濃度，さらにはVEGFの作用を阻害する可溶性レセプターsoluble　fms－like　tyrosine　kinase－1（sFlt－1）について検討

した．【方法】informed　consentのもと，日本大学医学部附属板橋病院で体外受精顕微授精を行った患者のうち，正常月

経周期を有する卵管因子や男性因子による不妊症12例（1群）と，r・宮内膜症性不妊5例（2群）を対象とした．1群の調
節卵巣刺激はクエン酸クロミフェンとゴナドトロピン製剤の併用によるプロトコールで行った．また，子宮内膜症性不妊患

者に対してはクエン酸クロミフェン単独，もしくはクエン酸クロミフェンとゴナドトロピン製剤の併用によるプロトコール
を用いて調節卵巣刺激を行った．採卵時に卵胞液を採取し，ELISAを用いてVEGFとPGE2，　sFlt－1を測定した．【結果】1

群ではVEGF濃度とPGE、濃度は負の相関を示したが，2群では相関を認めなかった．また，有意差は認めなかったものの
1群に比べ，2群はPGE，濃度が高い傾向だった．　VEGF，　sFlt－1は両群間で有意差を認めなかった．【まとめ】調節卵巣刺

激下ではPGE2によってVEGF産生が誘導されない可能性が示された．そのメカニズムについては更なる検討が必要であ
る．

O－045　ヒト卵子内円形精子細胞注入法（ROSI）における卵子活性化法の検討

○山口　貴史V，田中威づみ1），御木多美登1），伊熊慎一郎b，永吉　　基い，田中　　温11，伊藤　昌彦2），黒田　恵司3’t

　竹田　　省V，楠　比呂志1］，渡邉　誠二5）

　Uセントマザー産婦人科医院Ll浜松医科大学医学部感染症学講座，3［順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科，　V　」i　EII戸大

　学大学院農学研究科動物多様性教室，5）弘前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座

【目的】ROSIにおける最大の問題点は卵活性化であった．テサリック等はインジェクションピペットで細胞質内を機械的に吸引・注入を繰

り返すことにより卵活性化は惹起されると報告したが，臨床応用はほとんどされていない．この卵活性化に対し，我々は電気刺激を行い150

名の出産例を得ている．卵活性化を科学的に証明するために単為発生でのCaオシレーションの発現の有無波形分析を検討した．【方法1

電気刺激卵細胞質内穿刺刺激イオノマイシンの三者でCaオシレーションを測定した．　CaインジケーターのFluo－8H　AMとF127／DMSO

20％を用いた後三者で卵活性化を行い観察した．電気刺激は，NEPAGENE　LF201を使用した．卵細胞質内穿刺刺激法は，インジェクショ

ンピペットで卵細胞質の吸引注入を3回繰り返した．イオノマイシンは，5pMのイオノマイシンに5分間浸漬した．【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・流産率は，［新鮮胚移植：14．0％（179／1282），44．1％（79／179）］，［凍結胚移植：22．8％（74／326），

32．4％（24／74）］であった．現在までに出産に至った150名（♀：♂＝78：72）の臨床上異常は認められていない．電気刺激卵細胞質内穿

刺刺激　イオノマイシン処理後の3つの卵活性化法でCa濃度の変化を経時的に観察した．電気刺激法は，刺激後15分で1st　Ca　spikeが認

められ，Caオシレーションを認めたが，卵細胞質内穿刺刺激法とイオノマイシンでは，明らかなCaオシレーションを認めなかった．しか

し，三者ともに蛍光顕微鏡下で活性化前後のCa濃度の測定ができていないので，今後改善していく必要がある．【結論】卵了・活性化がROSI

の臨床成績を大きく左右する重要な操作である．電気刺激ではCaオシレーションは認められたが，テサリック等の報告した卵細胞質内穿

刺刺激法やイオノマイシンでは，f分に発生しなかった．今後sperm　factorであるPLC一ζを用いた卵活性化の検討が必要と考える．
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O－046　精巣内精子を用いたICSIにおける卵子活性化の検討

○高橋　智恵，水田　真平，末原　和美，松林　秀彦，石川　智基

　リプロダクションクリニック大阪

【目的】精巣内精子を用いたICSI（TESE－ICSI）では微弱運動性非運動性，形態不良，未熟な精了を使用せざるを得ない
症例も多く経験する．受精率が低い症例も散見され，卵子活性化処理によってその向上が見られるという報告も少なくない．

そこで今回我々は，TESE－ICSIを実施した症例にカルシウム（Ca）イオノフォアを使用した卵子活性化処理を行い，培養
成績を比較してその有用性について検討したので報告する．【対象と方法】2013年10月から2014年5月までの期間に，当
院にて初回採卵のうちMII卵数が8個以lt得られ，運動精子を使用したTESE－ICSI（妻平均年齢32．9±4．2歳）を実施し，

インフォームドコンセント後同意が得られた25症例25周期（閉塞性8症例，非閉塞性17症例）を対象とした．TESE－ICSI
施行後30分間Universal　IVF　Medium（UIM）にて培養を行った後，10μMのCaイオノフォアA23187中で8分間浸漬し，
新しいUIMにて翌日まで培養した．18～20時間後に受精判定を行いGlobal　MediumにてDay3まで培養し，症例に応じて
新しいGlobal　Mediumに交換した後Day6まで培養した．同一患者のMII卵を半数ずつ，　Caイオノフォア非実施群（Ca－），

実施群（Ca＋）の2群に分け，2群問における2PN率，分割率，良好分割率，胚盤胞率，良好胚盤i胞率について比較した．
【結果】全体でCa（一）およびCa（＋）の2PN率はそれぞれ，66．2％vs．73％，分割率は96．9％vs．96．4％，良好分割胚率は42．1％

vs．31．8％，胚盤胞率は48．2％vs．57．3％，良好胚盤胞率は47．5％vs．45．1％であり，2群問に有意な差は認められなかった．由

来が閉塞性と非閉塞性に分けて同様の検討を行ったが同様に有意差は認められなかった．【結論】運動精子を用いたTESE－

ICSI症例では由来が閉塞性であろうと，非閉塞性であろうと卵子活性化を行うことの有用性は認められなかった．今後は非
運動精子における適応や，Caイオノフォア浸漬時間，その他の卵子活性化方法についても検討する予定である．

O－047　1CSI受精障害に対するカルシウムイオノフォア（A23187）による卵活性化の効果

○早川　　繁t小番　彩羽，福岡　　栞，原川　智早，星見　由紀，阿久津　正，佐藤　芳昭

　ソフィアレディスクリニック

【緒言】ICSIを行っても受精しない，あるいは受精率が低いことがある．　ICSIでの受精障害の原因として，精子による卵活

性化異常が大半を占めるとの報告がある．今回，当院で行ったカルシウムイオノフォア（A23187）による卵活性化の効果を
検討した．【方法】2009年から2013年の5年間に，倫理的配慮を含むインフォームドコンセントを得て当院で行ったカルシ

ウムイオノフォア併用卵活性化症例のうち，その2年前以内の卵活性化を併用しなかったICSIでの平均受精率が30％以下
であった54症例について，受精率，胚盤胞到達率，臨床的妊娠率，生児獲得率を比較検討した．【結果】54症例の総計で，

Ca卵活性化（一）群346卵での受精率162％に対し，　Ca卵活性化（＋）群505卵での受精率58．2％．胚盤胞到達率は，　Ca
卵活性化（一一）群20、0％に対し，Ca卵活性化（＋）群369％．臨床的妊娠率は，　Ca卵活性化（一）群7．3％に対し，　Ca卵活

性化（＋）群14．3％．生児獲得率は，Ca卵活性化（一）群0％に対し，　Ca卵活性化（＋）群8．5％で，判明分で10人の生

児を得た．Ca卵活性化群の方が成績良好で，受精率と生児獲得率で有意差を認めた．また，同一患者内での受精率比較で
も54症例中48症例で受精率向上傾向を認め，その14症例は有意差まで認めた．さらに，「Ca卵活性化併用なしの累積顕
微受精卵3個以上かつ受精率0％」の17症例を検討すると，Ca卵活性化（一）群73卵での受精率0％に対し，　Ca卵活性化
（＋）群149卵での受精率　45．6％と有意に受精率が向上し，4人の生児を得た．【結論】顕微受精での受精障害に対し，カル

シウムイオノフォアによる卵活性化は，受精率・生児獲得率向ヒに貢献することが示された．一方，カルシウムイオノフォ
ア併用の安全性は，未確立である．今後，出生児の予後foliowにも力を入れたい．

O－048　細胞質置換施行時の条件設定の検討

○田中　　温1），永吉　　基U，田中威づみ1），竹本　洋一D，伊熊慎一郎1），御木多美登D，山口　貴史］），竹田　　省2），

楠　比呂志3），渡邉　誠二4｝
11

セントマザー産婦人科医院，2順天堂大学医学部産科婦人科学，

大学院医学研究科生体構造医科学講座
神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，ユ泓前大学

【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，老化卵子を用いたARTの成績では当然妊娠率は低下し，流産率は高くなる．この老化卵子を救済する有効な治療法

として，我々は細胞質をM－II期の若い細胞質と置換する方法を報告してきた．今回M－II期の細胞質置換の胚発生率を高めるため

細胞質置換施行時の条件設定について検討し，有用な結果が得られたので報告する，【方法】患者の同意が得られたM－II卵子を使

用した．除去したレシピエントのカリオプラストと除核したドナーのサイトプラストをHTF培養液の中につけて培養する意義に

ついて検討してみた．サイトカラシンB（CCB）内で除去したカリオプラストと除核したドナーのサイトプラストをHTF培養液

の中で0分，30分間培養した後に，20倍希釈のセンダイウイルスの中に浸漬したカリオプラストをドナーのサイトプラストと融

合した．ドナーのカリオプラストはピエゾマニュピュレーターで貫通させた透明帯の開孔部より注入した．注人2時間後にICSI
を施行した．【結果】培養時間無し，または30分間の2群間においてその胚発生について検討した結果，受精率，分割率，胚盤胞

発生率は，培養時間なしの群が［40．0％（4／10），30．0％（3／10），20．0％（2／10）］であった．これに対し30分間培養液の中で培養

した群は，［40．0％（4，／10），60．0％（6／10），40．0％（4、10）］であった．【結論】ヒト細胞質置換における胚発生の為の諸条件を検

討した結果，CCB内で除去したカリオプラスト及びドナーのサイトプラストを直ちにセンダイウイルスで膜融合をするよりも，30

分間HTF培養液の中でCCBの効果を除去した後にセンダイウイルスで膜融合をした方が胚発生率が高くなる傾向を示した．
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O－049　ミトコンドリア病の治療のためのM－II期細胞質置換時における，細胞質の注入量
　　　　　　を低減するための新しい手技の開発

○田中　　温t），永吉　　基U，田中威づみD，竹本　洋一1），伊熊慎一郎1），御木多美登引，山口　貴史’），竹田　　省2），

楠　比呂志3｝，渡邉　誠二V

いセントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産科婦人科学，

大学院医学研究科生体構造医科学講座

i）神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，】泓前大学

【目的】ミトコンドリア病の根治療法として，健常者の細胞質との細胞質置換が挙げられる．この方法では，レシピエントのM－II期染色体をドナー

卵子の細胞質内に注入する際に染色体の周りにある細胞質の量をできるだけ少なくすることは，変異ミトコンドリアDNAの注入を減少させるため

に不可欠である，我々は，置換時に注入されるレシピエントの細胞質の量を従来の約3分の1に減少させる新しい技術を開発した．【方法】Long法

にて誘発し，患者の同意が得られた成熟M－II期卵子を使用した．ノマルスキー微分干渉装置を装着した倒立顕微鏡下で染色体の位置を確認した，

M－II期染色体の位置を確認後卵子は5μg・’mlサイトカラシンB（CCB）を含むHTF内に10分間静置した．カリオプラストは10－12μmの内径ガ

ラスピペットを装着したピエゾマニピュレータで吸引し，CCB内にしばらく静置した．次に，　CCB内の最初のカリオプラストは内径5～10μmのピ

ペット内に吸引し，ピペットを振ることにより細胞質をできる限り分離除去した．この手順を繰り返すことにより，M－II期カリオプラストの量を

安全に減少させた．カリオプラストの膜はピエゾマニピュレータの微少振動を使用し簡単に破れ，除核した卵子細胞質内にM－II期染色体を直接

注入した．培養液中で2時間培養を行った後にICSIを施行した．【結果】1．低減M－II期カリオプラストの成功率は，92，0％（23／25）であった．2．

カリオプラストに含まれる細胞質の量は約30％に低下した．3．本法におけるICSI後の受精率，分割率および胚盤胞率は65．2％（15〃23），73．3％

（11／15）および27．3％（3／11）であった，【結論】本法は，ミトコンドリア病の根治治療としての細胞質置換に極めて重要な役割を担うことが示唆

された．しかし膜融合のプロセスなしの直接注入の胚発生率はマウスよりかなり低値となる点より，操作技術の向上が必要と考える．

O－050　非卵巣刺激周期に手術を施行した子宮体癌患者15症例における，摘出卵巣由来の
　　　　　　未成熟卵子に対するIVM結果の検討

○白澤　弘光1），熊谷　　仁D，富樫嘉津恵1］，佐藤　　亘1）佐藤　敏治1｝，熊澤由紀代1），井原　基公2），宇都宮裕貴2），

　八重樫伸生L），寺田　幸弘1）

　D秋田大学医学部産婦人科，2）東北大学医学部産婦人科

【緒言】我々はヒト卵子を研究に供する手法とし，子宮体癌手術時の摘出卵巣から卵子を得てIVMを行う方法を2013年に報告した．2014年よ

り東北大と共同で症例を追加した．新たな知見を踏まえ報告する．【目的】非卵巣刺激下の摘出卵巣から回収される卵子個数に年齢差を認める

か，自施設で卵子回収・IVMを施行する場合と，他施設から卵胞液を輸送後にIVMを施行した場合で結果に差を認めるかを明らかにする．【方

法】研究は各大学の倫理委員会の許可および，日本産科婦人科学会への登録を行った．対象は子宮体癌IA期で同意を得た患者とした．手術時

の摘出卵巣から卵胞液を採取し，未成熟卵子を回収した．他研究に用いる卵子，明らかな変形卵子を除外しIVMを施行した．2014年の症例はIVM

Kit（SAGE社）を用いた．東北大手術例は，卵胞液を保温下に秋田大まで輸送した後に卵子回収・IVMを施行した．2013年報告の8例，今回

秋田大で手術施行の3例（自大学群），今回東北大で手術施行の4例（輸送群）において，卵子回収個数については全例15例，IVM結果につい

ては今回の7例を検討した．【成績1全15例の平均年齢，平均卵子回収個数は40．1歳9．7個．30代患者5例は36．8歳20．4個，40代患者10

例は41．8歳4．3個であり，30代患者で有意に卵子回収個数が多かった（p＜O．Ol）．今回IVM施行の7例は平均年齢40．6歳平均卵子回収個数

8．3個．IVMは7例の卵子32個に施行し，19個（59．3％）がMIIに到達した．　IVM後のMn到達率は，自大学群3例（40，7歳）13個中12個
（92．3％），輸送群4例（40．5歳）19個中7個（36．8％）であり，輸送群で有意にMII到達率が低下した（p〈0．Ol），【結論】ヒト摘出卵巣から得

た卵子に対するIVMの報告は少なく，卵胞液輸送後のIVMについては報告がない．研究のため各年齢層のヒト卵子を得る一つの手法として，

今回の方法は有用と考える．また，各施設で共同して卵子の収集を行うことも可能であるが，卵胞液の輸送方法などの改良を要する．

O－051　ヒト初期卵胞の体外培養（IVG）における培養条件の検討

○高山　　修］），本橋　秀之1），奥平　裕一2），李

　舟橋　弘晃】2）

　1個山大学生殖補助医療技術教育研究センター，

楊2），Ferre　PilarL），　Athurupana　Rukmali2），中塚　幹也1・3），

2）

岡山大学大学院環境生命科学研究科，3）岡山大学大学院保健学研究科

【目的】近年，がん患者の妊孕性温存のため，卵巣組織の凍結保存や移植に関する研究が進められているが，ヒト初期卵胞の体外

培養（IVG）については，成熟卵の獲得すら困難な状況である．本研究では，ヒト初期1次卵胞の最適なIVG条件を探る目的で，

卵胞を包埋するアルギン酸ゲルの濃度と，マウス胎児繊維芽細胞（MEF）による調製培地（MEF－CM）の有効性について検討を
行った．【方法】本研究は岡山大学倫理委員会の承認を得て行った．卵巣手術を受けた患者のうち研究の同意が得られた6名（平

均年齢31．5±a4歳）の卵巣の一部を使用した．卵巣表層を細切し2．Omg／mlコラゲナーゼにより，酵素処理を行った．その後，セ

ルストレーナーにより直径100μm以下の初期1次卵胞を単離した．卵胞単離後，アルギン酸濃度（AL）O．5または2％のゲルに包

埋し，37℃，5％CO，　in　airの気相条件下で2日おきに培地交換を行い，14日間培養した．　MEF－CMは，　MEFをT－25フラスコ

に3．5×10“　cells／cm2の濃度で播種し，サブコンフルエントでIVG用培地に置換し，2日おきに回収して供試した．試験区はAL（O．5

または2％）およびMEF－CM使用の有無による4区とした，【結果】6名の患者より33個の初期1次卵胞（直径平均77．0±15．6μm）

を単離した．すべての区で卵胞直径の増加がみられ，特に培養8日目以降AL2％＋MEF－CM（一）よりALO．5％＋MEF－CM（＋）
で有意に大きかった（Day8；96．5±6．8　vs　131．4±4．8，　P〈O．05）．また有意な差は認められないものの，他区のALO．5％またはMEF－

CM（＋）で，卵胞直径が大きい傾向が見られた．培養継続に伴い，すべての区で卵胞の発育停止または変性が見られた．【考察】

今回の結果から，ヒトIVGでのALは2％よりもO．5％が適しており，　MEF－CMは有効であることが示唆された，しかし，すべ
ての区で卵胞の発育停止または変性が見られたことから，さらなる発育が継続できる培養環境の改良が今後の課題である．
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O－052　ヒト未成熟卵子の体外成熟培養液の比較検討

○越智　　梓L21，中田久美子］21，中山　順樹），池上加代子D，中西　　彩IJ，阿部　　睦P，渡邊ひとみ1），飯村　裕規1＞，

　中嶋　直綱1），岩本　武夫’3），山下　直樹1・2｝

　’仙下湘南夢クリニック，L）山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，3東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究
　室）

【背景】未成熟卵子（GV卵子）の体外における成熟培養系を改善することは，　GV卵子を有効に利用できる点でARTの有
用な技術となりうる．本研究では，現在汎用されている体外成熟培養液の培養成績による比較を行うとともに，培養後の培

養液成分の解析を行い検討した．【方法】GnRHアゴニスト投与の約32～34時間後に採卵を行い，成熟卵子とともに採取さ
れたGV卵子を体外成熟培養i（IVM）に用いた．　GV卵子をピアルロニダーゼにて裸化処理した後，　Quinn’s　Advantage　Blas－

tocyst　Medium（BM）にてIVMした（対照区）．試験区として，　GV卵子をSAGE　In　Vitro　Maturation　Media（SAGE）に

てIVMした後に，裸化処理した．翌日，極体の放出が観察された卵子にICSIを行った．また，　GV卵子が成熟した培養液
（M区）と成熟しなかった培養液（IM区）は，超高速液体クロマトグラフmaxis3G（ブルガー・ダルトニクス社製）を用
いたLC－Hybrid－MS法により成分の同定および定量に用い，その差異を検討した．【結果】SAGEにおいて体外成熟率88．9％
（16／18），受精率68．8％（11／16），分割率　68．8％（11／16）および胚盤胞形成率　6．3％（1／16）を示した．一方，対照区では体

外成熟率66．0％（373／565），受精率　70．8％（264／373），分割率67．3％（251／373）および胚盤胞形成率17．1％（36／210）を示

した．体外成熟培養後の培養液の成分についてt検定を行ったところ，検出された化合物についてそれぞれ有意差が確認さ

れた．詳細は学会にて報告する．【考察】SAGEをIVMに用いることで，体外成熟率が改善された．　M区とIM区において，
培養液中に分泌された成分が異なることから，これらを解析し，さらなる体外成熟培養環境の改善を検討している．

O－053　受精誘導型オートファジーの薬剤制御に関する研究

○山本　　篤12，3），塚本　智史LM，原田　竜也1，，久保田俊郎v

　n　］rll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倣射線医学総合研究所生物研究推進課，3）東京大学大学院

　医学系研究科分子生物学

【目的】オートファジーは細胞質中の不要タンパクを大規模に分解する，種を超えて保存された機構であり，排卵直後は抑制状態にあるが受精後活性

化する．一般細胞では細胞増殖等に関わるMammalian　target　of　Rapamycin　Complexl（mTORC1）を介してオートファジーが負に制御されている

他，細胞内エネルギーセンサーのAMp活性化プロテインキナーゼ（AMPK），オートファジーを担う膜伸展に働くフォスフォイノシチド3キナーゼ

（PI3K）等により調節され，これらに作用する薬剤でオートファジーを制御できる．一方我々は受精を契機としてmTORCI活性が低下する事を発見

したが，オートファジー制御について不明な部分が依然多い．そこで一般細胞で既知のオートファジー制御薬剤を用い卵での活性について研究した．

【方法】オートファゴソームマーカLC3を蛍光標識した8－12週齢のGFP－LC3マウス卵及び体外受精後の胚を各薬剤下に培養した後，蛍光顕微鏡下

にLC3のドットを確認しオートファジー制御状況を評価した．

【結果】1細胞期胚に微小管重合阻害剤ノコダゾールを処理すると核膜が消失したまま卵割せずLC3ドットは消失した．　MII卵にmTORCI阻害剤

TorinlやAMPI（活性剤フェンホルミンを処理してもLC3ドットは出現しなかった，次に受精後LC3ドットを観察してからmTORC1活性剤シクロ

ヘキシミドを処理したがLC3ドットは減少しなかった．しかしPI3K阻害剤ワルトマニンを処理するとLC3ドットの消失を認めた．

【考察】GV期にはLC3ドットを認めるがGVBD期以降は受精までLC3ドットが消失している事実とノコダゾールの結果から，卵オートファジーに

細胞周期依存性の制御機構がある可能性が考えられた．一・般的にオートファジー制御を担うmTORC1シグナルやAMPKシグナルは，卵や受精直後

の卵のオートファジー誘導に関係が少ない事が分かった．しかし，それらの下流にあるPI3Kシグナルは受精卵のオートファジーを制御している事が

判明した．

O－054　新規チップ型受精卵呼吸測定装置を用いた受精卵の客観的評価法の検討

○志賀　尚美D，宇都宮裕貴1），石橋ますみD，黒澤　大樹1｝，渡邉　　善］），菅沼　亮太L｝，福原　理恵3），福井　淳史3），

　五十嵐秀樹），高橋　俊文’1），阿部　宏之5），熊谷　　仁6’，寺田　幸弘6），八重樫伸生1）

　1）東北大学医学部産婦人科学講座，2幅島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，3）弘前大学医学部産科婦人科学教室，1｝山

　形大学医学部産科婦人科学講座，5）山形大学大学院理工学研究科，6）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

【目的】現在受精卵の質的評価には様々な形態学的所見が用いられているが，客観性に欠け十分な精度とはいえない．走査型電子化学顕微鏡を用いた

機器（従来機器）での受精卵の呼吸量測定は非常に高感度で非侵襲的なため，受精卵の質的評価にとって有用かつ安全であることが報告されてきた．

しかし測定の手技習得には多大な時問を要するため標準診療への普及の妨げになっている，今回我々は従来機器の操作性および測定精度の向上を目

的として新規チップ型受精卵呼吸測定装置（以F，本機器）を開発し，測定精度について検討した．【方法】本機器を用いて，乳癌細胞株MCF－7か

ら作成したスフェロイドおよびウシ受精卵の酸素消費量を測定した．チップ内のキャビティに検体を静置後マニュアル操作なしに酸素還元電流を

測定し，球面拡散理論式に基づき酸素消費量を算出した，測定時間は5分以内とした．【成績】スフェロイド（n＝22）を用いた実験では，酸素消費

量とスフェロイド径との間に相関がみられ，この結果は従来機器の報告と一致していることから，本機器で正しく酸素消費量を測定できることを確

認した．ウシ受精卵（n＝4）を用いた実験では，酸素消費量は1．39－2．89　×　10‘i4mol／secであり，ヒト受精卵の酸素消費量と同等のレベルであった．し

たがって，ヒト受精卵に必要な感度域の測定が可能であると推察された，【結論】本機器を用いて，簡便かつ短時間にスフェロイドおよびウシ受精卵

の酸素消費量を測定できた，従来の形態学的評価に呼吸量測定を併用することにより受精卵評価の精度向上が期待された、また「受精卵呼吸測定装

置を用いた臨床試験に橋渡しするための安全性および有用性に関する研究（臨床登録番号：UMINOOOO12692）」が当施設倫理委員会の承認を得たため，

今後は研究使用に関する同意を取得したヒト受精卵（廃棄卵）を用いて臨床研究を行い，移植時の受精卵選定に有用である可能性を検討していく．
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O－055　胚盤胞形態評価は異常妊娠・異常分娩のリスクを予測できるか？

○俵　　史子1），中山　理紗D，高木さや香1｝，森本　　藍D，大城　章子］），山本　裕子1），志田　有加1），榊原　由佳1），

　宗　　修平1），藤田　智久1），山口和香佐1），中山　　毅2），田村　直顕3），金山　尚裕3）

　1医療法人社団俵IVFクリニック，2）JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科，3）浜松医科大学産婦人科

【目的】胚盤胞の栄養外胚葉（trophectoderm以下TE）は，母体由来の脱落膜との接点として妊娠の維持に重要な役割をは

たしている．また，絨毛細胞の形成や機能異常は妊娠高血圧症候群や子宮内胎児発育不全，胎盤の異常などを引き起こす可
能性があるされている．TEに着目し，胚盤胞の形態評価が児の状態，妊娠予後，合併症と関連があるか検討を行った．【方
法】ART妊娠例において患者本人の同意を得た上で分娩転帰についての調査を行った．単一胚盤胞移植を行い妊娠予後が

明らかな851症例について，栄養外胚葉TEの評価別に妊娠率，流・早産率，合併症・分娩時異常の頻度，出生児の状態を
検討した．TEの評価は細胞の均一性を指標とした当院での分類を用い，形態評価の高いものからa，　b，　cの3段階で評価
をした．【成績】流産率は，TE評価aで17．6％，　cで27．8％と評価の低い胚盤胞で有意に高かった（p＜O．005）．　TE評価と

出生体重，身長との間に関連性は認められなかった．また癒着胎盤，前置胎盤などの胎盤異常の頻度は，TE評価cで高く
なる傾向を認めた．分娩時の異常出血（経膣分娩で出血量800ml以上，帝王切開で1500ml以上）の頻度が経膣分娩全体で
は24．3％，帝王切開ではll．5％と一般頻度に比べ高かったが，　TE評価別では差を認めなかった．胎盤重量とTE評価との
関連は認めなかった．【結論】移植胚と妊娠予後の関連性が示唆され，特に流産率，癒着胎盤・前置胎盤のリスクにおいて

は移植胚の状態からも予知できる可能性があることかが示唆された．

O－056　培養期間中の観察がヒト胚の発達に与える影響

○小林　一彦D，小嶋　哲矢1），末包　博昭2｝

　1）武庫之荘レディースクリニック，2）末包クリニック

　通常インキュベーター外で行われる胚の観察では，温度変化，気相変化とそれに伴うpHの変動および光曝露等の胚への外的ス

トレスが懸念される．また，インキュベーターの扉の開閉による培養環境の一時的な変化も，胚へのストレスとなる可能性がある．

当院では，培養期間中，毎日1回胚を観察しているが，今回我々は，胚の観察が培養および移植成績に与える影響を検討した．

【方法】胚盤胞での全胚凍結を目的とした周期のうち，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2群に分け，以下のような条件下でDay6まで培養した．観

察群：Day2からDay5で，毎日1回胚をインキュベーターから取り出して観察した，無観察群：対照として，　Day1からDay5ま

で，インキュベーターの扉を全く開けず，胚の観察を全くしなかった．胚の培養には，LifeGlobal社のglobal　TOTALを用い，培

地交換をしない継続培養を行った．インキュベーターは，COOK　MEDICAL社のK－MINC－1000を使用した．
【結果】Day5において，観察群および無観察群の胚盤胞到達率は，4＆3％（43／89）および4＆9％（46／94），≧3BB（ガードナーの

分類で3BB以上）良好胚盤胞率は，25．8％（23／89）および27．7％（26／94），≧4AB良好胚盤胞率は，16．9％（15／89）および12．8％

（12／94）であった．Day6において，胚盤胞到達率は，6＆5％（61／89）および61．7％（58／94），≧3BB良好胚盤胞率は，48．3％（43

／89）および41．5％（39／94），≧4AB良好胚盤胞率は，22．5％（20／89）および149％（14／94）であった．観察群および無観察群で

得られた凍結胚の移植後の臨床的妊娠率は，60．0％（6／10）および40．0％（4／10），流産率は，0％（0／6）および0％（0／4）であっ

た．以上のすべての結果において，2群間に差を認めなかった．

【結論】毎日1回の頻度で行われる観察が，胚の発達に重大な負の影響を与える可能性は低いと考えられた．

O－057　当院における胚の割球数と胚盤胞発生率の検討

○野木世莉那，有地あかね，村松　裕崇，伊藤かほり，大村　直輝，小峰　祝敏，工藤　祐輔，門前　志歩，遠藤　美幸，

　向井　直子，大原　基弘，己斐　秀樹，清水　康史，依光　　毅，河村　寿宏

　田園都市レディースクリニック

【目的】媒精またはICSI施行後3日目の分割胚は8細胞前後となるのが標準的であるが，　Day3時点での分割速度が遅いと胚盤胞発

生率が低下すると言われている．そこで，今回我々はDay3胚の割球数別に胚盤胞発生率とグレードについての検討を行った．【方法】

当院にて2010年1月～2013年12月に媒精またはICSIを行い個別培養された5517個の胚において，　Day3朝観察時の割球数（6cell

以下，7－10cell，11cell以上）と，胚盤胞発生率，胚盤胞のグレードを検討した．胚は全て2PN由来とし，　Gardner分類3BB以上に
発生したものを対象とした．【結果】胚盤i胞発生率は，割球数6cell以下で30％（494／1653）7－10cellで62％（2329／3752）11cell以

上で63％（71／112）であった．6cell以下の胚盤胞発生率は7cell以上の胚盤胞発生率より有意に低かったが，7－10cel1と11cell以一ヒ

との間の胚盤胞発生率には有意差はみられなかった．また，胚盤胞に発生した胚のうちDay5で胚盤胞となった胚は，6cell以下で56％

（277／494）7－10cellで79％（1843／2329）11cell以上で96％（68／71）であった．　Day5胚盤胞発生率は7－10cell，　llcell以上の胚と比

較し6cell以下の胚で有意に低かった．次に，胚盤胞のグレードの検討を行った．グレードAA，　BAに発生した胚は，6cell以下で27％

（133／494）7－10cel1で46％（1077／2329）11cell以上で59％（42／71）であり，グレードBBに発生した胚は，6cell以下で53％（261

／494）7－10cellで37％（861／2329）11cell以上で28％（20／71）であった．グレードAA，　BAの胚は6cell以下で有意に低く，グレー

ドBBの胚は6cell以下で有意に高かった．【結論】今回の結果から，胚盤胞発生率はDay3時割球数が7－10cellの胚と比較し，6cell

以下の胚は有意に低く，11cell以上の胚は有意差がなかった．また，6cell以下の胚は胚盤胞のグレードが低く，発生速度が遅い胚が

有意に多かった．Day3時点での胚の分割速度は胚盤胞発生率のみならずグレードにも関与していることが示唆された．
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O－058　多核胚移植による妊娠成立の症例報告

○佐藤祐香里，中村　祐介，

　京野アートクリニック

服部　裕充，中條友紀子，土信田雅一，戸屋真由美，京野　廣一

【目的】多核を有する割球を含む胚は，染色体異常の頻度が高く妊娠率が低いため移植から除外されていたが，多核胚でも

健児が生まれた症例も報告されている．今回，インフォームドコンセントの上，ほかに移植する胚がなく多核胚を移植し妊

娠成立した3症例を経験したので報告する．（症例1）36歳，1妊0産．不妊原因不明．2010年12月Long法にて卵巣刺激，

3個採卵，2個にICSI施行．1個2前核（PN）確認1個は前核確認できず（以後（一）胚とする）．2PN胚は媒精より25．5
時間後2cellとなり，2細胞に多核がみられた．培養3日目（11cell均一フラグメント5％）移植し，妊娠37週0日帝王切
開にて健児出産．（症例2）30歳，0妊0産，不妊原因PCOS．2013年2月，自然周期にてIVM施行．採卵数16個，6個に
ICSI施行．媒精19．5時間後2PN胚1個，（一）胚5個（のちに全て分割進む）．26時間後，5個の胚に多核を認めた．培養
5日目にて（一）・多核由来の胚4BC1個，培養6日目にて2PN・多核由来4BC凍結その後2回採卵するも妊娠せず．2013
年7月，HRT周期にて胚盤胞2個融解胚移植施行．　GS1個確認．最終転帰は現在調査中．（症例3）42歳，0妊0産．男性
因子（精子無力症）．2013年8月，自然周期にて1個採卵．1個にICSI施行し，媒精20時間後に2PN確認．25．5時間後，2
cellに分割し，多核が認められた．培養2日目にて4cell均一〇％を移植．　GSI個確認妊娠41週0日自然分娩にて健児出
産．【考察】今回多核胚にて健児を出産した症例が得られたことから，多核胚を移植することも可能であることが示唆され
た．しかし，これらの胚は，染色体および核の不分離によるものなのか不明瞭である．今後はtime－tapseを用いて多核の動

態も含め検討する必要がある．

O－059　分割期胚における多核胚発生原因の分析

○大津　英子，小池　　恵，

　セント・ルカ産婦人科

佐藤　晶子，城戸　京子，後藤　香里，熊迫　陽子，長木　美幸，宇津宮隆史

【目的】通常ヒト細胞は骨格筋繊維細胞や胎盤等を除き1つの細胞には1つの核が存在している．しかし体外受精胚移植に
おいて，分割期に1つの細胞中に複数の核が存在する多核胚を認める場合がある．多核の原因は未だ不明であり，本研究で
は女性年齢が多核の原因に関与するか検討した．また多核胚の染色体解析を行い，原因検討を加えた．【方法】多核の確認

はDay2にて行った．染色体検査は研究使用に同意が得られた凍結胚盤胞期胚を使用し，　FISH法により行った．【結果】多

核胚の出現頻度は99％（361／3642）であった．同一採卵周期にて多核胚の出現頻度を0％，25％未満，25％以上50％未満，

50％以上の4群に分けた女性平均年齢はそれぞれ36．4±4．6歳，35．6±4．6歳35．1±5．2歳35．2±4．3歳であり，差は認めら

れなかった．多核由来胚盤胞の染色体正常率は42％であった．タイムラプスで観察された多核発生のパターンはA：2分割
後すぐに多核を確認B：分割開始後細胞融合を確認の2種類であり，それぞれの発生頻度は79％（11／14）と21％（3／14）

であった．パターンAの胚盤胞達成率は40％（4／10）に達したのに対し，パターンBでは3個すべてが桑実胚で発達停止
した．【考察】多核胚の出現頻度と女性年齢に関連は認められず，加齢は多核の原因ではないことが強く示唆された．染色

体解析の結果，多核由来の胚盤胞であっても多くは染色体正常であった．染色体異常の多くがトリソミーやモノソミーであ
り，またタイムラプスで観察された結果より，多核の原因は，多くが有糸分裂後期に核が一つにまとまらず核膜が複数形成
されたものであると考えられた．

O－060　抗核抗体染色型別にみた多前核胚出現頻度の検討

○大垣　　彩1），水野　里志川，渡邊　千裕D，中野　真夕n，松本　寛史1），藤岡　聡子1），森

　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

梨沙1），井田　　守D，

【目的】抗核抗体（Antinuclear　antibody；ANA）は真核細胞の核成分を認識する自己抗体の総称である．散在斑紋型患者での体外受

精における卵成熟の異常や多前核受精卵の発生頻度の増加が報告されているが，その他の染色型や抗体価の影響についての報告はな

い．そこでANA染色型の相違および抗体価が卵成熟と多前核受精に及ぼす影響を検討した．【方法と対象】1，平成24年1月から平

成25年12月に体外受精施行症例のうち，ANA検査を実施した355症例1646周期を対象とした．陰性症例を対照区としANA染色型
と授精方法別に成熟率，多前核胚出現率を後方視的に比較した．2，多前核受精率が25％以上の症例を多前核受精多発症例と定義し，

高頻度で多前核受精が出現した散在斑紋型（7症例18周期）を対象として，抗体価と多前核受精多発症例の発生頻度の関係を解析し

た．【結果】1．卵成熟率は授精方法にかかわらずANA染色型による差は認めなかった．多前核胚出現率は一般体外受精では対象区9．0％

（72／798），均等型11．7％（33／282），斑紋型ll．7％（58／495），核小体型7．4％（8／108），散在斑紋型50．0％（27／54），顕微授精では4．6％

（137／2974），4．0％（27／683），4．3％（66／1542），4．9％（5／102），51．6％（16／31）で授精方法にかかわらず散在斑紋型が有意に高率であっ

た．2．散在斑紋型抗体価別の多前核受精多発症例の発生頻度は，抗体価80倍100％（2／2），160倍100％（3／3），320倍0％（O，／1），640

倍0％（0／1），1280倍90．9％（10／11）であった．【まとめ】これまでの報告とは異なりANA散在斑紋型の卵成熟への影響は認めなかっ

たが，多前核胚出現率に関しては有意に高かった，しかし，他の染色型では影響は認めなかった．散在斑紋型の抗原はセントロメアで

あり，染色体分離に関わる部分に対する自己抗体であることから，前核形成過程で何らかの影響を与えている可能性が考えられる．し

かしながら，抗体価と多前核胚出現に明らかな相関を認めず，正常胚獲得に向けて更なる解析が必要と考えられた．
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O－061　Multinucleated　blastomers胚でも胚盤胞移植ではより高い妊娠率が得られる

○中西　裕子，今井　和美，幸寺　　渚，北川　晴香，上田　　鈴，篠原　三佳，貴志　瑞季，金森　真希，奥　　裕嗣

　医療法人紀映会レディースクリニック北浜

【目的】Multinucleated　blastomeres（MNB）は，胚発育能及び胚移植後の妊娠率も低く，流産率が高いと報告されている．当院におい

ても，MNB胚の胚盤胞到達率は45．2％で，非MNB胚の70．7％に比べ低く（P＜O．Ol），　ARTにおける胚のセレクションの重要な指標

の一つとしている、今回MNBが認められた胚を2日目または胚盤胞期に凍結保存したのちにホルモン補充周期にて胚移植を行った分割

胚移植群及び胚盤胞移植群の移植時期における妊娠率について報告する．

【対象及び方法】2011年1月から2014年1月に，当院にて採卵から2日日にMNBが認められた胚を2日目または胚盤胞期に凍結保存

した後，ホルモン補充周期にて胚移植を行った分割胚移植群（A群）10周期10症例及び胚盤胞移植群（B群）6周期6症例を対象とし，

移植時期における妊娠率について検討した．またB群では良好胚盤胞率についても調査し，良好胚盤胞はGardner分類によるBL3BB
以上とした，さらに妊娠判定陽性患者に関しては，その経過を調査した．

【結果】妊娠判定結果はA群で1症例が陽性，9症例が陰性となり妊娠率は10，0％であり，9週5日で子宮内胎児死亡に至った．B群で

2症例が陽性，4症例が陰性となり妊娠率は33．3％であり，妊娠率はB群で高い傾向にあった．また良好胚盤胞率はそれぞれ100．0％と

25．0％であった．陽性のうち1症例は生産し，児に異常はなかった．残りの1症例は経過観察中であり予後は学会にて報告予定である．

【考察】MNB胚の胚盤i胞到達率は，非MNB胚に比べ低いが，　B群の妊娠率が高い傾向にあったことから，　MNB胚でも胚盤胞移植では，

妊娠に至る可能性がある．また，B群にて陽性を示した2症例の良好胚盤胞率が他の4症例と比べて高いことから，　MNB胚でも，胚盤

胞まで培養し，良好胚盤胞に発育した場合には，胚移植すれば妊娠に至る可能性があることが明らかとなった．よってMNBが確認され

た胚を胚盤胞まで培養し，移植することは選択肢の一つであると考えた．

0－062　初期胚の分割形態および多核割球の有無による発生速度と胚盤胞発育

○松永　利恵］），三浦　　恵1），見田　　渉D，宮田　佳苗1），田中　豊美1），山中菜保子D，渡辺　真一1），上畑みな子1｝，

　宮村　浩徳’2｝，西山　幸江1），与那覇　斉1），桑波田暁子1），越知　正憲1〕，堀内　俊孝3）

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

【目的】これまでに，第一分割の細胞分裂形態，多核割球の有無がそれぞれ胚盤胞への発生と関連のあることを報告した．

また，4細胞期胚のすべての割球が単核の場合，良好胚盤胞胚率は有意に高いことを報告した．今回は，eg－一分割と第二分

割形態，多核割球の有無と発生速度および胚盤胞発生率の関連を検討した．【方法】成熟卵にICSIを施行し，正常受精胚す

べてをEmbryoScopeで胚盤胞培養に供した．第一分割と第二分割において卵割1回につき1個の割球の増加を分割良好
（good），2個以上の増加を分割不良（poor）とした．フラグメントと割球の区別が不明確な場合も分割不良とした．第一分

割と第二分割形態，多核割球の有無が胚盤胞発生率と良好胚盤胞率（凍結率）を調べた．分割形態（第一分割良好：G群，
第一および第二分割良好：G－G群，第一分割良好だが第二分割不良：G－P群，第一分割不良：P群）および多核割球の有無

と前核消失時間，第一分割と第二分割時間（ICSI施行からの経過時間）との関連を検討した．【結果】G群の胚盤胞発生率
および良好胚盤胞率（凍結率）はP群と比べ，有意に高かった（67．8％vs．21．7％，40．9％vs．10．0％）．　G群の前核消失第

一分割時間はP群と比べ早かった．G群のうち80．0％が第二分割も良好であった．　G－Gの胚盤胞発生率と良好胚盤胞率は，
G－P群と比べ，有意に高かった（72．8％vs．47．8％，45．7％vs．　21．7％）．　G－G群の第一分割時間はG－P群より早かった．　G－G

群の単核と多核割球胚の割合は26．8％と73．2％で，G－G群の単核と多核では，胚盤胞発生率と良好胚盤胞率に有意な差は
なかった．【結論】第一・分割，第二分割形態と，ICSI施行からの前核消失と第一分割時間は，その後の胚盤胞発生率と良好

胚盤胞率を評価する上で重要な要因である．

O－063　FMS－like　tyrosine　kinase　31igand（FLT3L）はマウス着床前期胚の発育を促進す
　　　　　　る

○西島　千絵，河村　和弘，岡本　直樹，佐藤　可野，吉岡　伸人，杉下　陽堂，高江　正道，洞下　由記，河村　七美，
　鈴木　　直

　聖マリアンナ医科大学産婦人科学

【緒言】着床前期胚は生殖管より分泌されるパラクライン因子により発育が調節されている．体外培養系では，パラクライン因子が

欠如することから，その調節機構の解明は胚の質を高める培養液の開発に繋がる．FLT3Lは胚発育を促進するCSF－1やKIT　ligand

の受容体に関連したチロシンキナーゼ受容体であるFLT3に結合する．本研究では，　FLT3L／FLT3シグナルのマウス着床前期胚発

育への役割を検討した．【方法】リアルタイムPCR法を用いて，マウス着床前期胚，卵管および子宮におけるFLT3LとFLT3の

mRNA発現を経時的に定量した．また，マウス2細胞期胚にFLT3LまたはFLT3阻害剤を添加培養し，各発育段階への発育調節
作用を調べた．胚盤胞では，総細胞数およびTUNEL法によるアポトーシスの発生を確認した．さらに，　FLT3L添加群にPI3K阻
害剤を添加し，PI31（シグナルの関与を検討した．【結果】FLT3Lの発現は未受精卵・2細胞期胚で高値であり，4細胞期胚より発

現が低下し，桑実胚以降でほぼ消失した．一方FLT3の発現は，4細胞期胚まで低値であり，8細胞期以降に急増した．生殖管にお

けるFLT3Lの発現は，着床前期胚が存在する交配後2－4日目に高値を示した．　FLT3Lは2細胞期胚の桑実胚，拡張胚盤胞，艀化
後胚盤胞到達率を濃度依存性に促進し，胚盤胞の総細胞数を増加させた．それら効果はFLT3阻害剤により遮断された．しかし，　FLT

3Lには細胞死抑制効果は認めなかった．　PI31（阻害剤はFLT3Lの胚発育促進作用および胚盤胞の細胞数増加作用を抑制した．【結

語】FLT3Lは，　FLT3－PI3Kシグナルを介し生殖管由来のパラクライン因子として着床前期胚発育を促進し，胚盤胞の細胞数を増

加させた．今後，体外受精および胚移植における着床前期胚の最適な培養環境を作成する一助となり得ると考えられた．
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O－064　マウス膵臓ランゲルハンス島におけるAMH発現の検討

○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

ているが膵臓には報告が少ない．今回免疫組織化学染色，ウェスタンブロット，リアルタイムPCR法を用いてマウス膵臓
ランゲルハンス島と卵巣組織におけるAMHの発現性について比較検討した．
【方法】非妊娠ICRマウスの膵臓組織と卵巣組織を用いた．膵臓組織の連続パラフィン切片を作製し免疫組織化学染色（抗

AMH，グルカゴン，インスリン，ソマトスタチン）を行いランゲルハンス島細胞におけるAMH染色性の比較検討した．

また膵臓卵巣組織のAMH蛋白検出を目的としたウェスタンブロット法を行った．更にリアルタイムPCRによりRNA濃
度の定量解析を行った．

【成績】1，膵臓組織のAMH染色性はA細胞を染めるグルカゴン染色性とほぼ一致し，　B細胞を染めるインスリン，　D細胞

を染めるソマトスタチン染色とは一致しなかった．2．ウェスタンブロット法，リアルタイムPCR法では共に卵巣組織と比
較し膵臓組wa　AMHの発現レベルは低値を示したがAMH発現は確認できた．
【結論】免疫組織化学染色，ウェスタンブロット法，PCR法を用いてマウス膵臓ランゲルハンス島内のAMHの存在を確認
できた．その発現レベルは卵巣組織に比べて低かったが，何らかの生理的役割が示唆された．

O－065　犬脂肪由来幹細胞を用いた生殖機i能障害における安全性に関する検討

○濱田　雄行1），窪島　　肇｝，那波　明宏1），伊藤　　博3）

　】愛媛大学医学部附属病院産婦人科，2）株式会社アニマルステムセル，3｝東京農工大学付属動物医療センター

【目的】脂肪由来幹細胞は，難治性組織障害性疾患に対する有力な再生治療法として，多くの臨床的な試験が行われ有効な

成績が報告されている．cyclophosphamide投与により生殖機能障害を来したマウスに対する脂肪幹細胞を用いた実験で，
VEGF，　IGF－L　HGFが移植脂肪幹細胞から分泌されることにより血管新生が誘導され生殖機能が改善される事が報告され
ている．しかしながら，こうした抗癌剤投与による生殖機能障害は，早発閉経，造精機能障害等の人における生殖機能障害

とは病態が異なり，こうした実験モデルにおける成績が人への治療法としてからなずしも反映されるとはいえない．このた
め，より人における病態と類似していると思われる犬における自然発生の老化による生殖機能障害での再生治療の可能性を
検討するための安全性についての検討を行った．【方法】7頭のドナー犬から得られた皮下脂肪組織をcollagenase処理し，
脂肪幹細胞を分離培養し凍結保存した．脂肪幹細胞からはIL－6，　IL－8，　HGF，　MCP－1，　G－CSF等のサイトカインが多く分

泌され，CD29，　CD44，　CD90が陽性であった．投与対象は，飼い主の許可を得た86頭（全身投与11頭局所投与75頭）
で，脂肪幹細胞は融解後1×106個を各犬に計4回投与した．【成績】全身状態を観察し，血液，生化学検査を行ったところ，

全犬において特に異常は認められなかった．【結論】今回の成績から，犬においては他家の脂肪由来間葉系幹細胞移植の安

全性に特に問題が無いことが明らかとなった．今後実験犬における脂肪幹細胞の投与から，さらに安全性のみならずその
生殖機能障害に対する有効性を検討していく予定である．

O－066　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，河本　　舞，品川　征大，岡田　真紀，竹谷　俊明，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に起因する卵巣の加齢は，不妊領域最大の課題であるが有効な対処法はない．我々は，

抗酸化作用を有するメラトニンの長期投与で卵巣の加齢を予防できるかを検討した．【方法】10週齢雌ICRマウスをメラト

ニン投与群（M群）とコントロール群（C群）の2群に分け，43週までメラトニン水（100pg／ml）または水を飲水させ飼
育した．PMSG－HCGによる過排卵刺激を行い，以下の実験を行なった．（1）卵管内の卵子を回収し排卵数を計測．（2）卵
子に精子を媒精して体外受精を施行し，24時間後に受精卵数（率）を計測．（3）卵巣組織の連続切片を作成し原始卵胞数を
計測．（4）卵巣のトランスクリプトームをマイクロアレイ法にて解析した．【成績】（1）排卵数（個）は，C群では13週：

24．4±8．9，23週：26．3±3．3，33週：12．8±4．3，43週：6．4±1．1と加齢に伴い低下した．M群では33週：19．0±10．0，43週：

11．6±3．2と，C群に比較して43週で有意に多かった．（2）体外受精の受精率は，　C群では13週：77．9％，23週：73．4％，33

週：52．9％，43週：21．4％と加齢に伴い低下した．M群では33週：67．4％，43週：50．9％と，　C群に比較して43週で有意

に高値であった．（3）卵巣組織（43週）の原始卵胞数はC群に比較してM群で高値を示した．（4）加齢に伴い発現が低下
し，かつメラトニン投与でその低下が阻止される遺伝子についてpathway解析を行なったところ，抗酸化機構が有意に抽
出された．【結論】メラトニンの長期投与によって，加齢に伴う排卵数の減少，受精率の低下が防止できた．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り，その機序に抗酸化機構の賦活が関与している可能性がある．
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O－067　第3世代携帯電話電磁波の配偶子に対する影響に関する検討

○鈴木　　聡’），奥津　美穂P，菅沼　亮太u，小宮ひろみP，藤森　敬也u，立野　裕幸z）

　1幅島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，2）旭川医科大学医学部生物学教室

【諸言】近年，携帯電話が急速に普及した一方で，携帯電話が発する電磁波の健康への影響が懸念されるようになった．今
回，携帯電話の電磁波がマウス配偶子に与える影響を検討した．【方法】実験1電磁波発生装置sXcl950（IT’IS　Foundation，

Zurich，　Switzerland）を5％CO2インキュベーター内に設置し，第3世代携帯電話が発生する電磁波W－CDMA195GHz，

比吸収率2mW／gを培養液中のマウス精子に60分間曝露した、電磁波曝露前，曝露直後曝露後1時間，3時間，6時間に
精子運動率および各種パラメーターを精子運動自動解析装置（CASA）を用いて解析，非曝露群と比較した．実験2前述と
同様の電磁波曝露条件にてマウス精子，卵子それぞれに60分間曝露した．曝露精子一曝露卵子（群1），曝露精子一非曝露卵

子（群2），非曝露精子』暴露卵子（群3），非曝露精子一非曝露卵子（群4）の組み合わせでIVFを行い，受精率，8細胞期胚，

および胚盤胞形成率を検討した．また，第1卵割中期において染色体標本を作製し各群の精子，卵子由来の染色体異常率を

検討した．【結果】実験1電磁波曝露の有無で各種パラメーターに有意差はなく，また，各種パラメーターの変化は電磁波
曝露の影響を受けなかった．実験2受精率，8細胞胚形成率，胚盤胞形成率の順に群1：94．1％，92．7％，82．5％，群2：92．7％，

90．9％，83．0％，群3：96．8％，95．7％，87．8％，群4：95．0％，94．6％，8＆5％であった．受精率，8細胞期胚形成率は各群と

もに有意差はなかった．胚盤胞形成率は群1と群4で有意差を認めた．染色体異常率は精子由来，卵子由来それぞれ，各群
有意差は無かった．【考察】精子，卵子ともに電磁波に曝露された群1において有意に胚盤胞形成率が低下した．染色体レ

ベルでの異常は認められなかったが，電磁波曝露による酸化ストレスの増加，抗酸化物質の減少などによる精子自体のダメー

ジに加え，卵子の持つDNA修復系などが影響を受け胚盤胞形成率が低下した可能性が推察された．

O－068 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）における肥満の有無によるインスリン抵抗性（IR）
について一インスリン抵抗性（IR）の診断と糖負荷試験（OGTT）意義について一

○根岸　広明n，石井　鈴奈D，中尾　佳月D，竹中　　裕’），木村真智子L），堀川　道晴D

　1）ウィメンズ・クリニック大泉学園，2）埼玉医科大学産婦人科

【背景】PCOSの50－70％はIRを伴い，将来II型糖尿病発症のリスクが高いとされる、特に肥満を伴う方ではIRが高率でOGTTが
推奨されているが，肥満のない方ではIRの頻度は不明なことからOGTTの必要性は結論をみていない、【目的】PCOSの患者にOGTT

を施行し，body　mass　index（BMI）と糖代謝に関する諸因子を比較検討し，更に非肥満患者におけるIRスクリーニングの意義も検

討した．【方法】2006－13年の期間でPCOSと診断された不妊患者で承諾を得られた98名を対象とした．　OGTTは75gの糖を内服前，
後30，60，120分で血糖値（G。．　3。。。．12。）とインシュリン値（1。，　：se，　60］20）を測定した．　BMIが25　kg／m2以上を肥満あり（0群，27名），

25未満を肥満なし（L群，71名）として比較検討した．【成績】全ての糖代謝関連因子（HOMA－IR，　G。，1。，　OGTTにおけるG、。　t、。，　t2。・

13。，　6。12i〕・area　under　the　curve）はL群で良好であった．また，糖代謝関連諸因子とBMI値にはそれぞれ有意な相関が認められた．

IRの診断は1。＞15μU／ml，　HOMA－IR＞2．5pU・mg／ml・dl，およびOGTT（k。〈16。＜112。）の3つで行った．　L群と0群でIRの検出

率は10でそれぞれ0％，11％，HOMA－IRで1％，59％，　OGTTで16％，44％といずれも0群で有意に高かった．　ROC曲線から求
めたIR検出のBMIカットオフ値は10で28．7　kg／mz，　HOMA－IRで26．7，（13。〈16。〈ll2。で28．7であったs　L群におけるIRの検出率が

検査方法によって異なる（0－15％）ことから，L群で最も検出率が高かった「1持続上昇群」の糖代謝を更に検討するとIRがあると

糖負荷による1の反応開始が鈍く，G6。12。は高かった．【結論】IRは0群で41－59％に，　L群で0－16％に認めた．糖代謝関連因子は

BMIの増加に伴い悪化した．　L群では診断方法によりIRの検出率に違いがあった．糖負荷後の持続的1増加群では肥満はなくても1

の反応が遅く，耐糖能低下が示唆されたことから，BMI＜25　kg／m2でもOGTT検査を排除すべきではないと考えられた．

0－069 Curcuminは穎粒膜細胞においてAMP－activated　protein　kinase（AMPK）を介し
た翻訳制御因子の活性に関与する

○甲斐由布子1），河野　康志D，川野　咲季1），岡本真実子1），奈須　家栄12），楢原　久司D

　1）大分大学医学部産科婦人科，2）大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野

【目的】Curcuminはウコン（Curcuma　longa：学名）の黄色色素であり，ポリフェノールの一種であるクルクミノイドに分類

される．Curcuminは抗酸化作用，抗炎症作用，抗がん作用を持つことにより，近年肝機能効果や心不全治療薬としての可能
性が示唆されている．今回，卵巣穎粒膜細胞におけるAMP－activated　protein　kinase（AMPK）の役割を明らかにする目的で，

Curcuminを用いて翻訳制御因子の活性調節を検討した．【方法】穎粒膜継代培養細胞株（KGN）を培養し，種々の濃度のCur－
cumin，5－aminoimidazole－4－carboxamide　ribonucleoside（AICAR）を添加した蛋白を抽出し，　western　immunoblot法を用

いて細胞内信号伝達系であるAMPKの活性を検討した．さらにその下流にある翻訳制御に関連する4EBP－1，　p70S6kinaseお
よびS6　ribosomal　proteinの活性を同様に検討した．さらに，種々の濃度のCurcumin，　TNF一αおよびAICARを添加し，　Inter－

leukin（IL）－8とGrowth－regulated　oncogene（GRO）一αの産生をELISA法により検討した．【成績】穎粒膜細胞にAICARま

たはCurcuminを添加したところAMPKのリン酸化が認められ，さらに4EBP－1，　p70S6kinase，　S6の活性は低下した．　TNF一

αによりIL－8ならびにGRO（x産生は充進したが，　TNF一αと同時にAICARまたは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】AMPKは細胞内のエネルギーセンサーとして1動きエネルギーバランスを調整しており，

近年の報告では，AMPKの活性化により炎症性サイトカインの作用を抑制することが知られている．穎粒膜細胞において活性

化されたAMPI（はその下流にある翻訳制御因子の活性を下げることで蛋白合成を低下させ，炎症性変化を調整することが示

唆された．また，Curcuminもその作用を持つことが確認でき，その臨床応用への可能性が考えられた．
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O－070 熱負荷を個別化した腹腔鏡下多嚢胞性卵巣多孔術（LOD）による術前術後におけ
る胞状卵胞数および抗ミュラー管ホルモン値の変化

○原　　鐵晃D，頼　　英美’）r敷佐　淑恵2）

　1）県立広島病院生殖医療科，L）県立広島病院産婦人科

【目的】腹腔鏡下多嚢胞性卵巣多孔術（LOD）は，クロミッド抵抗性多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対する手術療法だが，卵巣への

熱負荷に関する明確な指針はない．以前，我々は卵巣に一定の熱負荷をかけると抗ミュラー管ホルモン（AMH）値は低下し正常値に

近づくことを報告した．今回，熱負荷の個別化によりAMHがどの程度低下し，合わせて全体の妊娠率に低下はないか検討した．【方

法】2008年10月から2013年4月に，LODを行った36名を対象とした，　PCOSの診断は，日産婦2007年もしくはアムステルダム基

準を用いた．術前術後にAMHを測定し，経膣超音波断層法にて卵巣体積および胞状卵胞数（AFC）を計測した，当初，　LODの熱
負荷は，針状モノポーラv－・鉗子を用い，1卵巣当たり1200ジュール（40ワット，2秒間，15孔）とした．2011年からは同意を得て

卵巣体積10，000mm3あたり12，00ジュール（15孔）と個別化し，個別化前後でAFC，　AMHの低下率に差がないか検討した．妊娠は，

術後直ちに許可したN統計学的検討はWilcoxonの符号付順位検定を行い，　p＜O．05を有意とした．【成績】個別化前にAFC（左右合

計）はLODにより，術前32．0±5．1個から術後20．5±9．5個と減少し（p＜O．Ol），個別化後もAFCは309±4．6個から20．5±5．1に減

少した（p＜O．Ol）．減少率に個別化前後で差はなかった．　AMHは個別化前にLODにより，13．0±5．7　ng／mlから6．4±5．3　ng／mlに低

下したのに対し（p〈O．05），個別化後も10．8±5．1ng／mlから5．9±4．7　ng／mlに低下した（p＜O．05）．個別化前の減少率はO．5±0．26で，

個別化後も0．4±0．23と差はなかった．個別化後，AMH＜3　ng／mlに低下した症例はなく，体外受精を行った症例も含め，6ヶ月以上

経過観察を行った11例中10例（91％）が妊娠した．【結論】個別化後もLODによりAMHは減少し，当科の非PCOSのカットオフ
値（453ng／ml）に近づいた．今後はAMHを指標として，自然排卵が期待できる至適負荷量に関する検討を行う予定である．

O－071　胎生期アンドロゲン投与によるPCOSモデルラット作成
　　　　　　腺軸における解析

視床下部一下垂体一性

○大須賀智子，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，森　　正彦，近藤　美佳，

　中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆
　名古屋大学医学系研究科産婦人科学

【目的】PCOS（Polycystic　ovary　syndrome）は多嚢胞性卵巣，排卵障害，血清LH上昇と高アンドロゲン血症インスリン抵抗性といっ

た多様性を呈する内分泌疾患であり，その病態ははっきりとはわかっていない．PCOSのモデル動物としては，アロマターゼ阻害薬投与モ

デル，アンドロゲン投与モデルなどが報告されている，今回我々は，PCOSモデル動物として，胎生期DHT（dihydrotestosterone）投与

ラットを作成し，PCOSの病態解明を目標とした解析を行った．【方法】本研究は当施設の動物実験取扱規程に沿って行った．妊娠16日目～

19日目のウィスター系ラットに対し，DHT　3mg／日または，　vehicle（20％ethanol＋sesame　oil）の皮下注射投与を行った．出生した仔に

ついて，離乳後週1回の体重測定，性成熟後膣スメアによる性周期の評価を行った．14～16週齢の発情休止期に屠殺し，血清ホルモン値，

卵巣の形態評価，視床下部弓状核におけるkisspeptin発現解析を免疫染色により行った．【結果】DHT投与群，　vehicle投与群問において，

いずれの週齢においても，体重差は認められなかった．DHT投与群では，性周期の異常（発情休止期の延長，発情期の減少）がみられた．

卵巣のHE染色による形態学的評価では，　DHT投与群において，小卵胞様の嚢胞が増加しておりかつ黄体形成が減少していた，血清ホル

モン値については，両群間で有意差は認められなかったが，DHT投与群ではvehicle群に比べ，プロゲステロン値が低値，　LH値が高値の

傾向を示した．視床下部弓状核における蛍光免疫染色では，DHT投与群においてkisspeptin発現の増強がみられた．【結論】胎生期DHT

投与ラットでは，性周期は障害され，卵巣では多嚢胞性卵巣様の所見を示した，血清ホルモン値は有意な変化が認められなかった．免疫染

色により，視床下部弓状核におけるkisspeptin発現の増加が示され，卵巣のPCOS様変化に何らかの関連がある可能性が示唆された．

O－072　性同一性障害当事者におけるホルモン療法中の卵巣機能についての検討

○井上　統夫，北島　道夫，谷口　　憲，カーンカレク，増崎　英明

　長崎大学医学部産婦人科

【目的】性同一性障害（GID）当事者のうち，　Female　to　Male　transsexual（FTM）ではテストステロン（T）療法によって

血中T濃度が上昇する一方，血中エストロゲン（E）濃度は減少するため無月経が誘導される．しかし一旦無月経となって
も血中E濃度は不安定であることも多く，不正性器出血を認めることもしばしばである．抗ミュラー管ホルモン（AMH）は
遺残卵胞数と相関することが知られ，卵巣予備能の指標として活用されつつある、そこで男性ホルモン療法中のGID　FTM
当事者における卵巣機能を検討するため，血清AMHやゴナドトロピンについて調べることを目的とした．【対象および方
法】FTM　GID当事者（GID群）14例，月経周期正常女性（Centrol群）31例，および多嚢胞性卵巣症候群（PCOS群）11
例を対象とし，血清AMH，ゴナドトロピン等を同意のもとに測定した．【結果】血清AMH値は，　GID群5．25±3．65ng／mL，
PCOS群9．91±1．13ng／mL，　Control群3．09±0．67ng／mLでああったs　PCOS群では他の2群と比べて有意に高値であり，GID

群ではControl群よりAMHが高い傾向にあった．　GID群では年齢との有意な強い負の相関を認めるが（r　＝　－O．65，　P＝

O．0123），他の2群では有意な相関は認めなかった．また，GID群では血清AMHと血清LHとの間に有意な非常に強い正の
相関を認めた（r　＝　O．83，p＝O．OOO2）．【考察】GID　FTMに対する男性ホルモン療法によって卵巣予備能が低下することはな

かったが，内分泌的にはPCOS類似の状態となっている可能性も考えられた．性別適合手術を行わず，長期の管理を行う場
合には卵巣機能が残存していることを念頭において管理する必要がある．
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O－073　移植時の胚盤胞評価が出生児体重に与える影響について

○大野　浩史12），福永　憲隆12・3），北坂　浩也正2），田村　総子12｝，中山　　要1・Z），青柳　奈央’2），渡邊　紘之12），

　木田　雄大12｝，服部　幸雄1・！），若原　靖典12），木下　孝一2；，近藤麻奈美［2），薬師　義弘’2｝，羽柴　良樹12），浅田　義正1・2・3）

　1）浅田レディース名占屋駅前クリニック，2浅田レディース勝川クリニック，3）浅田生殖医療研究所

【目的】当院では，これまでの知見から胚盤胞移植時の形態評価において栄養外胚葉（TE）は内部細胞塊（ICM）よりも妊
娠率・着床率と相関することを報告した（Honnma　et　al．　2012）．しかし，これらの胚盤胞評価が胎児の発育に与える影響に

ついての報告は少ない．そこで今回は，胚盤胞評価が出生児に与える影響を調べることを目的として，移植した胚盤胞評価

ごとの在胎日数出生体重および低出生体重児数の割合を検討した．【対象・方法】2010年から2013年に単一凍結融解胚盤
胞移植を施行し，単胎妊娠後，分娩された800症例を対象とした．Gardner分類によって胚盤胞を形態評価し，　ICM評価ま

たはTE評価がA，　B，　Cの胚盤胞移植後の出生体重，在胎日数移植時年齢を比較した．また，胚盤胞評価ごとの低出生
体重児数（出生児体重2500g未満）の割合を比較した．【結果】ICM評価がA，　B，　Cの胚盤胞移植後の移植時年齢・出生
体重・在胎日数はそれぞれ，移植時年齢（35．1歳35．3歳37．5歳），出生体重（3060．Og，3064．7g，2915．Og），在胎日数（39

週0日，39週0日，37週4日）となり，各項目A，B，　C間に有意な差はみられなかった．一一方，　TE評価においては，出
生体重（3060．8g，3065．2g，2942．9g），在胎日数（39週0日，39週0日，38週6日）に有意差はみられなかったが，　TE評

価Cの移植時年齢はA，Bに比べ有意に低かった（34．9歳，35．5歳34．1歳；p＜0．05）．また，胚盤胞評価の違いにより低

出生体重児群が産まれる割合に有意な差はみられなかった．【考察】ICMまたはTE評価にCを含まないA，　B由来胚盤胞
移植後の出生児体重はCを含む胚盤胞に比べて重い傾向がみられたが有意な差は認められなかった．これらの結果より，TE
評価が不良な胚盤胞であっても妊娠することができれば，少なくとも出生児体重への影響は少ないと考えられる．

O－074　ARTによって挙児するためには幾つの卵子が必要なのか？

○羽原　俊宏，平田　　麗，井上　聖子，岩澤　未来，中戸　可奈，中務　結貴，斉藤　寛恵，新藤　知里，川上　典子，

　青井陽子，定本幸子，大月順子，寺田さなえ，吉岡奈々子，林　伸旨
　岡山二人クリニック

【目的】女性加齢から低刺激採卵が増加しているが，これら症例においては，採卵あたりの妊娠率だけではなく，挙児まで
に幾つの卵子，また移植胚を必要としていたかといった情報が重要である．【方法】2009年1月から2013年12月の期間に，

新鮮胚または融解胚の移植により第一子を獲得した1057名を対象とした．A群：35歳未満，　B群：35～38歳未満，　C群：

38～40歳未満，D群：40歳以上の4群に分け，　AMH値および挙児するまでの採卵回数・ET回数・総採卵数・総胚盤胞数・
総凍結胚数・総移植胚数を後方視的に検討した．4群間の比較にはTukey－Kramerの検定を用い，　p〈0．05を統計学的に有
意とした．【結果】第一一子を獲得するまでの結果は，採卵回数（mean±S．D，　min－max）（1．7±1．6，1～16）・ET回数（2．6±

2．2，1～19）・総採卵数（19．6±14．5，1～85）・総胚盤胞数（6．9±4．9，1～32）・総凍結胚数（5．7±4．4，1～29）・総移植胚数（3．8±

3．4，1～31）であった．A群：509例，　B群：259例，　C群：172例，　D群：117例の比較では，　AMH（ng／mDは4、5±4．2，
3．6±2．8，2．3±1．2，1．6±0．7と加齢により有意に低下し，採卵回数は1．4±1．0，1．5±1．0，1．8±1．2，3．0±3．5，ET回数は2．4±

2．0，2．5±1．9，2．9±2．2，3．5±3．2と40歳以上群は他群に比較し有意に増加していたが，総採卵数は20．7±14．9，18．1±13．0，

18．9±12．8，1＆9±18．0と有意差を認めなかった．また，総胚盤胞数および総凍結胚数は，40歳以上群が35歳未満群と比較
して有意に少なかったが，総移植胚数は3．7±3．6，3．6±3．0，4．2±3．6，3．7±2．4と有意差を認めなかった．【結論】年齢に関

わらず挙児するまでに3－4個の移植胚を必要としており，その移植胚数を確保できる排卵誘発および採卵回数が目安と考え
られる．

O－075　ART治療妊娠出産後余剰凍結胚を利用した次児妊娠率についての考察

○苔口　昭次，松本由紀子，水澤　友利，岡本　恵理，緒方　誠司，山田　　聡，安　　昌恵，江夏宜シェン，

　滝口　修司，十倉　陽子，片山　和明，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】ARTに付随するメリットとして，第一子治療時に得られた余剰胚を凍結保存することによって，将来第二了・希望時

にこの胚を利用することができることをあげる事ができる．実際に第二子をこの余剰凍結胚の移植によって妊娠・出産でき
るケースは少なくない．そこで今回余剰凍結胚を用いた第二子治療の妊娠率および妊娠群と非妊娠群の背景の相違を調べ報

告する．【対象と方法】2011から2013年の間に，第二子を希望し第一子治療時に得られた余剰凍結胚の融解胚移植を実施し

た60名を検討対象とし，その背景因子と転帰を解析した．【成績】第一子治療時に得られた余剰凍結胚の融解胚移植によっ

て24人（40％）に臨床的妊娠が成立した．そのうち4例（16．7％）は流産となった．移植後妊娠に至らなかったのは36名

で，そのうち16名は第二子を断念した．残りの20名は再度ARTを行い10名（50％）が継続妊娠を得た．第二子治療にお
ける妊娠群と非妊娠群との比較では，第一子ART時平均年齢，第一子を妊娠するまでのART回数，第二子治療開始平均
年齢はそれぞれ，34．9歳：35、0歳2．0回：2．2回，373歳：3＆9歳と両群間に有意差はなかった．しかし，第一子治療後第

二子治療開始までの期間は，妊娠群，非妊娠群でそれぞれ2年4ヵ月：3年9ヵ月と妊娠群で有意に短かった．【考察】第一
子治療時に凍結保存した余剰胚を移植し第二子を得ていた患者はおよそ3分の1であった．凍結保存した余剰胚の移植で妊
娠に至らなかった患者のうち再度ARTを受けた患者のおよそ半数は挙児を得ていた．通常第二子の治療開始は，第一子治
療後の出産，育児を経て通常数年後となる．凍結保存した余剰胚があっても，早めに第二子の治療を開始することが望まし

いと考えられた．
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O－076　当院におけるARTによる多胎妊娠発生率の検討

○加藤　　徹1・z），小林眞一郎2），元石　睦郎2），松川真木子2），柴原　浩章v

　l）兵庫医科大学病院産婦人科，2）kobaレディースクリニック

【目的】多胎妊娠発生の誘因を探るべく，当院ARTによる多胎妊娠発生率の検討を行った．【方法】当院での2010年1月～

2012年12月までの移植周期数1821周期（単一胚移植1433，二胚移植388）の中で，多胎妊娠（DD，　MD，一卵性DD）の
発生率を調査した．さらに胚移植の時期（Day3　vs　Day5），媒精方（IVF　vs　ICSI），凍結の有無（新鮮胚vs凍結融解胚）な

どの条件が多胎妊娠発生及ぼす影響を検討した．【成績】全移植周期中（平均移植個数1．2，妊娠率33．9％　617／1821），多胎

妊娠は24周期（3．9％）であった．その内訳は，DD　l4周期（2．3％），　MD6周期（1．0％），一卵性DD4周期（O．6％）であっ

た．Day3胚とDay5胚では，多胎妊娠例は6周期（3．2％，6／736内訳：DD　3例，　MD　l例，一卵性DD　2例）と18周期
（4．2％，18／1085　内訳：DD　ll例，　MD　5例，一卵性DD　2例）であった．　IVFとICSIでは，17周期（4．6％，17／1056

内訳：DD　ll例，　MD　5例，一一卵性DD　1例）と7周期（2．8％，7／765内訳：DD　3例，　MD　1例，一卵性DD　3例）であっ

た．新鮮胚移植と凍結融解胚移植では，11周期（3．5％，11／1000　内訳：DD　5例，　MD　4例，一卵性DD　2例）と13周期

（4．3％，13／821内訳：DD　9例，　MD　2例，一卵性DD　2例）であった．【結論】今回の検討ではDay3とDay5，新鮮胚移

植と凍結融解胚移植，IVFとICSIとの間で多胎発生率に関して有意差を認めなかった．

O－077　自然周期での融解胚移植時の双胎妊娠に占める二卵性双胎の頻度について

○藤田　　裕福田淳一郎，湯　　暁暉，土山　哲史，和田　恵子，篠原　一朝，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】単一胚を自然周期での融解胚移植した際に生じた双胎妊娠のうち，移植と同一周期で生じた自然妊娠との二卵性双胎の発生頻度を推計した．

【方法】当院で2005年から2012年までの間に単一胚を移植し生じた双胎妊娠のうち，2児とも生児であったものを対象とした．移植周期（新鮮胚

移植自然周期での融解胚移植，ホルモン補充周期での融解胚移植）別に，当院での膜性診断と分娩施設からの出生報告に基づいた2児の性別を後

方視的に調査した．二卵性双胎の発生頻度は，Weinberg　Differential　Rule（二卵性双胎数は2児が異性ペアである双胎妊娠数の2倍である）に基

づいて推計した．

【成績】単一胚による分割胚移植43764周期（生産率17．3％），胚盤胞移植41125周期（同32．0％）により，2児とも生児を得た双胎妊娠が223例生

じた．これらのうち，当院での膜性診断で二絨毛膜双胎であった割合は，自然周期での融解胚移植では35．0％（157例のうち55例）であり，新鮮

胚移植56例とホルモン補充周期での融解胚移植10例の1＆2％（66例のうち12例）と比べて有意に高率であった．また，新鮮胚移植とホルモン補

充周期での融解胚移植で生まれた2児は全て同性ペアであったが，自然周期での融解胚移植では12．7％（20例）で2児の性別は異なっていた（異

性ペア），自然周期での融解胚移植で生じた二絨毛膜双胎55例のうち，胎嚢確認時に排卵日直前の避妊なしでの性交渉の有無を聴取した51例では，

患者申告により76％（39例）で性交渉有りであった，

【結論】Weinberg　Differential　Ruleに基づくと，自然周期での単一・融解胚移植で生じた双胎妊娠の約4分の1は，移植と同一周期で生じた自然妊

娠との二卵性双胎であることが推計された，周産期合併症が多い双胎妊娠を減少させるために，自然周期での融解胚移植時には排卵前の避妊指導が

重要であると思われる．

O－078　不妊治療を経て40歳以上で出産に至った症例について

○鈴木康夫1’，辻　敏徳D，西　 修2）

　’）鈴木レディスホスピタル，2）西ウイミンズクリニック

【目的】近年，晩婚化により高齢出産は決して稀ではない．今回当院にて不妊治療を経て40才以上で出産に至った症例につ

いて不妊治療を経ずに出産に至った症例との比較，ならびにARTにて妊娠，出産に至った症例における移植時背景につい
て検討した．【対象】2006年1月～2014年6月に当院で出産した出産時年齢40才以上の93名（40．9±1．3歳）．内訳は不妊
症例40名（41．1±1．6才），非不妊症例53名（40．8±1．1才）．【結果】（1）分娩時出血；経膣分娩では不妊症例715．6±394．6ml，

非不妊症例343．7±237．9mml．帝王切開では不妊症例578．5±236．4ml，非不妊症例47＆0±184．3ml．（2）帝王切開率；不妊症

例では21例／40例（52．5％），非不妊症例では12例／53例（22．6％）．（3）出生時体重；不妊症例で31128±434．8g，非不妊

症例で3166．3±3555g．（4）合併症；PIHは不妊症例，非不妊症例それぞれ2例ずつ見られたが，弛緩出血3例，輸血施行
3例，癒着胎盤1例，常』位胎盤早期剥離1例はいずれも不妊症例．（5）ART妊娠・出産例（n＝25）の移植時背景；新鮮初
期胚11例，新鮮胚盤胞3例（二段階移植含む），凍結初期胚3例，凍結胚盤胞9例．【考察】（1）不妊治療を経て40才以上
で出産に至った症例は非不妊症例と比較して経膣分娩時の出血が多く，また合併症の頻度・重篤度も高い．そのためか帝王
切開率も高い傾向にある．高年齢で不妊外来初診の症例はより早く妊娠を目指すことが望ましいが，治療の困難さと共に同

年代の非不妊症例と比較しての出産のリスクについても伝達する必要があると思われる．（2）近年ART妊娠全体では凍結
胚，特に胚盤胞で妊娠に至る例が多いが，ARTを経て40才以上で妊娠・出産に至った例では新鮮初期胚で妊娠に至る例も
多く見られた．高年齢では経口薬主体の刺激法が多いため内膜が非薄化しやすく，早期P4上昇などから新鮮胚移植に適さ
ない場合もあるが，条件によっては新鮮胚移植を試みてもよいと思われる．
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O－079　生殖医療専門婦人科クリニックにおける男性不妊症外来の臨床統計

○市川　智彦D，今本　　敬L），加藤　繭子い，加賀麻祐子D，布施　美樹D，佐塚　智和引，仲村　和芳1［，川村　幸治1），

　二瓶　直樹1），高橋　敬一2）

　D千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学，2〕高橋ウイメンズクリニック

【目的】生殖医療専門婦人科クリニックにて行っている男性不妊症外来における臨床統計について検討し今後の課題につい

て報告する．【方法】平成13年4月より生殖医療専門婦人科クリニックにおいて男性不妊症外来を開始したが，平成26年3
月までの13年間における受診者を対象として検討した．男性不妊症患者に対する診察は原則として週一回予約制で行った．

泌尿器科初診時に，問診，理学的検査，超音波検査を行い，クリニック内の専用採取室において精液を採取し精液検査を行っ
た．内分泌検査として血中LH，　FSH，プロラクチン，テストステロンを測定した．局所麻酔による精巣内精子採取術（TESE）

はクリニック内で行ったが，専門的な遺伝カウンセリング，精索静脈瘤に対する検査や手術全身麻酔によるmicro－TESE
や精路再建術を希望される場合には大学病院と連携して行った．【成績】対象期間の初診患者は1300例であった．このうち，

無精子症は264例（20．3％）であった．非閉塞性無精子症は181例であり，このうちクラインフェルター症候群が31例であっ

た．閉塞性無精子症83例のうち，両側精管欠損症が33例であった．両側精管欠損症では全例がTESEを希望し，クリニッ
クにおいて局所麻酔にて施行した．低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対しては，hCG／rFSHの自己注射による皮下注射

を指導し良好な成績を得た．精索静脈瘤を227例に認め，希望者については大学病院において顕微鏡下低位結紮術を施行し
た．【結論】生殖医療専門婦人科クリニックと大学病院の連携により，男性不妊症患者に対して診断から遺伝カウンセリン

グ，全身麻酔を必要とする手術に至るまで総合的に診療することができた．micro－TESEについては大学病院で実施し，次
世代の専門医を育成することにも配慮する必要があると思われた．

O－080 閉塞性無精子症における新鮮精巣精子と凍結精巣精子を使用したICSIの成績の比
較

○小山寿美江，田中　美穂，清田　圭子，山田　幸香，小林　正知，吉田　　淳
　木場公園クリニック

【目的】男性不妊症の約2割は無精子症であるが，1992年に男性不妊症に対する治療としてICSIが報告されて以降，無精子

症でも精巣内に精子があれば，父親となることが可能となった．今回の研究の目的は，閉塞性無精子症において新鮮精巣精

子と凍結精巣精子を用いたICSIの成績を比較することである，【対象・方法】2001年9月1日から2012年12月31日まで
に，当院で閉塞性無精子症に対しTESE－ICSIを実施した213症例（363周期）を対象とした．その内訳は，新鮮精巣精子
を使用した16症例（18周期：MII卵203個）fresh－ICSI群と凍結精巣精子を使用した197症例（345周期：MII卵2911個）
frozen－ICSI群である．受精率，妊娠率，分娩率，平均出生児体重，先天異常の頻度を後方視的に検討した．【結果】受精率
はfresh－ICSI群70．4％（143／203），　frozen－ICSI群69．0％（2008／2911），胚移植周期当たりの妊娠率はfresh－ICSI群57．1％

（8／14），frozen－ICSI群429％（124／289），胚移植当たりの分娩率はfresh－ICSI群57．1％（8／14），　frozen－ICSI群35．3％（102

／289）で，両群間で有意差を認めなかった．単胎の平均出生児体重は，fresh－ICSI群3085．9±17＆7g（7児），　frozen－ICSI

群303＆9±359．1g（83児），双胎の平均出生児体重は，　fresh－ICSI群2799．0±247．5g（2児），　frozen－ICSI群228＆4±4362g

（38児）と両群間で有意差を認めなかった．単胎の先天異常の発生頻度は，fresh－ICSI群143％（1／7），　frozen－ICSI群4．8％

（4／83），多胎の先天異常の発生頻度は，fresh－ICSI群O．O％（0／2），　frozen－ICSI群79％（3／38）で両群間で単胎，多胎と

も有意差がなかった．【結論】閉塞性無精子症において凍結精巣精子を用いたICSIは新鮮精巣精子を用いたICSIと同等の
結果であった．

O－081 原精液における精子DNAフラグメンテーションは高年齢由来の卵子において化学
的妊娠の可能性を低下させる

○冨田　和尚1・2），佐藤　　学D，橋本　　周1），千葉　康敬3），細井　美彦2），中岡　義晴】），森本　義晴V

　D医療法人三慧会IVFなんばクリニック，　L’）近畿大学大学院生物理工学研究科，3｝近畿大学医学部臨床研究管理センター

【目的】DFIはSCSAによって解析される精液中のDNAフラグメンテーションを持った精子の割合を示す．動物レベルで卵子が

精子のDNA障害を修復すること，さらにヒトではDNA障害を修復するタンパク質の発現が年齢とともに減少することから，母

体の年齢によりDFIのIVFの結果へ与える影響が異なることが予想される．またICSI施行症例では，　DFIの影響が大きいこと

も報告されている．本研究では，母体年齢ごとのICSI適応症例におけるDFI，母体及び父体年齢の化学的及び臨床的妊娠また

流産に与える影響を調べた．【方法】2010年1月から2013年1月までに原精液検査施行時にDFIを測定し，かつIVFにてICSI
を施行した372症例を対象とした．新鮮（174症例）及びホルモン補充（198症例）周期において単一分割期胚移植を実施した．

全症例を母体年齢ごとに3群（高年齢（平均年齢41．7），中年齢（3＆1），低年齢群（33．0））に分けた．各群における化学，臨床

的妊娠及び，流産それぞれにおけるDFIとの関係性をロジステック回帰分析により調べた．【結果】高年齢群のDFIと化学的及
び臨床的妊娠流産のオッズ比は順に，O．88（CI；0．79－098，　P　・　O．02），　O．82（CI；O．78－1．02，　PニO．82），099（CI；0．86－1．13，　P＝0．85）

となり化学的妊娠との問に有意な関係性がみられた．同様に中年齢群では1．03（CI；O．98－109，　P・一　O．29），1．03（CI；O．97－1．09，　P＝

0．31），1．06（CI；0．99－1．14，　P＝O．10），低年齢群では，1．00（CI；O．94－1．07，　P・　O．92），1．02（CI：O．95－1．08，　P＝O．64），092（CI；O．76－

Lll，　PニO．37）となり，いずれも有意な関係性はなかった．【結論】DFIは高年齢由来の卵子において化学的妊娠に影響を及ぼし

ていることが分かった．現在のところ，低DNAフラグメンテーションの精子を選択的に選ぶ確定的な方法は確立されていない
が，母体が高年齢の症例においては通常の精子処理法に加えて，DNAにダメージの少ない精子を選ぶ処理の必要性が考えられた．
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O－082　重度乏精子症患者の精子の妊孕能について

○高橋　如”，森麻理奈1］，上村沙耶佳11，米本昌平t），加藤由香1｝，赤星孝子1），竹本洋一），田中威づみ1］，
　山口　貴史u，御木多美登1），伊熊慎一郎D，永吉　　基u，田中　　温u，楠　比呂志2）

　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

【目的】ICSIの開発・普及により，個々の精子の妊孕能を調べることが可能となった．本報告では，1回の射出精液中の運動精子数が

10個未満の重度乏精子症患者から得た極少数精子をICSIに供し，その妊孕能について検討した結果を報告する．【方法】2011年1月

1日から2014年4月30日までの約3年間に，ICSI後新鮮胚移植を行った912症例の乏精子症患者（平均37．6歳）を対象として，1

回の採精で運動精子が10個未満しか得られなかった重症群をA（n＝111），それよりは軽度の乏精子症群をB（n＝801）に分けた．

得られた精子は，そのままICSIに供するか（fr群，　n＝581），極少精子凍結法で凍結保存し，ある程度の個数が確保できた後に融解

してICSIに供した（cp群，　n＝331）．これらのA／fr，　A／cp，　B／frおよびB／cpの4群におけるICSI後の受精率，受精卵の胚盤胞へ

の発生率，新鮮胚移植後の妊娠率および流産率を比較した．【結果】4群の受精率，発生率，妊娠率および流産率は，それぞれA／fr
群が56．1％（152／271），3＆7％（12／31），23．1％（9／39）および55．6％（5／9），A／cp群が32．0％（54／169），19．0％（4／21），30．8％（4

／13）および50．0％（2／4），B／fr群が63．2％（1667／2637），362％（139／384），29．6％（8Q／270）および32．5％（26／80），　B／cp群が56．6％

（682／1206），39．1％（34／87），15．0％（21／140）および23．8％（5／21）であった．母比率の差の検定（対応のない両側検定）の結果，

受精率についてはA／fr群とB／cp群間以外で有意差がみられ，妊娠率についてはB／fr群とB／cp群間で有意差がみられたが，胚盤胞

への発生率と流産率には4群間で有意差はみられなかった．【結論】重度乏精子症患者から得た極少精子は，受精能が低いものの，完

全に妊孕能を欠くわけではないことがわかったsしたがって，極少数でも精液中に頭部と尾部が形態正常な運動精子が認められる場

合には，TESEやMESAに移行する前に繰り返し採精を行い，それらを凍結保存して治療に用いるのが有用と考えられる．

O－083　精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）とIVF，　ICSI治療成績の関連
　　　　　　性についての検討

○黒田晋之介12），湯村　　寧2〕，浅井　拓雄2），保田　賢吾2），三條　博之e｝，山中　弘行2｝，竹島　徹平2），加藤　喜健2），

　岩崎　　晧2｝，野口　和美2），山本みずき3），香川　愛子3），大島　　綾3｝，村瀬真理子3｝

　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一！k殖医療センター泌尿器科，3）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婦人科

【はじめに】精液中活性酸素（Reactive　oxygen　species：ROS）は精子運動率の低下や，精子のDNA　fragmentationなどを

引き起こし男性の妊孕能に影響していることが以前より報告されている．我々はROSと妊孕性に関連した精液中パラメー
タとの相関について検討を行ってきたが，今回は男性不妊患者の精液中ROS値と体外受精治療成績との関連性について検
討を行った．【方法】2013年1月～2014年6月までに当生殖医療センター泌尿器科を受診し同意を得られた不妊カップルの

うちIVFまたはICSIによる治療を行った40例を妊娠群と非妊娠群に分類し，両群の精液中ROS値との関係について後方
視的解析を行った．ROS値はmonolight　30101uminometerR（BD　Biosiences）を用いて測定を行った．【結果】IVF－ET施

行18例，ICSI－ET施行30例（重複あり）であり，その中で妊娠まで至ったのは12例であった．妊娠群（n＝12）と非妊娠
群（n＝28）において，それぞれ平均治療サイクル数は2．92回，2．46回（p　＝　O．464），精液濃度は13．35xlO6／ml，19．08　×　106／

ml（p＝0．254），運動率は31．7％，19．2％（p＝O．327）であった．　Total　ROS値は妊娠群，非妊娠群でそれぞれ1388±747．7　RLU，

38662±83569RLU（p　＝　O．026），精子10e個あたりのROS値は452、4±491．4　RLU，7192．6±16784　RLU（p＝OD43）でありい

ずれも有意に非妊娠群で高かった．【結論】精液中ROS値はIVF，　ICSI治療にて妊娠に至らなかった症例で有意に高く，ART

の治療成績に悪影響を及ぼしている可能性があると考えられた．

O－084　当院における男性不妊症治療での麻酔方法の検討

○濱口　　綾，田中　　温，永吉　　基，伊熊慎一郎，御木多美登，山口　貴史，田中威づみ，白柿ひろみ，緒方　妙子，

　曽我部つぐみ，松岡加奈絵松本千恵美，能勢　美帆南　　智美
　セントマザー産婦人科医院

　当院における男性不妊症治療での麻酔方法を検討したので報告する．当院では年間約320症例の手術を行っている．麻酔方法

は患者の体格，既往・現病歴，アレルギーの有無によって異なるが，基本的に局所麻酔法＋静脈麻酔法で行っている．局所麻酔

法には1％キシロカインE＋O．75％ポプスカイン，静脈麻酔法にはケタラール＋1％プロポフォールを使用している．医師の指示

の元，静脈麻酔を行うが，自発呼吸は残し，疾痛性の体動を最小限に抑えて手術を行っている．当院で手術を受ける患者の約3
分の1は他院で手術歴のある患者で，前回の手術の恐怖心から「痛くないように」「眠りたい」との不安の声が多く聞かれた．当

院で手術を受けた患者からは痛みもなく眠れて楽だったとの声が多く，今回他院と当院の麻酔方法，術中の痛みや麻酔に対する

実際の声を聞く為，アンケート調査を行い評価した．結果，他院での麻酔法は約3分の2が局所麻酔で行っていることが分かっ
た．局所麻酔で手術を受けた患者からは，術中の痛みに対して40人中30人が我慢できる程度の痛みがあった，5人が痛かった，

また5人が痛くなかったとの答えで少なからず痛みを伴いながら手術が行われていることが分かった．麻酔については恐かった，

眠りたかったとの声が多かった，当院で手術を受けた患者からは術中の痛みに対しては100人中85人が痛くなかった，15人が我

慢できる程度の痛みだったという結果であった．麻酔に対しては70人中68人が楽に手術を終えたとの答えで，2人のみ辛かった

という結果であった．この結果より，局所麻酔法では意識があり，不安や痛みを感じながら手術が行われ，患者の精神的な負担

は大きいと考えられる．当院での麻酔法は局所麻酔法に比べ精神的負担が少なく安全に手術は行えていると考えられる．今後も

患者の声を聞き，より適切な麻酔方法を日々検討していく．尚，帰宅後の痛みの追跡調査を行っており合わせて報告する．
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O－085　凍結融解胚移植における出産および1歳半調査報告

○北坂　浩也121，福永　憲隆123｝，吉村　友邦’2｝，中山　　要’2），加藤　道高12），青柳　奈央1・2），小沼よしみ1・2），

　下村　海咲12），服部　幸雄1・Zl，若原　靖典’2），木下　孝一21，近藤麻奈美12），薬師　義弘L2），羽柴　良樹12），浅田　義正1；’・3）

　］1浅田レディース名古屋駅前クリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

【目的】近年，新鮮胚移植よりも子宮内膜を移植に適した状態に調整できる凍結融解胚移植（F－ET）の成績は良好であるとの報告と，

胚凍結技術の向上もあり，F－ET件数は増大している．当院では2013年からは全症例を全胚凍結とし，　F－ETを実施しているが，こ

れら児の調査については必ずしも一定の見解は得られておらず調査が必要である．そこで，今回は当院におけるF－ETの出産および

1歳半調査の結果を報告する．【対象および方法】2008年6月～2012年1月までに単胚のF－ETを施行し，その後1歳半調査まで協

力していただいた患者の685児を対象とした（F－ET群）．一般調査結果である厚生労働省による乳幼児身体発育調査の報告内容を対

照群として，身体発育について解析を行った．また，1歳半までの発育過程で認められた異常についても報告する．【結果】F－ET時

の患者平均年齢は，34．6±3．7歳であり，出生児の内訳は，男：358児（52．3％），女：327児（47．7％）であった．身体発育について，

F－ET群と対照群を比較すると，男児における出生時の平均体重（g）は3073．8vs2980，女児は2982．5vs2910であった，男児におけ

る1歳半時の平均身長（cm）は80．8vs80．6，女児は79．4vs79．2，男児における平均体重（kg）は10．8vslO．4，女児は10．2vs9．8であっ

た．1歳半における調査結果では，出生時に異常が発見されなかった2．4°／。の児に，心房中隔欠損症，先天性側轡症，停留精巣，先天

白内障，多嚢胞性異形成腎などの異常が認められた．【考察】結果より，出生時の体重においてF－ET群は対照群と比較し重く，ホ

ルモン補充により子宮内膜環境を整える事で，胎盤形成に起因し発育が僅かだが促進されたと考えられる．予後調査結果もF－ET群

は対照群と比較し体重が重く，身長も大きくなることが示唆され，これらは生下体重に起因していると思われる．成長過程で新たに

見つかる異常の頻度は数％と一般的には言われており，今回の調査結果と差はないと思われ，患者に不安を与える結果ではなかった．

O－086　カルシウムイオノファにて卵子活性化処理を実施した受精障害症例の出生児調査結
　　　　　　果報告

○渡邊　千裕1），水野　里志1），大垣　　彩1），藤岡　聡子’｝，森　　梨沙D，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〕医療法人三慧会なんばクリニック

【目的】顕微授精後の受精障害症例に対し電気刺激カルシウムイオノファやストロンチウムなどを用いた卵子活性化処理
法による受精補助が行われている．しかし，これらの方法による児の予後を含めた安全性に関する報告は少ない．当院では

受精障害症例に対しカルシウムイオノファ処理を実施している．今回，カルシウムイオノファ処理を施行した症例の児に対
し出生児調査を行ったので報告する．【対象及び方法】2004年4月から2014年1月の間に体外受精を実施し受精障害と判定

され，その後の周期でカルシウムイオノファ処理を実施し妊娠に至った11例13児を対象とした．この出生児に対して在胎
週数，性別，出産時の身長，体重および先天異常の有無を調査した．なお，体重及び身長については在胎週数別に厚生労働

省の平成22年度乳幼児身体発育調査と比較した．【結果】平均在胎日数は男児268±10日，女児274±0日であり，出生時
の平均身長は男児47．2±1．8cm，女児4＆0±3．5cm，平均体重は男児2709±401g，女児3068±81g，であった．なお出生時の

身長および体重は男児1名を除いて，平成22年度乳幼児身体発育調査結果のパーセンタイル曲線内に収まっていた．性別
の割合は男児84．6％（11児），女児15．4％（2児）と有意差は無いが（P＜0．06）男児出生の割合が高く，男児の1児にダウ
ン症を認めた．【考察】性別で男児が多いという結果は興味深いが，考察は困難である．単に症例数が少ない為に差が顕著

に表れた可能性も否定できない．在胎週数や出生時の身長・体重は厚生労働省の乳幼児身体発育調査と比較し差は無かっ
た．今回の出生時の児に対する調査では，健常児と差がないと言い切るには児の数はまだ少ないと考えられる．今後症例数
を増やすと共に，出生児の発育予後調査も継続する必要があると考えている．

O－087　卵子提供により出生した児の発達と家族関係（第2報）その1　被提供者家族調査

○小泉　智恵1・7｝，平山　史朗2・7〕，上野　桂子37），森本　義晴4］，才村　眞理57），神原　好美’1・7｝，石原　　理6・7〕

　1）独立行政法人国立成育医療研究センター研究所，2）東京HARTクリニック，3）大分県不妊専門相談センター，4）IVFなん
　ばクリニック，5）武庫川女子大学，6）埼玉医科大学，7）JISARTフオローアップ部会予後調査部門

【目的】卵子提供による出生児と家族を対象とした前向き研究により，真実告知に対する態度を明らかにする．

【方法】倫理委員会承認を得て研究を実施した．被提供者調査と提供者調査を進めているが，本研究では被提供者調査を報告する．

JISARTによる卵子提供出生児のうち，6ヶ月児と2歳児のll例を対象とした．同意例7例（双子1組含む）につき，父母に質問
紙調査（卵子提供についての意識尺度（lsaksson，2011）など）を実施，うち4例に親子の面接調査を行った．

【結果と考察】1）質問紙調査：児の発達は全員標準以上，親子関係は良好，養育態度は父母ともに育児困難感が少なく適切な育児

だった．全例が提供者と密接な関係を築き，児に提供者が関わることをよいと考えていた．卵子提供についての意識尺度のうち，

「子どもは卵子提供によって生まれたことを知る権利がある」に約6割が「とてもそう思う」と答え，「半分くらいそう思う」と共

に4分の3が肯定的だった．「もし子どもが卵子提供のことを知ったら，自分と子どもとの関係は壊れる可能性がある．」には半数

が「まったくそう思わない」，半数が「わからない」と答えた．「子どもにとって最も利益になるのは，遺伝的つながりを告知され

ないことだ」には4分の3が「わからない」と答えた．児の知る権利を認識しつつ，法的・社会的状況が未整備な現状での告知実

施に対して不安がみられた．2），面接調査：面接においても子どもの発達は正常であった．親子関係の行動観察では，児の様子に

合わせて父母とも肯定的な言葉かけ，親子のアイコンタクトなどが見られ，愛着，信頼関係が形成されていた．真実告知に対する

前向きな発言は全例で認められたが，具体的方法に対する心配，社会で公的な認識がない中で告知をすることの不安が語られた．

【結論】卵子提供による妊娠例について，今後も長期フォローアップと適切なサポートが必要と思われる．
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O－088　卵子提供により出生した児の発達と家族関係（第2報）その2　出生児が2歳時点
　　　　　　における卵子提供者の追跡調査

○平山　史朗17），小泉　智恵L’・7　），lt野　桂子3・7），森本　義晴17），才村　眞理5・7），神原　好美⑰，石原　　理67）

　1）東京HARTクリニック，2）（独）国立成育医療研究センター研究所，：Sj大分県不妊専門相談センター，1）IVFなんばクリ

　ニック，5｝武庫川女子大学，6｝埼玉医科大学，7）JISARTフオローアップ部会

【目的】卵子提供により児が誕生した後の提供者の心理家族関係，出生児を含めた被提供者家族との関係，提供体験の意味付け，

真実告知への態度などを調査した，【方法】JISARTガイドラインによる卵子提供体外受精によって児が誕生した，卵子提供者とそ

の夫に対し，出生児が2歳の時点において質問紙を送付し，1組の夫婦より回答が得られた．さらに電話面接調査への依頼を行い，

了承が得られたので，提供者に対し60分間の調査を実施した．本研究はJISART倫理委員会の承認を得ている．【結果】質問紙調

査：夫婦ともに，自身の児との親子関係は良好，養育態度は父母ともに育児困難感が少なく適切な育児であった．被提供者と密接

な関係を築き，出生児に提供者が関わることをよいことと考えていた．電話面接調査：児が誕生した被提供者夫婦の幸せそうな様

子を見ることで提供に対して肯定的な思いを持っている．治療前から現在まで，被提供者との関係については特に変化はないと感

じており，出産後は母親同士の相談相手としての関係ができているが，居住地が遠いため実際の接触は多くない．提供者自身の児

は，出生児を初めての年下のいとことしてかわいがっている．出生児への告知については被提供者夫婦に任せるという態度を示し

た．自身の児に対しては，積極的な告知意思はないが，いつでも児から尋ねられた際に告知すればよいと考えていた．今後の支援

に対しては，告知の方法についてなどの情報提供は利用したいとの意思があるが，研修会等への参加には否定的で，自分たちで何

とかなるという思いが強かった．【結論】卵子提供者にとって，その経験は肯定的なものと認識されており，被提供者家族との関

係も良好であるが，自身の子に対する真実告知には至っていない，今後は，提供者のニーズに合った支援体制の構築が望まれる．

O－089　当院でのART治療で生まれ現在16～18歳になった子供の成長発達の調査一子育
　　　　　　ての際にARTの影響を意識したか一

○河野　照美，村上貴美子，久保島美佳，井上　　静，金子　清美，徳永　美樹，園田　敦子，山田　絵美，小畑　栄子，

　江隈　直子，今村　奈摘，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lART児の発育・発達と成長過程でみつかる疾患等の情報は重要だが，長期にわたり追跡調査した報告は限られる，そこで，今回は

当院開院当初にART治療を受け，現在16～18歳になった子供を持つi親に，子供の身体発育と成長過程における異常の有無を調べるアンケー

トを実施した．また子育ての際にARTの影響を意識したか等も合わせて調べた．【対象・方法】1996年～1997年に出産報告のあった患者

130名に，調査協力の意思と住所確認のため電話連絡を行い，連絡のとれた54名に対して無記名回答の郵送によるアンケート調査を実施し

た，調査内容は，6歳までの身体発育（身長・体重・頭囲），運動機能発達と成長過程で認められた疾患とした．また異常とART治療との

関連に対する意識や子供への告知等についても調べた．【結果】29名（内双胎1組）より回答を得た（回収率53．7％）．6歳までの身体発育

値は，2000年度の厚労省乳幼児身体発育の調査結果と同様で，ほぼ正常範囲内だった．運動機能発達は「はいはい」，「ねがえり」，「つかま

り立ち」が上述調査結果の1ヶ月ほど遅い傾向が認められた．出生時の異常は大動脈縮窄症が1名だった，成長過程で認められた疾患は4

件［左腋下リンパ節腫瘍（1歳時），アレルギー性紫斑病（5歳時），成長ホルモン分泌不全低身長（6歳時），ADHD（注意欠陥・多動性障

害）（8歳時）］だった．身体発育や疾患に不安を持っていたのは17件で，ART治療と関係づけて考えたのはその内の7件だった．　ART治

療の告知については「話した」が8名，「将来話そうと思う」が6名だった，【考察】調査対象人数は少ないものの，ART治療で生まれ16～

18歳になった子供の身体発育や運動機能および成長過程の疾患と，それぞれについての親の意識が示された．今回明らかになった疾患は8

歳までに発症しており，出産報告後，少なくとも小学校低学年から中学校入学までに再度調査を行うのが必要と思われるt

O－090　精液へ分泌される糖鎖ポリラクトサミンによる精子運動の調節機構

○柴田　俊章，杉原　一廣，田村　直顕，金山　尚裕

　浜松医科大学産婦人科学教室

【目的】精液には精子の受精能獲得を抑制する因子が存在し，人工授精の阻害因子として働く可能性が示唆されている．現
在まで，受精能抑制因子の候補が幾つか報告されているが生理的機序は不明である．我々は，受精能抑制因子が精液中の糖

鎖ポリラクトサミンであることを同定した．さらに，ポリラクトサミンを介する細胞内情報伝達系を明らかにすることが目
的である．【方法】インフォームドコンセントを得て採取したヒト精子を用いて，以下の成績を得た．【成績】ポリラクトサ

ミンを加水分解する酵素Endo一β一galactosidase（EBG）でヒト精子を処理すると，細胞質内のcAMP上昇およびCa2＋流入
が増加して精子運動が元進することが判明した．また，質量分析法による解析結果から，精子運動に関与するポリラクトサ

ミンはフコシル化，シアリル化，硫酸化されていることを明らかにした．次に，免疫組織染色法でポリラクトサミンが精巣

上体で合成・分泌されることを確認した．FGFR2を発現するHEK293T細胞を用いた実験よりポリラクトサミンはFGFと
結合し，FGFとFGFR2との結合を阻害することが明らかとなった．さらに，　FGFR2のリン酸化は，精液中のポリラクト
サミン添加によって抑制されることが判明した．EBG添加により運動能を充進したヒト精子は，アクロビーズテストで先体

反応が充進すること，運動能が充進したマウス精子を用いたIVFにより胚盤胞への到達率が有意に改善することも確認し
た．【結詞精液中に存在するポリラクトサミンが精子運動受精能，胚発生を調節していることが示唆された．この成果
は，精子側から受精率の改善や胚発育に貢献できる可能性があり，不妊症治療の新たな可能性を示している．
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O－091　正常精子は果たしてICSIに最適か？　精子頭部サイズとDNA切断リスク

○渡邉　誠二1），中村　理果2），佐々木幸江2），福井　淳史2），福原　理恵2），鴨井　舞衣L））

　1泓前大学大学院医学研究科生体構造医科学講座，2）弘前大学大学院医学研究科産婦人科学講座

【目的】顕微授精では一つの精子を人為的に選択して卵子に注入する．したがって選択した精子の正常性，特にDNAの正常

性を事前に知ることは治療成績向上に大きく貢献すると考えられるが，現在まで非浸潤的に形態的特徴によりこれを類推す
る確固たる方法はない．我々は，これまでの精子染色体研究の経験から精子頭部のサイズと染色体異常が関連する傾向があ

ることを見出していたが，十分なサンプル数での確認はしてこなかった．そこで，今回，精子頭部サイズごとにDNA切断
のリスクを比較し，ICSIに最適と思われる精子を考察した．【方法】弘前大学医学部付属病院不妊外来を受診したカップル

の精子20サンプルをインフォームドコンセントに基づいて検査に用いた．精液IOOI．LlをPBSで遠心洗浄し，　PBSに再懸濁
した後に塗抹標本を作成し以下の検討を行った．1）標本を2％ギムザ液で染色し，100精子について頭部のサイズ（長さ及

び幅）を顕微鏡画像上で計測した．2）TUNEL染色を行い，陽性精子（DNA切断精子）100個について同様に頭部サイズ
を計測した．以上の2データより，頭部サイズごとのDNA切断リスクを算定した．【結果】ほとんどの精液サンプルにおい
て頭部サイズが正常（WHO1999）よりも大きい「長目」，「太め」，「大型」の3タイプの精子が全体のおよそ2割を占め，　DNA

切断の5割以上を占めた．一方，残り約8割を占める「正常⊥「細目⊥「小型」の3タイプでDNA切断が最も多いのは「正
常」タイプで，そのリスクを比較すると正常：細目：小型＝1：0．2：0．3であった．【結論】「正常」精子の相対的DNA切断リ

スクが予想以上に高かったのに対し，核凝縮のより進んでいると考えられる「細目」精子は出現頻度が高い1二にDNA切断
が少なかった．すなわち，見つけやすくより安全である．以上のことから，正常精子よりも幅が細目の精子の方が顕微授精
に適していると考えられた．

O－092　脂肪代謝異常が男性生殖能に与える影響1

○金　　南孝，中村　仁美，正木　秀武，熊澤　恵一，古谷毅一郎，三宅　達也，安井　悠里，繁田　直哉，田中　絢香，

　木村　　正

　大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座

【目的】Adipose　triglyceride　lipase（ATGL）は中性脂肪を加水分解する細胞内酵素である．脂肪組織心筋組織骨格筋

組織で高発現が認められている一方，精巣組織でも高発現が報告されている．我々はATGL欠損マウスを用いてATGL遺
伝子がオス生殖能にどのような影響を与えているか検討した．【方法】ATGL欠損マウスに長鎖脂肪酸を含有する普通食を

与える群と，長鎖脂肪酸を中鎖脂肪酸に置換したMedium－chain　triglyceride（MCT）食を与える群の2群にわけ，生殖年
齢におけるATGL欠損マウスオスの精液所見の評価を行った．精巣上体尾部は，　modified　HTF　medium中でミンスした後，

精子濃度，精子運動率について検討を行った．精巣組織は，HE染色およびoil－Red－O染色を行い，組織学的検討を行った．

さらに精漿中のフルクトース濃度を検討する事を目的に精嚢を摘出しフルクトース濃度の測定を行った．【成績】普通食で

飼育されたATGL欠損マウスでは，精巣組織にOil－Red－O陽性の空胞形成が認められ，運動精子が認められなかった．　MCT

食を与える事により，精巣組織におけるOil－Red－0陽性の空胞数の減少，精嚢組織中のフルクトース濃度の上昇，さらに
運動精子が確認された．【結論】ATGL欠損マウスでは，長鎖脂肪酸を代謝する事ができず，中性脂肪が精巣に蓄積する．

長鎖脂肪酸を中鎖脂肪酸に置換した食餌により精嚢組織中のフルクトース濃度が上昇し，運動精子を認めるようになった．

この事から，ATGLの欠損により遊離脂肪酸が減少し，その代償としてグルコースが消費され，これにより造精能が障害さ
れる事が示唆された．

O－093　非閉塞性無精子症・乏精子症患者におけるMLPA法を用いたY染色体構造解析

○齊藤　和毅・6・7｝，勝見　桃理），宮戸　真美D，岡田　　弘2），小堀　善友2｝，吉田　　淳：1），田中　葉子D，石川　博xa‘），

　緒方　　勤5），齊藤　英和6），久保田俊郎7），深見　真紀］）

　”（独）国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部，2燭協医科大学越谷病院泌尿器科，3木場公園クリニック，

　1）東京歯科大学市川総合病院，5）浜松医科大学小児科，6’（独）国立成育医療研究センター病院周産期・母性診療センター不

　妊診療科，7）東京医科歯科大学生殖機能協関学

【目的】Y染色体Azoospermia　Factor（AZF）領域の欠失多型は，無精子症・乏精子症のリスク因子として知られている．しかし，欠失以外のAZF領域ゲ

ノム構造変化の種類や疾患への関与の有無は充分検討されていない．われわれは，日本人無精子症・乏精子症患者の解析を行い，これらの点を明らかとした．

【対象と方法】非閉塞性無精子症・乏精子症患者57例．血液由来DNAを用いて，　multiplex　ligation－dependent　probe　amplification（MLPA）法により，　AZF

（AZFa，　AZFb，　AZFc）領域のコピー数解析を行った．解析結果は，妊孕性陽性男性65例の結果および従来の解析法であるSequence－Tagged　Site（STS）－

PCR法の結果と比較した．

【結果】患者群と対照群において，さまざまな微小欠失と微小重複および欠失と重複からなる複雑構造変化が同定された．患者1例ではこれまで報告のない

AZFa領域重複が同定された，これらの構造変化は患者群で有意に高頻度であった（患者群59．7％，対照群385％，　p＝0019）．欠失および複雑構造変化の頻

度は患者群と対照群で有意差を認めなかったが微小重複は患者群において高頻度であった（p＝0」039）．MLPA法では，　STS－PCR法で同定可能な既報の微

小欠失に加え，STS－PCR法では同定不可能な微小重複や複雑構造変化を同定できた．

【結論】本研究の成績は，AZF領域多型の多様性，および，非閉塞性無精子症・乏精子症発症リスクとしてのこれらの多型の重要性を明確とする，さらにAZF

領域多型の同定におけるMLPA法の有用性が確認された，とくに重要な点として，日本人では従来知られている微小欠失よりも微小重複が無精子症・乏精

子症発症に大きく寄与することが明らかとなった．
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O－094　ヒト検体を用いた精巣内ネフリン，ポドシンの発現の検討

○江夏　徳寿，角井　健太，福田　輝雄，松下　　経，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講座

【目的】ネフリン，ポドシンは腎臓基底膜に位置するスリット膜タンパクとして知られており，互いに結合し尿の濾過に重

要な役割を果たしている事が知られている．近年，ネフリン，ポドシンの発現が実験動物の精巣内でも報告されているが，

その役割やヒト検体での発現は確認されていない．今回の研究の目的は，ヒト検体におけるネフリン，ポドシンの発現の確
認と両タンパクの発現をジャンセンスコア別に調べ，ヒト精巣内での働きを推察することである．【方法】当院および関連

施設で精巣内精子採取術を行い，精巣組織の一部を研究用に供与することに文書で同意を得た108例を対象とした．パラフィ

ン固定した切片を用いて免疫染色を行い，ネフリン，ポドシンの発現を確認した．また，研究用に凍結保存していた精巣組

織よりRNAを抽出し，　RT－PCR法にてネフリン，ポドシンの発現の定量を行った．免疫染色，　RT－PCRの結果は，当院病

理部の診断したジャンセンスコアに基づき3グループに分類し，それぞれのタンパクの発現量と発現形式を各グループで比
較した．【結果】免疫染色法，RT－PCR法ともに，ネフリン，ポドシンのヒト精巣内での発現を確認できた．正常精細管に

おいて，両タンパクは精細管の基底膜に沿って主にセルトリ細胞の細胞質に共発現しており，互いに結合して存在している

事が示唆された．HS，　MAの検体では両蛋白の局在は乱れており，さらにSCO検体では発現自体が低下している事が確認
された．同様の事象はRT－PCRによる定量化検定でも確認された．【結論】ネフリンとポドシンは精細管基底膜に沿って共

発現しており，このことから両タンパクは，セルトリ細胞間の血液精巣関門を構成するジャンクションタンパクとして機能

していることが推察された．ネフリン，ポドシンの発現の乱れや発現量の低下は精巣内環境へ影響を与え，精子形成障害と
関わっている可能性が示唆された．

O－095　閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症における精巣組織のDNAメチル化パターンに
　　　　　　ついての検討

○小林　秀行，田井　俊宏，永尾　光一，中島　耕一一

　東邦大学医学部泌尿器科

【目的】男性不妊症の多くは原因不明であり，特に非閉塞性無精子症では，成熟精子を採取することが非常に困難な病態で

ある．現在，micro－TESEに代わる治療法は出現していない．最近，高速シークエンサーの登場によりゲノムワイドなDNA
メチル化解析が可能となってきた．これまでに，精子を用いてのDNAメチル化の報告は多数あるが，精巣組織となると研
究もあまり進んでいないのが現状である，今回，我々は，閉塞性無精子症患者および非閉塞性無精子症患者における精巣組

織のDNAメチル化のパターンについて検討を行った．【方法】TESEおよびmicro－TESEにて採取した精巣組織からDNA
を抽出した．閉塞性無精子症2例，非閉塞性無精子症5例を対象とした．精巣組織は，学内の倫理委員会を経て，同意を得
た上で採取を行っている．45万以上のメチル化サイトが搭載されたInfinium　HumanMethylation　450　BeadChipを用いたメ

チル化アッセイを行った．【成績】非閉塞性無精子症と閉塞性無精子症のグループ間でCpGアイランドにおける異なったメ

チル化パターンを示した．【考察】今後も症例を重ねて，データを蓄積し，非閉塞性無精子症の原因となるメチル化遺伝子
を同定できれば，診断や新規治療に寄与できるかもしれない．

O－096　TESE組織培養における培養系の検討と精子の分化誘導

○林　　輝美1），岩木　有里1），苅田　正子1），田口　早桐12），多田　佳宏11，船曳美也子13），中村　嘉孝12，3）

　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】当院では，無精子症と診断された患者の内，希望者に対して精巣内精子抽出法（TESE），特にMicro　TESEを行っている．

しかしセルトリ細胞や円形精子細胞は確認できたものの，精子の得られない症例もある，Micro－TESEで得られた組織の一部を培

養し，組織培養系の検討とin　vitroで精子の分化誘導を試みた．【方法】インフォームドコンセントを得られた症例の精巣組織を使

用した．採取した組織をO．5mm角に細切し，コラーゲンゲル（セルマトリックスタイプ1－AにTC199を加えたもの）で包埋し，

培養液中で30日培養を行った，培養i液は血清，テストステロン，FSH，　ITS，　Glutamax，抗生物質，抗酸化物質を含むα一MEM

を調整，平衡化後使用した．精子の確認できない症例に対しては精子分化誘導因子であるM－CSF，　c－kit　Ligandも併せて添加し

た．培養は34℃，CO25％in　Airで行い，同じ部位を連日観察した．培養液は3日毎に1／3量を交換し，3日毎に組織の一部を病
理組織検査に提出しJonsen’s　Score　Countによる評価を行った．【結果】精子の有無に関わらず，培養開始後1週間程度で線維芽

細胞の増殖，伸展がみられた．さらに，精子が得られた症例においては培養の後半にセルトリ細胞様の細胞と生存精子が認められ

た．病理組織検査の結果，培養日数の経過に伴い部分的に細胞の壊死が認められたものの，多くの組織は培養終了時まで生存が確

認された．また，Jonsen’s　Score　Countによる評価ではScoreの変化は見られなかった．【結論】培養終了時においても多くの組織

の生存が確認できたことから，今回行った培養系がTESE組織の培養において有用であることが示唆されたtしかし，Jonsen’s　Score

Countの改善や，精子の分化誘導がみられなかったことから精子分化誘導に関する因子については更なる検討が必要であると考え

られた．また，培養後半に認められたセルトリ細胞様の細胞について分子レベルでの解析を行っていく予定である．
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O－097　NBIシステムを用いたラット精巣の観察（Micro－TESEにおける新しい技術への
　　　　　　応用を目指した試み）

○江夏　徳寿，角井　健太，福田　輝雄，松下　　経，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講座

＼

【目的】近年，非閉塞性無精子症患者に対する顕微鏡下精子採取術（MD－TESE）は広く施行されている．しかし諸家の報

告では，MD－TESEによる精子回収率は30～60％にとどまっており，MD－TESEの精子回収率をltげる工夫が必要である．
近年NBI（Narrow　Band　Imaging）システムと呼ばれる内視鏡機能が開発され，消化管内視鏡を中心に膀胱鏡など広く導入

されている．今回，NBIシステムを精巣に応用することにより，MD－TESEに有用な情報が得られないか検討を行った．【方
法】9週齢のラット精巣にシスプラチンO．2mlを局注し4日後のラットを用いた．麻酔下に陰嚢切開を行いMD－TESEと同
様に精巣白膜を切開し精巣内容を露出した．手術用顕微鏡の代わりにオリンパス社製膀胱鏡を用いて精巣を観察し，可視光
とNBIで比較を行った．【成績】シスプラチンの局注によりラット精巣は局注部位を中心に部分的な精細管の萎縮を認めた．

可視光の観察でも萎縮した部位はある程度確認できたが，NBIを用いることによって，より鮮明に萎縮部位を同定すること

ができた．NBIを用いて観察すると通常の精細管は緑色に観察され，軽度ダメージを受けた精細管は赤褐色に，強いダメー
ジを受けた精細管は白色に観察された．NBIで観察された色別に組織を採取し，血管内皮マーカーの免疫染色を行ったとこ

ろNBIで白色に観察された部位では，有意に精細管周囲の毛細血管が減少していることが確認された．【結論】精細管の萎

縮はNBIで観察することによって，鮮明に描出することができた．萎縮した精細管では毛細血管の密度が低下していること

が，今回の結果に関連していると考えられた．今後ヒト精巣での知見を積み重ねることにより，MD－TESEの際に良好な精
細管を選別する一助になり得る技術への応用を目指していきたい．

O－098　TALENによるEif2s3yノックアウトマウスの精子形成の解析

○中筋　貴史1），浅原　弘嗣2｝，平光　史朗11，石川　智則’）r原田　竜也1），久保田俊郎D

　’）東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学，2）東京医科歯科大学大学院システム発生・再生医学

【背景】Y染色体は精巣および精子形成において重要な役割を担っている．しかし，Y染色体の構造一ヒの特殊性から従来の

相同組み換えを用いた方法ではノックアウトマウスの作製を行うことが困難であり，個々の遺伝子の生理的な役割に関して
十分に解明されていないものが多い．【方法】近年，人工ヌクレアーゼを用いたゲノム編集を行う技術が注目されている．

今回，我々は植物の病原細菌であるキサントモナスから発見されたDNA結合蛋白とDNA切断ドメインを融合させた人工
ヌクレアーゼであるTranscription　Activator－Like　Effector　Nuclease（TALEN）を用いてY染色体上の遺伝子Eif2s3y（eu－
karyotic　translation　initiation　factor　2，　subunit　3，　structural　gene　Y－linked）の遺伝子改変マウスを作製し，その表現型

の解析を行った．【結果】Eif2s3yノックマウスは不妊であり精巣は低形成であった．免疫組織学的解析においてノックアウ

トマウスの精巣では胚細胞マーカーであるTRA98が陽性になる細胞は極めて少なく，未分化精原細胞のマーカーである
GFRα1陽性細胞が増加していたs【結論】Eif2s3yノックアウトマウスの精巣では精子形成が未分化精原細胞の段階で停止
しており精母細胞や精子細胞は認めないと考えらえた．本研究より精原細胞の分化においてEif2s3yが重要な役割を持って

いることが示された．しかし，Eif2s3yはマウスの全身で発現している遺伝子であるにも関わらず，なぜ精巣でのみ強い表
現型が現れるのかは今後の研究課題である．

O－099　1n　Vitro　Fertilization（IVF）の効率を上げる甘草成分の同定

○田中　宏光

　長崎国際大学薬学部薬学科

【目的】従来より，不妊治療や家畜の安定的な生産や希少動物の保護などのために，採取した精子と卵子を用いた人工授精

が行われている．現在，精子や卵子および授精卵は既存の人工授精培地を用いて培養されていが，貴重な精子や卵子を用い

て人工的に授精させることから，受精率を向上させることが望まれている．本研究では，人工授精においてさらに受精率を
向上させるため，漢方薬の約7割に用いられ人体に対する緩やかな薬用効果で知られている甘草を用いて，マウス体外受精

の系を用いて培地の改良を行い，薬効成分の同定を行った．【方法】雌マウス（ICR）に，　PMSG，　HCGを腹腔内注射し，

その後HTF培地に採卵した．　Balb／cマウスの精子を約1時間polyvinyl　alcoholとmethyl－beta－cyclodextrinを加えた

HTF培地で活性化した．活性化時に，甘草エキス水溶液を添加した．精子を卵子に加えた24時間後，顕微鏡下で観察を行
い，2分割卵を受精卵としてカウントした．得られた胚を仮親の子宮に移植し，胚に与える影響を観察した．【結果と考察】

実験の結果，Controlの培地に比べ，甘草エキス水溶液を添加した培地では受精率が著しく増加した．甘草エキスは射出後

の精子の運動性や受精能獲得に貢献したものと考えられる．甘草エキスから受精率を向上させる成分を分画し同定した結
果，イソリクイチゲニンが重要な成分であることが明らかになった．生体では，精子は射出後運動を始め，後に受精能を獲
得する．甘草エキスの先体反応に与える影響を調べた結果，影響は観察されなかった．ここで用いたBalb／cマウスの精子

は形態が悪いことが報告されており，また原因は不明であるがIVFの効率が非常に低い．今後，作用機序について解析を進

めたい．甘草は元来，日局にも収載されている生薬であり，安全性は高いといえる．ヒトにおいて甘草末を経口摂取するこ
となどで受精率向上に寄与するとすれば，不妊症治療のひとつになると考えられる．
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O－100　ヒト精子ミトコンドリアの形態異常と不妊症

○年森　清隆，伊藤　千鶴，大和屋健二

　千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

　ヒト成熟精子のミトコンドリアは，鞭毛中間部に局在し，やや扁平でend－to－endの形式で全周を取り囲む．全体として
ラセン状に配列してミトコンドリア鞘を形成する．その長さは約5．5μmである．このミトコンドリアの配列は，中間部と主

部をつなぐannulus（Hensen’s　ring）が鞭毛結合部から線維鞘へ下降するに伴って，鞭毛周囲に形成される．このミトコン

ドリア鞘は，内部にあるsub－mitochondrial　reticulumという構造に接着し，さらにこのreticulumを介してannulusに接
着している．ミトコンドリア鞘の周囲には，sperm　mitochondria－associated　cysteine－rich　protein（SMCP）があり，ラセ

ン状配列を支持する．SPATA19（SPERGINI）は，ヒトやマウスの中間部に存在し，ミトコンドリア鞘を接着する分子と
して機能する．Phospholipid　hydroperoxide　glutathione　peroxidase（PHGPX　or　GPX4）｛よミトコンドリア胞（嚢）に存

在し，ミトコンドリア鞘を維持している．PHGPXは，細胞内部の抗酸化酵素であり，細胞膜内で産生される過酸化リン脂
質を直接還元する．PHGPX遺伝子が欠損すると，鞭毛の屈曲が起こり，またミトコンドリアが中間部に沿って位置移動を
起こし，decaudated　heads（鞭毛の無い頭部だけの精子）となる．さらに微小管や外側粗大線維（ODF）が主部から突出し，

ヒトでは不妊症の原因となる．我々が解析したGOPC欠損マウスでは，　SPATAl9が重層化したミトコンドリアの上に残存
するが，GPX4はミトコンドリア鞘の一ヒに無秩序に配列していた，このことは，　GPX4はミトコンドリア鞘を安定して維持

し，SPATAI9はミトコンドリアが拡散することを防御していることを示唆している．これらの情報をもとに，ヒト精子ミ
トコンドリアの形態異常と不妊症との関係を考察する．本研究で提供された精子は提供した診療施設でインフォーム・コン
セントを得ており，本研究自体は千葉大学倫理委員会の許諾を得ている．

O－101　水素分子処置により運動性を改善したOligoasthenoteratozoospermia患者精了の
　　　　　　受精能の検討

○中田久美子’｝，山下　直樹】），大澤　郁朗2｝

　1仙下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，2）東京都健康長寿医療センター研究所・生体環境応答

【目的】我々は，水素分子処置がAsthenozoospermia患者精子の運動性を改善させることを報告してきたt今回，　Oligoasthenotera－

tozoospermia患者の凍結融解精子に水素分子処置し，運動性を改善した精子をマウス卵子にICSIを行い，その受精能について検

討を行った．【方法】研究用の検体としてインフォームドコンセントを得た廃棄凍結精子を用いた．精子の凍結にはTYB（JX日

鉱日石エネルギー社製）を使用し，融解は37．5℃の温水中で行った．5％PPF添加のCleavage　Medium（5％CO，，20％0、，75％

N，：N、処理区）あるいは，50％H，含有の同培養液（H、処理区）で洗浄処理を行った．運動機能の測定は実体顕微鏡下で前進運動

精子数などを計測し，ミトコンドリア膜電位感受性色素のTetramethylrhodamine　methyl　ester（TMRM）（Life　technology社

製）で染色し，レーザー顕微鏡で解析した．B6D2F1マウス由来の凍結融解卵子にH2処置および対照としてN2処置した精子を
ピエゾマイクロマニピュレーター（プライムテック社）により注入し，前核形成率を調べた．【成績】今回検討した高度01igoasthe－

noteratozoospermia（1症例）の融解後の凍結液中の前進運動精子率は0％（精子濃度1．2　x　106／ml）であった．50％Hzを含む培

養液で洗浄後，前進運動精子率は30％まで改≡善したが，75％N2を含む培養液では0％であった．　H，処置した前進性運動精子およ

びN，，処置した非前進運動精子のマウス卵子での前核形成率は82％（9／11）であった．【結論】H，処置によりOligoasthenoteratozoo－

spermia患者精子の凍結融解後の運動機能が改善された．マウス卵子での前核形成率においては，有意差は見られないもののN，

処置よりも高い傾向を示した．本研究から，水素処置を行ったヒト精子はb分な受精能力を維持していることが確認できた．水
素の生体への使用は既に安全性が確認され臨床応用されているが，さらなる安全性の検討を加え，臨床導人を目指す予定である．

O－102　プロタミン欠乏による精子頭部形態の変化

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

　信州大学医学部産科婦人科学講座

【目的】精子の正常形態率は男性の妊孕能を予測する上で重要な指標である．しかし，精子形態が不良になる原因や，精子
形態がその精子自身の質を反映しているか否かは不明である．我々は，精子の核タンパク質であるプロタミンに着目し，プ

ロタミン欠乏が精子頭部の形態不良の原因となるか，また，形態不良精子ではプロタミン欠乏やDNA断片化の頻度が高い
かを明らかにすることを目的とした．【方法】本研究は信州大学附属病院の倫理委員会の承認を受けた上で行った．不妊治

療を受ける男性36名からICを得た．プロタミン欠乏はクロモマイシンA3を用いて検出し，精子頭部の形態は楕円フーリ
エ解析を用いて数値化した．プロタミン欠乏精子2400個と非欠乏精子2400個の間で頭部形態を比較した．DNA断片化は
TUNEL法で検出し，精子頭部の関連を検討した．【結果】精子の頭部形態は，プロタミン欠乏精子において非欠乏精子より
大きくばらつき（P＜O．OOI），平均値もわずかに異なっていた（P＜O．OOI）．頭部形態が良好な精子では形態不良な精子より

プロタミン欠乏精子の割合が低く（25．4±2．6％vs．38．0±2．5％，　P＜O．OOI），　DNA断片化率も低かった2．6±0．7％vs．6．4±

O．2％，P＜O．OOI），【結論】プロタミンの欠乏は精子頭部の形態のばらつきを増加させ，その結果として，形態不良精子にな

りやすいことが示唆された．また，精子頭部の形態はその精子白身のプロタミン欠乏やDNA断片化をある程度反映すると
考えられた．
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O－103　乏精子無力症に対する鍼治療の有効性

○磯部　哲也

　葵鐘会Bell－netフォレストベルクリニック

　近年，精子コンピューター解析装置を使った精液検査で得られるデータより算出される精子の力学的エネルギー指数から

自然妊孕能が判定できる可能性が示唆されている．精子エネルギー指数としてSEIとMEIがあり，　SEIは測定視野に存在
する全精子の力学的エネルギーを反映し，MEIは精子1匹の平均エネルギーを反映する．　M／S比（MEI／SEI）2以上が自
然妊娠に不可欠な条件であり，M／S比が2未満の場合にはSEIが大きいほど自然妊娠できる可能性が高くなる．精液所見
の改善を目的として当院で独自の鍼治療を行った18症例を対象とした．施術終了1か月後に再度同様の精液検査を行ない
精子濃度運動率，運動精子濃度SEI，　M／S比を鍼治療の前後で比較した．　M／S比2以上であった症例の71．43％で治療
後にM／S比が低下し，50％がM／S比2未満となった．全対象症例において精子濃度，運動率，運動精子濃度，SEIの各改
善率（有効率）はそれぞれ55．56％，72．22％，77．78％，66．67％となり，各増加率はそれぞれ1．81，3．39，4．37，4．51となっ

た．自然妊娠を望む乏精子症あるいは精子無力症の患者にとって鍼治療は有望な治療法になる可能性がある．本研究の対象

となった全症例に対して事前に同意書をとり，得られたデータが本研究以外で使用されないように配慮した．

O－104　Monolight3010を用いた精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species：ROS）測定
　　　　　　第2報　ROSと精子運動パラメータの相関に関する検討

○湯村　　寧，山中　弘行，竹島　徹平，保田　賢吾，黒田晋之介，三條　博之，岩崎　　晧，野口　和美，浅井　拓雄

　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】男性不妊症患者の40％には精液中に活性酸素（Reactive　Oxygen　Species：ROS）が検出される．　ROSは精子

の運動性のみならず妊孕性にも影響を与えると言われている．以前より我々は精液中ROS測定を行ってきたが従来の測定
器（Luminometer　1251）の老朽化に伴いルミノメーター　Monolight3010を導入しROS測定を行っている．今回新機種で測
定されたROSと精子運動性との関連について調査を行った．なお本研究は当院倫理委員会で承認をえている．【対象及び方

法】2013年3月より2014年6月までに当院を受診し同意を得た男性不妊症患者のうち無精子症患者検体を除く722検体を
対象とした．用手的に採取された未処理精液をCASAを用いてパラメータを測定した．その後未処理精液500μ1に4mM　Iu－
minol（5－amino－23－dihydro　1，4－phtalazine－dione）40μ1を添加し，200秒間の化学発光（chemiluminescence）量の積分値

をMonolight　3010で測定し，精子IOB個あたりのROSとして算出した．【結果】722検体の精子108個あたりの平均ROS　level

は7180、25Relative　light　unit（RLU）であり精子濃度運動率と負の相関を認めた．また，　Oligoasthenospermia　groupの

ROS　level（12792．18　RLU）は他の3つのGroup（Normozoospermia，　Oligozoospermia，　Asthtenospermia）のROS　level

よりも有意に高値であった．【考察】Monolight　3010で検出されたROSもLuminometer　1251で得られた値と同様に精子運

動性との負の相関が見られた．現在多くの報告で使用されているROSの単位はRLUであるため他の報告との比較が容易に
なると思われる．ROSのcutoff　levelが設定されていないため新たに何らかの基準を設定する必要があるが，従来の測定で
は陰性として扱われていた低levelのROSも測定できるので各種の研究にも有用であると思われる．

O－105　非閉塞性無精子症患者におけるストレス関連タンパク発現レベルと精子回収有無の
　　　　　　関係性の解明

○福田　輝雄，角井　健太，江夏　徳寿，松下　　経，E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

　現在顕微鏡下精巣内精子採取術（microdissection　testicular　sperm　extraction；MD－TESE）は，非閉塞性無精子症（non－

obstructed　azoospermia；NOA）患者が挙児を得るための唯一の治療法として広く普及している．しかし精子回収可能症例
は全体の3－4割程度に過ぎず．手術の侵襲，コストを考慮すれば術前の精子回収予測因子の同定が望まれている．Clusterin

やHeat　shock　protein（Hsp）は各種ストレス条件下に発現が上昇し，細胞を保護するシャペロンタンパクとして近年注目

されている．様々な悪性腫瘍に高発現していることが報告されており，精巣での発現も確認されているが，精巣内での働き

は未だ不明な点が多い．今回我々は当院および関連施設でMD－TESEを行い，精巣組織の検討が可能であったNOA症例を
対象にシャペロンタンパクが精子回収の予測因子となり得るか否かについて後方視的検討を行った．採取した精巣組織にお
いてシャペロンタンパク（Clusterin，　Hsp　27，　Hsp　70，　Hsp　90）の免疫染色を行い，発現レベルを評価し，その結果と精

子回収成否との関連，Johnsen　scoreとの関連について解析した．その結果，　Clusterinの発現レベルと精子回収精子成熟

度に有意な相関を認めた．現在さらに精漿中のClusterin濃度をELISAで測定しおり，精漿Clusterin濃度と精子回収およ
び精子成熟度との相関を解析し，報告する予定である．
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O－106　精子自動分析装置を用いた精液評価とSplit－ICSIの成績

○前泊　直樹2），中島　　章1），佐喜眞　斉1），寺田　陽子D，神山　　茂1），佐久本哲郎D，徳永　義光1）

　D空の森クリニック（ALBA　OKINAWA　CLINIC），2）麻布大学共同研究員

【目的】体外受精（IVF）において，通常の精液検査のみで媒精前に受精障害となる可能性を評価することは難しく，初回治

療においてはSplit－ICSIなどが選択されることは少なくない．近年，精子自動分析装置（SQA－V）が精液検査に導入され

ているが，その客観的精液所見が体外受精に与える影響についての検討は十分には行われていない．今回，当院でSQA－V
を導入後のSplit－ICSIの成績から，精液所見について後方視的に検討を行った．【方法】2013年10月から2014年5月まで
に当院で採卵およびSplit－ICSIを実施した周期において，　IVFを2個以上（中央値＝4，最大値＝21）の卵子に実施できた
64周期を対象とした．原精液をSQA－Vで測定し，　IVFの受精なしの未受精群（15周期）と，受精ありの受精群（49周期）

に分けて，2群間の各精液所見パラメータを比較した．また，ROC曲線を作成し，受精に必要な精液所見のカットオフ値に
ついて検討した．【結果】未受精群および受精群のそれぞれの平均年齢は36．5±09，38．4±O．6であった．精子自動性指数（SMI）

は9＆4±19．3，19＆1±258，高速直進運動性指数（PMSC－a；M／ml）は8．3±2．5，17．8±2．0となり，両群間において有意な

差が認められた（p＜0、05）．また，カットオフ値は，SMIで56（AUC＝O．69），　PMSC－aで3．9（AUC＝O．72）となった．【結

論】SQA－Vを用いて，　SMIおよびPMSC－aなどの精液分析をより詳細に行うことで，　IVFが受精なしとなるリスクを回避

しやすくなることが示唆された．また，SMIが56以下もしくはPMSC－aが3．9以ドの場合はできるだけICSIを選択したほ
うが良いと考えられる．

O－107　アガロースカプセルを用いた極少ヒト精子凍結の試み

○荒木　泰行1），八尾　竜馬2），朝山　雄太2），松久　明生2），荒木　康久D

　’）高度生殖医療技術研究所，2扶桑薬品工業株式会社研究開発センター

【目的】極少数の精子を凍結するため，卵細胞質を除去した透明帯を利用する手技の報告がなされている．しかしながら，

この方法では卵の入手が困難である．そこで，我々は少数の精子を格納できるカプセルを開発し，精子の凍結保存に利用可

能かどうか試みた．【方法】アガロースを外壁とした外径約φ100um，内径約φ75umの球状中空カプセルを作製した．　ICSI

装置を用いて，このカプセルにヒト精子を1個ずつ注入した．カプセルは，凍結溶液（6％グリセロール＋O．06％メチルセ
ルロースin　Hepes－HFF99（扶桑薬品工業））で前処理を行った後，ポリカーボネートのシート上に約O．25－O．5ulの凍結液と

共に乗せて液体窒素蒸気中で凍結し，液体窒素中に浸漬した．1シートに乗せたカプセル数は，10～12個とした．凍結後直

ちに，37℃に加温されたミネラルオイル中にシート先端を浸漬して急速解凍を行った．その後，カプセルの乗ったシート表

面をHepes－HFF99＋O．5％HSAドロップに接触させて，ドロップ中にカプセルを落として回収した．解凍直後に精子の運動

性を倒立顕微鏡で観察した．また，不動精子は低浸透圧液（Hepes－HFF99＋O．5％HSA：純水＝1：9）へ浸漬して，尾部の
膨化を指標に生存性を確認した．【結果】融解後のカプセル回収率は92％（152／166）であった．精子がカプセル外に出てし
まっていることはなく，精子回収率は92％（152／166）であった．その内，活発な運動性を保持していた精子は61％（93／152），

弱い運動性を保持していた精子は16％（24／152），低浸透圧テスト陽性精子は18％（27／152）であり，結果的に合計運動保
持精子率77％（117／152），合計生存精子率95％（144／152）であった．凍結融解によって破損したカプセルは無かった．【結

論】1個の精子をアガロース中空カプセルに閉じ込めて，高い生存率で凍結融解できることが確認できた．この手技はTESE

（顕微鏡下精巣内精子回収術）等で得られた希少精子を保存することに利用できると考えられる．

O－108　蛍光血管造影下精索静脈瘤手術の初期施行経験

○柴田　康博1），栗原　聰太t），宮澤　慶行1），加藤　春雄D，小池　秀和D，伊藤

　1群馬大学医学府附属病院泌尿器科，2群馬大学医学部附属病院臨床試験部
一

人1），中村　哲也2），鈴木　和浩1）

【目的】精索静脈瘤は男性不妊症や陰嚢痛の原因となり，手術により造精機能の回復や疾痛の消失が期待できる疾患と認識
されている．造精機i能障害による男性不妊患者の20－30％で精索静脈瘤が原因とされ，明確な治療法が確立されていない特

発性に次いで多く，男性不妊症の治療において重要なものとなってきている．近年，精索静脈瘤に対する手術は，浅鼠径輪

の下方で顕微鏡下に静脈瘤血管を処理する低位結紮術が，低再発率と日帰り手術も可能な低侵襲性から最も良いが，同部位

では温存すべき動脈はかなり細く，同定が困難である症例をしばしば経験する．温存すべき動脈の同定には術中ドップラー
検出機器などがそれなりに有用であるが，これらの手法は脈管を可視化しているわけではなく，標的としている脈管は非常

に細いため実際に温存すべき脈管を同定することは習熟を要し，より簡便確実で手術操作を行う術野で脈管をイメージと
して同定できる手技の開発が待たれる．そこで，近年欧米で行われ始めたインドシアニングリーン（ICG）蛍光血管造影下

に手術を行い，その有用性を検討した．【方法】精索静脈瘤低位結紮術施行時の術中ICG投与による蛍光血管造影の有効性

を確認するため，群馬大学医学部附属病院倫理審査委員会（IRB）の承認を得て少数例（3症例）で検討した．血管を露出
後，ICG蛍光血管造影を行い，動脈の同定を試みた．【成績】3症例全てにおいて，　ICG投与後約1分で動脈が明瞭に描出さ
れた．通常光下の観察では同定が困難な非常』に細い動脈もICG蛍光血管造影ドでは確認でき，温存が可能であった．　ICG投

与による副作用は認められなかった．【結論】精索静脈瘤に対する低位結紮術における術中ICG蛍光血管造影は，非常に細
い動脈も可視化され，有用であると思われた．本結果より，IRBの承認を得て，多数症例での臨床試験を実施中である．（本

試験は厚生労働省臨床研究中核病院整備授業の補助金により行った）
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O－109 subinguinal　varicocelectomyにおける精索内の精巣動脈及び精管動脈のvariation
及び精巣動脈を温存するimpact

○菅藤　　哲1），辻

1）山形徳洲会病院泌尿器科，

祐治2），福崎　　篤3｝，笹川五十次1）

　　　2）恵比寿つじクリニック，3国際医療福祉大学塩谷病院泌尿器科

（背景）精索静脈瘤に対する低位結紮術は動脈を確実に温存できる点で優れている．そこで精索内の精巣動脈の直径と本数を計測し，

精管動脈の直径と比較して，精巣動脈温存のインパクトを評価した，（方法）subinguinal　approachにより精索を開放し，精管と伴走

血管を分離後，リンパ管，動脈は全て温存し，静脈は全て結紮切断した．2012年3月より精巣動脈径（Diameter　of　Testicular　Artery：

DTA）及び精管動脈径（Diameter　of　Deferential　Artery：DDA）を計測し本数をカウントした．2014年5月までの13ヶ月間に実施

した両側低位結紮術112例，左低位結紮術73例につき後ろ向きに検討を加えた，手術前に文書による同意を得ておいた，（結果）対象

の年齢は（median　36，16～56，　n＝183，2名不明）であった．　DTA（左171例，右106例），　DDA（左125例，右105例）を測定し

た．左精巣動脈本数は1本が113例，2本が50例，3本が7例，4本が1例，0本が1例，不明13例であった．左DTAは（median　I　l
mm，　O．2～2．0，　n＝238）であった．左DDAは（median　09mm，02～1．6，　n＝125），3例で0本，不明57例であった．　DDA／most　domi・

nant　DTAは（median　O．8，02～1．6，　n＝123），　DDA／total　DTAは（median　O．6，0．1～1．5，　n＝123）であった．右精巣動脈本数は1

本が70例，2本が33例，3本が2例，0本が1例，不明4例であった．右DTAは（median　1．lmm，02～1．7，　n＝142）であった．右
DDAは（median　O．9mm，0．4～2．0，　n＝105），1例で0本，不明6例であった．　DDA／most　dominant　DTAは（0．7，0．4～1．6，　n＝102），

DDA／total　DTAは（O．6，02～1．6t　n＝102）であった．　DDA／total　DTA＜1は左が83％（102／123），右が83％（85／102）であった．

（考察）精巣動脈は精管動脈に比べてより精巣の血流に貢献していると思われる．一方動脈径の比率は個人差が大きく，また精巣動脈

の本数にもvariationが認められた．中には精管動脈が極めて微弱な症例もあり，精巣動脈を確実に温存する意義が確認された．

O－110　男性不妊症患者における精索静脈瘤手術の検討

○梅本　幸裕’｝，佐々木昌一），岩月正一郎1），窪田　裕樹D，窪田　泰江1），出原　麻里2），佐藤　　剛2），杉浦　真弓2｝，

　郡　健二郎1）

　1〕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

【背景】男性不妊症患者のおよそ25％に精索静脈瘤が認められる．精索静脈瘤手術により精子形成が改善される内容の報告

は散見される．しかし実際の妊娠にどの程度寄与しているかは不明な点も多い，そこで今回，男性不妊症で精索静脈瘤手術

を行ったその後の経過を検討した．【対象・方法】2009年1月から2013年12月までに男性不妊症外来を訪れ，精索静・脈瘤

を認めた102名のうち精索静脈瘤根治術を行った42名を対象とした．それらの精巣組織の病理結果と妊娠経過について検
討した．なお精巣組織については患者から同意を得て行った．【結果】42例中，妊娠に対する評価が可能であった症例は30
名であった．術後平均観察期間は13．4±79ヶ月で，自然妊娠5名，AIH　10名，　IVF　4名，射出精子＋ICSI　9名，　TESE＋ICSI

2名であった，ARTでの妊娠はAIH　l名，　IVF　3名，射出精子＋ICSI　5名，　TESE－ICSI　1名で認められた．評価可能な30

名中15名，50％のカップルに妊娠を認めた．妊娠した15名の精巣組織は精細管内に精子が認められるJohnsen　score　9－10

点が13名，精子細胞までしか認められない6点が2名であった．この2名は1名が射出精子を用いたIVF，1名は射出精子
でのICSIにて妊娠に至った．【考察】今回の結果から，手術を行った17％に自然妊娠ARTを併用したものを加えると全
体として50％のカップルに妊娠が確認されている．その中でAIHは10％，　IVF＋ICSIでは60％の妊娠にいたっている．
このためまず精液中に精子は認めるが，複数回のARTにて妊娠を得られない場合は精索静脈瘤の存在も考慮する必要があ
る．精索静脈瘤が存在した場合，パートナーの年齢も考慮しつつ，積極的に手術を行い，自然妊娠あるいはAIHで妊娠に
至らない時はIVFあるいはICSIといったステップアップの治療を行うことが望ましいと考えられた．

O－111　荻窪病院泌尿器科における精索静脈瘤に対する顕微鏡下リンパ管温存高位結紮術の
　　　　　　臨床的検討

○大橋　正和，野中　昭一，松島　将史

　医療法人財団荻窪病院泌尿器科

【緒言】当科では，左精索静脈瘤に対する外科的治療として『顕微鏡下リンパ管温存高位結紮術（本手術）』を施行している．本手

術の趣旨，術式を述べ，手術を後方視的に概観し，手術前後の精液所見の推移を報告する．【本手術の趣旨】1，精巣への動脈血流

は，内精動脈系，精管動脈系，精巣挙筋動脈系の3系統あり，高位では，万が一内精動脈を犠牲にしても，他の2系統により精巣

への血流は確保される．2．リンパ管を温存することにより，高位一括結紮術施行例の約5％に発症する術後陰嚢水腫を予防でき
る．【術式】全身麻酔下，仰臥位にて，左上前腸骨棘の内側に約4cmの斜切開を置く．前鞘を切開，筋層を鈍的に剥離して後腹膜

腔に入る．腹膜を内側に展開すると腹膜側に内精血管束が現れるので，これを拾いペンローズドレインを通す．内精血管束を頭尾

側に渡り充分に剥離する．尾側の精管合流部付近への剥離は控える．遊離された内精血管束をペンローズドレインで創外に牽引す

る，以後は手術用顕微鏡下の手技に移行する．内精血管束を包む膜を切開し，内精静脈を遊離後，充分にdismemberして結紮／切

断してゆく．動脈は極力温存するが，静脈と判定が困難な時は結紮／切断する．中に透明な液体を有するリンパ管は温存する．顕

微鏡下手技終了後に，左精巣を牽引して，温存したリンパ管束を後腹膜腔に戻す．止血を確認し，ドレイン無しで閉創する．手術

創は，真皮埋没縫合＋テープ固定とし，術後2日目に退院としている．【結果】2011年1月～2014年6月に，本手術を30例に施
行．18～42歳静脈瘤サイド：全例左側．静脈瘤grade：全例3度挙児希望：27例，陰嚢腫脹：3例．全手術時間：69～114分，

顕微鏡下手術時間：25～40分，結紮静脈：3～6本．温存リンパ管：2～7本．術後の創感染静脈瘤再発精巣萎縮なし．精液検
査の推移：10例で術前，術後3M，6Mの精液検査が可能であり，8例（80％）に術後500万／ml以上の改善を観た．
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O－112　当科における精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術の検討

○金　　星哲D，原　　綾英D，羽原　俊宏2），大平　　伸D，福元　和彦D，常　　義政1），藤井　智浩］），宮地　禎幸D，

　林伸旨L），永井敦’）
　D川崎医科大学，2）岡山二人クリニック

【目的】当科で施行した精索静脈瘤に対する低位結紮術の治療成績を検討した．【対象と方法】2006年4月から2014年1月
までに当科で顕微鏡下低位結紮術を施行した精索静脈瘤患者163例を対象とした．男性不妊の精索静脈瘤患者の追跡可能で

あった71例を対象に精液所見及び妊孕性の影響に関して検討を行った．【結果】患側は左158例，両側5例，年齢は32歳
（11～61歳）であった．主訴は男性不妊症：110例，陰嚢痛：44例，精巣容積の左右差：2例，術後再発：7例であった．分
類はgrade1：3例，　grade2：37例，　grade3：123例であった．手術時間は60分（25～115分）であった．周術期合併症はは

後出血：1例，陰嚢水腫12例であった．精液検査所見は術前（液量：3．8ml，濃度：3720万／ml，運動率：45．7％，前進率：
5．5％，正常形態率：5．9％），術後（液量：3．7ml，濃度：5825万／ml，運動率：52．7％，前進率：7％，正常形態率：6．1％）で

あった．術前後の精液所見を比較すると濃度：（P＝O．05），前進率（P＝0．02）において優位な改善を認めた，特にG3症例に

おいては濃度（P＝0．05）において優位な改善を認めた．妊娠は71例中51例（71．8％）に認められた．妊娠方法は自然妊娠：

13例，IUI：13例，　IVF：9例，　ICSI：13例であった．妊娠症例においては濃度（P＝0．05），運動率（P＝OD5）で精液所見の

優位な改善を認めたが非妊娠症例においては改善を認めなかった．【結論】精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術は，低

侵襲であり有用な治療法であると思われる．G2以上の精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術は精液所見の改善が期待で
きる．また，精液所見の改善した症例では妊娠が期待できると考えられた．

O－113　精索静脈瘤手術後の精液所見の経時的変化に関する検討

○山口　耕平’2｛，石川　智Ai　i・m，郷原　真輔1），苔口　昭次3），塩谷　雅英1），松林　秀彦2）

　D石川病院泌尿器科，2’　Vプロダクションクリニック大阪，3）英ウィメンズクリニック

　現在，触知可能な精索静脈瘤に対しては積極的に手術が行われているが，一般的に精子形成には74日かかるとされてお
り，術後精液所見の改善を認めるまでにはある程度期間を要すると考えられている．そのため，妻が高齢の場合には精索静
脈瘤手術を行わず，すぐに生殖補助医療が始められる傾向があるものと推察される．今回我々は，精液所見が異常で，触知

可能な精索静脈瘤患者に対して顕微鏡下内精静脈低位結紮術を行い，精液所見の経時的変化から，術後造精機能が改善する

までに要する時間に関する検討を行ったので報告する．術前精子濃度が1500万／ml以下もしくは精子運動率40％以下で，

かつ触知可能な精索静脈瘤があり，当院にて手術を行って，術前と術後L3ヶ月の時点で精液検査が施行可能であった18
例を対象とし，精液所見の経時的変化を検討した．また術後3ヶ月時点の精液所見によって，術前精子濃度が1×106／ml未
満では5×106／ml以上に，1－5　x　10『／mlでは10×IO「’／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，無効群との比較検討や，各群内の各パラメーターの経時的変化について検討を行った．

結果は，精子濃度，運動率は，術前と比し術後のいずれの時点においても有意な改善を認めた．有効例は10例（55．6％）あ

り，有効群においては，術後1ヶ月時点で既に精液所見の有意な改善を認めており，術後3カ月の時点においては，術後1
ヶ月の時点と比し有意な改善は認めなかった．一方無効群は術後のいずれの時点においても，術前と比し有意な精液所見の
変化は認めなかった．今回の検討で，触知可能な精索静脈瘤患者においては，手術療法によって55．6％の症例で精液所見の

改善を認め，その効果は既に術後1ヶ月という早期の時点で認めていた．これより，妻が高齢であっても，夫の精索静脈瘤

手術は積極的に考慮すべき治療法であると考えられた．

O－114　診療所での日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術は安全で有効である

○市岡健太郎1），松井　喜之2），根来　宏光2），後藤　崇之2〕，北　　悠希2）

　1｝いちおか泌尿器科クリニック，2）京都大学大学院器官外科学泌尿器病態学講座

【目的】男性不妊症の臨床において，根本的な治療が可能な数少ない病態の一つに精索静脈瘤がある．しかしながら，手術
適応のある患者でも，多忙を理由に手術を躊躇されることは日常臨床ではしばしば経験する．働き盛りの男性不妊症患者に

とっての利便性やアクセス向上，それに伴う治療成績の向上を目的として，京都大学附属病院ではこれまで自院内で行って

いた男性不妊症治療の機能の一部を，いちおか泌尿器科クリニックに移行して行っている．当クリニックは無床診療所では

あるが，3年前より局所麻酔による顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術を日帰り手術として行ってきた．今回はこれまでの経験

をまとめたので，その成績とともに報告する．【対象と方法】2013年7月より2016年6月までの3年間に当院にて顕微鏡下
精索静脈瘤低位結紮術を行った184例の症例を対象として，後方視的に解析を行った．造精機能障害を呈していた症例中，
術前術後に精液検査を行うことができた120例については精液所見の解析も併せて行った．【結果】184例中，手術後に入院

が必要となった例はなく，全例が当日に帰宅した．帰宅後に再来院を要する合併症を生じた症例もなかった．緊急連絡用の
携帯電話への連絡が7例あったが，いずれも軽微な問題を心配されたものであり，全例に経過観察を指導したのみで自然に
解決した．男性不妊症症例のうち，術前術後で精液検査を行い得た症例は120例であった．術前術後の精液所見の平均値は，
精子濃度9．27×106／mL→18．90×106／ノmL，運動率3U％→49．6％と有意差をもって改善していた．【結論】無床診療所におい

ても日帰り顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術は安全に施行できる．男性不妊症症例では造精機能は明らかに改善する．顕微鏡

下精索静脈瘤低位結紮術は造精機能の改善効果は大きく，手術侵襲が少なく日帰り手術で行えば社会復帰も早いため，働き

盛りの男性患者にとって治療が受けやすいと考えられる．
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O－115　重度男性不妊における精索静脈瘤手術の精液所見および臨床成績への効果

○岡　　奈緒t），永尾　光一｝，柳堀紗耶香D，青野　展也D，中條友紀子L’），奥出　　剛1），竹内　　巧P，京野　廣一’・Z｝

　i）京野アートクリニック高輪V　］fi．1野アートクリニック

【目的】精索静脈瘤手術は男性不妊のための効果的な治療の一つである．本研究では，特に重度の男性因子に焦点を当て，

精子形成や妊娠成績に対する精索静脈瘤手術の効果を検討した．【方法】インフォームドコンセントの下，術前の精液検査
で少なくとも1つの項目で基準値を下回っていた精索静脈瘤患者37名［グレード2（4＆6％），3（51．4％）］に顕微鏡下低位
結紮術を施行し，術前と3ヶ月後の精液検査を比較し，また妊娠予後を調査した．【結果】夫年齢は平均35．6±5．5歳であっ

た．術前の総運動精子数は14．4±19．4×106であったが，術後3か月では，35．2±50．3×106に著しく改善された（P＜0．Ol）．

総運動精子数5×106未満の15人の患者は，重度男性不妊として分類した．総運動精子数の平均が，1．3±1．5×106から19．3±

20．4×106（P＜001）へ著しく改善され，7人（46．7％）は，WHO正常範囲である15．6×106を超えた．2人の非閉塞性無精

子症（NOA）のうち1人は，術後に少数の精子が射出精液中に出現した．また4人のcryptozoospermiaのうち3人は射出
精液中の運動精子が2．9xlO6以上に増加した．特に1人は正常精子所見となり，さらに1人は9．8　×　106まで運動精子が増

加したため体外受精により妊娠に至った．フォローアップできた19組の夫婦のうち，8組（42．1％）は術後6カ月の間に妊

娠した．【結論】ICSI適応と判断されるような重篤な男性不妊でも，精索静脈瘤手術により通常の精液所見まで改善できる

症例がある．特にNOAやcryptozoospermiaなどの極めて重篤な患者の中でも，精索静脈瘤手術によって不必要な精巣精
子回収あるいはICSIを避けることができる場合があることは特筆すべきである．

O－116　精索筋膜内の神経，血管およびリンパ管分布の検討

○岡　真太郎，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

　精索静脈瘤に対する精索静脈瘤結紮術は男性不妊症の治療として確立された治療であるが，術後の合併症として数％の割

合で陰嚢水腫を認め，合併症の少ない術式が検討されている．また，陰嚢痛に対する精索除神経術を行うことにより陰嚢痛
の改善を認めるが，その機序は不明な点も多い．この度，精索静脈瘤に対して静脈瘤結紮術を施行した30例の外精筋膜，

精巣挙筋，内精筋膜の一部を用いて，血管，リンパ管，神経の検討を行った．ほとんどの症例で血管と神経は確認され，リ

ンパ管は約30％のみに認められた．精索静脈瘤結紮術では，リンパ管を温存しない症例でも陰嚢水腫を認めないことはし
ばしば経験され，筋膜内のリンパ管からのドレナージの可能性が考えられたが，必ずしも筋膜内にリンパ管が存在する訳で

はなく，術後の陰嚢水腫を避けるために精索内のリンパ管を顕微鏡下で温存することは有効と考えられた．また精索除神経

術を行う際には，内精筋膜内の神経に加え，筋膜内の神経切除も必要であると考えられた．

O－117　精索静脈瘤の術前診断における超音波断層法による精索静脈径計測の有用性につい
　　　　　　て

○横山　　裕’23），宮嶋　哲匡V，田丸　俊三5），鷺山　和幸3），田中　正利2）

　1横山病院泌尿器科，2幅岡大学医学部泌尿器科，3）さぎやま泌尿器クリニック，4）福岡大学筑紫病院泌尿器科，5薬院ひ尿

　器科病院

【目的】精索静脈瘤の診断は，超音波断層法（以下US）やドプラ聴診装置などが補助的診断法として用いられているが，腹圧負荷時の視診や触診でのGrade分類が

主で，その診断は検者の経験や技量に大きく左右されるため，客観性に乏しいと言わざるを得ない，今回われわれは精索静脈瘤の診療特に手術適応の決定におけ

るUSの役割，特に腹圧負荷時の精索静脈径計測の有用性について検討した．

【対象と方法】対象は精索静脈瘤と診断され，2013年1月から2014年2月末までの間に福岡大学病院泌尿器科またはその連携施設において男性不妊症に対する治療

目的に顕微鏡下低位精索静脈結紮術を施行した症例のうち，術前にUSを施行し，術後の治療効果判定が可能であった12例，術前のUSでは高周波数リニア型探触

子（7．5～10MHz）を用い，腹圧負荷時の精索静脈径を計測した．治療効果判定は術前および術後3か月以上経過した時点での精液検査（精液量，精子濃度，運動率）

で評価した，われわれの施設では手術の適応を精索静脈径2．5mm以上またはカラードプラ法による逆流所見が精巣尾部のレベルまで認められるものとした，

【結果】平均年齢は33．7歳（24～43歳）で，患側は左5例，両側7例であった．US計測による術前の腹圧負荷時の平均左精索静脈径は3．6mmで，両側手術症例の

平均右精索静脈径は2．6mmであった．術前の平均運動精子数は2450万個，術後の平均運動精子数は4870万個で，12例中10例（83％）で術後の精液所見が改善し

た．

【結論】今回のわれわれの検討では術前USの所見のみで精索静脈瘤手術の適応を決定しても，その精液所見の改善効果はこれまでの諸家らの報告と同等であった，

USは術前に精索静脈径を絶対値として計測でき，客観的な評価が可能であった，また，腹圧負荷による精索静脈径の変化を観察することも可能で，その有用性は高

いと思われた．
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O－118　停留精巣術後にみられた精巣内精索静脈瘤

○中野　和馬1），成吉　昌一2），助川　　玄1），辻　　祐治12｝

　1）恵比寿つじクリニック，2）天神つじクリニック

【目的】高度な精索静脈瘤であっても，超音波カラードプラ法で精巣内に逆流信号が描出されることは極めて稀であるが，

停留精巣に対する精巣固定術後には精巣内への逆流が観察されることがある．今回は，停留精巣術後に認められた精巣内精

索静脈瘤について検討を加えた．【対象と方法】対象は2003年7月より2013年5月までの間に，不妊を主訴に当院を受診
した停留精巣固定術後患者のうち精索静脈瘤を合併していた41例．陰嚢超音波検査には10～14MHzリニア探触子を使用
し，精巣容積を算出，さらに精索静脈瘤および精巣内精索静脈瘤の有無を観察した．【結果】精巣内精索静脈瘤を認めたの

は41例中11例（27％）で，年齢は28～40歳（中央値：34歳）．両側の停留精巣術後が8例（両側に精巣内精索静脈瘤を認
めたのが1例，左側のみが6例，右側のみが1例），片側固定術後の3例はすべて左側であった．ll例のうち，6例が精液
所見不良，4例が非閉塞性無精子症，1例が閉塞性無精子症であったが，精液所見が不良な3例と非塞性無精子症の2例に
精索静脈低位結紮術を施行した．術後は全例で精索および精巣内の静脈瘤の消失を確認できたが，非閉塞性無精子症の2例

では射出精子の出現はなく，精液所見が不良であった3例については，改善が1例，変化なしが1例で，1例はまだ術後の
評価を行っていない．【考察】なぜ停留精巣に対し精巣固定術を施行された精巣に精巣内精索静脈瘤を合併するのか，なぜ

精巣内精索静脈瘤は左側に多いのか，精巣固定術の手術操作が影響していることが推測されるが，その発生機序はまったく
解明されていない．しかし，治療については精索静脈低位結紮術で良く，精液所見の改善が期待できることから，積極的に
治療されるべきものと考えられる．

O－119　Emission　lossから逆行性射精を経て膀胱内精子回収により妊娠を得た1例

○近藤　宣幸12），児島　輝彦3），長谷川昭子3），森本　真晴3），加藤　　徹3），坂　　佳世3），和田　　龍3’，柴原　浩章3〕

　’協和会協立病院，2）兵庫医科大学病院泌尿器科，3兵庫医科大学病院産婦人科

　患者は38歳，男性．30歳時より糖尿病．2011年秋より射精液量の低下を自覚．2012年3月に兵庫医大病院泌尿器科へ初
診．精巣容積は両側5mlと低下．前立腺触診で圧痛あり．血中総テストステロン1．28　ng／ml，遊離テストステロン7．2　pg／

mlと低アンドロゲン血症を認めた．精液検査はanejaculationであり射精後検尿（PEU）では精子を認めずemission　loss（EL）

の範躊であった．前立腺炎の治療から開始したが7月のPEUは精子認めずELが持続　さらにEDも自覚したためアモキサ
ピンと酢酸クロミフェンの併用内服を開始．その後9月のPEUでは30～40精子／hpfを確認したためホチキス法に準じて膀
胱内精子を回収して凍結保存した．患者側の都合の治療休止期間を経て2013年12月より同メニューの薬物療法を再開．2014

年3月に再度膀胱内精子を回収しOPUの上，　M2期卵8個に対しICSI施行．　Day3の単一胚移植にて妊娠が確認された．
男性不妊症の原因となる射精障害であるanejaculationはemission　lossと逆行性射精（RE）に大別されてきた．両者ともに

順行性射精を得る目的でアモキサピンなどによる薬物療法が行われるが無効の場合でもREでは膀胱内精子回収が選択でき
る．しかしながら現状ではELの診断で無効の場合，すなわちanejaculationが持続した場合の2次療法としてはTESEあ
るいは電気射精が主体である．今回我々は，薬物療法でELがREに改善し，その後膀胱内の回収精子により妊娠を得るこ
とができ，より侵襲的治療を回避し得た．さらにELとREは明らかに区別できる病態ではなく障害の定量的相違であるこ
とが示唆された．したがって男性不妊症におけるanejaculationの治療効果の判定には射精液量のみならず射精後検尿によ
る経過観察が必要である．

O－120　逆行性射精治療に対するアモキサピンとイミプラミンの無作為化対象比較試験

○田井　俊宏13），永尾　光一）f塩原　真美2），松井　幸秀1），府川　敦子2），佐々木由香2｝，小林　秀行1’，鈴木　九里’｝，

　片桐由起子2），臼井　　彰3），中島　耕一’｝

　1｝東邦大学大森病院泌尿器科，m　lffl邦大学大森病院産婦人科，3）医療法人社団ひとみ会臼井医院

【緒言】RE（逆行性射精）は男性不妊症の原因となる射精障害のひとつである．　REはオルガスムを感じるにもかかわらず，

一部もしくはすべての精液が順行性に射出されない病態として定義されている．現在，REの治療にはイミプラミンが主に
用いられているが，眠気などの副作用が認められる．今回我々はアモキサピンとイミプラミンのREに対する有効性・副作
用の比較対象試」験を行った．【対象と方法】対象患者17人．30歳から52歳（平均41歳），罹病期間は3カ月から5年（平
均1．6年）．原因は糖尿病8例，直腸癌術後2例，原因不明4例，その他3例であった．13例が挙児希望，射精感出現後の
尿中精子は9例に認められた．この研究は交差試験であり，患者を無作為に2グループに分け，グループ1にアモキサピン，

グループ2にイミプラミンを2週間投与し，精液量と副作用を調査．その後2週間のウォッシュアウトの後，投与薬剤を交
代し2週間投与を行い，同様の調査を行った．精液量は患者に2．5ccシリンジを渡し，自己測定した．この調査は東邦大学

大森病院倫理委員会の承認を得て，書面で同意が得られた患者でおこなった．【結果】アモキサピン投与で射精が出現した
ものが14人（82．4％），平均O．9cc（O．1－1．5cc）の精液が見られた．4例に軽度の眠気，1例に便秘が認められた．イミプラ

ミン投与で11人（647％），平均O．57cc（O．3－2．Occ）の精液が見られた．また3例に軽度の眠気，1例に治療継続不可能な眠

気が認められた．アモキサピンにおいて出現した精液量は，イミプラミンにおいて出現する精液量に比し有意に多かった（p＜

O．OOI）．両者において副作用の出現頻度は同等であり，アモキサピンがより軽度であった．【考察】REの治療方法としてイ

ミプラミンに比較しアモキサピンは有効性が高く，同等の安全性を持つことが認めらえれた．
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O－121　続発性不妊症例に対するAIHの有効性に関する検討

○山崎　歩実，江副　郁恵，中野　英之

　中野レディースクリニック

【目的】AIHの治療効果は6回程度が限界であるという報告がある．しかし，　AIH症例の過去の妊娠歴及び分娩歴によりAIH

の治療効果に差があるのか否かに関しては報告がない．今回われわれは，妊娠及び分娩歴がAIHの累積妊娠率に影響する

かどうかを検討した．【対象・方法】当院で2013年1月から12月にAIHを施行した40歳未満の374症例1106周期を対象
とした（平均年齢34．6歳±38歳）．妊娠歴がない症例をコントロール群（249症例，728周期，平均年齢33．4歳±3．7歳），

妊娠歴はあるが分娩歴がない症例を経妊未産婦群（37症例110周期，平均年齢33．9歳±3．7歳），分娩歴がある症例を経産

婦群（88症例，268周期，平均年齢35．8歳±3．7歳）とし，累積妊娠率によりAIHの治療効果を比較した．精液は80％pure－
ception液を用いた密度勾配遠心法にて処理した．　AIHの適応においては，3群すべてにおいて原因不明が約90％を占めて

いた．【結果】コントロール群では，累積妊娠率はAIH施行1回目で22％，2回目で50％，3回目で59％，4回目で75％，

5回目で94％，6回目で97％と上昇し，7回目で100％に達した．経妊未産婦群では1回日で25％，3回目で75％と上昇
し，4回目で100％に達した．経産婦群では1回目で19％，3回目で56％，4回目で63％，5回目で75％，7回目で88％と
上昇し，8回目で100％に達した．コントロール群，経妊未産婦群ではAIH施行4～6回まで有効であると示唆された．経
産婦群ではAIH施行8回目まで有効であると示唆された．【考察】分娩歴の有無でAIHの治療効果に差があった．よって，
分娩歴の有無でARTヘステップアップまでのAIHの回数を変える必要があると考えられる．

O－122　過去10年間の自然周期人工授精17，830周期の検討

○本田　徹郎，信田　萌美，浪江可奈子，濱崎　祐希，金井　裕子，堤　　麻衣，辰巳　賢一

　梅ヶ丘産婦人科

【目的】1998年に自然周期AIHは排卵誘発周期AIHと比べて妊娠率において劣ると報告され，以後欧米では大部分のAIH
が排卵誘発周期に実施されている．しかしこれには多胎妊娠が少なからず発生するという問題点がある．今回当院の自然周

期AIH（以下，自然AIH）の妊娠率を検討したところ，報告されているクロミフェン周期AIH（以下，　CC／AIH）の妊娠
率にほぼ匹敵するものであったことを報告する．

【方法】過去10年間に当院で行われた自然AIH，4540名，17830周期の後方視的検討．適応は原因不明51％，軽度～中等
度男性因子36％，頸管因子3．5％，性交困me　9．5％であった．

【成績】周期あたり妊娠率は年齢別に，34歳以下で8．1％，35～37歳で7．3％，38～40歳で5．5％，41～42歳で3．6％，43歳

以上O．9％であった．注入運動精子数が500万以上の症例（10275周期）のみを検討すると，それぞれの年齢の妊娠率は9．9％，

＆6％，6．1％，4．8％，1．2％であった．一方Doveyらの報告で，注入運動精子数が500万以上の症例におけるCC／AIH，4199
周期の妊娠率は，各年齢群で，11．5％，92％，7．3％，4．3％，1．0％であった（Dovey　et　al．　Fertil　Steril．2008；90：2281－2286）．

【結論】自然AIHの妊娠率はCC／AIHのそれと同等であり，医原性多胎妊娠回避の意義で有効な治療法であると考えられた．

O－123 生殖・産科医療と児童福祉の行政主導による地域連携の報告～不妊カップルの家族
形成支援にむけた「島根モデル」の取り組み～

○荒木　晃子12｝，永島百合子2），内田　昭弘2〕

　v立命館大学R－GIRO研究機構，2＞内田クリニック

背景：配偶子提供や里親養子縁組など血縁によらない家族形態の社会的認知がさけばれて久しい．多様な家族の形成には，妊

娠・出産に関わる社会機能として生殖医療産科婦人科医療が，また，実親が養育できない児の社会的養護を担う機能としては

地域行政のもと乳児院児童相談所が責務を担う現状がある．非定形家族の形成には，妊娠・出産に関与する医療現場と児童福

祉現場の連携と協働，及び法整備は不可欠である，現状：本課題に向け当院では2010年，島根県行政及び乳児院，児童相談所の

協力を得て，冊子く不妊カップルと生殖医療・乳児院・児童相談所・行政を結ぶファミリー・aim・パスポート（立命館大学R－

GIRO研究機構）〉を作成し関係各機関に設置した．現在は初診時に全患者へ配布し，不妊症看護認定看護師と心理カウンセラー

で，院内外から不妊治療や治療以外の選択肢相談に対応している．同時に多領域に渡る援助職の為の公開家族ワークショップを

継続開催し，2014年6月迄の参加者（医師，看護師，臨床心理士，社会福祉士，児童相談所相談員，家庭調査官等）は延べ260

名に上る．2013年10月日本生殖看護学会山陰地区勉強会の児童相談所調整監による「里親制度と島根県の取り組み」の講演では，

児を養育できない妊婦から，養育を希望するご夫婦へ出産後速やかに委託する制度改正の報告等，看護職をはじめ医療現場との

連携を要望する児童相談所と共通の認識とその課題を確認した．今後の展望：現在まだ過渡期と考える当院の「不妊当事者の家

族形成支援の取り組み」も5年目を迎え，島根産科婦人科学会，島根県産婦人科医会の協力を得て，県行政主導のもと児童福祉

機関との協働による家族形成支援体制「島根モデル」の整備に向け汎化を遂げている．2014年11月には，島根県行政主催の「家

族のかたちシンポジウム（仮題）」が開催予定であり，生殖医療施設である当院の果たす役割もより確立されるものと考える．
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O－124　大学生の生殖能に関する意識調査と教育効果についての検討

○後藤　真紀，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，大須賀智子，森　　正彦，

　近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，吉川　史隆

　名古屋大学医学部産婦人科

【目的】晩産化（加齢）による妊孕能の低下は，少子化の一因と考えられているが，今後の挙児可能性がある世代に対して，現状

では十分に啓発されているとは言えない．今回我々は大学生に卵巣予備能を含めた妊孕性についての講義を行い，生殖能に対する

意識変化および教育効果について解析した．【方法】A大学の男女学生121名を対象に，卵巣予備能を含めた妊孕性についての講

義を約90分行い，その前後で生殖能の知識および意識について無記名式アンケートを実施講義前後での変化（教育効果）を比
較検討した．本研究にあたっては両大学内倫理委員会の承認および当該学生の同意を得て行った．【成績】学生の平均年齢は20．3±

0．88歳女性97名（80．2％），男性27名（19．8％）であった．「不妊症」「卵巣予備能」について知っていると回答した学生はそれ

ぞれ34名（28．1％）／2名（1．7％）であった．「太り過ぎ」「やせ過ぎ」「過度の飲酒」「喫煙」が不妊に関連すると回答した学生は，

講義前で62名（512％）／101名（83．4％）／87名（719％）／91名（75．2％），講義後で112名（96．7％）／117名（83．4％）／104名（86％）

／116名（95．9％）であった．将来的な挙児希望について「あり」と回答した学生は109名（90．1％），第1子出産希望年齢は女子学

生の講義前後で27．2±7．56歳／26．2±1．29歳男子学生では27．3±2、67歳／27．1±2．01歳希望挙児数は女子学生の講義前後で2．1±〔）．62

人／2．1±0．64人，男子学生では2．1±0．92歳／2．0±O．93歳であった．【考察】「不妊症」「卵巣予備能」の用語は，今後の挙児可能性が

ある世代には十分浸透しているとは言い難い結果であった．妊孕性に影響する可能性がある事象や行動についての知識浸透率も十

分とは言い難いが，講義により改善がみられた．出産希望年齢や希望挙児数については，講義の前後で大きな変化は認めず，現状

の晩産化とは一致しない結果であった．晩産化に関しては社会的要因の影響がより多い可能性も示唆される．

O－125　妊孕性知識が妊娠・出産及びライフプランニングの形成に与える影響

○前田　恵理12・3），齊藤　英和4）

　n　lsl11京大学大学院医学系研究科公衆衛生学，2）秋田大学大学院医学系研究科環境保健学，3旧本学術振興会特別研究員，’1）国

　立成育医療研究センター周産期・母性診療センター不妊診療科

【目的】近年，先進諸国では，不妊予防を目的とした妊孕性知識の普及啓発活動が活発に行われているがt妊孕性知識の有無が，実際の妊娠・出

産に与える影響については不明な点が多い．我々は，2013年10月にオンライン社会調査パネルを用いて実施した妊孕性知識に関する調査結果：を

用い，妊孕性知識が実際の妊娠・出産やライフプランニングに与える影響を明らかにすることを目的として3つの分析を行った．

【方法】本研究では，現在子供がいる，または将来欲しいと考えている者のみを対象とした．（1）18歳～24歳の男女405名について，カーディフ

妊孕性知識スケール日本語版（CFKS－J）の得点と，回答者が考える「第一子を持つ理想の年齢」との関係を分析した．（2）35歳～40歳の男女574

名について，10年以上前（20代の頃）から加齢に伴う妊孕性低下について知っていたか，と現在の子供の有無との関連を調べた，（3）35歳～40

歳の子供のいる女性212名について，10年以上前から加齢に伴う妊孕性低下について知っていたか，と第一子出産年齢との関連を調べた．

【結果】（1）理想の年齢について考えたことのある女性は，考えたことのない女性よりもCFKS－Jが高得点であったが（472　vs　39．0，　p　＝　O．005），

男性では有意な関連はなかった．（2）10年以上前から知識があったと回答した女性の方が，知識がない又は10年以内に知識を得た女性よりも現

在子供のいる割合が高く（902％vs　73．0％，　p＝O．018）IH帯収入と学歴について正確多重ロジスティック回帰分析で調整したオッズ比は5．23（p＝

O．016）であった．男性では明らかな関連を認めなかった．（3）第一子を35歳以上で出産した女性は10年以上前から知識のあった群では0％であっ

たのに対し，知識がない又は10年以内に知った群では13．7％であった（p＝0．007）．

【結論】横断研究による限界はあるが，20代からの妊孕性知識はライフプランニングの形成や，子供を持つ希望の実現に役立つ可能性が示唆され
た．

O－126　第3者卵子提供と出自の告知への意識　産婦人科医療スタッフへの調査

○酒本　あい1），井上　理絵23），岩井　智子2＞，片岡久美恵2〕，久保光太郎1），長谷川　徹D，田淵　和宏1），小谷早葉子1｝，

　松田　美和1），鎌田　泰彦1），平松　祐司1），中塚　幹也2）

　1）岡山大学大学院医歯薬総合研究科産科・婦人科学教室，2岡山大学大学院保健学研究科，3仙陽学園大学看護学部

【目的】ターナー女性や化学療法後のがん患者など医学的理由で，また，パートナーがいないままの加齢などの社会的理由

で，海外での卵子提供を求めて渡航する女性が増加していることが知られている．国内でも卵子バンクが設立されたが，加
齢を理由とした卵子提供は行わないとしている．しかし，2012年の私達の全国調査では，産婦人科施設代表者の約4割が卵
丁提供に肯定的であった．今回，生殖医療の基礎知識を持つ産婦人科スタッフに種々の課題に関する意識調査を行った．【方

法】倫理委員会の承認のもと，2012年9～10月，承諾の得られた全国114施設1，017名の産婦人科医療スタッフ（医師205

名，看護師116名，助産師99名，胚培養士87名など）に郵送法にて無記名自記式質問紙調査を実施し，有効回答の得られ
た714名を対象とした．【結果】第3者からの卵子提供を「条件付きで行っても良い」との回答は52．6％であり，条件とし
ては，「年齢制限」20．5％，「提供者の情…報は秘匿する」17．0％，「無償」12．0％，「子どもへ出自を知らせる」9．2％などが見

られた．また，卵子の提供元は「海外でも国内でも良い」51．3％，「国内で行うべき」45．7％，「海外で行うべき」3．1％であっ

た．適応とすべき状態としては「ターナー女性，早発卵巣不全など医学的理由」に関しては，51．9％と比較的高率であった
が，「不妊治療をしていたが高齢になった」1＆8％，「仕事に打ち込んでいて高齢になった」4．0％，「20～30代の独身女性」2．0％

などであった．当事者の立場で回答してもらったところ，卵子提供で生まれた子どもへの出自の告知について56、5％が「肯

定的」であった．【考察】今後，卵子提供による生殖医療は拡大することが予測され，現場の医療従事者の意識も参考に法
制化への議論が必要である．
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O－127　当センターで経験した卵子提供後妊娠例の社会的背景と周産期予後

○滝戸なほみ，津村　志穂，中川　潤子，宮内　彰人，安藤　一道

　日本赤卜字社医療センター産婦人科

【目的】海外で卵子提供を受けた妊婦の社会的背景と周産期予後を明らかにする．【方法】2013－2014年に当センターを受診

した卵子提供後妊娠例について，母体年齢，夫年齢，移植胚数卵子提供国，卵子提供の理由，および周産期予後を後方視
的に調査した．【成績】対象は23例で，すでに分娩が終了している例が17例，現在妊娠を継続している例が3例，母体適
応で人工妊娠中絶を選択した例が1例，当院通院を中断した例が2例であった．母体年齢の中央値（最小値一最大値）は48
歳（40－57）で，夫年齢は48歳（35－61）であった．卵子提供を行った国は，米国が20例，タイが3例だった．卵子提供の

理由として最も多かったのは，高年齢による頻回ART不成功例であったが，医原性の卵巣機能不全例も1例認めた．単一
胚移植例が6例，二個移植例が16例，三個移植例が1例だったが，移植胚数と多胎妊娠発生の関連をみると，単一胚移植
例では多胎妊娠を認めなかったが，二個移植例では二絨毛膜二羊膜性（DD）双胎が9例，二絨毛膜三羊膜性（DT）品胎が

1例発生し，三個移植例はDD双胎となった．妊娠高血圧症候群（PIH）はDD双胎1例とDT品胎1例で認め，　PIH発生
頻度は2／18（11％）だった．分娩週数については，単胎8例では38週（29－41），双胎9例では36週（29－37）であった．

出生児体重は単胎が2881g（1188－3294），双胎が2146g（1148－3134g）で，分娩様式は単胎1例と双胎2例を除く14例が帝
王切開術であった．【結論】卵子提供を望む夫婦に対しては，母体が高年であるゆえ周産期リスクが上昇することに加えて，

多胎妊娠の有無や非妊娠時の母体の健康状態が周産期予後に影響することを事前に十分説明すべきである．

O－128　当院におけるがん患者の妊孕性温存療法の取り組みについて

○青葉　幸子，仲西　菜月，長谷川洋子，渡邉早知絵，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】がん患者に対する医学的介入により造精または卵巣機能廃絶の可能性がある症例に対する当院でのこれまでの取り

組みを辿り，今後の課題を提示したい，【妊孕能温存の方法】1999年からこれまでに医学的介入による造精機能低下の可能

性があるがん患者の精子凍結を実施した24症例の治療成績は昨年の第31回本学会において発表した．一方，女性がん患者
の化学療法前の卵子または胚凍結は，2013年に当院の倫理審査委員会の承認を得て3症例に実施した．また，卵巣組織凍結
は思春期女性や化学療法などの治療が速やかに必要な症例を対象に今年1月の倫理審査委員会で承認され開始が可能となっ

た．ただし，精神的サポートの困難性とサポート体制の未整備のため，対象年齢は16歳以上という条件付の承認となった．
【結論】男性がん患者では泌尿器科医の長年にわたる取り組みにより，化学療法前に速やかな精了・凍結保存を行うことが認

知されてきたが，なお正確な情報提供がなされていないことがあり，当事者およびがん治療医への周知徹底をさらに図るべ

きである．一方，昨年末に日本生殖医学会が医学的適応と社会的適応の両者に対し「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保

存に関するガイドライン」を出し，女性がん患者の卵子および卵巣組織凍結も少しずつ認知されるものと期待されるが，安

全な卵巣刺激方法の確立，確実な卵巣組織凍結技術と最適な自家移植方法の開発，小児生殖における精神的サポート体制の
整備充実などなお課題は多い．

0－129　当院における医学的適応による未受精卵子・胚凍結の現状

○仲西　菜月，望月　　修，千田裕美子，加藤雄一郎，竹原　　啓，若山　　彩，青葉　幸子，長谷川洋子，渡邉早知絵
　聖隷三方原病院産婦人科リプロダクションセンター

【緒言】近年，がん治療の進歩により，若年がん患者さんの生存率は飛躍的に向上している．このため将来の挙児を見据え

た，がん治療を行うことが医療従事者には求められている．生殖年齢にある若年女性がん患者が手術，化学療法，放射線治

療により治療後に性腺機能が著しく低下あるいは消失した場合，医原性不妊となることが次第に認知され，昨年日本生殖医
学会により「医学的適応による未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」が発表された．当院ではこ

れに先立ち，2013年5月に「医学的介入等により卵巣機i能低下の可能性のある女性の卵子凍結保存」2014年1月には「医
学的介入等により卵巣機能低下の可能性のある女性の卵巣凍結保存」として倫理委員会の承認を得て，医学的介入等により
卵巣機能低下の可能性のある女性の妊孕性温存療法に取り組み始めている．まだ症例数は少ないが医学的適応による未受精

卵子および胚の凍結・保存を3症例に行い，若干の知見を得たので報告する．【症例】全例が未妊婦で，既婚が2例，未婚

が1例であった．原疾患は乳がん2例，大腸がん1例で，全て化学療法前の症例であった．卵巣刺激法は全てFSH（hMG）
／GnRHantagonist法で行い，平均採卵数は5．7個，卵子凍結が1例，胚凍結は2例に施行した．【考察】本来の対象は医学的

介入により卵巣機能低下の可能性のある女性の妊孕性温存療法であるが，化療後の卵巣機能回復が十分見込めるがん症例で

の要望が強いことが判明した．また，卵巣刺激に対する反応も非がん症例に比べ低下している印象があり，この点に関して
は免疫能などへの影響を含め今後の検討課題と思われた．
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O－130　卵巣腫瘍手術後に発症した早発卵巣不全に関する検討～早発卵巣不全発症までの期
　　　　　　間とリスク因子について～

○高江　正道，河村　和弘，佐藤　可野，岡本　直樹，西島　千絵，吉岡　伸人，杉下　陽堂，洞下　由記，鈴木　　直

　聖マリアンナ医科大学産婦人科学

【目的】近年，卵巣腫瘍手術が卵巣予備能に与える影響に対する関心が高まっており，卵巣腫瘍手術によって閉経年齢が早ま

るという報告が散見されている．また，早発卵巣不全患者においても卵巣腫瘍手術が主要因と考えられる場合もあり，難治

性不妊症として治療に苦慮することが多いため，その発症を予知し対処することが最も重要である．そこで，卵巣腫瘍手術

後に早発卵巣不全を発症するまでの期間およびリスク因子を明らかにするために，当院における早発卵巣不全症例をもとに

検討を行った．【方法】2003年6月から2013年6月までの間に当院の早発卵巣不全外来を受診した835名の診療録から情報
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認可のもと，患者より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，卵巣腫瘍手術が主要因と考えられた症例は75例（9．0％）であった．なお，血

中AMH値は測定を行った全症例でO．16ng／ml未満であった．術式では両側卵巣嚢腫摘出術（複数回手術を含む）が58、7％，

病理組織別では子宮内膜症性嚢胞が76．0％と最多を占めた．手術時の平均年齢は27．8±5．5歳，早発卵巣不全発症までの平均

期間は5．8±3．8年であり，これらの問に負の相関性を認めた（r・＝・－O．63）．また卵巣嚢腫摘出症例の中で術後1年以内に早発

卵巣不全を発症した症例は6．1％に過ぎず，大多数が術後数年を経て早発卵巣不全を発症していた（5．9±38年）．【結論】今

回の検討から，卵巣腫瘍手術による早発卵巣不全は両側子宮内膜症性嚢胞摘出術後に最も多く認められたが，他の病理組織
型や片側手術後でも発症していた，そのため挙児希望患者では，全ての卵巣腫瘍手術において術後の卵巣予備能を定期的か

つ継続的に評価し，低下の兆候が認められた際には妊孕性温存療法を含む生殖医療を提案する必要性があると考えられた．

O－131　当科における女性のがんサバイバーに対する生殖医療の現状

○東梅　久子，矢野美穂子，藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，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】近年，生殖年齢にあるがんサバイバーへの生殖医療の必要性が高まってきている．当科におけるがんサバイバーへの生殖医療の現状を報

告する．【方法】過去4年間に当科のリプロダクション外来を受診した女性のがんサバイバー43例を対象とした．悪性腫瘍に対するリプロダクショ

ン外来は平日午後に毎日開設し，リプロダクションカウンセリング後に医師が適応があると判断し，本人の希望がある場合には腫瘍医の許可を得

て生殖医療を実施した．尚，実施にあたっては院内の倫理委員会の承認を得た，【成績】1）カウンセリングを受けた女性の平均年齢は37±5歳

腫瘍別にみると乳腺32例（74％），39±4歳造血器7例（16％），33±7歳消化器3例（7％），37±4歳，呼吸器1例（2％），34歳であった．

2）カウンセリング時期は治療開始前18例（42％）t開始後25例（58％）であった．

3）カウンセリング内容は胚凍結保存23例（53％），卵子凍結保存10例（23％），不妊治療10例（23％）であったd

4）胚凍結保存のカウンセリングを行った23例のうち7例（30％）が胚凍結を実施5例（21％）は主治医の許可を得て不妊治療を行ったものの

4例は妊娠せずにがん治療を開始，1例は妊娠継続中である．

5）卵子凍結保存のカウンセリングを行った10例のうち卵子凍結を実施したのは3例（30％）で，実施しなかった7例（70％）の理由は希望せず

2例，適応なし5例であった，

6）不妊治療のカウンセリングを行った10例のうち3例（30％）が不妊治療を実施し，1例はARTで妊娠成立せずがん治療を開始，1例は治療

中，1例は一般不妊治療にて妊娠分娩しがん治療を再開予定である．【結論】がんサバイバーに対する生殖医療が広く行われてきているものの，

治療前にカウンセリングを受けたのは約4割にとどまることから治療前の十分なカウンセリングを要する．また生殖医療の適応とならない例があ

ることや，実施しても妊娠率が高いとはいえないことから十分なインフォームド・コンセントを要する．

O－132　当院におけるがん患者に対する生殖医療の現況

○岡本　恵理，苔口　昭次，松本由紀子，水澤　友利，緒方　誠司，山田　　聡，安　　昌恵，片山　和明，

　江夏宜シェン，滝口　修司，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】近年，がん患者が妊孕性温存を希望する機会や，がんを克服したがんサバイバーが挙児を希望する機会が増加してきている．

当院におけるがん患者に対する生殖医療の現況について検討し報告する．【方法】2011年1月から2014年5月までに当院初診となっ

た患者9324名のうち，がん合併・既往の患者を抽出し，他院からの紹介の有無治療の状況，結婚の有無，がんの部位について検

討した．また，部位別に年齢や既婚率，治療状況，AMHについて検討した．初診後の動向についても検討を行った．【成績】がん

合併・既往患者は109名，紹介率は45．9％であった．がん治療前が49名，治療中が8名，完治後が52名であり，紹介率はそれぞ

れ86％，75％，8％であった．既婚が78名，未婚が25名，パートナー有が6名であった．部位では乳腺が34名（32％），血液が19

名（17％），子宮が15名（14％），甲状腺が13名（12％），卵巣が13名（12％），消化器が5名（5％），その他が9名（8％）であっ

た．部位別の平均年齢は乳腺が最も高く40．4歳次いで甲状腺357歳子宮・卵巣33．9歳血液30．4歳消化器30．2歳であった．既婚

率は甲状腺が最も高く100％，次いで卵巣85％乳腺80％子宮67％消化器60％血液47％であった．治療状況は，甲状腺が全貝完
治後で，卵巣，乳腺も完治後が多かったが，血液は6割以上が治療前もしくは治療中であった．AMHは81名に測定しており，AMH

の平均値は子宮が最も高く，消化器，甲状腺卵巣，乳腺と下がっていき，血液では治療前も後も全例AMHがO．1未満であった．

初診後の動向では，採卵して卵子を回収するART治療をすぐに行った方が73名（67％），タイミングやIUIを希望した方が12名

（11％），相談のみが20名（18％）であった．ART治療により妊娠・出産した方が5名，タイミングやIUIで妊娠した方が4名で
あった．【結論】今後もがん合併・既往の患者は増えると思われ，症例の報告を継続して行っていく必要があると考えられた．
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O－1　33　ART施設でのoncofertilityの現況；当院での経験から

○西村佳与子，本庄　　考，日高　直美，古賀真菜美，小原由香子，得能　典子，秋吉　弘美，谷口加奈子，愛甲恵利子，

　村上　真央，早田　　瞳，竹原　侑希，内村　慶子，国武　克子，泊　　博幸，詠田　由美

　アイブイエフ詠田クリニック

【目的】近年，悪性腫瘍に対する治療法の進歩は目覚ましく，患者の予後は著しく向一ヒしたが，一方で，その治療により卵

巣機能障害をきたし，不妊に至ることも少なくない．そこで，悪性腫瘍治療後の妊孕性低下を考慮し，卵子や胚凍結を希望

する者が増えている．今回，我々は当院でARTを施行した7例の悪性血液疾患患者について，原疾患治療時期とART施
行時期に関して検討したので，悪性血液疾患1例の症例報告とともにここに報告する．【症例】検討した7例の内訳は，ポ

ジキンリンパ腫2例，悪性リンパ腫2例，急性白血病1例，再生不良性貧血1例，POEMS症候群1例で，平均年齢は25．3
歳（17歳～32歳）であった．3例は化学療法施行後で，全7例が当院での採卵術後に化学療法，放射線療法・造血幹細胞移
植，免疫抑制剤療法を予定していた．【結果】化学療法後の3例は2か月～8か月の化学療法後来院，当院初診日より6－26
日目に採卵を行なった．3例とも低刺激法を行い，1個～7個の卵を採取，全て卵子凍結を行った．全例採卵後7日以内に化
学療法を再開，現在も卵子は凍結中である．化学療法前の4例は原疾患診断後，その治療開始前に当院を紹介受診となった．

Antagonist法2例，　short法2例で，当院初診日より2－23日目に採卵を行なった．2個，1個，22個，24個の卵を採取，2
例は卵子凍結1個，1例は胚凍結12個／卵子凍結6個，1例は胚凍結18個であった．全例とも採卵後7日～30日以内に化学
療法を開始，1例を除き現在も凍結中である．【結語】悪性血液疾患症例のART施行では，患者の全身状態について主治医
と密接な連携を取り，その後の治療開始時期を遅らせることなく，採卵時期を考慮したプロトコールが必要と思われる．

O－134　乳癌患者の妊孕性温存について

○佐藤可奈子D，：ヒ信田雅一），戸屋真由美］），奥田　　剛2），竹内　　巧2｝，京野　廣一2）

　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：乳癌（Br）は女性の癌罹患率第1位であり妊孕性温存の対象となる40歳未満では2802例6．9％（2009年）を占める．

当院の妊孕性温存（FP）や不妊治療を希望されたBr患者を分析し，適切な医療を模索した．方法：2003年より女性のFP
を患者同意の下で開始し，現在91名の悪性腫瘍患者を登録している．その内，Br患者34名，37．1％を分析検討した．結果：
初診時年齢3＆0±36歳，罹患年齢35．1±4．7歳，初診時既婚率88、2％（27／34），初診時希望の治療はSecond　opinion　2名，

治療希望せず2名，タイミング（TI）法11名，人工授精（AIH）3名，生殖補助医療（ART）16名（10名がFP希望：3／
3名卵子凍結，6／7名胚凍結）であった．最終的にTIで1名，　AIHで2名，　ARTで5名が妊娠している．　FPを希望した1
名に凍結融解胚盤胞移植を実施したが妊娠に至っていない．男性因子は23．5％（8／34）に認めた．化学療法前（ll例19周
期）と後（14名48周期）の採卵数と年齢を比較すると，6．8±4．8個vs．3．2±2．7個（P＜O．Ol），37．8±2．6歳vs．42．0±3．7歳（P＜

0．01）であった．結論：FPの主な適応となる血液疾患（Bl）を比較するとBrの特徴として1）多くは20歳代から発症し，
診断（あるいは手術）から化学療法まで比較的，卵巣刺激（COS）の時間がとれることにより経膣採卵後，卵子・胚凍結の

良い適応となる．2）ホルモン依存性を考慮し，できれば化学療法前にLetrozoleを併用したCOSを行い，血中E2値を低
く抑えつつ適切な数の卵や胚を確保する．Br治療は手術，放射線化学，ホルモン療法と長期に及ぶ傾向があり，発症年
齢，stage，男性因子も考慮し，時期を逸することなく迅速に確率の高い適切な治療を実施すべきである．

O－135　医学的適応による妊孕性温存への取り組み

○森本　真晴，児島　輝仁，森本　　篤，加藤　　徹，脇本　　裕坂　　佳世，和田　　龍，長谷川昭子，澤井　英明，
　柴原　浩章

　兵庫医科大学産科婦人科学講座／兵庫医科大学病院生殖医療センター

目的：大学病院生殖医療センターの使命は，様々な合併症を有する女性，婦人科手術を要する女性，ART反復不成功など
の難治性不妊症カップル，あるいは癌治療前に妊孕性温存を希望する方々を積極的に受け入れることであると考えている．

最近われわれは，乳癌術後の抗癌剤および放射線治療前に，妊孕性温存を依頼された既婚の2症例に対し，受精卵凍結を行っ

たので報告する．方法と結果：［症例1］30歳，未経妊．右乳房温存手術とセンチネルリンパ節郭清を受け，術後治療開始
前に受精卵凍結を依頼された．Short法で卵巣刺激を行い，採卵数12個，　IVFにより9個の胚盤胞を凍結保存した．その後，

抗癌剤および放射線療法を終了し，現在当該科で経過観察中である．［症例2］38歳，1経妊・1経産．右乳房温存手術とセ

ンチネルリンパ節郭清を受け，術後治療開始前に受精卵凍結を依頼された．Short法で卵巣刺激を行い，採卵数12個，　IVF
により7個の胚盤胞を凍結保存した．抗癌剤および放射線療法を開始予定である．結論：今回は幸いにも術後の癌治療を遅

延することなく，クライアントの希望通りに十分な妊孕性温存を行いえた．全胚凍結が前提であることから，通常のART
と比してOHSSを意識しすぎず卵巣刺激法を選択し，確実性の点からも胚盤胞での凍結保存を基本として今後も対応してい
きたい．
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O－136　社会的理由による未授精卵子凍結希望者へのアンケート

○船曳美也子1・2），田ロ　早桐U，林　　輝美D，多田　佳宏1），北宅弘太郎D，岩木　有里1），苅田　正子1），中村　嘉孝1）

　1）オーク住吉産婦人科，21オーク梅田レディースクリニック

［はじめに］アメリカでは，生殖医学会が卵子凍結技術に実験的というラベルを外して以来，卵子凍結希望者が増えた．日
本でも生殖医学会が「社会的理由による未授精卵子凍結・保存のガイドライン」を発表以来，生殖年齢にある女性の間で卵

子凍結への関心が高まっている．今回我々は，当院で施行した卵子凍結説明会に来院した女性を対象に，卵子凍結に興味を

もつグループの背景について調べた．［方法］2014年3月　5月に行った卵子凍結説明会に来院された方に匿名でアンケー
トを行った．総来院者数は83名，アンケート協力者は65名であった．［結果］1）アンケート回答者は，29才から49才で
平均36．0才．2）現在パートナーの有無は，いる51名（78％）いない14名（21％）であった．3）年齢による妊娠率の低下

に対する知識は，セミナーまで知らなかった33名（50％）今までに知っていた33名（50％）だった．4）人生の優先順位
としては，一位健康，二位将来の妊孕性，三位生活レベル　四位仕事の順に高かった．5）なぜ早くこどもをもたなかった
かは，パートナーがいない47名（72％）仕事一ヒの理由17名（26％）心の準備ができていない16名（24％）だった．6）柔

軟な職場であれば早くこどもをうめたか？には，はいが14名（21％）いいえが47名（72％）であった．7）凍結卵子の使
い道としては，自然妊娠しない場合のバックアップとして使うが32名（49％）と多かった．8）どのような方法でこどもを

作りたいか？は自然，自分の卵子，（自分の卵子以外は）いらない，ドナー卵子，養子の順であった．［考察］アンケートよ

り伺われる未授精卵子凍結希望者は，平均年齢36才，未婚，現在パートナーがいないが，将来自分自身の卵子でこどもを
もちたい女性である．卵子凍結は，女性にとって自身の妊孕性を残すための1つの手段であると考えるが，より若い女性に

対しても，選択肢の一つとして提示する機会を設けるべきであると考える．

O－137　未婚女性の卵子凍結における意識調査

○立野　　恵，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，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附設高度生殖医療センター

【目的】今日，日本生殖医学会において加齢等の要因により性腺機能の低下をきたす可能性を懸念する場合，健常人におい

ても将来の妊娠に備えて卵子を凍結保存しておくことが容認された．そこで今回，各世代の女性に意識調査を行い，実際に
卵子凍結を実施した健康な未婚女性にアンケート調査を行ったので報告する．【対象】H25年5月～9月に看護学生1，001名

（平均年齢19．0歳），同年6月に開催された不妊セミナー参加者183名（平均年齢33．7歳）に意識調査を実施し，H26年3
月～5月に卵子凍結を実施した健康な未婚女性5名（38．8歳）にアンケート調査を行った．【結果】卵子の老化についての認

識は各世代ともにあるが，卵子凍結を希望するかに関して学生は『希望する』が21％，20歳代では46％，30歳代で52％
と年齢が高くなるにつれて『希望する』が多くなる傾向がみられた．実際に卵子凍結を実施した人は，「年齢とともに出産
への不安を抱いていたが，凍結したことにより結婚・出産のリミットが少し延びたような気がし，気持ちが軽くなった」と
いう前向きな意見の一方，「卵の少なさに自分の体に不安を感じるようになった」という意見も聞かれた．【考察】若くて健

康な女性であれば自然妊娠する可能性が高いため，卵子凍結を希望する人は妊娠に不安が強くなる30代後半が多くなって
しまう現状がある．しかし，この年齢では卵巣の予備力の低下が顕著になり，また高齢出産のリスクも大きくなってしまう．

年齢を重ねても妊娠できるという認識を持っている人もいるが，医療者との間に意識の差がある．将来の妊娠に備えて卵子

凍結を希望する人には，本来25～35歳で妊娠することが理想であり，妊娠の先送りを推奨するものではなく，妊娠・出産

を保証するものではないことも含め，女性が選択肢を広げられるように適切な説明やト分なカウンセリングが必要だと思わ
れる．

O－138　本邦における「医学的理由でない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究（第二報）

○瀬戸さち恵b，梶原　　eel），石原　　理），前田　恵理2）

　1埼玉医科大学病院2）東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学

（目的）2013年11月に本学会から社会的理由による卵子凍結保存に関するガイドラインが提示された．昨年我々は，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アンケート調査を行い，その結果を本学術講演会において報告をし
た．今回はさらにアンケート対象を広げ調査を行なったのでその結果を報告する．（方法）アンケート調査は，本学倫理委

員会の承認を受け，埼玉医科大学短期大学，女子栄養大学，慶応義塾大学の学生にアンケート用紙を配布し，回収できた261

名を解析対象とした．（結果）「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？」という問いに対して
「はい」は全体では116名（44．4％）であった．「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」18名（6．9％），「どちらかといえば凍結したいと思う」72名（27．7％），「凍結したいとは

思わない」98名（37．7％），「わからない」72名（27．7％）であった．卵子凍結が現在可能になっている事を知るグループの

方が，知らないグループに比し自己卵子の凍結に関して慎重な態度であった．また，自身の卵子を凍結したいと考えている
グループは，そうでないグループに比し，凍結保存している卵子を第三者に提供してよいと考えていた．（結論）卵子凍結・

保存技術に関しての認知度および自ら将来卵子の凍結・保存を考慮する女性の割合は，ベルギーの先行調査と比較すると，

その認知は低かったが，技術を利用しようと考える比率はほぼ同等であった．医学的理由でない卵子凍結・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ト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．
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O－139　生殖医療を受けるがん患者への看護支援に対する考察

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

　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

（目的）がん患者のQOL向上を考え，妊孕性温存するための高度生殖医療が行われている．原疾患治療の最中であるがん患

者が，生殖医療を受けることは更なる負担となり患者支援の重要性は高い．今回我々は，乳がん治療の化学療法前に卵子凍
結保存を希望する患者に看護介入し，がん患者の生殖医療における看護支援の必要性と在り方を考察したので報告する．（患

者背景と経過）A氏　40歳　未婚　職業　会社員（事務）3／15　乳がん手術半月後，術後化学療法開始前に卵子凍結保存目

的で来院　3／29　Gn－RHa－FSH療法で刺激開始　4／6　卵子を2個凍結保存した（方法）初診時よりA氏と面談を行い，卵
子凍結終了までの面談時の相談・質問内容・情報提供内容・患者の考えを看護記録の記述をもとに看護支援に必要な語録を
集約し考察した．（結果）「卵子凍結する年齢としては，難しいと言われていますが出来る限りのことはしたい．」「卵巣刺激

するとがんは大きくならないの？」「刺激したのに採卵出来るのは1個だけ．どうしてこんなに少ないの？」「もう1回採卵
したほうがいいの？」患者は，生殖医療を受けることによる乳がんの憎悪に対する不安と，期待と通りの結果が得られず，

治療の難しさを実体験し苦悩するなかで凍結することを決断したことが自分にとって正しい選択であったのかと葛藤しなが

らも卵子凍結へと至った．看護師は患者の思いを汲み取り，治療における戸惑いと葛藤に寄り添い，心のサポートと自己決
定への支援を行った．（考察）がん患者の場合，治療目的は将来における妊孕性温存であり，卵子／胚凍結保存するために努

力した過程が今後の現疾患治療への希望や意欲となり，人生においてのQOL向上になると考えられる．生殖医療スタッフ
は，患者の妊孕性温存にかける思いを傾聴し尊重しながら理解し，治療がいかなる結果になったとしても，患者が自己決定
したことを肯定的に捉えられるように支援することが重要である．

O－140　ヒト胚前核形成時期に出現する卵細胞質内空胞のhigh－resolution　time－lapse　cine－

　　　　　　matographyを用いた動的解析とその後の胚発育

○湯本啓太郎，岩田　京子，杉嶋美奈子，溝口　千鶴，甲斐　義輝，古山紗也子，的場　由佳，山内　至朗，田中　　藍，

　松田　有貴，岡田　直緒，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】従来，ヒト卵細胞質内の形態異常としてsmooth　endoplasmic　reticulum　cluster（sERC），　cytoplasmic　granularityや卵

細胞質内空胞（CV）などが挙げられ，胚発育との関連が報告されている．しかし，今回，我々は，　high－resolution　time－lapse　cine－

matography（hR－TLC）を用いた初期胚発育の解析から，従来のCVとは異なり，前核形成時に出現する新たなCV存在を確認
した．そこで，本検討では，この新たなCVの出現とその後の胚発育を前方視的に解析した．
【方法】本研究への同意が得られた患者（n＝186）より提供された卵子（n＝199；c－IVF：95，　ICSI：104）を対象とし，媒精後よ

りhR－TLCを用いた連続観察を行い，　CV形成の有無を観察し，その後の胚発育を比較検討した．
【成績】検討対象卵子のhR－TLC後の正常受精率は，　c－IVFで57．9％（55／95），　ICSIで85．6％（89／104）であった．そのうち，

雌雄前核周囲にCVの出現する卵子が11．4％（13／114；c－IVF：2，　ICSI：11）認められた．　CV出現率はc－IVFで3．6％（2／55），　ICSI

で12．4％（11／89）と，媒精法の違いによる差は認められなかった．CVは，第2極体放出後の前核形成時に卵細胞質膜周辺に出

現し，その後，径を拡大しながら卵細胞質中央の前核周囲に移動した．CVの有無による胚発育速度に有意差はなかったが，分割
期における多核割球出現率は，CV（一）胚に比して，　CV（＋）胚において有意に高率であった（22．1％vs．　61．5％；p＜（0．05）．

【結論】ヒト胚での前核形成時期に出現するCVの存在を初めて明らかにした．このCVは多核割球出現に密接な関連があり，胚

発育を予測する新たな指標になり得ると考えられた．

O－141　ヒト異常受精卵の中心体形成および第一卵割過程における紡錘体形成の解析

○田中　　藍，甲斐　義輝，岩田　京子，湯本啓太郎，杉嶋美奈子，溝口　千鶴，古山紗也子，的場　由佳，山内　至朗，

　岡田　直緒，松田　有貴，井庭裕美子，見尾　保幸

　ミオ・ファティリティ・クリニックリプロダクティブセンター

【目的】我々は，ART治療後の異常受精卵（1PN／3PN）の雌雄前核の識別を行い，1PN胚の半数が雌雄前核の前核形成前
の融合により生じ，IVF由来の3PN胚の大半が多精子受精により生じることを明らかにした．本研究では，異常受精卵に
おける異常卵割メカニズムの解明を目的とし，中心体数および紡錘体形成に着日し，第一卵割様式の解析を行った．【方法】

本研究に同意が得られ，患者より提供をうけた正常受精卵（2PN；n＝3）および異常受精卵（1PN；n＝10，3PN；n＝26）を

研究目的胚とした．2PN胚はすべてIVF由来であり，1PN胚はIVF由来が8個，　ICSI由来が2個，3PNはIVF由来が20
個，ICSI由来が6個であった．中心体の解析には抗pericentrin抗体を使用し，ライブイメージングにはH2B－EGFPおよ
び標識チューブリンを使用した．【結果】2PN胚，および，　ICSI由来の異常受精卵における中心体数は，いずれも2個確認

できた．一方，IVF由来1PN胚のうち，3個は中心体2個，3個は中心体1個確認できたが，残り2個は中心体が存在せず，
単為発生と考えられた．IVF由来3PN胚のうち，7個は中心体が4個確認され，多精子受精と考えられ，その他2個は中心
体が2個，残り2個は中心体5個を認めた．中心体が4個確認された3PN胚のうち，　syngamy時に固定した胚では，　Y字
型に配列された染色体が確認でき，ライブイメージングにおいても，IVF由来3PN胚で細胞分裂中期の染色体に同様の動
態が観察され，その後　ゲノムは4個に分配後，3個の割球へと卵割し，1個の割球で多核が確認された．【考察】本研究に

より，前核期胚の中心体数は侵入精子数の指標になり得ることが示された．また，ライブイメージングによる異常卵割時の
紡錘体の挙動の観察は，受精ならびに初期胚発生の生理学的解析に有用であると考えられた．
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O－142　精子成熟度や人為的卵活性化がヒトの受精から初期胚発生に与える影響　Time－
　　　　　　lapse　study

○柳堀紗耶香1），岡　　奈緒1），青野　展也1），中條友紀子2），奥田　　剛11，竹内　　巧P，京野　廣一2）

　’）京野アートクリニック高輪，L）京野アートクリニック

【目的】TESE－ICSIは無精子症患者にとって有効な治療であるが，精巣精子はその未熟さゆえに受精率が低いことが知られ

ている．一方，人為的卵活性化法（AOA）はICSI後の受精障害症例に対する治療法である，本研究では精子の成熟度と卵
活性化刺激がヒト胚の初期発生に与える影響を評価するためTime－lapse　cinematographyを用いて受精卵の動的解析を
行った．【方法】インフォームドコンセントの下，射出精液（EJ）群57症例，　AOA群10症例，　TESE群7症例の合計74
症例を対象とした．AOAはCaイオノフォアを用いた．　ICSI媒精卵はEmbryoscopeで最大144時間まで培養し，10分ご
とモニタリングした．受精卵が胚盤胞に至った（BL）または至らなかった（non－BL）群に分類し，各発育段階への到達時
間を比較した．【結果】EJ群，　AOA群，　TESE群の胚盤胞形成率はそれぞれ54．1％（106／196），41．7％（20／48），44．6％（29

／65）で同等であった．EJ群で2cell到達時間はBLにおいてnon－BLより短かったと同時に2－3cellの間隔はBLでより長
かった（P＜O．Ol）．また，　EJ群で着床が確認された胚は非着床胚より早く8cellに到達した（55．0±6VS　61．1±8hr，　P＜O．OI）．

AOA，　TESE群ともにPN消失と2，4cellへの到達時間はBLで短かった（P＜005）．同時にAOA群での2－3cellの間隔
とTESE群での4－5cellの間隔はBLで長かった（P＜O．05）．EJ群と比較してTESE群では第二極体の放出が遅く（P＜0．05），

AOA群では4cellにより早く到達した（P＜0．05）．【結論】由来によらず早くかつ同期した細胞分裂を経た胚は良好な発生

であった．胚盤胞形成率は同等であったが，TESEでは第一分割が遅延し，　AOAでは逆に加速した．

O－143　初期胚での品質評価のためのタイムラプス（Primo　Vision）指標と胚呼吸量測定の
　　　　　　可能性

○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】初期胚で移植胚を選択するには，形態評価のみでは不十分であるs今回はタイムラプスデータと胚呼吸量を解析し，
良好胚へ発育する胚を検討した．【方法】Primo　Vision　Time－Lapse　Embryo　Monitoring　System（Vitro　Life社）で胚を観

察した56症例204個の胚を対象とし，どの胚がGardner分類3BB以上の良好胚に到達するか評価した．　DAY1とDAY3
の呼吸量測定を行った19症例54個は，タイムラプスにて得られた各時間との関係について検討した．【結果】第1分割開
始では24時間未満に起こった胚の良好胚盤胞到達率は22．0％，24時間以上は4．7％であり有意差を認めた（P＝O．0005）．第

2分割開始では28時間未満で5．6％，28－36時間未満で25．7％，36時間以上は2．0％であり28－36時間未満で高くなる結果を
示した（順にP＝O．005，P　一　O．002）．第1分割から第2二分割までに要した時間の検討では，9時間未満の場合良好胚盤胞到

達率は2．5％，9－13時間未満では26．5％，13時間以上では3．8％であり，9－13時間未満で良好胚盤胞到達率は有意に高くなっ

た（順にP＝O．OOO1，　P＝O．Ol）．第1分割開始時間とDAY3胚呼吸量はやや相関を認め，第1分割が早く起こる胚はDAY3
胚呼吸量が高くなる傾向を示した（y＝－32662x＋97030r　2＝O．ll63）．第1分割から第2分割までの時間が9－13時間であっ
た胚のDAY1胚呼吸量はそれ以外の胚と比べ差を認めなかったが，　DAY3では低くなる結果を示した（P＝O．017）【考察】初

期胚評価は形態評価に加えタイムラプスの発生時間や呼吸量測定により着床能を持った良好胚を選択できる可能性が示唆さ
れた．

O－144　胚の動的因子を加味した胚の分類法と臨床妊娠率の検討

○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

旧的】

初期胚移植におけるVeeck分類は形態のみの評価で，胚の発育動態は考慮されていない．これまでに当院はEmbryoScopeによる胚の動的解析により，初期胚の形態や発育速

度と発育予後に関連がある事を報告してきた．そこで動的因子を加味した当院独自の新しい初期胚分類を考案し，検証した．

【対象および方法】

2013年1月から12月の期間に39歳以下採卵回数3回以内の症例でSETlOl症例112周期を対象とし，後方視的に当院での胚の動的因子を加味した新分類を適用した場合と

Veeckの分類を適用した場合とで臨床妊娠率を比較検討した．さらに余剰胚について当院の新分類を適用した場合の胚盤胞発生率および良好胚盤胞（3BB以上）獲得率につい

ても検討を行った，

なお，当院独自の新分類は動的因子として，分割のタイミング・前核数・割球数・多核の有無・第一分割の形態・fragmentationの量等をヒエラルキーにて分類し，考案した，

【結果】

臨床妊娠率はグレード1，2，3，4の順に当院の新分類ではDay2ET，　Day3ETともに有意差は認められないもののグレードの低下と共に臨床妊娠率が低下傾向を示した，一

方Veeckの分類ではDay2ET，　Day3ETともにグレードと臨床妊娠率にばらつきが見られた．さらに当院の新分類での胚盤胞発生率t良好胚盤胞獲得率ともにグレード1は

他3群に対してtグレード2はグレード3および4に対し有意に高い値を示した，

1結謝

当院の胚の動的因子を加味した新分類は，グレードの低下とともに臨床妊娠率が低下した事から，Veeckの分類と比較してより胚の着床能を反映していると思われた，さらに

余剰胚での胚盤胞発生率・良好胚獲得率においてもグレード間に有意差を認めた事から胚盤胞への発育をある程度予測できると思われた．
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O－145　ライブセルイメージングによるヒト1前核胚の雌雄染色体動態解析と妊娠率の検討

○野老美紀子1｝，辻　　暖永23），山縣　一夫4），浅野恵美子23），香ノ木早紀L，3），小島　正tE　2．3　），福永　憲隆123），浅田　義正i・2・3）

　1浅田レディースクリニック浅田生殖医療研究所，2浅田レディース名古屋クリニック，3）浅田レディース勝川クリニッ

　ク，D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】近年のライフスタイルの変化により女性の晩婚化が進み，不妊治療を受ける患者年齢は年々上昇している．それに伴い，

採卵卵子数の減少や異常受精胚の増加がみられることから，確実に妊娠につながる胚を得ることが必要である．本研究では，

これまで胚移植の対象にはならなかった1前核（1PN）胚に着目し，その染色体の正常性と胚移植後の妊娠率について検討を
行った，【方法】IVFまたはICSI後18－20時間後に1PNと判断された廃棄対象かつ研究利用に同意の得られた胚を実験に供し

た．ライブセルイメージングの手法を用いて，前核期胚における染色体動態を雌雄個別に撮影し，雌雄ゲノムの有無および核

数の解析を行った．さらに，2013年にIVFとICSIで得られた1PN胚473個について胚盤胞形成率を解析した．また，胚盤胞
42個を移植周期に融解し，単一胚盤胞移植を行った．本実験におけるライブセルイメージングは，当院の倫理委員会の承認を
得て行った．【結果】イメージングの結果，80．7％の1PN胚は1つの前核内に雌雄両染色体をもつ二親性の胚であり，それ以

外は雌雄どちらかのゲノムのみを持つ一親性の胚か，二親性であっても可視光では捉えきれない微小な核を持つ胚であった．

イメージングを継続したところ，前核内に雌雄ゲノムを持つ二親性の胚の中には胚盤胞期まで発生する胚も存在した．臨床に

おけるIPN胚の胚盤胞形成率は17．3％（82／473）であり，2PN胚の64．7％（2410／3725）と比較して低いことが明らかになっ

た．しかしながら，胚盤胞移植の結果IPN胚と2PN胚の妊娠率は333％（14／42）と36．9％（316／856），流産率は2＆6％（4
／14）と25．1％（78／311）であり，有意な差はみられなかった．【考察】これらの結果より，1PN胚には1つの前核内に雌雄両

方の染色体を持つ胚が存在し，胚盤胞まで発生させることで2PN胚と同等の胚を選別できると考えられる．

O－146　2細胞期から4細胞期までのfragmentationの変化が胚盤胞発生に及ぼす影響

○中山　　要12），福永　憲隆123），北坂　浩也12），吉村　友邦’2｝，長谷川　望1・2），加藤　道高】2｝，大野　浩史12），

　渡邊　紘之12），服部　幸雄12’，若原　靖典’・2｝，近藤麻奈美12），木下　孝一2），薬師　義弘12），羽柴　良樹12），浅田　義正12，3｝

　1）浅田レディース名古屋駅前クリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，3浅田生殖医療研究所

【目的】初期胚発生においてfragmentationが多く出現する胚は細胞質や核に何らかの異常があり胚発生を阻害している可能

性が示されている（Fujimoto　et　al．2011）が，　fragmentationの割合は増減するとの報告（Mio　et　al．2014）もあり，未だfrag－

mentationの影響は明らかにされていない．そこで我々はTime－lapse　Imagingを用いて，経時的に変化するfragmentation
の割合が胚盤胞発生に及ぼす影響について検討した．【方法】2013年3－4月に採卵・ICSIで得られた正常受精胚のうち，第1

分割で2細胞に分割した胚274個を対象とした．これらをTime－lapse　Imaging（Embryo　Scope）を用いてDayOからDay7
まで連続培養を行った．得られた画像情報をもとに，2細胞期のfragmentationの割合で5％以下（低度），5－35％（中度），

35％以上（高度）の3郡に分け，2細胞期から4細胞期までにfragmentationの割合が変化しなかった胚と増加した胚の胚盤
胞発生率を比較した．【結果】2細胞期fragmentationが低度の群において，4細胞期までに変化しなかった胚vs増加した胚
は，良好胚盤胞率89、5％vs63．2％，不良胚盤胞aj・　5．3％vs21．1％，退行胚5．3％vsl5．8％であった．中度の群においては良好胚

盤胞率　65．4％vs3＆1％，不良胚盤胞率　16．0％vs14．3％，退行胚18．5％vs47．6％であった．高度の群においては良好胚盤胞率　40．5％

vs20．0％，不良胚盤胞率28．6％vslO．O％，退行胚31．0％vs70．0％であった．【考察】2細胞期から4細胞期までのfragmentation

の増加が胚盤胞発生率を低下させることが明らかとなった．また2細胞期のfragmentationの割合に伴って胚盤胞発生率が減
少することから，第1分割後のfragmentationの割合は胚盤胞発生率に強く影響すると考えられる．以上からTime－lapse　Im－

agingは，胚発生速度による評価だけでなく，fragmentationの変化を加味する事でより詳細な胚選択ができる可能性がある．

O－147　タイムラプスを用いた第1卵割の開始時間とその後のヒト胚発生の解析

○山口　賢一，山田　成利，廣永　　真，久保　早織，高橋　典子，今野真佐子，横山裕美子，網　　和美，越田　光伸
　医療法人越田クリニック

【目的】タイムラプス（Embryo　ScopeTM）を用いて培養を行うことによりICSI後から胚発生の連続的観察が可能であり，

様々な解析により良好胚の選別が期待できる．今回，我々は初期発生における第1卵割の開始時間がその後の胚発生に及ぼ
す影響を検討した．

【方法】2013年12月から2014年4月に当院にて顕微授精を施行後，正常受精が確認出来た受精卵のうち5日間（114h）培
養を行った26人128個の胚を対象とした．それらをタイムラプスにて解析しICSI後から第1卵割までの時間を，　A群（～
199h），　B群（20．Oh～22．9h），　C群（23．Oh～25．9h），　D群（260～28、9h），　E群（29．Oh～）の5群に分け，それぞれ桑実胚発

生率，胚盤胞発生率，良好胚盤胞発生率を比較検討した．なお，良好胚盤胞はGardner分類のCを含まない3BB以上と
した．

【結果】桑実胚発生率はA群57．1％，B群79．6％，　C群76．9％，　D群8LO％，　E群23．5％でありE群が有意に低率であった
（p＜O．Ol）．胚盤胞発生率はA群28．6％，　B群50．0％，　C　9e　43．6％，　D群3＆1％，　E　1＃　O．O％でありE群が有意に低率であっ

た（p＜O．Ol）．良好胚盤胞発生率はA群O．O％，　B群15．9％，　C群5、1％，　D群9．5％，　E群O．O％であり，統計学的有意差は

認めなかったが，B群が高い傾向であった．
【結論】今回の検討より，ICSI後から第1卵割の開始時間は20．0～25．9hが最適であることが示唆された．また，第一卵割が

29．Oh以降に起こる場合，胚盤胞発生が認められなかった．以上よりICSI後から第1卵割の開始時間はその後の胚発生の評
価に有用であると考えられる．
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O－148　第一卵割における早期正常分割の確認が発育予測に重要

○中野　達也，佐藤　　学，橋本　　周，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】タイムラプス観察を用いて受精後から第一，第二卵割までの時間，及び一度の分割で3細胞以上に分割する異常分
割の割合を比較し，胚盤胞形成や着床の有無と関連する因子を後方視的に検討した．

【方法】インフォームドコンセントの得られた2013年11月から2014年5月までに体外受精一胚移植を行った34周期301
個の受精卵を対象とした．タイムラプス観察にはPrimo　Vision（Vitrolife）を使用し，10分間に一度画像取得を行った．

受精は一般体外受精もしくは顕微授精で行い，受精から3日後に単一胚移植，余剰胚は5～6日目まで培養を継続した．検
討は受精後から第一及び第二卵割までの時間，及び異常分割率を，検討1：胚盤胞（BL）形成の有無，検討2：着床の有無，

検討3：異常分割の有無で分けて比較した．

【結果】検討1：BL群及び非BL群の第一卵割時間，第二卵割時間の平均はそれぞれ24．5h，38、3h，及び28．2h，42．6hと差が
みられた（P＜O．05）．また，異常分割率は非BL群で増加した（29．4％VS　57．7％：P＜O．05）．検討2：着床群及び非着床群

の第一卵割時間，第二卵割時間の平均はそれぞれ25．9h，37．8h，及び26．2h，3＆7hと差はみられなかった．しかし，異常分

割率は非着床群で増加した（7．7％VS　60．0％：P＜O、05）．検討31正常分割群及び異常分割群の第一卵割時間，第二卵割時

間の平均はそれぞれ25．6h，37．9h，及び28．9h，42．4hと差がみられた．

【考察】今回の検討で非BL群と非着床群において異常分割率が増加し，非BL群及び異常分割群において第一卵割時から発
育遅延することがわかった、このことから，第一卵割において早期の正常な分割を確認することがその後の発育予測に重要

であることが示された．

O－149　2細胞期胚の早期観察はその後の胚発育予測に有効である

○宮本麻梨恵，中野　達也，佐藤　　学，橋本　　周，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】近年，Time－lapse　cinematographyの導入により，異常分割胚では胚盤胞への発育能が低いことが報告されている．

そこで，本研究ではPrimo　Vision（Vitrolife）を用いて，第一分割における異常分割の有無と受精操作から第一分割終了ま

での時間を比較し，その後の胚発育の予測因子となるか検討した．

【対象と方法】患者同意の上，2013年8月から2014年4月に当院で媒精もしくは顕微授精後，正常受精を確認した33周期
243個の胚を対象とした．Day3に単一胚移植を行い，余剰胚は胚盤胞まで培養した．第一分割で2分割となった胚を正常分
割胚，3分割以上になった胚を異常分割胚とし，それぞれ受精操作から第一分割終了までの平均時間を比較した．また，Day
3における移植可能胚率，胚盤胞到達率，良好胚盤胞率，および臨床的妊娠率を後方視的に比較した．
【結果】受精操作から第一分割終了までの平均所要時間は正常＃￥　25．6h（n＝162），異常群30．3h（n＝81）となり，異常群で

遅延がみられた（p＜O．Ol）．　Day3における移植可能胚率は正常群が86．4％（140／162），異常群が5＆0％（47／81）と正常群

で高かった（p＜0．Ol）．また，胚盤胞到達率およびその内の良好胚盤胞率は正常群で62．4％（83／133）と50．60／，（42／83），

異常群で23．7％（18／76）と22．2％（4／18）と，どちらも正常群で高かった（p＜O．Ol）．さらに，臨床的妊娠率は正常群が37．9％

（11／29），異常群が0．0％（0／5）と正常群でのみ妊娠例が得られた．

【結論】正常分割胚は胚盤胞までの発育能が高く，第一分割までの時間が短く早期に分割していた．以上から，早期に2分

割している胚を観察することが，その後の胚発育を予測する手段になり得るN

O－150　タイムラプスシステムを用いた培養時におけるシングルステップ培養液（G－TL）
　　　　　　とシーケンシャル培養液の成績の比較

○吉田　　淳，佐野　憲一，山田　幸香，清田　圭子，田中　美穂

　木場公園クリニック

【目的】シングルステップ培養液であるG－TLは，　Gシリーズ（Vitrolife）をベースに開発された培養液で，胚盤胞になるま

でに必要な全ての栄養素を含み，アミノ酸の含有量を調整しアンモニウムの蓄積を抑えることにより，タイムラプスにおけ
る長期培養に対応しているt今回の研究の目的は，タイムラプスを用いた培養に，シングルステップ培養液（G－TL）を使
用した場合（GTL群）とシーケンシャル培養液（Gシリーズ：Gl．5とG25）を使用した場合（S群）の成績を比較すること
である．【対象】インフォーム・コンセントを得た後に，2014年3月から6月までに，ICSIを行い2PN卵が6個以上の23
症例（2PN卵214個）を対象とした．【方法】Dayl（採卵後翌日）に受精の確認をした後，2PN卵をランダムにGTL群100
個とS群114個に分けて，Primo　Vision（タイムラプスシステム）を使用して培養した．　GTL群は，　DaylからDay5まで
G－TLを使用，培養液の交換を行わなかった．一方，　S群は，　Day1からDay3までGl．5，　Day3からDay5までG2．5を使用，

Day3でPrimo　Visionが入っているインキュベーターから胚を外に出し，培養液の交換を行った．【結果】3日目の良好胚率
は，GTL群67．0％（67／100），　S群66．7％（76／114）であった．また，5日目の胚盤胞到達率は，　GTL群73．0％（73／100），

S群72．8％（83／114），5日目の3以上の胚盤胞到達率は，GTL群45．0％（45／100），　S群46．5％（53／114），5日日朝の3BB

以上の胚盤胞到達率は，GTL群27．0％（27／100），　S群20．2％（23／114）であった，すべてのパラメーターで，両群間に有

意差を認めなかった．【結論】タイムラプスシステムに特化したシングルステップ培養液であるG－TLの成績は，シーケン
シャル培養液と同等であったことから，タイムラプスシステムにはG－TLを使用すべきだと考えられた．
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O－151　EmbryoScopeTMによる高齢者胚と非高齢者胚の発育動態の比較

○中村　千夏，小牧　麻美，山口ゆうきt宮本　恵里，江崎　寛美，上田真理奈，関岡友里恵，木下　和雄，小山　伸夫

　社団法人聖命愛会ART女性クリニック

目的：EmbryoScopelM（以下ES）を用いて，高齢者胚と非高齢者胚の発育動態を比較して，それぞれの胚が良好な胚に発
育する条件を調べて，移植する胚の選択に利用することを目的とした．対象・方法：2014年3月より6月まで当院でICSI
を施行した当日よりESで培養した108個の胚について，40歳以上の高齢者胚24個と39歳以下の非高齢者胚84個の発育
速度（前核形成時間，第一分割時間）や発育形態（第一卵分割細胞数）を調べ，比較検討した．結果：（1）ICSIから前核形

成までの時間（前核形成時間）は，非高齢者胚は平均＆5時間に対し，高齢者胚は平均9．0時間で，高齢者胚で長い傾向が

あったが，有意差はなかった．（2）第一分割開始時間は，非高齢者胚は平均252時間，高齢者胚は平均24．2時間で，高齢
者胚で短い傾向があったが，有意差はなかった．（3）第一分割開始時間を27時間で分別した場合，非高齢者胚では，27時

間未満の胚は85．5％が胚盤胞に到達し，27時間以上の胚でも81．8％が胚盤胞に到達した．一方，高齢者胚では，27時間未

満の胚は71．4％が胚盤胞に到達したのに対して，27時間以上の胚は，すべて胚盤胞に到達しなかった．高齢者胚では22時

間から23時間未満において，胚盤胞到達率・良好胚盤胞到達率が最も高くなった．（4）第一一卵分割細胞数は，非高齢者胚

では，2細胞，2細胞以外の胚盤胞到達率はそれぞれ8＆2％，6＆8％，高齢者胚では，2細胞，2細胞以外の胚盤胞到達率は
それぞれ64．7％，57．1％と2細胞以外で低くなる傾向があったが，有意差はなかった．結論：胚盤胞に到達する高齢者胚と

非高齢者胚の第一分割開始時間は異なることから，高齢者胚と非高齢者胚の発育動態は相違していることが示唆された．こ
の相違を理解して，移植胚を選択する必要がある．

O－152　AMH低値症例におけるEmbryoScopeを用いた胚培養成績の検討

○篠原真理子，末永めぐみ，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】AMH（Anti－Mullerian　Hormone）は卵巣予備能の評価法の一つとして知られている．　AMHが低値であると，過排

卵刺激を行っても反応しないpoor　responderとなる可能性が高くなると言われている．今回，　AMHI．Ong／ml未満のAMH

低値症例で採卵を行い，胚をタイムラプス撮影培養装置EmbryoScopeで培養し，年齢による影響も加味して培養成績を後
方視的に検討した．【対象および方法】2012年6月から2014年4月までの期間で，当院でICSIを実施し，2前核確認後培
養を行ったAMHI．Ong／ml未満症例の175周期427個の胚を対象とした．年齢を40歳未満，40歳以上の2群に分け，第1
卵割異常率，分割期ET良好胚率，　D5／6胚盤胞到達率，　D5／6良好胚盤i胞率，新鮮胚移植後の妊娠率について比較検討した．

【結果】40歳未満群，40歳以上群2群の間で患者背景には有意差は無いが，平均採卵個数は40歳未満群で，平均採卵回数

は40歳以上群でやや多い傾向が見られた．第1卵割異常率は15．2％，12．8％で差は見られなかった．分割期ET良好胚率は

59．1％，41．8％で40歳未満群において有意に高い値を示した（P＜O．05）．胚盤胞到達率，良好胚盤胞率はD5，　D6とも40

歳未満群がやや高い傾向を示したが，有意な差は見られなかった．新鮮胚移植後の妊娠率は13．2％，1．3％で40歳未満群が

有意に高い値を示した（P＜O．05）．【結論】胚の初期動態はAMH低値症例でも年齢による差はみられなかった．　AMH低値

症例で40歳未満の場合，採卵さえできれば分割期は良好に発育する可能性が高いため，早めの移植を行えば妊娠へと結び
つく可能性が示唆された．

O－153　胚盤胞の拡張期収縮回数の増加は凍結融解胚回復率と移植妊娠率を低下させる～タ
　　　　　　イムラプス動画を用いた解析～

○渡辺　真一D，上畑みな子U，見田　　渉1），三浦　　恵1），小林　勇毅1），宮田　佳苗1），田中　豊美1），松永　利恵n，

　山中菜保子D，宮村　浩徳1），西山　幸江I」，与那覇　斉1），桑波田暁子1），越知　正ue］），堀内　俊孝2）

　Dおち夢クリニック名古屋，2）県立広島大学大学院総合学術研究科

【目的】胚盤胞培養において，拡張期胚盤胞に収縮が見られることがしばしばある．タイムラプスインキュベータ（EmbryoScope，

UNISENSE　FERTILITECH）（以下ES）を用いた培養においては，動画解析により，この収縮が何度も観察される場合がある．今回，

我々はESを用いて，胚盤胞の収縮回数と，凍結融解胚回復率および移植妊娠率との関連を調査した．【対象および方法】2012年10月～

2013年12月に採卵および胚盤胞培養を行い良好胚盤胞として凍結した1619個について動画解析を行い，胞胚腔形成から凍結に至る

までの収縮回数を記録した．胚盤胞が拡張を始め，内径が120μmに達した後に，収縮により再度囲卵腔が観察された場合を「収縮1

回」としてカウントした．胚盤胞は内腔160μm以上でICMを認めたものを良好胚盤胞としてガラス化凍結した．凍結胚はHR周期に

て単一融解胚盤胞移植を行い，融解胚回復率（凍結障害がなく，移植を実施した率）と妊娠率を算出した．【結果】収縮回数によって，

0回．1回，2回，3回，4回以上の5群に分けたところ，胚数は各480，478，351，184，126個であった．融解胚回復率はそれぞれ99．6％，

95．6％，9＆1％，97．6％，85．0％で，妊娠率は57．3％，49．6％，34．6％，313％，21．6％となった．融解胚回復率は，収縮回数3回以下（97．7％）

と4回以上（85．0％）では，前者が有意に高く，また，妊娠率は，収縮回数1回以下（53．5％）と2回以上（31．4％）では，前者が有意

に高かった．【考察】収縮回数が4回以上の胚盤胞は凍結障害率が増加した．収縮回数が1回以下の胚盤胞では融解胚移植妊娠率が良

好で，収縮回数が増加するほど妊娠率は低下した．このことは，収縮が胚盤胞に負の影響を与え，凍結・融解の耐久性および妊孕性を

低下させることを示した．また，収縮回数の記録により，妊孕性の高い胚の選択を行うことが可能となる．
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O－154　Time　Laps観察による胚の発生状況の検討

○米本　昌平’），高橋　　如1），加藤　由香’），赤星　孝子D，竹本　洋一），田中威づみ1），山口　貴史’），御木多美登1］，

　伊熊慎一郎1），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榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室

【目的】胚盤胞移植の普及に伴い，胚の長期培養が日常の不妊治療に取り入れられるようになったが，使用する培養系によっ

て胚の発生状況，特にCompactionの開始時期に差がみられることを，当院ではSAGE社のQueen’s　advaitage　madia，お
よびVitrilife社のG5　seriesを用いた研究により報告した．今回，　Vitrolife社のTime　Laps観察装置Primo　Visionを用い

て，G5　seriesにおける胚のCompaction開始時間とその時の細胞数，その後の胚盤胞のへの発生率について調べたので，そ
の結果を報告する．【方法】患者の同意のもとに得られたICSI後の受精卵を，　Vitrolife社のPrimo　Visionを用いてTime　Laps

観察に供し，ICSI後Compaction開始までの時間とその時の細胞数および胚盤胞への分割状態について調べた．培養系に
は，Vitrolife社のG5　Seriesを用いた．すなわちICSIにはG－IVFを，　Day3までの培養にはG－1を，その後の培養にはG－

2を用いた．培養温度は37．0℃で，気相は02が6．0％，CO2が5．0％，　N2が89．0％の条件下で，培養器にはWell－of－the－

well　Petri　dishを用いた．【結果】Compactionを開始した胚8個のうち，細胞数が16細胞未満ものが4個，16細胞以上の

ものが4個認められた．Compactionを開始した時間は85時間未満ものが6個，85時間以上のものが2個であった．桑実
期胚で凍結した胚が2個あるが，残りのすべての胚が胚盤胞まで分割し，良好胚盤胞が5個と不良胚盤胞が1個となった．
また，不良胚盤胞はCompactionを開始した細胞数が16細胞以上の胚であった，【考察】G5　seiresを用いた良好胚盤胞への

分割にはCompactionを起こす時間や細胞数の関係があまりないように思われるが，症例数が少ないため今後も検討数を増

やしていきたい．

O－155　顕微鏡下精巣内精子採取術（micro－TESE）の病理検査結果と精子回収率および培
　　　　　　養成績の検討

○水田　真平，末原　和美，高橋　智恵，松林　秀彦，石川　智基

　リプロダクションクリニック大阪

【目的】非閉塞性無精子症（NOA）症例において，当院では顕微鏡下精巣内精子採取術（micro－TESE）を実施している．その際
精細管の一部で病理検査を行っている．その結果に，Sertoli　cell　only　syndrome（SCOS），　maturation　arrest（MA），　hypospermat（）－

genesis（HS）があるが，　SCOSやMAであっても精子を回収できることは少なくない．そこで，病理検査結果別の精子回収率，お

よびTESE－ICSI後の培養成績を比較したので報告する．【対象】2013年9月から2014年6月の間にTESEを施行した213症例のう

ち，当院で初めてTESEを行った，　micro－TESE　131症例を対象とした．　micro－TESE終了後，精巣の上部，中部，下部からランダ

ムに約30本ずつの精細管を採取し，病理検査を行った．病理検査結果を，SCOS，　MA，　HSに分け，これら3群間の精子回収率を比

較した．また，精子が回収できた症例のうち，採卵を実施した症例のうち妻が38歳以下で，TESE－ICSIを実施したSCOS　28症例40

周期，MA　5症例5周期，　HS　20症例23周期における，2PN率，胚盤胞率，良好胚盤胞率比較した．妻の平均年齢はそれぞれSCOS：
32．6±3．3歳MA：298±5．8歳HS：32．7±2．9歳であった．【結果】病理検査結果は，　SCOSが98症例（74．8％），　MAが12症例（9．2％），

HSが21症例（16．0％）であった．また，精子は60症例（45．8％）で回収でき，　SCOSが34．7％（34／98），　MAが41．7％（5／12），　HS

が100％（21／21）で，HS群が有意に高率であった（P＜0．001），　SCOS，　MA，　HSの2PN率はそれぞれ，57．6％，74．6％，58．9％，胚

盤胞発生率は42．3％，41！7％，47．9％，良好胚盤胞発生率は，34．1％，60．0％，2＆3％，で各群間に有意な差は認めなかった．【結論】SCOS

およびMAの症例における精子回収率はHSと比較すると低率であった．しなしながら，培養成績では病理検査結果との相関が見ら

れず，精子が確認できればSCOSやMAとの病理検査結果であっても，良好な受精卵を得ることは可能であると考えられた．

O－156　多発性精巣内微小結石を合併した非閉塞性無精子症の5例

○成吉　昌一），中野　和馬2），助川　　玄2），辻　　祐治12）

　1）天神つじクリニック，L）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エコーパターンの解析により精子回収の予測を行なってきたが，今回は多

発性精巣内微小結石と精巣内精子回収率の関連について検討した．【対象と方法】対象は2003年7月より2013年5月の間
にmicrodissection　TESE（micro－TESE）を施行した非閉塞性無精子症症例のうち多発性精巣内微小結石を合併した5例で，
年齢は32～48歳（中央値：39歳），精巣容積：3～9mL（中央値：4．5mL），　FSH：13．0～36．31U／L（中央値：32DIU／L）であっ

た．USには10～14MHzリニア探触子を使用し，精巣容積を計測，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】5例すべてで，多発する精巣内微小結石と精細管の区別が超音波画像上つかず，精巣内エコー

パターンの評価はできなかったが，micro－TESEにより全例で20個から多数の精子を回収することができた．【まとめ】精

巣内微小結石は男性不妊症患者のO．8～9．5％に見られるとされ，不妊症や精巣腫瘍との関連が指摘されてきた．しかし，非

閉塞性無精子症では高度の多発性精巣内微小結石を合併することは稀であり，その成因・機序はまだほとんど解明されてい
ない．高度な多発性精巣内微小結石が存在すると，われわれがこれまで行ってきた精巣内エコーパターンによる精子回収予

測は行ないえない．しかしながら，今回検討の5症例すべてでmicro－TESEにより精巣内精子が回収されたことから，多発
性精巣内微小結石を合併した非閉塞性無精子症患者では精巣内精子回収の期待が非常に高いことが明らかとなった．高度の

多発性精巣内微小結石の所見は，非閉塞性無精子症の精子回収予測因子の一つになり得るものと考えられた．
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O－157　　『閉塞性無精子症』を強く疑い精子採取手術を行った，当院における過去3年間23
　　　　　　症例の手術結果についての検討一術後に「非閉塞性』と判明した2例における
　　　　　　MESAの有用性一

○粟田松一郎，永井由美子，立石こずえ，内村　知佳，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附設高度生殖医療センター

【目的】「閉塞性無精子症』が強く疑われた症例に対して精子採取手術を行ったものの精子が得られず『非閉塞性一』と判明した場合

の精巣上体尾部からのMESAの有用性について検討した．【方法】平成23年4月から26年6月までに当院で無精子症などにて精子

採取手術を行った39症例のうち，触診（精巣および精巣上体）やホルモン値（FSH）などより『閉塞性一』が強く疑われた23症例

についての採取成績と術後最終診断について調べ，検討した．【成績】片側あるいは両側の精巣容量が正常以上の症例は25例あった

が，そのうちの2症例はFSHが20mlU／ml以上あり，そのうちの1例は急性骨髄性白血病の化学療法後の症例で，精巣上体尾部か
らごく少数の運動精子が得られた．残り23症例についてはすべて，精巣容量12ml以上，　FSHIOmIU／ml以下，テストステロン値も

正常範囲内であった．術後，最終的に『閉塞性一』あるいは『造精機能正常』と診断されたのは18例，残りの5例は病理組織検査の

結果も踏まえて『非閉塞性一』と最終診断した（症例1～5）．症例1は両側のmicro－TESEおよびMESAにても精子を得られず，

Johnsens’Scoreは2であった．症例2は，　m－TESEおよびMESAにて少数の運動精子が得られた（均衡型相互転座あり）．症例3は
〈46X，＋mar＞の染色体異常があり，精子は得られなかった（J．S．：2，硝子化（＋））．症例4・5は，　m－TESEでは精子が得られなかっ

た（J．S．：2）ものの，精巣上体尾部内の液中より少数の運動精子が得られた（症例4は昨年の本学会で症例報告した．症例5は10年

前に前医でICSI目的にてsimpleTESEを行うも精子が得られずに治療をキャンセルしていた）．【結論】『閉塞性無精子症』が強く疑

われた症例において，m－TESEでは精子が得られなかった場合でも，精巣上体尾部の管内液を吸引してみることは有用と思われた．

O－158　無精子症が原因で施行された顕微授精の治療成績

○今井　　伸1），塩島　　聡2｝，松本美奈子2），渋谷　伸一2），栗田　哲至3），鈴木伊都子3）

　1）聖隷浜松病院泌尿器科，2聖隷浜松病院不妊内分泌科，3聖隷浜松病院ハートユニット

【目的】当院では，男性不妊症の症例の精子回収から顕微授精（ICSI）まで同一施設内で行うことが可能である．今回，無

精子症から回収された精子を用いたICSIの治療成績につき報告する．【方法】当院にて無精子症が原因（男性因子のみ）で

ICSIが施行された76例を対象とした．無精子症の内訳は，　OA　49例，　NOA　27例であり，精子回収方法は，　MESAが43

例，TESEが6例，　MD－TESEが27例であった．精子回収率は，　OA群100％，　NOA群375％であった．　ICSIの成績を，
精子回収法別に検討した．【結果】MESA－ICSIの採卵当たり，胚移植当たり，累積妊娠率はそれぞれ51．7％，31．5％，72．1％，

TESE－ICSIが，22．2％，23．50／o，57．1％，　MD－TESE－ICSIが，28．9％，23．6％，48、1％であり，　MD－TESE群と比べ，　MESA

群の累積妊娠率が有意に高かった．初回ICSIから妊娠までの平均期間は，　MESA群268日，　TESE群339日，　MD－TESE
群262日で，各群間に有意差はみられなかった．累積生産率は，MESA群69．8％，　TESE群42．9％，　MD－TESE群33．3％

で，MD－TESE群と比べてMESA群が有意に高かった．各群を妊娠の有無で分けた時，夫の年齢に差はなかったが，　MESA
群で妊娠しなかった症例は，妊娠症例と比べて妻の年齢が有意に高かった．【考察】これまで当院でのMESAで採取された
精巣上体精子を用いたICSIによる妊娠率，生産率は，　MD－TESE（NOA）で採取された精巣精子のそれよりも高いことを

報告してきたが，今回の検討では，OAの症例においてMESA群とTESE群のICSIの成績に有意差はみられなかった．夫
の年齢は妊娠の成立に影響しなかったが，治療開始時の妻の年齢は治療成績に影響を及ぼすと考えられた．MD－TESE群の

ICSIの成績はMESA群に比べると低いが，年々向上してきており，少数の精子でも回収することができれば挙児が得られ
る可能性が高まっていると考えられた．

O－159　クラインフェルター症候群の発生機序に関する検討

○御木多美登n，田中威づみ1），山口　貴史1），伊熊慎一郎’〉，永吉　　基1｝，田中　　温D，竹田　　省2）

　Dセントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産科婦人科学

【目的】クラインフェルター症候群（KF）患者は非閉塞性無精子症を呈し，男性不妊の一原因となるが最近のART（生殖

補助医療）の進歩により出産成功例の報告が増加している．従来KF患者より出生したART児には染色体異常の発生率が
増加すると言われている．当院での最近6年間の臨床成績および各症例の造精細胞の遺伝子分析の結果をふまえクライン
フェルター症候群の発生機序を推定してみた．【方法】2007～2012の6年間に施行したMD－TESE　215例を対象とした．染
色体検査は羊水検査および出生後の採血により行った．造精細胞の遺伝子分析はFISH法を施行した．【結果】（1）155例の

クラインフェルター症例中，妊娠症例はのべ44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35例（第
二子出生2例含む）であり，DDtwinは5例認めた．染色体検査を施行した症例は14例（羊水1例　採血13例）あり，す
べて正常であった．（2）12例の造精細胞（円形精子細胞：RST　第一精母細胞：PrSc精子：Sp）のX．Y染色体分析は【RST
X：229／267Y：238／267】【PrSc　XY：256／256】【Sp　X：53／100　Y：47／100】であり，染色体異常は認めなかった．【結論】現

在のところKF患者のART児の染色体はすべて正常であり，造精細胞の染色体数が正常であった点より非モザイク型KF
患者の精巣は性腺モザイクの状態であり，それゆえ同患者から出生する児の染色体異常の発生率は正常児と差異はないこと
が推測された．
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O－160　当院におけるTESE－ICSIの精子選択基準の検討

○松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起大原　知子，森本　有香，原武　佑樹，得丸　倭佳，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】我々はICSIを行なう場合，形態と運動性がより良好な精子を選別している．しかし生存精子数が極めて少ないTESE
症例では良好精子を選別できない場合がある．そこで今回我々はTESE症例において，精子の運動性による受精率，胚盤胞
到達率，妊娠率の違いと，形態による受精率の違いについて後方視的に検討した．【方法】2009年から2014年5月の期間，

当院にてTESEを行なった閉塞性無精子症患者29症例47周期を対象とした．　ICSIを行なった精子の運動性を，わずかに
尾部運動がある精子（微動群）と前進精子（前進群）の2群に分類し，受精率，胚盤胞到達率，妊娠率を比較した．また前

進精子に関しては正常形態，幼若，頸部異常（太いもしくは屈折），頭部形態異常（大きい，小さい，丸いなど）の4群に
分類し，正常形態群と受精率を比較した．【結果】前進群の受精率は71．0％（110／155）であり，微動群の57．1％（136，／238）

と比べて有意に上昇した（p＜O．01）．前進群，微動群の胚盤胞到達率，妊娠率はそれぞれ48．8％（42／86）vs．53．8％（64／ll9），

25．0％（3／12）vs．33．3％（8／24）であった（n．　s．）．また精子の形態別受精率は正常形態群81．3％（39／48），幼若群62．8％（27

／43），頸部異常群20．0％（1／5），頭部形態異常群60．0％（3／5）であり，幼若精子と頸部異常精子をICSIした際に正常形態

精子と比べて有意に低い受精率を示した（p＜O．05）．【結論】前進精子で有意に高い受精率が示されたことより，TESE症例

においても精子の運動性がより良好な精子を選抜するのがよいと考えられた．しかし胚盤胞到達率と妊娠率には有意な差は
見られなかった．また，精子形態では受精率が有意に低い形態精子が存在することより，精子選抜をより詳細に行なう必要

があると考えられた．

O－161 泌尿器科医による男性不妊治療と生殖補助医療の連携により妊娠・出産に至った
ICSI後受精障害の一例一ICSIにおける精巣精子の優位性と精索静脈瘤の治療によ
る精子の質的改善一

○菅沼　亮太1］，奥津　美穂］），鈴木　　聡1｝，大原　美希1），吉田　史子1），小宮ひろみD，柳出　　薫2），藤森　敬也1）

　D福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座，2個際医療福祉大学病院リプロダクションセンター

【目的lICSI後の受精障害に対しては，研究的治療としての人為的卵活性化法の併用や，　ICSIに用いる精子の質的改善に対する試み（精巣精

子の使用，精索静脈瘤治療など）がなされているが，特に後者は男性不妊治療に習熟した泌尿器科医との連携が不可欠である．今回我々は，

射出精子を用いた通常ICSI後の反復受精障害症例に対し，人為的卵活性化（Artificial　oocyte　activation：AOA）の併用を行い，次に精巣精

子を用いたICSIを行うも継続妊娠に至らず，最終的に精索静脈瘤に対する手術療法後のICSIで出産に至った症例を経験した．各治療成績を

比較しICSI後受精障害症例に対する治療戦略について考察する．【症例】初診時，夫婦とも36歳．反復するICSI後受精障害の診断にて近医

より紹介され，当院にて通常ICSI（c－ICSI）および人為的卵活性化法併用ICSI（c－ICSI＋AOA）を施行するも反復して良好胚が得られず，

精巣精子を用いたICSI（T－ICSI）を施行した．一度双胎妊娠に至るも自然流産となり，以後継続妊娠に至らず．次に顕微鏡下左精索静脈瘤低

位結紮術を施行後，c－ICSIにて単胎妊娠成立し生児を得た．経過中c－ICSI　3周期，　c－ICSI＋AOA　4周期，　T－ICSI　5周期，精索静脈瘤術後c－

ICSI　1周期施行した．受精率はc－ICSI：8％，　c－ICSI＋AOA：67％，　T－ICSI：68％，術後c－ICSI：75％でありc－ICSIと比較しAOA併用，精

巣精子の使用，精索静脈瘤の治療により受精率の改善を認めた．良好胚率は各々0％，20％，40％，50％でありT－ICSIおよび術後c－ICSIで

高い傾向を示した．【結語】動物実験や臨床研究の結果から，ICSIにおいては，射出精子と比較し精巣精子の優位性が示唆され，また精索静

脈瘤手術後の精子の質的改善が報告されている．現状，最適な精子回収法やICSI後受精障害の予知は困難だが，反復不成功症例に対しては精

子の質的改善の試みが考慮されるべきであり，泌尿器科医との綿密な連携のもと最良な精子を選択できるよう治療を進めていく必要がある．

O－162　NSAIDs使用周期の卵子回収からICSI完了までの経過時間が胚発育に与える影響

○杉本　　岳，河内谷　敏加藤龍太郎，近藤　雅恵，中野　彰大，廣澤　利和，森本菜都美，森　　敏江，細見　尚子，

　勝股　克也，松本　恒和

　神戸元町夢クリニック

【目的】当院では排卵抑制を目的としてNSAIDsを用いており，大きな効果を得ている．今回，　NSAIDs使用周期における卵子回収か

らICSIまでの時間の違いと胚発育への影響について検討した．【方法】2010年1月より2014年5月に自然周期およびクロミフェン周

期で採卵を行い得られたMII卵に対しICSIを行った8965個の卵を対象とした．　NSAIDs使用数を0個，1－2個，3－5個の3群に分け，

また卵子回収からICSIまでの時間を3時間未満，3時間以上5時間未満，5時間以上の3群に分け，自然周期およびクロミフェン周期

それぞれの正常受精率，異常受精率，、良好胚盤胞率を比較した．【結果】自然周期におけるNSAIDs使用個数別にみた各群の正常受精
率は82．8％（48／58），83．7％（741／885），80．1％（864／1079），異常受精率は1．7％（1／9），5．4％（48／885），10．7％（115／1079），良好胚

盤胞率は26．3％（10／38），33．7％（20Q／593），31．8％（214／673）であり，同様にクロミフェン周期の正常受精率は79．7％（106／133），819％

（1535／1875），81．8％（811／992），異常受精率は9．8％（13／133），6．2％（117／1875），6．5％（64／992），良好胚盤胞率は409％（38／106），

3＆2（534／1399），42．9％（312／728）であった．自然周期の異常受精率の比較でNSAIDs使用数が3個以上の群とその他の群の間に有

意な差がみられた．次にNSAIDs使用数が3個以上の自然周期で，　ICSIまでの時間別にみた各群の異常受精率は6．0％（7／117），9．1％

（24／263），12．0％（84／699）であり，3時間未満の群とその他の群の間に有意な差がみられた．正常受精率，良好胚盤胞率に有意な差

はみられなかった．同様にクロミフェン周期では各群の間に有意な差はみられなかった．【考察】NSAIDsの使用した周期のICSI時間

は各症例にあわせた設定が必要であり，自然周期におけるNSAIDsの使用でLHサージから採卵までの時間を延長した症例群では，　ICSI

までの時間を短くし異常受精率の増加を防ぐことでより多くの良好胚盤胞を獲得できる可能性が示唆された，
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O－163 新型ICSI装置（VenusTM，　Vortex－like－movement－Evoked　Nicking　Upon　Stick－

site）の開発：卵細胞質膜穿刺の容易化

○神野　正雄1），井上　　太2），畠山　尚久1），打越　沙wa　1），渡邊　愛子い，日浦　理絵1）

　1）ウィメンズクリニック神野，2ロヒ里コーポレーション

目的：ICSIにおいて，スムーズな卵膜穿刺と精子注入は，妊娠達成に必須である．しかし卵膜はときに非常に丈夫で，何回
も刺しなおすことがある．また吸引法で膜を破ると，ピペット先端に卵膜が入り込み，精子注入へ切り替えたときいきなり
多くの液が入ってしまうこともある．そこで我々は，よりスムーズで確実な卵膜穿刺を可能とするために，新しいICSI装i
置（VenusTM，　Vortex－like－movement－Evoked　Nicking　Upon　Stick－site）を開発し，施設倫理委員会の承認のうえ説明と

同意のもと，その有効性を検討した．方法：Venusは，穿刺ピペットをきりのように捻じ込むことができる装置である．重

症男性不妊のARTで，卵を無作為に次の3群に分けてICSIを施行した．従来群：振じり運動なしで穿刺する．直接Venus
群：振じりを加えて一回で穿刺を試みる．側ee　Venus群：まず第一穿刺で卵膜をトンネル状に伸ばし，その側壁を振じりな

がら再度穿刺する．これらの3群で穿刺回数生存率，胚発育率を比較した．次に側壁Venus法を21症例に施行し，妊娠
率を調べた．成績：従来群（n＝19），直接Venus群（n＝17），側壁Venus群（n＝16）において，平均穿刺回数は3．3，1．4，

2．5回，生存率は95，47，94％，穿刺卵あたり胞胚形成率は32，24，38％，穿刺卵あたり良好胞胚形成率は11，0，19％で

あり，側壁Venus群が穿刺回数が最少で，良好胚形成が最も良いと示された．さらに21症例に側壁VenusでICSIを施行
し，臨床妊娠率33％，継続妊娠率19％を得た．結論：VenusTMは，穿刺ピペットをきりのように振じることで，よりスムー

ズでより確実な卵膜穿刺を可能とすることができた．その結果，良好胚形成率が改善し，卵へのストレスが軽減したことが
示された．

O－164　sERCが出現した卵子におけるICSI後の臨床成績について

○吉村　友邦o，福永　憲隆23｝，北坂　浩也2），田村　総子21，長谷川　望D，青柳　奈央D，大野　浩史2），下村　海咲1），

　服部　幸雄12），若原　靖典12，，近藤麻奈美12），木下　孝一2），薬師　義弘’2），羽柴　良樹1・2），浅田　義正12・3）

　’）浅田レディース勝川クリニック，2）浅田レディース名古屋駅前クリニック，：］1浅田生殖医療研究所

【目的】ICSI施行前に卵子の形態を観察すると卵細胞質内に様々な細胞質異常が確認される．この中でsERC（smooth　endoplasmic　reticulum

clusters）が出現した卵子に関しては，臨床成績に影響を及ぼすか否かについて様々な議論が行われている．そこで今回はsERCを有する

卵子の臨床成績について検討した．【対象】2013年1月から12月にICSIを施行した192症例199周期を対象とした．受精率はICSI施行前

に卵子の形態がsERCのみ確認された卵子（sERC（＋）群）354個を対象とした．その後の胚発生は正常受精が確認された129個の胚を対

象とし，そのうち胚盤胞まで発生した胚を凍結し，その後内膜調製周期にて融解胚移植を施行した32周期を妊娠率・流産率の対象とした．

各検討項目に関して，ICSI施行前に細胞質異常が確認されなかった卵子5650個を比較群（sERC（一）群）とした，【結果】受精率（OPN，

1PN，2PN，3PN，＞3PN）はsERC（＋）群5，9％，4．2％，76．0％，2．3％，4．0％，　sERC（一）群5．2％，2．1％，84．1％，　L8％，　O．6％であっ

た．sERC（＋）群はsERC（一）群と比較し2PN率が有意に低い値（P＜O．Ol）を示し，1PN率，＞3PN率が有意に高い値（P＜O．Ol）を示

した．分割率，Day3良好胚率，　Day5良好胚率はsERC（＋）群96．9％，68、2％，3＆0％，　sERC（一）群9＆5％，60．3％，3＆7％と両群間に

有意差は無かった．妊娠率，流産率に関してもsERC（＋）eW・　46．9％，20．0％，　sERC（一）群47．0％，22．1％と両群間に有意差は無かった．

【考察】sERCを有する卵子にICSIを施行すると異常受精率が高くなることが示唆された．　ICSIを施行する際はsERCを避けて穿刺するこ

とが基本であるが，出現位置によって避けられない場合もあり，その結果2PN率を下げたとも考えられる．胚発生に関しては，　sERC（＋）

群はsERC（一）群と同等の胚発生を示したことから，　sERCは受精後の胚発生に影響を及ぼさないと考えられた．また，妊娠率・流産率に

関しても有意差は認めなかったことから，胚盤胞まで発生したsERC（＋）胚はsERC（一）胚と同等の妊孕性を有することが示唆された．

O－165　conventional　ICSI不成功症例に対するmodified　ICSIの有用性

○外山　夏希）），後藤　哲也2），岡　　親弘D

　1）東京HARTクリニック，2｝横浜HARTクリニック

【目的】modified　ICSI（m－ICSI）は特別な試薬や機器を必要とせず，　ICSI時に物理的に卵細胞質を撹絆することで卵活性化

を促す方法である．そこでconventional　ICSI（c－ICSI）を行っても受精率が低い，または分割段階で発育が停止してしまう

症例に対しm－ICSIを行うことでこれらが改善できるか，さらにm－ICSI施行胚の凍結胚盤胞移植後の妊娠率への影響につい
て検討した．【方法】当院における過去のc－ICSI反復不成功例に対し，患者の同意を得てm－ICSIを施行した．そのうち2008

年1月から2013年12月までにc－ICSI周期とm－ICSI周期を両方含む68人を対象とし，それぞれの受精率，分割率，胚盤胞
到達率について後方視的に比較検討した．m－ICSIはTesarikらの方法（Fertil．＆Steril．78，619－624，2002）を用いた．また，そ

のうち凍結保存に至った胚について，2013年12月までに融解胚移植を行った45人を対象とし，着床率，出生率，流産率を
比較した．【結果】ICSI施行時の平均年齢，周期数及び総ICSI卵子数はc－ICSI群（以下C群）が38、8歳，198周期，1103
個，m－ICSI群（以下M群）が39．5歳，145周期，808個であった．受精率，分割率，胚盤胞到達率はそれぞれC群62．3％（687
／llO3），93．5％（642／687），14．2％（94／661），　M群66．6％（538／808），95．7％（515／538），20．3％（107／528）で，　C群に比べ

M群の胚盤i胞到達率が有意に高かった．凍結胚移植の移植時平均年齢と周期数は，C群が3＆3歳，36周期，　M群が3＆7歳
51周期であった．移植周期当たりの着床率，出産率，及びGS当たりの流産率はC群38．9％（14／36），22．2％（8／36），14．3％

（2／14），M群45．1％（23／51），255％（13／51），26．1％（6／23）で，両群間で有意差は見られなかった．【結論】m－ICSIでは

c－ICSIに比べ胚盤胞到達率が有意に高くなり，凍結融解胚移植でもc－ICSIで妊娠に至った症例と同等の妊娠成績が得られた

ことから，c－ICSIでは胚盤胞に至らなかった反復不成功症例に対してm－ICSIは有用である可能性が示唆された．
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O－166　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1），永吉　　基V，田中威づみ1），竹本　洋一），伊熊慎一郎1），御木多美ff］），山口　貴史1），竹田　　省2），

楠　比呂志3），渡邉　誠二4）

’）セントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産科婦人科学，

大学院医学研究科生体構造医科学講座

榊戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，4泓前大学

【目的1本法は，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2013年に日本産科婦人科学会学術講演会で発表したN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2013年12月に無精子症患者に対し

て，本法の臨床応用に対する同意のもとに円形精子細胞を用いた顕微授精を928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，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，　L2M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％膀

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ストローに謄帯血清，エアー，細胞浮遊液，エアー，膳帯血清

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，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　1000KHz　8sec，＋直流1200V／99psec）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．注入後は，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移植当りの妊娠率，流産率およ

び出産率は，［新鮮胚移植：14．0％（179／1282），44．1％（79／179），7．8％（100／1282）］，［凍結胚移植：22．7％（74／326），32．4％（24／74），15．3％

（50／326）］であった，現在までに出産に至った150名（♀：♂＝78：72）はいずれも臨床上異常は認められていない．

O－167　核成熟度の段階差によるICSIを用いた胚発生と臨床成績の予測

○田中　　温1］，永吉　　基D，田中威づみD，竹本　洋一），伊熊慎一郎t），御木多美登1），山口　貴史D，竹田　　省2），

楠　比呂志3），渡邊　誠二4）

1）セントマザー産婦人科医院，2順天堂大学医学部産科婦人科学，

大学院医学研究科生体構造医科学講座

神戸大学大学院農学研究科動物多様性教室，4｝弘前大学

【目的】排卵誘発法を用いて得られた卵子にICSIを行う際の成熟卵の判定として，極体の放出を確認するが，今回我々は第一減数分裂後の

M－II期染色体の成熟度を観察し，胚発生の予測と核の発達の段階による臨床成績の予測可能性の調査を目的とし，研究を行い臨床上有用

な結果を得たので報告する．【方法】38歳以下の53名（53周期）を対象とし，患者の同意のもとで検証を行った．GnRH－antagonist＋HMG

を用いて排卵誘発を行った後採卵し，ICSIを行った．胚は，メディウム（G5　series　Vitrolife）を用いて胚盤胞となるまで5日間培養を行っ

た．GV期で異型または茶褐色の細胞質のものは除外した．　M－II期染色体はノマルスキー微分干渉装置下で倒立顕微鏡を用いて判別した．

M－H期染色体は中央にある円形の透明物質によって容易に判別できた．M－II期卵子は，　A：2列のM－II期染色体を持つもの，　B：2列に並

んでいない前中期染色体を持つもの，C：不規則に染色体が並んでいるもの，　D：染色体を持たないもの，の4つのグループに分類した．【結

果】1，新鮮なM－II期卵子237個を対象とした．　M－II期染色体により分かれた群の割合は，　A：69．6％（165／237），　B：13．1％（31／237），　C：

6．30／・（15／237），D：11．0％（26／237）となった．2．4つのグループにおける，受精率，分割率，胚盤胞発生率，妊娠率，流産率は，【A：78．4

（131／167），80．2（105／131），5＆0　（76／131），44．7　（34／76），11．8　（4／34）】，　【B：74．2　（23／31），65．2　（15／23），34．8　（8／23），25．0（2／8），100

（2／2）】，【C：53．3（8／15），75．0（6／8）T12．5（1／8），0（0／1），0】，【D：0（0／26），0，0，0，0】であった，【結論】今後，核成熟度の段階差

を考慮に入れたICSIは胚の発達と臨床成績の向上に有用であることが推測された，前M期II卵子の長期培養（5～6時間）はM－II期卵子

に成熟させるために有益であると考えられる．染色体が不規則に並んでいる群は核が劣化しており予後は不良と考えるt

O－168 ピエゾマイクロマニピュレーターを用いたICSIの臨床導入に向けた当クリニック
の取り組み

○中田久美子12，，池上．加代子2），中西　　彩2｝，越智　　梓2），伊藤　潤哉3），柏崎　直巳3］，若山　照彦’t），山下　直樹1・2］

　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培養部，3麻布大学獣医学部，4仙梨大学生命環境学

　部

【目的】ピエゾマイクロマニピュレーター（ピエゾ）によるICSIは，実験動物，家畜分野だけでなく，生殖医療分野にも広

く浸透し，従来のICSIを上回る高い受精率が多数報告されている．しかしながら，生殖医療分野でピエゾICSIを導入する
際には，ヒトの廃棄卵子が練習材料になっており，ピエゾICSIのトレーニングとして十分であるかどうかは疑問の残るとこ
ろである．そこで，臨床導入を目的として，マウス凍結卵子を材料とすることでピエゾを用いたヒト精子の注入を試みた．【方

法】実験にはインフォームドコンセントを得たヒト精子を使用した．注入する卵子は過排卵処置したB6D2Fl雌マウスから
採取した．採取後の卵子にビアルロニダーゼ処置を行い，卵丘細胞裸化後，Vitrification法により，ガラス化凍結を行った（北

里バイオファルマ社）．融解はThawing　medium（北里バイオファルマ社）を用い，融解1時間後からヒト精子をピエゾマイ

クロマニピュレーター（プライムテック社）により，注入を行った．注入後の生存率および翌日の分割率まで観察し，注入
を行った培養士の技術を確認した．技術習得の目安を生存率60％，前核形成率を80％とした．【成績】培養士のマウス卵子

へのピエゾICSIの生存成績は，練習開始時は76％であったのに対して，練習回数を重ねるたびに，生存率は81％へと上昇
した．また，前核形成率も，53％から90％へ上昇した．【結論】マウス卵子のような注入刺激に極めて脆弱な卵子でピエゾICSI

のトレーニングを行うことにより，ヒト卵子のように注入刺激に頑丈な卵子よりも，精子の注入方法，細胞質への注入のダ
メージを実感することができる，本取り組みにより，ピエゾICSIだけでなくICSI技術の向上を計ることができると考える．



平成26年10月1日 199（357）

O－169　偽遺伝子が存在する着床前遺伝子診断困難症例　全ゲノム増幅とlong　range　PCR
　　　　　　が有効であった2例

○水口　雄貴，末岡　　浩，佐藤　　卓，鈴木まり子，泉　　陽子，佐藤　健二，中林　　章，田中　　守

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

【目的】単一遺伝子病の着床前遺伝子診断（PGD）において，遺伝子解析の際に偽遺伝子（Pseudogene）の存在が診断を困

難にするものがある．偽遺伝子は，PCRによる遺伝子増幅の際に，類似配列として同時に増幅され，誤認される．実際のPGD

では，偽遺伝子の存在の為に部位特異的なlong－range　PCRの実施が必要となるが，単一細胞から診断に足り得るDNA試

料を確保できるかが問題となる．これに対し全ゲノム増幅（WGA）とlong　range　PCRを用いた新たなPGDを試み，その
有用性について検証した．【方法】PGDを希望し，倫理委員会の承認を得た色素失調症（incontinentia　pigmenti）保因者1

例，副腎白質ジストロフィー（ALD）保因者1例に対し，非PCRベースのWGAであるMDA（multiple　displacement　am－
plification）を用いた増幅産物で，　PCRによるそれぞれの遺伝子の選択的な増幅が可能なプライマーを設計し，　long　range

PCRを実施した．色素失調症はIKBKG遣伝子のexon4－10の欠失型変異によるが，偽遺伝子の存在が知られている．一方，

本ALD症例はABCD遺伝子のexon　8のdel　2251（GGTG）→ins（TCTTCT）を認めていたが，変異近傍には偽遺伝子が
多く存在している．【結果】色素失調症では，MDA増幅産物に対し，　long　range　PCRを実施し，効率良い変異部位特異的

なバンド（2．6kbp）の検出と，変異の有無を確実に診断する結果を得た．また，　ALDでは割球生検が可能だった10個の胚

のうち，8個でlong　range　PCRにより1638bpの領域が増幅され，増幅産物による解析が可能となり，6個の胚を正常胚と
診断し得た．【結論】偽遺伝子を伴う単一遺伝子病に対するPGDの新たな技術導入としてWGA産物のlong　range　PCRが
偽遺伝子の識別に有効であることを示し，今後の新たなPGDの方法として有用性が高いことを示した．

O－170　ホモ接合体欠失で発症する脊髄性筋萎縮症を対象とする遺伝子ハプロタイピングを
　　　　　　併用した着床前遺伝子診断の実施報告

○仙波　宏史1），末岡　　浩1｝，佐藤　　卓1），佐藤　健二’），中林　　章12），泉　　陽子1），水口　雄貴1｝，鈴木まり子1〕，

　飯野孝太郎’〉，大澤　淑子D，田中　　守1〕

　】）慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，21医療法人社団中林病院

【目的】脊髄性筋萎縮症（SMA）は，　Duchenne型筋ジストロフィーに次ぐ患者数をもつ常染色体劣性遺伝形式の小児神経筋疾患である．患者の

90％はSMNI遺伝子（exon7－8）の欠失をホモ接合で有する．ホモ接合体欠失で発症する疾患の着床前遺伝子診断（PGD）において，　PCR一電気

泳動法により欠失の有無を調べる従来法では，正常／保因者胚の識別が困難である．さらに外界からのコンタミネーションは，罹患胚を移植可能

と誤診断するリスクとなる，これらの問題を克服する高精度診断系を構築し，PGDを実施したので報告する，【方法】1）説明と同意の後に採取

されたSMA患者と両親の末梢血DNAを用いて，　SMNJ変異とその近傍の5つの遺伝子多型（STR）におけるヘテロ接合性を解析し，患者が片

親のそれぞれから引き継ぐハプロイドの識別上有用（informative）なlocusを同定した．2）クライエントに対し，調節卵巣刺激を用いてICSIを

実施した，発生した初期胚の割球由来DNAをWGAを用いて増幅した後に，　SMVI変異の有無とSTRの情報に基づく着床前ハプロタイプ解析
（PGH）を実施し，胚の遺伝的状態を診断した．　WGAにはmultiple　displacement　amplification法を採用した．【成績】1）クライエント夫婦は同

一の欠失変異をもつヘテロ接合保因者であり，当家系では2つのSTRがinformativeと判明した．2）WGAにより割球1細胞からもSM　VI変異

および複数のSTR解析が可能な産物の収量を得た．生検胚11個のうち，　DNA増幅不成功胚を1つに認めた．　PGH実施は，胚が精子・卵子から

引き継ぐ罹患／非罹患ハプロイドの識別およびコンタミネーションの否定を可能とし，保因者胚の2つを含む6つの胚が移植可能と診断された．【結

論】PGD希望事例の増加が予想されるSMAに対して，わが国初のPGDを実施した．　WGAを用いたPGHの導入は，ホモ接合体欠失で発症する

疾患における単一細胞解析に特有の脆弱性に対応するのみならず，実施あたりの高い生産率を追求する上で必須の技術となる．

O－171　単一遺伝子疾患の着床前診断に対する新たな取り組み

○伊熊慎一郎1），竹本　洋一），田中威づみ1｝，山口　貴史1），御木多美ff1），永吉　　基1），田中　　温1〕，竹田　　省2）

　’）セントマザー産婦人科医院，2）順天堂大学医学部産科婦人科学

　日本産科婦人科学会（日産婦）会告の着床前診断の実施に関する細則に，単一遺伝子疾患の着床前診断は，同一施設内に

受精卵の遺伝子診断が可能な設備を有することが要件と定められていたため，一般のARTクリニックでは実施できなかっ
た．これまで，数例の単一遺伝子疾患のクライエントを着床前診断実施可能な施設に依頼したが実施には至らなかった．こ

の問題を解決するため，遺伝子診断を外部の検査機関へ委託する形での着床前診断を日産婦倫理委員会に申請し，容認され

た．当院においてこの手法を用いた新しい着床前診断に対する取り組みについて報告する．平成26年6月現在，4例の単一一
遺伝子疾患のクライエントが当院での着床前診断を希望している．36歳女性，義姉が筋強直性ジストロフィーの罹患者で，

クライエントの夫の19q13．3上に3’非翻訳領域のCTG　repeatの伸長（100－150回）を認めた症例．38歳女性弟がDuchenne

型筋ジストロフィーの罹患者で，クライエントのX染色体上にExon44の重複を認めた症例．35歳男性，第一子が脊髄性筋

委縮症（SMA1型）の罹患者で，クライエントと妻の5q上にSMN　exon7，8とNAIP　exon5，6の欠失を認めた症例．34
歳女性，弟，第二子がLesch－Nyhan症候群の罹患者で，クライエントのX染色体上のHPRT遺伝子において第3エクソン
の209番目の塩基GがAに変わる一塩基置換を認めた症例．当院のプロトコールを作成し，初診時に着床前診断に関する
インフォームドコンセントおよび遺伝カウンセリングを行った後第三者機関での遺伝カウンセリング，施設内倫理委員会
の審査，日産婦倫理委員会の審査，遺伝子検査の申し込み，口腔粘膜採取，採卵→体外受精または顕微授精→胚生検→全胚

凍結外部の検査機関（Genesis　Genetics）での遺伝子解析，遺伝子解析結果確認遺伝子異常のない胚の移植の順に進め
ることとした．現在，4例について日産婦の倫理審査に向け準備中である．
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O－172　Multiple　displacement　amplification法による全ゲノム増幅技術と高解像度マイク
　　　　　　ロァレイシステムを用いた遺伝子・染色体の網羅解析システムの構築

○佐藤　　卓D，末岡　　浩1），佐藤　健二1），中林　　章1・Z），水口　雄貴1’，泉　　陽子1｝，鈴木まり子1〕，仙波　宏史1），

　飯野孝太郎1），大澤　淑子D，田中　　守D

　l慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，2）医療法人社団中林病院

【目的】全ゲノム増幅技術（WGA）の進歩により，着床前期胚の染色体マイクロアレイ解析（CMA）が可能となった，　WGAには，大別してPCR

法に基づく技術とmultiple　displacement　amplification（MDA）法に基づく技術がある．現行のPCRベースのWGAはCMAに適する一方で，

塩基レベルでのDNA複製の忠実性からは，　MDAが単一遺伝子病への対応で優れる．目的の異なる2つの着床前診断（PGD）におけるプラット

フォームの共有化を目的として，コピー数変化（CNV）解析を前提として，増幅バイアスの少ないMDAの条件を検討した．【方法】1）反復流産

を適応とするクライエント夫婦に対して，PicoPlex－24sureアレイ（BlueGnome）を用いた現行のPGD－CMAを実施した．異数体として棄却さ

れた胚の1細胞に対してMDAを実施し，高解像度マイクロアレイ解析（Agilent）で同様のCNVが検出されるか検討した．2）8番と15番染色

体の転座が関与する派生染色体を有する患者由来株化リンパ球に対して，上記2法を用いてCMAを実施し，結果を比較した．　MDAにはRepli－

g（Qiagen）を採用し，従来のプロトコールを改変して実施したp全ての検体は説明と同意の後に提供された，【成績】1）新しいMDA－Agilent

アレイ・プロトコールを用いたCMAにより，　PicoPlex－24sureを用いた従来法によるCMAの結果と一致したCNVが検出された．2）既知のコ

ピー数変化を有するリンパ球1細胞の解析において，いずれのWGA－CMAを用いても，当該部位における既知のCNV（trisomy8および15）を

検出しえた．【結論】MDA法は，単一遺伝子病に対するPGDの遺伝子診断のみならずtそのプロトコールの改良によりCMAの同時実施を可能

とすることが示された．これは，遺伝子診断上の誤診断の原因となるトリソミー・モノソミーの検出を可能とし，さらに安全域の高いPGDシス

テムの構築をもたらす，高精度のCNV解析に基づく体外受精技術の導入は，実施あたりのPGDの成績向上のための強力なツールとなる，

O－173　母体血混入により判定不能となった流産等の検体における一塩基多型情報を用いた
　　　　　　児の染色体構造診断手法の開発

○佐々木かりん1），安部　晃生1），橋本　和法2），松井　英雄2），中林　一彦D，秦　健一郎1）

　1）成育医療研究センター周産期病態研究部，2）東京女子医科大学病院産婦人科

　網羅的一塩基多型情報を利用した染色体構造解析は，生細胞が必要でないこと，微細構造異常の診断が可能であること等の特

長を有するが，この技術を用いた際の解析不能典型例として，他サンプルゲノムの混入が挙げられる．生殖医療領域においては，

不育症診断の対象として流産絨毛や胎児由来細胞等が用いられるが，これらの検体では完全に母体血を除去することは困難であ

り，46XXと診断された核型診断の約6割に母ゲノムの混入あったとする報告もある．ゲノム混入が疑われる場合には一塩基多
型情報を用いない限りは常に誤診の可能性が存在するが，その一方でゲノム混入状態での一塩基多型情報をそのまま用いての多

型判定と染色体診断は難しい．そこで今まで診断不能となっていた他サンプルゲノムの混入状態のゲノムDNAの一塩基多型解

析結果を，我々独自の線形補間式を応用したデータ補正＋推定技術を用いて，他ゲノムが混入している状態の一塩基多型解析の

結果から目的とするゲノム情報を抽出して染色体構造を推定する技術（データクリーニング技術）を開発し，この技術が診断に

有用であるか検証を行った．検証手法は，家族トリオサンプルを用い，母・児ゲノムを任意の濃度で混合したゲノムの一塩基多

型解析結果から得られる実測シグナル値（X／Y，θ／R，BAF／logR）を用いてデータクリーニングを行った．その結果，　BAF／logR

を用いる解析がもっとも真の値に近づくことが証明された．さらにこの技術を使用し，母ゲノムの混入により解析不能であった

反復流産サンプルの解析を行った結果，16番染色体の3倍体であると診断され，この技術が臨床における診断に実際に有用で

あることが実証された．この技術を用いたデータ補正＋推定技術は，移植細胞キメラなど様々な分野に応用展開が期待できる．

本研究は，施設の倫理委員会の認証を受け，サンプルは全てインフォームドコンセントを得て行った．

O－174　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

○伊熊慎一郎1），竹本　洋一1），田中威づみ1），山口　貴史1），御木多美登n，永吉　　基】｝，田中　　温D　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

【目的】着床前診断において割球採取後の胚発生は着床する要因として非常に重要である．これまで行ってきた着床前診断

症例において採卵周期，凍結融解胚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26年5
月までに着床前診断を行った62症例134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（30周期），Day2凍結融解胚をB群（55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6時間，31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，110，46，39．1％（43／110），290％（9／31），33．3％（3／9），B群，245，97，33．9％（83／245），

309％（17／55），1L8％（2／17），　C群，91，35，15．4％（14／91），11．1％（2／18），0．0％（0／2），　D群，96，40，41．7％（40／

96），36．4％（12／33），8．3％（1／12）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，妊娠率ともに良好となった．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が，　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i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．
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O－175　着床前診断後の不均衡胚の染色体分析

○竹本　洋一），田中威づみD，山口　貴史［），御木多美登i），伊熊慎一郎u，永吉　　Ai　1），田中　　温P

　l〕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

竹田　　省2，

【目的】PGD（着床前診断）を行う目的の一つは正常型胚を移植することである．染色体の切断点，大きさ，番号などから

均衡型か不均衡型になる確率を予測するには，多くのPGD施行症例を解析すれば可能と考えられる．今回は，当院にてPGD
を施行した症例のなかで不均衡型転座と診断された割球の染色体の分離様式について検討し，臨床上有用と思われる結果を
得たので報告する．【方法】2007年1月から2014年5月までに着床前診断を施行した67例161周期を対象とした．FISH
を行った部位は，転座部位のテロメアとどちらかのセントロメアの計3か所をターゲットとして施行した．それぞれのテロ
メアおよびセントロメアの数が2個のものを正常型として移植し，それ以外のものを不均衡型として胚移植を中止した．こ
の胚移植に至らなかった胚のFISH分析の結果を検討してみた．【結果】検査胚数687個のうち，正常型279個，隣接1型119

個，隣接II型60個，3：1分離80個，その他149個であり，異常型と診断されたのは合計408個であった．その他とは4：0
分離，不分離，早期分離，交叉，またFISHのシグナルが不鮮明だったために診断できなかったものが含まれる．妊娠36
例および非妊娠31例を比較してみると，妊娠例では正常型と診断された胚の割合は40．9％（178／435）であり，非妊娠例の
40．1％（101／252）に比べ高い傾向が見られた．転座保因者の第一減数分裂後の二価染色体の形から分離様式を検討した結果，

転座セグメントが小さい場合は隣接1型，セントロメアを有するセグメントが小さい場合は隣接II型，4価染色体の1つが
小さい染色体なら3：1分離が起こりやすい傾向が認められた．【結論】均衡型転座保因者の染色体の核型より，どの程度不

均衡となり，流産になるかということはPGDのカウンセリングを行う際に重要な情報となる．今後もデータの蓄積を続け
て，保因者の核型より流産率の正確な予測を立てられることが期待される．

0－176　1前核胚（1PN胚）のゲノム解析

○西山　幸江1・L｝，加藤　武馬ll，可見知加子1），宮崎　　純3），西澤　春紀3’，清水　勇輔2｝，北村　智志2），朝日　啓司L’），

　加藤　未来2J，櫻井　優広v，桑波田暁子’P，越知　正憲D，西山　幸男2），藤井多久磨31，倉橋　浩樹1）

　D藤田保健衛生大学総合医科学研究所分子遺伝学研究部門，2晒山産婦人科，‘藤田保健衛生大学医学部産科婦人科学教
　室，4）おち夢クリニック名古屋

背景）体外受精や顕微授精の前核期に，しばしば1前核の胚（以下1PN）が観察される．当施設では異常胚として取り扱い，

移植対象とはならない．その理由の一つとして，雌雄の核が確認されないため，両親由来のゲノムを持っているのかどうか

が判断できないことがある．そこで，今回我々は1PN胚が雌雄両ゲノムを持っているのかどうかを解析することを目的と
した．方法）体外受精（clVF）または顕微授精（ICSI）後，　IPNであり，本研究に同意の得られた26個の胚を対象とした．

まず1PN胚を2日間培養し分割した胚24個と未分割であった胚2個の透明帯を除去した．次にPBSにて2回洗浄後PCR
チューブに移し，各々のDNAに対して全ゲノム増幅を行った．6番染色体の5カ所のマイクロサテライトマーカーに関し
て，遺伝子型の解析を行った．結果）26検体中，5ヵ所すべてがホモ接合体であったのは4検体（15．3％），少なくとも1カ

所ヘテロ接合体を認めたものは22検体（84．6％）であった．結語）1PN胚の大多数がヘテロi接合体であり両親由来のDNA
を保有するため，異常胚として廃棄することに対しては慎重になるべきだと考えられた．今後，1PN胚に対しては，着床前
診断と同様に，割球生検で両親由来のゲノムを持つことが解析できれば，胚移植の選択肢が広がり，特に少数胚しか獲得で

きないような患者さんにとってメリットになると思われる．しかし1PN胚の分割胚や胚盤胞は染色体異常の割合が高いと
の報告もあるため，今後，全染色体の網羅的解析を含めた追加検討が必要である．

O－177　均衡型構造異常保因者に対するarrayCGHによる着床前診断で確認された染色体
　　　　　　異数性発生率とその意義

○鈴木まり子12），末岡　　浩12），佐藤　　卓t2），佐藤　健二12），中林　　章t・2），水［　雄貴12），泉　　陽子［・21，

　仙波　宏史’2），飯野孝太郎’2），大澤　淑子12），田中　　守1・2）

　］）慶雁義塾大学医学部産婦人科学教室，2慶雁義塾大学病院臨床遣伝学センター外来

【目的】均衡型相互転座およびRobertson転座の保因者に対する着床前診断（PGD）では，従来法のFISH法によって，転座から派生する染色

体コピー数変化（CNV）解析を実施するのみでは，減数分裂エラー等による偶発的コピー数変化に対応できないことが指摘されており，現在は

PCR法に基づく全ゲノム増幅技術（WGA）およびアレイCGH（aCGH）を用いた解析が主流である．当院で実施したPGDの過程で発生した胚

のWGA－aCGH解析から，全染色体CNV解析の妥当性について検討した．【方法】1）反復流産を適応とするクライエント夫婦（8組女性平

均年齢3＆5歳）に対して，WGA－aCGH解析を用いてPGDを実施した，調節卵巣刺激の後に顕微受精を実施し，発生した初期分割期胚の割球

生検または胚盤胞における栄養外胚葉細胞生検を行い，WGA－aCGH解析に供した．　WGAにはPicoPlex’M　WGA　kit（Rubicon　Genomics）を，

aCGHには24SureTM　v3　kit（BlueGnome）を採用した．本研究は自施設及び日本産科婦人科学会の倫理承認の上で，患者の同意を得て実施した，

【成績】計15周期における生検胚総数76で，生検割球数140のうち，WGAによる増幅成功数122（割球あたり87．1％），診断が確定された胚数

は64（胚あたり82％），移植可能胚数ll（14．5％）であった．移植不可能胚のうち，転座に関連した不均衡が検出された胚数31（40．8％），転座

に関連しない異数性の発生が確認された胚数50（65．8％）であった，aCGHにより診断された数的異常において，目的とする構造異常のlocus

以外の染色体に異数性発生が多く観察され，診断確定不能胚を含め，移植不可能とされた割合は，生検胚あたり85．5％に達した，【結論】既知

の染色体異常に起因する不均衡型転座と別に，多くの胚で転座に関連しない異数性発生が確認された，流産を減少させる意味から，これらの情

報が有意義となる可能性が高い．移植胚決定の上で，クライエントの自己決定を最大限支援する遺伝カウンセリングが望まれる．
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O－178　着床障害に対するOK432免疫療法と妊娠予後について

○岸　沙弥香，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，矢原　　藍，斎藤　　綾村上　夢美，福井　敬介
　福井ウィメンズクリニック

【緒言】我々は第58回日本生殖医学会（演題Ol69）において，高NK細胞活性を示す着床障害例に対してOK432（ピシバ
ニール）を投与することでNK活性を低下させ，着床率が改善することを報告した．今回，　OK432投与後に妊娠した症例の

周産期予後について追跡調査を行ったので報告する．【対象と方法】2009年1月から2014年4月までのART施行例のうちs

複数回のSBTあるいはDBTが不成功だった40才未満（96例）において，　NK細胞活性値が44％以上の高値を示した30
例に対しt患者の同意の基OK432（O．2KE）を2～4回投与した．そのうち，　NK活性が低下し妊娠に至った12例の妊娠予
後（流産の有無，早産率，在胎週数分娩様式，Apgerスコア，児体重，産科合併症の有無）について検討した．また，妊
娠成立時のOK432追加投与と流早産率との関連についても検討した．【結果】妊娠に至った12例中10例（83．3％）が出産，

2例（16．7％）が流産（14w，9w），2例（16．7％）が早産（33w，33w）であった．また，出産年齢36．2±3．7才，在胎週数37

w3d±3w2d，分娩様式は経膣分娩4例（40．0％），帝王切開6例（60．0％）であり，　Apgerスコアは1分後＆4±O．7点，5分
後9．3±0．5点，なお児体重は2560．0±542．9gであった．産科合併症は10例中4例（40．0％）に認められ，　FGR2例・PIH1例・

前置胎盤1例であった．また，妊娠成立時のOK432追加投与と流早産の有無において有意差はみられなかった．【考察】流

産率は16．7％とART全体の流産率と同等であったものの，　PIHやFGRなど産科合併症を高率に認めたことから，高NI（
活性を示す着床障害例は胎盤形成などに関連した周産期異常の発症リスクをもつpopulationである可能性が示唆された．今

後，妊娠後のNK活性の推移やNK活性に対する継続治療の検討を要する．

O－179　子宮頸管操作による炎症マーカーがART成績に与える影響について

○林　　　博1〕，大浦　訓章2），加藤　淳子2｝，山本　瑠伊2），大野田　晋2），飯倉　絵理2），鴨下　桂子2），拝野　貴之2），

　杉本　公平2），岡本　愛光L）

　1｝恵愛病院生殖医療センター，2｝東京慈恵会医科大学産婦人科

【目的】ART治療時に胚移植操作が難しい症例では，その後のART成績の低下と関連しているという報告が多い．また，
ART治療後妊娠では前置胎盤の発症率が有意に増加するという報告が多いが，その原因として胚移植による頸管操作が炎
症反応を起こしサイトカインが生成され，子宮頸管部にビアルロン酸が発生し胚が着床してしまう結果前置胎盤の発症率が

上昇するという可能性が指摘されている．今回我々は，胚移植後の子宮頸管部の炎症マーカーを測定し，ART成績・周産
期予後との関連を比較検討した．【方法】当センターにて2014年3月から4月に胚移植し，インフォームドコンセントの得
られた計68症例を対象とした．胚移植後2－3日後の黄体期に子宮頸管粘液を採取し，炎症マーカー（頼粒球エラスターゼ
活性，ピアルロン酸IL8）を測定しART成績を比較検討した．【成績】年齢および炎症マーカーの平均値はそれぞれ36．7
歳（±4．20），エラスターゼ288pg／mL（±2．36），ビアルロン酸133．9ng／mL（±2012），　IL836＆1pg／mL（±1887）であっ

た．以下の各種パラメータを群分けし，それぞれ炎症マーカーを比較検討した．（年齢35歳未満vs35歳以上，臨床妊娠（＋）
vs（一），流産（＋）vs（一），胚移植難度・易vs難）胚移植難度の高い群ではビアルロン酸値が有意に高かった（236．9vslOl．9，

p＝0．027），それ以外の炎症マーカー値の比較では有意な差を認めなかった．【結論】胚移植が難しい症例では，子宮頸管操

作により炎症反応が増加する可能性がある．しかし，臨床妊娠率などART成績には明らかな影響を与えないことが示唆さ
れた．前置胎盤発症率など周産期予後への影響については今後の検討が必要である．

O－180　新鮮および凍結胚移植におけるEmbryoGlue成績の比較検討

〇三宅　美夏，遠藤由紀子，小川　　紗，栗原　　恵，三浦加奈代，村山　直人，高橋　具視
　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック

【目的】Embryo　Giue（以下EG）はビアルロン酸を含んだ胚移植用培地であり，それによる妊娠率の向上を目指して臨床に

供されている．しかし現在，妊娠率に関して一定の見解は得られていない．そこで今回，我々の臨床所見からEGの有効性
を知ることを目的に新鮮および凍結胚盤胞移植の成績を検討した．

【対象と方法】2011年1月～2013年4月にEGを使用し新鮮胚盤胞移植を行った54周期（53症例）と凍結胚盤胞移植を行っ

た834周期（448症例）をEG群とし，2008年7月～2013年4月に通常の培L養液を使用し新鮮胚盤胞移植を行った90周期
（81症例）と凍結胚盤胞移植を行った427周期（249症例）をコントロール群（C群）とした．新鮮および凍結胚盤胞移植
の妊娠率・流産率を後方視的に比較検討した．

【結果】新鮮胚盤胞移植におけるC群およびEG群の妊娠率は23．3％（21／90）対16．7％（9／54）であり流産率は38．1％（8／

21）対22．2％（2／9）であった．凍結胚盤胞移植でのC群およびEG群の妊娠率は35A％（151／427）対39．4％（329／834）で
あり，流産率は21．2％（32／151）対19．8％（65／329）であった．

【結論】新鮮および凍結胚盤胞移植における妊娠率・流産率ともに有意差は認められなかった．今回の結果より今後は全症

例で行うのではなく患者の希望により行うこととした．しかしながら，患者に本結果を提示しても多くの患者が希望してい
るのが現状である．
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O－181　凍結融解胚盤胞移植におけるEmbryo　Glueの浸漬時間が胚に与える影響について

○鈴木　孝明，中川　　藍，村田　紋香，竹内　茂人，高倉　哲司，菅谷　　健

　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

　Embryo　Glue（EG）はhyaluronanを高濃度に含む移植用培養i液であり，胚の子宮内膜への着床を促進させることが報告されて

いる．また，胚質に影響を及ぼすことから凍結融解後の培養液としても使用されることがある．今回我々は凍結融解胚盤胞移植

（FBT）時におけるEGの浸漬時間の違いが胚に与える影響について検討した．【対象・方法】2014年1月から6月にFBTを行っ

た76周期において，胚融解の約4時間後に再拡張を評価しEGへ浸漬した．移植までの浸漬時間を1時間未満（S群：n＝20），1

時間以上3時間未満（M群：n＝24），3時間以上（L群：n＝32）に分類し，2013年の移植直前にEGに浸漬した151周期（C群）
を対象とし比較検討した．【結果】〈検討1＞各群全体の妊娠率，着床率，流産率はS群：55．0％，SS．O°／，，27．3％，　M群：29．2％，26．9％，

2＆6％，L群：31．3％，27、8％，0％，　C群：42．4％，38．7％，1＆8％であった．〈検討2＞胚の再拡張をGardner分類Blast4以上なら

Good胚［G胚］，3以下をPoor胚［P胚］とした時の妊娠率，着床率，流産率はG胚S群：55．0％，55．0％，27．3％，　G胚M群：31．6％，

300％，33．3％，G胚L群：34．8％，308％，0％，　G胚C群：45．Oo／，，41．4％，16．7％であった．　P胚S群：対象なし，　P胚M群：

20．0％，16．7％，0％，P胚L群：22．2％，20．0％，0％，　P胚C群：32．3％，2＆6％，30．0％であった．〈検討3＞移植時ICM・TE評

価がAまたはBの胚を［良好胚］，同様にCを含む胚を［不良胚］とした時の妊娠率，着床率，流産率は良好胚S群：46．2％，46．2％，

16．7％，良好胚M群：33．3％，29．4％，20．0％，良好胚L群145．0％，42．9％，0％，良好胚C群：46．1％，452％，19．5％，不良胚S

群：71．4％，71．4％，40．0％，不良胚M群：22．2％，22．2％，50．0％，不良胚L群：8．3％，6．7％，0％，不良胚C群：37．1％，30．7％，

17．4％となり不良胚におけるL群の妊娠率・着床率がS・C両群より有意に低値となった．（P＜O．05）【結論】今回の検討では，移

植前培養におけるEmbryo　Glueへの浸漬時間を延長することによる妊娠率，着床率の改善は認められなかった．

O－182　良好胚盤胞移植における経腹超音波ガイド下と経膣超音波ガイド下での比較検討

○貴志　瑞季，今井　和美，北川　晴香，幸寺　　渚，上田　　鈴，篠原　三佳，中西　裕子，金森　真希，奥　　裕嗣
　医療法人紀映会レディースクリニック北浜

【目的】昨年，胚移植法の新しい試みとして経膣超音波ガイド下での胚移植法について報告した（第58回日本生殖医学会）．

この方法は経腹超音波ガイド下よりも膀胱充満の必要がない為患者負担を軽減でき，超音波画像も鮮明であり，臨床成績も
良好であると報告した．今回，胚質・着床環境が臨床成績に影響が及ぼさない条件として，凍結融解胚移植において良好胚
盤胞を移植した症例を対象とし，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～2014年4月までの初回の凍結融解胚移植において良好胚盤胞をDay5にて1個移植した39歳以下の患者
を対象とし，経膣超音波ガイド下での胚移植法を行った群（以下新法128症例・128周期）と経腹超音波ガイド下での胚移
植法を行った群（以下従来法48症例・48周期）に対し，平均年齢・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，培養士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週の時点で経膣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
新法33．5歳，従来法33．2歳で有意差を認めなかった．妊娠率は新法65．6％（84／128），従来法70．8％（34／48）となり，有意

差は認められなかった．着床率は新法58．6％（75／128），従来法60．4％（29／48）となり，同じく有意差は認められなかった．

【考察】両法における妊娠率，着床率はともに高率で両群間に有意差は認められなかった為，胚移植法の違いによる臨床成

績への影響はないと考えられた．新法は従来法に比べデメリットが少なく，患者負担の軽減手技が容易，ET時間の短縮，

超音波画像が鮮明に見える為患者満足度が高いなどメリットが大きい．また新法は鮮明な画像下における至適な位置への胚
移植が可能である．今回得た結果から当院では，今後も新法を用いた胚移植法を継続する．

O－183　凍結融解胚移植のための胚盤胞の凍結／融解の至適時期

○長谷川久隆，渡邊　英明，鈴木　亮祐，塚本　佳奈，菊本　晃代，石橋　和見，笹野　りえ，齋藤　　優，小林　淳一

　神奈川レディースクリニック

【背景と目的】当院では原則Gardner分類によるグレードBL－3BB以上の胚盤胞を凍結対象とし，発育日に関しては，　Day5

／6の朝に観察を行い発育状況を判断し，体外培養のストレスを減らすという観点から極力Day5中に凍結する方法をとって

きた．しかし近年，胚盤胞のサイズも凍結融解胚移植後の妊娠に重要な要因であるという報告が見られる．そこで胚盤胞の

至適凍結時期を検討するため，凍結時の胚盤胞のサイズ（BL－30r　BL－4）と発育日（Day50r　Day6）に関して妊娠率を検
討した．合わせて，至適凍結時期以前に凍結した胚盤胞について，融解時期の改善も行ったので報告する．【対象と方法】2011

年に凍結融解胚移植を行った症例について，Day5凍結のBL－3（D5－3），　Day5凍結のBL－4（D5－4），　Day6凍結のBL－3（D

6－3），Day6凍結のBL－4（D6－4），の4群に分け妊娠率を検討し，至適凍結時期を定めた．続いて2014年より，先の検討

により定めた至適凍結時期より早期に凍結していた胚盤胞を用い凍結融解胚移植を行う症例に対し，移植前日に凍結胚を融
解し一晩追加培養を行うことが妊娠率に与える影響を検討した．【結果と考察】D5－3とD6－3の妊娠率，およびD5－4とD6－

4の妊娠率に，有意差はなかった．そして発育日に関わらず，BL－3で凍結した胚に比し，　BL－4で凍結し凍結融解移植を行っ

た場合に有意に高い妊娠率が得られた．以上より，当院においては発育日に関わらずBL－4に到達した胚盤胞を凍結すべき

であるという結論に至った．また前日融解を行い移植したD5－3は，当日融解のD5－3と比較し妊娠率が有意に向上し，当
日融解のD5－4と同等であった．以上より，　Day5に発育した胚盤胞であっても発育状況によってはあえてDay6まで体外培

養を継続し，十分に発育を進めた胚盤胞を凍結し凍結融解胚移植することで，より高い妊娠率を得られることが示された．

あるいは，移植前日に融解し発育を十分に進めることにより，妊娠率を向上させられることが示された．
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O－184　ART反復不成功症例に対する胚…盤胞二胚移植の治療成績とその治療効果機序に対
　　　　　　する検討

○山下　直樹1），吉田　雅人1），中田久美子12），岩本　武夫3）

　1仙下湘南夢クリニック，2）1」下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所，3東京慈恵会医科大学共用研究施設（生化学研究
　室）

【目的】2007年日本生殖医学会は多胎妊娠防止のための移植胚数ガイドラインを提出した．その遵守により，本邦におけるART治療に起因する多

胎妊娠数は順調に減少し，母児双方のリスクは格段に改善された．当院では，学会ガイドラインよりも一層厳しい自主規制を行い，全胚移植の90％

を越える症例に単一胚移植を行っている．しかし，ART反復不成功症例に対して，徒に単一胚移植に固執することは患者から妊娠の機会を奪う可

能性があることが危惧される．そこで，我々はART反復不成功症例に対して胚盤胞二胚移植を行いその治療成績をまとめた，さらに，二胚を同時

に移植することが，一・胚移植を二回に分けて移植するよりも治療成績が良い理由について胚盤胞培養液のmetabolomicsを解析し検討を行った．

【方法】反復ART不成功症例を過去に5回以上胚移植を行い生児を得ていない症例または良好胚盤胞を二回以上胚移植し生児を得ていない症例と

定義した，胚盤胞二胚移植を施行しtその生児出産率を検討した，さらに，胚盤胞培養液を試料として超高速液体クロマトグラフmaXis3Gを用い

てLC－Hybrid－MS法による含有成分の同定，定量を行い，移植胚相互間の影響が存在するかどうか検討した，

【成績】149症例（平均年令40才）に対して182周期の胚盤胞二胚移植を施行し，73例（症例あたり49％）が生児を獲得した．8例（11％）が双胎

児を出産し，そのうち5症例は35歳以下であった．胚盤胞培養液からNorepinephrineが同定され，移植胚のストレスと相関する傾向が観察され
た，

【結論】胚盤胞二胚移植は厳密な適応基準の下で，ART反復不成功症例に対する有効な治療選択肢になりうると考えられた．また，移植胚間には相

互作用が存在し，妊娠成績の向上に関与する可能性が示唆された．

O－185　高年齢女性の生殖補助医療戦略一生産の観点からの移植胚数一

○中岡　義晴，北山　静香，岩端　秀之，高矢　千夏，姫野　隆雄，井上　朋子，伊藤啓二朗，森本　義晴

　IVFなんばクリニック

【目的】2007年より始まった生殖補助医療における移植胚数の制限は，周産期のハイリスクとなる多胎妊娠の発生軽減に著

明な効果をあげている．一方で，近年増加が顕著となっている高年齢女性の治療においては，得られる胚の数および質の低

下に伴い治療成績は満足できるものではない．特に加齢と共に上昇する胚染色体異常は，42歳以上の分割胚に90％以上認
められるとの報告もある．高年齢女性の場合限られた期間での治療となり，胚の染色体スクリーニングができない現状では，

一定期間に多くの胚を移植することが必要と考えられる．会告以降胚移植数を原則2個までとしているが，開院当初からの
治療成績をもとに高年齢女性の移植個数を再検討してみた．【対象と方法】2003年から2012年の間に，当院で41歳以上の

胚移植周期2873周期（1個移植1138例，2個移植1553例，3個移植182例）を対象とした．年齢別の着床率，流産率，生
産率さらに双胎妊娠のその後の経過を検討した．【結果】41歳から47歳までの1歳毎にみた着床率は41歳から順に17．1％，
10．3％，7．7％，3．5％，38％，3．5％，1．9％，流産率は46．8％，49．1％，44．8％，69．6％，6＆8％，83．3％，100％，移植胚1個

当たりの生産率は9．1％，5．2％，4．3％，1．1％，1．2％，O．6％，0％であった．1卵性双胎を除く双胎妊娠は2個移植で移植あ

たりO．9％（14／1553），3個移植で3．8％（7／182）であった．双胎妊娠21例中2児とも出産となったものは3例（14．3％）の

みで，その最高齢は43歳であった．【結論】41歳以上の高年齢女性の移植胚1個あたりの生産率は低く，特に44歳以上で

は約1％であった．双胎妊娠となった場合にも1児または2児の流産により，2児共の出産は14％にすぎなかった．41歳
以上では移植可能胚があれば2個移植，さらに44歳以上では多胎の出産例がないことから3個移植を考慮すべきと考えら
れた．

O－186　当院での体外受精における年齢別の妊娠までの至適移植回数の検討

○網　　和美，山田　成利，越田　光伸，高橋　典子，廣永　　真，山口　賢一，久保　早織，今野真佐子，横山裕美子

　医療法人越田クリニック

【目的】体外受精・胚移植において妊娠までに至適移植回数があるかどうかを年齢別に検討した．【対象・方法】2007年7月

から2013年12月までに当院にて体外受精・胚移植を施行した2042症例6147周期を対象とした．当院にてIVF／ICSI施行
後に受精卵（初期胚～胚盤胞）を新鮮胚移植または凍結融解胚移植を施行し，妊娠5～6週に経膣超音波検査にて子宮腔内
に胎嚢確認できた場合を臨床的妊娠とし，移植回数ごとの妊娠率を年齢別に比較・検討した．【結果・結論】30歳未満では

6回目までの移植において移植回ごとに40～50％の妊娠率を認めた．6回目までで累積87．4％（111／127）が妊娠に至った．

7回目以降は1回あたりの妊娠率が有意に低下した．30歳以上35歳未満では，6回目までの移植において移植ごとで20～
40％の妊娠率を認め，6回目までで累積89．2％（554／621）が妊娠に至った．7回目以降は移植ごとの妊娠率は6回目までに

比べ有意に低下したが一定した妊娠率が認められた．35歳以上40歳未満では，5回目までの移植において移植ごとに30～
33％の妊娠率を認め，5回目までで累積79．6％（712／894）が妊娠に至った．6回目以降では5回目までに比べ妊娠率は有意

に低下したが移植回ごとに一定した妊娠率が認められた．40歳以上45歳未満では移植回ごとの妊娠率は初回から10回まで
でも約10～15％で一定しており，移植回あたりの妊娠率は低いが，移植回数が増えても妊娠率は有意に低下しなかった．10
回までで累積62．8％（233／371）が妊娠にいたった．以上の結果より年齢別の体外受精における至適移植回数として30歳未

満で6回，30歳以上35歳未満では移植回数6回，35歳以上40歳未満では5回で有意差を認めた．30歳以上40歳未満では
至適回数以降でも移植回ごとに一定した妊娠率は認めた．40歳以上45歳未満では移植回数ごとの妊娠率は初回から一定し
ており，10回の時点でも移植回ごとの妊娠率は低下しなかった．
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0－187　全凍結一胚移植は採卵あたりの累積妊娠率を上昇させるのか？～当院における治療
　　　　　　戦略としての「全凍結一胚移植」の可否～

○宮田　広敏木下由巳子，長谷川真実，吉田　絵美，西
　西ウイミンズクリニック

修

「目的」新鮮胚移植に比べ凍結胚移植での妊娠率が高い事は周知の事実である．それでは新鮮胚移植は行わず，全凍結一胚移

植にすれば妊娠率を上昇させることができるのであろうか？当院では本年より全症例に対して全凍結一胚移植を行うことの

長所・短所を説明し，同意を得られた患者には積極的に全凍結一胚移植を実施している．今回，治療方針の変更により採卵
あたりの累積妊娠率に変化があったかどうかを比較する事により，全凍結一胚移植の有用性を検証した．「方法」当院にて2013

年1月から2014年5月までの間にインフォームドコンセントの上，採卵後1回以上胚移植を実施した572周期を全凍結一胚
移植方針決定前を「コントロール群」，決定後に全胚凍結を行った「全凍結群」の2群に分け，採卵あたりの累積妊娠率を
比較した．「結果」コントロール群と全凍結群それぞれの採卵時の平均年齢・平均採卵数・平均移植胚数に有意な差は無かっ
た．コントロール群と全凍結群，それぞれの凍結胚移植1回目までの採卵あたりの累積妊娠率は，142％vs　24．8％（p＜O．01）．

凍結胚移植2回目までの採卵あたりの累積妊娠率は，14．8％vs　25．4％（p＜O．Ol）といずれも全凍結群の累積妊娠率が有意に

高かった．「考察」今回の検討において新鮮胚移植を行わず，全凍結一胚移植を行うことにより，妊娠が得られる可能性が

高くなる事が判った．しかしながら，新鮮胚移植を行わないという選択は，採卵から胚移植までの期間が長くなり，治療費

がかさむ等のデメリットも考えられる．OHSS等不利益が明らかな場合を除き，全凍結一胚移植を行うかどうかは，十分な
説明を受けたうえで患者の自己決定の下に行われるべき事であり，今後さらに様々な方向から検討を加え，患者の自己決定
をサポートするための情報とデーターを提示することが重要であると考えられた．

O－188　単胚移植により許容レベルまで多胎防止を達成しても凍結胚移植後分娩で重篤な母
　　　　　　体合併症が高頻度だった当院の成績からの提言

○矢野　有貴，松尾　聖子，甲木　　聡，矢吹　淳司，北見　和久，池田　芳紀，伴野　千尋，山口　恭平，吉田　光紗，

　廣渡　芙紀松川　　哲，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，安藤　寿夫
　豊橋市民病院総合生殖医療センター

【目的】多胎は母児の生命を危険にさらすARTの重大な合併症であり，単胚移植は最も効果的な対処法である，当院ではタイムラプスイン

キュベーターでの動画観察を2007年末より全受精卵に適用して効率的な胚選択による単胚移植を原則全例に実施してきた．一方で，なる

べく全胚凍結を避け新鮮胚移植を好条件で実施することも目指してきたが，凍結胚による出産例も増加している．今回分娩時の母体合併症

を中心にまとめ，凍結胚移植に関わる新たな問題点を見出したので報告する，【方法】転居などの事情で他院にて分娩となった一部の症例

では報告の詳細さにばらつきがあったので，当院にてタイムラプスインキュベーターによるARTと周産期管理の両方を実施できた分娩症

例のみを対象とした．このうち，双胎（MD／MM）3例と死産（中期）1例を除く凍結胚移植後155例と新鮮胚移植後180例の単胎分娩に

ついて診療録閲覧を含め詳細にまとめた．個人情報保護の範囲内での外部公表については，インフォームドコンセント済である．分娩担当

医師は，妊娠方法の影響を受けず周産期管理を行った．【成績】凍結胚移植後には，10例（6．4％）の分娩時母体輸血が実施されたが，新鮮

胚移植後では，帝王切開時の大量出血に対する輸血2例（1．1％）のみであった（P　・＝　O．0087）．10例の内訳は，帝王切開時と経膣分娩時の大

量出血がそれぞれ1例と2例，何れも子宮摘出となった癒着胎盤4例，子宮内反症2例，常位胎盤早期剥離1例であったN以上の全例が妊

娠37週以降だ．妊娠37週以降での児の平均出生時体重は，凍結胚移植後145例（93．5％）で3，106gとなり，新鮮胚移植後164例（91．1％）

での2，969gより有意に（P＝O．0021）多かった．【結論】新鮮胚での妊娠成立の機会は奪うべきではない．凍結胚移植後の分娩時母体管理に

は，輸血を前提とした事前の配慮が特に必要である．妊娠中の管理における特別な注意点が凍結胚移植後で必要なのかについても論じたい．

O－189　当院での凍結融解胚盤胞移植における内膜調整法別の妊娠成績の検討

○糸数　　修，銘苅　桂子，安里こずえ，平敷　千晶，青木　陽一

　琉球大学医学部附属病院産科婦人科学教室

【目的】卵巣過剰刺激症候群や多胎妊娠予防，またより良い子宮内膜環境で胚移植を行う目的で，凍結融解胚移植は近年増

加傾向にある．しかしその最良の内膜調整方法の選択には一定の見解がない．今回，当科での凍結融解胚移植における子宮
内膜調整法について検討した．【方法】2010年4月～2013年12月の期間で凍結融解胚盤胞移植を行った症例を対象とした．

内膜調整に，排卵周期で内因性のホルモンを利用した202周期（Natural　Cycle：NC群）と外因性のホルモン剤を使用した

104周期（HormoneReplacement　Therapy　cycle：HRTc）の治療成績を後方視的に比較検討した．　NC群では，排卵誘発剤

を併用した例も含まれており，排卵日（0日目）から5日目に胚盤胞移植を施行，1日目から黄体補充としてプロゲステロ
ンの膣坐剤（50mg／日）を併用した．　HRTc群ではエストラーナテープ貼付剤（O．72mg）を適宜増減しプロゲステロン膣坐

剤（200mg／日）投与開始（0日目）から5日目に胚盤胞移植を施行，妊娠成立後は薬剤の投与を8週6日まで行った．両群
とも14日目に血中HCGで妊娠判定した．【結果】両群間で採卵時患者年齢，胚移植時患者年齢，移植胚数，胚盤胞のグレー
ドに有意差はなかった．NC群，　HRTc群においてそれぞれ妊娠反応陽性率【52．0％，38．5％p＝0．03】，着床率【44．1％，30．5％

p＝O．02】，臨床妊娠率【45．0％，35．6％p＝O．14】，継続妊娠率【82．4％，7＆4％pニO．62】，流産率【17．6％，21．6％p＝O．62】で

あった．【考察】今回の検討では凍結融解胚盤胞移植における子宮内膜の調整法として妊娠反応陽性率，着床率が有意差を

もってHRTc群に比べてNC群が優れており，他の検討項目においてもNC群が良好な成績を示す傾向にあった．
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O－190 超音波診断法を用いた凍結融解胚移植（cryo－ET）周期における子宮筋層後壁厚と
妊娠転帰の検討

○本庄　　考，日高　直美，西村佳与子，

　村上　真央，早田　　瞳，竹原　侑希，

　アイブイエフ詠田クリニック

古賀真菜美，小原由香子，得能　典子，秋吉　弘美，

内村　慶子，国武　克子，泊　　博幸，詠田　由美

谷口加奈子，愛甲恵利子，

【目的】子宮腺筋症は晩婚化，不妊女性の高齢化により遭遇する機会の増加した疾患である．今回超音波検査での子宮筋層

厚測定評価法を用いてcryo－ET周期での，子宮筋層後壁厚と妊娠転帰の検討を行ったので報告する．【対象と方法】2010年

1月より2012年12月までに，分割期胚1個をHRC下でcryo－ETを施行した312症例中，臨床的妊娠に至った150周期を
対象とした．胚移植決定時の経膣USTにて子宮筋層後壁厚を測定した．子宮筋層後壁厚中央値は15．Omm，25％タイル値
は11．9mm，75％タイル値は19．2mmであった．そこで子宮筋層後壁厚にて12mm未満（A群）12周期，12～18mm（B群）
106周期，及び19mm以上（C群）32周期の3群に分類し，流産率，早産率，子宮外妊娠率，満期産率，出生体重を検討し
た．尚，今回の検討に当たり37歳以上，筋腫合併例は対象より除外した．【結果】A群，B群，　C群の流産率はそれぞれ41．7％
（5／12），31．1％（33／106），31．3％（10／32）で，A群に多い傾向にあり，早産率はO．O％（0／12），4．7％（5／106），9．4％（3／32）

とC群において多い傾向にあった．A群，　B群，　C群の満期産率と子宮外妊娠率は50．0％（6／12），632％（67／106），53．1％

（17／32），及び＆3％（1／12），O．9％（1／106），6．3％（2／32）とA群で子宮外妊娠率が高い傾向にあった．満期産例の出生体

重はA群2847．1±378．7g，　B群3127．1±329．3g，　C群3070．0±310．2gとB群と比較しA群で有意に低い結果となった．【考

察】胚移植時の超音波診断法を用いた子宮筋層後壁厚の測定は妊娠転帰を推測するkで，簡便で有用と推測されるものの今
後の更なる検討が必要である．

O－191 凍結融解胚移植におけるレトロゾール内服周期と自然周期の妊娠率の比較検討

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

　滝口　修司，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】ART治療において，過排卵刺激にて採卵後，卵巣過剰刺激症候群や内膜非薄化のため，または余剰卵であるために受精卵

を凍結し，融解胚移植を行うことがある．この時子宮内膜の着床環境をより良いものとする工夫も重要である．一方，新鮮胚移植

周期においては，クロミフェンによる刺激周期よりもレトロゾールによる刺激周期の方が子宮内膜の非薄化を認めず，治療成績が

良いとする報告も近年見られる．そこで我々は，レトロゾール内服周期での融解胚移植を行った場合，自然排卵周期と比べて妊娠

率が上昇するかを検討した．【対象】2013年1月から2014年3月までに当院にて，採卵，受精卵凍結後に融解胚移植を行った43歳

以下の106症例を2群にわけ，レトロゾール内服（月経3日目より3日間）の同意の得られた32例をA群，自然排卵を待って移植
した74例をB群とし，臨床妊娠率，排卵期と移植時の内膜厚，排卵期と着床期の血中E2値，　P値，流産率を検討した．【結果】両

群で年齢，排卵期内膜厚（A群10．0±2．2mm　B群10．3±2．lmm），排卵期E2値（A群332．9±181．0　pg／ml　B群27＆6±168．6pg／ml）P

値，着床期E2値，移植時内膜厚に有意差は認めなかった．着床期P値はA群の方が有意差をもって高かった（A群33．4±12．1ng／
ml　B群25．1±7．4ng／ml　p＝O．OOO3）．両群すべて単一排卵であった．臨床妊娠率は56．2％（18／32），40．5％（30／74）と，　A群で高い

傾向が見られたが，有意差は認めなかった，流産率は5．6％（1／18），10％（3／30）であった．【結論】レトロゾール内服周期は自然

排卵周期と比較して，妊娠率は有意差はないものの高い傾向があった．排卵期のE2値およびP値排卵期と移植時の内膜厚は大き
な変化がなかった．着床期のP値がA群で高く，レトロゾール内服により内分泌環境が変化している可能性がある．今後レトロゾー

ルが子宮内膜にどのように影響しているか，自然周期よりも着床環境を良くする可能性があるのか，さらなる研究が期待される．

O－1・92　凍結融解胚移植妊娠における十分な黄体ホルモン補充による初期妊娠予後の改善

○小川　達之，笠井　　剛，

　山梨大学医学部産婦人科

大木　麻喜，下地　彩乃，原ロセリナ，平田　修司

【目的】当科ではホルモン補充周期での凍結融解胚移植において血清プロゲステロン（P4）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P1値による初期妊娠予後を検討した．【対象と方法】当科において2013年11月か
ら2014年4月までにホルモン補充周期で凍結融解胚移植を施行した135周期のうち，正所性妊娠を確認した35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（切替日）からプロゲステロン膣坐薬600

mg／dayを併用したs切替日から5日目に凍結融解胚移植を施行した．胚移植日および胚移植10日後（判定日）にP，値を
測定した．それぞれP、値によって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を行った．

以前の我々の検討において判定日のP、値が初期妊娠予後に関連すると考えたため，判定日のP、≧10ng／mlを目標として十
分に投与した．P、≧10ng／mlをhigh，　P、＜10ng／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一判定日low）群の4群に分類し，妊娠継続率につ
いて検討した．【成績】各群の妊娠継続率は，以前は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）であったのに対し，今回はHH群が78．9％（15／19），　HL群が50％（2／4），　LH群が83．3％

（10／12）であった．胚移植日lowの症例は全てLH群に含まれ，　LH群の妊娠継続率は以前と同等であった．　HL群には改善

を認めなかった．以上の結果として，全体の妊娠継続率は70．6％（96／136）から77．1％（27／35）と改善傾向であった．【結

論】判定日のP，≧10ng／mlを目標として十分に黄体ホルモンを補充することで，初期妊娠予後を改善しうることが示唆され

た．ただしHL群の成績改善には至らず，胚移植日highの症例には別の要素の検討が必要だと考えられた．
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O－193　ホルモン補充周期での凍結融解胚盤胞移植におけるクロルマジノン酢酸エステルと
　　　　　　ジドロゲステロンによる黄体補充の比較

○平田貴美子1｝，木村　文則1｝，伊津野美香1），竹林　明枝1），高島　明子1），辻　俊一郎］），郭　　翔志1），高橋健太郎2〕，

　村上　　節D

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

【目的】従来，ホルモン補充（HRT）周期での凍結融解胚移植における黄体補充には，プロゲステロン注射，あるいはプロゲス

テロン膣剤を使用していた．しかし，2010年頃よりプロゲステロン注射とプロゲスチン内服によるホルモン補充では妊娠率，

流産率に差がないという報告が相次ぎ，2013年の日本IVF学会の報告によると約37％の施設が内服によるホルモン補充を選択
していた．当院においても2013年よりHRT周期において内服による黄体ホルモン補充を用いて凍結融解胚移植を施行してい
る．今回，HRT周期での凍結融解胚盤胞移植を行なう際の黄体補充にクロルマジノン酸エステル（CMA）とジドロゲステロン
（DYG）を用いたい場合のそれぞれの妊娠率，流産率を算出し比較検討を行った．さらにプロゲステロン膣剤の併用による効果

についても検討を行った．【方法】当院において，2013年1月より2014年6月までにHRT周期での凍結融解胚盤胞移植を行っ

た患者のうち，説明を行い同意の得られた者を対象とした．CMA群（CMA　6mg／日または12mg／日投与　N＝131）とDYG群
（DYG　40mg／日または60mg／日投与　N・　60）に分け，後方視的に検討を行った．【結果】CMA群とDYG群において，年齢，

移植胚数子宮内膜厚，良好胚率の有意な差は認めなかった．妊娠率はCMA群では52．7％，　DYG群では5＆3％で有意差は認
めなかったが，流産率はCMA群で33．3％，　DYG群でIO．3％であり，　DYG群で有意に減少していた．また，　CMA群でもDYG

群でもプロゲステロン膣剤の併用により妊娠率の上昇や流産率の有意な低下を認めなかった．【結論】HRT周期での凍結融解胚

盤胞移植における黄体補充において，CMAとDYGで妊娠率に差を認めないが，　DYGでは流産率を減らす可能性が示唆された．

0－194　子宮内膜症の病態形成におけるmiR－210の発現増加の意義

○岡本真実子1｝，奈須　家栄］・z），青柳　陽子1），甲斐健太郎1｝，平川東望子1），楢原　久司1）

　1）大分大学医学部産科婦人科，2）大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野

【目的】子宮内膜症において，様々なmicroRNAの発現異常とその病態形成における役割が報告されている．我々は，子宮
内膜症間質細胞において発現が増加しているmiR－210の意義について検討した．【方法】子宮内膜症および子宮筋腫の手術

時に文書による患者の同意を得て子宮内膜症嚢胞壁および増殖期の正所性子宮内膜を採取し，子宮内膜症間質細胞および正
常子宮内膜間質細胞を分離i・培養した．正常子宮内膜間質細胞にmiR－210　precursorを導入することによりmiR－210を強
制発現させた．Gene　expression　microarrayおよびIngenuity　Pathway　Analysisを用いて，　miR－210によって発現調節を

受ける標的遺伝子群を同定した．さらに，細胞増殖，アポトーシス，STAT3の活性化，　VEGF産生に対するmiR－210の作
用について機能解析を行った．また，子宮内膜症間質細胞に対するSTAT3阻害剤の効果について検討した．【成績】Gene
expression　microarrayおよびIngenuity　Pathway　Analysisの結果，　miR－210によって発現が誘導される標的遺伝子として

STAT3が抽出された．さらにSTAT3の標的遺伝子としてVEGFが抽出された．　miR－210の強制発現により，正常子宮内
膜間質細胞の細胞増殖は促進，アポトーシスは抑制，VEGF産生は促進された．これらの現象はSTAT3の活性化に伴うも
のと考えられた．また，STAT3阻害剤は子宮内膜症間質細胞の細胞増殖を抑制し，アポトーシスを誘導，　VEGF産生を抑
制した．【結論】子宮内膜症間質細胞におけるmiR－210の発現増加は，細胞増殖の促進，アポトーシス耐性，血管新生の促

進といった子宮内膜症に特徴的な形質の獲得に関与している可能性が示唆された．さらに，microRNAの発現異常の子宮内
膜症の病態形成への関与が改めて示された．また，STAT3阻害剤の子宮内膜症治療薬としての有用性が示された．本研究
で用いた実験手法は，子宮内膜症において異常発現が認められる遺伝子の機能解析に有用と考えられる．

O－195　子宮内膜症病巣におけるangiotensin　II　type1（AT1），　type2（AT2）receptor　mRNA

　　　　　　の発現について

○仲尾　岳大，千島　史尚，林　　忠佑，市川　　剛，椙田　賢司，山本　樹生

　日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野

【目的】レニンーアンギオテンシン系rennin－angiotensin　system（RAS）は，血管緊張，腎における血行力学，水電解質バラン

スを調節し，血圧を変化させるだけでなく，腫瘍の増殖や血管新生と関連があると言われている．近年，子宮内膜組織におけ
るangiotensin　receptorの存在が証明され，子宮内膜間質細胞endometrial　stromal　cells（ESC）においてangiotensinIIは，　an－

giotensin　II　type　1（AT1）receptorを介して調節されていることが報告された．今回，我々は子宮内膜症病巣にangiotensin

IItype1（AT1），　type2（AT2）receptorが発現しているかmRNA定量および免疫組織化学染色を行い検討した．【方法】Informed

consentのもと，当施設で手術を受けた子宮内膜症患者35例を対象とし，子宮内膜症を伴わない良性疾患の子宮内膜組織15
例を対照とした．子宮内膜症病巣および同時に得られた正所性子宮内膜，対照の子宮内膜組織を各月経周期に分けた．ATI，

AT2　receptor　mRNAおよびCOX－2　mRNA発現についてreal－time　PCRにより解析し，更にAT1，　AT2　receptor発現につ
いて免疫組織化学検査を行い検討した．【成績】Rreal－time　PCRにより，コントロール群（非子宮内膜症）の子宮内膜組織に

おけるATI　receptor　mRNA発現は，増殖期に比較し分泌期において有意に増加していた．また，子宮内膜症病巣におけるAT

lreceptor　mRNA発現はコントロール群（非子宮内膜症）の増殖期子宮内膜組織に比較し有意に増加していた．子宮内膜症病

巣におけるAT1，　AT2　receptor　mRNA発現はCOX－2　mRNA発現と有意な相関を認めた．免疫組織化学染色において，子宮
内膜症病巣および正所性子宮内膜の各月経周期において上皮細胞，間質細胞ともに陽性であった．【結論】子宮内膜症組織にお

けるAT1，　AT2　receptorが発現しレニンーアンギオテンシン系が子宮内膜症の病態形成に関与する可能性が示唆された．
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O－196　子宮内膜症患者における正所性子宮内膜のマクロファージsubpopulationの検討

○竹林　明枝1），木村　文則1），平田貴美子1），高島　明子D，辻　俊一郎1），郭　　翔志11，高橋健太郎2｝，村上　　節1）

　’滋賀医科大学産婦人科学講座，Z滋賀医科大学地域周産期医療学講座

【目的】子宮内膜症患者の正所性子宮内膜では非子宮内膜症患者に比べマクロファージの分布が異なることが知られている．

マクロファージは機能的に細菌，ウィルス，真菌の感染排除を担うMlマクロファージと，組織修復，血管形成腫瘍増殖
に関わるM2マクロファージに大きく分類される．今回我々は子宮内膜症患者の正所性子宮内膜におけるMl／M2マクロ
ファージの分布について非子宮内膜症患者と比較し検討することとした．【方法】2001年4月から2012年4月の間に子宮全

摘術を施行された73症例（子宮内膜症群36症例，非子宮内膜症群37症例）を対象とした．パラフィンブロックの連続切
片を用いて全マクロファージの特異的マーカーであるCD68とM2マクロファージの特異的マーカーであるCD163の免疫組
織染色を施行した．光学顕微鏡下に子宮内膜間質を観察し，5視野の陽性細胞数の平均を計算した．CD68陽性細胞数CD
l63陽性細胞数M2マクロファージの全マクロファージに占める割合（CD163陽性細胞数／CD68陽性細胞数以下CD163
／CD68とする）について，両群の月経周期別に比較検討した．子宮内膜症群と非子宮内膜症群の患者背景が異なり結果に影
響を与えている可能性があるため，重回帰分析を施行した．【成績】患者背景は子宮内膜症群が非子宮内膜症群に比較し，

経産回数は有意に低く，子宮腺筋症併発率は有意に高く，子宮筋腫併発率は有意に低かった．CD68陽性細胞数は全月経周
期において子宮内膜症群が非子宮内膜症群より有意に高かった．CD163陽性細胞数は全月経周期において子宮内膜症群と非
子宮内膜症群と同等であった．CD163／CD68は全月経周期において子宮内膜症群において有意に低かった．重回帰分析の結

果，CD163／CD68に影響を与える因子は子宮内膜症のみであった．【結論】子宮内膜症群では非子宮内膜症群に比較しM2
マクロファージの割合が有意に低く，マクロファージの分布がMlに傾いていることが示唆された．

O－197　子宮内膜症における細菌性エンドトキシンの役割とその生殖機能に及ぼす影響

○カーンカレク1），北島　道夫1），藤下　　晃2），増崎　英明1）

　D長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科，2｝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．子宮内膜症の病態に関わる初期炎症促進因子について

は必ずしも明らかでない．私どもは，子宮内膜症での細菌性エンドトキシン（LPS）の役割や由来ならびに生殖機能への影
響について検討した．【方法】子宮内膜症（n＝58）および非子宮内膜症コントロール（n＝　28）から，インフォームド・コ

ンセントを得て，腹腔鏡手術時に腹水，月経血および子宮内膜を採取した．腹水からマクロファージを抽出し，子宮内膜は
上皮および間質細胞に分離し，それぞれ培養した．それら細胞におけるToll－like　receptor4（TLR4）の遺伝子および蛋白

の発現を検討した．培養上清中の炎症促進性蛋白の発現量をELSIA法で計測した．月経血および腹水中のエンドトキシン
濃度をLAL法で測定した．培養細胞の増殖性をBrdU取り込み能で評価した．エンドトキシンの由来を検討するため月経
血培養を行った．【結果】月経血中には大腸菌（E．coli）のコンタミネーションが認められ，子宮内膜症ではE、coliのコロニー

形成能がコントロールに比して有意に充進していた（105－107vs　＜102　CFU／ml）．月経血あるいは腹水中のEcoliに由来す

るエンドトキシン濃度はコントロールに比して子宮内膜症で有意に上昇していた．LPSで処理したマクロファージから産生

されるHGF，　VEGF，　IL－6およびTNFαは内膜症で有意に克進していた．培養細胞を抗TLR4抗体で処理したところ，　LPS
で誘導される炎症性蛋白の産生および子宮内膜の増殖は有意に抑制された．エンドトキシンが精子機能あるいは妊孕性に及
ぼす影響について考察する予定である．【結論】子宮内膜症の新たな病態仮説として「細菌コンタミネーション仮説」を示

した．月経血の経卵管逆流による腹水中のエンドトキシンは骨盤内炎症を惹起しTLR4を介した子宮内膜症の増殖に関与す
る．腹腔内のエンドトキシンは子宮内膜症の妊孕性に影響をおよぼす可能性がある．

0－198　マウス子宮内膜症モデルにおけるIAP阻害剤の病巣縮小および炎症抑制作用

○上垣　　崇，谷口　文紀，東　　幸弘，佐藤　絵理，出浦伊万里，原田　　省

　鳥取大学医学部産科婦人科

【目的】ヒト子宮内膜症組織では，正所性子宮内膜組織に比してIAP（lnhibitor　of　apoptosis　protein）ファミリーの発現が

高いこと，ならびに子宮内膜症間質細胞においてIAP阻害剤が増殖抑制を示すことを報告した．本研究では，モデルマウス
を用いて，IAP阻害剤の子宮内膜症病巣に与える影響について検討した．【方法】卵巣摘出後に性ホルモン動態を同調させ

た同系マウスから摘出した子宮内膜を腹腔内移植して，子宮内膜症モデルマウスを作製した．子宮移植後よりIAP阻害剤（BV

6：10mg／kg）を腹腔内投与し，4週間後に腹腔内に形成された子宮内膜症病巣について評価した．マウスあたりの子宮内膜

症病巣の個数，総重量および表面積を計測した．病巣組織における細胞増殖能はKi67，血管新生はPECAM，炎症反応はT
細胞およびマクロファージを指標としてCD3とF4／80の免疫組織化学染色法により評価した．さらに炎症性サイトカイン
として，Vegf，　Il－6，　LifおよびMcp－1の遺伝子発現をReal　time　RT－PCRで検討した．【結果】マウス腹腔内には，主に

腹膜や腸管膜に直径2～5mm大の嚢胞状病巣が複数個形成された．病巣組織の嚢胞壁は一層の上皮細胞と周囲の間質細胞で
形成されており，それぞれサイトケラチンとビメンチン陽性であった．BV6投与により，マウスあたりの病巣の個数は平均
4．6個から2．7個に減少した．病巣の総重量は対照の55．4％に，表面積は43．5％に減少した．BV6投与により，　Ki67陽性細
胞比率は26．8％から8．8％と低下し，CD3とF4／80において著しい発現低下がみられた、遺伝子発現においてはVegf，　Il－6，

LifおよびMcp－1のいずれも有意な発現低下を認めた．【結論】マウス子宮内膜症モデルにおいて，　IAP阻害剤は抗炎症作

用および病巣縮小効果を示した．IAPが子宮内膜症に対する新たな分子標的治療の候補となる可能性が示唆された．
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o－199 妊孕能温存希望例に対する子宮内膜症性卵巣嚢胞の各種手術前後の卵巣機能検査か
らの考察

○斉藤奈津穂t），奥田喜代司D，穀内　香奈D，深澤　祐子v，中村　容子い，湯口　裕子D，山下　能毅2），寺井　義人131，

　大道　正英3）

　1）北摂総合病院産婦人科，2）宮崎レディースクリニック，3）大阪医科大学附属病院産婦人科

目的：近年，子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する腹腔鏡下嚢胞摘出術は術後妊娠率が優れているが，卵巣機能へのダメージが大きいことが

報告されている．一方，嚢胞内壁焼灼術は再発率が高いが，卵巣機能への影響が少ないとされている．今回，子宮内膜症性卵巣嚢胞に

対する手術療法（嚢胞摘出とバイポーラや一部アルゴンレーザーによる嚢胞内壁焼灼術）の有用性を術前後の血中AMH値，　FSH値

と卵巣血流を測定し，その有用性を検討した．方法：2011年6月一2014年4月に両側内膜症性嚢胞46例（両側群）（摘出：28例，焼

灼：18例），片側内膜症性嚢胞70例（片側群）（摘出：46例，焼灼：24例）を対象として，術前および術後1ヶ月，術後6ヶ月の血

中AMH，　FSH値を測定し，多変量解析を用いてAMH，　FSHの変化率に関する因子を検討した、また，3次元超音波影像法で卵巣血
流（vascularization　index（VI），　flow　index（FI），　vascuiarization　flow　index（VFI））を計測し，　AMHとの相関，術前後の変化に

ついて検討した．結果：血中AMH値の術前後の変化率を各群でみると，全ての群で術後1ヶ月目に低下し，術後6ヶ月後にはやや回

復した．その術後6ヶ月での低下率は両側群と片側群ともに摘出群の方が内壁群より大きかった（両側1：－71％vs－56％，片側：－48％

vs－43％）．多変量解析でAMHの低下率は術後1ヶ月，6ヶ月とも年齢，　rASRM　scoreが有意な関連因子であった．3次元超音波影
像法では，VI，　FI，　VFIともAMHと有意に相関していた（VI：r＝O，91，　FI：r＝O．46，　VFI：r　＝　O．84）．結論：子宮内膜症性嚢胞に対す

る嚢胞摘出術は内壁焼灼術より卵巣機能へのダメージが大きいが，そのダメージは年齢や重症度と関連していた．すなわち，妊孕性の

温存希望例に対する子宮内膜症の治療は手術術式だけではなく，早期発見と早期治療が重要視される必要があると思われた．

O－200 36歳以上の不妊症患者に対する腹腔鏡手術一不妊症例に対する腹腔鏡手術は，何
歳までが適応か？一

○黒土　升蔵’｝，光畑　慎吾［〉，藤井　好孝D，本山　洋明1），安藤　正明L’｝

　1）倉敷成人病センター体外受精センター，2愴敷成人病センター婦人科

　高年齢不妊患者（以後H）に対する腹腔鏡手術では，加齢による卵の質的低下があり，術後容易に妊娠率は向上しない．また，筋腫

核出術では子宮破裂のリスクを考慮し術後一定期間の避妊を行うが，Hでは時間的猶予がないため，長期間の避妊指示が躊躇され，　H

の手術適応の決定には難渋しやすい．過去5年間で当院婦人科での手術時年齢（以後A）が36歳以上であった不妊外来のH64名を検

討した．内訳は，腹腔鏡下子宮筋腫核出術（以後LM）40名，子宮内膜症に対する腹腔鏡手術（チョコレート嚢胞摘出，深部病変摘出

など，以後END）24名であった．全体の妊娠率と出産率は29／64（45．3％），26／64（40．6％）であり，術式別では，　LMが20／40（50％）

で60％が自然～AIHでの妊娠に対し，　ENDの妊娠率は8／24（33．3％）で，86％がART妊娠であった．妊娠の多くは30歳台であり，

40歳台の妊娠率は，4／23（17．4％）に止まり，43歳以上ではbasal　FSH　15　mlU／ml以上の2名も含まれ術後の妊娠例はなかった．し

かし，不妊外来から婦人科へ反復流産や治療反復不成功の適応でLMを依頼した13名中，術後8名が妊娠出産し，反復流産の適応で

執刀したLM患者のAが42歳11ヶ月と全症例中の最高齢の妊娠出産例であり，次いでA　41歳3ヶ月で，　ART反復不成功の適応に
て執刀されたLMが，術後AIHで妊娠し出産した．一方，　ENDでは，　A　39歳0ヶ月が最高齢であり（ASRM　score　51，　stage　IV），

術後ART（antagonist法，　FSH投与量1200単位）により，採卵数3個と少数であったが，胚盤胞1個（4AA）を移植し，初回で妊
娠し出産した．しかし，A37歳の症例では術後高度な卵巣機能不全を認めた．　Hでは，　LMは43歳未満でbasal　FSH　15　mlU／ml以下

が可能性のラインだが，反復流産や治療反復不成功例であれば，術後妊娠の可能性を有する．一方，ENDはA39歳以下が可能性のラ

インであり，ARTへの依存度が多く，加齢に伴い採卵数が低下しやすいため，卵巣予備能保護に配慮した手術が求められるt

O－201　子宮内膜症卵巣嚢胞エタノール固定術後の卵巣予備能の変化と腹腔内癒着の有無

○河邉　史子，長木　美幸，越光　直子，宇津宮隆史

　セント・ルカ産婦人科

【目的】不妊症患者に対する子宮内膜症性卵巣嚢胞エタノール固定術には腹腔鏡下手術と経膣的手術がある．近年エタノー

ル固定後のダグラス窩癒着が指摘されているが，当院での腹腔鏡下エタノール固定術後の卵巣予備能の変化，術後の腹腔内

の癒着について検討したので報告する．【対象・方法】卵巣予備能は2013年3月から手術直前，直後，一か月後にAMHを
測定した症例：50名，平均年齢33．4歳で検討した．術後の癒着は当院で二回以上腹腔鏡下エタノール固定術を行った患者ll

名で検討した．【結果】エタノール固定術8症例で手術前AMHの平均23ng／ml手術後2．Ong／mlでAMHが低下した．21
例の子宮内膜症ブルーベリースポット焼灼術前2．O　ng／ml，手術直後は1．4ng／mlで，やはり低下していた．卵巣操作を行わ

なかった5例の腹腔内洗浄症例でも2．42ng／mlから1．68ng／mlと低下していた．減少率ではエタノール固定術の減少率が小

さかった．また，腹腔鏡下エタノール固定術後，前回より内膜症スコアが下がると癒着スコアも減っており，エタノールに
よると思われる癒着は認められなかった．【考察】エタノール固定術後AMHは低下していたが，手術中卵巣を操作しなかっ

た症例と減少率は変わらず，卵巣への侵襲は軽度であると思われた．腹腔鏡下エタノール固定術後tエタノールによる癒着
は認められなかった．エタノール固定を行うのであれば，腹腔鏡下で行うべきであり，やはり内膜症性嚢胞に対し，腹腔鏡
下エタノール固定術は妊孕性温存に適していると考える．しかし嚢胞摘出術後にも悪性化の報告がなされていることから，

エタノール固定後の悪性化に対し，より慎重な長期的フォローアップが必要である．
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O－202　卵巣性子宮内膜症症例に対するアルコール固定術後の妊娠の有無の検討

○永吉　　基，田中威づみ，山口　貴史，御木多美登，伊熊慎一郎，田中　　温

　セントマザー産婦人科医院

【目的】子宮内膜症は，良性疾患でありながら周囲組織へ増殖・浸潤し，強固な癒着を形成する．チョコレート嚢腫では腹腔

鏡下手術が勧められるが，手術をすぐに希望しない症例ではアルコール固定術や薬物療法がある．今回我々は，卵巣性子宮
内膜症（チョコレート嚢腫）症例に対してアルコール固定術を行い，その後の妊娠の有無について検討した．【方法】平成23

年1月から平成25年12月までに当院でアルコール固定術を行ったチョコレート嚢腫症例を対象とし，自然・タイミング・
人工授精・体外受精による妊娠・流産について調べた．体外受精に関しては，アルコール固定術を行わなかった症例の臨床
成績と比較検討した．【結果】L対症例妊娠率は，自然・タイミング・人工授精では35．3％（6／17）で内自然妊娠4例あり，

体外受精は39．6％（19／48）であった．2．対症例流産率は，自然・タイミング・人工授精では16．7％（1／6），体外受精は31．6％

（6／19）であった．3．自然・タイミング・人工授精で妊娠が認められた症例は，全て治療開始から6か月以内に妊娠した．4．

体外受精における（A）アルコール固定術施行群65例（B）アルコール固定術非施行群341例の臨床成績は，平均年齢：（A）
35．0歳（B）35．5歳　総注射量：（A）11451．U．（B）10461．U．平均卵胞数：（A）9．1個（B）8．5個　平均採卵数：（A）6．2個

（B）6．0個　平均分割数：（A）3．1個（B）3．1個　対周期妊娠率：（A）20．8％（11／53）（B）1＆2％（48／264）対周期流産率：

（A）36．4％（4／ll）（B）35．4％（17／48）対周期治療キャンセル（受精できなかった・分割が進まなかった等）率：（A）24．6％

（16／65）（B）27．3％（93／341）であった．【結論】1．アルコール固定術後，6か月間はタイミング・人工授精を行ってみる．

2．アルコール固定術後の体外受精の臨床成績は，非施行群と比較し有意な差は認められなかった．平均卵胞数・対周期妊娠
率は，施行群がやや高い傾向を示した．子宮内膜症症例では，妊娠率は低く流産率が高い結果となった．

O－203　子宮内膜症に対するジェノゲストの長期使用の成績

○谷口　　憲，北島　道夫，井上　統夫，松本亜由美，平木　宏一，三浦　清徳，増崎　英明

　長崎大学医学部産科婦人科

【目的】子宮内膜症に対する内服薬物療法として，第4世代プロゲスチンであるジェノゲストは自他覚症状の改善に有効で

あり，臨床における使用頻度は増加してきている．一方，本剤の1年以上の長期投与による有効性および安全性は未だ確立
されていないとされる．今回，子宮内膜症に対しジェノゲストを1年以上使用した長期成績について検討した．【対象およ

び方法】2008年9月から2014年6月までに当科で子宮内膜症に対してジェノゲストを処方した109例のうち1年以上投与
を継続した28例を対象とした．治療効果の評価として，自覚症状の改善の有無卵巣嚢腫を認める症例ではその縮小の有
無を検討した．また，副作用として，不正性器出血の頻度とその出血量，その他の随伴症状の有無と頻度を検討した．【結

果】対象の投与開始時の平均年齢および投与期間は，それぞれ37．4歳および36．7ヶ月であった．再発に対し13例，再発予
防目的に4例投与した．自覚症状を有したすべての症例で投与後に自覚症状の改善を認めた．投与前に超音波検査で卵巣嚢
腫を認めた21例では，投与後縮小したものが19例（90．5％），不変が1例，増大が1例であった．不正性器出血は17例（63％）

で認められた．出血量はごく少量が10例，月経量より少ない程度が2例，月経量と同程度が4例，通常の月経量より多く
貧血で治療が必要であったのが1例であった．その他の副作用として，頭痛が6例（22．2％），下腹部痛が4例（14．8％），

ほてりが4例（14．8％）に認められた，【結論】子宮内膜症の術後や再発にジェノゲストを1年以上の使用した例において治

療効果が維持され，副作用の増加は認められないことから，可能な症例では長期の継続投与が有用であると考えられた．そ
の場合，合併する子宮筋腫や子宮腺筋症には留意する必要があり，骨量検査も適宜行うべきである．

O－204　子宮内膜症では個別化調節卵巣刺激でもAMHは採卵の量的質的予測における優れ
　　　　　　たマーカーである

○矢吹　淳司，松尾　聖子，甲木　　聡，北見　和久，池田　芳紀，伴野　千尋，山口　恭平，吉田　光紗，廣渡　芙紀，

　松川　　哲，矢野　有貴，小林　浩治，高柳　武志，鈴木　範子，安藤　寿夫

　豊橋市民病院総合生殖医療センター

【目的】子宮内膜症を不妊因子として有するART女性では，チョコレート嚢胞の存在，癒着による卵巣の偏位，手術による卵

巣正常組織量の減少などを背景として，ARTにおける調節卵巣刺激法を個別化することが一般的である．血清AMH（抗ミュ
ラー管ホルモン）値は，卵巣予備能を端的に反映するとされ，採卵数を予測するうえで有効とされるが，多くの報告Shortアゴ

ニスト法などに刺激法を固定した研究成果によるものである．今回，背景も多様な内膜症因子のARTにおいてAMHが採卵の
量的質的予測に有効な指標となるかを検討した，【方法】当院において，6か月以内にAMHを測定済みの連続345採卵周期（患
者173名）を後方視的に検討した．採卵手術は一卜分な技術を有する婦人科医のみが実施し，必要に応じて本学会認定専門医が穿

刺困難な卵胞より採卵した．子宮内膜症の存在を現症あるいは手術既往により認めた91周期を内膜症群，それ以外の周期を対
照群とした．ピアソンの相関係数の検定等を統計解析に用いた．【成績】アゴニスト法の割合は内膜症群2＆6％対象群28．7％で

同等だった．採卵数（未熟卵・変性卵を含む），MII卵数受精卵数の予測において，内膜症群では，優れたAMH値との相関
を示した．AMH＜0．37ng／ml（感度72．0％，特異度80．5％）において周期によってはMII卵が得られない高い可能性を示した．

【結論】治療背景に関わらず子宮内膜症では採卵数が少なくなることが懸念されることが多く変性卵の割合も多いため，AMH

は優れた予測マーカーとなった．AMHを指標とした採卵手術の結果予測は，妊娠予後と子宮内膜症の再発リスクを含めた総合

的な治療指針を明確化させ，それを踏まえて患者さんが前向きに治療に向き合うことに貢献することが期待できる．
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O－205　思春期早発症女児2例におけるNMUR2機能低下多型の同定

○泉　　陽子D，鈴木江莉奈D，佐野伸一朗’），中林　一彦3），梅澤　明弘1），秦　健一郎3），末岡　　浩2），田中　　守2），

　緒方　　勤5），深見　真紀1）

　P国立成育医療研究センター分子内分泌研究部，2慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，3個立成育医療研究センター周産
　期病態研究部，t個立成育医療研究センター生殖・細胞医療研究部，5）浜松医科大学小児科

【背景】マウスNeuromedin　U（NMU）は，　Nmur2によってコードされる受容体を介して，ゴナドトロピン分泌と摂食を制御する．

Nmu遺伝子欠損は，雌マウスにおける思春期早発と肥満を招く．現在までにヒトの思春期発来時期の異常とNMU／NMUR2変異を
関連付ける報告はない．【対象と方法】思春期早発症患者26例（男性8例，女性17例）を対象に，次世代シークエンサーを用いて

ゴナドトロピン分泌関連遺伝子のシーケンスを行った．同定された変異はサンガー法で確認し，In　si∫ico機能予測を行った．【遺伝

子解析結果】2例の女児にそれぞれ，NMUR2ヘテロ接合性ミスセンス変異（p．R40W）（症例1），ナンセンス変異（pQ157X）（症

例2）を同定した．pR40Wとp．Q157Xは，それぞれアリル頻度O．18％，　O．41％の多型として登録されていた．　In　silico解析より両

変異は機能低下を招くと予測された，これらの2症例ではNMUR2以外のゴナドトロピン分泌関連遺伝子変異は同定されなかった．

症例1の父と兄，および症例2父に同一変異を同定した．【変異陽性患者の臨床像】症例1：2歳6カ月女児．乳房腫大（Tanner　B3，

PHI）を主訴に受診．身長96．8　cm（＋2．7　SD），体重17．0　kg（＋3．4　SD），骨年齢5．0歳子宮内膜は三層構造を呈し卵胞形成あり．

頭部MRI異常所見なし．　LHRH負荷試験LH　2．8→72、61U／ml，　FSH　4．0→12B　IU／ml，　E、61．O　pg／ml．両親の思春期発来は正常で

あり，変異陽性の4歳の兄には性成熟兆候は見られていない．症例2：7歳11カ月女児．乳房腫大と陰毛発生（Tanner　B2，　PH2）
を主訴に受診身長12＆3cm（＋0．8　SD），体et　30．6　kg（＋O．7　SD），骨年齢9．3歳．　LH　O．14　IU／ml，　FSH　3．87　IU／ml，　E、＜10　pg／

ml，頭部MRI異常所見なし．【結論】NMUR2のまれな機能低下多型が女児における思春期早発症に関与する可能性が見出された．

O－206　凍結融解胚移植により出産に成功したKallmann症候群の1症例

○下田　美怜，岩山　　広，石山　　舞，中谷　絢乃，山下　正紀

　山下レディースクリニック

【目的】Kallmann症候群は低ゴナドトロピン性性腺機能低下と嗅覚障害を伴う遺伝子疾患である．排卵誘発による発育卵胞

数は少なく，得られる卵子は限られている．また治療効率を考えた場合，一般不妊治療よりもART，　IVFよりもICSI，新鮮

胚移植よりも凍結融解胚移植の方が妊娠の可能性は高いと考えられる．本研究ではKallmann症候群の女性でICSIおよび凍
結融解胚移植により生児が得られた症例を報告する．【症例】18歳より原発性無月経を主訴にカウフマン療法を行っていたが，

30歳で結婚し挙児希望となった．LH，　FSH，　E、は極めて低値であり，　PRL，　TSHは正常であった．染色体は46，　XXで正常

であった．LH－RH試験でLHは低反応，　FSHは正常か低反応で，　LH－RH連続負荷では反応が見られた．　MRIでの診断で嗅

脳の発達が悪くKallmann症候群と診断された．卵巣は経膣超音波で左右ともに確認できず，　AMHはO．20　ng／mlと低値で

あった．治療開始から5周期目，消退出血5日目からhMGを連日投与したところ，投与36日日に卵胞4個が確認された．
この時E、は低いが56pg／mlまで上昇しており，　hCGを投与した．初めて卵胞発育が確認されたためARTを選択し，卵子2
個（MII，　GV）を獲得した．　MII卵子にICSIを施行し，3日目に8細胞期胚が得られ凍結保存した．　HRT周期で凍結融解胚

移植を行ったところ妊娠が成立し，5週2日に胎嚢を確認，6週2日に心拍を確認した．妊娠中は特に異常を認めず，41週3
日帝王切開により3246gの健児を出産した．【結論】本症例では長期間のhMG投与により初めて卵胞発育が確認され，得ら
れたMII卵子1個に対してICSIおよび凍結融解胚移植を適用することにより生児を得ることができた．我々の知る限りでは
Kallmann症候群の女性の凍結融解胚移植による出産報告は初めてである．このような貴重な卵子をいかに出産まで結び付け
るかは重要であり，その方法としてICSIおよび凍結融解胚移植は有用な方法であると考えられた．

O－207　ステロイドホルモン合成経路に関与する酵素欠損または酵素量低下を疑った体外受
　　　　　　精の1例

○松本　香織林　　忠佑，加藤恵利奈，市川　　剛，千島　史尚，山本　樹生
　日本大学医学部附属板橋病院産婦人科

はじめに：近年の体外受精の急速な発展はめざましいが，採卵の適時予測には血中ステロイドホルモン量の評価は現在も欠かせな

い．今回我々は体外受精を目的とした調節卵巣刺激において多数の卵胞発育を認めるにも関わらず血中E2値が低値で容易に黄体化

を呈すものの，採卵・培養結果が良好でHRT周期で妊娠に至った1例を経験したので報告する．症例：26歳．未妊経初経13歳．

BMI19．2．平成24年に無月経と挙児希望を主訴として来院．初経より順調な月経周期であったようだが，21歳時に2カ月で約12kg

の体重減をきっかけに無月経となり，近医で治療を行っていた．当院での精査の結果，視床下部性の無月経と診断された．タイミ

ング法も試みたが夫が単身赴任中の為，凍結精子を使用したIVFを行う事となった．初回COSはrFSH2251U連日投与で行ったも
のの，左右卵巣に合計30個以上の卵胞発育が見られるにも関わらずCOS開始10日目で血中E2が低く（484　pg／ml），　P4の上昇（2．09

ng／ml）を認めたためキャンセル．2回目のCOSでも前回と同様の刺激法で多数の卵胞発育が認められたものの，　COS開始12日目

で低E2（701pg／ml），　P4上昇（2．11ng／ml）という所見であったが採卵を決行した．結果33個採卵でき，うち32個が成熟卵であっ

た．媒精法はSplit法で行い，培養結果は15個ICSI－11個受精一3個凍結（初期胚2個，胚盤胞1個），17個IVF－14個受精一7個凍

結（初期胚2個，胚盤胞5個）であった．この後HRT周期で凍結胚盤胞移植を行い，1回で妊娠に至った．妊娠は順調に継続して

いる．結語：血中E2値が低値にも関わらず多数の成熟卵が採れた事，また容易に黄体化するなどの事象から，我々はステロイドホ

ルモンの合成経路に関与する酵素に欠損または酵素量の低下があるのではないかと考えている．ヒトではアロマターゼ欠損症の存

在が知られており，今後保存してある当症例の卵胞液等の解析などを行う予定である．本症例の提示と妊娠経過を併せて報告する．
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O－208　1卵胞を穿刺し2卵子を採取した1例

○田中　絢香1｝，中村　仁美1），熊澤　恵一D，金　　南孝D，小泉　花織i＞，古谷毅一郎i｝，後安　聡子11，

　筒井　建紀2），木村　　正u

　V大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座，2）独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

安井　悠里1），

【緒言】今回我々は，ART治療において採卵の際に1つの卵胞から2つの卵子を採取した．これまでにも2つ以上の卵子を
含む卵胞である多卵子卵胞の存在が報告されており，文献的考察を加えて報告するN【症例】32歳，未経妊．他院にてPCOS

及び子宮体癌IA期と診断され，腫瘍摘出・子宮筋層生検・卵巣多孔術を施行．その後MPA療法を6周期施行された．挙
児希望のため当院を紹介受診し，人工授精を5回施行するも妊娠に至らず，体外受精の方針となった．rFSHとGnRH　antago－

nistを用いた卵巣刺激を行い，採卵を行った．左右卵巣より46穿刺8採卵した．そのうち2つの卵胞において，2つの卵子
が同じ穎粒膜細胞を共有するがそれぞれ別々の透明帯をもつものを確認した．4つの卵子は未成熟で体外成熟培養を施行す

るも，その後の発生は認められなかった．別の卵子で顕微受精を行い，採卵の2周期後にホルモン補充周期にて凍結融解胚

移植を行い，36週で選択的帝王切開にて分娩した．【考察】多卵子卵胞は初期卵胞形成期に2つの卵胞が癒合して，もしく

は穎粒膜細胞によって分離されないまま成熟して発生すると考えられている．これまでヒトでは透明帯が融合しているもの

を含めて17例報告がある．動物でも多卵子卵胞が報告されており，未だに発生機序は明らかではないが，自然発生の二絨
毛膜二羊膜双胎の中にも，多卵子卵胞からの排卵によって発生する双胎が含まれている可能性がある．

O－209 Fetal　growth　restriction児分娩既往のある女性に対する不育症スクリーニングの
意義

○小谷早葉子V，中塚　幹也2），久保光太郎1），長谷川　徹’1，酒本　あいV，松田　美和1），鎌田

　D岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室，2岡山大学大学院保健学研究科

泰彦1），平松　祐司1）

【目的】現在FGR（fetal　growth　restriction）児を1回のみ分娩した女性は，一般的には不育症とは捉えられておらず，特に生児

を得た場合は必ずしも不育症検査が行われていない．当院に紹介されたFGR児分娩既往のある女性における不育症のリスク因子

を検討し報告する．【方法】2011年10月～2014年5月に当院不育症外来に紹介された，染色体異常や外表奇形などの明らかな胎

児因子を認めないFGR児分娩既往のある女性15例に対し，当院倫理委員会の承認を得て，説明と同意のもとに原因の検索を行っ

た．不育症検査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活性，プロテインC活性を検査し，厚労省研究班の基準に従い評価した．ま

た，我々は不育症の原因としての血管障害につきこれまで報告してきたが，その指標として黄体期中期の子宮動脈PI値，血清ト

ロンボモジュリン（TM），また循環血中の血小板異常活性化を血漿中の血小板第4因子，β一トロンボグロブリンにてそれぞれ評価

した．【結果】BMIは20．1±1．7（mean±SD．），　FGR児の分娩週数は29．0±6．3週，新生児の体重は1000．5±739．2gであった．妊娠

高血圧症候群1例，常位胎盤早期剥離1例，胎児・新生児死亡9例，帝王切開術は4例に施行された．不育症検査では，抗リン脂

質抗体陽性3例，プロテインS活性低値3例，第XII因子低値3例，甲状腺機能異常5例であった．15例中14例に何らかの不育
症検査異常を認めた．子宮動脈PI値は2．28±O．67，　TMは1．98±O．60FU．／ml，血小板異常活性化は4例に認めた．精査後，妊娠し

た7例に対してリスク因子に対する治療を行い，3例は正期産で正常体重児を得，3例は妊娠中（AFDで経過），1例は自然流産と

なった．【結論】原因の明らかでないFGR児を出産した既往のある女性は，不育症検査の対象となり得ることが示唆された．

O－210　不育症における凝固第XII因子活性と46C／T遺伝子多型

○橋本恵理子1），榎原　　毅2），山田一並河千里3｝，北折　珠央1），鈴森　伸宏v，片野　衣江v，尾崎　康彦’），

　杉浦一小笠原真弓1）

　1）名古屋市立大学医学研究科産科婦人科学，2名古屋市立大学衛生学，3）名古屋市立大学第二生化学

【目的】凝固第XII因子46C／T遺伝子多型のTアレルはFXII活性値低下と血栓症の危険因子と考えられている．我々は不
育症においてTアレルは関与せず，FXII活性値低下が次回流産の危険因子であることを報告したが，症例数が少なく結論
には至っていない．本研究では多数例コホートによってFXII活性値低下とTアレルが不育症の危険因子かどうか明らかに
する．【方法】倫理委員会の承認後，原因不明不育症患者279人と分娩経験のある100人を対照としてFXII活性値と46C／
T遺伝子多型頻度を比較した．PCR産物をCselで切断し多型の判別を行った．　FXII活性値は凝固法を用いた．その後，患
者群においてFXII活性値低下とTアレルが次回流産の危険因子であるかを調べるために年齢，流産回数による多変量解析
を行った．【成績】9人の患者がLA－aPTT陽性8人の患者がb2GPI－aCL陽性であり，検討から除外した．　LA陽性患者は
陰性患者よりFXII活性値が有意に低下していた（60．7±179％vs．83．4±29．3％；pニO．005）．横断研究において，　CT多型は

不育症の危険因子であった（OR，；2．2195％CI，1．08－417；p＝0．02）が，コホート研究ではFXII活性値低下もCT多型も次

回流産の危険因子ではなかった．しかし，4分位解析において，中間位であるFXII活性値が85－101％の群は，次回流産の

危険因子であった．【結論】FXIIに関する最大症例数の本研究でFXII活性値低下は，不育症の危険因子ではないことが明
らかになった．わが国の多くの施設でFXII活性値を測定し，低下例に対する抗凝固療法が行われており，本研究成果を早

急に周知する必要がある．
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O－211　不育症患者におけるプロテインS欠乏とプロテインSに対する自己抗体の関係

○杉　　俊隆v，佐藤　善啓12），堺　　利枝1）

　1）杉ウイメンズクリニック不育症研究所，2）永寿総合病院産婦人科

　プロテインSは1970年に発見されて以来，抗凝固因了・として認知されて来たが，最近はアポトーシス，血管新生，癌の
進行，転移などにも関わる事が知られている．プロテインSは，1血漿中では約40％は遊離型，60％はC4b－binding　protein

と結合して循環している．今回，我々は当院を受診した不育症患者300人に対し，インフォームドコンセントの上で，抗プ

ロテインS抗体IgG，　IgMをWesternblot法により測定し，抗リン脂質抗体第XII因子，抗第XII因子抗体などの他の血
液凝固異常との関連を検討した．不育症患者中，プロテインS総抗原量欠乏（＜65％）は90人（30％）に見られ，その中

でプロテインs活性低下を伴う症例はわずか8人であった．プロテインS欠乏の頻度は，抗プロテインS抗体陰性者210人
中57人（27．1％），抗プロテインS抗体1＋以上55人中20人（36．4％），2＋以上11人中6人（54．5％），3＋以上4人中4
人（100％）であり，抗プロテインS抗体とプロテインS総抗原量低下の関係は，有意であった（p＝0．0061，0R　24．03）．

プロテインS欠乏症例中，抗プロテインS抗体陽性群（1＋以上，n＝20）と，陰性群（n＝61）における各リスクファクター
の頻度は，aPTT　mixing　test（20％vs　33％；p＝O．0304），抗PE抗体（35％vs　9．8％；p＝O．0137）），第XII因子欠乏（50％

vs　23％；pニO．0264），抗プロトロンビン抗体（30％vs　18％；NS），抗第XII因子抗体（30％vs　21．3％；NS），抗カルジオ

リピン抗体（5．0％vs　6．6％；NS）であり，　kininogenや第XII因子に対する自己抗体と抗プロテインS抗体の関連が示唆さ

れた．プロテインSは，アポトーシス細胞のクリアランスや，血管新生など，新しい機能が報告されており，生殖に重要な
役割を果たしている可能性がある．今後は，抗プロテインS抗体のエピトープマッピングを行いtその病原性を検討する予
定である．

O－212　AGEs－RAGE系と不育症病態の関連性

○太田　邦明，丸山　哲夫，田中　　守

　慶雁義塾大学医学部産婦人科

【目的】加齢とともに蓄積する終末糖化産物（advanced　glycatien　end－products，以ドAGEs）は，細胞表面受容体であるrecep－

tor　for　AGE（RAGE）によって認識され，酸化ストレスや炎症反応を惹起させて血管内皮障害や血栓形成を引き起すとされる．

一方で胎児一母体間のインターフェースとなる胎盤の血管内皮細胞障害は凝固系を活性化し，微少lflt栓形成による虚血が誘導さ

れ，胎児死亡・流産が引き起こされると考えられる．今回，我々はAGEs－RAGE系と不育症との関連性を検討した．【方法】2012

年1月～2013年6月に受診し，患者同意を得た未治療の不育症患者（63名；RM）とボランティア（30名；一回以上の妊娠分
娩歴ある非妊婦；V）を対象とした．Insu1in，　Homocystein，　PAHをImmuno　assayで，　AGEs，可溶型RAGE（sRAGE），VEGF，

slCAM－1，　sVCAM－1，　sFlt－L　AdiponectinをELISAで，　IL－1βIL－8，　IL－10，　IFN－g，　MCP－1，　TNF一α，　G－CSF，　MCP－1，

MIP－1をMutiplexで測定した．また末梢血Th1／Th2サイトカイン比をFACSで解析した．子宮動脈血流速度波形（RI：Resis－

tance　Index）を超音波パルスドプラ法で測定した．さらにsRAGEの規定因子について解析を行った．【結果】AGEsは測定感
度以下であったが，組織中のRAGEを反映するsRAGEはRMで有意に増加していた（152＆9±704．5　vs　l　149．9±447．4pg／ml，　p＜

O．Ol）．　RMにおいてsRAGEとInsulin（Rho＝0．36），　PAI－1（Rho＝O．33），　Ut－RI（Rho　＝＝　O．53），　Thl／Th2比（Rho＝O．38）は

それぞれ正の相関関係にあった．さらに多変量解析ではInsulin（β　一　O．219，　p＝O．03），　PAI－1（β＝O．29，　p＜ODO5），　RI（β　・・　O．375，

p＜O．OOOI）およびTh1／Th2比（β＝O．357，　p＜0．001）が不育症においてsRAGEの有意な独立規定因子であることが明らかに

なった．【考察】今回検出された規定因子はRMの病態と既に関連性があると報告されており，それらとsRAGEと非常に強い

関連性が認められた．以上よりAGE－RAGE系はRMの新しい病態を提唱し．新たな治療法への展開が期待される．

O－213　ビタミンDは不育症患者由来免疫細胞を機能制御する～ビタミンD不足は流産の
　　　　　　原因となるか？～

○太田邦明，丸山哲夫，田中守
　慶雁義塾大学医学部産婦人科

【目的】ビタミンD（VD）は生体内のカルシウム（Ca）恒常性の維持に重要な役割を担っており，主に骨においてCa代謝調節を作用して

いる．1981年AbeらによりVDが骨髄細胞をマクロファージへ分化誘導する作用を報告して以来，　VDの免疫細胞への作用が近年着目さ

れている．一方不育症患者では，末梢血NK細胞活性高値・Th1優位・B細胞機能異常による自己抗体異常産生などを示すことが知られて

いる．我々はVDの免疫制御作用に着目し不育症とVDの関連性について検討を行った．【方法】患者同意が得られた原因不明不育症群を

血中VD正常群（VDn：N＝70，≧30ng／ml）とVD欠乏群（VDd；N＝63，＜30ng／ml）のリンパ球分画，　NK細胞活性，　Th1／Th2比をFACS

で行った．Ex　vivoにてvDd群の末梢血単球にvDを添加し，　Th1／Th2比NK細胞活性をFAcsにて行った．磁気細胞分離法（MAcs）

でCD56＋NK細胞単離後にVD添加し，24時間後の細胞上清中サイトカイン／ケモカインをMultiplexにて網羅的に解析した．また標的細

胞障害解析をConfocal　Microscopyを用いて行った．【成績】VDdはVDnに比較して，　CDl9陽性B細胞比，　CD56陽性NK細胞比，　NK

細胞活性が有意に高く，各種自己抗体の陽性率が有意に高かった．Ex　vivoにおいて，　vD濃度依存性にTh2優位となり，　NK細胞活性を

抑制した．標的細胞障害解析ではVDによって標的細胞へのNK細胞結合率，　NK細胞内Perforin極性も濃度依存性に抑制された．さらに

VDはMACS単離後NK細胞から分泌されるIFNrV，　TNF－orを濃度依存性に抑制し，　IL－1β，　IL－10，　VEGF，　G－CSFを濃度依存性に促進

した．【結論】VD欠乏を伴う不育症患者では，　NK細胞比，　NK細胞活性，　B細胞比が増加しており，さらに自己抗体産生能促進している

可能性が示された．またVDはサイトカイン産生，細胞障害性に直接的に関与することが示唆された．　VDが免疫細胞を多面的な制御する

ことから，VD欠乏は不育症のリスク因子の可能性があり，　VDは不育症に対して新規治療薬になり得る可能性が考えられた．
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O－214　末梢血中のNK細胞におけるNCRとRORγtの発現についての検討

○淵之上康平li，福井　淳史D，鴨井　舞衣1），船水　文乃2｝，福原　理恵1），水沼　英樹V

　l泓前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座，2）黒石市国民健康保険黒石病院産婦人科

【目的】リスク因子不明の不育症の中には，NK細胞の異常を有するものが含まれている可能性があるが，近年新しいNK細
胞としてIL－22産生性NKp46＋NK細胞（NK22細胞）の存在が報告されている．　IL－22はTh17リンパ球より分泌されて
おり，そのマーカーとしてretinoid－related　orphan　receptorγt（RORyt）が用いられている．腸管においてIL－22はThl7

リンパ球のみならずNatural　Cytotoxicity　Receptor（NCR）の一つであるNKp46あるいはNKp44陽性NK細胞からも分泌
されていることが報告されており，これらは末梢血・子宮内膜双方において発現がみられる．しかしながら，NK22細胞と
RORYt発現との関係性については明らかでない．今回我々は，ヒト末梢血中のNK細胞とRORγt発現の関係性について検
討した．【方法】当院倫理委員会の許可および患者の承認のもと不育症患者より末梢血を採取し，PBMCを作成した．　NK
細胞表面抗原（CD56，　NKp46，　NKp44）発現，およびNK細胞内転写因子（RORγt）発現をマルチカラーフローサイトメ
トリーにて測定した．【成績】CD56＋NI（p44＋NK細胞におけるRORγt陽性率（25．7　±　1　L7％）は，　CD56＋NKp46＋NK細

胞（7．1±42％）より有意に高かった（P＜O．05）．【結論】NKp44＋NK細胞ではNKp46＋NK細胞に比べRORytの発現率が

高かったことから，NKp46＋NK細胞のみならずNKp44＋NK細胞もIL－22の産生に重要な作用を有している可能性がある
ことが示唆された．

O－215　当院における絨毛染色体検査結果の検討

○久保光太郎，長谷川　徹，酒本　あい，松田　美和，小谷早葉子，鎌田　泰彦，中塚　幹也，平松　祐司

　岡山大学大学院医歯薬総合研究科産科・婦人科学教室

　流産は全妊娠の10－15％に発生するが，約半数以上は染色体異常が原因であるとされている．流産組織の染色体分析をす

ることで流死産の原因究明を行うだけでなく，その後の妊娠の治療方針を決定する上で重要な情報が得られると考えられ
る．当院で施行した絨毛染色体検査結果について検討を行ったので報告する．2010年から2014年までに当院で絨毛染色体

検査を施行した65例につき検討を行った．染色体正常は21例，染色体異常は44例であった．年齢は25歳から43歳まで
であり，年齢層ごとに比較すると20代，30代に比して40代において染色体異常の割合が多かった．染色体異常の中では常
染色体トリソミーが27例と多く，その中でも16番染色体が20％，22番染色体が17％を占めた．低用量アスピリン療法を
行っていた群とヘパリン＋アスピリン療法を行っていた群の間では染色体異常の割合に有意差を認めなかった．自然妊娠群

とARTによる妊娠群では染色体異常の割合に有意差を認めなかった．流産週数ごとに比較すると妊娠8－9週で染色体異常
率が高い傾向にあった．染色体異常を認めた群では妊娠8週の時点で，正常群よりも心拍数が低い結果が得られた．今回の

検討では習慣流産の患者で68％の症例に染色体異常が認められた．40代において染色体異常の割合が高かったが，妊娠方
法や治療法では染色体異常の割合に有意差は認められなかった．妊娠8週時点での胎児心拍数と染色体異常との関係性が示
唆された．

0－216　生殖補助医療（ART）後得られた流産組織のメチル化異常および精子のメチル化
　　　　　　異常の関係

○佐藤　晶子V，小池　　恵L），城戸　京子1），後藤　香里1），熊迫　陽子1），長木　美幸1），大津　英子1），有馬　隆博2），

　宇津宮隆史V
　t）セント・ルカ産婦人科，2東北大学大学院医学系研究科

【目的】ゲノムイプリンティングとは，特定の親由来の遺伝子が選択的に発現する現象である．インプリントの確立には，配偶子

形成過程におけるエピジェネティックな修飾としてDNAメチル化が最重要であると考えられている．今回は，　ART後の流産絨毛

の染色体検査結果が正常の検体に注目し，絨毛についてメチル化の変化がみられるか否か確認し，変化がみられた症例に対し夫精

子のDNAメチル化の変化を調べ，双方の関係をみることを目的とした．【方法】2011年1月1日～2013年12月31日までに流産

した238周期でインフォームドコンセントの後，検体提供をうけた48例を対象とした．子宮内容物除去手術後得られた絨毛の一

部分からDNAを抽出し，　COBRA法にてメチル化を見た，調べた遺伝子は，精子型インプリント遺伝子H19，　GTL2と，卵子型

インプリント遺伝子PEG1，　LITIである．さらに，メチル化に変化がみられた症例の夫精子からDNAを抽出し同様にメチル化の
変化を調べた．【結果】流産絨毛のうち，10例（20，8％（10／48））にメチル化異常が認められ，そのうち精子のメチル化に同じ異常

が認められた症例は7症例であった．6例がH19の異常であり1例がGTL2の異常であり，すべてが精子型遺伝子の異常であった．
【考察】我々の以前の検討により精子のメチル化異常は卵子型インプリント遺伝子（83．3％（20／24））のほうが，精子型インプリン

ト遺伝子（58．3％（14／24））に比べ異常率は高かった．今回の検討では流産絨毛と同じ異常を示した異常は精子型インプリントの

異常のみであったため，精子由来の卵子型インプリント異常は流産の原因となる可能性は低いと考えられた．今回流産染色体正常

核型を示した37例にはメチル化の変化はみられなかったため，インプリント異常が流産の原因となるか更なる検討が必要である．
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O－217　原因不明の不育症女性における自律神経系活動の指標としての心拍変動（HRV）の
　　　　　　検討

○片岡久美恵D，冨谷　友美u，長谷川　徹23），久保光太郎2・3），田淵　和宏2），小谷早葉子z・：），松田　美和2，3｝，酒本　あいL．3），

　鎌田　泰彦3），平松　祐司L’・3｝，中塚　幹也’3）

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

【目的】不育症は病態が多様で原因不明の場合も多い．また，身体的・精神的ストレスは高く，そのことが妊娠継続に影響する可能

性も指摘されている．そこで，原因不明不育症女性における自律神経活動の指標である心拍変動（Heat　Rate　Variability：HRV）を

検討した．【方法】岡山大学病院不育外来を受診し同意の得られた不育症女性で，スクリーニング検査によりリスク因子の見られな

かった100例を対象，健常女性61名を対照とした．HRVの測定および周波数解析を行い，心拍標準偏差（SDNN），　HRV解析によ
り得られる高周波数領域（HF），低周波領域（LF），超低周波領域（VLF）の周波数成分などより，自律神経の全体的な活性（TP），

副交感神経系活動（HF），交感神経系活動（LF／HF）などを評価した．心理的状態の評価には，　Kessler　6（K6）を用いた．尚，岡

山大学医歯薬総合研究科の倫理審査委員会の承認を得て行った．【結果】不育症群のK6値は3．9±4．0であり，対象群の2．1±2．3に

比較して有意に高値であった（p＜O．05）．自律神経の全体的な活性の指標であるTPは，不育症群（1，182．0±1，706．7　Ms2）では，対

象群（1，602．0±1，283．2Ms2）に比較して有意に低下していた（p＜O．05）．交感神経系活動の指標であるLE／HFは不育症群と対象群

との間に有意差は見られなかったが，副交感神経系活動の指標であるHFは，不育症群（370．5±745．7　Ms2）では，対象群（491．8±

606．3MS2）に比較して有意に低下していた（p〈O．05）．これらの傾向は，不育症群の流死産回数の増加とともに強く見られた．【結

論】原因不明不育症女性において自律神経活動の低下が認められた．不育症女性の自律神経活動を評価することは，精神的ストレ

スの数値化につながるとともに，不育症女性へのカウンセリングの効果の評価や病態の原因解明につながる可能性がある．

O－218　中隔子宮が不育症の原因と考えられ外科的介入を行った症例の検討

○小野　修一，米澤　美令，阿部　　崇，峯　　克也，富山　僚子，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）中隔子宮は不育症のリスク因子になるが，子宮形成術などの外科的介入の有用性については議論のあるところであ

る．当院では，中隔子宮が流産の原因と考えられる不育症患者に対し積極的に外科的治療を行ってきた．以前はJones手術
（開腹子宮形成術，腹腔鏡補助下Jones手術，　LAJ）を行ってきたが，現在は，より低侵襲である子宮鏡下中隔切除術（trans

cervical　resection：TCR）を行っている．今回我々は，当院で経験した外科的治療後の生児獲得群と流産群における比較検

討を行った．（方法）過去8年間に当科において，2回以上の流産歴を有し不育症スクリーニング検査の結果，中隔子宮が流

産の主な原因と考えられた42例に対し子宮形成術を施行した．（LAJ群12例，　TCR群30例）今回の検討は術後フォロー
アップを行っている34例を対象とした．検討項目は生児獲得群と流産群における患者背景，手術成績（術後中隔残存率，
術後妊娠率，術後流産率，術後生児獲得率），他の不育症因子の合併率を比較し単変量および多変量解析を行った．（成績）
流産群（6例），生児獲得群（27例）における年齢（34．4才vs34．2才；p＝0．73），術前流産回数（3．2回vs2．7回；p　・＝　O．46），

術後中隔残存率（19％vsl6％；p＝0．51），他の不育症因子合併率（5／6vs15／27；p＝022）に有意差は認めなかった．さらに

術後流産群における術式の比較検討も行ったが，有意差は認めなかった．また，全手術症例を分母として妊娠率・生児獲得

率・流産率に関し各患者背景のパラメーターについて解析を行ったところ，術後中隔残存率が高かった群とTCR群で妊娠
率が低く，術後中隔残存率が高かった群では生児獲得率も低かった，（結論）今回の検討では術式の違いが術後の流産の原

因にはならないと思われた．また，中隔の十分な切除が生児獲得率に影響することが分かった．今後，さらに症例を増やし，

適切な中隔切除の範囲を検討していきたい．

O－219　妊娠4週0日，HCG　9．2　mlU／ml融解胚移植（ホルモン補充周期）での妊娠継続
　　　　　　症例

○北村　誠司v，佐藤　仁美］），大西　雅子1），花田麻衣子］），与那嶺正行2），菅原　かな2），村越　行高：’｝，呉屋　憲一2［，

　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）医療法人財団荻窪病院産婦人科

【方法・対象】2013年1月から12月までに虹クリニックでARTを受けて着床した185症例が対象．ホルモン補充（HR）周

期での融解胚移植と新鮮胚移植では妊娠4wOdに，自然排卵周期での融解胚移植では妊娠4w3dにHCG計測を行った．【結
果】HCG　30　mlU／ml未満では，化学流産が897％（26／29）．1例が分娩（29．6　mlU／ml），2例は異所性妊娠（15．2／27．3　mlU

／ml）．　HCG　30～100　mIU／mlの30症例では，分娩～on　goingが30％，化学流産が53．3％，　IUFDが16．7％．　HCG　100　mlU

／m1以上の126症例では，化学流産が4．0％，　IUFDが15．9％，分娩～on　goingが79．4％．【症例】43歳OGOP．2012年12

月より，男性因子にてICSI適応のためART開始．2014／2／3　CC＋HMG（7回目の採卵）：OPU　4；ICSI×2→Gr3BA（d5）：
freeze2014／4／10　HR－thaw　BT＋AHA（移植3回目）2014／4／19　妊娠4週0日HCG　9．2　mIU／ml，2014／4／22　妊娠4週3

日HCG　31．8　mlU／ml，妊娠5週5日HCG　2502　mlU／ml，妊娠6週5日FHB（＋），　CRL　4．2mm現在，妊娠13週で荻窪病
院産科に通院中である．【考察】当院では，妊娠判定時のHCG　25　mIU／ml以上の出産例を認め，　HCG　15　mIU／mlで胎児心

拍を認めた症例もある，しかし，92mIU／mlとHCG低値症例が妊娠中期に進んだことに驚いた．　HCGが明らかに分泌され
ている症例では，念の為に3－7日後のHCG計測も提案してみる必要があると考えられた．【結論】特にホルモン補充周期で
の融解胚移植では，HCG　lO　mlU／ml未満の低値症例に対しても数日後のHCG計測を（補充の継続前提で）考慮すべきと考
えられた．
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O－220　AMHが測定限界未満だった患者についての妊娠予後についての考察

○土信田雅一，中村　祐介，服部　裕充，佐藤祐香里，中條友紀子，戸屋真由美，京野　廣一・

　京野アートクリニック

【目的】抗ミューラー管ホルモン（AMH）は，卵巣予備能力の評価として有用である反面，絶対的なものではない．　AMHが
極低値の場合，どのような症例で妊娠に至るのか検討することを目的とした．【方法】患者同意の下2011年10月より2014年

3月までに当院でAMHを測定し，0．lng／mL未満だった患者219人（平均年齢38．3歳）のうち，妊娠群30人について検討し
た．【結果】妊娠群30人の妊娠率13．6％（30／219），平均年齢3＆3（27－43）歳継続妊娠率＆6％（19／219），平均年齢38．0（27－

42）歳流産率36．7％（ll／30），平均年齢3＆9（32－43）歳だった．非妊娠群は189人，平均年齢389（26－48）歳だった．妊
娠群と非妊娠群，妊娠継続群と流産群の平均年齢に有意差はなかった．妊娠群では46．7％（14／30）に妊娠既往があり，平均妊

娠回数O．8回，16．7％（5／30）に出産既往があり，平均既往出産回数0．2回だった．妊娠群全体の初診時FSH基礎値の平均は1＆7

（4．4－51D）mlU／mLに対して，妊娠周期のFSH基礎値を測定していた26人の平均は13．1（3、8－53．8）mIU／mLで低い傾向が
見られ（p　＝　O．05），妊娠周期のFSH基礎値が20．OmlU／mL未満が88．5％（23／26），20．OmlU／mL以ヒが11．5％（3／23）（p＜O．01）

だった．妊娠に至った手段は，タイミング指」．9　r－1然妊娠1人，人工授精1人，体外受精28人だった．体外受精の28人は新鮮

初期胚移植23人，凍結胚盤胞移植5人（p＜O．Ol），平均採卵回数3．1（1－9）回，平均移植回数2．1（1－7）回，妊娠した周期の

平均採卵個数は1．8（1－4）個，妊娠時の媒精方法はcIVF　8人，　ICSI　20人（p＜O．01），卵巣刺激は，ありが71．4％（20／28）（刺

激周期4人，低刺激16人）に対して，なしが28．6％（8／28）（自然周期6人，E2補充療法2人）であった（p＝O．02）．【考察】

AMHがO．lng／mL未満でも妊娠・出産は可能であると考えられた．年齢は妊娠予後に関連しなかった．妊娠に至った手段の

大半は体外受精であり，有効な手段はFSHのコントロール，卵巣刺激の実施新鮮初期胚移植であることが示唆された．

O－221　AMHに関連する生活習慣と母娘の世代間妊孕性

○上澤　悦子1），中山美由紀2｝，川内　博人3），浅田　義正4｝，塩谷　雅英5｝，小田原　靖6｝，吉田　仁秋7），見尾　保幸8），

　箕浦　博之｛），園原めぐみ4），藤井　美喜5），田中　祐子6｝，神山　和枝7），伊達　里美8｝，飯塚　敏子8）

　n福井大学医学部看護学科，L）大阪府立大学看護学部，3）北里大学病院，4）浅田レディースクリニック，5）英ウィメンズクリ

　ニック，6｝ファテリテイクリニック東京，7吉田レディースクリニック，8｝ミオファテリティクリニック，9）みのうらレ

　ディースクリニック

【目的】日本人女性のAnti－Mullerian　Hormone（：AMH）値と既往歴，生活習慣，世代間妊孕性（自身の出生時体重，姉妹や母親の不

妊治療歴，閉経年齢）の関連を検討し，卵巣予備能に影響する因子を明らかにし健康教育に役立てることを目的とした、【方法】ART6

施設で治療中の女性4600人を対象とし，調査期間は平成25年4月から平成26年3月の一年間であった．A大学倫理審査委員会の承認
を受け（24－100）丁書面での同意を得て登録番号で管理した．【結果】有効データ数2413件（52．5％）であり，平均年齢36．15歳（SD4．6），

平均不妊期間39．4月（SD32．1），平均初経年齢12．0歳（SD2．36）であった．年齢層別の平均AMH値は有意な差があったF＝80．99（p＝．OOO）、

出産歴，子宮内膜症，卵巣嚢腫，チョコレート嚢腫既往と平均AMH値に差はなく，子宮筋腫および子宮頚がん既往群のAMHは有意に

低値であった（p＜．05）．小児がん・乳がんの既往群のAMHは低値の傾向にあり，甲状腺疾患群は有意にAMH低値であった（p＜．Ol），

飲酒，喫煙，就寝時間，常備薬内服の有無と平均AMII値に差はなかったが，コーヒー習慣群は有意にAMH低値であった（p＜．01）．　BMI≦

19のやせ群では差がなかったが，BMI≧25の肥満群ではAMHは有意に低値であった（p＜．05），自身の出生時体重，妊娠32週以前の出

生，姉妹の不妊治療歴の有無，母親の早発閉経には差はなかったが，母親の不妊治療歴の有無とAMH値には有意差があった（p＜．Ol）．

【結論】卵巣予備能を反映するAMH値は年齢要因が大であったが，子宮筋腫，子宮頚がん，小児がん，乳がん，甲状腺疾患既往に影響

し，コーヒー習慣，肥満，母親の不妊治療歴の有無が関連していた，これらは日本人女性の妊孕能を予測する指標になり得る．

0－222　Resveratrol摂取によるAging卵子の質の改善一卵巣内Sirtuin発現の変化一

○岡本　直樹，佐藤　可野，河村　和弘，河村　七美，西島　千絵，吉岡　伸人，杉下　陽堂，高江　正道，鈴木　　直

　聖マリアンナ医科大学産婦人科学

【目的】本邦における不妊治療において，加齢による卵子の質の低下が大きな課題の1つとなっている．これまで，加齢に

よる卵子の質の低下の原因として，酸化ストレスや炎症ダメージによる細胞質機能の低下が示されてきた．これらのダメー
ジに対して，種々の抗酸化・抗炎症作用を有するサプリメントの有用性が示唆されている．また，抗老化遺伝子であるSirtuin

は，そのタンパク活性によりこれら細胞ダメージに対して保護的に働くことが報告されている．我々は加齢により，卵子の
質が低下したマウス卵丘細胞のSrituin発現が減少することを示した．そこで，本研究では，抗酸化作用を有し，　Sirtuin活
性の増強効果が期待されているレスベラトロール（Re）による加齢卵子の質の改善を検討した．【方法】25週齢ICRマウス

に対し，Re含有飼料（0．04％）もしくは非含有飼料を異なった期間与えて50週齢まで飼育した．本マウスでは，原始卵胞

から排卵前卵胞まで3週間かかることから，Re摂取期間を次の5群（1：摂取なし，2：3週間，3：9週間，4：15週間，5：
全期間）に分けて飼育し，飼育中の性周期を測定した．更に，50週齢で発情前期でのhCG投与後に採卵し，　IVF－ETを行っ
て採卵数，受精率，胚発生率，産仔獲得率を比較した．加えて，卵巣のSirtuin発現解析と卵胞発育の組織学解析を行なっ
た．【結果】加齢マウスでは性周期が延長するが，Reにより性周期は1群（7．8±O．6日）に比べて5群（6．6±O．3日）で有意

に短縮しており，黄体化未破裂卵胞数も増加していた．各群の採卵数受精率，胚発生率に有意な差は認めなかったが，Re
摂取期間に依存した改善傾向が示された．さらに，産仔獲得率の改善（1群0匹／動物vs．5群0．2±O．13匹／動物）も見られた．

Reの卵巣のSirtuin発現と卵胞発育への作用は発表時に解析結果を示す．【結論】Reは，加齢による卵子の質の改善に有効

である可能性が示唆された．現在，ヒトにおける無作為二重盲検化試験を予定している．
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O－223　血清テストステロン値は卵巣予備能の指標として有用である

○中村真由美，林　篤史，岡本敦子，田吹邦雄，劉　昌恵小野賀大，林　正美，寺井義人，大道正英
　大阪医科大学

【緒言】体外受精治療において，治療開始前に卵巣予備能を評価することは，卵巣刺激法の選択や，治療成績を予測するう
えで非常に重要である．今回，我々は血清テストステロン基礎値が卵巣予備能の指標となりうるかについて後方視的に検討

した．【対象と方法】2012年1月から2013年12月まで当科でインフォームド・コンセントを得て体外受精治療を行った症
例のうち，多嚢胞性卵巣症候群症例を除いた56例，108周期を対象とした．Poor　Responderは採卵数4個未満の症例と定

義した．治療開始前に月経3日目の血清テストステロンおよびFSH基礎値，血清AMH値を測定し，体外受精治療成績と
の関係を検討した．【結果】血清テストステロン基礎値およびAMH値と採卵数に有意な正の相関関係を認め，血清FSH基
礎値と採卵数に有意な負の相関関係を認めた．血清テストステロン基礎値のカットオフ値を0．15ng／mlとすると，　Poor　Re－

sponderを予測する感度は54％，特異度は86％であった．【結論】血清テストステロン基礎値測定は簡便な卵巣予備能評価

法として有用な検査法であると考えられる．

O－224　KVS式ガラス化保存デバイス試作品でガラス化保存した胚の生存性

○桃沢　健二11，内山　澄香1），栗田　美穂1｝，佐々田比呂志V，松澤　篤史2），徳永　幸雄2），須崎　活光2）

　D北里大学獣医学部，2］三菱製紙（株）京都R＆Dセンター

【目的】我々は胚の新たな超急速ガラス化法としてKVS（Kitasato　Vitrification　System）を開発し，保存後のウシ胚の生存

性および胚移植成績が良好であることを報告した（Momozawa　and　Fukuda，　2006）．現在，ヒト生殖補助医療分野でのKVS

の実用化を目指し，1（VS式ガラス化保存デバイスを開発している．今回，試作したKVS式ガラス化保存デバイスを用いた
マウス胚盤胞期胚をガラス化保存した成績及びその使用感について報告する．

【方法】ICR系成熟雌マウスにeCGを投与し48時間後にhCGを投与し，同系雄マウスと同居させ翌朝に交配の有無を確認
した．hCG投与後約87時間に妊娠雌マウスの子宮をかん流し胚盤胞期胚を採取した．採取した胚をKVS式ガラス化保存デ
バイスでガラス化保存した．すなわち，胚を4～8℃のガラス化液（既知組成PB1＋0．1％PVP　＋　14．8mMプロリン＋0．2Mト

レハロース＋0．5Mスクロース＋30％エチレングリコール＋0．5％グリセロール）で平衡後，胚を約O．4μ1のガラス化液とと

もにデバイス試作品先端部分のガラス化液吸収体上に滴下し胚周囲のガラス化液を吸収させた後液体窒素中に入れガラス
化保存した．対照区のデバイスとしてクライオトップを使用した．ガラス化保存胚を融解・耐凍剤希釈除去した後，発生培

地0．3％BSA含KSOM／aaで5％CO，，95％空気，37℃の条件下で24時間培養した．
【結果】融解・耐凍剤希釈除去後の胚の回収率（確認胚数／ガラス化保存胚数）はKVS式ガラス化保存デバイスとクライオ

トップとで同程度であり，胞胚腔が形態的に回復した状態で判定した生存胚率も同等であった．その他，学生など未熟練者
の操作でも高い生存率を示した．生存胚の品質について解析中である．

O－225　胚盤胞凍結時におけるArtificial　shrinkageの有効性の検討

○松木　祐枝，遊木　靖人，佐多　良章，永野　明子，田尻　翔太，邑上沙揺子，岩政　　仁
　ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町

【目的】第58回日本生殖医学会にて，40歳以上の症例の胚盤胞凍結融解後の回復率が39歳以下と比べ有意に低くなること
を報告した．そこで近年有効性が示唆されている胚盤胞へのArtificial　shrinkage（以下AS）を施行し，その後凍結する方

法で40歳以上の回復率を改善できないかpreliminary　studyを行い，その有効性を検討した．【対象・方法】培養6日目の

Gardner分類でICMおよびTEのグレードがともにCである胚（以下CC胚）43個を対象とし，患者の了承を得て凍結融
解を行った．そのうち13個はAHA用のニードルを用いてASを施行した．コントロールはASを施行していない胚30個
とした．【検討】融解後に凍結前の状態まで拡張した，あるいは収縮しているが胞胚腔が認められる状態である胚盤胞を回

復胚とみなし，コントロール群とAS群での回復率を検討した．また，　ASは拡張胚盤i胞に有効であると報告されているこ
とから，当院で凍結基準サイズとしている140μm以上での有効性を検討した．【結果】回復率はコントロール群で63．3％（19

／30），AS群で84．6％（ll／13）と，有意差は見られなかったもののAS群の方が高い値を示した（X2検定，　P＝O．163）．ま

た，140μm以上に拡張したCC胚の回復率はコントロール群で593％（16／27），　AS群で100％（10／10）と，　AS群で有意
に高い値を示した（P＜O．05）．しかし，140μm未満のCC胚においては，コントロール群で100％（3／3），　AS群で33．3％（1

／3）と，AS群の方が低い傾向となった（P＝O．913）．【考察】140μm以上に拡張した培養6日目のCC胚のAS群の回復率
が有意に向上したことから，ASが有効であることが示唆された．しかし140μm未満の胚での回復率が低くなる傾向となっ

たことから，栄養外胚葉の質や拡張状態が不良である胚へのASの施行はより慎重に検討していく必要があると考えられ
た．今後は臨床的にASを取り入れ，さらなる検討を重ねていきたい．
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O－226　再凍結融解胚移植の有用性についての検討

○徳留　茉里，穂満ゆかり，福元由美子，瀬戸山　遥，金城勢莉奈，黒木　裕子，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附設高度生殖医療センター

【目的】凍結融解胚移植では複数の胚を融解した場合，余剰胚再凍結の必要性が生じることがある．しかし未だ報告数は少

なく，その有用性については未解明な点が多い．そこで今回，当院での再凍結および再々凍結融解胚移植と凍結融解胚移植

の臨床成績を比較検討したので報告する．【方法】2012年4月から2014年3月に胚盤胞での凍結融解胚移植を行った590周

期を対象とした．使用胚の凍結状況によって，一度の凍結胚：A群，再凍結胚：B群，再々凍結胚：C群の3群に分け，臨
床成績の比較検討を行った．患者の年齢，移植個数移植回数に統計学的有意差は認めなかった．胚の凍結・融解には北里
バイオファルマのCryotip　Sefety　Kitを用いた．【結果】A，　B，　C群における妊娠率はそれぞれ45．2％（200／442），45．7％

（64／140），37．5％（3／8），流産率は19．5％（39／200），1＆8％（12／64），0．0％（0／3）となり，A・B群間で有意差は認めなかっ

た．凍結前後における胚のグレード低下率は19．2％（85／442），21．4％（30／140），12．5％（1／8）となり各群間で有意差を認

めなかった．Avs．　B　vs．　C群でグレード上昇胚の妊娠率・流産率はそれぞれ45．7％（163／463）vs．　46．4％（51／110）vs．28．6％

（2／7），19．0％（13／163）vs．17．6％（9／51）vs．　O．O％（0／2），グレード低下胚の妊娠率・流産率はそれぞれ43．5％（37／85）vs．

43．3％（13／30）vs．100．0％（1／1），21．6％（8／37）vs．23．1％（3／13）vs．0．0％（0／1）となり，グレード上昇胚・低下胚での

妊娠率・流産率においてA・B群間で有意差を認めなかった．C群は総数が少ない為検討からは除いたが妊娠率・流産率共
に有用性が示唆される結果となった．【考察】今回の検討において再凍結融解胚移植は，凍結融解胚移植と同等の妊娠率を

得ることができ，流産率にも差はなかったことからその有用性が示唆された．

O－227　再凍結融解胚盤胞移植の臨床成績に関する検討

○竹内　茂人，菅谷　　健，二井　理文，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産婦人科ART生殖医療センター

［目的］近年，胚凍結技術，特に，vitrification技術の普及により，我が国において，急速に凍結融解胚移植が増加してきて

いる．一方，凍結融解胚移植後の余剰胚の取り扱が問題となってくる．今回，我々は，余剰となった凍結融解胚を再凍結し，

融解した胚盤胞移植をしているので，凍結融解胚盤胞移植との臨床成績を比較，検討した．［方法］対象は，2010年1月か

ら2013年12月までに，余剰の胚盤胞を再凍結し，融解後に胚盤胞移植を施行した8周期（再凍結群，初回胚凍結；前核期：

2周期，胚盤胞：6周期）である．同時期に凍結融解胚盤胞移植を施行した301周期（凍結群）を対照とした．［結果］1）年
齢（歳）再凍結群136．0±1．7，凍結群：37．1±O．2，2）融解後の胚生存率（％）再凍結群：90．0（9／10），凍結群：9＆0（351／

358），3）妊娠率（％）再凍結群：50、0（4／8），凍結群：48．5（146／301），4）流産率（％）：再凍結群：0（0／8），凍結群：11．6

（35／301），5）多胎妊娠率（％）：再凍結群：O．O（0／8），凍結群：0（0／301），6）着床率（％）：再凍結群：62．5（5／8），凍

結群：44．8（146／326）．［結論］再凍結融解胚盤移植は，凍結融解胚盤胞移植と同等の臨床成績が得られ，また，患者には，

身体的苦痛も伴わず，妊娠の機会が増えるため，有用な方法であることが示唆された．

O－228　組み換えヒトアルブミンを含む無血清溶液でガラス化・融解液した胚盤胞の移植後
　　　　　　の周産期状況：898周期由来の新生児373名について

○村上　正夫，江頭　昭義，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，蔵本　武志
　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】我々は，ウシモデルの試験に基づき，血液由来の血清アルブミン（HSA）を低濃度の組み換えヒトァルブミン（recHA）

に置き換えたガラス化・融解液（VS／WS）を臨床応用し，高い生存胚率を得てきた．ここでは，　recHAを用いた新規な無

血清ガラス化法の臨床データを後方視的に検証した．【方法】VS／WSの基礎溶液は50　mg／mL　HSA（A群）または2．5　mg

／mL　recHA（B群）を加えたDPBSとした．当院にて余剰胚盤胞と全胚凍結を行った患者の胚盤胞を，　HSAまたはrecHA
を含む自家製のVS／WSでcryotopの容器を用いガラス化・融解した．倫理上の配慮をし，インフォームド・コンセントを

得た．2006年3月～2013年6月の全融解周期の成績を調べた．【成績】融解周期数はA群が1163でB群が898だった．生
存胚率（98．7％vs．98．9％）と移植胚数（1．08±001　vs．1．06±0．01）はA，　B群に差がなかった．融解周期のうちETを行っ

たのはA群が99．7％，B群が99．9％だった．着床率と臨床的妊娠率／ETはB群（54．8％と56％）がA群（49．7％と51．4％）
より高かった（P＜O．05）．妊娠あたりの生児獲得率（722％vs．72．1％）と，出生時体重（2988±28　vs．3044±26　g）を含む

周産期状況はA，B群に差がなかった．奇形率はA群がO．9％でB群が1．6％だった．【結論】HSAをrecHAに置き換えた
胚のガラス化法は有効で，ET後に高い妊娠率と健児を得た．安全性の確証には長期追跡が必要だが，この新しいアプロー
チは生物製剤使用のリスクを除いた無血清ARTシステムの確立の一助となる．
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O－229　当院における腹腔鏡下筋腫核出術後の凍結胚移植の臨床成績について

○柏崎祐士，冨田沙織泉夕貴，柏崎香織柏崎操柏崎研
　かしわざき産婦人科

【目的】子宮筋腫は，婦人科疾患のなかで，最も頻度が多く遭遇する疾患の一つであり，外科的に切除が必要になることが
多い．また腹腔鏡の普及により筋腫核出術は，一般的にほとんど腹腔鏡でおこなわれ低侵襲化が進んでいる．一方，結婚年

齢の高齢下にともない，挙児希望が強い子宮筋腫合併症例の年齢層が高くなってきている．筋腫核出術後は子宮破裂の危険
性を考慮し，通常術後，一定期間の避妊を指導されている．しかし高齢化にともない，術後の待機期間にもovarian　reserve

が低下し妊娠率も低下する可能性がある．そこで近年，筋腫核出術前採卵，胚凍結を施行し術後，妊娠可能時期になった時

点で融解胚移植をすることが多くなってきている．今回，当院における腹腔鏡下筋腫核出術（以下LM）後の凍結胚移植を
施行例について検討した、【方法】2007年5月から2014年5月まで当院でLM前に胚凍結し，　LM後に凍結胚移植を施行し
た96周期を対象とした．患者平均年齢は37．1才，LMから胚移植までは平均11．2か月であった．合計29周期，30．7％に妊

娠を認めた．また96周期中，自然周期が66周期，HRT周期が30周期でそれぞれ22周期33％，7周rW　23．3％と自然周期
に高い傾向を認めた．単一良好胚移植にしぼってみると合計，39．6％に妊娠を認め，自然周期，HRT周期の妊娠率はそれ
ぞれ46．1％，20．0％であった．【結論】高齢の筋腫合併の挙児希望のある例においては，本法は有用であり，また年齢に比

較して通常の体外受精より高い妊娠率を認めたが，今回の検討対象が筋腫以外に不妊原因を認めない例が多いためとも考え
られる．したがって体外受精の適応かどうかは年齢，筋腫の大きさ，位置などの要素を考慮して検討する必要があると示唆
された．

O－230　当院の凍結融解未受精卵を用いた治療成績

○清水　雅司，寺岡　美希，村田　泰隆

　エンジェルベルホスピタル不妊センター

【目的】当院では，採卵当日に採精できない等の緊急時，または男性側が極少精子症例かつ女性側の卵巣予備能低下により

多くの採卵数が望めない場合に，十分なインフォームドコンセントを行い，未受精卵凍結を実施している．今回，凍結融解

未受精卵を用いた治療成績について後方視的に検討した．【対象・方法】2010年5月から2014年5月，凍結融解未受精卵を
用いた治療を行った7症例9周期（37．22±1．79歳）を対象とした．凍結融解を行った未受精卵32個について，生存率，紡
錘体可視化率，受精成績，治療経過を検討した，凍結には北里社製Vitrification　Kit（VTIOI，　VT102）を使用し，平衡化

液（ES）を調製して，段階的にESの凍結保護剤濃度まで平衡化して凍結を行った．融解は同Kit凍結胚プロトコールと同
様に行った．【結果】凍結融解未受精卵の生存率は90．6％（29／32），このうち紡錘体は93．1％（27／29）に確認できた．受精
成績について，ICSI症例で2PN率，　OPN率，変性率がそれぞれ85．7％（12／14），7．1％（1／14），　O．O％（0／14），　TESE／MESA－

ICSI症例では66．7％（10／15），20．0％（3／15），　O．O％（0／15）だった，治療経過として，同周期でday2移植3周期，胚盤胞

移植1周期，2段階胚移植1周期，再凍結し別周期で胚盤胞移植2周期実施し，2周期で移植キャンセルとなった．day2移
植1周期で胎児心拍まで確認するも流産，2段階胚移植1周期で妊娠・出産まで至った．移植周期あたりの妊娠率は28．6％
（2／7），生産率は14．3％（1／7）であったt【考察】凍結未受精卵の生存率は当院凍結胚に比して低いものの，紡錘体可視化

率，受精成績は新鮮未受精卵と同等であった．出産に至った1例は，TESE症例でも極めて運動精子が少なく，未受精卵を
複数周期で凍結して2段階胚移植の実施が可能になった症例で，未受精卵凍結の有効性が示唆された．緊急的に未受精卵凍
結が必要なケースもあるため，今後も生存率をはじめとする治療成績の改善に努めたい．

O－231　採卵後に遅発性の骨盤内感染をおこした2例～子宮内膜症症例と卵管留水症症例～

○園田　桃代，佐々木真紀，濱田　亜紀，桑原　聖子，松原　和沙，髭　　友希，村越友衣乃，宮浦　康太，竹村　久美，

　関和　　瞳

　園田桃代ARTクリニック

【緒言】採卵後の合併症の一つである感染症の頻度は，諸家の報告によるとO．1－O．7％と低い．しかし稀に重篤な状態に陥るこ

ともあり，注意が必要な合併症といえる．またその発症は術後早期に起こることが多いと思われるが，今回，採卵後10日以
上経過し発症した遅発性の骨盤内感染2例を経験したので報告する．【症例1】36才，未経妊．初診時の超音波検査では小さ

な子宮筋腫を認めるのみであった．タイミング指導人工授精を行うも妊娠成立せず，その後，未治療の期間があり，7か月
ぶりに治療再開希望にて再来した際の超音波検査にて左卵巣に45×33mmのチョコレート嚢腫を認めた．初回の体外受精に
て8個採卵し，子宮内膜の菲薄化を認めたため初期胚にて凍結を行った．採卵後10日目に下腹部痛にて救急病院受診し，骨
盤腹膜炎の診断にて入院となった．入院後は抗生剤点滴により軽快し，6日後に退院となった．【症例2】26才，未経妊．0

才時にヒルシュスプルング病にて小腸，大腸切除22才時，右卵巣嚢腫にて右付属器切除術．その際の腹腔内には著名な癒
着を認めていた．当院初診時，超音波検査にて左卵管留水症を認めた．2回目の体外受精にて1個採卵し，子宮内膜の菲薄化
を認めたため初期胚にて凍結を行った．採卵後12日目に左下腹部痛，発熱にて当院受診した．左付属器領域に圧痛を認め，

超音波検査にて同部位に内部不均一な33×26mmの腫瘤を認め，左卵管膿瘍を疑い，同日，総合病院に入院となった．入院
後は抗生剤点滴により軽快し，3日後に退院となった．いずれの症例においても，採卵時にはセフェム系の抗生剤点滴投与，

4日間の内服投与を行っている．【考察】子宮内膜症や卵管留水症等，骨盤i内癒着は採卵後に感染症をおこす危険因子となり

うる．今回のような採卵から発症までの期間が長い遅発性の感染症の可能性も念頭に置いた管理の必要性があると思われた．
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O－232　子宮内異物（紙片）による続発不妊症の1例

○北島百合子1｝，妹尾　　悠1），河野　通晴1），平木　裕子D，浜口　大輔U，増崎　雅子1［，藤下　　晃1），蓮尾　敦子2｝，

　宮村　泰豪L’），河合紀生子3）

　D済生会長崎病院婦人科，2｝みやむら女性のクリニック，3）長崎県健康事業団病理部

【緒言】子宮内異物は不正出血や下腹痛などの原因となり，性成熟期女性では不妊症を呈することがある．その多くは，2nd

trimester以降の人工妊娠中絶による胎児骨の子宮内遺残または子宮内避妊具の子宮筋層，隣…接臓器への迷入などである．

診断には経膣超音波検査や子宮鏡検査が有用で，子宮鏡下手術は子宮腔内を確認しながら摘出が可能である．今回，続発不

妊をきたした子宮内異物（紙片）の症例を経験したので報告する．【症例】36歳の2回経妊2回経産婦で，続発性不妊（最
終分娩から4年），挙児希望のため近医婦人科を受診した．経膣超音波検査で子宮内腔に高輝度の線状像を認め，MRIでも
T2強調画像で低信号の線状像を認めたため，当科を紹介された．当科で施行した経膣超音波検査でも同様の所見を認めた
ため，静脈麻酔下に軟性子宮鏡を施行した．子宮内腔の3時から7時方向に子宮中隔様の構造物を認め，盲目的な内膜掻爬
では完全摘出は困難と判断し二期的に再手術を行うこととした．後日，全身麻酔下に腹腔鏡を併用したTCRを施行した．
子宮内腔中央に白色調の構造物を認め，子宮鏡の電気メスプローブの先端で把持し摘出した．子宮内腔に癒着は認めず，左
右の卵管1－1も確認できた．腹腔鏡検査でも両側卵管の通過性は良好で骨盤内癒着所見は認めなかった．摘出物は1．5cm大の
紙片であり，病理結果はForeign　body　with　fibrino－purulent　exudate，　uterine　contents，　hysteroscopic　excisionであった．

摘出物の一部を日本食品分析センターに依頼し解析した結果，セルロース繊維から成る板紙であると診断された．子宮内異

物は，流産後の胎児の骨成分やIUDの一部であることが多いが，本例は分娩誘発，子宮内操作，　IUD挿入歴はなく，どの
ような経緯で紙片が子宮腔内に入ったのかは不明である．

O－233　ART治療中に発生した絨毛性疾患3例の報告

○田畑　知沙，藤原　敏博，洲河　美貴，野間　　桃，尾上　洋樹，渡邊　倫子，黒澤　貴子，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】絨毛癌は稀な疾患でありf中でも卵管絨毛癌は極めて稀である．卵管絨毛癌を含め，ART治療中に経験した絨毛性疾患3症例を報告する，

【症例1】42歳，6経妊0経産，原因不明不妊，不育症．GnRH　antagonist法にて採卵，　IVF施行．凍結融解単一胚盤胞移植にて妊娠成立．子宮内

胎嚢確認後　自然流産．9日後hCG　213361U／L，子宮内低エコー域を認め子宮内容除去術（D　E）施行するも，7日後hCG上昇（295581U／L），腹

腔鏡で右卵管間質部の腫大を認め，右卵管及び卵管角間質部模状切除術施行，病理組織診では，卵管角部において核異型高度な合胞体・細胞性栄養

膜細胞を認め，絨毛構造は確認されなかった．hCG免疫染色陽性，絨毛癌の診断を得た，転移なし，化学療法（EMA－CO及びEP）施行し，　hCG

陰性化．治療後1，5年，再発を認めていない．

【症例2】46歳，3経妊0経産．原因不明不妊GnRH　antagonist法にて採卵，　ICSI施行．凍結融解単一胚盤胞移植にて妊娠成立，妊娠6週になっ

ても胎嚢は確認されず，超音波検査では子宮内膜異常肥厚を認めた，D／E施行しt水腫状組織を得た．病理診断は全胞状奇胎であった，　i4　D／E施

行，hCGの陰転化を確認

【症例3】41歳，3経妊1経産．性交障害による不妊クロミフェン・FSH・GnRH　antagonist法にて採卵，　ICSI施行．凍結融解単一分割期胚移植

にて妊娠成立．妊娠9週胎児心拍消失，D／E施行．肉眼的・組織学的に正常絨毛確認．病理組織診断で部分奇胎の結果を得た．　hCG低下順調型．

【考察】卵管絨毛癌は絨毛性疾患の0．2・・－O．3％で，その報告は100例に満たない，また今回の胞状奇胎2例はICSI施行例であり，単一精子授精によ

る発生としてtその病態は興味深いと考えられた．

【結語】ARTと絨毛性疾患の関連は指摘されておらず，　ART治療後卵管絨毛癌の報告は過去に3例のみである，手術時摘出標本の病理診断とhCG

値経過観察が重要である．

0－234　当院で経験した中分化型セルトリ・ライディク細胞腫の2例

○大原　美希，鈴木　　聡，吉田　史子，菅沼　亮太，小宮ひろみ，藤森　敬也
　福島県立医科大学産科婦人科学講座

【緒言】セルトリ・ライディク細胞腫は性索間質性腫瘍で，分化度と悪性度が比例する．境界悪性・悪性に相当する中・低

分化型の症例は悪性卵巣腫瘍のうちO．4％で，稀な疾患といえる．今回我々は中分化型セルトリ・ライディク細胞腫の症例
を2例経験したので報告する．【症例1】13歳　1歳時に網膜芽細胞腫の既往があり，眼球摘出，大量化学療法を施行され，

現在再発兆候はない．12歳時に初経が発来したがその後無月経となり，音声低音化t多毛等の症状を認めた．小児科の定期
受診時に男性化徴候が疑われ，精査加療目的に糖尿病・内分泌・代謝内科に紹介となった．テストステロンが高値であり，

副腎や卵巣の腫瘍を疑い精査を行ったところ左卵巣の軽度腫大を認めたため卵巣組織検査目的に腹腔鏡下手術を施行した．

迅速病理診断に提出したところセルトリ・ライディック細胞腫が確認された．核出や温存は困難と判断し左卵巣摘出術を施
行した．最終病理診断は中分化型セルトリ・ライディク細胞腫であった．術後，血中テストステロン値は低下した．【症例2】

25歳　腹部膨満，不正出血を主訴に近医を受診した．臨床的に男性化兆候は認めなかった．超音波検査にて腹腔内を占拠す

る18cm大の単房性嚢胞を認めた．卵巣腫瘍が疑われたため精査加療目的に当科紹介となった．　MRI検査にて一部充実性構
造を認め，腫瘍マーカーが上昇していたことから迅速病理診断をおいて開腹手術を施行した．高分化型セルトリ・ライディッ

ク細胞腫の診断であったため左卵巣嚢腫核出術を施行した．最終病理診断は中分化型セルトリ・ライディク細胞腫であっ
た．【結語】今回，臨床症状及び腫瘍の大きさ，性状が異なる中分化型セルトリ・ライディク細胞腫の2症例を経験した．

これらの点を踏まえ，文献的考察を加えて報告する．
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O－235 ヒト胚連続培養においてWell　of　the　well型培養dish（WOW　dish）が培養成績に

与える効果の検討

○渡邊　紘之1・2），福永　憲　FS　i・L’・’3），中山　　要121，下村　海咲12），辻　　暖永］2），北坂　浩也121，長谷川　望12），

　加藤　道高’2〕，服部　幸雄12），若原　靖典12），近藤麻奈美12），木下　孝一2｝，薬師　義弘12），羽柴　良樹’2’，浅田　義正12．3）

　］）浅田レディース勝川クリニック，2浅田レディース名古屋駅前クリニック，S）浅田生殖医療研究所

【目的】Well　of　the　well型培養dish（WOWdish）は直径7mmほどのwell中にさらに受精卵が1つずつ入る程度のwellが25個並んでいるdish

である．この特殊な形状は受精卵を同一Well内で25個までグループ培養しながら個別に管理することを可能とし，オートクライン，パラクライ

ン効果による培養成績の向上が期待されるデバイスである，ウシ胚ではdrop培養と比較して胚盤胞期での胚質向上が報告されている．当検討では

ヒト胚の培養にwOW　dishを使用し，更に低酸素環境を維持するための培養液交換を無くした連続培養系を構築して，胚質向上を目的とした検討

を行った．【方法】研究利用胚として凍結保存してある前核期胚143個を融解し，Day3とDay5で培養液交換を行う「drop移しかえ有り」を対照

区として，dropでの連続培養区「drop移しかえ無し」とWOW　dishを用いた連続培養区「WOW　dish」の3実験区を設け，症例ごとに同数をsplit

でDay7まで培養した．　Day3，5，6，7で観察を行い，　Day5，6，7での良好胚率及び胚盤胞形成率を比較した．【成績】「drop移しかえ有り」の実

験区では胚盤胞形成率がDay5，6，7でそれぞれ46．8％，57．4％，59．6％となり，良好胚盤胞率はそれぞれ25．5％，44．7％，4＆9％となった（n＝47）．

「drop移しかえ無し」の実験区では胚盤胞形成率が45，8％，54．2％，54．2％となり，良好胚盤胞率はそれぞれ14．6％，31．3％，33．3％となった（n＝48）．

「WOW　dish」の実験区では胚盤胞形成率がそれぞれ52．1％，5＆3％，5＆3％となり，良好胚盤胞率はそれぞれ25．0％，43．8％，47．9％となった（n＝

48）．各実験区間で胚盤胞形成率，良好胚盤胞率共に有意差は確認できなかった．【結論】当検討の結果から，WOW　dishを用いた連続培養ではdrop

での培養液交換を行った場合と同等の培養成績であることが確認できた．また，dropでの連続培養と比較するとWOW　dishでは培養成績が高い傾

向が確認できた．そのため，WOW　dishはヒト胚において15μ1のdropと比較して連続培養に適している可能性が考えられる．

O－236　Well　of　the　well型培養dish（WOW　dish）
　　　　　　率の高い培養液の選択

を用いたヒト胚連続培養における発生

○福永　憲隆t・23＞，渡邊　紘之’2J，中山　　要’2｝，下村　海咲12｝，辻　　暖永12），北坂　浩也12｝，吉村　友邦止2），

　田村　総子L・2），服部　幸雄1・L），若原　靖典12｝，近藤麻奈美’2），木下　孝一’・2’，薬師　義弘12），羽柴　良樹12｝，浅田　義正’：．3｝

　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】我々は，胚を培養する環境の最適化を目的に低酸素を維持した培養系の確立を目指してきた．これまでにインキュベーターの選択，Time－

Lapse機器の利用と進展させ，汎用性がありグループ培養の効果が期待できるWOW　dishを用いた連続培養（無培養液交換培養）へ進め一定の

効果を報告した．培養環境に重要な培養液の現状はSequential　MediumとSingle　Mediumに大別できる．今日のTime－Lapse機器の普及に伴い

培養中で交換せずに連続培養を想定したSingle　Mediumが出てきた，本研究では，　WOW　dishを用いて行う連続培養にて発生率の高い培養液を

選定するために2種類の連続培養用培養液の比較を行った，【方法】培養した胚は凍結保存後に患者希望で廃棄し，観察に同意を得た9症例87個

の前核期胚とした，胚は同一症例から2群に分けWOW　dish（大日本印刷）のWellに60μ1の培養液を入れて無加湿型インキュベーター（K－systems

G185）で6日目まで連続培養した．培養液はContinuous　Single　Culture　Medium（CSC：Irvine）と新たなOne　Step　Medium（OS：NAKA　ivf

Mediium）に分け比較した．培養は症例毎に約5個もしくは25個を1dishで実施した，【結果】症例毎に培養した胚盤胞発生率はCSC群で25．0％

（5／20）に対しOS群で3＆9％（7／18）だった．更に良好胚盤胞発生率ではそれぞれ5．0％（1／20）に対しILI％（2／18）とOS群で高い値となっ

た．25個を1Dishで培養した胚盤胞発生率はcsc群で2＆o％（7，／25）に対しos群では58．3％（14／24）だった．更に良好胚盤胞発生率ではそれ

ぞれ12．o％（3／25）に対し16．7％（4／24）とos群で高い値となった．【考察】結果より，　wow　dishを利用した連続培養において新たな培養液

の優位性が示唆された，更に多数の胚をグループ培養することで高い胚盤胞発生率が得られたことからwOW　dishの効果が伺えた．今回の結果

からも，連続培養用の培養液は交換が不要であることが明らかになり，通常の培養環境における低酸素を維持した培養系の構築は進んだと言える．

O－237　胚移植用ビアルロナン含有培養液の比較検討

○菊地　裕幸，山田　健市，鈴木　麻美，村川　晴生，野田　隆弘，吉田　仁秋

　吉田レディースクリニックARTセンター

【目的】胚移植時の培養液におけるビアルロナン含有は，内膜への接着促進効果が考えられているが，様々な報告がされて

いる．ビアルロナンを含んだ2社の異なる培養液が有用であるか検討を行った．【方法】当院にて2013年1月から2014年4

月までの間，ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植時にビアルロナンを含んだA社およびB社の培養液を用いた，A
群132症例154周期，B群284症例389周期，ビアルロンを含まない胚盤胞培養液を用いたC群110症例117症例において，
1）Gardner分類Blasto3BB以上，3BB未満，2）患者年齢40歳未満，40歳以上での臨床的妊娠率，流産率を比較検討した．
ビアルロナン含有培養液は，推奨プロトコールに従い，30分または2時間程度の浸漬ののち胚移植を行った．【結果】患者

平均年齢はA群，B群，　C群で35．9歳，36．9歳，35，5歳，平均移植回数は2．9回，2．8回，1．7回であり，患者年齢はB群で
有意に高く，移植回数はC群が有意に少なかった．総妊娠率は，A群，　B群，　C群で46．8％，39．1％，47．0％．流産率は12．5％，

23．7％，14．5％であった．1）Blasto3BB以上の妊娠率は，　A群，　B群，　C群で51．0％，47．5％，52．3％，流産率は6．0％，23．0％，

13．3％，3BB未満の妊娠率は37．0％，24．5％，36．8％，流産率は23．5％，26．1％，14．3°／・であり，3BB以上ではB群において

有意に流産率が高かった．2）40歳未満の妊娠率は，A群，　B群，　C群で47．6％，46．6％，51．1％，流産率は11．7％，22．1％，

14．6％，40歳以上の妊娠率は42．9％，16．5％，30．4％，流産率は16．7％，37．5％，14．3％であり，40歳以上ではB群において

妊娠率が有意に低かった．【結論】胚移植時のビアルロナン含有培養液は，ビアルロナンを含まない培養液と同等以上の臨

床効果が得られ，2社の異なる培養液の中でも，特に40歳以上の症例において有用な培養液があることが示唆された．
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O－238　着床に関連するタンパク質の発現を誘起させる因子の複合添加培養が着床に与える
　　　　　　影響

○高橋　明仁1），古川　悦子1），齋藤　恭佑1），福井えみ子Z），吉澤　　緑2），松本　浩道2｝

　1｝宇都宮大学農学研究科，2｝宇都宮大学農学部

【目的】我々は，プロラクチン（PRL），上皮成長因子（EGF），4－hydroxyestradiol（4－OH－E，））が，マウス胚盤胞におけるbreast　cancer　1（Brca

l）発現を上昇させることを報告した．PRLは上皮成長因子受容体であるEgfr，　EGFはEgfrとErbb4，4－OH－E、はtubulointerstitial　nephritis

antigen－likel（Tinagll），それぞれの発現を上昇させる．そこで本研究では，　PRL，　EGF，4－OH－E2を培地へ複合添加することによって，胚に

おけるBrcal，　Egfr，　Erbb4，　Tinagl1の発現を上昇させ，着床能力を誘起できると仮説をたて，それらタンパク質の発現動態の解析，並びに着

床率の評価をすることで立証を試みた．

【方法】ICRマウスを用いて体外受精胚を作出した．　PRL，　EGF，4－OH－E2を複合添加したKSOM培地内で胚盤胞を24時間培養した．培養し

た胚のBrca1，　Egfr，　Erbb4，　Tinagl1，　ERαの発現を多重蛍光免疫染色で解析した．また3因子複合添加培地で培養iした胚を子宮内へ胚移植し
た．

【結果】3因子複合添加培地で培養した胚盤胞において，Brcalは栄養外胚葉の細胞核で，　EgfrとErbb4は栄養外胚葉の細胞質で，その発現が

上昇した．Tinagl1は栄養外胚葉の細胞質で発現が上昇し，栄養外胚葉の胚盤胞腔表層に局在が移行したものが見られた，　ERαの発現は認めら

れなかった．3因子複合添加培地で培養した胚の着床率は無処理区に比べ有意に高い値を示した．

【考察】本研究の結果から，Brcal，　Egfr，　Erbb4，　Tinagl1の4つの因子の発現を上昇させた胚を移植することで着床率が改善されることを明

らかにした．我々は，着床の成立において，着床誘起胚で発現するBrca1は維持されるが，　ERαは消失する必要があることを報告している．　PRL，

EGF，4－OH－E，，はERα発現を誘起しないで作用したことから，本実験で用いた培養系は，着床能力を高めるのに適していることが示唆された．

O－239　ヒト胚の体外培養における細胞外（培地）至適pHの検討

○泊　　博幸，国武　克子，内村　慶子，村上　真央，日高　直美，西村佳与子，本庄　　考，詠田　由美

　アイブイエフ詠田クリニック

【目的】pHは，胚発生において最も重要な培養環境要素である．一般に哺乳動物の細胞の至適pHは7．2・－7．6と言われてい

るが，pHは細胞の代謝や活性において重要な役割を担っているため，胚発生におけるさらに詳細な至適pHの設定が必要
と思われる．本研究は，ヒト胚の体外培養における培地の至適pHを検討した．【方法】［検討1］インキュベーター内CO2
濃度と培地pHの相関を調べた、　CO2濃度3，4，5，6，7，8，9％設定の培地pHを血液ガス分析装置（IRMA　Series　2000；
Diametrics　Medical）を用いて測定した．［検討2］インキュベーター内CO2濃度と胚発生の関係を調べた．　CO2濃度3，4，

5，6，7，8％設定において凍結融解胚の体外培養をDay－6相当までGlobal培地を用いて行い，その後の良好胚盤胞（Gard－
nerの分類3BB以上）率を調べた．供試胚は，廃棄希望の凍結保存胚（Day－2，　Good胚）を患者の同意のもと使用した．　Good

胚の定義は，胚発生における第一卵割時間が早く，かつVeeckの分類のGrade　3以上とした．また，　CO2濃度は，インキュ
ベーターの表示値と庫内の濃度が一致していることをガスアナライザー（ASTEC）を用いて確認した．【結果】［検討1］代
替血清20％　添加Global培地のpHとCO2濃度の回帰式は，　y　・　－O．06x＋7．64となり，　R2＝O．96の強い負の相関を示した。

［検討2］CO2濃度3，4，5，6，7，8％　設定時の良好胚盤胞率は，各10％，20％，55％，50％，50％，20％であり，5，6，

7％において有意に高くなった（p＜0．05）．【考察】CO2濃度5～7％の良好胚盤胞率が高かったことから，　CO2濃度とpH
の回帰分析よりヒト胚の体外培養における培地の至ma　pHは7．22・－7．34であることが示唆された．

O－240　ARTで使用するミネラルオイルにより胚盤胞率は影響を受ける

○前田　祐紀，村上　正夫，江頭　昭義，田中　啓子，峰　　千尋，大坪　　瞳，南　　綾子，打田　沙織，水本　茂利，

　蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】通常ARTにおいて，卵子・胚の培養i液の蒸発を防ぎ，　pHや浸透圧を安定させる目的でミネラルオイル（MO）カ

バー下での培養が汎用される．MOのメーカーの違いが胚のクオリティーに影響することが知られているが，胚盤胞率への
影響を調べた報告は少ない．今回，当院で従来から使用しているA社のMO（国産）と，新たに導入したVitrolife社のMO
を用い，胚の発育を比較した．【対象・方法】採卵から胚培養まで全ての過程においてA社（A群）またはVitorolife社（B

群）のMOを使用した．試験1（ウシモデル）：ウシ卵子を無作為にAとBの2群に分け，常法により体外成熟・体外受精
を行い，受精した卵子の培養後の発育を調べた（nニ194），試験2（臨床）：ウシ胚の結果をもとに，2014年3月から2014

年4月に当院でARTを行った患者（≦39歳・治療回数≦2回）50名を曜日によりAとBの2群に分け，2PN胚の培養後
の発育を調べた（n＝258）．【結果】試験1：媒精3日後の胚の分割率（89．6％vs．　78．6％）と8細胞期胚率（43．4％vs．42．1％）

はA，B群でそれぞれ差はなかった．分割期胚の培aS　9日目の胚盤胞率はB群（35．4％）がA群（21．1％）より高かった（P〈
O．05）．試験2：患者年齢はA，B群で差はなかった（34．5±3．6歳vs．347±3．9歳）．培養3日目の追加胚（当院基準Fair≧）

率（59．5％vs．46．9％）はA，　B群で差はなかった．追加胚あたりの，培養6日目までに凍結できた胚盤胞（当院基準B’≧）

の割合はB群（53．3％）がA群（31．8％）より高かった（P＜O．05）．【結論】ARTで使用するMOの違いが，培養後の凍結
可能な胚盤胞の数に有意に影響を及ぼすことが分かった．
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O－241　同一症例回収卵での培養液の違いによる胚発生率の比較

○高島　明子V，木村　文則D，伊津野美香1），平田貴美子1｝，竹林　明枝1），辻　俊一郎1），郭　　翔志’），樽本　祥子D，

　高橋健太郎2｝，村上　　節1）

　1）滋賀医科大学産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学地域周産期医療学講座

【目的】同一症例での受精卵をOne－step　MediumとSequential　Mediumの2種類の培養液に分け胚発生状況を比較する．

【対象】2013年6月から2014年5月に当院で採卵し，8個以上の卵母細胞が得られ説明により同意の得られた41症例を対象とした．

【方法】同一症例の受精確認後の2前核期胚をOne－step　Medium（以下0群；globalTM　totalTM，　LifeGlobar「M使用）とSequential　Me－

dium（以下S群；ECMTMmedium，　MultiBlast　TMMedium，　IrvineScientific使用）に分け，　Day　5－6まで継続培養を行った．両群

間におけるDay2－3での初期胚到達率，良好初期胚率，　Day5－6での胚盤胞到達率，　Day5での良好胚盤胞率を比較検討した．初期胚

はVeeck分類で4cell以上かつG2以上（day2），または8cell以上かつG2以上（day3），胚盤胞はGardner分類を用い，胚盤胞腔
3以上，内細胞塊および栄養膜細胞にCを含まないものを良好胚とした．統計処理はFisherの正確確率検定またはxL）検定を用いた．

【結果】患者の平均年齢は36．1±4．0歳，平均回収卵数は14．1±3．9個であった．計645個の卵母細胞を獲得したが，今回の研究に利用

した2前核期胚は281個で，0群に148個，S群に133個を割り当てた．0群，　S群でのDay2－3での初期胚到達率は，878％（130／
148），94．7％（126／133），良好初期胚率は38．5％（57／148），33．1％（44／133）と差を認めなかったが，Day5－6での胚盤胞到達率では

4＆6％（72／148），33．1％（44／133）（p〈O．03），Day5での良好胚盤胞率は25．7％（38／148），15．1％（20／133）（p＜O．05）と有意に0

群で高かった．ただし，S群でのみ良好胚盤胞を複数形成した症例を認めた．

【結論】0群はS群と比較し，有意に胚盤胞形成率が高かったが，培養液により胚発育が極端に異なる症例が認められた．胚盤胞形

成に関しては，One－step　Mediumが有意に良好な胚が多かったが，今後，妊娠率も合わせた検討が必要であると考えられた．

O－242　胚盤胞培養における培養液交換の必要性第二報～培養液交換の有無による培養成績
　　　　　　の比較～

○森田　春佳木村　裕美，貴志　真衣，出村　章悟，町田　遼介，山根　里歩，茨木　総子，小林紗貴子，江崎　　敬
　池袋えざきレディースクリニック

【目的】以前我々は，one　step　mediumでも，微小ドロップの培養iでは培養液の交換が必要であると第58回本学会で報告し

た．培養液の交換を行わないことにより，作業工程を減らす事ができ，交換作業時のインキュベーター外作業による培養液

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．今回は培養液量を増量して再度培養液交換の必要性について検討を行った．

【方法】2014年1月～4月までに当院にて採卵を行った185周期のうち，胚盤胞培養を行った123周期を対象とし，無作為
に培養液交換群（62例）と培養液非交換群（61例）の2群に分類した．両群とも培養液はLifeGloba1社のgloba1を使用し，

oilカバーした50μ1のドロップ内で個別培養した．両群のDay5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（58．0％／59．1％），

良好胚盤胞到達率（31．5％／34．8％），両群において胚盤胞到達率，良好胚盤胞到達率共に有意な差は見られなかった．

【結論】以前我々はone　step　medium使用下での胚盤胞培養においても30μ1のドロップでの培養には培養i液の交換は必要で

あると報告したが，ドロップの培養液量を50μ1に増やすことで培養液の交換を行わなくても，交換した場合と同等の結果

を得られた．これにより，胚1個につき50μ1以上の培養液内で培養すれば，代謝産物による組成変化の影響を受けにくく
なり，培養液交換の必要性はなくなると考えられる．

O－243　Single　Step　Mediumによる培養液無交換培養の有用性

○志田　有加P，中山　理紗！），高木さや香1），森本　　me　1｝，大城　章子P，山本　裕子1），榊原　由佳1），宗　　修平1），

　藤田　智久b，田村　直顕2），山口和香佐D，俵　　史子・1｝

　1）医療法人社団俵IVFクリニック，2）浜松医科大学産婦人科

【目的】Single　Step　Mediumでの胚培養が有効であるとの報告が散見される．培養液交換をなくすことにより，外的ストレ

スを極限まで減らした環境で胚培養を実施し，良好な成績が得られるか否か検討した．【対象】2014年1月から6月に採卵
および胚盤胞培養を行った457周期のうち，105周期を対象に，初期胚・胚盤胞培養をSingle　Step　MediumであるContinu’
ous　Single　Culture（lrvine　Scientific）（以下CSC）で培養を行った79周期（A群）と，　Sequential　MediumであるQA－Cli－

avage・Blastocyst　Medium（SAGE）（以下QA）（B群）で培養を行った26周期について，胚盤胞到達率および良好胚盤
胞到達率を比較検討した．なお，両群間における患者背景に有意差は見られなかった．【方法】採取した成熟卵子はQA－Fer－

tilization　Mediumを使用しIVFおよびICSIを施行し，その18～20時間後に正常受精が確認されたものを胚盤胞培養に供
した．胚培養の方法は，Falcon3037器官培養用ディッシュを使用し，無加湿型インキュベーター（K－System　G185）で集

団培養した．A群は培養液交換を行わずにDay6まで培養し，　B群は媒精68時間後にCliavage　MediumからBlastocyst　Me－

diumに培養液交換した．両群ともにDay6まで継続培養し，良好胚盤胞（Gardner分類による3BB以上）は全胚凍結保存
とした．【結果】A群・B群における胚盤胞到達率は，49．1％（165／336）vs42．0％（29／69）［P＝O．284］，良好胚盤胞到達率

は，41．7％（140／336）vs37．7％（26／69）［P＝O．632］で，それぞれ有意差は認められなかったが，　A群において胚盤胞到達

率，良好胚盤胞到達率は，高い傾向であった．【考察】今回の検討により，Single　Step　Mediumを積極的に取り入れ，外的

ストレスとなる培養液交換を無くすことで，胚盤胞の形成がより向上することが期待できると示唆された．
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O－244　Single　step　mediumと培養方法の検討

○池上　美希1’，長瀬　祐樹D，山本　佑司D，松田有希野1），米澤　潤一，和田　知久D，松浦　俊樹2）

　1）アクトタワークリニック生殖発生医科学センター，Z）アクトタワークリニック

［目的］妊娠率向上のためには培養環境のQuality　controlは極めて重要である．当院では正常受精が確認できた胚は，凍結

又は移植までの問，毎朝観察を行ってきた．しかし，インキュベーター外に出す事は胚にストレスを与えると報告されてい
る．また，培養液の交換が必要となるDayl，　Day3，　Day5はさらに長時間インキュベーター外に胚が出ている状態になる．

そこで今回，培養液及び培養方法の違いにより良好胚盤胞発生率に影響があるか検討を行った．［方法］2010年4月から2014

年6月にARTを施行し，正常受精が確認でき胚盤胞培養を行った787症例1398周期を対象とした．培養液の交換が必要な
Sequential　mediumを用いて毎日観察を行い，　Day3とDay5に培養i液の交換を行ったもの（Seq＋群）と，培養液の交換が
必要ないSingle　step　mediumを用いたが毎日観察を行った（Sin＋群），　Single　step　mediumを用いてDay5まで観察を行

わず，インキュベーター外に胚を出すことなく連続培養を行ったもの（Sin一群）で良好胚盤胞発生率を比較検討した．［結
果］患者の平均年齢はSeq＋群，　Sin＋群，　Sin一群137．11歳，3＆04歳，3＆40歳であった．良好胚盤胞発生率は30．3％，44．7％，

52．4％でSeq＋群と比較してSin＋群で良好胚盤胞発生率が有意に高かった．また，　Sin一群では他の2群と比較して良好胚
盤胞発生率が有意に高かった．［考察］今回，培養液の交換が必要ないSingle　step　mediumを用いインキュベーター一・外に胚

を出さずに培養を行うことでより多くの良好な胚盤胞を得ることができた．従ってインキュベーター外に胚を出すことは胚
にとって大きなストレスになっており，胚の発生に影響を与えていることが示唆された．近年ではタイムラプスインキュベー

ターによる連続培養が可能となっているが，タイムラプスインキュベーターが無い施設においてもSingle　step　mediumを
用い，観察を最小限に抑え培養を行うべきであると考えられる．

O－245　0ne　Step　MediumとEmbryo　Scopeを使用し，　ZonaFree卵子にICSIを実施，妊
　　　　　　娠に至った一症例

○杉本　利幸，東海林志保，高橋加七子，泉　のり子，稲葉　幸代，稲垣　　恵，稲垣　　誠

　いながきレディースクリニック

【諸言】ICSI前処理であるCumulus剥離時に透明帯が脆弱な場合は破損し卵細胞質が脱出してしまう症例を経験することがある．仮

にICSIをおこない受精しても割球が分散胚盤胞に到達する可能性は低い．今回，　ZonaFree卵子にICSIを実施，受精後OneStepMe－

diumとEmbryoScopeを使用し胚盤胞までの動画を撮影胚移植後妊娠成立した症例を報告する．【症例】32歳他施設でAIHを9

回実施29歳時HCG（＋）となったが6W流産その後ICSIを3回，胚移植をおこない妊娠に至らず当院に転院．当院においては
CC－hMG－Antagonistの卵巣刺激により3個採卵．2個は未熟卵と変性卵，残り1個はM2であったが透明帯が菲薄脆弱状態で，細心

の注意でCumulus剥離をおこなったが卵細胞質脱出．可能性にかけてZonaFree卵子にICSI実施翌朝無事2PNを確認．その後On－

eStepMediumでDaylからDay5までEmbryoScopeで培養を行った，培養状況は順調でDay5（受精操作116時間後）に胞胚腔は146
μmに到達胚移植ではカテーテルから放出される圧力による崩壊を避けるために極めてソフトにおこなった．胚移植後10日目に

HCGI72mlU／ml．移植後28日目には単胎FHBを確認産科に紹介となった．現在経過は順調である．【考察】Sequential　medium

は培養液交換時にCompactionしていない胚は細胞が分散する可能性が高い．今回使用したOneStepMediumはDay1からDay6ま
で培養液交換の必要がなく細胞分散のリスクを軽減できた可能性がある．またEmbryoScopeは胚を移動させることなく経過を記録

観察でき，専用ディッシュのウェルはテーパー状で底部に250μmの平面となっており，細胞の揺れや動きを極力抑え細胞が分散しに

くい状態であったと考えられる．OneStepMediumの培養成績は今までのSequential　mediumの胚盤胞到達率が同等またはそれ以上

の傾向があり，EmbryoScopeの培養i環境の安定性と専用ディッシュのウェルの特性が相まって良好な結果に到達したと考えられる．
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P－001　高齢の筋腫合併不妊症例に対する筋腫核出術についての検討

○辻　　　勲，小谷　泰史，藤浪奈穂子，万代　昌紀

　近畿大学医学部産婦人科

　高齢の筋腫合併不妊症例に対する筋腫核出術の妊孕能の改善については，一定の見解が得られていないため，筋腫核出術
の是非につき臨床上苦慮することが多い．今回の検討では，筋腫核出術後に妊娠予後の改善が期待される高齢の筋腫合併不

妊症例を明確にすることを目的とした，平成9年1月から平成23年12月までの間に，筋腫合併不妊症例170例のうち筋腫
核出術を施行した35歳以上の高齢筋腫合併不妊症例55例を対象とした．妊娠群（16例）と非妊娠群（39例）に分類し，
臨床的背景や筋腫の性状，卵巣予備能を反映する指標について後方視的に検討した．臨床的背景に関する検討では，不妊期
間は，妊娠群22±3．7年，非妊娠群5．0±4．0年であり有意差を認めたが（p＜0．05），年齢・既往妊娠・他の不妊因子の合併

の有無は，両群間で差を認めなかった，筋腫の性状に関する検討では，筋腫の個数は，妊娠群2．0±O．9個，非妊娠ev　6．9±11．5

個であり有意差を認めたが（p＜O．05），最大筋腫径・内膜圧排の有無は，両群間で差を認めなかった．卵巣予備能を反映す

る指標に関する検討では，血中FSH基礎値は，妊娠群　7．2±22mlU／ml，非妊娠9e　9．2±5．5mlU／mlであり有意差を認めたが

（p＜0．05），卵巣手術既往・子宮内膜症性嚢胞合併の有無は，両群間で差を認めなかった．高齢の筋腫合併不妊症例のうち，

1）不妊期間が短い，2）血中FSH基礎値が低い，3）筋腫の個数が少ない症例は，筋腫核出術により妊孕能が改善される可
能性があることが示唆された．

P－002　AMHを指標とした子宮筋腫核出術が卵巣機能におよぼす影響

○土屋富士子1），合阪　幸三1〕，平池　　修2），平田　哲也2｝，原田美由紀2｝，長谷川亜希子2｝，能勢さやか3｝，板橋　香奈1｝，

　小畑清一郎11

　1）医療法人財団小畑会浜田病院，2）東京大学付属病院産婦人科，31富山大学付属病院産婦人科

【目的】子宮筋腫は生殖年齢女性に好発する良性腫瘍であり，過多月経などの症状出現のみならず，不妊や妊娠成立後の流

早産の原因となりうる疾患である．子宮筋腫による症状を有する患者に対して一般的に根治手術として子宮全摘が行われる
が，近年，子宮全摘術よりも子宮筋腫核出術を選択されることが多い現状にある．子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する嚢腫摘出

術が卵巣予備能の低下を招く可能性が指摘されているが，挙児希望がある患者に対して選択される筋腫核出術による卵巣予

備能へ影響についても評価する必要があると考えられる．AMHは女性において，卵巣予備能を予測するホルモンとしてFSH
基礎値の代わりに注目され，不妊領域で広く用いられている．今回，子宮筋腫核出術前と後で血中のAMHの値を測定し子
宮筋腫核出術が卵巣予備能に及ぼす影響について解析した．【方法】2012年9月から2013年3月までの間に当院で行われた
子宮筋腫核出術症例のうち今回の手術で卵巣所見は正常であり，子宮筋腫核出術のみ施行されている，かつ過去に卵巣嚢腫

核出術の既往がない24症例について，術前1ヶ月と術後1ヶ月にAMHの測定し，　AMH値の変化および種々パラメーター
を用いて比較検討を行った．また，子宮筋腫核出術は開腹または腹腔鏡を用いて行われ，子宮筋層は吸収糸にて縫合形成し
た．【成績】患者の平均年齢は36歳±2．8歳であった．手術前，手術後一ヶ月でのAMH値はそれぞれ5．17±325ng／ml，3．64±

2．41ng／ml，であり低下傾向ではあったが，有意差は認めなかった．またAMHの低下率と，手術時間，摘出物重量との相
関も検討したが，有意差を認めなかった．【結論】子宮筋腫に対する子宮筋腫核出術により患者の血中AMH値の低下傾向
は認めるものの，有意な減少は示されなかった．

P－003　子宮筋腫に対する調節卵巣刺激法（COS；controlled　ovarian　stimulation）の影響

○久須美真紀，洲河　美貴，野間　　桃，尾上　洋樹，田畑　知沙，渡邊　倫子，黒澤　貴子，藤原　敏博，堤
　医療法人財団順和会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

【緒言】子宮筋腫はエストロゲンとプロゲステロンの影響によって増大することが分かっている．近年不妊治療を受ける女

性の高齢化が問題となっており，それに伴い，子宮筋腫を合併する女性も増えている．COSを行うと，卵胞数に応じてエス

トロゲン，排卵（採卵）後はプロゲステロンが上昇する．実際の子宮筋腫の増大に関しては否定的な論文が少数見えられる

が，1クールに限ってのことである，今回，COSと子宮筋腫増大について検討することを目的とした．【方法】子宮筋腫が
存在し，当院で2012年に人工授精を施行し，2013年に体外受精（ART）に移行した38名を対象に，子宮筋腫の増大につ
いて後方視的に検討した．人工授精施行時の排卵刺激は内服治療までとし，ART移行後はhMGまたはrFSHによる刺激
（COS）を対象とした．子宮筋腫のサイズについては1クール終了前後および，6か月後を対象とした．【結果】現時点の症

例数では有意差は出なかったが，6か月後ではIUI群では子宮筋腫の増大は見られなかったが，　ART群ではやや増大したも
のが多かった（0例対6例）．ART群には腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術（LAM）後の例があり，多発子宮筋腫例で数の増加，

再発する傾向があった．【考察】IUIにCOSを併用することは妊娠率を上昇させ，　ARTには多数の良好卵の獲得のためCOS

が頻用される．COSは不妊治療に必須である．今回の結果により，　COSにより子宮筋腫はやや増大するが，増大の程度は
軽度であった．子宮筋腫があっても，COSの選択を控える必要はないと考えたい．子宮筋腫は粘膜下筋腫の場合，　ART前
でのLAMは着床障害の改善に有効な可能性はあるが，多発筋腫では短期間に再発するリスクが高いため，早期の妊娠成立
を目指す必要がある．学術講演会までに症例数を増やし，更なる検討を施行予定である．



228（386） 日生殖医会誌59巻4号

P－004　当院における子宮筋腫合併不妊症患者の治療成績

○中村　康彦，上田　一之

　山口県立総合医療センター産婦人科

【目的】患者年齢の上昇に伴い子宮筋腫を合併する不妊症患者が増加しているが，手術の適否や周産期経過を含む検討は不

十分である．本研究では，当院におけるこれら患者について，筋腫の部位，大きさや核出術が妊娠および周産期成績に及ぼ

す影響について検討することを目的とした．【方法】2008年1月から2012年12月に当院で不妊治療を受けた577名のうち，

子宮筋腫を合併していたものは58名（10．1％）であった．そのうちPOIおよび筋腫の部位が不明瞭であった2例を除く56
名を対象として解析した．【成績】筋腫合併患者の年齢・妊娠率・流産率は，36．7±4．4才・517％・20％でその他の不妊患
者の33．3±4．4才・60、9％・17．7％に比して，妊娠率・流産率に差は無いが有意（p〈O．OOI）に高齢者が多かった．内腔に突

出する粘膜下筋腫はすべて手術が行なわれていた．手術を行なった群（Ope．群；n＝28）の年齢・妊娠率・流産率は35．0±
4．1才・71．4％・20％で，手術を行なわなかった群（non－Ope．群；n＝28）の38．3±4．4才・　42．9％・16．7％に比して，流産

率に差は無いが，年齢と妊娠率に有意差（p＜O．05）を認めた．また，non－Ope．群の妊娠例（n＝12）と非妊娠例（n＝16）

の年齢は，35．2±3．0と40．6±3．7才であり，有意差（p＜0．001）を認めた．Ope．群では径5　cmを超える多発筋腫症例が11

例あり，これらの妊娠率は63．3％で流産は1例のみであり，妊娠継続例はすべて満期帝王切開となっていた．粘膜下筋腫症

例は11例あり，9例でTCRを行い，妊娠した6例中2例でPROM早産となった．妊娠中筋腫を認めた1例で妊娠初期に
発熱・腹痛を認めた．【結論】筋腫核出による妊娠率への悪影響は無いが，TCR後妊娠によるPROMと帝切率の増加がデ
メリットと思われた．

P－005　高精度，高情報量および安全な卵管鏡下卵管形成術の検討

○佐柄　祐介，神野　亜耶，秋元　　諭，田中　幸子，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，井浦　文香，

　永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

【目的】卵管鏡下卵管形成術は卵管性不妊に対して第一・選択の治療法と位置づけられ，術後は約3割の妊娠率が得られる低侵襲の内視鏡

治療として有用である．しかしその反面，卵管内への確実なカテーテル挿入の判断や卵管水腫などの遠位病変の確認卵管内腔所見によ

る治療予後判断が困難であることなど，未だ不明確な部分がある，今回我々は可能な限り卵管鏡を高精度かつ高い安全性を確保しつつ施

行し，得られる情報量を更に増やすための検討を行った．

【方法】卵管鏡施行に際して以下の5項目について手技改善を試みた．1．セッティング（天吊り正面モニター・術中超音波使用）2．麻

酔方法（シリンジポンプによるプロポフォール持続維持静注）3，術中カテーテルモニタリング（超音波ガイド下卵管鏡）4．術直後カテー

テル通水（抗生物質溶解生食の注入による抵抗の確認）5．術前後腹腔内観察（超音波による術直後卵管水腫・inclusion　cystの確認）

【結果】1，正対したモニターで行う手術は術者のイメージが動作と一致し無理のない体勢での施行を可能とした．2．導入後維持麻酔を

行い完全な鎮静が得られることで手術へより集中することが可能であった．3，超音波ガイド下に行うことで，子宮卵管角から卵管内へ

のカテーテル挿入の確認が可能であったが，症例によっては観察が困難であった．4．客観的指標とはなりにくいが注入圧の高低が感覚

的に得られた．5．術直後の観察で，術直前に見られなかったinclusion　cystなどが観察された症例を認めた．

【結論】各項目を改良することでより高精度な卵管鏡下手術が可能となるものと考えられた．超音波ガイドなどを用いることで卵管内へ

の確実なカテーテル挿入および，卵管采部～腹腔内癒着が疑われた場合の術後方針を如何に検討するか（腹腔鏡または体外受精への早期

移行）が今後の課題となると思われるが，いずれにしろ無駄な時間を費やすことのないような治療方針が求められる．

P－006　当院におけるHSGの現況

○坂本　美和，近藤　哲郎，奥田　　剛，岩崎　信爾

　昭和大学医学部産婦人科学教室

【目的】子宮卵管造影（HSG）は妊娠を希望する患者において子宮や卵管，骨盤内癒着の状態など多くの情報が得られる重

要な検査である．そこで当院で行われているHSGの所見妊娠予後を調べ，当院における特徴を知ることを目的として本
検討を行った．【方法】2012年1月～2012年12年に当院でHSGを施行した症例を対象に，年齢，　HSG所見，妊娠症例を後
方視的に検討した．HSGの造影剤は油性造影剤を使用し，ヒスキャスR‘で子宮内に造影剤を注入した．後撮影は24時間後に

行った．妊娠結果は2014年5月までの経過で判定した．今回の演題に関して，開示すべき利益相反状態はない．また，本
研究は当院の倫理委員会の承認を得ており，インフォームコンセントを得て行った．【成績】上記期間に行われたHSGは191
例，うち当院不妊外来に通院している149例を検討対象とした．平均年齢は35．5±4．0歳であった．HSGの所見は正常所見：
100例（68．1％）片側卵管閉塞・切除後：23例（15．4％），両側卵管閉塞・切除後：11例（7．4％），骨盤内癒着：15例（10．1％），

子宮奇形：4例（2．7％），子宮内膜ポリープ：3例（2．0％），両側卵管留水腫：2例（13％），片側卵管留水腫：1例（O．67％）

子宮腔内変形（子宮筋腫による子宮腔拡大，Asherman症候群など）：13例（8．7％）であった．　HSG後にタイミング法また

は人工授精（AIH）を施行したのは124例，うち妊娠例は51例（41．1％）（タイミング法40例，　AIH　11例）であった．妊
娠するまでの平均周期は2．7±1．7回で，両側卵管通過症例と片側卵管通過症例での平均周期数に差は見られなかった．【結

論】妊娠症例はHSG検査後平均27±1．7周期と比較的早い時期に妊娠していることがわかった．このことはHSGで子宮・
卵管・骨盤腔の状態を確認し，タイミング法，AIHで治療する場合には早期の実施が重要であることを示唆している．また，

不妊患者のスクリーニング検査として，早期に実施すべきと考えられた．
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P－007　卵管留水腫に対する腹腔鏡下卵管ストリップ切除術後の卵巣機能についての検討

○穀内　香奈n，奥田喜代司1），後藤　　栄Z），中西　桂子L’1，齋藤奈津穂D，中村　容子ll，深澤　祐子D

　1）北摂総合病院産婦人科、2隆藤レディースクリニック

【はじめに】卵管留水腫の存在がIVF－ETの妊娠率を低Fさせるという報告があり，外科的治療の一つとして卵管切除術が
行われている．しかし一方で，卵管切除術後の卵巣機能低下についての報告も認める．今回，挙児希望のある卵管留水腫の
症例に卵管切除術を施行し，手術前後での卵巣機能を検討し，子宮内膜症や卵巣嚢腫の手術前後の卵巣機能と比較した．【対

象および方法】2012年8月から2014年4月にかけて挙児希望のある卵管留水腫症例12例に腹腔鏡下卵管ストリップ切除術
（卵管問膜を切開し，卵管のみを剥離して摘出）を行った．それぞれ手術前手術後の月経2－5日目に血中AMH，　LH，　FSH，

E2値を測定し，子宮内膜症，卵巣嚢腫に対して手術した症例の同項目と比較した．【成績】平均年齢は36±3．9歳（31－43

歳）で，12例中3例は既往手術症例で，7例では卵管留水腫に子宮内膜症や子宮筋腫などを合併していた．血中AMH値は
術前1．94±1．63ng／ml，術後1．49±2．43　ng／mlとやや低下しており，血中FSH値は術前7．4±3．6　m　IU／ml，術後19．2±17．6

mIU／mlと上昇していた．また12例中2例は体外受精で2例は自然妊娠で妊娠成立した．一方，卵巣嚢腫摘出術を施行し
た35例の血中AMH値は術前4．76±4．44　ng／ml，術後3．38±290　ng／mlと低下し，内膜症性嚢胞に対して嚢胞摘出術を施行

した73例の血中AMH値も術前3．57±3．77　ng／ml．術後1．39±1．59　ng／mlと著明に低下した．【考察】卵管留水腫に対する

腹腔鏡下卵管ストリップ切除術後の卵巣機能は軽度低下するものの子宮内膜症性嚢胞や卵巣嚢腫の手術に比べて卵巣機能低
下の程度は軽度であり自然妊娠例も認めることから有用と思われた．

P－008　クエン酸クロミフェンおよびレトロゾールで排卵誘発した周期における新鮮胚移植
　　　　　　の比較

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

　英ウイメンズクリニック

【目的】体外受精治療の排卵誘発において，FSH製剤やhMG製剤に低反応の症例では採卵数の増加が見込めず，心身や経
済的負担が大きくなることがある．このような症例では内服薬による排卵誘発において良好な結果を得られる事がある．内

服の排卵誘発剤としてはクエン酸クロミフェン（CC）が広く使用されているが，近年レトロゾール（RZ）を用いた排卵誘

発のARTへの応用の報告が増えてきている．そこで，本研究ではCCとRZを使用したARTにおいて新鮮胚移植周期の成
績を比較検討した．【方法】2011年1月から2012年12月までに新鮮胚移植を行ったART周期のうち，　CCで刺激した337
周期（CC群）とRZで刺激した306周期（RZ群）を対象とした．それぞれの着床率，臨床妊娠率，妊娠継続率，流産率を
全年齢層および35から38歳，39から42歳43から45歳の各年齢層別に比較した．【成績】検討した各項目において全年
齢層での比較ではCC群とRZ群の間に有意差はみられなかったが，臨床妊娠率と妊娠継続率は，　RZ群がCC群より良い傾
向にあった．年齢層別の検討では，39から42歳で着床率がCC群（22、2％）に比べRZ群（35．2％）で有意に高い結果であっ

た．流産率では両群とも年齢層が上がるにつれて高まる傾向を認めたが両群間に差は無かった．【考察】今回の検討結果か

ら，新鮮胚移植周期において，RZはCCよりも良い治療成績を得られる可能性が示唆された．　CC群でRZ群よりも治療成
績が劣るのは，RZと比較しCCの抗エストロゲン作用が子宮内膜に負の影響を及ぼす結果である可能性が考えられる．ま
た，RZはその作用機序から考えてCCよりも卵の成熟を促進する可能性が報告されており，　RZ群でCC群よりも良好な治
療成績を得られたのはこのRZによる卵成熟促進作用の結果である可能性も考えられる．

P－009　発育卵胞数と生児獲得の関係

○深作　悠D，芝原隆司1’，林奈穂子1’，箕浦博之D．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

【目的】体外受精では，良質胚を多数得るために，過排卵刺激が一般的である．しかし，発育卵数を抑えた周期の方が卵の

質が良いとも報告されており，効率よく生児を得るためには卵胞数を抑えるべきか，増やすべきかは検討の余地がある．ま
た年齢の上昇により，発育卵胞数や卵の質が低下する．そこで今回，年齢と卵胞数別の卵回収率，受精率，良好胚盤胞率，

着床率，流産率と，採卵周期あたりの生児獲得率をもとめ，発育卵胞数が生児獲得に及ぼす影響を検討した．【方法】2008

年1月～2012年12月の間に採卵を行った3293周期を対象とした．年齢は34以下（854周期），35～37（754周期），38～40
（821周期），41以上（864周期）に分けた．卵胞数は1（563周期），2～3（483周期），4～6（470周期），7～10（660周期），

11～15（540周期），16～20（295周期），21～30（218周期），31以上（64周期）に分けた．【結果】すべての年齢において，

卵胞数の増加で回収率は60％から35％に低下した．受精率は卵胞数と年齢に影響されなかった．良好胚盤胞率は34歳以
下で62％から41％へ，41歳以上で23％から8％へと，卵胞数の増加と年齢の上昇で低下した．着床率は卵胞数の増加で
変わらなかったが，年齢の上昇で60％から35％へ低下した．流産率も卵胞数の増加で変わらなかったが，年齢の上昇で14％

から37％へ上昇した．生児獲得率は全ての年齢で卵胞数の増加に伴い比例して上昇した．【考察】卵胞数の増加で回収率と
良好胚盤胞率が低下したが，それらを加味してでも，生児獲得率は全ての年齢で卵胞数の増加で上昇したため，卵胞数を増

やした採卵周期が有利であると考えられる．しかし卵胞数が増加しすぎても，卵胞過剰刺激症候群などの合併症の問題もあ
る．
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P－010　多嚢胞性卵巣症候群に対する当院の腹腔鏡下卵巣多孔術の治療成績

○湊　　敬廣12｝，宇賀神智久1｝，渡辺　　正’）

　i）NTT東日本東北病院産婦人科，2東北大学病院産婦人科

【目的】多嚢胞性卵巣症候群（polycystic　ovarian　syndrome，以下PCOS）は高頻度に排卵障害を来し，不妊症の原因とし

て代表的な疾患である．挙児希望のあるPCOS患者に対する排卵誘発はクエン酸クロミフェンが第一選択であり，無効例に
はゴナドトロピン療法が実施されるが，多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群のリスクを伴う．そのような症例に対しては腹腔鏡
下卵巣多孔術（laparoscopic　ovarian　drilling，以下LOD）が適応となる．今回われわれは当科で施行したLODの治療成績

について検討を行った．【方法】2010年9月より2013年11月までの期間に当院でLODを施行した挙児希望のあるPCOS
患者17例について検討を行った．PCOSは日本産婦人科学会の診断基準（2007）を満たす症例とした．検討内容は患者因
子（年齢，BMI，不妊期間とその分類），術後の自然排卵および妊娠の有無術後の妊娠成立の状況，術前後のホルモン値
の比較妊娠群と非妊娠群との術前ホルモンの比較についてである．【成績】患者因子は年齢：29、4±3．4歳，BMI：24．0±4．7，

不妊期聞：3D±O．5年，原発性不妊12例，続発性不妊5例であった．術後の自然排卵は16例に認め，術後初回の月経まで
に要した日数は平均30．1日であった．術後の妊娠成立は9例（自然周期3例，排卵誘発5例，体外受精1例）であった．術

後の妊娠は9例とも15か月以内で妊娠が成立，自然周期での妊娠成立は3例とも4カ月以内であった．術前後のホルモン
値は血中LHおよびLH／FSHの値は術後に有意な低下を認めた．妊娠群と非妊娠群での術前のホルモン値については血中
LH，　FSH，　LH／FSHとも有意な差は認めなかった．【結論】今回検討を行った症例では17症例のうち16例で自然排卵を認

め，9例で妊娠成立を認めた．術後の排卵率，妊娠率に関しては諸家の報告と同等の治療成績を認め，LODは有効な治療方
法と考えられた．

P－011　当科における低刺激採卵の有用性に関する検討

○茅原　　誠1），高桑　好⇒｝，松本　賢典1），加嶋　克則D

　1噺潟大学医歯学総合病院産婦人科，2同総合周産期母子医療センター

【緒言】近年ARTでの排卵誘発法として極力負担をかけない低刺激法を採用する事が多くなってきている．しかし連日の採
卵ができない当科の環境では採卵日の調節困難やキャンセル率の増加などの問題を抱えている．【目的】当科でのARTにお
ける低刺激排卵誘発法と調節刺激排卵誘発法での年齢別の成績を明らかにし有用性について検討する事．【対象・方法】2001

年から2013年まで，当科で施行した2501採卵周期（988症例）を対象とし，自然周期・CC周期・CC－HMG周期を低刺激排
卵誘発群（482周期）（以下A群），Long法周期・Short法周期・アンタゴニスト周期を調節刺激排卵誘発群（1939周期）（以

下B群）に分け，さらに対象症例を34歳以下，35歳から39歳，40歳以上の3群に分け，年齢別の成績を診療録を元に後方
視的に比較検討した．【結果】年齢別に比較検討した成績は，卵獲得率は34歳以下でA群62．4％vsB群9＆2％，35歳から39

歳でA群53．1％vsB群97．1％，40歳以上でA群51．6％vsB群93．3％，受精卵獲得率は34歳以下でA群71．7％　vsB群
94．1％，35歳から39歳でA群67．1％vsB群93．2％，40歳以上でA群61．8％vsB群91．9％，新鮮胚移植妊娠率は，34歳以

下でA群35．5％vsB群35．0％，35歳から39歳でA群17．1％vsB群23、0％，40歳以上でA群7D％vsB群13．2％，新鮮胚
移植流産率は34歳以下でA群182％vsB群203％，35歳から39歳でA群42．90／ovsB群25．0％，40歳以上でA群50．0％
vs　B　eV　21．2％，　OHSS発症率は34歳以下でA群0％vs　B群16．7％，35歳から39歳でA群0％vs　B群6．8％，40歳以上で

A群0％vs　B群2．5％であった．両群間の比較で卵獲得率，受精卵獲得率，　OHSS発症頻度は有意にA群で低く，新鮮胚移
植妊娠率・流産率に有意差を認めなかった．【結論】低刺激排卵誘発法はOHSSの発症を高率に予防でき，胚移植まで施行で
きれば有効な成績を得る可能性がある．また卵獲得率・受精卵獲得率の向上が今後の課題であることが示唆された．

P－012　当院の調節卵巣刺激選択の目安についての検討

○立木　　都123），林　　沙織123），東島万梨乃1・2；1），木山　美香L23），園原めぐみ12・3｝，福永　憲隆123｝，近藤麻奈美123），

　木下　孝一2・3），薬師　義弘】23），羽柴　良樹1四，浅田　義正1・2，3）

　v医療法人浅田レディースクリニック，2）浅田レディース勝川クリニック，3桟田レディース名古屋駅前クリニック

【目的】Anti－MuUerian　hormone（AMH）は卵巣予備能の指標となり，調節卵巣刺激法の選択の目安になるとされている．

当院で2009年以前はFSH・LH基礎値，胞状卵胞数，年齢などを参考に調節卵巣刺激法を決定していたが，　AMHの普及に
より2009年からAMHと年齢を中心としたものに変更し，その後に検討を重ねて現在の状況に至っている．今回，当院で
使用している調節卵巣刺激選択の目安について検討したので報告をする．【対象および方法】2013年9月～2014年5月まで

にARTを実施した2451症例のうち初回かつ，改良された測定法でのAMH値のある580症例を対象とした．測定はAMH
Gen2試薬で凍結保存したのち血清中補体の影響を受けにくいとされる方法で二重測定した．調節卵巣刺激選択の目安は25
歳でAMHO．5ng／ml以下，35歳で1．0以下，45歳で1．5以下を簡易刺激法，25歳でO．5～1．5，35歳で1．0～2D，45歳で1．5～
2．5の間をShort法，25歳で1．5以上，35歳で2．0以上，45歳で2．5以上をAntagonist法としている．【結果】簡易刺激法169

症例では平均39．5歳AMHO．47ng／ml，採取卵子数2．2個，　Short法83症例では37．6歳1．25ng／ml，8．8個，　Antagonist

法326症例で34．1歳555ng／ml，21．1個であった．当院の卵巣刺激の目安に従って刺激方法を選択した518症例のみのAMH
と採取卵子数の相関係数はR2＝0．545であり，目安から外れた71症例を含めてもR2＝0．550であった．【考察】今回の検討

において当院の調節卵巣刺激選択の目安は，概ね良好な指標になると考えられた．しかし年齢，エコー所見，AMH前回値，

患者希望などにより卵巣刺激法の目安から外れた刺激方法を選択することも症例によっては可能であり，OHSS予防などに
役立つことが分かった．今後さらに症例数を増やし，より分かりやすい調節卵巣刺激選択の目安を示していきたい．
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P－Ol3　当院における至適採卵数の検討

○光畑　慎吾，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体外受精センター

【目的】今回我々は妊娠に至る為に最も適した採卵数を考察するため，当院のART症例における採卵数と良好胚数および累

積妊娠率・累積生産率との関連を検討した．【対象】当院において2011年から2013年の3年間に採卵を実施し，Day5で記
録のあった801周期を対象とした．採卵時の年齢は36．7±4．6（23－48）歳（平均±標準偏差，（範囲），以下同様），採卵数

は8．7±60（1－44）個，Day5での平均良好胚数は1．4±2．1（0－18）個で，移植胚数は新鮮胚移植が1．1±0、3個，凍結胚移植

が1．0±O．O個，移植周期は新鮮胚移植が608周期，凍結胚移植が572周期であった．【成績】採卵数別の採卵周期数につい

ては3～5個がそれぞれ70，60，70周期と比較的多く，採卵数6個以上では採卵周期数は少なくなる傾向が見られた．採卵
数別の良好胚数について，採卵数8個までは良好胚数は1個に満たないが，採卵数9個以上で1個以上の良好胚が得られた．

採卵数が増えるに伴い良好胚数も増加する傾向が見られたが，採卵数が16個以上で良好胚数はほぼ横ばいとなった．採卵
数ごとの累積妊娠率・累積生産率では，採卵数1個から13個までは採卵数の増加に伴い両者とも上昇し，採卵数13個で累
積妊娠率は74．1％，累積生産率は59．3％に達した．しかし採卵数13個以上では累積妊娠率・累積生産率ともにほぼ横ばい
の傾向が見られた．【結論】採卵数13個までは，累積妊娠率・累積生産率とも採卵数が増えるに伴い増加した．しかし採卵

数が14個以上では累積妊娠率・累積生産率とも横ばいの傾向が見られたことから，至適採卵数はOHSSのリスクも低い
12－14個前後だと考えられた．

P－014　卵巣機能低下患者における卵胞後期と黄体期での2ステップ採卵法は，受精卵を凍
　　　　　　結保存する可能性の向上に寄与する

○朝倉　寛之，中原　裕子，西尾　京子，長池　未郷

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

【目的】日本産科婦人科学会のART集計では，採卵周期の17％において移植が中IEされ，その多くが卵巣機能低下を背景にする卵

子または受精卵の獲得不成功が原因と考えられる．近年，妊孕性保存目的のARTでは，卵胞後期以外で採卵を実施する有効性が報

告されている．我々は，卵巣機能不全患者に対する卵胞後期および黄体期に反復する2ステップの採卵による凍結受精卵を獲得す

る実践の結果を報告する．【方法】母体高年齢および卵巣機能低下を有する不妊カップル10症例10周期のART結果への後方視野

的検討を行った．同意を得た患者に対し，卵胞後期（OR1），黄体期採卵（OR2）の両方で，採卵前にゴナドトロピンまたはクロミッ

ド・ゴナドトロピン併用によるアンタゴニスト法での卵巣刺激を行った．OR2の卵子にはICSIを実施し，受精卵は受精後2－3日
目にガラス化法で凍結保存した．【結果】対象女性の平均年齢は40．9歳（36－45），平均既往採卵回数は33回，ORI，　OR2での平均

採卵数はO．9個とO．7個，平均採卵間隔は10，3日だった．ORIの5周期（50．0％）で卵子が採取され，　OR2の追加実施にて全体の8

周期（80．0％）で卵子が採取できた．3周期（30．0％）では，OR2でのみ卵子が採取された．　OR2で採取された卵子7個中6個（85．7％）

が成熟し，5個（83．3％）がICSIにて受精した．結果，2ステップ採卵にて全体の6周期（600％）に受精卵凍結保存が可能だった

が，ORIのみでは2周期（20．0％）に受精卵が獲得された．　OR2による凍結胚2個を後日移植した症例では，成立した一単胎妊娠は

初期流産に終わった．【結論】卵巣機能低下の場合でも，多くの場合，通常採卵後に再度卵巣刺激と採卵できる卵巣予備能が残存す

る．卵巣機能不全患者に対し，2ステップ採卵を実施することにより，新たな月経周期を待つことなく，治療周期あたりの受精卵を

獲得する確率が高まることが示された．黄体期採卵による受精卵の着床効果について，実践と検討を継続する予定である．

P－015　当科における低刺激採卵の治療成績

○平敷　千晶，銘苅　桂子，大石　杉子，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】近年加齢による卵巣機能低下症例の増加に伴い，低刺激採卵周期数が増加している．今回我々は，当科における低

刺激採卵の治療成績について検討した，【方法】2013年1月から2014年5月までの期間，当科において低刺激採卵（クロミ
フェン単独またはhMG隔日投与併用）を予定した81周期を対象とし，治療成績を後方視的に検討した．受精卵は凍結保存
し，その後ホルモン補充周期で融解胚移植を行った．主要評価項目は，治療キャンセル率，臨床的妊娠率，継続妊娠率，流
産率とした．【成績】対象の平均年齢は41．7歳（33－46），FSH基礎値中央値12mlU／mL（5．5－50．8），81周期の内訳はクロミ

フェン単独59周期，hMG隔日投与併用22周期であった．採卵できた69周期において採卵数中央値2個（1－9），受精卵を
得られた55周期において受精卵数中央値2個（1－2）であった．治療を開始したものの卵胞発育がない（1周期），採卵した

が卵が得られない（11周期），受精卵が得られない（13周期），分割不良で凍結できない（3周期），等の理由による治療キャ

ンセル率は治療開始周期あたり34．6％（28／81）であった．融解胚移植まで施行した42周期において，臨床的妊娠率は移植
当たり11．9％（5／42），継続妊娠率7．1％（3／42），流産率40％（2／5）であった．臨床的妊娠群は，妊娠非成立群に比較し有

意に年齢が若かったが（38±2．7vs．43±1．9，　p＝O．003），不妊期間，　FSH基礎値，採卵前E2値，採卵数受精卵数凍結

胚数，移植胚のグレードに有意差は認めなかった．43歳以上での妊娠成立は認めなかった．【結論】卵巣機能低下症例にお

いて低刺激採卵は許容できる治療と考えられるが，治療キャンセル率が高く43歳以上では妊娠の見込みが低いことが示唆
された．
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P－016　ARTにおける卵巣刺激時の血中AMH値の推移

○宇田　智浩ll，工藤　正尊1），井平　　圭1），北川真紀子1｝，櫻木　範明1），大河内俊洋2）

　1｝北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌・腫瘍学分野，2）おおこうち産科婦人科

【はじめに】抗ミュラー管ホルモン（AMH）は卵巣予備能を反映すると考えられ，　ARTにおいて卵巣の反応性を予測する
のに用いられている．一般的には血中AMHは月経周期により変動を受けないとされている．今回我々は，卵巣に負荷のか

かるARTでの卵巣刺激時に血中AMHが変動するかを経時的に測定した．【方法】2012年から2014年までにARTのため
に卵巣刺激を施行した49症例，86周期においてインフォームドコンセントを得て刺激前，刺激中，HCG投与時，採卵時，
採卵後に血中AMHを測定した．卵巣刺激はGnRHアゴニストを併用したロング法またはショート法で行った．【結果】86

周期においては，卵巣刺激開始時のAMII値がHCG投与時には50％未満に低下（49周期，57％），50～70％に低下（23
周期，27％），70～100％に低下（ll周期，3．5％）と83周期（97％）で低下していた．【結論】GnRHアゴニストを併用し

たロング法またはショート法卵巣刺激周期での血中AMH値は多数の症例で著しく低下することが判明した．

P－017　加齢に伴う基礎エストロジェン値の上昇とARTにおける採卵成績の関係

○藤田　陽子），下中麻奈美1），池田　千秋1），石井　鈴奈1），中尾　佳月1），堀川　道晴D，島田　昌之2｝，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）高齢患者では残存する卵胞数が著しく少ない（卵巣予備能が低い）と考えられており，マイルドな卵巣刺激を適応す

ることが多い．FSHによる卵巣刺激を行っても，採卵数は年齢に伴って減少し，キャンセルとなる症例も少なくない．しか

し，内在／外来FSHに反応し，その周期に排卵前卵胞に発達する卵胞は直径5mm程度の胞状卵胞であり，そのステージの
卵胞数こそが，狭義の卵巣予備能ともとらえられる．最近，遺伝子改変マウスをモデルとした研究により，加齢個体では卵

胞外からの恒常的エストロジェン（以下E2）産生が認められ，それに起因するFSH分泌抑制により二次卵胞で卵胞発育が
停止することが示された．そこで本検討では，ヒトにおいても恒常的に高値のE2が卵巣機能低下を引き起こす可能性を検
討した．対象）2012年1月から2013年12月に当院にて月経2日目にE2，　FSH値を測定し，10mm以上の卵胞が認められ
なかった247周期とした．全症例インフォームドコンセントを行い検討に用いた．結果）加齢によりE2値が上昇する正の

相関関係があり，この月経2日目にE2高値の症例ではFSH値が低値を示した．採卵不成功症例でのE2値は採卵成功症例
のそれと比較して有意に高く，採卵の可否を推定するE2のカットオフ値は5L8pg／mlであった．　antagonist法では，カッ
トオフ値以上でも採卵可能であったが，その採卵数は7．27±2．37個であり，カットオフ値未満の平均採卵数9．25±2．22個に

比較して少ない傾向を示した．考察）加齢によりE2基礎値が上昇している症例では，　FSH値が低値を示す結果，当該周期

に排卵前卵胞にまで発達するコホートが減少している（狭義の卵巣予備能が低下している）と推察された．従って，高E2
症例では，前周期に直径5mm程度まで卵胞発達を促す必要があると考えられた．

P－018　顕微授精により受精が成立しない卵子に対する電気刺激卵子活性化の有効性

○渡邊ひとみ1），中田久美子12J，中山　順樹v，池上加代子D，中西　　彩1｝，阿部　　睦1），越智　　梓12），飯村　裕規），

　中嶋　直綱V，山下　直樹1・2’

　1）　［．LI下湘南夢クリニック培養室，2）山下湘南夢クリニック高度生殖医療研究所

【目的】受精は，卵内に侵入した精子から卵活性化物質が放出され，細胞質内Ca2＋濃度が周期的に上昇する事で成立する，従って，活性

化因子の不足した精子の場合は受精率は低下する．本研究では，前治療歴で複数回ICSIで受精しなかった患者を対象とし，受精及び胚

発生への電気刺激の有効性を検討した．【方法】電気刺激の対象は20症例とした．電気刺激はECFG21細胞融合装置（ネッパジーン株式

会社）を用い，ICSI30分前にCa及びMg各50μM含有280mMマンニトール液中で行った（DCpulse　75V，100μsec，1回）．　ICSI後の
卵はQuinn’s　Advantage　Cleavage　Mediun及びQuinn’s　Advantage　Blastocyst　Medium　insulin　plusにて体外発生培養を行った（37．5℃，

5％CO2，5％02）．電気刺激後の受精，胚発生について，対象患者の電気刺激施行時（電気刺激区）と電気刺激非施行時（対照区）及び当

院で顕微授精を行った全症例（ICSI区）を対象として比較検討した．また電気刺激区14症例の新鮮分割胚移植（ET）後の妊娠状況を調
べた．【結果】20症例の電気刺激区の受精率はMII：76．1％（35／46），　MI：38．9％（7／18），　GV：55．6％（5／9）に対し，対照区の受精率は44．5％

（53／119），50．O°／，（20／40），545％（6／11）であり，　MIIで有意差（P＜O．Ol）を示した．電気刺激区の分割率は100％（35／35），100％（7

／7），100％（5／5），胚盤胞形成率は33．3％⑱／24），50．0％（2／4），25．0％（1／4）に対し，ICSI区の分割率は9＆2％（807／822），959％（401

／418），95．5％（126，i132），胚盤胞形成率は47．30／・（307／649），30．4％（88／289），14．9％（15／101）であった．　ET後の化学的妊娠率は2＆6％

（4／14）であり，1症例は出産報告を待っている状況である．【考察】電気刺激区の受精率が対照区より有意に高く異常受精も確認できな

かったことから，電気刺激による活性化は正常』な受精成立に有効であると考えられる，胚発生においても，電気刺激区はICSI区と同等

であり，胚発育及び胎児発生への影響は観察されなかった．今後も電気刺激の時期，条件を検討し，治療成績の改善を図る予定である、
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P－019　ヒト中卵胞および小卵胞由来裸化卵母細胞の体外成熟能

○奥平　裕一D，李　　　楊D，Athurupana　Rukmalii’，　Ferre　Pilar”，高山　　修L）），本橋　秀之L’），中塚　幹也23），

　舟橋　弘晃’2）

　1岡山大学大学院環境生命科学研究科，2岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター，1）岡山大学大学院保健学研究科

【目的】卵巣表層には大小様々な胞状卵胞が存在し，その中の未成熟卵母細胞を効率的に体外成熟（IVM）させることが出

来れば，雌性生殖細胞の高度利用が可能となる．本研究では，中卵胞（MF：直径3－6　mm）および小卵胞（SF：直径く3
mm）の分布とそれらから得た裸化卵母細胞のIVM能を調べた．【方法】本研究は岡山大学倫理委員会の承認を得て行った．
卵巣手術を受けた患者のうち研究の同意が得られた6名（平均年齢27．5±3．0歳）の卵巣を使用した．卵胞の直径を測定後，

卵丘細胞卵母細胞複合体（COC）を18　G針と10　mlシリンジを用いて吸引採取し，　TL－HEPES－PVA中に移した．回収し
たCOCの卵丘細胞はピペッティングにより除去し，別の実験に供した．裸化卵母細胞は，101U／ml　eCG，101U／ml　hCG

およびlmM　dibutyryl　cAMPを添加したブタ卵成熟用培地（POM）に入れ，37℃，5％CO2，5％02，90％N2の気相条件
下で20時間培養した．その後，それらを含まないPOMでさらに24時間培養した．　IVM　44時間後に，　Hoechst　33342で染
色し，蛍光顕微鏡下で核相を観察した．【結果】6組の卵巣中に計94個（平均15．7±4．1個，MF：64個，　SF：29個）の卵胞

を認めた．それらから計72個のCOCが回収でき，形態が正常な68個（MF：44個，　SF：24個）の裸化卵母細胞をIVMに
供した．MF由来裸化卵母細胞のみ成熟卵（MII期卵）を得ることができた（MF：11．4％（5／44），　SF：0％（0／24））．以上

の結果から，直径3mm以上の卵胞から得た一部の卵母細胞は，卵丘細胞不在下でも，　IVM能を有することが明らかになっ
た，

P－020　1CSI施行卵子の紡錘体観察による受精判別可否の検討～卵子老化に配慮したres－
　　　　　　cue　ICSIへの可能性～

○阿部亜佳音，鈴木　寛規，武田　信好，町屋　　ネし逢澤　純世，堤　麻由子，稲井　仁美，佐藤百合子，工藤　智子，

　田中　可子，三箇島睦実，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】体外受精における受精障害を回避するためにrescue　ICSIが試みられている．しかし，媒精後の受精予測は難しいために判断

を誤ると多精子受精の懸念が生ずる．また，一般的なrescue　ICSI対象症例の媒精時間は6時間前後に行われており卵子の老化が懸

念される．我々は卵子老化が進むとされているhCG投与後42時間を超えない時間帯にICSI施行卵子の第2極体（以下2nd　PB）放
出と紡錘体観察により受精判別可否の可能性を検討した．【方法】ICSI施行の39歳以下23症例を対象としたt　hCG投与39時間後に

紡錘体を確認したM2卵134個は，　ICSI施行から約3時間後，以下の群に区分した．　A群：2nd　PB放出，　PB内に紡錘体可視B群：

2nd　PB放出，　PBと細胞質にかけて紡錘体可視C群：2nd　PB不出，細胞膜の隆起部位に紡錘体可視，　D群：2nd　PB不出，細胞質

内に紡錘体可視，E群：2nd　PB放出，細胞質内に紡錘体可視，　F群：2nd　PB放出，紡錘体不可視とした．【結果】観察した卵子数は

A群28個，B群76個，　C群12個，　D群14個，　E群3個，　F群1個であった．それぞれの2PN率，3PN率，1PN率，総受精率はA
群：78．6％（22／28），3．6％（1／28），14．3％（4／28），96．4％（27／28），B群：92．1％（70／76），2．6％（2／76），2．6％（2／76），97．4％（74

／76），C群175．0％（9／12），8．3％（1／12），8．3％（1／12），91．7％（11／12），　D群：643％（9／14），14．3％（2／14），71％（1／14），85．7％

（12／14），E群：66．7％（2／3），0％，0％，66．70／。（2／3），　F群：100％（1／1），0％，0％，100％（1／1）となった．【結論】D群はICSI

前後でPB，紡錘体ともに変化がなく，形態的にはM2卵であったが，その半数以上が2PNとなった．　E・F群に関しては検討した卵

子数が少なく，受精が予想できると断定できなかった．よって本検討では卵子老化を回避した受精判別が困難であると示唆された．

P－021　初回IVF3PNが20％以上の症例に対して次の周期の受精方法は何が良いか

○荒賀麻里子，泉　　陽子，梶原　千晶，清水　純代，岡崎絵莉奈，東　　愛美，中西　桂子，後藤　　栄

　後藤レディースクリニック

【目的】当院では初回ART患者の受精方法として，精液所見が精子濃度2000万／mlかつ運動率20％以上の場合IVFを実施して
いる．初回IVFの3PN率は6．6％（251個／3815個）であり，3PNが20％以上の症例が12．4％（58／468）存在した．3PN率が20％
以上と高かった症例の次周期の受精方法として再度IVFが良いのか，　ICSIにする方が良いのか検討を行った．【方法】対象は2011

年5月～2014年6月に初回IVFを行い3PN2PB率が20％以上となった58症例のうち，その後2回目の採卵を行った31症例を後
方視的に検討した．受精方法としてIVFをした22症例（89個）をA群，　IVFとICSIのSplitの2症例（32個）をB群，　ICSIの

7症例（11個）をC群の3郡に分け，さらにA群のサブグループとして採卵個数が1－2個の15症例（19個）をAS群とした．ま
たA群のうち媒精濃度5万／mlの12症例（53個）をA5万群，10万／m1の10症例（36個）をA10万群とした．検討項目は3PN
2PB率と2PN率とした．媒精濃度は，採卵当日の精液所見により5万／ml～10万／mlで施行し，媒精後18～22時間後に受精判定

を行った．【成績】2回目の採卵周期において3PN2PB率が20％以上になった症例数および3PN2PB率は，　A群1例／22例5．6％（5
個／89個），B群0例／2例0％（0個／32個），　C群0例／7例0％（0個／11個），　AS群0例／15例0％（0個／19個），　A5万群1例／12

例7．5％（4個／53個），AlO万群0例／10例2．8％（1個／36個）であり，　A～C群間で有意差はなく，またAS群でも3PN率が高く

なることはなかった、さらにA5万群とAlO万群間にも有意差はなかった．2PN率は，　A群59．5％（53個／89個），　B群59．4％（19

個／32個），C群72．7％（8個／ll個），　AS群73．7％（14個／19個），　A5万群56．6％（30個／53個），　AlO万群63．9％（23個／36個）

であり有意差はなかった．【結論】初回IVFで3PN2PB率が20％以上の症例に対して，　IVFを再度施行した場合3PN2PBが高率
に再発するリスクは低かった．回収卵が1－2個の症例に対しても同様の結果となり，再度IVFを行って良いことが示唆された．
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P－022　レスキューICSIにおける裸化処理の培養成績への影響

○梶原　千晶，泉　　陽子，荒賀麻里子，清水　純代，岡崎絵莉奈，東　　愛美，中西　桂子，後藤　　栄
　後藤レディースクリニック

【目的】当院では回収卵数が4個以上の初回ART症例に対して完全受精障害（TFF）回避の為レスキューICSI（rlCSI）を
導入し，TFF率は0．8％（1／128症例）から導入後0％（0／24症例）となった．　rlCSIでは媒精後早期に穎粒膜細胞を除去し

第2極体（2PB）確認をする必要があり，早期裸化処理の培養成績への影響が懸念された為，後方視的に検討した．【方法】当

院では初回ART，精液濃度2000万／ml以上かつ運動率20％以上かつ運動精子濃度1000万／ml以上の症例にIVFを施行す
る．本研究では回収卵数4個以上の初回IVF症例を対象とした．　rICSIは媒精4時間後に裸化処理し，媒精卵数中の30％に
2PBを確認した時点で裸化処理をやめ，残りは無裸化で培養し18～20時間後に受精判定をした．＜検討1＞rlCSI導入後2014

年4～6月の20症例（A群）と導入前2013年1～12月の128症例（B群）の2PN率，受精率，　day5での継続培養胚あたり
の胚盤胞率を比較した．＜検討2＞A群のうち全ての卵の裸化を必要とした4症例を除く16症例で，媒精4時間後に裸化し
た群（裸化群）67個と裸化しなかった群（無裸化群）84個の培養成績を比較した．【成績】〈検討1＞A群とB群の平均年
齢は35．7±3．0歳35．6±3．7歳で有意差はなかった．各2PN率は57．5％（103／179）と59．4％（821／1382），受精率は80．4％（144

／179）と76．5％（1057／1382），胚盤胞率は52．4％（54／103）と562％（84／186）と有意差はなかった．＜検討2＞裸化群と無

裸化群の各2PN率は64．2％（43／67）と56．0％（47／84），受精率は83．6％（56／67）と852％（72／84）で差はなくt胚盤胞率

は70．3％（26／37），44．2％（23／52）で裸化群にて有意に高率となった．【結論】rICSIにより培養成績に影響を与えずTFFを

回避できた．また同一症例内の裸化群と無裸化群の比較において2PN率，受精率に差がなく胚盤胞発生率は裸化群で高率と
なった．本研究によりrlCSIの為の媒精4時間後の裸化処理はその後の胚発生に悪影響を与えないことが示唆された．

P－023　日本版着床前遺伝子診断データコレクション2013一問題点の抽出と今後の課題一

○佐藤　健二V，末岡　　浩1），佐藤　　卓D，飯野孝太郎1），仙波　宏史1），磯部まり子V，泉　　陽子］），水口　雄貴1），

　中林　　章12），苛原　　稔3］，田中　　守1）

　1）慶塵義塾大学医学部産婦人科学教室，2）中林病院3）徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部／医学部産科婦人科学

　分野

【目的】着床前遺伝子診断（PGD）を実施している施設を対象に，わが国におけるPGDの事例毎の詳細なデータ集積を行うことに

より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12施設に対して平成

24年10月1日から平成25年9月30日までに各施設で実施されたPGD症例すべてを対象として調査した．なお本研究は厚生労働
科学研究費補助金による成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業によって行われ，慶懸義塾大学医学部倫理委員会の承認の下，匿

名化データの集積を行った．【成績】単一遺伝性疾患に対するPGDは3施設で実施されており，合計26採卵周期，23症例に対して

施行された．この期間に実施されたPGDの対象疾患はデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD），筋緊張性ジストロフィー（DM1），

オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症，福山型筋ジストロフィー，骨形成不全症，先天性表皮水庖症の計6疾患であり，DMD

およびDM1が各々ll，8症例，その他の疾患はすべて1症例であった．染色体構造異常保因者（ロバートソン転座および相互転座

保因者）に対するPGDは全施設で実施されており，合計76採卵周期，46症例に対して施行された、染色体構造異常，単一遺伝子
病に対する各PGDの効率は平均採卵数7，8，移植可能胚数1．4，0．8であり，診断可能胚数に対する胚移植可能胚数は各22．7％，41．5％

であり染色体診断で低い効率を示した．【結論】染色体均衡型構造異常保因者に対するPGDでは，マイクロアレイによる網羅的解

析技術の導入，化学流産をどのように扱うかなど，科学的な見地から議論が必要と考えられた．PGDの実施施設と妊娠成立後の分

娩施設が異なる事例が多く，児の長期予後も含めた，妊娠後のフォローアップを確立するシステムの構築が必要と考えられた．

P－024　不妊症患者におけるNIPTを含む出生前診断の検討

○本田　智子，伊藤　史子，岡村　佳則，本田　律生，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】2013年4月に薪しい出生前遺伝学的検査NIPT（Noninvasive　prenatal　genetic　testing）が国内に導入され，当施設

においてもNIPTコンソーシアムに加わり，倫理委員会の承認ののち同年12月1日よりNIPTを開始した．今回，出生前診
断を希望した妊娠女性の中で，不妊治療を経た症例について，その臨床的対応の問題点を明らかにすることを目的とした．【方

法】2013年12月1日から2014年6月30日までの期間に，出生前診断を希望し当施設を受診した妊娠女性106例について，
不妊治療を経た26例（治療群）と自然妊娠例80例（自然群）に分け，年齢や臨床経過を後方視的に検討した．NIPT施行に
際しては事前に臨床遺伝専門医のカウンセリングを受け，同意を得たのちに施行した．【成績1治療群の年齢は39．7±2．9歳で

あり，自然群（37．4±3．2　k）に比べ高齢であった．初診後，妊娠11週から13週の間にNuchal　translucency（NT）を含む

超音波断層法スクリーニングを行ったが，11例が時期不適切のためNTの評価が不能であった．11例中受診時にすでに子宮
内胎児死亡（IUFD）を来していた1例と羊水穿刺希望の1例を除いた9例にNIPTが施行されたが，陽性例はみられなかっ
た．また，2例に超音波断層法スクリーニングにて所見が認められた．NT陽性の1例はICSIによる妊娠でありNIPTも陽
性であったが，結果判明までにIUFDとなった．残りの1例はNT陰性であったが静脈管逆流の所見とクアトロテスト陽性
の結果から羊水検査を施行し，正常核型が確認された．NT陰性と評価された12例のうち2例（16．7％）は遺伝カウンセリ
ングののち，出生前診断を受けないことを選択した．また，NIPT施行例中陽性例は1例のみで，自然群に陽性例はみられな
かった．【考察】NIPT導入以降，出生前診断を希望する症例が増加している．適切な出生前診断法を選択するために，　NIPT

に先立つ超音波断層法スクリーニングやカウンセリングを含めたNIPT以外の対応が重要であると考えられた．
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P－025 ビアルロン酸添加培地（G5seriseTM）の有効性について

○中山　雅博，山田　昌宏，今野

　ASKAレディースクリニック

彰，笠井　真子，山崎　友貴

【目的】ビアルロン酸は着床時だけでなく，分割能の向上にも関与しているという報告がある．当院では，受精培地として

HTF（日本医化），受精～Day3にCLEAVAGEMEDIUM，　Day3～6までをBLASTCYSTMEDIUM（COOK社）を使用し
ている．今回，Vitrolife社が販売しているビアルロン酸を含むG5seriesTMを使用し，従来の成績と比較検討を行ったので報

告する．【対象および方法】2013年1月～2013年9月に従来群（C群）とGsseries’i群（G5群）の2群にわけてconventional－

IVFを施行した73周期・70症例を対象とし，受精結果，胚盤胞到達率，良好胚盤胞獲得率，新鮮胚移植妊娠率と融解胚移
植妊娠率について検討を行った．【結果】平均年齢は36．3±3．2歳であった．受精結果（C群vs　G5群）は，受精率（72．4％
vs　80．6％）と未受精率（15．7％vs　99％）で有意差を認め（p＜O．05），多精子受精率（6．5％vs　7．4％），　IPN率（42％vs　1．4％）

と退行率（1．1％vs　O．7％）では有意差を認めなかった．培養結果（C群vs　G5群）では，5日目胚盤胞到達率（53．9％vs　50．9％），

良好胚盤胞獲得率（24．9％vs　31．7％），6日目胚盤胞到達率（679％vs　60．7％）と良好胚盤胞獲得率（26．4％vs　33．9％）の

すべてにおいて有意差は認められなかった．新鮮胚移植妊娠率は，C群46．2％，　G5群50．0％であり有意差を認めなかった．

融解胚移植妊娠率では，C群20．8％，　G5群47．5％であり，　G5群で有意に高くなった．【結論】受精培地において，ビアル

ロン酸の有効性を認めた．胚盤胞までの培養結果では，ビアルロン酸添加培地は，胚盤胞到達率が従来群よりやや低いもの
の良好胚盤胞獲得に有効かもしれない．妊娠成績は，融解胚移植で有意差を認めたが，新鮮胚移植での結果を考えると，症
例数の少なさが影響している可能性も考えられるので，今後症例を増やし，検討していきたい．

P－026 タイムラプスインキュベータを用いた胚培養システムにおけるSingle　medium
（ONESTEP　Medium）の有用性についての検討～Sibling　oocyteを用いたSequen－
tial　mediaとの比較～

○谷仲　　恵，中山　貴弘，

　医療法人財団足立病院

小濱　奈美，須戸　龍男，針田　伸子，川村　悠喜，藤田　有未，奈部　夏姫，畑山　　博

【目的】近年の不妊治療患者の高年齢化や難治症例の増加に伴い，胚クオリティの改善をいかに図るかが重要な課題となっ

ている．胚培養では気層，温度変化，光暴露を最小限に保ち胚を酸化ストレスから守ることが重要とされるが，その意味で
は胚培養中に観察操作や培養i液交換を一切必要としないタイムラプスインキュベータ（以下TLI）におけるsingle　medium

を用いた胚培養は理想的な胚培養システムであると考えられる．今回われわれはTLIにおける胚培養効率について従来のse’

quential　mediaと新しいsingle　mediumとの間で比較検討を行った．【方法】ART治療周期の19症例において，受精確認
後のsibling　oocytel96個をsequential　media（Quinn’s　Advantage：SAGE）を用いた培養群（SQ群）とsingle　medium（ON・

ESTEP　Medium：ナカメディカル）を用いた培養群（OS群）に無作為に分け，　TLI下での培養を行った．　SQ群では培養
液交換をDay3およびDay5に施行した．両群間での胚盤胞到達速度胚盤胞率，良好胚盤胞率を比較検討した．【成績】Day
4における胚盤胞到達率はSQ群で8．1％（5／94）であったがSS群で30．6％（22／99）と有意に高かった（P＜O．Ol）．胚盤胞
率および良好胚盤胞率はSQ群でそれぞれ66．0％（62／94），34．0％（32／94），　OS群でそれぞれ72．7％（72／99），37．8％（37／

99）であり，いずれもOS群で高い傾向にあった．【結論】胚の外部環境への被爆が少ないTLIを用いた胚培養においても，

培養液交換による培養効率の低下が発生していることが示唆された．同条件下でsingle　mediumを使用することで，より良
い培養成績が得られた．

P－027　Single　mediumは高年齢患者の胚培養効率を向上させる

○釜本　早紀，中山　貴弘，小濱

　医療法人財団足立病院

奈美，須藤　慎介，戸城えりこ，山瀬　亜弥，林　真奈美，畑山　　博

【目的】近年の胚培養システムにおいては胚の外部環境への被爆を最小限とすることの重要性がクローズアップされている．

特に胚培養効率の悪い高年齢患者においてはさらなる環境改善のため培養液交換の不要な培養系の開発が望まれるところで
ある．以上よりわれわれはsingle　mediumによる胚培養系が高年齢患者において胚の培養効率の向上をもたらすか否かにつ

いて検討を行った．【方法】ARTにて受精卵を得られた患者年齢が40歳未満の504周期（2652卵子）と，40歳以上の417
周期（1042卵子）において，無加湿型インキュベータ（G185）による受精卵の胚盤胞までの胚培養でsequential　media（Quinn’s

Advantage：SAGE）を用いた群（SQ群）とsingle　medium（ONESTEP　Medium：ナカメディカル）を用いた群（OS群）
で胚培養成績を比較検討した．【成績】40歳未満の検討では胚盤胞率と良好胚盤胞率はSQ群でそれぞれ61．2％（779／1271）

および26．4％（336／1271），OS群では62．2％（859／1381）および21．4％（296／1381）であり，両群間に有意差を認めなかっ

た．一方，40歳以上の検討では胚盤胞率と良好胚盤胞率はSQ群でそれぞれ49．9％（262／525）および14．3％（75／525）で
あったのに対し，OS群では5＆6％（303／517）および17．6％（91／517）と，　SQ群に比べ有意に高い傾向にあった（p＜O．05）．

【結論】高年齢患者の胚は外部環境への被爆の影響をより受けやすく，これが胚培養効率の低下に繋がっている可能性が示

唆された．また高年齢患者や胚クオリティの悪い症例ではsingle　mediumの使用により胚培養効率が改善される可能性があ
るものと考えられた．
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P－028　ヒト卵胞液（hFF）を用いたGV期卵体外成熟培養（IVM）由来胚の移植について
　　　　　　の検討

○猪野友香里1），荒木　泰行Z），堀川　　隆D，劔持智恵美］），中楯　真朗D，大谷香央里川，松岡　典子1），天田　千尋D，

　藤村　佳子P，大場奈穂子1），佐藤　雄一｝，荒木　康久2）

　D医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック，2高度生殖医療技術研究所

【目的】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）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2013）．そこで，今回はIVMを行った卵のDay3新鮮胚移植および解凍胚盤胞移植で妊娠に至っ

症例を報告する．【対象と方法】2010年9月から2014年4月までの間にインフォームドコンセントの得られた572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i液（Universal　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．使用した受精用培養液には，あらかじめFSHO．075

1U／mlおよびhCGO．IIU／mlを添加しておき，採卵時にGV期であった卵を2－3h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28

h以内に成熟したMII期卵子にICSIを施行した．受精を確認した胚はDay3に新鮮胚移植または継続培養後，拡張期胚盤胞まで発育したものを凍

結保存して，次周期以降に融解胚移植を施行し，各群の卵成熟率，受精率，胚盤胞到達率，妊娠率について検討した．【結果】卵成熟率はA群49％

（65／134），B群56％（29／52），C群55％（54／98）tD群43％（17／40），E群31％（23／74）となり，E群はその他の群と比較して有意に低かった．

受精率は，各群間に有意差は認められなかった．胚盤胞到達率は0％（0／31），21％（3／14）t35％（9／26），27％（3，／11），13％（2／16）で，　FFを

使用した群でのみ胚盤胞が得られた．妊娠率はDay3新鮮胚移植で10％（1／10），0％（0／3），17％（1／6），0％（0／1），融解胚盤胞移植では0％（0

／0）．33％（1／3）t50％（2／4），0％（0／2），0％（0／0）であった．各群のDay3新鮮胚移植と融解胚盤胞移植の結果を合わせるとA群で1人t　B

群で1人，C群で2人の生児を獲得した．【結論】ヒト卵胞液は未成熟卵のIVMに有効であり，　GV期由来の卵子から正常な児を得ることができた．

P－029　EmbryoScopeTMでの使用を想定し開発されたONESTEP　Mediumの有用性の検討

○飯泉　文香，土屋翔太郎，松井　有紀，兼子　由美，佐藤　和文，尾崎　智哉，西村　　満
　医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック

【目的】当院では従来よりEmbryoScopeTM（UNISENSE　FERTILITECH：以1ドES）にてSequential　medium（以下SM）を

用いた培養を行ってきた．今回ESの使用を想定し開発され，培養液交換を必要としないsingle　mediumであるONESTEP
Medium（NAKA　ivf　Medium：ナカメディカル社：以下OS）を使用する機会を得たので，その有用性を検討した．
【方法】2014年5月～2014年6月に当院で採卵を行った41症例41周期364個の卵を対象とした．同一周期の卵を同じdish

上でSM群とOS群の半々に分けてday7まで培養した．　SM群はDaylでQA　CIeavage　Medium，　day3でQA　BIastocyst
Mediumに培養液交換を行い，　OS群は培養液交換を行わなかった．両群の胚盤胞形成率（Gardner分類3以上），良好胚盤
胞率（3BB以上）を比較検討した．
【結果】受精率は75．0％（273／364）であった．胚盤胞形成率はSM群57、6％（76／132），　OS群56．3％（71／141）［p　＝　O．274］，

良好胚盤胞率はSM群53．0％（70／132），　OS群48．9％（69／141）［p＝0545］であり，両群間に有意差を認めなかった．

【結論】ONESTEP　MediumはQA　Mediumと同等の成績を得られ，胚培養iにおいて十分有用な培養液であると考えられた．

また，ESはモニター観察により，庫外観察の際に生じる培養液のpH変化や温度変化をなくすことで，胚へのストレスを与

えることなく培養が可能である為，ONESTEP　Mediumを用いることで培養環境の改善が期待できる．現在はONESTEP
MediumでESでの培養を行っており，さらなる検討を続けていきたい．

P－030　培養液へのプラズマ照射がマウス胚発生へ与える影響

○加藤　奈緒，岩瀬　　明，後藤　真紀清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，齋藤　　愛，森　　正彦，大須賀智子，
　近藤　美佳，中村　智子，中原　辰夫，吉川　史隆

　名古屋大学産婦人科

【目的】プラズマとは「電離気体」と広く定義され，電子・イオン・ラジカル・光の集合体である．産業用の低温プラズマ

の医療応用については，細胞死と増殖の両方向に与えるプラズマ効果が，様々な領域において現在検証されている．これま

でに生殖領域へのプラズマ導入の報告はない．今回我々はマウス胚発生における培養液へのプラズマ照射が与える影響を検
討した．【対象と方法】マウス前核期融解胚を用いて，プラズマ投与した培養液にて培養し，照射時間および希釈濃度によ

る胚への影響をコントロール群と比較検討した．培養4日目のcompaction形成率および培養5日目での胚盤胞形成率を指
標として比較検討した．【結果】プラズマ照射5秒，10秒，30秒，60秒およびコントロール群のcompaction形成率はそれ
ぞれ71％，57％，61％，92％および58％となり，胚盤胞形成率はそれぞれ71％（10／14），50％（7／14），53％（7／13），57％

（8／14）および58％（7／12）であった．コントロール群と比較していずれの群も有意差は認めなかったものの，プラズマ5

秒照射群では胚盤胞形成率が高い傾向を示した．プラズマ5秒照射を行った培養液を，1／10倍希釈，1／100倍希釈した群と

コントロール群のcompaction形成率はそれぞれ74％，80％，62％および66％となり，胚盤胞形成率はそれぞれ60％（21
／35），65％（23／35），50％（16／32）および51％（17／33）であった．コントロール群と比較していずれの群も有意差はみら

れなかったがプラズマ5秒の1／10倍希釈群においてcompaction形成率および胚盤胞形成率は高い傾向がみられた．【結論】

マウス胚発生においてプラズマ処理群で有意差は認めないものの，条件により胚成長に良好な影響を与えている可能性も考
えられた．今後も更なる検討が必要と考えられる、
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P－031　LinKID培養ディッシュ（WOW型ディッシュ）による培養システムの有用性につ
　　　　　　いて

○清須知栄子，今井　智子，新居　　遙，伊藤　真理，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】多くのクリニックで体外受精の技術向上に努めており，特に良好な胚の発生率や妊娠率の向上のための様々な工夫がされてい

る．受精卵を培養するディッシュもその1つである．LinKID培養ディッシュ（WOW（the　well　of　the　well）型ディッシュ）は，微細

なウェルに受精卵を配置して同一の培養液で覆い個別管理と共培養を同時に行うことができる．今回我々は，LinKID培養ディッシュ

（大日本印刷株式会社）の培養システムの有用性について検討した．【対象】2014年5月31日から2014年6月21日の期間に採卵を実

施した症例中，採卵数が8個以上の症例でインフォームドコンセントを得られた15症例を対象とした．患者背景は，平均年齢：373±
3．9歳AMH値：5．37±4．32ng／mL，　Day3FSH値：62±1．8mlU／mL，既往採卵回数：O．9±1．6回，　BMI：20．8±1．5であった．【方法】採

卵数が8個以上の症例に対し，採卵直後に卵子をアットランダムに2群（LinKID培養ディッシュ群，通常の培養群）に分け，　Day1よ

り各ディッシュに入れ培養をした．受精数が極体に偏った3症例は除外した．LinKID培養ディッシュ（80μL）は，　Day3でメディウ

ムチェンジを行った．通常の培養方法（ディッシュに培養液のドロップを作成しミネラルオイルでカバーして培養する方法）は，Day

lで1ドロップ（10pL）に1個ずつ，　Day3のメディウムチェンジ時に1ドロップ（20μL）に2個ずつ入れて培養した．どちらのディッ

シュも同じ培養液を使用した．2種類のディッシュのDay3での良好胚（Veeck分類）とDay5（Gardner分類）での発育状況を比較検
討した．【結果】LinKID培養ディッシュと通常の培養方法の成績は，　Day3良好胚aj　47．6％（30／63）vs．41．4％（24／58），胚盤胞到達率

65．1％（41／63）vs．638％（37／58）であり，差はみられなかった．【結論】症例数は少数ではあるが，　LinKID培養ディッシュと通常の

培養方法のどち一らを用いても培養成績に差はなかった．今後は症例を増やし，L，inKID培養ディッシュの有用性を確認していきたい．

P－032　培養液の違いによりDay3における胚の形態に与える影響とその後の発生について
　　　　　　の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

○炭谷　美保，松葉　純子，横田麻里子，細川　由起，大原　知子，森本　有香，原武　佑樹，得丸　倭佳，富山　達大

　大阪New　ARTクリニックNew　ARTリサーチセンター

【目的】胚発生において，Day3の時点で細胞間接着を起こしている胚が存在する．本検討では，培養液によりDay3で起こる細

胞間接着に影響があるか，また，Day3にて細胞間接着を起こした胚のその後の発生について検討を行なった．【方法】2011年3

月から2014年1月の期間に当院にてIVFまたはICSIを実施し，得られた2PN胚が4個以上であった374症例429周期を対象と
した．2PN胚は同一患者内でSequential　Medium（G－L　2TM　PLUS：Vitrolife社：以下G1群）とSingle　Medium（Globa1　Medium：

LifeGlobal社；以下GM群）の2群に等分して培養した．　Day3にて割球数と細胞間接着の有無を確認し，接着が見られた胚は完

全に接着して割球の識別が不可能な胚（以下完全接着胚）と，割球の識別が可能な胚（以下割球接着胚）に分類し培養液ごとに

比較した．さらに割球接着胚（以下（＋））は割球数ごとに4～6cell，7～9cell，≧10cellの3群に分類して，同じ細胞数の範囲で

接着が見られなかった胚（以下（一））とその後の良好胚盤胞率を比較した．【結果】Day3における平均割球数はG1群で7．43±229，

GM群で7．63±224であり有意な差はなかった．　G1群とGM群の完全接着胚率はそれぞれO．2％，2．9％，割球接着胚率は2．0％，

ll．6％で，どちらもGM群で有意に上昇した（P＜O．Ol）．良好胚盤胞率を，（＋）（一）で比較した所，　G1群では4～6cell：25．0％

vs．14．2％，7～9cell：52、6％vs．　45．7％，≧10cell；60．0％vs．40，1％であった．　GM群では4～6cell：21．4％vs．16．4％，7～9cell；57．3％

vs．50．3％，≧10cell；40．0％vs．36．3％であり，　G1群，　GM群ともに細胞接着がみられた胚で良好な傾向がみられたものの，有意

な差はなかった．【結論】Global　Mediumで培養した胚はG－1，2で培養iした胚と比較してDay3で細胞間接着を起こす割合が高

いことが示されたが，その後の発生には影響がないと考えられた．今後症例を増やし更なる検討が必要である．

P－033　国内製Sequential　mediumの検討

○兼子　由美，松井　有紀，土屋翔太郎，飯泉　文香，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】近年の体外受精では，胚の栄養要求性に沿ったSequential　mediaを使用した胚盤胞培養が主流である．培養液は良好

胚作出のために重要であり，各社改良が重ねられている．また，本邦で胚盤胞培養に使用されている主な培養液は国外製品

であり，製造後からラボまでの運搬経路や品質管理は複雑化することが考えられる．今回当院において国内で製造販売され
たSequential　mediaの導入を検討するにあたり，従来使用している国外製品との培養成績を比較検討した．【対象と方法】2014

年5月～6月に当院で6個以上採卵した36症例36周期を対象に，採卵時に卵丘卵子複合体を半数に分け，従来使用のQuinn’s
Advantage‘「｛medium（SAGE社，　USA：QA群）と今回導入を検討するNAKA　ivf　Medium（ナカメディカル社，　JAPAN：NI
群）の各Fertilization　medium（DayO），　Cleavage　medium（Dayl，2），　Blastocyst　medium（Day3～）によって培養した．

それぞれの培養液にはHSA（アルブミナー，　CSLベーリング社）を10％添加して使用した．両群の正常受精率，異常受精
率，Day3良好胚率（Veeck分類7cellG2以上），胚盤胞到達率（Gardner分類3以上），　Day5胚盤胞到達率，良好胚盤胞率
（3BB以上）について比較検討した．【結果】平均年齢35．5歳培養卵数はQA群169個NI群183個であった．正常受精率
［QA群71．6％：NI群66，7％，　NS］，異常受精率［7．1％：＆2％，　NS］，　Day3良好胚率［29．8％：27．9％，　NS］，胚盤胞到達率

［52．1％：6＆0％，p＝O．011］，　Day5胚盤胞到達率［43．8％：42．6％，　NS］，良好胚盤胞率［4＆8％：62．3％，　p＝O．034］であり，

胚盤胞到達率および良好胚盤胞率においてM群が有意に高値を示した（X二乗検定）．【結論】今回の検討により，国内製NAKA

ivf　Mediumは，当院で従来使用している国外製培養液と比較し培養成績は同等以上であった．製造場所や運搬経路の異なる
培養液の使用は，不測の事態による培養液の供給制限を回避するなどリスクマネジメントの観点からも有用性が期待できる．
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P－034　ミネラルオイルへの培養液溶出現象に関する検討

〇八木亜希子12），恵　　淑洋3），小林　清一3］，千葉　仁志3），神谷　博文v

　D神谷レディースクリニック，2）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において，ミネラルオイルはMicrodrop培養を行う際には必須の製品である．ミネラルオイルを加湿型インキュ

ベーターで平衡化後に室温で放置すると，オイルの白濁現象を認める場合がある．この白濁現象は，加湿型インキュベーター

由来の水蒸気が低温に曝されたために起こると考えられている．今回，我々は無加湿型インキュベーターで培養したMicro－
drop　dishのミネラルオイル中に培養液が溶出していないか検討を行った．【方法】検討1：ミネラルオイルを35mm　dishに

約3ml入れ，加湿型および無加湿型インキュベーターで1日平衡化．翌日，　dishを4℃で5分冷却後に倒立顕微鏡で観察，
その後，さらに30分冷却し観察を行った．検討2：Continuous　Single　Culture　Complete（Irvine　Scientific）とGlobal　total

（Life　Global）を用いてMicrodrop　dishを作製し，無加湿型インキュベーターで1日平衡化．翌日，同様に冷却実験を行っ

た，検討3：検討2で使用したdishをウォームプレートで加温し，冷却により発生した粒子状物質の状態を観察した．その
後，再度冷却し，オイルの状態を観察した．【結果】検討1：加湿培養したオイルは5分の冷却で粒子状物質を認め，30分
の追加冷却で粒子状物質は増大した．無加湿培養したオイルを冷却しても，変化はなかった．検討2：2種類の培養液とも，

5分の冷却で粒子状物質を認め，30分の追加冷却で粒子状物質は増大した．粒子状物質はdrop辺縁に発生し，　dropから離

れた場所のオイル中には認められなかった．検討3：2種類の培養液とも，加温により粒子状物質は消失した．再冷却するこ
とで，再度，粒子状物質が発生した．【結論】Microdrop　dishにおいて，培養液はミネラルオイル中に溶出していることが

わかった．この現象が，胚の発育に与える影響は不明である．今後，培養液やミネラルオイルの種類によって，溶出現象に
相違があるか検討する予定である．

P－035　2種類のsingle　step　Mediumにおける胚盤胞発生率の比較検討

○米澤　潤一，池上　美希D，長瀬　祐樹1），山本　佑司D，松田有希野D，和田　知久1），松浦　俊樹2｝

　Dアクトタワークリニック生殖発生医科学センター，2｝アクトタワークリニック

（目的）現在市販されている培養液には，培養液の交換を必要とするSequential　Mediumや交換の必要がないSingle　Step　Me－

diumなど多種に渡っている．当院では，培養液交換による卵へのストレスを無くす為にSingle　Step　Mediumを採用してい
るが，Single　Step　Mediumも各社から販売されており，選択に悩まされることも少なくない．今回我々は，　Irvine　Scientific

社のContinuous　Single　Culture（CSC）とNAKA　medical社のONE　STEP　Medium（OSM）の2種類のSingle　Step　Medium

について，胚盤胞発生率および良好胚盤胞凍結率の比較検討を行ったので報告する．（方法）2014年4月から2014年6月の

間に当院で採卵し，インフォームドコンセントの得られた161周期151症例（CSC群：109周期99症例，　OSM群：52周期
52症例）を対象とした．採卵で得られた卵をC－IVFまたはICSIで媒精し，翌日の受精確認にて2前核が確認できた胚を検
討に用いた．CSCまたはOSM内で胚盤胞培養を行い，胚盤胞発生率および良好胚盤胞凍結率を比較検討した．良好胚盤胞
はガードナー分類でBC以上の胚とした，尚，統計処理はX2検定を用いて行った．（結果）CSC群の平均患者年齢は3＆3歳
であり，OSM群は37．9歳で，両群間に有意な差はなかった．　CSC群で胚盤胞培養した胚は300個，胚盤胞発生数は173個
（57．7％），良好胚凍結数は136個（453％）であった．OSM群で胚盤胞培養した胚は105個，胚盤胞発生数は72個（68．6％），

良好胚凍結数は61個（58．1％）であり，胚盤胞発生率および良好胚凍結率ともにOSM群で有意に高かった．（結論）Single

Step　Mediumという本来同じ目的を有する培養液であっても，より多くの良好胚を得るために最適な培養液を選択すること

が妊娠率向上のために必要である．今回当院では，OSMがCSCよりも胚盤胞発生および胚盤胞凍結で良好な成績を示した．

よって従来使用してきたCSCだけでなくOSMを選択することで，今後の培養成績が向上する可能性が示唆された．

P－036　国内製造されたOne　Step　MediumおよびSequential　Mediumと海外製造のSe－
　　　　　　quential　MediumのBlastocyst到達率の比較検討

○東海林志保，杉本　利幸，高橋加七子，泉　のり子，稲葉　幸代，稲垣　　恵，稲垣　　誠

　いながきレディースクリニック

【目的】現在使用されている培養液のほとんどは海外製造であり，いくら輸送がしっかり管理されているとしても長距離に

よる不安はぬぐいきれない．また輸送期間が長くなるため，使用期限がどうしても短くなりがちである．今回，国内製造の

Day1～6まで連続的に使用が可能であるOne　Step　Medium（以下A－One）とメディウム交換の必要なSequential　Medium
（以下A－Seq）の使用経験を得，従来使用していた海外製造のSequential　Medium（以下B－Seq）との比較検討をおこなっ

た．【対象及び方法】B－Seqは2013年12月21日から2014年6月6日，　A－OneとA－Seqは2014年5月1日から2014
年6月6日の臨床データを対象とした．インキュベーターはA－OneにはEmbryo　Scope（以下A－One－ES）を，　A－Seq
にはK－System（以下A－Seq－KS）を，　B－SeqにはEmbryo－Scope（B－Seq－ES）とK－－System（B－Seq－KS）を
使用した．【結果】各培養液群および各インキュベーター群において，年齢，受精率，分割率に差は見られなかった．胚盤
胞到達率はA－Oneでは65．1％（56／86個），　A－Seqでは78．7％（37／47個），　B－－Seqでは57．8％（59／102個）と高い傾向

を示した．【考察】今回の比較検討により，国内製造品は海外製造品と同等もしくはそれ以上の胚盤胞到達率を示した．国

内製造品は輸送期間等の短縮により使用期限も長くなることでコスト面でも貢献できる．また，万一製品不良による追跡調

査も国内のため容易と考えられる．現時点で国内製造品は有用性が高いと考えられる．
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P－037　Embryo　ScopeTMを用いた胚発生速度観察は良好胚選別に有効か

○吉貝　香里，堀　紗耶未，新井千登勢，浅井菜緒美，中野　英子，澤田　富夫

　さわだウィメンズクリニック

【目的】Embryo　ScopeT］t（以下ES）は胚の形態を経時的に観察でき，かつ各胚の発生速度の評価を従来までの形態学的評価に加味することで，

妊娠率を向上させる期待がある．

今回我々はESで培養した胚の発生速度が妊娠成績にどのように関連しているか検討した．

【対象と方法】2013年2月～12月までESにて胚培養を行い，2PNが確認できた胚405個を対象とした．凍結または新鮮胚移植施行群（A群：238

個）といずれも不可群（B群：167個）に分類し，PN出現・PN消失・第一分割の各時間を，さらにday2において凍結または移植した胚以外の

胚を継続培養しcompaction開始時間・胚盤胞発生時間につき検討した．

次にA群の各平均発生時間±SD以内を良好胚発生時間と仮定し，その胚について着床率の検討を行った．

【結果】PN出現時間・PN消失時間・第一分割時間はA群でそれぞれ7．1±1．5h，22．4±2．9h，24．9±3．7h，　B群で8．0±3．1h，25．2±5．6h，2＆7±9．Oh

であり，PN消失時間がA群で有意に速かった（p＜0．Ol），　compaction開始時間・胚盤胞発生時間はA群で74．3±10．Oh，99，0±9．2h，　B群で81．1±

17．Oh，108．1±13．8hでありcompaction開始時間がA群で有意に速かった（p〈O．Ol）．

また初期胚で移植に至り，かつ良好胚発生仮定時間内に全て入る胚は60．5％（52／86）であった，そのうち形態学的良好胚の着床率は仮定時間内

胚，仮定時間外胚でそれぞれ36．8％（14／38），22．2％（6／27）であり，仮定時間内の胚着床率が高かった，胚盤胞移植における仮定時間内の胚は

627％（52／83），うち形態学的良好胚着床率は44，7％（17／38）であり，仮定時間外の胚の27．3％（6／22）に対し有意に高い結果となった（p＜O．05），

【結論】従来までの形態学的評価に加え，発生時間の指標を設ける事で妊娠率を向上させる可能性が示唆された．一方で仮定時間指標より発生の

遅い胚の着床もあり，必ずしも発生時間だけにとらわれない別の評価法が必要であることも示唆された．

P－038　Embryo　Scope　Time－lapse　Systemを用いた分割のタイミングと妊娠率との関係

○佐東　春香，緒方　洋美，片田　雄也，堤　由香理，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，野田　洋一，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】Time－lapse　System（以下TLS）を用いた胚の評価において，割球分割のタイミングと移植後の妊娠率の間に関連

があるとの報告がなされており（Meseguer　et　al．2011．），このTLSを用いる事で，非侵襲的に予後良好な移植胚を選択で

きる可能性がある．そこで今回我々はMeseguerらの報告に基づき，2－3細胞の時間（cc2），3－4細胞の時間（s2），　ICSI後

5細胞到達時間（t5）と臨床妊娠率との間に関連性があるかどうか検討したので報告する、【方法】検討期間は2012年12月～

2013年12月，年齢38歳以下および採卵回数3回以下のICSI実施症例で，凍結融解胚移植を実施した49周期を対象とした．
ICSI後，　Universal　IVF　Medium（Origio）とGloba1（Life　Global）を用いてTLSにて培養し，　cc2（h）を11．9未満と以

上に，s2（h）はO．76未満と以上に，　t5（h）は44．8～55．6以内と以外に，それぞれ分け臨床妊娠率を検討した．【結果】臨
床妊娠率は，cc2（h）が119未満では35．3％（12／34），11．9以上は40．0％（6／15），　s2（h）が0．76未満では55．6％（10／18），

0．76以上は25．8％（8／31），t5（h）は44．8～55．6以内では50％（13／26），以外は21．7％（5／23）であった．　s2（h）はO．76

未満で，t5（h）は44．8～55．6以内で，それぞれその範囲外と比較し臨床妊娠率が有意に高率となった（p＜O．05）．【結論】本

検討から3－4細胞の時間（s2）とICSI後5細胞到達時間（t5）が臨床妊娠率を予測する指標になり得ることが判明した．今

後も症例を増やしていき，Time－lapse　Systemで得られる指標と治療成績との関連を検討し，移植胚選択の一助としていき
たい．

P－039　発生速度からみた胚の選択と出生児における性別の関連性

○西垣みなみ，秋吉　俊明，南　　志穂，松尾　　完，松崎　彰子，上田　泰子，松尾　恵子，佐藤　春菜，山口　敦巳，

　岡本　純英

　ART岡本ウーマンズクリニック

【目的】近年，タイムラプス装置によって胚の連続的観察が可能となっており，胚発生速度の速い胚が妊娠率の高い良好胚とされ，胚の評

価法の一つとして考えられている．一方，性別の違いが胚発生速度に及ぼす影響についてもいくつかの報告がある．そこで，当院では胚発

生速度が出生児の性別に及ぼす影響について後方視的に検討を行った．

【方法】2012年4月から2013年10月に単一胚盤胞移植を施行し，生児を得た症例のうち出生後の報告により性別が判明した130症例を対

象として検討を行った．（検討1）マルチガスインキュベーターを用いた群（A群）およびタイムラプス装置であるEmbryo　Scope（以下ES）

を用いた群（B群）において出生児の男女比を比較検討した．また，胚盤胞到達時における胚のグレードを4BB以上（C群）および4BB

未満（D群）に分け，C群およびD群間における出生児の男女比を比較検討した．（検討2）ESで培養を行った胚において，2，4，8細胞

および胚盤胞到達時間が出生児の性別に及ぼす影響について検討した．なお，両前核消失時間をOhとした．

【結果】（検討1）男児：女児はA群で394％（24／61）：60．7％（37／61），B群で56．5％（39／69）：43．50／o（30／69），　C群で53．7％（44／82）：

46，3％（38／82），D群で41．2％（7／17）：5＆8％（10／17）であった．　A群およびB群間，　C群およびD群間どちらにおいても男女比に有意

な差は認められなかった．（検討2）ESを用いて培養を行った胚において，2，4，8細胞および胚盤胞到達時間は男児ではそれぞれ2．4±O．1

h，142±O、4h，35．9±1．6h，92．7±1．9hであり，女児ではそれぞれ4．4±1．4h，16．1±1．5h，32．1±1．6h，9L6±1．9hであった．8細胞到達時間

において男児が女児と比して速い傾向がみられるも，2，4，8細胞および胚盤胞いずれにおいても男女間で有意な差は認められなかった．

【結論】これらの結果から発生速度を考慮した胚の選択は出生児の性別に影響を及ぼさないことが示唆された．
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P－040　EmbryoScopeTMで観察したLaser　assisted　hatching施行胚の艀化

○久保　敏子，菅　　愛佳，小泉あずさ，橋田菜保子，大橋いく子，矢野　浩史

　矢野産婦人科

【目的】assisted　hatching（AH）における透明帯処理の方法の違いによって胚盤胞がどのような艀化過程をたどるか，　Em－

bryoScopeTM（ES）による観察から検討した．【方法】当院にてIVFまたはICSIを行い，インフォームドコンセントの上で
得られた廃棄予定凍結胚盤胞を用いた．AHにはlaserを使用した．融解後，囲卵腔の広い部分の透明帯に，全周の1／6程
度openingまたはthinningを行い，　ESにて培養，48時間観察を行った．　Gardner分類で3BB以上の良好群（12個）と，1～

2でTE評価がCであった不良群（8個）の2群で検討した．【結果】艀化開始までの時間，艀化開始径，艀化完了に要した
時間，大収縮（胚の半分程度まで収縮した状態）回数は，良好群においてopening（6個）とthinning（6個）でそれぞれ，
2Jhと7．8h，136．9μmと170．2μm（p＜O．05），12．6hと12．5h，1．0回とO．7回であった．不良群（4個vs　4個）は7．7hと35．1

h，1259pmと157．5μm，20．6hと艀化完了なし，1．3回と2．3回であった．艀化開始後には大収縮以外に，小さな収縮を繰り

返す胚が観察され，良好群において小収縮が見られた胚と見られなかった胚での艀化完了に要した時間は，openingで18．8h
vs　6．4h，　thinningで17．3h　vs　2．9hであった．また，　thinningでは脱出口の大きさにばらつきが見られ（41－139μm），小さい

と艀化に時間を要する傾向にあり，thinningの厚さの不均一さによるものと思われた．【結論】thinningを行なった良好胚

は拡張後に艀化することによってopeningより艀化開始までに時間を要したが，艀化に要した時間は同等であった．艀化完

了に影響を与える要因は，胚のグレード，収縮，thinningの均一性であった．

P－－041　EmbryoScopeTMによる初期胚の動態解析とその後の胚盤胞形成についての検討

○小泉あずさ，菅　　愛佳，橋田菜保子，久保　敏子，大橋いく子，矢野　浩史

　矢野産婦人科

【目的】分割期胚移植において胚盤胞へ到達する可能性の高い胚を選別することは重要である．今回，EmbryoScopeTM（以
下ES）を用いて第二卵割までの分割動態と胚発育速度が胚盤胞形成の指標となるかを検討した．【方法】2013年9月から2014

年5月の間にIVFまたはICSIを施行し，2前核確認後ESにて胚盤胞培養を行った53周期199個のうち，第一卵割で2cell
となった胚133個を対象とした．このうち第二卵割で正常に2cellから4cellとなった胚を正常分割群（n＝99），それ以外の

胚を異常分割群（n－34）とし，前核消失から2cellまでの時間と，　Day5における胚盤胞形成率，良好胚盤胞形成率を比較

した．また，正常分割群における2cellから3cellまでの時間，3cellから4cellまでの時間（第二卵割の同期性）について良
好胚盤胞形成群（n＝45），不良胚盤胞形成群（n＝29），非胚盤胞形成群（n＝25）の3群間で比較した．【結果】前核消失か

ら2cellまでの時間は正常分割群では3．4±1．8hで，異常分割群の5．0±3．lhと比べ短かった（p＜O．Ol）．正常分割群と異常分

割群の胚盤i胞形成率はそれぞれ74．7％（74／99）vs．29、4％（10／34），良好胚盤胞形成率は60．8％（45／74）vs．10．0％（1／10）

で，共に正常分割群で高かった（p＜O．Ol）．正常分割群における2cellから3cellまでの時間は良好胚盤胞形成群，不良胚盤

胞形成群，非胚盤胞形成群それぞれ10．5±2Dh，10．8±2．5h，12．8±5．1hで良好胚盤胞形成群は非胚盤胞形成群に比べ短かっ

た（p＜0．05）．3cellから4cellまでの時間はそれぞれO．9±1．lh，1．0±O．9h，2．1±2．6hで良好胚盤胞形成群は非胚盤胞形成群

に比べ短かった（p＜O．05）．【考察】胚盤胞となる胚は第二卵割で正常に分割し，また，非胚盤胞形成胚と比べ2cellから3cell

までの時間が短く，第二卵割の同期性が高かった．これらの因子はESを用いた初期胚選別において胚盤胞形成の指標とな
り得ることが示唆された．

P－042　タイムラプス動画情報のみで選択した移植胚の発生予後を改めて紡錘体可視の有無
　　　　　　別に検討した研究

○高柳　武志，皆元　裕子，鈴木　範子，安藤　寿夫
　豊橋市民病院総合生殖医療センター

【目的】紡錘体を確認してICSIを実施する有用性の有無については多数の報告があるが，種々の条件により影響を受けることが

考えられるので多角的な検討を続けることが必要と考える．今回，タイムラプス動画情報のみで選択した移植胚をもとにこれま

でとは別の視点から検討を行ったので報告する．【方法】当院でのICSI2回目以降となる169採卵周期（92症例）のMII卵子779

個に紡錘体観察を行った．観察は，多様な個別化調節卵巣刺激後の採卵3～6時間後のICSI直前の1回のみとし，　OosightTM　Imag－

ing　Systemにて行った．移植新鮮胚の卵子減数分裂紡錘体が確認できた49周期をSp＋群，確認できなかった36周期をSp一群
とした．残り84周期は移植に至らなかったか全胚凍結となったため，中心的な検討からは除外した．両群の患者背景，受精率，

受精数などは同等だった．紡錘体可視の有無での胚発育，発育速度crumble胚（第1胚分割異常胚）の割合についても検討し
た．【成績】（1）妊娠反応陽性率（2）初期流産率（3）生産率は，Sp＋群で（1）24．5％（2）16．7％（3）20．4％，　Sp一群で（1）16．7％

（2）16．7％（3）16．7％となり，何れも有意な差は存在しなかった．卵巣刺激による紡錘体可視の有無にも有意差は認められなかっ

た．妊娠と患者年齢の関連では有意差を認めた（P＝O．0052）が，妊娠と紡錘体可視については有意差を認めなかった（P＞O．05）．

名義ロジスティック解析により，妊娠を年齢・体重・採卵数にて調整を行ったところ，紡錘体可視のオッズ比（95％信頼区間）は，

1．01（O．32～3、11）であった．また，紡錘体可視の有無での胚発育，発育速度crumble胚出現に有意差は認なかった．【結論】今

回の検討からは，前回不成功例のICSIにおいて紡錘体観察を行うことの有効性を見出すことはできなかった．観察の意義が別に

存在するとしても，少なくともタイムラプス動画で良好胚を選択することとは独立していると推察された．
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P－043 凍結融解胚盤胞移植の回復過程は妊娠成績に影響するか？一エンブリオスコープTM
を用いた検討一

○町屋　　ネし武田　信好，鈴木　寛規，阿部亜佳音，逢澤　純世，堤　麻由子，稲井　仁美，佐藤百合子，工藤　智子，

　田中　可子，三箇島睦実，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】凍結融解胚盤胞移植の際，回復過程の違いが妊娠成績に影響を及ぼすか，エンブリオスコープTMを用いて経時的に観

察し，融解後から移植時までの胚盤胞の回復過程を後方視野的に検討した．【対象】2014年4月から6月の間に胚盤胞をGard－

ner分類でステージ3以上およびグレードAA，　AB，　BA，　BBを凍結保存し，単一胚移植を行った24症例24周期，29～39
歳（平均34．1歳）を対象とした．【方法】融解した胚はエンブリオスコープt「Mにて培養し，撮影条件は15分間隔で行った．

融解時に胚盤胞腔がある群（胚盤胞腔群）と胚盤胞腔がない群（収縮群）の2群に分類し，融解直後から移植時までの回復
過程及び妊娠率を比較検討した．「回復」の判断は，囲卵腔がなくなった時間とし，胚が再拡張を開始してから回復に要した

時間を計測した．また，胚盤胞腔群と収縮群を妊娠群，非妊娠群に分け，胚が再拡張を開始してから回復に要した時間を計
測した．【結果】凍結融解胚盤胞が回復に要した時間は，胚盤胞腔群では最短0時間，最長4．5時間，平均1．5時間，収縮群で
は最短1．7時間，最長4．8時間，平均2．6時間であった．妊娠率は胚盤胞群が27．8°／・（5／18），収縮群が50．0％（3／6）で，有意

差はなかった．各群において妊娠群，非妊娠群の平均回復培養時間を比較すると，胚盤i胞腔群において妊娠群は1．5±O、6時間，

非妊娠群は1．7±1．3時間であった．また収縮群において妊娠群は1．9±O．2時間，非妊娠群は3．4±2．0時間であり，全てにおい

て有意差はなかった．【結論】今回の結果では，融解後の胚盤胞の状態や回復培養時間の違いにおいて妊娠率に有意な差は認

められなかった．このことから融解から移植までの培養において妊娠する胚かどうかの判断は難しいことが示唆された．

P－044　異常受精卵の発生と着床能一移植するべきか否か一

○芝原隆司］），深作　悠1），林奈穂子D，箕浦博之1），川戸浩明2）
　D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】体外受精で得られる，IPNや3PN等の異常受精卵は倍数性等の異常が多く，移植胚から除外されることが多いが，

正常な胚も含まれていると考えられる．異常受精卵は，受精状態と受精方法の違いで，胚発生が異なるが，どの状態の胚が
移植に使用できるかは不明である．そこで異常受精卵の胚盤胞への発生と，着床率から異常受精卵の移植適応を検討した．

【方法】2007年から2012年の間に採卵した4282周期を対象に，IVFとICSIの受精状態別に良好胚盤胞率，着床率，流産率
を検討した．異常受精卵は他に移植可能な胚が無い場合に，患者に十分な説明後に同意が得られた例に移植した．【結果】2
PN率，1PN率，3PN率，　PN（一）2PB率は，　IVFで76．4％，3．7％，9．2％，4．4％，　ICSIで73．9％，3．8％，18％，2．0％だっ

た．2PN，　IPN，3PN，　PN（一）2PBそれぞれの良好胚盤胞到達率はIVFで38．3％，14．8％，3．5％，32．2％，　ICSIで25．5％，

2．6％，7．4％，7．5％だった．．単一良好胚盤胞移植の着床率はIVFで50．0％，35．7％，　O．O％，60．0％，　ICSIで48．9％，33．3％，

O．O％，100．0％だった．流産率はIVFで1＆2％，20．0％，0．0％，20．5％，　ICSIで24．2％，　O．O％，　O．O％，16．7％だった．【考

察】IVFのPN（一）2PBは，受精判定のタイミングが遅く，　PNの消失したものが多く，本来2PNであった正常なものが多

い．IVFの1PNと，　ICSIのPN（一）2PBは，2PNと比較して良好胚盤胞率は低いが，着床率と流産率に差は無く，良好胚
盤胞になったものは正常なものが多い．ICSIのlPNと3PN，　IVFの3PNは，良好胚盤胞率が低く異常なものが多いが，　ICSI

の1PNでは出産例もあり，全ての胚が異常とは限らない．　PN（一）2PBと，　IVFの1PNは，患者へのインフォームドコン
セントのもと移植適応胚にして良いと思われる．ICSIの1PNと，IVFの3PNの移植適応にはさらに慎重であるべきである．

P－045 単一・胚盤胞移植後の単胎出生例における胚の評価と周産期の結果に関する検討～移

植時栄養外胚葉（TE）と内細胞塊（ICM）の形態的評価の関連について～

○山出　一郎，中山　貴弘，小濱　奈美，井上　卓也，眞田佐知子，草開恵里子，加藤　由起，畑山　　博
　医療法人財団足立病院

【目的】胚盤胞移植において栄養外胚葉（TE）のグレードと内細胞塊（ICM）のグレードが周産期の結果と関連するか否か

についてTEとICMの個々の評価だけではなく両者の関係についても検討を行った．【方法】2010年1月から2013年12月
までの4年間に当院で単一胚盤i胞移植後妊娠36週以降に単胎出生した415例を対象とし，胚の評価と周産期の結果に関し
て後方視的に検討した．胚盤胞の評価はGardner分類に基づいて行い，　expansionが3以上の胚についてTE，　ICMのグレー

ド（A～C）を評価した．TE，　ICMのグレード別に出生時体重を比較また，　TEのグレードがICMのグレードより勝っ
ているか否かでTE優位群（13例），　TE非優位群（402例）の2群に分け，児の出生時体重及びそのSD値，児の性別，　light－

for－date児（LFD）及びheavy－for－date児（HFD）の頻度，妊娠高血圧症候群発症率，帝王切開率等について比較年齢，

身長，体重，BMI，妊娠中の体重増加量，喫煙，妊娠糖尿胚凍結融解の有無受精方法等の因子についても検討し，　HFD
出生についてロジスティック回帰分析を行った．【成績】児の出生時体重はICMでは認めなかったが，　TEのグレードでは
AとBの間（3247．9±400．Og　vs　30752±35＆8g）に有意差を認めた．　TE優位群とTE非優位群間で児の出生時体重（3420．9±

414．lg　vs　30928±365．6g及びそのSD値（1．047±1．210　vs　O．322±0．983），　HFD出生の頻度（38．46％vs　l4．68％）に差を認

めた．HFDのロジスティック回帰分析ではTEとICMのグレードは有意な因子ではなかったがTE優位は独立した因子で
あった．【結論】今回の検討では，胚盤胞の形態評価と児の出生時体重に関連が認められた．TEのグレードがICMより優
位な妊娠ではHFD出生のリスクが高くなることが示された．
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P－046　Split－ICSIにおけるIVF胚とICSI胚の発育速度の比較

○大谷　直人，溝部　大和，岩切　玲子，吉田　直美，佐藤　友海，徳永　　誠，榎園　祐治
　医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

【目的】ICSIはARTにおいて必要不可欠な技術であることは言うまでもない．しかし，　ICSI操作による細胞小器官の損傷

細胞質内への先体付着精子の導入，PVPの持ち込み等，胚発育への悪影響が懸念されており，　IVF胚に比べICSI胚は胚盤
胞到達率が低下するとの報告やマウスにおいてICSI胚の発育速度はIVF胚に比べ遅延するとの報告もある．一方，受精障
害を回避する目的で同一周期にConventional　IVFとICSIを実施（Split－ICSI）した場合，　IVF胚とICSI胚の胚盤胞到達率

に差は見られないとの報告もあることから，受精方法の違いが胚発育に及ぼす影響について統一した見解が得られていな
い．そこで本検討では，胚の発育速度に着目し，Split－ICSIを施行した胚をEmbryoScopeにて培養・連続観察し，　IVF胚

とICSI胚の発育速度について比較した．【方法】2014年3月から6月に受精障害を回避する目的でSplit－ICSIを施行した9
症例（IVF45個，　ICSI53個）を対象とした（平均年齢36．7±3．8歳）．　IVF群は5から6時間の媒精後，　ICSI群はICSI施行

直後にEmbryoScopeに移し，それぞれの正常受精率，　Day2良好胚率，胚盤胞到達率を調べた．また，発育速度は，　IVF
の受精時間が不明なため前核消失時間を起点とし，第一分割，第二分割，コンパクション開始，胚盤胞到達までの時間を比
較した．【結果】IVF群およびICSI群の正常受精率は，75．6％および83．0％でありICSI群が高い傾向を示したが，　Day2良

好胚率は70．6％および682％，胚盤胞到達率は61．8％および63．6％であり，差は見られなかった．また，IVF群およびICSI
群の前核消失時間から各発育段階までの時間は，第一分割（2．4hおよび2．6h），第二分割（15．lhおよび14．7h），コンパクショ

ン開始（53．5hおよび53．5h），胚盤胞到達（82．8hおよび82．7h），全ての項目において差は見られなかった．【結論】受精方

法の違いによって，前核消失から胚盤胞到達までの胚発育速度に差は生じないことが示唆された．

P－047　Trophectderm　vesiclesの発生と体外受精臨床成績

○岸田　知佳，吉田　壮一，迫井　沙江，今城　昭史，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］胚盤胞の透明帯外側に少量のtrophectdermが脱出している状態をTrophectderm　vesicles（TV）とよび，　conventional

IVF（clVF）胚よりもICSI胚に高頻度にみられること，　TVのみられる胚は無いものに比べ透明帯脱出（Hatched）率が低

下することが報告されている．本研究ではTVがART臨床成績へ与える影響を知ることを目的とした．［方法］2010年5
月から2014年4月までに当院で，4BB以上の胚盤胞移植を行った125症例176周期の移植胚176個（うち新鮮移植cIVF
胚19個，ICSI胚28個，凍結融解移植clVF胚61個，　ICSI胚68個）を対象とし，　TV発生率と臨床成績を検討した．［成
績］TV発生率は，凍結の有無受精方法（clVF　vs．　ICSI）でみると，新鮮移植胚では11％vs．61％，凍結融解胚では8％
vs．32％と凍結の有無関わらずICSI胚で高かった．妊娠率は，　TVなし，　TVあり，　Hatching　blastの3群で比較するとそ

れぞれ44％，41％，80％（新鮮移植胚50％，58％，67％，凍結融解胚42％，30％，89％）でHatching　blastが最も高かっ

たが，TVの有無では有意差はみられなかった．流産率は30％，21％，33％（新鮮移植胚36％，18％，0％，凍結融解胚28％，

25％，50％）であった．［結論］TVの有無による臨床成績に差はみられなかったことから，移植胚はHatching　blastを優

先するが，TVの有無での選択は必要ないことが示唆された．しかし，　TVはICSI胚に多くみられるため透明帯脱出過程の
異常によって生じる可能性があり，さらに症例を追加しての検討が必要と考えられた．

P－048　凍結融解単一胚盤胞移植における凍結時ICMおよびTEグレード別検討

○中澤　留美，坂井　和貴，松山　毅彦

　厚仁病院

【目的】胚盤胞移植は，良好胚を選択的移植できることから高い妊娠率が得られている．我々も妊娠率を低下させずに多胎

妊娠の発生を抑制するという観点から積極的に融解単一胚盤胞移植を行っている．複数の胚盤胞が得られた場合，妊娠率を
低下させないために複数胚の中から最良好胚を選択することは重要である．最良好胚を選択するためには，内細胞塊（ICM）

よりも栄養外胚葉（TE）のグレードの方が妊娠率に関与するとの報告もある．我々は当院の融解単一胚盤胞移植における
移植胚の，凍結時ICMおよびTEグレードをそれぞれ分け，妊娠率，流産率を後方視的に比較検討した．【方法】2012年1
月から2013年12月の期間，当院にて融解単一胚盤胞移植を施行した1331周期（平均年齢37．0±4．3歳）を対象とした．凍

結時胚盤胞をGardner分類（Expansion3以上）を用いて，　ICMおよびTEそれぞれ3群（A，　B，　C）のグレード別に分類
し，妊娠率，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た．【結果】妊娠率はICM：A　47．6％（315／662），

B　36．7％（164／447），C　20．3％（45／222），　TE：A　53．1％（315／593），　B　32．7％（165／504），　Cl8．8％（47／234）で，いずれも

各群に有意差が認められた（P〈O．05）．ICMとTE同グレード間で比較すると有意な差は認められなかった．　TE－A≒ICM－
A＞ICM－B≒TE－B＞ICM－C≒TE－Cの順に高かった．流産率は，　ICM：A　194％（61／315），　B　20、7％（34／164），　C　20．2％

（9／45），TE：A17．1％（54／315），　B　24．2％（40／165），　C　22．7％（10／44）で，いずれも各群に有意な差は認められなかった．

ICMとTE同グレード間でも有意な差は認められなかった．【考察】今回の検討では，　ICMとTEにおいて同グレード間で
比較すると妊娠率，流産率とも有意な差は認められなかった．妊娠率は，ICM，　TEに関わらず細胞数が多いほど妊娠率は

高いことが明らかとなった．最良好胚を選択するには細胞数が多いグレード胚を選択することが有用であると考えられた．
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P－049　Day2ETにおいて1PN由来胚は移植の対象になり得るか？

○松岡　典子D，劔持智恵美い，中楯　真朗1），大谷香央里1），猪野友香里］），天田　千尋1｝，藤村　佳子1｝，大場奈穂子V，

　堀川　　隆D，佐藤　雄一｝t荒木　泰行2）

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

【目的】当院ではDay2ETにおいてIPN胚も移植の対象としている．1PN胚でも移植の対象となり得るか調べるため，　IPN胚移植に

おいての臨床妊娠率，流産率を媒精方法別に検討した．また，移植時の胚の分割速度についても検討した．【方法と対象】2008年1

月～2012年12月までに当院で媒精から21時間後に1個のみの前核を確認後にDay2ET（媒精後約59時間）を実施した100症例の
うち，c－IVF由来の75個をIPN－c－IVF群，　ICSI由来の25個を1PN－ICSI群とし，同時期に当院でDay2ETを行った2PN由来のc－

IVF群1344個（2PN－c－IVF群），　ICSI群608個（2PN－ICSI群）を対象とし各群の臨床妊娠率，流産率，分割速度の差を比較した．

【結果】各群の臨床妊娠率はIPN－c－IVF群で9％（7，／75），　IPN－ICSI群で0％（0／25），2PN－c－IVF群で26％（346／1344），2PN－ICSI

群で22％（131／608）となった．IPN－c－IVF群，1PN－ICSI群は2PN－c－IVF群，2PN－ICSI群の臨床妊娠率より有意に低かった．流

産率はIPN－c－IVF群で0％（0／7），2PN－c－IVF群で13％（45／346）となり有意差を認めなかった．1PN群で胎嚢を確認した7症例

中6症例は出産に至り，正常な児を得ていた．移植時の胚の分割速度の割合は1PN群では移植時2cellが15％（15／100），3cellが9％

（9／100），4cell～8cellが74％（74／100），2PN群では移植時2cellが3％（51／1952），3cellが3％（67／1952），4～8cellが93％（1814

／1952）となり，lPN群では移植時2cell，3cellであった胚の割合が2PN群より有意に多く，4～8cellの割合は少なかった．【結論】1

PN胚は発育速度が遅かった．しかし1PN－c－IVF群での臨床妊娠率は2PN－c－IVF群より低かったものの，流産率は有意差を認めず

正常な児を得ていた．今後，症例数を増やしさらに検討する必要があるがIPN－c－IVF群はDay2ETの対象となり得ると思われた．

またIPN－ICSI群では妊娠に至った症例がなかったことから1PN－ICSI群は染色体異常である可能性が示唆された．

P－050　Day2胚移植において，2cell胚は移植の対象となり得るか？

○松岡　典子1），劔持智恵美1），中楯　真朗1），大谷香央里1），猪野友香里1），天田　千尋1），藤村　佳子1），大場奈穂子1），

　堀川　　隆1），佐藤　雄一〕，荒木　泰行Z）

　1）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】当院は低刺激周期を中心とし，単一胚移植を行っている．Day2胚移植の場合，胚の発育ステージは4細胞期が一般

的だが，当院では4細胞期以下の発育遅延胚も移植の対象としている．そこで発育遅延胚を移植した場合の臨床妊娠率・流
産率について検討した．【方法】2008年1月～2012年12月までに当院で媒精から15～21時間後に正常受精を確認しDay2
時（媒精から53～59時間後）に新鮮胚移植を実施した1950例のうち，移植時に2cellだった51個を2cell群，3cellだった
67個を3cell群，4cell～8cellだった1812個を4～8cell群，9cell以上まで分割が進んでいた20個を9cell群とし，各群の臨
床妊娠率・流産率を検討した．【結果】各群で，患者年齢に差は認められなかった．当院ではDay2時胚のフラグメンテーショ

ン25％以下を良好胚とし，各群の良好胚の割合に差は認められなかった．各群の臨床妊娠率は2cell群で3．9％（2／51），3cell

群で10．4％（7／67），4～8cell群で25．7％（465／1812），9cell群で15．0％（3／20）となり，2cell群が4～8cell群よりも有意

に低くなった．流産率は2cell群で0％（0／2），3cell群で0％（0／7），4～8cell群で12．5％（58／465），9cell群で0％（0／3）

となり，2cell群と他の群間に有意な差は認められなかった．また2cell群で胎嚢を確認した2症例はいずれもc－IVF由来胚
であり，出産に至り正常な児を得ていた．【結論】2cell群は臨床妊娠率が他群よりも低い結果となったが，流産率は他群と

有意差がなく，c－IVF由来胚では正常な児を得ていた．今後，症例を増やしさらに検討が必要であるが，　Day2時における
2cell胚は，妊娠の可能性は低いが移植の対象になり得ると思われた．

P－051　胚盤胞の形態学的評価と出生体重および胎盤重量についての検討

○熊澤由紀代，富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，熊谷　　仁，児玉　英也，寺田　幸弘

　秋田大学医学部付属病院

【目的】近年，良好卵の選別を目的とした胚盤胞移植が普及・増加している．胚盤胞の形態学的評価にはGardner分類が用

いられ，胞胚腔の大きさと内部細胞塊・栄養外胚葉の細胞数で評価され，良好卵ほど妊娠率が高く・流産率が低いことが報
告されている．着床直前の胚盤胞を構成する細胞数がその後の児の発育や胎盤形成に影響を与えるか，後方視的に検討した．

【対象および方法】2007年から2013年の期間に当院で体外受精を施行し胚盤胞移植を行った症例で分娩まで経過の追えた65

症例を対象とした．胚盤胞をGardner分類にて形態学的評価を行い，児の出生体重および胎盤重量について後方視的に検討
した．【結果】胞胚腔の大きさ別では，各群（2～5）で児の出生体重，胎盤重量に有意差を認めなかった．内部細胞塊の評

価別では，児の出生体重／胎盤i重量はA群3067g／569g（n＝51），　B群2983g／587g（n＝9），　C群2820g／655g（n＝1）で有

意差を認めなかった．栄養外胚葉の評価別では，児の出生体重はA群3037g（n＝45），　B群3085g（n＝12），　C群3098g（n＝

4）で有意差を認めず，胎盤重量はA群551g，　B　eV　615g，　C群655gであり，有意差を認めなかった（P＝008）が評価が悪

いほど重たくなる傾向を認めた．【考察】胚盤胞移植時の形態学的評価は，児の出生体重に関連性を認めなかった．栄養外

胚葉を構成する細胞数が少ないほど，分娩時の胎盤重量が増加する傾向を認めた．胎盤は母体の基底脱落膜と胎児由来の栄
養外胚葉で形成されるが，その形成過程に何らかの影響を及ぼしている可能性が考えられた．
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P－052　移植胚での穎粒膜細胞の付着と妊娠率

○藤井　玲名P，橋爪　淳子1），前多亜紀子1］，新　　博美1｝，丹羽　幸子1），北元香菜子’），田中　真理1），山崎　玲奈2），

　野村　一人2），藤田　欣子1〕，道倉　康仁U

　l金沢たまごクリニック，2］金沢大学医薬保健研究域医学系産婦人科学

【目的】Conventional　IVFにおいて受精確認時の卵子裸化処理後に願粒膜細胞が付着した胚を培養することがある．穎粒膜

細胞自体の代謝が胚に良くないため裸化を推奨する報告や，頼粒膜細胞との共培養によって分割率と胚盤胞到達率が上昇す
るという報告もある．そこで当院において移植時における穎粒膜細胞の付着と妊娠率について検討した．【方法】H24．1から

H25．12までに当院で施行された518周期（Conventional　IVF，新鮮胚，　d2ET）を対象とし，移植胚を穎粒膜細胞付着群（123

周期，平均年齢36．8±4．3歳）と裸化群（395周期，平均年齢36．8±4．2歳）に分類し妊娠率を比較した．さらに，グレード

を良好胚（G1，2），不良胚（G3，4）にわけ，年齢（35歳以下：A，36－40歳：B，41歳以上：C）とあわせて妊娠率を比較
した．【結果】穎粒膜細胞付着群と裸化群の全体の妊娠率は付着群17．9％（22／123），裸化群19．5％（77／395）であり有意差

はなかった．良好胚の妊娠率は付着A群29．6％（8／27），付着B群243％（9／37），付着C群5．3％（1／19），裸化A群27．2％

（25／92），裸化B群27．0％（34／126），裸化C群9．4％（5／53）となり穎粒膜細胞の付着によって妊娠率は変わらなかった．

不良胚の妊娠率は付着A群9．1％（2／22），付着B群O．O％（0／ll），付着C群0．0％（0／7），裸化A群8．3％（4／48），裸化B

群11．8％（6／51），裸化C群4．0％（1／25）となり有意差はないが36歳以上では裸化群の妊娠率が高い結果となった．【考察】

良好胚では穎粒膜細胞の付着によって妊娠率は変わらなかったが不良胚では年齢が高くなると裸化群の方が妊娠率の高い結

果となった．不良胚で36歳以上の付着群妊娠率が低いのは裸化処理時の負荷が大きいことや穎粒膜細胞の影響が考えられ
るため，願粒膜細胞除去の難易度を指標に加えてさらに検討していきたい．

P－053　採卵時年齢と体外受精Dayl胚の全体径細胞径，透明帯厚の比較検討

〇三國　雅人，谷村　絵美，蛯名　沙織，蓑島　由貴，能代　　究，小林由佳子，角江　昭彦，桑原　道弥，日下　真純

　香城　恒麿

　JA北海道厚生連札幌厚生病院

【目的】採卵時の患者年齢と採取された卵・胚の透明帯を含む全体径（以下，全体径），透明帯を除き細胞膜で囲まれた細胞質の

径（以下，細胞径），透明帯の厚さ（以下，透明帯厚）の間，あるいは各径の間に関連があるのかどうか，また受精の成否でこ

れらの径に差が認められるのかを検討することを目的とした．

【方法】卵の撮影計測等にも同意を得て実施された体外受精55周期で採取された256卵子において媒精またはICSI施行後17－

19時間で観察された胚または卵の全体径，細胞径，透明帯厚を後方視的に測定し比較，検討した．統計学的検討にはスピアマ
ンの順位相関係数，t一検定を用いた．

【結果】対象症例の年齢は39，59±O．61歳（mean±SE）で，測定した卵・胚の全体径，細胞径透明帯厚はそれぞれ164．0±O．6pm，

114．4±O．5μm，1＆2±O．2pmであった．年齢ならびに測定した各径それぞれの問で相関係数が有意（p＜O．OOO1）であったのは，

相関係数（r）の大きい順に，全体径一細胞径r＝　O．516，透明帯厚一全体径r＝O．470，年齢一全体径r＝（）．283，年齢一透明帯厚r　＝　O．261

であった．未受精卵ほか異常胚を除いた正常2前核胚に限った検討でも同様の結果であった．ICSI施行卵を除き通常媒精下で2

前核となった正常胚と2前核とならなかった異常受精胚の間で全体径細胞径，透明帯厚のいずれにも差は認めなかった．
【結論】年齢と細胞径の間に関連はなく，年齢が上がると全体径，透明帯厚がわずかに増加する傾向をみとめたが相関係数の値

はO．3未満と小さく相関は弱かった．全体径と細胞質径，透明帯厚と全体径の間に正の相関を認めた．通常の媒精下に2前核に
なった正常胚とそれ以外の異常受精胚で全体径，細胞径，透明帯厚に差はなくこれらの径と受精の成否は無関係と推察された．

P－054　受精確認時に1PN，　OPNであった胚の培養成績及び妊娠予後に関する検討

○細川　由起，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，大原　知子，森本　有香，原武　佑樹得丸　倭佳，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】受精確認時にIPN，　OPNであった胚は2PNであった胚と比較して染色体異常率が高いと報告されている．今回我々

は受精確認時に1PN，　OPNであった胚の培養成績と妊娠予後について検討を行なった．【方法】2012年1月から2013年12

月の期間，当院にてIVF又はICSIを行なった724症例1496周期から得た受精卵6903個を対象とした．受精確認はIVF又
はICSI施行から約18～20時間後に行った．受精確認時に2PN，1PN，　OPNであった胚（以降2PN，1PN，　OPN胚とする）
の分割率，胚盤胞到達率及び妊娠予後をIVF又はICSI別に検討した．【結果】IVFを施行し得られた2PN，　IPN，　OPN胚
の分割率は98．6％，8＆0％，14．3％，ICSIでは98．4％，92．6％，11．2％となり，　IVF及びICSIともにIPN，　OPN胚の分割率

は2PN胚と比べて有意に低かった（p＜O．Ol）．2PN，　IPN，　OPN胚の胚盤胞到達率はIVFで65．9％，29．9％，2＆1％，　ICSI

で592％，19．0％，9．0％となり，IVF及びICSIともに2PN胚と比べて有意に低かった（p＜O．Ol）．1PN，　OPN胚の新鮮及

び凍結融解胚移植の結果，移植を行なった93周期のうち12周期が妊娠し，4周期が出産，7周期が流産していた．残り1
周期は妊娠継続中であった．出生児に異常は見られなかった．【結論】IPN，　OPN胚の分割率及び胚盤胞到達率は2PN胚よ

りも有意に低いが，IPN，　OPN胚を移植した周期で出産例が得られたs従って受精確認時にIPN，　OPNであった胚の中にも

妊孕性を持つ胚があることが示された．今後さらに症例数を増やし検討することが必要である．
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P－055　受精確認時にOPNだった胚のDay3での割球数と胚盤胞到達率及び妊娠率に関す
　　　　　　る検討

○森本　有香，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保細川　由起大原　知r・1原武　佑樹得丸　倭佳，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】受精確認時にOPNであった胚（以下OPN胚とする）の中にはその後分割し，胚盤胞に到達する胚と分割胚から成長

しない胚が存在する．そこで今回我々は，OPN胚のDay3での割球数と胚盤胞到達率及び妊娠率の関係について後方視的に
検討を行なった．【方法】2011年1月から2013年12月の期間，当院にてIVFを行なった203症例から得られたOPN胚365
個を対象とした．受精確認はIVF施行から約18～20時間後に行い，　Day4からDay6までに胚盤胞に到達した胚は凍結を行

なった．Day4以降の胚盤胞到達率をDay3での割球数が8cell以上だったOPN胚と7cell以下だったOPN胚の2群に分類し
比較した．また，凍結した胚盤胞のうち凍結融解胚盤胞移植を行なった症例もDay3時の割球数にて2分し，妊娠率を比較
した．【結果】胚盤胞到達率はDay3での割球数が8cell以上だったOPN胚では66．7％（70／105），7cell以下だったOPN胚
では9．2％（24／260）であり，8cell以上のOPN胚が有意に上昇した（p＜0．Ol）．凍結融解胚盤胞移植後の妊娠率は，　Day3
での割球数が8cell以上だったOPN胚では17．1％（6／35），7cell以下だったOPN胚ではO．O％（0／11）であった（rL　s．）．【結

論】Day3での割球数が8cell以上だったOPN胚は7cell以下と比較して胚盤胞到達率が有意に高いことが示された．凍結融

解胚盤胞移植では両群で有意な差は見られなかったが，Day3での割球数が8cell以上だったOPN由来胚盤胞を移植した症
例でのみ妊娠例が得られた．OPN胚の移植を考慮する場合は，　Day3時の割球数を考慮する必要があることが示唆された．

P－056　ART反復不成功症例に対し，胚移植前周期の内膜刺激は有効か？

○金沢衣見子，大塚未砂子，吉岡　尚美，江頭　昭義，村上貴美子，蔵本　武志

　蔵本ウイメンズクリニック

【目的】胚移植の前周期に子宮内膜を刺激すると着床環境が改善し，妊娠率が上昇したとの文献を散見するが，一定の傾向

を認めない．そこで我々は融解胚移植の前周期に子宮内膜刺激（子宮内膜擦過もしくは子宮鏡検査）を行い，その有効性に
ついて検討を行った．【方法と対象】41歳以下，Fair以上の分割期胚，もしくは胚盤胞を移植したにも関わらず，妊娠が成

立しなかった反復（2回以上）胚移植不成功症例の内，2012年11月から2014年4月の間にインフォームドコンセントを行
い同意の下，融解胚移植を行った症例で，移植前周期の月経10日目前後と21日目前後にエンドサイトにて内膜擦過を行っ
た19症例をA群，移植前周期の月経終了後に子宮鏡検査を行いポリープ等の器質的な阻害因子を認めなかった25症例をB
群とした．コントロール群としては前周期に前述の子宮内膜刺激を行っていない2012年2月から12月に融解胚移植を行っ
た94症例とした（C群）．各群の妊娠率を後方視的に検討した．【結果】各群の平均年齢はA群36．7（29－41）歳B群37．3

（32－41）歳C群36．9（31－41）歳であった（Wilcoxon検定では年齢と妊娠率に有意差は認めなかった），臨床的妊娠率は
A群で47．4％（9／19），B群で40．0％（10／25），　C群で245％（23／94）でありコントロール群に比べ，内膜擦過を行ったA

群で有意に高かった（p＝O．0433）．子宮鏡検査のみを行ったB群では妊娠率に有意差は認められなかった（pニO．1231）．【結

論】反復胚移植不成功症例に対し，融解胚移植の前周期に子宮内膜擦過を行うと，有意に妊娠率の上昇を認め，前周期の子

宮内膜刺激により着床環境が改善されると思われた．しかし症例数が少ないため，今後症例数を重ねて更なる検討が必要と
思われる．

P－057　良好胚盤胞へ発育した多核割球胚の妊孕性

○塚崎あずさD，西山和加子1），山本　新吾D，小林　倫子1〕，古賀　美佳1），岩崎　聡美1），佐護　　中D，有馬　　薫V，

　野見山真理12｝，小島加代子▲2）

　1）医療法人社団高邦会高木病院不妊センター，2国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻生殖補助医療胚

　培養分野

【目的】多核割球胚（多核胚）は高率に染色体異常を有すると言われているが，近年良好な胚盤胞まで発育した多核胚の多くは正常核型

を有するとの報告もある．これらの報告は分割期にて多核が観察された多核胚の報告であるが，胚盤胞期にも多核は観察される．今回

良好胚盤胞まで発育した多核胚の妊孕性を調べると共に，多核が観察された時期により妊孕性に違いがあるかを検討した．【対象・方法】

2012年6月から2014年4月までに新鮮および凍結胚盤胞移植を行った592周期を対象としたt多核胚盤胞の胚移植は十分なインフォー

ムドコンセントを行い，胚移植を希望した患者に対し，全周期単一胚移植にて施行した．Gardner分類でDay6までに3BB以上に到達

した胚を良好胚盤胞とした．多核を認めない良好胚盤胞をcontrolとし，分割期に多核を認め，良好胚盤胞へ発育した胚（分割期多核胚）

および胚盤胞期にて初めて多核を認めた良好胚盤胞多核胚（胚盤胞多核胚）の妊娠率および流産率を比較した．【結果】胚移植周期数は

それぞれ，controlは510周期，分割期多核胚は25周期，胚盤胞多核胚57周期であった，平均年齢，既往ET回数に有意差は認めなかっ

た，胚盤胞多核胚は全て栄養外胚葉に多核を認めた．各群の妊娠率および流産率は，controlは37．6％，188％，分割期多核胚は32．0％，

12．5％，胚盤胞多核胚は263％，13．3％であり，分割期多核胚および胚盤胞多核胚のいずれもcontrolと比較して有意な差は認めなかっ

た．またこれまでに分割期多核胚移植周期は4周期，胚盤胞多核胚移植周期は1周期分娩に至っており，いずれも児に先天的な異常は

認められなかった．【まとめ】今回の検討では良好な胚盤胞まで発育した分割期多核胚および胚盤胞多核胚と，多核を認めない良好胚盤

胞の妊娠成績に有意な差は認めなかった．今後も，多核胚の妊娠成績および妊娠予後の調査を行い多核胚の安全性を検討していきたい．
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P－058　融解胚移植におけるプレマリンとエスト「ロジェルの比較

○田口早桐，林　輝美，船曳美也子，多田佳宏，苅田正子，岩木有里，中村嘉孝
　オーク住吉産婦人科

【背景】ホルモン補充周期での融解胚移植に関して，プレマリン内服とエストロジェル塗擦の効果を検討した報告は無い．【目

的】プレマリン内服とエストロジェル塗擦のいずれが，ホルモン補充周期での融解胚移植に適しているかを比較検討した．

【方法】当院通院中の同意を得た不妊治療患者（平均年齢38．2歳）をプレマリン群（N＝65）とエストロジェル群（Nニ35）

に振り分けて融解胚移植し，プライマリーアウトカムを妊娠率（妊娠4週0日での血中HCG値で判断）として比較検討し
た．プレマリンは月経2日目から1日4錠分2朝夕投与で月経六日目から8錠分2に増量した（1錠O．623mg）．エストロ
ジェルは月経2日目から1日1回4プッシュ分（エストロゲン換算2．16mg）を貼付した．【結果】単回帰分析では両群間で
背景因子としての年齢（P＝030），喫煙歴（P＝0．91），BMI値（P・＝　O．25）に差は認められなかった．月経12日目の子宮内

膜厚はプレマリン群で＆97±197mm，エストロジェル群で7．39±2．24mmであり，前者の方が厚かった（P　一　O．004）．また，

融解胚移植決定時の子宮内膜厚はプレマリン群で9．38±1．49mm，エストロジェル群で＆50±1．93mmであり，前者の方が厚
かった（PニO．02）．更にE2値はプレマリン群で272．30±100．10　pg／ml，エストロジェル群で864．60±745．74　pg／mlであり，

後者の方が高かった（P＜O．OOI）．なお，妊娠反応はエストロジェル群の方がプレマリン群よりも高かった（P＜0．001）．一

方，重回帰分析の結果，妊娠反応に影響する因子は「エストロジェル群かプレマリン群か」のみだった（P＜O．OOI）．【考察】

エストロジェルはプレマリンに比べて子宮内膜厚を必要以上に厚くすることなくE2値を上げ，妊娠反応を改善させる．

P－059　子宮前屈と後屈の違いが胚移植による妊娠に与える影響

○中尾　佳月，竹中　　裕木村真智子，堀川　道晴，根岸　広明
　ウィメンズ・クリニック大泉学園

【目的】胚移植後のベッド上安静の有無は妊娠成立には影響しないという報告が散見されるが，子宮の前屈と後屈の違いが

胚移植による妊娠に与える影響についての検討はほとんどない．今回我々は子宮の前屈後屈と胚移植による妊娠率について
検討した．【方法】2012年8月～2013年8月までに経膣超音波ガイド下凍結融解単一一胚盤胞移植（ホルモン補充周期）を行っ

た197例を対象とし，全例胚移植後30分間のベッド上安静を行った．子宮前屈と後屈それぞれについて，妊娠率（血中hCG
lOIU／L以上），臨床妊娠率（超音波検査で胎嚢確認），流産率，妊娠継続率（当院卒業の妊娠12週まで継続），40歳未満・

以上の妊娠率，胚移植時の子宮内膜厚8mm未満・以上の妊娠率，良好胚（Gardner分類3BB以上）・不良胚（Cを含むも
の）の妊娠率を比較検討した．【成績】子宮前屈と後屈それぞれについて，妊娠率61．2％（82／134）・5＆7％（37／63），臨床

妊娠率52．2％（70／134）・50．8％（32／63），流産率32．9％（23／70）・31．3％（10／32），妊娠継続ili　35．1％（47／134）・34．9％（22

／63），40歳未満の妊娠aS　69．4％（68，／98）・60．4％（29／48），40歳以上の妊娠率3＆9％（14／36）・53．3％（8／15），胚移植時の

子宮内膜厚8mm未満の妊娠率　50．0％（10／20）・40．0％（4，／10），子宮内膜厚8mm以上の妊娠率　632％（72／114）・62．3％（33

／53），良好胚の妊娠率619％（65／105）・60．9％（28／46），不良胚の妊娠率5＆6％（17／29）・52．9％（9／17）であった．どの

結果も子宮前屈と後屈で有意差は認めなかった．【結論】子宮前屈と後屈の違いが胚移植による妊娠に与える影響は無いと
思われる．

P－060　凍結融解胚盤胞移植におけるhCG添加培養液の子宮内注入が妊娠率に与える影響

○中原　恵理，松本由紀子，緒方　洋美，緒方　誠司，水澤　友利，岡本　恵理，苔口　昭次，野田　洋一，塩谷　雅英

　岡山大学医学部保健学科

【目的】凍結融解胚盤胞移植において，胚移植前にhCGを添加した培養液（hCG5001U）を子宮内に注入することで妊娠率
が上昇したという報告がある（Mans皿r　et　al．2011）．当院は以前より胚盤胞移植の際に，着床率向上の目的で移植3日前

に培養液の子宮内注入を施行していることから，その培養液にhCGを添加し，子宮内に注入することで妊娠率が改善する
か検討をした．【方法】2012年5月～8月にホルモン調節周期の月経（以下CD）20に凍結融解胚盤胞のGardner分類グレー

ド3以上を1個移植した80周期を対象とした．CDI7にhCG5001Uを添加した培養液40μ1を子宮内注入するhCG＋群（nニ
43）と，hCGを添加していない培養液を40μ1子宮内注入するhCG一群（n＝37）の2群に無作為に分け，　CD20に胚盤胞移
植を行い化学妊娠率と臨床妊娠率および出産率を検討した．【結果】hCG＋群とhCG一群の平均年齢は，36．3歳±4．7と35．4
歳±42であり有意な差は認めなかった．化学妊娠率は，hCG＋群とhCG一群で69．8°／・（30／43）と48．6％（18／37）（p　・＝　O．05），

臨床妊娠率は，hCG＋群とhCG一群で48．8％（21／43）と29．7％（11／37）（p＝O．08）となり，　hCG＋群はhCG一群と比較し

化学妊娠率および臨床妊娠率が高い傾向にあった．出産率は，hCG＋群とhCG一群で34．9％（15／43）と27．8％（10／37）と

なり差を認めなかった．【結論】化学妊娠率および臨床妊娠率が，hCG＋群ではhCG一群と比較し高い傾向にあったことか
ら，CD17でhCGを添加した培養液を子宮内に注入する事で，胚の着床能が向上する可能性が示唆された．一・方で，出産率

には差を認めなかったことから，今後症例を追加し出産率まで慎重に経過を見ていきたい．
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P－－061　成熟率は胚発育の指標となるか

○中戸　可奈，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】体外受精において複数の良質な成熟卵を得ることは妊娠成立のために重要である．多数の卵子を回収しても成熟率が低く

限られた成熟卵しか得られないことがあるが，その周期の成熟卵の発育能は定かではない．そこで今回，成熟率がその周期の胚

発育の指標となるのか検討した．【方法】2012年1月から2013年12月にICSIを施行した症例のうち，38歳未満，採卵2回以下，

ICSI卵数8個以上の186症例197周期を対象とした．採卵決定は，第二主席卵胞径が18mm以上に達した日とし，　hCG投与35．5
時間後に採卵した．穿刺可能な卵胞は卵胞径に関わらず総て穿刺した．対象者の平均成熟率は77．8％であり，低群：679％以下，

中群：68－88％，高群：8＆1％以上に分類し，2PN率，胚盤胞到達率，良好胚盤胞率，有効胚率，新鮮胚移植・凍結胚移植あたり

の着床率，累積妊娠率について検討した．【結果】低群，中群，高群における平均卵胞数：32．1個，2＆3個，25．4個，平均穿刺数1

34．7個，28．2個，25．5個，平均採卵数：22．2個，1＆9個，15．7個であった．低群は，他群と比較して穿刺数採卵数が多かった（p〈

O．05）．2PN率：76．0％（447／588），7＆0％（1218／1561），78．7％（547／695），胚盤胞到達率：4＆6％（212／436），59．5％（698／1173），

61．0％（324／531），良好胚盤胞率124．1％（105／436），28．7％（337／1173），30．1％（160／531），有効胚率：51．4％（321／447），5＆1％

（708／1218），60．0％（328／547），新鮮胚移植あたりの着床率：44．4％（8／18），29．2％（14／48），32．0％（8／25），凍結胚移植あたり

の着床率：492％（30／61），40．8％（82／201），443％（38／88），累積妊娠率：77．3％（34／44），77．4％（82／106），80．9％（38／47）

であった．低群は，高群と比較して胚盤胞到達率および良好胚盤胞率，有効胚率が低かった（p＜0、05）．【結論】成熟率はその周

期の胚発育の指標となることが示唆されたが，移植できた胚の着床能に差がないことが示された．

P－062　非良好胚盤胞を含めた移植では良好胚盤胞の着床を妨げる

○黄木　詩麗，中村　忠治，萩原千加子，穴久保久誉，矢内原　敦

　矢内原ウィメンズクリニック

【目的】良好胚が1個しかない場合，非良好胚を含めた2個移植を行われる場合がある．これは一方の胚が他方の胚の不足
分（子宮内膜への情報伝達に必要な分子等）を補うことが期待されるからである．しかし，一方が他方の妊娠率向上に寄与

しているか否かの検討はない．そこで良好胚盤胞（G胚）を1個移植した場合の妊娠率とG胚1個に非良好胚盤胞（M胚）
を1個含めて移植した場合の妊娠率，多胎率からM胚が妊娠率向上に寄与しているか否かを検討した．【方法】2009年4月～

2014年3月に当科にて融解胚盤胞移植を行った1124周期を対象とし，インフォームドコンセントを得た後，G胚を1個移
植した群（G群），G胚とM胚を組み合わせて2個移植した群（GM群），さらにG胚と不良胚盤胞（P胚）を組み合わせた
2個移植群（GP群）とで，臨床妊娠率，多胎率を比較した．尚，子宮内膜調整方法はホルモン補充周期を用いた．良好胚盤

胞とはグレード3以上でICM，　TEの評価はAまたはBとした．　M群はT，　ICMともにBのものとし，　P胚はICM或い
はTEの評価に必ずCを含むものとした．胎嚢の存在により臨床妊娠とした．【成績】1019周期中，　G群は747周期，　GM

群は52周期，GP群66周期であった．平均年齢に有意な差は認めなかった．　G群の妊娠率は53．1％であり，　GM群，　GP群
は7Ll％，47．0％であったが，着床率はG群，　GM群，　GP群で53．4％，38．5％，25．8％とGM群，　GP群は有意に低率であっ

た．多胎率はGM群，　GP群で8．2％．9．6％であった．【結論】形態不良胚が良好胚の着床を助けるのであれば，　GM群，　GP

群で着床率が上昇するか，G群と変わらないはずであるが，予測に反してGM群，　GP群で有意に低い着床率となった．こ

れは組み合わせたM胚，P胚が良好胚の着床を妨げていると考えられた．

P－063　年齢別にみた単一胚盤胞移植・複数胚盤胞移植・二段階胚移植の臨床成績の検討

○村田　紋香，中川　　藍鈴木　孝明，竹内　茂人，高倉　哲司，菅谷　　健

　済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター

【目的】当院では2009年より単一胚盤胞移植（SBT）を原則として行っているが，反復不成功例や高齢患者に対して複数胚
移植も施行している．今回我々は，40歳以下の症例で胚盤胞移植2回以上の反復不成功例では，次回の移植方法としてSBT，

複数胚盤胞移植（DBT）および二段階胚移植（2step－ET）のいずれを選択すべきかについて検討した．また，41歳以上につ
いては初回胚移植よりSBTおよびDBT，2step－ETの妊娠率について移植回数別に検討した．【対象・方法】検討1：2007年

1月～2013年12月に当院で胚盤胞移植を行った40歳以下反復不成功例165周期（SBT　130周期，　DBT　26周期，2step－ET
9周期）を対象とし，臨床的妊娠率および多胎率について検討した．検討2：同期間の41歳以上の症例160周期（SBT　lO3
周期，DBT　21周期，2step－ET　36周期）について臨床的妊娠率および多胎率について検討した．【結果】検討1：反復不成功
例40歳以下群についてSBT，　DBT，2step－ETの妊娠率はそれぞれ45．4％（59／130），538％（14／26），11．1％（1／9）であり，

2step－ETの妊娠率はSBTおよびDBTと比較して有意に低値であった（p＜O．05）．今回の検討症例において多胎は認められ
なかった．検討2：41歳以上群のSBT，　DBT，2step－ETのそれぞれの妊娠率は移植1回目19．60／o（10／51），57．1％（8／14），

47．1％（8／17），2回目25．0％（7／28），40．0％（2／5），28．6％（2／7），3回目以降45．8％（11／24），50．0％（1／2），33．3％（4／12）

であり，移植1回目に関してSBTの妊娠率はDBTおよび2step－ETと比較して有意に低値であった（p＜O．05）．多胎は移植
2回目の2step－ETで50．0％（1／2）認めた．【結論】40歳以下では反復不成功例であってもSBTを反復することで妊娠が期

待できると考えられた．41歳以上では胚盤胞到達率が低い場合や良好胚盤胞が得られない場合には，多胎妊娠が生じる可能

性は多少あるものの，初回移植からDBTや2step－ETを行うことが妊娠率向上のための一つの選択肢と考えられた．
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P－064　当院におけるDay2胚とDay3胚の胚移植による妊娠率の比較

○粟田絵里加，小松　雅博，中村　　希，小野健太郎，大垣　洋子，秋谷　　文，堀内　洋子，熊耳　敦子，酒見　智子，

　塩田　恭子，百枝　幹雄

　聖路加国際病院生殖医療センター

【目的】一般的な初期胚移植は，Day3胚で行うのが主流である，当院でも基本的には新鮮胚移植・凍結胚移植ともにDay3胚で行っ

ている．しかし当院では日曜日に胚移植の処置は行っていないため，木曜日に採卵する患者のみDay2胚での新鮮胚移植や凍結にな

るのが現状である．当院でのDay2胚とDay3胚の胚移植において，妊娠率に差があるのであれば今後の対応を考えなければならな

い．そこでDay2胚とDay3胚での妊娠率に差があるのかを調べた．【対象および方法】対象は2010年1月から2014年3月まで当院

で新鮮胚移植または凍結胚移植を行った30～45歳の症例，641周期を対象とした．採卵は卵巣刺激周期で行い，受精方法はc－IVF

またはICSIで行った．　Day2およびDay3まで培養後，新鮮胚移植または凍結胚移植を行った，　Day2胚とDay3胚の胚移植で妊娠率

に差があるのか，また5歳ずつの年齢群に分け（30～35歳35～40歳41～45歳），年齢群別でも差がないか検討を行った．【結果】

新鮮胚移植でのDay2胚・Day3胚の妊娠率は，それぞれ21％（7／33）・18％（33／180），凍結胚移植でのDay2胚・Day3胚の妊娠率

は，それぞれ13％（8・／56）・17％（63／372）と有意差は認められなかった．年齢群別では新鮮胚移植でのDay2胚・Day3胚の妊娠率

は，それぞれ30～35歳で0％（0／2）・19％（7／36），35～40歳で25％（5／20）・26％（23／88），41～45歳で18％（2，／11）・5％（3／56）

と有意差は認められなかった．また凍結胚移植でのDay2胚・Day3胚の妊娠率は，それぞれ30～35歳で33％（2／6）・23％（16／70），

35～40歳で19％（5／27）・22％（36／165），41～45歳で4％（1／23）・8％（11／137）と有意差は認められなかった．【結論】Day2胚

とDay3胚の妊娠率に差は認められなかったので，　Day2胚移植に大きな問題はないと考えられる．しかしDay2胚移植のデータが少

なかったため，十分な比較が出来ていないことが考えられるので，今後もデータを蓄積し検討を重ねる必要がある．

P－065　Day3における移植胚の選択に関する検討

○大原　知子，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，森本　有香，原武　佑樹，得丸　倭佳，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】Day3において既に桑実胚まで発生している胚は，分割胚と比較して妊娠率が高いという報告がある．しかし一方で

発生の速い胚は染色体異常が多いという報告もある．そこで我々はDay3桑実胚の移植の可否を調べるため，桑実胚と8cell

胚の胚盤胞到達率と妊娠率を年齢別に検討した．【方法】2010年1月から2014年1月の期間に当院にてIVFを実施した638
症例770周期を対象とした．そのうちDay3の時点で桑実胚に発生した胚（以下comp群）と，コントロール群として8cel1
胚（以下8cell群）の胚盤胞到達率と単一移植胚の妊娠率を全年齢で比較した．次に両群を患者年齢38歳未満と38歳以上
でそれぞれ分類し，胚盤胞到達率，妊娠率を比較した．【結果】全年齢での胚盤胞到達率はcomp群65．7％（88／134），8cell
群77．5％（934／1205）でcomp群が有意に低かった（p＜0．01）．妊娠率はcomp群26．7％（4／15），8cell　eW　26．8％（55／205）

で両群に有意な差はなかった．次に両群を38歳未満，38歳以上に分類し，胚盤胞到達率を比較した結果，38歳未満のcomp
群709％（59／82），8cell群80．5％（669／831）で両群に有意な差はなかったが，38歳以上のcomp群55、8％（29／52），8cell

群70．9％（265／374）でcomp群が有意に低かった（p＜O．05）．妊娠率は38歳未満のcomp群42．9％（3／7），8cell群26．5％

（45／170），38歳以上のcomp群12．5％（1／8），8cell群28．6％（10／35）であり，共に両群に有意な差はなかった．【結論】全

年齢で比較した結果，妊娠率に差は無かったが，桑実胚で胚盤胞到達率が有意に低かった．両群を年齢で分類し比較した結

果，38歳以上では桑実胚で同様に胚盤胞到達率が有意に低かったが，38歳未満では胚盤胞到達率，妊娠率共に両群で有意
な差はなかった．以上の結果から，Day3の桑実胚を移植する際には年齢を考慮する必要があることが示唆された．

P－066　Embryo　Glueを用いた凍結融解胚移植時の臨床成績の比較検討

○金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，森若　　治，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

【目的】ピアルロン酸は着床促進効果が期待され，近年，添加製品が胚移植用培養液として市販されている．我々は，凍結

融解胚移植時にUTMTM（origio）を用いたビアルロン酸添加群とglobal　total（Lifeglobal）を使用したビアルロン酸非添

加群（従来群）とで臨床成績に差はないことを報告した（2014年受精着床学会）．今回は，ビアルロン酸濃度の高いEmbryo

Glue（Vitrolife：以下EG）を用い，ビアルロン酸の有用性について再度検討した．【方法】対象は2014年1月から4月ま

でに凍結融解単一胚移植を施行した，EG群209周期と従来群289周期．凍結胚は融解後2時間以上各培養液に浸漬し，移
植した．移植Stage毎に，凍結時年齢別（A群：34歳以下，　B群：35－37歳C群：38－40歳D群：41歳以上）の妊娠率，
流産率を比較検討した．移植胚基準はDay3：7cell以上，　frg25％以下，　Day5：Gardner分類B2以上とした．【結果】EG群
と従来群の妊娠率は各々，Day3でA群55．0％（ll／20），528％（19／36），　B群235％（4／17），47．1％（16／34），　C群28．1％

（9／32），22．9％（11／48），D群13、9％（5／36），13．5％（7／52）．　Day5でA群60．6％（20／33），66．7％（28／42），　B群56．3％

（18／32），6＆0％（17／25），C群40．6％（13／32），48．7％（19／39），　D群28．6％（2／7），538％（7／13）だった．流産率は，　Day

3でA群1＆2％（2／11），15．8％（3／19），B群75．0％（3／4），1＆8％（3／16），　C群55．6％（5／9），63．6％（7／11），　D群60．0％

（3／5），42．9％（3／7）．Day5はA群10．0％（2／20），14、3％（4／28），　B群16．7％（3／18），29．4％（5／17），　C群38．5％（5／13），

26．3％（5／19），D群500％（1／2），429％（3／7）だった．【結論】全年齢層でEG群と従来群の妊娠率・流産率に有意差は

認められなかった．凍結融解胚移植周期において，UTMTMを用いた検討でも臨床成績は従来群と同等であったため，移
植時にビアルロン酸添加培養液を用いることの有用性は確認できなかった．
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P－067　40歳以上の反復着床不全症例における有効な胚移植方法の検討

○中原　裕子，長池　未郷，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】当院では反復着床不全症例に対して，子宮内膜の化学的刺激による増強を目的として，凍結胚移植前の仮想排卵日

にAIHを実施している．以前，当施設で移植前AIHを実施した群において妊娠率が上昇すると報告した．今回，40歳以上
の反復着床不全症例の凍結胚移植の成績と2段階胚移植における移植前AIHの有効性について後方視的に検討した．【対
象・方法】＜検討1＞2008年1月から2014年5月に当院で3回以上凍結胚移植を行った40歳以上の初期胚移植：109症例
152周期（以下CL群），胚盤i胞移植：6症例7周期（以下BL群），2段階胚移植（以下2step群）：20症例28周期を対象と
し，各々の臨床的妊娠率，着床率を比較検討した．＜検討2＞検討1の2段階胚移植周期において，移植前AIHを実施した
群をAIH群（19周期），実施しなかった群を通常群（9周期）とし，妊娠率，着床率を比較検討した．当該発表は患者の同
意を得ており，施設倫理委員会の審査・承認を受けた．【結果】（数値は平均値±SD．）＜検討1＞CL群，　BL群と2step群
の患者背景は平均年齢（42、2±1．7，40．7±08，41．9±1．7），平均移植回数（5．0±2．8，4、1±1．1，6．4±3．7），平均移植個数（2．0±

O．7，1．1±04，2．5±O．8）であった．また，妊娠率（9．5％，28．6％，39．3％），着床率（4．9％，25D％，17．1％）となり，2step

群はCL群より有意に上昇した（p＜O．01）．＜検討2＞AIH群と通常群の患者背景は，平均年齢（42．0±1．3対41．7±O．8），平
均移植回数（6．4±3．4対6．4±3．6），平均移植個数（2．7±O．9対2．1±O．3）であった．また，妊娠率（47．4％対22．2％，NS），

着床率（19．6％対10．5％，NS）はAIH群で高い傾向であった．【考察】40歳以上の反復着床不全症例では初期胚移植より

も2段階胚移植の方が有効であった．また，移植前AIHの実施は2段階胚移植の着床の効果を上昇させる可能性があると
考えられる．

P－068　39歳以下の反復着床不全症例における凍結胚移植の成績検討

○長池　未郷，中原　裕子，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】39歳以下の反復着床不全症例に実施した，凍結胚移植（初期胚，胚盤胞，2段階胚移植）の結果について，後方視

的に検討した．【対象】2008年1月～2014年5月に当院で3回以．ヒ凍結胚移植を実施した39歳以下の241症例を対象とし

た．初期胚移植を実施した143症例194周期をCL群，胚盤胞移植を実施した42症例53周期をBL群，2段階胚移植を実
施した56症例71周期を2step群とし，臨床的妊娠率と着床率を比較検討した．当該発表は患者の同意を得ており，施設倫
理委員会の審議・承認を受けた．【結果】各群の患者背景：平均年齢（35．7±3．1歳，35．3±3．2歳，35．0・±・3．1歳）および平均

AMH値（21．0±15．5pM，212±115pM，26．0±14．7pM）には有意差は認められなかった．平均移植回数は（4．1±1．6回，3．9±

1．7回，4．7±2．8回）であり，CL群一2step群間およびBL群一2step群間に有意差が認められた．平均移植個数は（1．7±O．4

個，1．2±O．4個，2．2±O．4個）であり，3群間に有意差が認められた．臨床妊娠率（23．7％，37．7％，49．3％），着床率（146％，

35．5％，27．1％）となり，CL群と比較してBL群，2step群が有意に高い結果となった（p＜0．01）．【考察】3回以上移植を

行った反復着床不全症例では，初期胚移植よりも胚盤胞および2段階胚移植を実施することで，より高い着床効果が得られ

た．ただし要因として初期胚移植よりも移植個数が多いことや，胚のグレードによる影響などがあり，今後これらを含めた
検討を行う必要がある．

P－069　ホルモン補充周期による凍結融解胚盤胞移植における血中エストラジオール値測定
　　　　　　の臨床的意義

○尾崎　智哉，兼子　由美，松井　有紀土屋翔太郎，飯泉　文香，佐藤　和文，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】当院では凍結融解胚盤胞移植に際し，ほぼ全例でホルモン調節周期（HRT）による調整を行っている．投与エスト

ラジオール（E，）製剤の有効性検討の指標と1つとして当院では，E、製剤投与開始13日目（黄体ホルモン開始前）に血中

E、値の測定を行っている．今回，当院におけるHRT周期による凍結融解胚盤胞移植において，血中E2値測定の臨床的意義
について検討を行った．【方法】2012年1月から2013年12月までに当院にてHRTで凍結融解胚盤胞移植を行った1386周
期を対象とした．E2補充は貼付剤（エストラーナ）4枚隔日固定法あるいは内服剤（ジュリナ）6錠連日固定法で行い，黄
体補充は内服剤で行った．【成績】対象例における平均E2値は535．lpg／mlで，最小：51～最大：2564pg／mlと幅広い値を
とった．また，血中E，値と子宮内膜厚との間には相関関係を認めなかった．対象をE，低値群：19例（E、＜100pg／ml），　E，

中等値：1245例（100≦E、＜1000），E，高値：122例（E、≧1000）に分けて比較した場合，　E、低値群の17例（89．5％）はE、

貼付剤投与例であった．各群間の内膜厚には有意差は認めなかった．また各群の妊娠率はE，低値群：：31．6％，E、中等値：

459％，E2高値：50．8％で，　E2高値群が高い傾向を認めたが，各群間には有意差を認めなかった．【結論】HRT周期におい

て一定の投与量にてE、補充を行っていても，治療周期によって血中E2値は一定した値をとらず，特にE、貼付剤使用例では
低値をとる事があり，注意が必要であると考えられた．一方でE，低値例でも内膜厚は十分な厚さが得られている事も多く，

妊娠率もある程度は期待できるため，治療における指標としては他因子とあわせて総合的に判断すべきと考えられた．
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P－070　6日目胚…盤胞期胚移植の有用性の検討

○盛田　有紀1｝，村瀬真理子1），香川　愛子1），大島　　綾1），小林　君任］），上野　寛枝1），山本みずきD，北川　雅一），

　吉田　　浩D，湯村　　寧D，榊原　秀也z），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

【目的】良好胚の選別や単v胚移植による多胎妊娠防止に対し，胚盤胞期胚移植は有用とされているが，5日目では胚盤胞に到達せ

ず6日目に移植を施行する場合がある．そこで，当院において6日目胚盤胞期胚移植を施行した症例について調査し，6日目胚盤
胞期胚移植の有用性を検討した．【対象・方法】2010年から2014年5月までに，同意を得て施行した5日目胚盤胞期胚新鮮胚移植

群（A群）；142周期（平均年齢3＆3±3．8），8細胞期胚融解後2日目に胚盤胞に発生し移植した群（B群）；71周期（35．7±4．0）お

よび6日目胚盤胞期胚新鮮胚移植群（C群）；10周期（33．8±11．8），8細胞期胚融解後3日目に胚盤胞に発生し移植した群（D群）；

7周期（36．4±2．8）とし，各群の妊娠率，良好胚（Gardner分類3BB以上）率および経時的胚評価法GES（Graduated　Embryo　Score）

を比較した．【成績】妊娠率はA群，B群，　C群およびD群でそれぞれ22．5％，22．5％，0％および0％となった．良好胚率は，　A

群，B群，　C群およびD群でそれぞれ72．1％，62．0％，30．0％および14．3％となった．また，　GESの平均点はA群，　B群，　C群お

よびD群でそれぞれ55．4点，58．3点，32．2点および65．0点となった．【結論】6日目胚盤胞期胚移植ではC群，D群ともに妊娠例

が得られなかった．A群およびC群間の良好胚率には有意差が見られなかったが（p＝O．229），　GESはA群で有意に高かった（p＝

O．018）．一方，B群とD群間の良好胚率およびGESに有意差はみられなかった（p＞O．05）．新鮮胚移植において発生遅延胚が6日

目に形態学的良好胚に到達しても，GESは低い傾向にあり妊娠には結び付きにくいと考えられた．また，本報告での6日目胚盤胞

期胚移植は黄体期6日目に施行しているため，着床時期がずれ妊娠に至らなかった可能性もある．今後は症例数を増やし，6日目

に胚盤胞に到達した場合，一度凍結保存し，着床時期を考慮し別周期の黄体期5日目に融解胚移植を施行する必要があると考える．

P－071　超音波を併用しないembryo　transfer（ET）でも高い着床率を得られる

○田村　　彩，丸山　仁子，平松　篤子，仲　　麻微，岡田　涼子，宮城　博恵，名越　一介

　名越産婦人科

【目的】経膣超音波を併用しないETでも高い着床率を得られるか否かを検討した．【方法と対象】H25年10月～H26年4
月に施行したET（新鮮ET（分割胚ET　l5周期，胚盤胞ET8周期，二段階ETI周期），融解ET（同15周期，111周期，
0周期），ET個数別では1個ET（新鮮ET20周期，融解ETI71周期），2個ET（同4周期，19周期），3個ET（同0周期，
1周期））のうち，単一融解胚盤胞ETを施行した移植時年齢42歳以下の123周期を対象に，以下の移植法別の着床率を採
卵時年齢，移植時年齢，胚のグレードおよび子宮内膜厚との関係において検討した．A法：経膣超音波下にA社カテーテ
ルを使用して子宮底より3－5mm手前にET，　B法1非超音波下でB社カテーテルを用いて子宮底に一度当て3－5　mm手前
にET．【結果】採卵時年齢30歳以下，31－35歳36－40歳41歳以上の着床率はA法36．8％，60．0％，5Zl％，12．5％，　B
法58．3％，50．0％，63．6％，33．3％であった．移植時年齢30歳以下，31－35歳，36－40歳41歳以上の着床率はA法33．3％，

62．5％，56．8％，12．5％，B法50．0％，600％，615％，33．3％であった．胚の発育段階（3，3～4，4，5）別の着床率は，　A
法33．3％，40．0％，50．0％，51．8％，B法0％，100°／・，44．4％，64．7％であった．胚の評価別（BB，　BA，　AB，　AA，その他）

の着床率は，A法43．3％，42．9％，56．8％，50．0％，0％，　B法46．7％，50．0％，62．5％，100％，0％であった，子宮内膜厚7

mm未満，7～8　mm未満，8mm以上の着床率は，　A法71．4％．37．5％，50．0％，　B法333％，70．0％，522％であった．全
体でA法，B法の着床率は49．4％，55．6％であった．すべての項目において有意な差は認められなかった．【結論】超音波

を併用しないETでも併用するETと同様に高い着床率を得られることが示唆された．

P－072　凍結融解胚移植周期の妊娠成立に関する予後因子の後方視的研究

○長谷川歩美D，高橋　俊文1］，松尾　幸城1），網田　光善D，五十嵐秀樹D，倉智　博久2’

　D山形大学医学部産科婦人科，2｝大阪府立母子保健総合医療センター

【目的】近年，わが国では凍結融解胚移植による治療周期数が最も多く新鮮胚移植と比べ妊娠率が高いということが特徴と
なっている．今回，凍結融解胚移植周期における妊娠成立に関する予後因子について後方視的に検討した．【方法】対象は2008

年3月から2013年12月までに凍結融解胚移植を行った患者121名（210融解胚移植周期）．本研究は後方視的観察研究であ
り，倫理委員会の承認を得て行った．体外受精または顕微授精にて得られた初期分割胚および胚盤胞をday3からday6にガ
ラス化保存．融解胚移植は自然排卵周期またはホルモン補充周期にて行った．妊娠群と非妊娠群について，年齢，経妊経産

回数，不妊期間，不妊原因，ART治療回数，　ARTの種類，卵巣刺激方法，採卵周期での妊娠の有無，凍結時の胚のステー
ジ，融解後の胚のダメージの有無，融解後の胚発育の有無，胚移植時の胚のステージ，胚移植数，子宮内膜厚，内膜調整方
法などについて単変量および多変量解析を行った．【成績】妊娠は52周期で成立（妊娠率：対胚移植当たり24．8％），双胎

妊娠3例，異所性妊娠はなく，8周期で流産となった（流産率：対妊娠当たり15．4％）．単変量解析の結果，年齢，経妊回数，

子宮内膜症性不妊，ART治療回数ARTの種類，融解後の胚のダメージと融解後の胚発育の有無について妊娠群と非妊娠
群間で有意差（P＜0．05）を認めた．多変量解析の結果，ART治療回数の増加は妊娠成立に関する予後不良因子であり（妊
娠成立のオッズ比（OR）O．69，95％信頼区閲（CI）052－O．58，　P＝O．008），融解後の胚のダメージがないこと（OR　5．68，95％

CI　1．87－17．3，　P＝O．002）および融解後に胚発育があることが（OR　4．37，95％CI　l．56－122，　Pニ0．005）が妊娠成立に関する

予後良好因子であった．【結論】凍結融解胚移植周期における妊娠成立について，ART治療回数が少ないこと，融解後の胚

のダメージがなく胚発育を認めることが予後良好因子となることが示唆された．



平成26年10月1日 251（409）

P－073　凍結時の胞胚腔の収縮・拡張が移植後の成績に及ぼす影響

○稲飯健太郎，濱咲　　舞，兼光　珠里，笠岡　永光

　笠岡レディースクリニック

【目的】胚盤胞を耐凍剤で平衡化する際の胞胚腔の収縮と拡張の状態は，個々の胚により全く異なっている．今回，胞胚腔
の収縮・拡張が融解移植後の成績に影響を及ぼすかどうかを検討した．【方法】2011年1月から2014年3月までにHRT周

期で凍結胚盤胞を1個移植した376周期を対象とした．胚盤胞凍結にはKITAZATO社のVITRIFICATION　KITを用い，
耐凍剤で平衡化中に胞胚腔が収縮し時間内（15分以内）に拡張した胚をA群，収縮後にあまり拡張しなかった胚をB群，
耐凍剤で平衡化しても収縮しなかった胚をC群とし，融解移植後の妊娠率，流産率，出生率を比較した．【結果】移植した
凍結胚盤胞の内訳は，Gardner分類で4あるいは5では，　A群で76．4％（236／309），　B群で8．4％（26／309），　C群で15．2％

（47／309），3以下ではA群で83．6％（56／67），B群で16．4％（11／67），　C群で0％（0／67）であり，3以下の胚盤胞では，平

衡化中に収縮しない胚は認められなかった．妊娠率と流産率は4あるいは5ではA群で39．8％（91／236）と25．2％（31／91），

B群で34．6％（9／26）と33．3％（3／9），C群で4＆9％（23／47）と30．4％（7／23）であった．3以下ではA群で23．2％（13／56）

と23．1％（3／13），B群で1＆2％（2／11）と100％（2／2）であり，凍結前の胚盤胞の拡張状態にかかわらず，どの群間でも

有意差は認められなかった．出生率は4あるいは5ではA群で33．0％（35／106），B群で222％（2／9），　C群で346％（9／26）

であり，有意差は認められなかった．【考察】胚盤胞凍結時における平衡化中の収縮・拡張状態はその後の妊娠率等には影

響を及ぼさなかった．拡張期の胚盤胞であっても，胞胚腔の収縮が認められない胚もあったが，移植後の成績は良好であっ
た．

P－074　凍結融解胚盤胞移植における分割期胚凍結と胚盤胞凍結についての検討

○香川　愛子’），村瀬真理子1），小林　君任1），上野　寛枝1），盛田　有紀【），山本みずき1〕，北川　雅一2］，大島　　綾1〕，

吉田　　浩2），湯村　　SS］），榊原　秀也3），平原　史樹3）

t）tw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，

立大学附属病院産婦人科

横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科，3横浜市

【目的】現在の胚凍結保存法は胚が液体窒素に直接触れる開放系の凍結（クライオトップ法）が主流であるが，当院では液体窒素内での感

染リスク，開放系で使用する耐凍剤の細胞毒性，MD双胎の増加などの理由からIVF初回例では新鮮分割期胚移植を行い，余剰胚は分割期

胚でストローによる閉鎖vitrification法を行っている．凍結分割期胚を融解後，培養し胚盤胞で移植する場合，胚盤胞まで育たず移植がキャ

ンセルとなることがある．そこで分割期胚凍結の有用性について後方視的に検討した．【方法】対象は2010年1月から2013年12月までに

当院で凍結融解胚盤胞移植を行い，同意を得られた122周期．分割期胚融解後に胚盤胞移植を行った群（FEBT群：60周期），胚盤胞融解

後に移植を行った群（FBBT群：62周期）のキャンセル率，妊娠率，また新鮮胚盤胞移植を行った群（fBT群：100周期）とFEBT群の良

好胚盤胞（Gardner分類3BB以上）到達率を比較した．【成績】FEBT群，　FBBT群の平均年齢は36．4±2．8歳37．3±2．8歳融解時胚生

存率は952％，97，3°／・，移植キャンセル率は11．7％，1．6％（p＜O．05），妊娠率は15．1％，16．1％であった．FEBT群とfBT群の良好胚盤胞

到達率は36．7％，39．0％であった．【結論】FEBT群での移植キャンセル率がFBBT群に比べ有』意に高かったが，　FEBT群とfBT群との良

好胚盤胞到達率，FEBT群とFBBT群の融解時生存率に差を認めないことよりストローによるvitrification法の技術的な問題によるキャン

セルは否定的であり，分割期での真の良好胚の評価がきわめて難しいことが示唆される．FEBT，　FBBT両群の妊娠率には差がないことよ

り安全面を考えると分割期胚の閉鎖vitrification法は有用と思われるが，長期に胚を保存した上で移植キャンセルになる経済的，精神的負

担を考えると長期に胚を保存する可能性の高い症例（化学療法前の胚凍結など）では胚盤胞凍結を積極的に選択すべきと考えられた．

P－075　胚盤胞の至適凍結時期の検討

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

　絹谷産婦人科培養部

【目的】凍結する胚盤胞の選択基準は施設により異なっており，凍結時期の検討はあまりなされていない．今回，至適凍結
時期を見直すため，検討1：胚盤胞到達日（Day50r　Day6），検討2：胚盤胞のサイズ（Stage30r　Stage4），検討3：胚盤胞

のグレード（≧BB　or＜BB）別の妊娠率を後方視的に比較検討した．【対象】患者の同意のもと，当院にて2011年1月か
ら2013年8月までの間にホルモン補充周期下に凍結融解単一胚盤胞移植を行った473周期を対象とした．胚凍結はVitrifica－

tion法で行った，【結果】検討1：Day5胚盤胞とDay6胚盤胞の妊娠率は各40．1％（127／317），359％（56／156）となり，有

意な差は認められなかった．検討2：Day5＋Stage3とDay6＋Stage3の妊娠率は各26．7％（24／90），14．7％（5／34）で有意

な差は認められなかった．さらに，Day5＋Stage4とDay6＋Stage4の妊娠率は各46．3％（68／147），40．2％（37／92）で有意

な差は認められなかった．また，胚盤胞到達日に関わらず，Stage4で凍結した胚盤胞の妊娠率はStage3に比べ有意に高く
なった．検討3：Day5で≧3BBの妊娠率は40．5％（17／42）となり，　Day6で≧4BBの妊娠率　57．7％（15／26）と比べ有意な
差はないものの低くなった．また，Day　5でく3BBの妊娠率は14、6％（7／48），　Day6でく4BBの妊娠率　33．3％（22／66）と

比べ有意に低い妊娠率であった．【考察】グレードの良い胚盤胞であれば，到達日，サイズに関係なく良好な妊娠率であっ

た．しかし，拡張していないグレードの悪い胚盤胞の場合は拡張するまで待つなど，凍結時期を考慮した方が良い成績を得
られることが示唆された．
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P－076　凍結融解胚盤胞における回復不良胚盤胞は凍結時のグレードによるのか

○松本　貴重，井上須美子，樋本　美穂，岩崎　　遥，遠藤　圭子，松岡　　瞳石垣　菜月，陣内　彦良
　陣内ウィメンズクリニック

【目的】凍結融解後の胚盤胞において，回復培養後の回復が不良な胚盤胞が存在する．そこで今回，凍結融解胚盤胞移植を

施行した症例における回復不良胚盤胞の割合と凍結時のグレード，ステージ，および年齢との関係を検討した．【方法】2010

年1月～2013年12月の期間に凍結融解胚盤胞移植を施行した802周期を対象とし，融解後3時間の回復培養を行っても凍
結時の状態まで回復せず収縮しているものを回復不良とした．それらの凍結時グレード（A1：BB以上，　A2：BC），凍結時

ステージ（B1～B3：3～5），凍結時年齢（Cl：30歳～34歳C2：35歳～39歳C3：40歳以上）とし，それぞれの回復不良
胚盤胞率，臨床妊娠率について比較検討した．【結果】回復不良率は，凍結時グレードにおいてA1：7．5％，　A2：16．1％とな

り，BCで有意に回復不良率が高かった（P＜O．Ol）．凍結時ステージにおいてB1：19．3％，　B2：9．1％，　B3：6．5％となり，ス

テージ3よりもステージ4，5において有意に回復不良率が高かった（P〈O．05），年齢においてCl：7．3％，　C2：11．8％，　C3：

14．9％となり，30～34歳よりも40歳以ヒで有意に回復不良率が高かった．（P＜O．05）．臨床妊娠率は，凍結時グレードにお
いてはA1：27．6％，　A2：6．3％となった．凍結時ステージにおいてBl：11．1％，　B2：7．0％，　B3：62．5％となり，ステージ3よ

りステージ4で有意に臨床妊娠率が低下した（P〈O．05）．年齢においてCl：33．3％，　C2：11．6％，　C3：79％となった．凍結

時グレード，年齢別での臨床妊娠率に有意差は認められなかったが，それぞれ形態不良胚盤胞での凍結，凍結時の年齢が上
がるにつれ臨床妊娠率が低ドする傾向にあった．【考察】凍結時に形態良好で，34歳以下であれば融解後の回復不良胚盤胞

を移植しても妊娠が期待できるが，凍結時に形態不良かつ高齢の患者に関しては，回復不良胚盤胞の移植を施行するべきか
慎重に考える必要があると思われた．

P－077　当院における凍結胚盤胞融解後の体積変化と妊娠率についての検討

○新　　博美U，橋爪　淳子1），前多亜紀子i），丹羽　幸子1），北元香菜子V，藤井　玲名V，田中　真理｝，山崎　玲奈2），

　野村　一人2），藤田　欣子1），道倉　康仁1）

　1）金沢たまごクリニック，2）金沢大学医薬保健研究域産科婦人科学

【目的】胚盤胞の大きさが妊娠率に影響があることは知られている．凍結する際の胚盤胞の大きさもそれに準じているが，

凍結融解で胚の状態に変化が生じることがしばしばみられる．今回，当院での凍結前後の胚盤胞の体積変化と妊娠率につい
て検討を行った．【方法】2011年1月～2013年12月に当院でホルモン補充周期にてday5，　day6発生かつ形態的に良好な単

一胚盤胞移植を行った176周期（35．5歳±39歳）に対し，凍結保存直前の胚盤胞の直径と融解回復2時間培養後の直径を
測り，その変化を体積の変化として臨床的妊娠率について比較検討した．なお，胚盤胞は凍結時艀化しておらず，回復培養
後は透明帯に対し腔の形成が十分でassisted　hatchingを施行していない周期を対象とした．【結果】体積変化がみられなかっ

た群（平均35．3歳）の平均直径は156．2μm，妊娠率は545％（18／33）．小さく変化した群（平均35．2歳）の凍結直前の平均

直径は160．2pm，融解回復培養後は平均147．7μm，妊娠率は57．6％（34／59）．大きく変化した群（平均35．7歳）の凍結直前

の平均直径は160．5μm，融解回復培養後は平均185．Opm，妊娠率は47．6％（40／84）だった．この3群間の妊娠率に有意差は

みられなかった．【結論】一定以上の大きさとなったICMとTEがGardner分類のB以上の胚盤胞では，凍結融解後の回復
培養での体積変化と妊娠に関係はみられず，現在用いている凍結時の胚盤胞の指標で十分と考えられた．今後，さらに発生
日と直径別で検討を行いたい．

P－078　凍結胚盤胞融解後の胚形態評価の臨床的意義について～凍結融解単一胚…盤胞移植
　　　　　　2425周期の分析から～

○緒方　洋美，緒方　誠司，山田　　聡，水澤　友利，岡本　恵理，松本由紀子，苔口　昭次，野田　洋一，塩谷　雅英

　英ウィメンズクリニック

【目的】凍結胚盤胞を用いた融解胚移植において，融解・回復培養後の形態評価（Gardner分類）が凍結時の形態評価より

も高いもの，同一のもの，低くなるものと様々である．そこで，凍結時の形態評価と融解・移植時の形態評価を比較し，両

者の相違が移植後の生児獲得率に与える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月にホ
ルモン補充周期を利用して，融解した胚盤胞を1個移植した2425周期を検討対象とした．融解後の回復培養は3時間に固
定した．検討項目は，凍結時の形態評価と融解回復培養後の形態評価に相違のあった胚の割合，および凍結時の胚盤胞のグ

レード別に検討した融解回復培養後のグレード別生児獲得率である．【結果】胚盤胞のグレードが凍結時と比較し融解回復
培養後に低下した胚盤胞の割合は39．0％，同一であった割合は38．6％，上昇した割合は224％であった．胚盤胞のグレード

（G）別の生児獲得率は，凍結時Gl（nニ229）では，移植時Glで10．8％，　Gl以上は19．0％，凍結時G2（n＝576）では，移

植時Glで11．5％，　G2で17．0％，　G3以上は35．7％，凍結時G3（n＝760）では，移植時G2以下で23．3％，　G3で31．3％，　G4

以上は47．5％，凍結時G4（n＝860）では，移植時G3以下で35．2％，　G4で48．5％，　G5以hは47．9％であった．【結論】本

検討により，融解回復培養後の形態評価が凍結時と同じか上昇する胚がおよそ2／3を占めることが判明した．しかし，1／3

の胚は回復培養後の形態評価が低下しており，これら低下した胚では生児獲得率が低い傾向を認め予後を予測する因子の一

つになり得ると考えられる．今後は，融解回復培養後に形態評価が低下する胚を減らす工夫，さらに，これらの胚の予後を
改善する方法について研究していきたい．
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P－079　ヒト卵巣組織ガラス化保存融解後の生存性はFreshと同等か？

○本橋　秀之L｝，高山　　修1），Athurupana　RukmaliL｝，奥平　裕一，　Ferre　PilarL），李　　　楊z），中塚　幹也：1’，

　舟橋　弘晃2’

　P岡山大学生殖補助医療技術教育研究センタt2岡山大学大学院環境生命科学研究科，3岡山大学大学院保健学研究科

【目的】若年性癌患者の妊孕性温存や早発閉経リスク回避の目的で，卵巣組織の凍結保存が注目されている．一般に凍結融解によ

るクライオダメージの検証は，組織学的手法に依拠した形態的評価や免疫組織化学等による評価が多いが，これらのデータは観

察者による分類評価を介するため，研究者間におけるデータの再現性に齪鯖が生じる危険性も考えられる．また，組織学的手法

では評価が難しい凍結融解組織の生存性については不明な点も多い．本研究ではガラス化保存融解後の生存性について組織表層

の蛍光強度を測定して評価する系を確立し，Fresh組織等との比較を行った．【方法】岡山大学倫理委員会の承認ならびに患者へ

のインフォームド・コンセントを得た上で，卵巣手術を受けた患者のうち同意が得られた4名（27．3±O．9歳）の卵巣組織の一部

を実験に供した．卵巣表層組織（10×5xlmm）を切り出し，前平衡後，40％EG，0．5M　Trehalose，5％PVPを含むガラス化液
（ETP40）に浸漬してガラス化保存を行った．融解後2h回復培養し，　Calcein－AM，　PIで染色，表層を蛍光顕微鏡下で観察して

単位面積当たりの蛍光強度を測定した．各区3－4回の繰り返し実験を実施した．【結果】細胞の生存性を示すCalceinの蛍光強度

は，Fresh組織の蛍光強度を100％とした場合，ガラス化保存・融解区で79．9±15．5％，凍結保護物質無添加区（20％SSS含む）

で45．3±10．7％，70％EtOH　overnight浸漬区で6．9±3．2％，自家蛍光検出区で3．5±1．0％（Mean±SEM）であった．ガラス化液・

融解液への浸漬のみでは蛍光強度の低下は認められなかった．【結論】ガラス化保存融解卵巣組織の生存性は，少なくとも卵巣表

層面においてFreshと比較して一定の低下が見られ，この現象は凍結物保護質の毒性や浸透圧変化に起因するものではなく，凍
結融解自体による影響であると考えられた．さらに今後，組織内深部における生存性との相関性についても検証を行いたい．

P－080　凍結胚盤胞に及ぼす凍結期間の影響

○平田　　麗，中戸　可奈，中務　結貴，新藤　知里，斉藤　寛恵，川上　典子，青井　陽子，寺田さなえ，吉岡奈々子，

　羽原俊宏，林　伸旨
　岡山二人クリニック

【目的】現在Vitrification法による胚盤胞凍結は生殖補助医療において欠かせない技術になっている．多くの凍結胚を管理

保管する必要があり，特に複数の児を望む場合には保管が長期間となる．今回，凍結保管期間が胚および出生児へ与える影

響を検討した．【方法】2002年から2013年6月に当院にて採卵し，採卵後5日目または6日目に胚盤胞凍結を実施し，その
後に融解移植した6，621胚を対象とした．凍結にはcryotop　Rを用い，液体窒素下にて保管した．融解移植はホルモン補充周

期に行い，融解2時間後に生存を確認し，移植を実施した．凍結保管期間によりA－G群（A群O－3ヶ月，B群3－6ヶ月，　C
eV　6－12ヶ月，　D群12－24ヶ月，　E群24－36ヶ月，　F群36－48ヶ月，　G群48ヶ月以上）に分け，各群の生存率，妊娠率，着

床率，生児獲得率を比較した．また各群の出生児の在胎日数体重を比較した．【結果】A－G群は，それぞれ融解後生存率：
95．9％，93．7％，95．1％，95．1％，95．9％，92．2％，95．3％，妊娠率：353％，29．7％，3L5％，32．1％，41．1％，3＆4％，39D％，

生児獲得率：26．5％，20．9％，21．4％，252％，29．9％，26．1％，27．3％であり，凍結期間による生存率，妊娠率，着床率，生

児獲得率に差はなかった．良好胚盤胞と不良胚盤胞別に分けて比較しても凍結期間による差はなかった．また，出生児の在
胎日数および体重についても各群による差は認めず，生児を獲得した凍結胚の最長保管期間は74ヶ月であった．【結論】凍

結保管期間の延長による胚への影響は認められず，凍結保管された胚盤胞の妊孕性は少なくとも6年間は低下しないことが
示された．

P－081　凍結保存期間が生存率，臨床妊娠率，出生体重に与える影響

○原武　佑樹，松葉　純子，横田麻里子，炭谷　美保，細川　由起，大原　知子，森本　有香，得丸　倭佳，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】単一胚移植の推奨による余剰胚の凍結で凍結融解胚移植を行なう症例が増えている．保存期間による胚や出生児へ

の影響の検討が論文で散見され，当院においても凍結融解胚盤胞移植を行なった周期での胚の生存率，臨床妊娠率および出

生児の体重に凍結保存期間が影響するかを後方視的に検討した．【方法】2009年から2013年の期間にて凍結融解胚盤胞移植
を行なった175周期を対象とした．保存期間を3ヶ月未満，3ヵ月一1年，1－2年，2－3年，3－4年，4年以上の群に分類し（以

下順にA～F群とする），各群における胚の生存率，臨床妊娠率，出生児の平均体重を比較した．次に保存期間1年以上の
患者（C～F群）について保存期間中の妊娠出産の有無を調査した．【結果】生存率はA：100％（45／45），B：100％（45／45），

C：100％（34／34），D：100％（46／46），　E：97．0％（32／33），　F：100％（15／15）であった（n．s．）．臨床妊娠率はA：30．6％（11

／36），B：27．8％（10／36），　C：16．0％（4／25），　D：25．0％（10／40），　E：15．4％（4／26），　F：33．3％（4／12）であった（n．s．）．出

生体重はA：3206±351g（10例），　B：2977±391g（8例），　C：3384±484g（3例），　D：3053±542g（7例），　E：2919±291g（3

例），F：2716±470g（2例）であった（n．s．）．　F群は2例が出産，2例が妊娠継続中であり，そのうちの1例は当院における

最長保存胚（8年）を融解移植した周期であった．保存期間内に出産した患者はC：65．2％（15／23），D：96．2％（25／26），　E：

100％（19／19），F：90％（9／10）であった．【結論】最長8年の凍結保存期間は胚や出生児に影響を及ぼさないことが示唆

された．また胚の長期保存は妊娠出産後の第2子もしくは第3子希望のためではないかと考えられた．
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P－082　当科におけるMicrosurgical　Varicocelectomyの臨床的検討

○角井　健太，江夏　徳寿，福田　輝雄，松下　　経，三宅　秀明，藤澤　正人
　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

【目的】精索静脈瘤は造精機能障害だけでなく陰嚢部違和感や鈍痛の原因となりうることが知られており，妊孕性の改善や

陰嚢部症状の改善を目的として古くから広く手術が行われてきた．術後に精液所見や陰嚢部症状が改善したとする報告が複

数みられる一方でその有用性を疑問視する報告もあり，精索静脈瘤に対する手術の適応等についてはなお議論が続いてい
る．そこで今回当科におけるmicrosurgical　varicocelectomyの臨床的検討を行った．

【対象と方法】1999年1月から2014年1月の間に当科でmicrosurgical　varicocelectomyを施行した275例を対象とした．

思春期以降で触知可能な精索静脈瘤を認め，かつ精液所見に異常がある場合，違和感や疾痛などの症状がある場合，精巣容

量に左右差がある場合のいずれか一つでも該当する症例を手術適応とした．ただし思春期以前でも，強い痔痛や明らかな精
巣容量の左右差を認める症例に対しては，再発率等に関して充分な説明・同意のもとで手術を行った．
【結果】患者の平均年齢は32．6歳（13－47），片側のみの手術は229例（83．3％），両側の手術は46例（16．7％）であった．精

液所見異常症例において術後平均精子濃度は15．2×106／mlから26．9×106／m1（p＜O．OOI）まで改善し，術後平均精子運動率

は35．1％から45D％（p＜O．OOl）まで改善した．陰嚢部有症状例では90．9％（30／33例）において術後症状が軽快した．　FSH，

LH，　testosteroneは術前後で・有意な変化を認めなかった．術後合併症はll例（4％）に認め，うち1例は血腫除去術を必要

とし，もう1例は精管精管吻合術を必要とした．
【結論】microsurgical　varicocelectmyは精索静脈瘤患者に対して効果的かつ安全に施行できると考えられた．

P－083　当院における精索静脈瘤患者と超音波検査所見の関連性

○萩生田　純’2），石川　博通D，環　　　聡D，萩原　正幸D，香野　日高1），中川　　健IJ，吉田　丈児2）

　1）東京歯科大学市川総合病院泌尿器科，2｝東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター

　精索静脈瘤は健常男性の15％，男性不妊の原因の約40％を占める疾患である．精索静脈瘤が造精機i能障害を引き起こす

原因として酸化ストレスや血流障害などが挙げられており精索静脈瘤手術により精液改善効果や精子の質の向上が報告され

ている．今回われわれは当院リプロダクションセンターで過去3年間に外来を受診された精索静脈瘤患者の経過，精液所見

と超音波検査所見の関連性を検討した，【対象と方法】2011年3月から2014年3月に当院リプロダクションセンターを受診
した精索静脈瘤患者（グレード2以上もしくはグレード1でも超音波検査で逆流が確認された患者）115例（平均年齢37．1
歳）について検討した．逆流の有無，Peak　Retrograde　Flow（PRF）を測定した．　PRFにより10cm／s以下のlow　flow群
と10cm／s以上のhigh　flow　eVにわけ，精液所見を比較した．観察期間が1年以上ある患者について妊娠の有無を調べた．【結

果】115例中91例（79％）に逆流を認めた．PRFは総運動精子数と弱い負の相関を認めた（rs　O．245，　p＝O．0159）．またhigh
flow群はlow　flow群と比べ総運動精子数が減少する傾向があった（120±1．48　vs　1．64±1．63　×　104／mL，　p　一　O．068）．115例

中24例に顕微鏡下低位結紮術が行われた．手術を受けなかった91例中1年以上の観察期間があったのは36例だった．そ
のうちhigh　flow群で妊娠に至ったカップルは18例中3例（5．5％）だった一方low　flow群では18例中8例（44．4％）と高
い傾向だった．【結論】静脈内の血液逆流が精索静脈瘤の造精機能低下に関与している可能性があった．また手術をせずに

経過観察した場合逆流を認める例では妊娠しづらい傾向があった．治療方針をたてる上で逆流の程度が判断基準の1つにな
りうると考えられた．

P－084　精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術導入初期におけるinguinal，　subinguinal
　　　　　approachの比較検討

○富田　圭司，吉田　哲也，影山　　進河内　明宏
　滋賀医科大学泌尿器科

【目的】精索静・脈瘤に対する顕微鏡下低位結紮術において，inguinal　approachとsubingUinal　approachでは基本的な手技は

共通しているが，処理を要する血管数など異なる点も指摘されている．今回本術式を導入するにあたり，両approachを比
較することで実際の相違点につき検討した．【方法】2011年9月から2014年6月まで，顕微鏡下低位結紮術を行った全16
例を対象とした．Inguinal（8例），　subinguinal（8例）を交互に行い比較検討を行った．【成績】今回の検討では結紮した

静脈の本数温存した動脈の本数　リンパ管の本数はいずれもsubinguinal　approachで多い傾向であったが有意差は認めな
かった．また手術時間はsubinguinal　approachでやや長い傾向であったが，こちらも有意差を認めなかった．【結論】本術

式の導入初期において，approachの違いにより一定の傾向は認めるものの明確な違いは認めなかった．
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P－085　異なる外径のインジェクションピペットを用いたICSIの成績の比較

○江副　郁恵，山崎　歩実，中野　英之

　中野レディースクリニック

【目的】当院では2013年3月から，ICSIに使用するインジェクションピペットに関して外径6．5pmおよび5．0μmのものを
導入した．そこで，従来より使用していた外径7．0μmのものと比較検討を行った．【対象と方法】2013年3月から2014年
4月までに当院でICSIを施行した97症例116周期を対象とした．　ICSI施行時に外径5．Opmのインジェクションピペットを
用いた周期を5．0群（47症例52周期，対象卵数254個），外径65μmのインジェクションピペットを用いた周期を6．5群（56

症例64周期，対象卵数332個）とした．コントロール群として，外径7．0μmのインジェクションピペットを用いてICSIを
施行した周期を7．0群（46症例50周期，対象卵数301個）とし，ICSI後の培養成績を比較した．【結果】受精率，　Day　3で
の良好胚形成率は5．0群で80．3％（204／254），65．7％（134／204），65群で76．5％（254／332），69．7％（177／254），7．0群で81．4％

（245／301），69．0％（169／245）で有意差はなかった．胚盤胞形成率は5．0群で57．0％（57／100），6．5群で44．9％（53／118），7．0

群で3＆1％（40／105）で，5．0群は7．0群に比べ有意に高くなった．良好胚盤胞形成率は5．0群で28．0％（28／100），6．5群で

31．4％（37／118），7．0群で18．1％（19／105）であり，6．5群は7．0群に比べ有意に高くなった．【結論】ICSIを施行する場合

のインジェクションピペットは，外径7．O　pmよりも細いものを使用した場合に胚盤胞形成率もしくは良好胚盤胞形成率が
高くなる可能性があることが示唆された．

P－086　顕微授精時の紡錘体可視化は有用か？

○岩本　典子，福永　恵美，原田　義久，佐々木智世，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】紡錘体の可視化は，顕微授精における穿刺時の紡錘体損傷を回避できることや，卵子の核成熟の指標となるため近

年注目されている．当院では2013年10月よりOosight　Imaging　System（OIS）を導入し，顕微授精施行時に非侵襲的な紡

錘体の観察を行ってきた、今回，紡錘体の可視化率と受精率および異常受精率について検討したので報告する．【対象およ
び方法】患者の同意のもと，当院で顕微授精を施行した626個のMII卵子（118症例123周期，患者平均年齢37．7±4．6歳（±

SJ）．））を対象とした．採卵後に約4時間前培養し，裸化処理を行った後，顕微授精施行直前にOISを用いて紡錘体を観察
した．【結果】紡錘体の可視化率は全体で91．2％（571／626），年齢別では29歳以下93．8％（48／45），30～34歳92．9％（157／

169），35～39歳897％（217／242），40歳以上91．0％（152／167）となり，年齢による差はなかった．紡錘体可視卵子の受精
率，異常受精率は84．6％（483／571），＆8％（50／571），紡錘体不可視卵子の受精率，異常受精率は47．2％（25／53），49．1％（26

／53）となり，可視卵子は不可視卵子より受精率が有意に高く，異常受精率は有意に低かった．【考察】紡錘体の可視化率は

施設によって異なるものの約80％～90％と報告されており，当院でも同様の結果が得られた．OISでは紡錘体の観察時に
卵子に多くの光量があたることや，インキュベーター外の操作が長くなるという短所があるため，どのような症例に有用か

が重要であると考えられた．また，紡錘体の可視・不可視は顕微授精後の受精率に関連する因子と考えられた．今後は紡錘
体の形態や位置，大きさなどのパラメーターを加えて，その後の分割率や胚盤胞到達率，着床率，妊娠率についても検討し
ていきたい．

P－087　当院におけるTESEとMD－TESEによるART成績の比較

○大島　　綾1），村瀬真理子1），香川　愛子1），小林　君任1），上野　寛枝D，盛田　有紀1），山本みずき1），北川　雅一），

　吉田　　浩u，湯村　　寧1），榊原　秀也2），平原　史樹2）

　【横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センタ・一一一　f2横浜市立大学附属病院産婦人科

【目的】近年NOA患者に対してMD－TESEが行われるようになり精子は回収できるようになったが，その精子を用いたART
成績の報告はまだ少ない．今回我々は当院で施行したTESE，　MD－TESEで得られた精子を用いたART成績を検討した．【期

間・対象】2006年4月～2014年5月に当院でTESE，　MD－TESEを施行し回収し得た精子でARTを行った症例のうち研究
への同意が得られたTESE　7症例，28移植周期，　MD－TESE　7症例，11移植周期を対象とした．適応はTESE症例ではOA，
射精障害．MD－TESE症例ではNOA，1（linefelter症候群，その他の染色体異常であった．【結果】TESE症例では受精9＄　81．5％

（123／151個），d3良好胚率4＆0％（59／123個），妊娠率　25．9％（7／27移植周期），移植キャンセル率36％（1／28移植周期）

であった．MD－TESE症例では受精率　52．2％（36／69個），　d3良好胚率　333％（12／36個），妊娠率1＆2％（2／ll移植周期），

移植キャンセル率　21．4％（3／14移植周期）であった．精子の状態を前進性あり，微動のみ，不動の3段階に分類し受精率，

良好胚率をみると，TESE症例では受精率　82．6％，77．8％，不動精子の使用なし，良好胚率　51．6％，39．3％であった．　MD－

TESEでは受精率　62．8％，33．3％，36．4％，良好胚率　40．7％，14．3％，12．5％であった．　TESEとMD－TESEを比較すると受

精率で有意な差を認めた．【結論】MD－TESEでは前進精子が存在していてもTESEと比較して受精率が低く，良好胚率も
低い傾向にあった．MD－TESEでの妊娠例は前進精子のいた症例であり，微動，不動精子での治療は結果が出にくい可能性
が高いことをよく説明した上での治療が必要であることが示唆された．
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P－088　当院におけるrescue　IVM－ICSIの有用性について

○矢原　　藍，松岡　里衣，松山　　茜，岡部　綾美，岸　沙弥香，斎藤　　綾村」二　夢美，福井　敬介

　福井ウイメンズクリニック

【緒言】hCG投与後の採卵で採取される未成熟卵の取り扱いについては統一された見解はなく，施設により対応は様々であ
る．当院ではこれまでrescue　IVM－ICSIを行ってきた．今回その成績をretrospectiveに解析し，当院における今後の未成

熟卵の取り扱い方について再検討した．【対象と方法】2001年～2013年3月までにhCGもしくはGnRHaフレアのトリガー
から34時間後に採卵した周期のうち，未成熟卵が得られた899周期（497症例）を対象とした．未成熟卵が得られた場合，

患者の同意の基hCG（201U／ml）を添加した培養液（αMEM）にて体外成熟培養を行い，採卵1～2日後にMIIになったも
のに対してICSIを施行した．今回，未成熟卵の成熟率，受精率，　BL到達率，および妊娠率について検討を行った．【結果】
899周期（497症例）で得られた未成熟卵は合計1902個であった．成熟率は68．6％（1132／1649），受精率は51．2％（525／1026），

およびBL到達率は15．0％（44／293）であった．また，　IVM－ICSI胚のみ移植して妊娠に至ったのは135例中6例（4．4％）で

あり，うち5例は出産に至り児に異常は見られなかった．【考察】IVM－ICSI胚の移植により妊娠および出産例が得られてい

るものの，受精率，BL到達率，妊娠率は低率であった．以上のことから，当院では十分な患者説明を行った上でIVM－ICSI
は原則として施行しない方針とした．

P－089　卵胞液活性化精子を用いたICSI（Follicular　Fluid　Activation　ICSI：FFA－ICSI）の

　　　　　　培養成績・臨床成績の後方視的検討

○高橋　寿子，神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，田中　幸子，大久保はる奈，奥野さつき，井浦　文香，

　永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典
　新百合ヶ丘総合病院

【目的】調整後の精子へ卵胞液を添加すると精子の活性化が起こり，受精能獲得に寄与するという報告がある．当院では卵
胞液活性化精子を用いたICSI（以下，　FFA－ICSI）と通常のICSI（以下，　N－ICSI）を行っており，両者の培養成績・臨床

成績を後方視的に比較検討した．【方法】FFA－ICSIでは採卵時の卵胞液を遠心・ろ過処理後に調整精液へ添加し，一定時

間経過した後に顕微授精を行っている．当院で同一患者から採卵した成熟卵子をFFA－ICSI群とN－ICSI群に分け，2群間
の「総受精率」「正常受精率」「胚盤胞到達率」「良好胚盤胞率」「妊娠率」の5項目について比較検討した．【成績】FFA－ICSI

群，N－ICSI群における各項目の成績はそれぞれ，総受精率〔90．47％（228／252）vs　85．37％（181／212）：NS．〕，正常受精率

〔82．93％（209／252）vs　76．88％（163／212）：NS．〕，胚盤胞到達率〔63．76％（132／207）vs　54．60％（89／163）：N．S．〕，良好胚

盤胞率〔44．44°／・（92／207）vs　3＆65％（63／163）：N．S．〕，妊娠率〔60．6％（20／33）vs　52．94％（9／17）〕であった．【結論】全

ての項目において，FFA－ICSIの方がN－ICSIより高い率を示す傾向が見られた．有意差が出現するまでには至らなかった
が，培養成績の向上，さらに妊娠率の向上に影響を及ぼしている可能性がある．卵胞液が精子のHyperactivationを起こさ

せる事や先体反応を促進させる事が報告されている．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－090　精巣悪性腫瘍における患側精巣内の精子形成

○鈴木　啓介1），下村　之人D，岩端　威之1），定岡　侑子D，慎　　　武1｝，佐藤　　両’J，西尾浩二郎D，小堀　善友1），

　山岸　秀嗣2｝，岡田　　弘1）

　1燭協医科大学越谷病院泌尿器科，2）濁協医科大学越谷病院病理部

【背景】精巣腫瘍は，生殖年齢層に好発するため，造精機能に与える影響については重要な懸念事項である．精巣腫瘍患者

の治療前の精液検査で10－15％に無精子症を認めたと報告されており，このような症例では，Onco－TESEの適応となる．

しかし，摘出された担癌精巣からOnco－TESEを行う上で，精巣内のどの部位からの精子回収が最も効率的かについては報
告がない．そこで我々は，精巣悪性腫瘍と診断し，高位精巣摘除術を施行した病理標本を用いて後方視的に，年齢，腫瘍組
織型，腫瘍サイズと腫瘍辺縁からの距離と精子形成について検討した．【対象と方法】2002年4月から2013年9月まで濁協
医科大学越谷病院で経験した101症例について検討した．造精能の評価は，腫瘍辺縁からの距離別に応じて25精細管断面
を観察し，Johnsen　Score　Count（JSC）の平均値と最大値を算出した．【結果】JSCと年齢には負の相関がみられ，35歳未

満で精子を認めた症例は75％であるのに対し，35歳以上では42．8％と有意に低下していた（p＝O．Ol）．セミノーマおよび

非セミノーマで造精機能に有意な差は認められなかった．腫瘍径が大きくなるほどJSCは低くなる傾向がみられた．また，

精巣腫瘍と白膜までの距離が保たれている程，精子が存在する割合が高くなり，特に10mm以上残存している幅がある症例
では100％精子が認められた．距離についての検討では，精巣腫瘍辺縁から遠くなるにつれてJSCが上昇する傾向にあった．

【結論】今回の我々の検討から，年齢が精子回収の可否に影響することが判明した．また，腫瘍からの距離が遠い精細管ほ

ど造精機能が良好であった．Onco－TESEの際にはできる限り腫瘍から離れた部位での精子回収が推奨される．
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P－091　MDTESE術後6か月後の総テストステロンへの影響について

○江東　邦夫］），松下　知彦1），木村　將貴2），齋藤　　優3），河村　寿宏D，黄木　詩麗5），福田　　勝6），矢内原　敦5），

　中野　　勝7｝，岩本　晃明181

　］］大船中央病院泌尿器科，21帝京大学泌尿器科，3榊奈川レディースクリニック，1佃園都市レディースクリニック，5）矢内

　原ウイメンズクリニック，6福田ウイメンズクリニック，7〕中野泌尿器科，8個際医療福祉大学リプロダクションセンター・一一

（目的）MDTESE施行後一時的に総テストステロン値が下がることが報告されており，　MDTESEの手術的侵襲はテストステ
ロン産生に障害を与えると考えられている．今回テストステロン産生に促進的に働くLHと造精機能を反映するFSHととも

にMDETESEの前後で総テストステロン値の推移を検討してみた．（対象と方法）当科にて2008年から2013年の5年間に
MDTESEを行い，術後6ヶ月後にホルモン検査を施行された症例のうち，何らかのホルモン療法を受けた後MDTESEを施
行された症例と術後6ヶ月以内にホルモン補充療法を開始されたKlinefelter症候群症例をのぞいた32例で検討した．（結果）

症例の平均年令は35．1歳32例中11例で精子回収できた．同時に行った精巣生検組織所見ではSCOが15例Maturation　Ar－

restが10例Hypospermayogenesisが7例であった．　MDTESEは13例で両側に行ったが19例では患者の希望により片側の
み行った．術前のLH，　FSH，総テストステロン値は平均±SDでそれぞれ，＆4±47mlU，21．2±10．5mlU，425±207ng／dlで

あった．術後6ヶ月後の値はそれぞれ12．2±7．6mlU，28．1±15．8mlU，347±166ng／dlと有意に変動を認めた．これはMDTESE

を片側のみに施行した症例でも同様に有意に変動を認めた．術前に総テストステロン値が正常範囲内であったのに術後正常

下限を下回った例は2例でいずれも両側施行例であった．（考察）MATESE両側施行例2例で術後総テストステロン値が正
常下限を下回った経験から当科では片側のみ施行することも選択肢としているが，片側施行例でも有意にホルモン値は変動

していたことから，たとえ片側でもMDTESEはテストステロン産生能，造精機能に障害を与えうると考えられた．

P－092　1X－ROBOpolarによる紡錘体不可視卵子の治療成績について

○伊藤　基樹，沖村　匡史，内山　一男，奥野　　隆，小林　　保，加藤　恵一

　加藤レディスクリニック

【目的】IX－ROBOpolarを用いたSpindle　Localization－ICSI（SL－ICSI）における紡錘体不可視卵子の受精，異常受精および

胚盤胞凍結，さらに，得られた凍結胚盤胞の融解胚移植成績を紡錘体可視卵子と比較検討を行ったので報告する．【対象と

方法】2012年2月から2014年6月にSL－ICSIを行った57，331個の卵子のうち紡錘体不可視でICSIを行った327個（平均
年齢39．6±4．3）を対象とした．紡錘体不可視の判定は卵子の第一極体確認後3時間以上経過しても紡錘体が確認できないも

のとした，ICSI後の受精異常受精t胚盤胞凍結および凍結胚盤胞移植の妊娠を同期間の紡錘体可視卵子57，004個（平均
年齢39．6±4．3）を対照とし比較した．妊娠率はGSが確認できたものを妊娠とした．【結果】不可視卵子群と可視卵子群の
受精率は65．1％（213／327），85．0％（48，473／57，004），異常受精率は27．2％（89／327），3．0％（1724／57，004）t胚盤胞凍結率

は14．0％（13／93），43．8％（15，362／35，035）であった．胚盤胞移植の妊娠率は50％（6／12），46．3％（4，823／1，0406）であった．

受精率，異常受精率および胚盤胞凍結率では有意差がみられたが，妊娠率では有意差は見られなかった．また妊娠した6症

例の経過は，出産3症例，妊娠継続中2症例，流産1症例であった．【考察】不可視卵子群の受精率および胚盤胞凍結率は
有意に低く，異常受精率は有意に高くなったが，妊娠率は可視卵子群と同等の成績であった．この結果は，卵子紡錘体が不
可視の場合，凍結胚盤胞移植の治療プランを選択し，胚の長期培養を行うことで良好胚を選別できる可能性を示唆している．

しかし不可視卵子からの妊娠到達は受精，胚盤胞凍結を含めた治療周期あたりで考えると低い．そのため患者にはこれらの
成績を十分説明した上で，不可視卵子での治療の継続を相談する事が望ましい．また，現時点で不可視卵子群の移植症例は

少ないため，今後症例を追加し，流産および出産まで経過をおって検討を行う必要がある．

P－093　岡山大学病院泌尿器科における精巣内精子採取術（TESE）の検討

○杉本　盛人1），石井　和史L｝，倉橋　寛明D，公文　裕巳’）

　］）岡山大学病院泌尿器科，2岡山市立市民病院泌尿器科

　無精子症もしくは治療抵抗性の射精障害に対する不妊治療として，精巣内精子採取術（TESE）が行われている．当科に

おいても上記患者に対するTESEを行って来た．今回我々は当科で施行したTESEについて臨床的検討を行った．対象は
2007年4月から2014年3月までの間当科でTESEを施行した患者19人．年齢は26－62歳（中央値35歳），対象疾患は閉
塞性無精子症2例，非閉塞性無精子症12例，クラインフェルター症候群2例，射精障害3例．施行術式はCoventional　TESE
6例，MD－TESEI3例であった．結果：精子採取率は19例中10例（52．6％）．そのうち射精障害は3例中3例（100％），ク
ラインフェルターは2例中0例，閉塞性無精子症は2例中2例，非閉塞性無精子症は12例中5例（41．7％）であった．精子
採取可能症例（10例）と不可能症例（9例）を比較すると，精巣容量は平均1＆3mlと12．Oml（p＝O．021），　LH値は平均3．51

対＆80mlU／mL（p＝O．034），　FSH値は平均6．31対21．4　mlU／mL（p＝O．004）との結果であった．考察：クラインフェルター

症例は症例数が少ないものの，精子採取可能症例は無かった．精子採取不可能症例は可能症例と比較すると，有意に精巣容

量が少なく，LHおよびFSHが高値である傾向が認められた．特にFSHが12mIU／mL以上の症例に関しては1例も精子が
採取できておらず，MD－TESEの適応を考える場合，ある程度精子採取の可能性を予測する因子となり得ると思われた．そ
の他文献的考察を加え検討を行う．
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P－094　当院でのTESE及びTESE－ICSIの報告

○伊津野美香1），木村　文則1），富田　圭司2｝，平田貴美子1＞，竹林　明枝1），高島　明子1｝，高橋健太郎3｝，村上　　節1）

　u滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座，2滋賀医科大学医学部泌尿器科学講座，3）滋賀医科大学医学部地域周産期医療

　学講座

【目的】2003年より当院では泌尿器科，産婦人科が協力しTESE及びTESE－ICSIを行っている．今回，その臨床成績を調べ
るとともに精子の認められた症例と認められなかった症例の患者背景，血中ホルモン値を比較し，今後の治療方針を決める指

標となりうるか検討した．【方法】2003年11月より2014年6月までに日本産婦人科学会の勧告に従い同意の得られTESEを
施行した61人を対象に後方視的にその臨床経過を解析し，精子が認められた症例と認められなかった症例の患者背景，血中
FSH値，　LH値総テストステロン値，　PRL値について比較検討した，【結果】61人中33人（54．1％）に精子が認められたが，

28人（45．9％）には認められなかった．精子の認められた30カップルにTESE－ICSIを行い14カップル（46．7％）に妊娠が成
立している．妊娠するまでの平均IVF回数は3．5回であった．精子の認められた症例の内訳は造精機能障害18人（うちKlinefel－

ter症候群1人），精路通過障害6人（うち小児ヘルニアope後4人，パイプカット1人），性機能障害9人（うち脊髄損傷5
人）であった．血中FSH：14．2±11．8mlU／ml，　LH：4．8±2．9　mlU／ml，総テストステロン：4．26±1．56ng／ml，　PRL：8．5±6．7ng／

mlであった．精子の認められなかった28例全例が造精機能障害（うちKlinefelter症候群2人，染色体異常1人）であった．
血中FSH：32．9±18．6mlU／ml，　LH：10．2±8．lmlU／ml，総テストステロン：3．86±138ng／ml，　PRL：10．4±5．Ong／mlであった．

精子の認められた症例と精子の認められなかった症例で血中FSH，　LH値で有意差を認めたが，総テストステロン，　PRL値で

は有意差を認めなかった．【結論】TESE施行の約半数に精子が認められ，精子の認められた4割以上のカップルに妊娠が成立

した．従来の報告通り，患者の血中FSH及びLH値と精子の有無とはよく相関し良い指標となることが再確認できた．

P－095　非モザイク型クラインフェルター症候群に対する顕微鏡下精巣内精子採取術の検討

○松下　　経，角井　健太，福田　輝雄，江夏　徳寿，三宅　秀明，藤澤　正人

　神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

　Klinefelter症候群は男性不妊を呈する代表的な染色体異常の一つで，　Y染色体および2つ以上のX染色体をもつ性染色
体異常で頻度は1000－2000人に1人と言われている．非モザイク型が約85％モザイク型が約15％を占める．以前は治療
困難な不妊症とされていたが顕微鏡下精巣内精子採取術（MD－TESE）が行われるようになってからは精子回収可能症例が
少なからず存在し，体外授精により妊娠にいたるケースも多く報告されるようになりMD－TESEのよい適応であると考え
られている．今回われわれは2000年から2013年の間に非閉塞性無精子症の診断にて当院でMD－TESEを施行した327例
のうち末梢血リンパ球での染色体検査にて非モザイク型Klinefelter症候群と診断した57例について検討した．年齢は25～
44歳（平均33．5歳）．精巣容積は左4．8±2．4ml，右4．9±2．4mlであった．術前のホルモン検査結果はFSH　34．4±12．5　mlU／m1，

LH　l6．8±5．7　mlU／ml，　Testosterone　2．8±1．7　ng／mlであった．既往歴，併存疾患としては厳径ヘルニアの手術既往が3例，

精索静脈瘤の合併が4例，高位精巣摘除術後が1例であった．精子回収ができたのは57例中20例（35．1％）であった．術
前のホルモン値，精巣容積，年齢およびJohnsen’s　scoreなどのパラメーターと精子回収の有無との関連を調査し，非モザ

イク型Klinefelter症候群に対するMD－TESEによる精子回収予測因子について検討し報告する．

P－096　当院における無精子症の治療成績

○藤井　好孝，光畑　慎吾，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v…

【目的】：当院は一般病院であり，体外受精センターと泌尿器科が連携を取りながら患者治療に取り組んでいる．当院にお

ける無精子症の治療成績を報告する．【方法】：2004年1月～2013年12月の間に治療を行った閉塞性無精子症（OA）15例

及び非閉塞性無精子症（NOA）44例を対象とした．治療開始時での平均年齢はOAとNOAでそれぞれ夫が36．6歳と34．3
歳妻が33．4歳と35．3歳であった．OAでは積極的に精巣上体精子の回収を行った．精巣上体あるいは精巣から採取された
精子は全て凍結保存した．顕微授精（ICSI）の成績をOAとNOAの症例に分けて検討した．【成績】：精子回収率はOA
が100％（15／15），NOAが38．6％（17／44）であった．　ICSI後のOAとNOAの2PN率，胚移植当たり妊娠率，累積妊娠率
はそれぞれ60．3％（155／257）vs．52．3％（215／411），32．7％（16／49）vs．21．3％（13／61），66．7％（10／15）vs．20．9％（6／44）

であった．NOAの2PN率はOAに比べ有意に低く（p＜0．05），胚移植当たり妊娠率は低い傾向にあり，累積妊娠率は著し
く低かった（p＜O．OOOI）．【結論】：NOAでの精子回収率改善に今後取り組んでいきたい、またNOAでの2PN率が低いた
め卵子活性化の方法などを更に検討していきたい．
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P－097　男性性機能障害（勃起不全，射精障害）を伴う不妊カップルの治療成績

○岡本　吉夫D，宮川　　康2），中西　佳子［）t吉住　彩香1），一谷有希子1），土家　真紀］），惣田　哲次2），福原慎一郎2｝，

　木内　　寛2｝，高尾　徹也3），辻村　　晃t｝，高田　晋吾5），野々村祝夫D

　D医療法人昴会岡本クリニック，2吠阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科），3）大阪府立急性期医療セン

　ター泌尿器科，1順天堂大学医学部泌尿器科，：1）大阪警察病院泌尿器科

　不妊カップルの約半数は男性側に原因があるとされる．そのうち，勃起不全や射精障害といった男性性機能障害が原因の
ことが少なからずあり，治療に難渋することもある．当クリニックでは男性不妊専門外来を開設し，泌尿器科医師と連携し，

男性性機能障害を伴う不妊カップルの診療に積極的に対応している．今回，2004年1月～2013年12月の10年間に当クリニッ

ク男性不妊外来を受診した男性性機能障害患者106例のうち，当クリニックにて妻も受診した48カップルについて治療成績
を集計し検討を行ったので報告する．対象カップルの平均年齢は，夫39．4±8．8歳妻34．8±3．5歳不妊期間は中央値26ヶ
月（2～96）であった．48カップル中，夫の治療内訳はバイアグラ等の薬物療法35例（73％），無治療（妻のみ治療）11例
（23％），精巣内精子採取術（精巣生検）3例（6％）であった．妻の治療内訳は人工授精（AIH）30例（63％），体外受精（IVF

／ICSI）12例（25％），セロフェン等の薬物療法4例（8％），無治療（夫のみ治療）2例（4％）であった．経過観察中に妊娠

は21例（44％）に認めた．妊娠に至った治療の内訳はAIH　10例（48％），　IVF／ICSI　8例（38％）であり，残り3例（14％）

は自然妊娠で，夫の勃起障害に対するバイアグラ投与によるものであった．今回の検討では当クリニックを妻が受診してい

ないカップルは対象から外れているため，男性不妊外来における男性性機能障害の治療の一般的な効果を評価しているとは

いえない，しかしながら，男性性機能障害を治療しながら，生殖補助医療を適切に施行することにより，比較的高い妊娠率
が達成できた．男性性機能障害を伴う不妊症においてはカップルで受診することが重要であるとことが再認識された．

P－098　AIHにおいて排卵誘発での発育卵胞1個は自然周期に比して有効か？

○今井　智子，清須知栄子，新居　　遙，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）排卵誘発を行うことによって，黄体機能が賦活化し着床が促進される可能性がある．そこで今回我々は，排卵誘発
を行って発育した1個の卵胞の際のAIHと自然周期と比較して，妊娠成績向．ヒに有効かどうか後方視的に検討した．（対象）

当院において2012／7／1から2014／3／30の期間，発育卵胞数1個でAIHを実施した症例中，乏精子症・片側卵管閉鎖・子宮
内膜症及び子宮因子（粘膜下筋腫，子宮奇形）を除く438症例を対象とした．（方法）使用した排卵誘発剤はクロミフェン，

セキソビット，フェマーラ，hMGのいずれか，もしくはそれらの内服薬とhMGの組み合わせであった．　hCG投与日に直径
16mm以上に発育した卵胞を発育卵胞と定義し，438症例を自然周期177症例と誘発周期261症例に分類し，妊娠成績につ
いて比較考察した．（結果）自然周期v．s．誘発周期2群の年齢，　AMH（ng／mL），不妊期間（月）それぞれの平均は36．5±

4．2v．s．34．0±38，3．06±5．59v．s．4．40±397，2＆6±30．Ov．s．26．8±20．9であった．周期当たりの妊娠率（％），流産率（％）に関

しては10．2v．s．142，5．6v．s．189となり，誘発を行っての発育卵胞数1個のAIHの群が自然周期の群より妊娠率は有意ではな

いが増加傾向にあった．（結語）自然周期よりも排卵誘発を行っての発育卵胞数1個の場合の方が妊娠率の上昇がみられる

ことより，排卵誘発は複数個の卵胞形成効果とは別に，妊娠率向上に有効であることが示唆された．

P－099　男性不妊（重度乏精子症）が及ぼす治療周期への影響

○森田　博文，内山　一男，沖村　匡史，加藤　恵一

　加藤レディスクリニック

【目的】当院既報の検討において，Severe　Oligozoospermia（s．oligo），Percutaeneous　Epididymal　Sperm　Aspiration（PESA），

Testicular　Sperm　Extraction（TESE）から得られた精子によるICSIの受精率，臨床妊娠率（GS確認），出産率において各

間に有意差は見られなかった，そこで今回，各症例における移植，臨床妊娠，出産までに要する採卵周期数および出生後の

状態の比較検討を行った．【対象と方法】2008年1月～2011年12月までに当院で自然周期および低刺激周期で治療を行っ
た208症例（s．oligo：66症例，妻年齢360±3．8歳，夫年齢38．6・±・3．7歳　PESA：83症例，妻年齢34．3±4．3歳夫年齢39．5±

5．7歳　TESE：69症例，妻年齢33．7±4．8歳夫年齢38．7±5．0歳）を対象とした．今回s．oligoの条件として精子濃度1．0×106

／ml以下の症例を対象とした．検討項目は，移植，臨床妊娠，出産までに要する採卵周期数及び，出生児の男女比，出生時
の体重を比較検討した．【結果】s．oligo，　PEsA，　TEsE症例において移植までに要した平均採卵周期数は2．2±1．8　vs．1．2±o．4

vs．2．0±2．7，臨床妊娠までに要する平均採卵周期数は4．1±2．9　vs．2．5±2．O　vs．3．3±2．7，出産までに要する平均採卵周期数は

3．9±2．5　vs．2．8±2．l　vs．3．6±2．3であり，PEsAとs．oligo，　PEsAとTEsE間においてPEsAが有意に少ない採卵周期数となっ

た．しかし，s．oligoとTEsE間に有意な差は見られなかった．男女比においては男児／女児が1．6　vs．　o．8　vs．1．1と各症例間

に有意差は見られなかった．また，出生時体重においても日本における推定胎児体重の範囲内にほぼ全症例が入り，各間に
有意差は見られなかった．【考察】移植，臨床妊娠出産までに要する採卵周期数全てにおいて，3群間でPESAが有意に
少なくなることから，可能であればPESAにより得られた精子を用いて治療を進めることが短い治療周期で出産までに結び
つくことが示唆された．



260（418） 日生殖医会誌　59巻4号

P－100　調整後の精液所見による配偶者間人工授精の妊娠率の関係性一精子運動解析装置
　　　　　　（SMAS）を用いた検討一

○澤井　　毅，両角　和人

　両角レディースクリニック

【目的】配偶者間人工授精（AIH）は，タイミング療法のステップアップとして選択される方法である．患者様の時間や治

療費を有意義に使えるよう，適応症例を限定する必要がある．今回ディテクト社のSMASを使用し，調整後の精液所見に
よりAIHの治療効果を予測できるかを検討した．【方法】2012年7月～2013年12まで自然，タイミングで妊娠に至らなく，

当院でAIHを施行した354症例778周期，平均年齢37、3歳を対象とした．原精液を密度勾配遠心法で調整後，　SMASで測
定しAIHを施行した．胎嚢の確認で妊娠とし，年齢，総運動精子数，精子曲線速度と妊娠率の関係性を検討した．【結果】
年齢別の妊娠率は≦29　Ue　6．5％（2／31），30～34歳7．3％（15／206），35～39歳11．0％（28／255），≧40歳4．2％（12／286）と

なり，35～39歳は≧40歳より有意に高値であった．総運動精子数別の妊娠率はく100万1．8％（1／55），100万～500万7、8％
（13／167），500万～1000万10．9％（11／101），1000万～2000万13．8％（13／94），≧2000万9．3％（7／75）となり，〈100万

は100万～500万より有意に低値であった．精子曲線速度別の妊娠率はく100μm／秒20％（1／51），100～120μm／秒7．2％（11

／153），≧120μm／秒13．7％（32／233）となり，＜100μm／秒は100－－120μm／秒より有意に低値であった．【結論】今回の結果

より，妊娠率は年齢，総運動精子数，精子曲線速度に関係していることがわかった．特に，年齢40歳以上と総運動精子数100

万未満と精子曲線速度40pm／秒未満は，妊娠率低率の為，体外受精への早期移行が有効と考えられた．以上により，　SMAS

によってAIHの治療効果の予測が示唆された．

P－1　Ol　採卵時における看護師の関わりが患者に与える影響

○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】当院では培養士が検卵する様子を患者自身がモニターで確認できるように全身麻酔ではなく局所麻酔で採卵を行なっ

ている．その際看護師1名（以下Ns）は患者の傍らに立って手を握り声かけや検卵の状況を説明している．採卵後に患者
より「痛みがまぎれた」「手を握ってもらえて安心した」等の感想があった為，採卵時のNsの関わりが患者の痛みや不安に

どのような影響を与えるか調査した．【対象・方法】2013年ll月～12月の期間に採卵または採卵後半年以内に融解胚移植
を受けた患者52名に研究主旨を説明し同意を得た上で無記名自記式アンケート用紙を配布し院内の回収箱にて回収した．
【結果】回収率100％，有効回答50名（96％），平均年齢妻38．8±4．1歳，夫397±4．4歳であった．採卵時にNsがそばに付

き添っていて「とても良かった」と答えた者は49名（9896）であり，その理由として「安心できた」「励まされている感じ

がした」とあげていた．またNsが手を握る事で「不安が軽減した」と答えた者は44名（88％），「嬉しかった」と答えた者

は47名（94％），「痛みが軽減した」と答えた者は29名（58％）であった．他に「Nsから痛い時は手をぎゅ一っと握って
良いですよと言われ一緒に頑張っている感じがした」「痛かったけどNsの声がけで頑張れた」「不安な時や緊張している時

に自分の手に伝わるNsの手の温かさは心が落ち着くと思った」等の感想が寄せられた．【考察】今回の研究では，採卵時に

Nsが付き添って手を握り説明を行うという関わりによってほとんどの患者は不安が軽減したと答え，約半数に痛みが軽減
したという回答を得た．このことから局所麻酔で行っている採卵手術においてはNsの関わりがとても重要と思われた．患
者からの「一緒に頑張っている感じがした」「Nsの声がけで頑張れた」との感想より，採卵時のNsの関わりがクリニック
への信頼を増し，治療に前向きになれる動機づけにもつながると思われた．

P－1　02 当院不妊外来受診女性および妊婦とそのパートナーにおける生殖能力に関する一般
的認識に関する調査

○宮田あかね，内田　明花，井上　　治，吉丸　真澄，川口　真帆，片野坂潤子，岡崎　雅子，石綿　裕美，小川真里子，

　萩生田　純，兼子　　智，吉田　丈児，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】生殖能力に関する認識について，不妊治療希望カップルと妊婦とそのパートナーとを調査した、【対象と方法】当研究は当院倫理委員

会の承認を得て行った．2013年7月から2014年4月に，当院不妊外来を受診した女性及び妊婦とそのパートナーを対象とした．無記名のア

ンケート用紙を1名分ずつ研究内容を説明後に配布し，同意を得て回収した．【結果】アンケート配布数は不妊治療希望カップル数147，妊娠

カップル78，回収数は不妊治療希望女性76，男性66，その内カップルでの回収数は51組妊娠女性54，そのパートナー50，カップル数は45

組であった，治療希望女性の平均年齢34．0±41（mean±SD）歳治療希望男性372±6．0歳妊娠女性34．4±48歳，そのパートナー35．8±5．9

歳であり2群に差はなかった．「女性は何歳まで妊娠できると思うか」という質問では，治療希望女性，治療希望男性，妊娠女性，そのパート

ナーの順に平均年齢はそれぞれ41．7歳43．5歳，44．5歳44，5歳「男性は何歳まで妊娠させられるか」では56．8歳54．5歳60．9歳58．8歳

でありどの群でも男性の生殖能力限界年齢を女性より有意に高く見積もり，また治療希望男性は治療希望女性より女性の生殖能力限界年齢を

高く見積もる傾向があった．生殖限界年齢についての情報源としては，いずれの群も有名人の妊娠のニュースが最も多く，次にテレビや雑誌

からの情報であり，治療希望女性では合わせて59．1％，治療希望男性68．8％であった．治療希望男性では，不妊女性や妊娠カップルに比べ，

不妊治療施設や医師からよりもインターネットなどその他から情報を得ている比率が高かったb体外受精1回での妊娠率については，治療希

望女性は25．9％，男性は32．4％と見積もっており，治療期間について1年未満と考えているのは女性1LI°／oに対し，男性では23．8％と有意に

多かった，【結論】不妊治療に臨む男女間の認識には差異があることがわかった．男性は女性の生殖能力を高く見積もる傾向があった．
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P－103　当科におけるがんサバイバーに対する胚培養十のリプロダクションカウンセリング
　　　　　　の現状

○藤澤　佳子，矢野美穂子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，山ll　隆，東梅　久子，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】生殖年齢にあるがんサバイバーに対するリプロダクションカウンセリングの必要性が認識されてきている．カウンセリ

ングは医師のみならず看護師，胚培養士などの必要性が指摘されていることから，当科におけるがんサバイバーに対する胚培

養士のリプロダクションカウンセリングの現状を報告する．【方法】過去3年間に当科のリプロダクション外来を受診した生殖

年齢にあるがんサバイバー91例を対象とし，医師がカウンセリング後に必要と判断した場合に胚培養士がカウンセリングを実

施した．【成績】1）医師によるカウンセリングを受けたのは男性39例（43％），女性52例（57％），疾患別にみると乳腺32例

（35％），血液49例（54％），消化器4例（4％），泌尿器1例（1％），その他5例（5％）であった．受診目的は配偶子凍結保存

64例（70％），男性33例，女性31例（卵子8例，胚23例），不妊治療10例（11％），精液検査6例（7％），ホルモン補充療

法11例（12％）であった．2）胚培養士によるカウンセリングを受けたのは29例（32％），男性1例，女性28例であり，内容
は配偶子凍結保存24例，男性1例，女性23例（胚19例，卵子4例），不妊治療5例であった．疾患別にみると乳腺21例（72％），

血液5例（17％），その他3例（10％）であった．3）胚培養士によるカウンセリングを受けた29例のうち生殖医療を選択した

のは20例（69％）であり，配偶子凍結保存8例（28％），（精子1例，胚5例，卵子2例），不妊治療12例（41％）（一般不妊
治療2例，ARTIO例）であった．【結論】がんサバイバーに対するリプロダクションカウンセリングにおいて医師のみならず

胚培養士が積極的に介入するカウンセリングが望まれる．また医学的に生殖医療の対象とならない例に対しても希望があれば

ARTを含めた情報提供を行うことはがんサバイバーに対するQOLの向上になり得ると思われる，

P－104　患者満足度向上への取り組み～プロゲステロン自己皮下注射を通しての検討～

○越後　恵美，浅野　明恵，太田　有美，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

【目的】凍結融解胚移植法における黄体ホルモン補充は，子宮内膜形成と維持に不可欠である．膣坐薬は簡便ではあるが不

快感を訴える者が多く，筋肉注射は通院の負担がある．そこで皮下であれば自己注射が可能ではないかと考え，当院が行っ
た「プロゲステロンの投与経路（筋肉・皮下・経膣）における血中濃度の推移調査」結果を基に，患者満足度向上へとつな

がる取り組みを検討した．【方法】1健常者ボランティアにプロゲステロン製剤（プロゲステロン注50mg／日1回，自家製
坐剤200mg／日2本，400mg／日1本）を投与．時間毎に血中濃度を測定しアンケート調査を実施．2同意を得た医療従事者
に自己皮下注射をしてもらいアンケート調査を実施．本研究は当院倫理委員会の承認を得ている．【結果】1皮下注射では，

24時間後の血中P4値は筋肉注射及び坐薬2回／日投与と同等な値だった．注射投与経路の違いで副作用出現に大差なく，
重篤症状は認められなかった．坐薬による局所不快感は1回投与より2回が多かった．2自己注射実施後の感想は，通院の
負担が減り良い，が多かった．坐薬との比較は，出血の心配をしなくて済む，不快感がない，が多かった．注射継続の意思
は，坐薬によるデメリット（出血，不快感，回数）から注射希望の者が多かったが，交互に使用したい者もいた．【考察】1

皮下でも筋肉と同等の効果が得られると期待される．注射による副作用も経路による差が見られないことから，皮下注射は

実施可能ではないか．坐薬の不快感は，回数を減らすことで軽減されると考える．2坐薬による身体的，精神的苦痛が明確
である為，自己注射への切り替えは苦痛軽減につながり満足度を高めていると考えられる．しかし投与経路それぞれにメリッ

ト・デメリットがあり，自己注射導入のみが満足度向上につながるとは言えない．今後，患者自身で納得した経路の選択が
できるよう，看護師としての関わりを検討していきたい．

P－105　男性不妊症におけるQOLの評価

○小宮　　顕，渡部　明彦，加藤　智則，布施　秀樹

　富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学

［目的］男性不妊症において生活の質（QOL）を評価した．［方法］富山大学附属病院泌尿器科男性不妊症外来を受診し，　QOL

調査に同意した299例を対象とした．年齢は平均35歳パートナーの年齢は平均33歳不妊期間は平均38ヶ月であった．
男性不妊症の原因は，特発性精子形成障害が32．4％，精索静脈瘤が27．1％，染色体異常が5．4％，副性器の異常が5．4％（閉

塞性無精子症4．3％），男性機i能障害が3．7％，非閉塞性無精子症が10．7％であった．18．7％では精液所見に異常を認めなかっ

た．健康関連QOLはSFB6質問表にて，男性機能はIIEF5，　EHSにて評価した．　SF－36に影響を与える因子として，年齢，
パートナーの年齢，不妊期間，精液所見，血清遊離型テストステロン（FT）濃度，　IIEF5スコアを解析した．治療による変

化も検討した．本研究は富山大学倫理委員会の認可のもと実施された．［結果］男性機能低下例がEHSでは38．7％，　IIEF5

では33．6％に認めた．SF－36は国民標準値と比較し，身体機能およびPhysica▲component　summary（PCS）が有意に良好

であった．身体機能はパートナーの年齢・IIEF5，日常役割機能（身体）はIIEF5，体の痛みは精子正常形態率，全体的健
康感はIIEF5・精子濃度・精子運動率，活力はIIEF5，社会生活機i能はIIEF5，日常役割機能（精神）はIIEF5，心の健康
はIIEF5・精子濃度，　PCSはパートナーの年齢・FT・IIEF5，　Mental　component　summary（MCS）はIIEF5・精子濃度・

精子運動率が重回帰分析にて各々有意な因子であった．また，特発性精子機能障害症例に対する薬物治療後では社会生活機

能・心の健康・MCSが有意に改善し，精索静脈瘤に対する術後に心の健康・MCSが改善した．妊娠中にSF－36スコアの変
化はなかったが，IIEF5は有意に低下した．［結論］男性不妊症において健康関連QOLは良好であったが，男性機能低下を
認めた．精液所見やテストステロン値，男性機能がQOLに影響を与えていた．治療により主に精神面でのQOLが改善した．
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P－106　不妊治療中の夫が「夫婦が協力して治療に臨むために必要」だと思っていること

○柴田　文子1），安部　裕司2〕

　1横浜創英大学看護学部，2℃Mポートクリニック

【研究目的】夫婦で不妊治療に取り組むための支援をするために治療中の夫の意見を検討する．【研究方法】調査研究．調査

対象：不妊治療をしている夫への調査で回答のあった42名のうち，夫婦が協力して治療に臨むために必要だと思うこと自
由記載する欄ヘコメントが記入されていた28名を対象とした．調査方法：不妊クリニックに受診した妻へ依頼し，妻の任
意により夫に手渡し方式で調査用紙を配布し，郵送で回収した．調査期間：2013年4月～6月，調査内容：治療の取り組み
に関する自作の質問紙を用いた．【倫理的配慮】自由意志で参加してもらい，郵送することにより研究参加に同意したと見

なすことを文書で説明した．調査表では匿名性に配慮した．分析方法：記述統計，コメントはフレーズ毎に表題をつけ，さ
らに，カテゴリー化した．【結果・考察】対象の年齢は25～30歳107％，31～40歳53．6％，41～50歳35．7％であった．治
療期間は，1年未満32．1％，1～3年未満53．6％t5年以上14．3％であった．現在治療中の不妊治療では，体外受re　46．4％，

不妊の原因では，不明が42．9％で多かった．調査時から一か月以内に治療の説明を60．7％が受けていた．コメントは51フ

レーズに分けられ，カテゴリー化を繰り返した結果，1．理解，2．将来展望，3．経済，4．時間，5，冷静さ，6．情報の6

つに分けられた．これらの考えと対象の背景では，将来展望は年齢が41歳以上で記述が見られた．また冷静さは若い年齢
で記述が多く見られた．治療期間が短い方が情報の記述が見られた．年齢が若い方が治療期間は短いため，情報を求める意
見が多いと考えられる．治療方法と理解，将来展望では，体外受精，顕微授精の対象で多く記述されていた．治療が高度に
なるほど，夫は先を見据えており，支援もそれを考慮して行うことが必要である．【まとめ】不妊治療場面に夫の考えや思
いを反映させる方策の検討も今後必要である．

P－107　不妊症患者の抑うつ症状に対する評価と鍼灸治療が及ぼす影響

○美濃　佑果，木津　正義長谷川謙介，鈴木　裕明
　明生鍼灸院

【目的】不妊症患者は経済的・身体的・精神的・社会的負担によって様々なストレスを有することが多い．我々はこれまで

の検討で，鍼灸治療は妊娠の成否にかかわらず不妊症患者が有する様々な不定愁訴に対して有効であることを明らかにして
きた．一・方，エディンバラ産後うつ病自己調査票（以下EPDS）は産後うつ病の評価票として有用であるとともに，産前う

つの評価票としても有用であることが報告されている．今回，不妊症患者おける精神的ストレスの評価票としてのEPDSの
妥当性と，不妊症患者の抑うつ症状に対する継続的な鍼灸治療が及ぼす影響について検討したので報告する．【対象と方法】

2010年2月から2012年8月の問に不妊症を主訴として来院した初診患者321名（年齢36歳）と，運動器疾患を主訴として
来院した女性初診患者のうち，明らかな婦人科疾患および精神科疾患を有するものは除外し，age　matchさせた7名（年齢

38歳）を対照群とし，不妊症の有無によるEPDSの得点について検討した．さらに，不妊症群において，初診時と鍼灸治
療3ヶ月後のEPDS得点の推移および妊娠の成否との関連性についても比較検討を行った．【結果および考察】不妊症群の

EPDS点数は対照群に比べ高値を示したものの，不妊症群と対照群において有意差はみられなかった（p＝O．14）．不妊症群

において，鍼灸治療3ヶ月後のEPDS点数は初診時に比べ有意（p＝O．OOOI）に減少し，妊娠に至らなかった不妊症患者の3
ヶ月後のEPDS点数は高い傾向を示した（p＝O．083）ことから，　EPDSは不妊症患者における抑うつ症状の変化を観察する
指標として有用である可能性が示唆された．【結語】EPDSは不妊症患者における抑うつ症状の経過観察に有用な指標であ

り，EPDSによる評価によって継続的な鍼灸治療は抑うつ症状の軽減に有効であることが示された．

P－108　生殖医療に携わる施設の災害の備えに関する全国調査～東日本大震災前後の危機管
　　　　　　理対策の変化について～

○塩沢　直美v，福山八知代1’，針村　若ffE），武田　信彦1＞，出居　貞義u，長岡由紀子2｝

　v医療法人地塩会大宮レディスクリニック，2）茨城県立医療大学助産学専攻科

【目的】東日本大震災から3年が経過し，各不妊治療の現場では，震災の教訓を得てどのような災害時の対策を取っているかを

知る目的でアンケート調査を行った．【方法】期間：2014年2月～5月，日本生殖医学会等のホームページ上で登録されている

生殖医療施設の看護師を対象に郵送でアンケート調査を依頼した．倫理的配慮として調査用紙への記入は無記名とし，調査協力

は自由意思であることを文書で説明し返送をもって同意を得たものとした．結果は被災経験地域（東北・関東・近畿）をA群，
非被災地域をB群とし比較検討した．【結果】アンケート回収率　32．8％（77／235），回答のあった施設概要は，不妊専門クリニッ

ク55．8％（43／77），総合病院15．6％（12／77），産婦人科医院14．3％（11／77）だった．避難訓練を実施しているのはA群65．9％

（27／41），B群6＆6％（24／35）でともに変わらなかった．実施回数はA群年1回37％，2回59．3％，B群年1回45．8％，2回41．7％，

災害後の回数変化の有無では，「変化した」がA群37．0％，B群125％だった．避難訓練にかける時間は，　A群1時間前後が
519％，1～2時間が37％，B群1時間前後が5＆3％，1～2時間が33．3％で，災害後避難訓練の時間は変化したかでは，「変化し

た」がA群11．1％，B群0％で変化なしであった．避難訓練の内容（複数回答）では，患者避難誘導はA群815％，　B群91．7％，

災害を想定した患者避難誘導の内容検討の有無は，「ある」がA群57．7％，B群56．0％，震災後の講演を参考に患者指導に活か

した災害対策（複数回答）は，A群：非常食の常備14．3％（2／14），　B群：充電器・ラジオ・懐中電灯・簡易トイレが24％（6／

25），非常食の常備と飲み物の持参が12．0％（3／25）だった．【結論】震災後に避難訓練の回数・時間に大きな変化はみられなかっ

たが，両群とも患者避難誘導に力を入れて訓練をしており，充分とはいえないが災害時の危機管理対策指導はされていた．
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P－109　生殖補助医療（ART）を視野に入れた夫婦の支援について

○佐藤　博子1・2・‘s），浅野有希子21，清水　雅司v，糸井　史陽3’，西川　和代：s），小栗　久典2），加藤三紀彦3］，村田　泰隆1）

　1）エンジェルベルホスピタル不妊センター，2）ロイヤルベルクリニック不妊センター，3）グリーンベルARTクリニック

【目的】生殖補助医療（ART）を視野に入れた夫婦における意識調査を行い，今後の支援のあり方を検討した．【方法】当グ

ループ3施設において，体外受精説明会を受けた夫婦にアンケートを依頼し回収した．アンケートは選択肢とした形式で，

「今後の見通しについて，どれくらいARTを頑張るか」「治療に対しての積極性」「治療が進むことで夫婦それぞれが配偶者
に求めていること」「治療が成功した場合，ARTによって生まれたことへの子どもへの告知」「治療がうまくいかなかった

場合の選択（第三者を介する生殖補助医療・養子縁組）」「治療の終結に対して医療側の提示は必要か」について質問した．
【結果】説明会件数769件（回収率100％）．妻平均年齢は35A±4．4　kであった．今後の見通しについては，「まず1回頑張
りたい（43．7％）」「結果が出るまで頑張りたい（30．9％）」が多く，治療に対しては「夫婦どちらも積極的（675％）」と前向

きに進んでいきたいと考えている夫婦が多かった．配偶者に求めていることは，「話を聞いてほしい（夫：14．8％，妻：
56．6％）」（p＜0．01），「何も求めていない（夫：47．2％，妻：17．0％）」（p＜O．Ol），と有意差が見られた．子どもへの告知に関

しては「伝えない（49．5％）」が「伝える（41．5％）」よりも有意に多かった（p＜O．Ol）．結果が出なかった場合，第三者を介

するARTに対しては「視野に入れない（735％）」，養子縁組に対しては「視野に入れない（59．0％）」と，夫婦間以外の子
どもを望んでいないことが明らかとなった．治療の終結に対しての医療側からの提示は「必要（76．5％）」との結果となった．

【考察】ARTを視野に入れた夫婦の意識は，夫婦ともに積極的であるが，妻はより言葉に対するコミュニケーションを求め

ていたことから，夫には妻の言葉に耳を傾けるための支援が必要である．治療の終結に関しては，医療側の提示方法やタイ
ミング，頑張ったその思いを語る場所などの支援体制を整えていく必要がある．

P－110　TLC外来の試み

○大内　　望，米澤　美令，小野　修一，峯　　克也，桑原　慶充，里見　操緒，竹下　俊行

　日本医科大学付属病院産婦人科

　近年，精神的支援（tender　loving　care；TLC）を行うことにより，生児獲得率が改善するとのいくつかの報告があり，当

院にて不育症外来のなかでも特殊外来の位置づけとして新部門を設置した．TLC外来と称し，3人の専属医師により不育症
患者の妊娠初期を診察する外来を2013年5月より開始し，1年以上が経過した．TLC外来設置以前，当院の不育症診療は
不育症外来で方針を決定し，当院の一般産科外来の再来で妊婦健診を施行していた．TLC外来では，文字通り“やさしさに

包まれるような愛に満ちたケア”を実践するべく患者の不安を少しでも取り除くという趣旨のもと，妊娠が判明してから妊

娠約10週まで，エコーで胎嚢・胎児の成長を1週間に1度確認しながら，診療を行っている．この1年のうち延べ人数1200
人がTLC外来を受診し，今回その一部の方々からアンケート結果を得られた．今後の展開の道しるべとなるべく，有用性・

改善点について得られた情報を含め報告する．患者背景は，20代が6％，30代前半が46％，30代後半が33％，40代が13％
であった．流産回数においては，妊娠12週以前の流産回数2回の患者が53％，3回の患者が26％，12週以降の死産を経験
している患者が20％であった．アスピリンやヘパリン等の治療をしている患者が73％であった．通院時間については，1
時間以内の通院患者が46％であったが，1時間半以上かけての通院患者も13％存在した．TLC外来のことを以前より知っ
ていた患者は6％しかおらず，通院後も本来の意味を理解せずに通院していた患者が46％存在するものの，全員希望して

通院していたことが分かった．現在，週に1回の診察を行っているが，理想の通院頻度については86％が週1回が理想と
回答しており，13％が2週に1回を希望していた．またTLC外来にて不安解消されたとの返答は93％であった．

P－111　当院における不妊相談

○小池　弘子，西垣　　新，梶原多恵子，平野　瑠美

　産婦人科西垣ARTクリニック

【目的】当院では初診時より看護師や不妊カウンセラーが予診を取り，信頼関係を築いて治療自体がストレスにならないよ

う自己決定の手助けになるよう心がけている．体外受精にステップアップ時にはご夫婦へ個別に一時間体外受精の説明をし
ている．しかし時には「ゆっくり話しを聞いて欲しい」，「先生に相談するほどではないが迷っている」という患者もいる．

そういった方へは有料で相談窓口を設けて対応している．当院の相談窓口の利用状況を調査した．【方法】2003年6月より

2014年5月までの10年間に有料の相談窓口を利用した延べ54名の相談内容とその後の転機を調査した．【結果】対象者は

25歳から44歳（平均年齢134．8歳）．男性のみの利用は2名．夫婦での利用は2組あった．利用時間は30分（3500円）8
名，60分（5500円）が46人であった．相談内容は「治療について」が一番多くその内訳は「ED」が2名，「ステップアッ
プの相談」が7名，「ストレス」が23名，「終結」が4名であった．「夫婦関係の相談」は10名，「仕事と治療の両立」が3

名，「妊娠することへの不安」が4名であった．利用後の転機は治療中が28名（妊娠してその後二人目不妊で通院中の12
名を含む），妊娠し卒院したのが16名，転院が2名，治療の終了が6名，中断不明が3名であった．【考察】現在，相談窓
口の表示をしていない．窓口の存在を知らない患者もいる．相談窓口を利用しなくても質問や疑問があるといった相談は注

射や採血時，検査や治療の説明時に適宜受けている．しかし時間を確保して自分の話を聞いて欲しいと来られる方も少数で

はあるが存在する．そういった患者の受け皿として相談窓口は存在している．今後は表示して告知していくことで相談希望
が増える可能性もある．窓ロを継続し，少しでも治療のストレスを減らし自己決定の手助けとなれば幸いである．
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P－112　卵子提供に関する妊婦・褥婦の意識について

○藤井　美喜豊　　和美，庵前美智子，横田　梨恵，緒方　洋美，水澤　友利，苔口　昭次，塩谷　雅英
　英ウィメンズクリニック

【目的】卵子提供に関しては，治療中である不妊患者のアンケート調査はみられるが，それ以外のアンケートは少ない．そ

のため，産婦人科を受診した妊婦・褥婦の意見はどうか知るためにアンケートを実施した．【方法】2014年4月～5月に産
婦人科を有する病院にアンケートを依頼した．対象は妊婦・褥婦で，無記名とし，107名から回収を得た，【結果】平均年齢

は30．5歳出産経験あり402％，不妊治療経験あり23．4％であった．「卵子提供について知っているか」という問いに対し，
「知っている」70％，「知らない」30％であり，情報源として最も多かったのが「テレビ」で，「医療従事者」からはいなかっ

た．「卵子提供について日本で積極的に認められるべきか」という問いに対し，「認めるべきである」67％と最も多く，その

理由としては「選択肢を広げてもいいと思う」「子供が欲しい人の希望になる」「自己責任で選択する自由があるべき」とい

う意見が多かった．「認めるべきでない」12％の理由で最も多かったのは「子供との関係の難しさ」「他人の卵子を使用する
ことに抵抗がある」「法整備が整っていない」であった．【考察】卵子提供の認知度については，70％の人が「知っている」

と返答していたものの，30％の人が「知らない」と返答しており，「知らない」と返答した人の中でも不妊治療経験者がい

たことから，法制化を考える上ではさらなる認知が必要である．卵子提供を「認めるべきである」と67％みられ，昨年当
院で不妊治療患者にアンケートを実施した69％と変わらなかった．しかし，「子供との関係の難しさ」を危惧する意見もみ
られたことから，「生まれてくる子供の幸せ」を常に考え卵子提供を選択することが必要である．

P－113　卵子提供を選択した夫婦の決断から妊娠期における経験

○林　はるみ

　新潟大学男女共同参画推進室

【目的】卵子提供を選択した夫婦の決断から妊娠期における経験を質的帰納的分析により把握することである．本研究は新
潟大学大学院保健学研究科の倫理審査を経て実施．匿名での結果公表について同意を得ている．【結果】卵子提供で子ども

が生まれた夫婦（41歳）それぞれにインタビューを行った．夫婦は妻が早発閉経のため30歳頃に卵子提供以外に治療法が
ないと告げられた．夫は妻の心情を考えく子どもに関する意思決定は全て妻に任せる〉，〈子どもに関する話題は自分から

一切しない〉という気遣いをした．しかし，夫はく遺伝的つながりのない子どもを妻が自分の子どもと認識してくれるのか

不安〉を抱き続け，〈妻が子どもを産む気になるように腫れ物に触るように接する〉日々を過ごした．子どもが誕生しても
なおく卵子提供を受けて正しかったのか倫理性に迷う〉葛藤が続いた．一方，妻は子どもをもたない人生を考えていたが，

夫から卵子提供の提案を受け，夫と義父母にく子どもを諦めてもらう〉ための最後の治療と決断した．1回目の治療で妊娠

が判明すると戸惑い，〈生まれてから遺伝的つながりのない子どもを可愛がることが出来るのか悲観〉した．また，高額を

かけた妊娠のためく流産できない重圧〉に苦しみ，卵子提供の秘密を知る実母が娘を支援した．胎動はく愛おしさと同時に

遺伝的につながりがない寂しさ〉を感じさせたが，徐々に子どもとの縁を感じるようになり，〈自分の子どもとして大切に

育てたい〉と気持ちが切り替わった．しかし，〈遺伝的つながりのない子どもを産んでいいのか倫理性に迷う〉葛藤が続い
た．夫婦ともにく子どもに出自は告知しない〉と決めているが，状況によっては告知の必要があることを認識していた．【結

論】夫婦は子どもが生まれ幸せに暮らしているが，倫理性への迷いは払拭できずにいた．

P－114　ニュージーランドにおける配偶子提供システム構築の変遷について～日本での非配
　　　　　　偶者間人工授精（AID）における出自を知る権利の課題

○長谷川　瑛，久慈　直昭，長谷川芙美子，嶋田　秀仁，小島　淳哉伊東　宏絵，井坂　恵一
　東京医科大学産科婦人科学分野

　近年世界的に，第三者の関わる生殖医療での出生者の提供者情報を得る権利を尊重し，提供者を非匿名化する動きが広が

りつつある．しかし準備なく法律によって匿名性を廃止することは，医療機関によるそれまでの治療記録の廃棄や，提供者

の減少・海外での治療を求めるケースの増加など，様々な問題を引き起こす可能性があることも，海外での経験で明らかで

ある．そこでAID出生者の提供者情報を知る権利を今後どのように扱っていくべきかについて，出自を知る権利を認める
立法以前に非匿名での提供による治療を実施していたニュージーランドの歴史的な経緯と現状を調査し，考察した．ニュー
ジーランドでは1985年にthe　Adult　Adoption　Information　Actという，養子が20歳に至ったときに元々の出生証明書と，

生物学的な親の情報を得られる権利があるとした法律が成立した．さらに子どもの権利を強化するための法であるStatus　of

children　actが1987年に改正され，　AIDによって生まれた子どもの親子関係が，「不妊治療をしようと希望した夫が父であ

り，提供者は父ではない」と明確に規定された．これらの法律の成立後，AID治療に於いてまず提供者に対して非匿名の提

供を求める動きが強まり，1998年に不妊治療機関が匿名での提供は受け付けないと言う自主規制を始めた．その後2004年
の法改正で出自を知る権利の明文化が完成した．現在，AIDの待機期間は3ヶ月ほど，告知や，出自を知る権利について患

者に理解させることについて，それほど困難を感じたことはないという．ただしAID一回の費用は日本円にして約17万円
と我が国の現状よりかなり高額である．今後の日本における新たな枠組みとして，親子関係を確定する法整備が行われてい
れば，出自を知る権利を認める立法無しでも非匿名性の配偶子提供治療体系を構築出来る可能性が示された．
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P－115　岐阜県がん生殖医療ネットワークの有用性に関する検討

○牧野　　弘，古井　辰郎，竹中　基記，寺澤　恵子，山本　晃央，森重健一郎
　岐阜大学医学部産婦人科

【目的】我々は，2013年2月岐阜県がん生殖医療ネットワーク（GPOFs）を立ち上げ，1年間の活動実績からその有用性，

効果や今後の改善点について検討した．【方法】GPOFs発足前および発足1年後の2回にわたりアンケート調査を行った．

アンケートは岐阜県内におけるがん診療施設7施設，18診療科に郵送に送付しFAXでの回答を得た．アンケートでは40
歳未満の新規がん患者数や疾患，婚姻や子供の有無，がん治療医のがん生殖医療に対する認知度，実際の説明状況などにつ

いて，GPOFs立ち上げ前後で比較した．またGPOFsの中心となっている岐阜大学大学院がん・生殖医療相談の実際の妊孕
性温存処置の実施状況などを後方視的に検討した．【結果】2011年のアンケート結果と比較し，がん治療に伴う治療後の不

妊の可能性や性腺機能の低下に関しては高い割合で説明されていることが確認された．また，妊孕性温存に関する各手技の

認知度も上昇しており，他科のがん治療医に対し，がん治療に伴う妊孕性温存に関する意識が高まったと考えられた．さら

に，がん治療に伴う妊孕性温存に関して紹介受診された患者は女性29名，男性11名の合計40例で，そのうち妊孕性温存
を目的とした処置を施行したものは18例であった．内訳は精子保存10例，胚凍結保存4例，卵巣凍結保存2例，GnRHア
ゴニストによる卵巣保護2例であった（不成功含む）．【結論】GPOFs発足により目的の施設を超えた迅速ながん生殖医療
の実施という点で一定の有用性が認められたが，まだ発足して1年であり，今後さらなる広報活動をおこない適応となる患

者やGPOFsに参加していない他科の医師も含めて周知を広め，ネットワークを広げることで少しでも多くの患者に情報提
供がされる環境を整えていく必要があると思われた．

P－116　当院における子宮内膜異型増殖症および初期子宮体癌に対する妊孕性温存治療の臨
　　　　　　床成績

○岩佐　　武，松崎　利也，苛原　　稔

　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野

【目的】若年者で妊孕性温存を希望する子宮内膜異型増殖症および初期子宮体癌患者に対して，MPAによる温存治療が施行

されている．当院におけるMPA療法の治療効果と妊娠成績について検討した．【方法】当院で子宮内膜異型増殖症または

初期子宮体癌と診断され，十分な説明と同意を得た上でMPA療法を施行した26～40歳の11症例（異型内膜増殖症6例，
類内膜腺癌5例）について後方視的に検討した．【成績】8症例は不正性器出血，3症例は内膜肥厚病変を契機として発見さ

れた．MPA療法により11症例中9例でCRが得られたが，その後3例に再発を認めた．全症例とも診断の時点で出産歴は
なく，11例中9例は月経不順を合併しており，4例は不妊治療中であった．11例中9例には挙児希望があり，MPA治療中
の症例と転院症例を除いた7例全例に対して妊娠を目的とした検査および治療が施行された．MPA療法後直ちにARTを
施行した症例は3例で，他の4例では排卵誘発法が施行されていた．これらの治療の結果，4症例で合計8例の妊娠が成立
し，3症例において4名の生児が獲得された．3例は流産となり1例は現在妊娠継続中である．【結論】MPA療法により高
い寛解率が得られ，挙児希望患者の約半数に妊娠が成立した．このことから，妊孕性温存を希望する症例にとってMPA療
法は有効な治療法であると考えられた．一方，再発率は30％と高く，本法施行にあたっては十分なインフォームドコンセ
ントと厳重な管理が求められるほか，挙児希望のある症例に対してはARTを含めた積極的な介入により早期の妊娠をはか
る必要があると考えられた．

P－117　ART施設における凍結精子の保存に液体窒素気相保存容器は有用であるか

○山本　新吾1），西山和加子n，塚崎あずさP，小林　倫子1），古賀　美佳D，岩崎　聡美1），佐護　　中’｝，有馬　　薫D，

　野見山真理】・L）），小島加代子閣

　D医療法人社団高邦会高木病院不妊センター，2個際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻生殖補助医療胚
　培養分野

【目的】凍結細胞の長期保存において液体窒素内での凍結検体間のクロスコンタミネーションやマイコプラズマ汚染が懸念されている，

これらの対策として液体窒素気相保存容器（気相タンク）を使用することが推奨されている．しかしART施設での気相タンクの採用率

は未だ低い現状である．今回我々は小型の気相タンクを使用する機会を得た．この気相タンクは下部に約13Lの液体窒素を充填し，液体

窒素蒸気により庫内を一180℃以下に冷却する保存容器である．小型気相タンクにて保管した凍結精子の融解後の生存試験を行い，ART

施設における凍結精子の保存に気相タンクは有用であるか検討した．【方法】新鮮精子を2本に分けて凍結し，それぞれ液相タンク，小

型気相タンクにて1か月間保管した後融解した（nニ11）．凍結前と融解後に精子運動率を計測し，液相保存精子と気相保存精子の凍結前

後の運動率の低下パーセントポイント数を比較した．精子の凍結は液体窒素蒸気法にて行い，スクリューキャップ式の凍結チューブを用

いた．精子凍結液はIrvine　Scientific社のSperm　Maintenance　Mediumを用いた．小型気相タンク内の温度はキャニスター上部位置に

設置した温度計により監視し，重量により液体窒素残量を管理した．【結果】小型気相タンク内の温度は一185℃付近を推移し，蓋の開閉

や検体の取り出しなどで一170℃を上回ることはなかった．小型気相タンクの平均開閉回数は3．0±12回／day，平均開放時間は133．8±100．3

秒／dayであり，液体窒素の蒸発量はO．46±O．lkg／dayであった．凍結精子の凍結前後の運動率の低下パーセントポイント数は液相保存精

子が29．1±16．9，気相保存精子が26．7±15．0であり，両群間に有意な差は認めなかった．【まとめ】小型気相タンクにて1か月間保存した

凍結精子は，融解後に液相保存精子と同等の生存率を示した．気相タンクはヒト精子の凍結保存に有用である可能性が示唆された．
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P－118　当院におけるがんと生殖に関するリプロダクションカンファレンスの現状

○矢野美穂子，東梅　久子，藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，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】がんサバイバーに対する生殖医療の必要性が注目されているものの，悪性腫瘍に携わるスタッフの理解が十分とは

いえないのが現状である．がんに携わるスタッフの理解を得るために，院内で開催しているがんと生殖に関するリプロダク
ションカンファレンスの現状を報告する．【方法】リプロダクションカンファレンスは院内の全てのスタッフを対象とし，

平成26年3月から月1回，リプロダクションセンターを併設している産婦人科外来を会場として開催している．カンファ
レンスのテーマは産婦人科外来の看護師が中心となって決め，当該科のスタッフに周知を図った．参加者には無記名式の質
問紙を配布し，当科で行っている生殖医療の認知度を調査した．【成績】1）リプロダクションカンファレンスの参加者は主

催の産婦人科外来看護師，リプロダクション担当産婦人科医を除いて1回目10名，2回目4名，3回目4名，4回目21名で
あり，のべ39名が参加した．参加者の職種は医師7名，看護師24名，助産師7名，事務1名であった．2）看護師の所属
は産婦人科，乳腺科，血液科を含む病棟24名，外科外来3名，医療連携部1名，緩和医療科1名，その他2名であった．3）
アンケートは25例（74％）から有効回答を得た．当科で実施している生殖医療を正しく回答したのは，胚凍結保存23例
（82％），精子凍結保存23例（82％），卵子凍結保存20例（71％）であった．当科で実施していない生殖医療を実施してい

ると回答したのは，卵巣凍結保存1例（4％），非配偶者間人⊥授精2例（7％）であり，当院で実施している生殖医療をす
べて正しく回答したのは14例（56％）であった．【結論】院内においてがんサバイバーに対する生殖医療が十分に理解され

ているとはいえず，リプロダクションカンファレンスは院内のがんに携わるスタッフとの円滑な連携と情報の共有と知識の
向上のために有用であると思われる．

P－119　妊孕性温存治療への思いと必要とする情報～がん治療施設の看護職へのアンケート
　　　　　　調査より～

○大月　順子，金子　京子，門田　貴子，定本　幸子，杉山喜代美，寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原　俊宏，林　　伸旨

　岡山二人クリニック

【目的】がん治療施設と生殖医療施設の看護職間の連携体制構築を目標とし，がん治療施設の看護職ヘアンケート調査を実施し

た．「妊孕性温存治療への意見」と「生殖医療施設の看護職からどのような情報を提供することで施設問の連携がスムーズに行

なえるか」の設問への記述内容から妊孕性温存治療への思いと必要とする情報について分析した．【対象と方法】2013年11月～

2014年3月にt予め看護部長から受諾が得られたがん治療施設の看護職に，調査協力の依頼書と無記名の質問調査紙を送付し
65名から回答を得た．調査結果は倫理的配慮のもと集計し，記述的分析法により分類した．【結果】「妊孕性温存治療への意見」

の記述は23名から得られ，回答者年齢は20代5名，30代7名，40代6名，50代5名であった．看護職の思いとして1．妊孕
性温存の正しい知識習得の必要性：14件，2．知識不足による情報提供の困難さ：ll件，3．適切な時期での情報提供の必要性1

9件，4．社会に向けて情報発信の必要性：2件の4カテゴリーが抽出された．「生殖医療施設の看護職からどのような情報を提

供することで施設間の連携がスムーズに行なえるか」の記述は25名から得られ，回答者年齢は20代3名，30代13名，40代
5名，50代4名であった．L妊孕性温存治療についての情報：13件，2．治療内容・経過：7件，3．勉強会の開催：7件，4，
患者の治療の受け止めや思い：6件，5．生殖医療施設の看護職への連絡や相談方法：5件，の5カテゴリーが抽出された．【結

論】がん治療施設の看護職は，若年性がん患者の看護支援に際して，妊孕性温存に関する知識不足による患者への情報提供の

困難さを感じており，正しい知識の習得を行なって，適切な時期に情報提供を行ないたいと考えられていた，がん治療施設と

生殖医療施設と連携して看護支援できるよう，生殖医療施設側から積極的に情報提供して体制構築を計る必要がある．

P－120　聖隷浜松病院における医学介入精子凍結による不妊治療の現状

○栗田　哲至1），村松　正子U，鈴木伊都子’），今井　　伸3），塩島　　聡L’），松本美奈子2），渋谷　伸一

　1）聖隷浜松病院臨床検査部H・ARTユニット，2）聖隷浜松病院不妊内分泌科，3）聖隷浜松病院泌尿器科

【はじめに】がん診療の進歩発展は著しく，がん患者の予後は著しく改善してきている．一方で，それらの患者の将来的な

妊孕能確保の気運が高まっている．当院において，精子凍結は1992年より開始しており，1998年に初の男性がん患者に対
する精子凍結実施（医学介入による精子凍結）を行なっている．今回，当院にて行なわれた医学介入による精子凍結に関し
て検討したので報告する．【対象と方法】当院にて行なわれた医学介入による精子凍結について追跡可能であった2001年1

月から2013年12月までの13年間，47人分178本の凍結精子を対象とし，凍結時の年齢，疾患，凍結本数，使用・廃棄状
況，妊娠数などを検討した．【結果】凍結時の平均年齢25．2歳（最年少：14歳，最高齢：51歳），疾患別では血液疾患51％

（24件），精巣腫瘍21％（10件），骨肉腫7％（3件），その他21％（10件），1人あたりの最多凍結本数は10本で，平均凍

結本数3．7本であった。IVF施行4例中3例に挙児を得た（1例は現在妊娠中）．使用率＆4％（15本（AIH：3本，　IVF：12
本）），es棄率　21．3％（廃棄38本），残りの70．3％が凍結保存中であるが，中には10年以上精子を凍結保存している患者も

複数人みられ，住所変更や他院に転院したことにより連絡が取れず更新手続きを行なえていないケースも確認された．【考

察】治療前に精子凍結を行なうことは男性がん患者の妊孕性確保において有用であることが示された．また，治療後に造精

能が回復し，自然妊娠した症例もあり，精子凍結後も定期的に精液検査を実施し，造精能を確認することは必要と思われる．
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P－1・21　当科における妊孕能温存のための精子凍結保存とその後の妊娠について

○渋谷　伸一1），村松　正子21，栗田　哲至L’），鈴木伊都子2｝，今井　　伸ll｝，塩島　　聡D，松本美奈子1）

　1）聖隷浜松病院産婦人科，2聖隷浜松病院臨床検査部，3聖隷浜松病院泌尿器科

【目的・方法】精子凍結のほか卵子凍結，卵巣凍結が行なわれるようになり，がん治療後の妊孕性温存は今後ますます重要

になってくる．当科では1998年より男性がん患者の精子凍結保存を開始している．1998年12月より2014年3月までの16
年4ヶ月間に悪性疾患等のためその後の妊孕性が著しく害されると判断された男性患者に対して，当院にて用手的もしくは

手術的に精子を採取し，凍結保存した患者49名について精子採取後の妊娠について検討した．【成績】採取後2014年6月
までに死亡された方は6名であった．不妊治療に使用された方は4名で，1名は人工授精を施行したが，妊娠に至らず，そ
の後顕微授精にて妊娠，出産となった．3名は最初から顕微授精を施行し，妊娠した．その他，精子凍結後精巣機能の回復
により自然妊娠した症例が5例あった．【結論】抗がん剤の使用により精巣の正常な機能が障害され，妊孕性が低下する危

険性がある．また，抗がん剤の種類，使用量，使用期間のほか患者の年齢などにより障害の程度が変わる．二次的な無精子

症の期間には個人差があるとも言われており，治療後の精液検査で精子が見られなくても数年待つことで回復することもあ

ると言われている．また，抗がん剤による精巣障害に対する不妊治療として，唯一確立されている方法は精子凍結であると

言われている．がん治療前の短い時間で採取出来る精子は限りがあり，妻への適切な卵巣刺激による過排卵と顕微授精およ

び，胚凍結は男性がん患者に対し妊娠のチャンスを提供出来る方法であり，女性がん患者に対しても同様に卵子凍結，卵巣
凍結などの妊孕性の温存が出来るよう環境を整備することが必要と思われた．

P－122　当院における乳がん患者の妊孕性温存の現状と治療成績

○市橋あゆみ，田中久実子，栖原　貴子，奈良　和子，大内　久美，平岡謙一郎，高木　清考

　亀田総合病院ARTセンター

【目的】若年患者に対するがん治療は，性腺機能不全や妊孕性の低下を引き起こすため，妊孕性温存の治療をがん治療と並

行し提供する必要がある．当院では2008年より受精卵，未受精卵凍結に取り組んでいる．今回，当院における乳がん患者
の受精卵と未受精卵の凍結保存の現状に加え，乳がん治療後に胚移植を実施し，妊娠，出産に至った症例について報告する．

【方法】2008年1月から2014年5月までに妊孕性温存目的で採卵を実施した乳がん患者で，38症例，60周期を対象とし，
採卵時年齢，卵巣刺激法，採卵回数，採卵個数，凍結保存数乳がん治療後の凍結融解胚移植数と妊娠の有無について検討
した．【結果】受精卵凍結は30症例に対し49周期実施し，未受精卵凍結は8症例に対し8周期実施した．採卵時年齢は平
均37歳で，卵巣刺激法は自然周期4例，クロミフェンーFSH法10例，　FSH法2例，アンタゴニスト法21例，ロング法2
例，ピルロング法1例，フェマーラ併用4例，タモキシフェン併用3例であった．採卵回数は1回から12回で平均1．6回，
その内乳がんの手術前に実施したのは，7症例10周期のみ（16．7％）であった．採卵個数は最高15個で，平均は5．4個であっ

た．受精卵の凍結保存は22症例で実施し，最大9個，平均3．3個で，未受精卵の凍結保存は，最大12個，平均5個実施し
た．受精卵の凍結保存を行った5症例に対し，10周期凍結融解胚移植を実施し，2症例において妊娠が成立した、1症例は
出産に至り，1症例においては現在妊娠継続中である．【考察】妊孕性温存を行うためには乳腺科との連携や心理的ケアも不

可欠である．当院での乳がん手術前の採卵率は16．7％に留まっており，今回妊娠，出産に至った症例は，乳がん手術の前後

ともに採卵，凍結保存を実施し，術前に凍結保存した胚を移植して妊娠に至ったことから，術前に妊孕性温存を行うことは
有用と考えられた．患者に迅速かつ正確な治療，精神ケアが行えるネットワークの確立が必要である．

P－123　乳がん患者の性腺温存治療におけるアロマターゼ阻害剤の使用が胚に及ぼす影響に
　　　　　　関する検討

○塩田　恭子，小野健太郎，大垣　洋子，秋谷　　文，堀内　洋子，酒見　智子，中村　　希，小松　雅博，粟田絵里加，

　百枝　幹雄

　聖路加国際病院生殖医療センター

【目的】がん治療における化学療法が卵巣機能障害をもたらすこと，それに対して性腺温存治療というオプションがあることを治療前に患

者に情報提供を行うことが提唱され，さらには乳がん患者数が増加していることにより，がん治療前に性腺温存治療を行う乳がん患者が増

加している，しかしながら，乳がん患者に排卵誘発を行うことはエストロゲン分泌を促し，ひいては乳がんに悪影響を及ぼす可能性がある，

効率的に性腺温存を計り，かつエストロゲンを上昇させない排卵誘発方法として，アロマターゼ阻害剤を併用した排卵誘発方法が報告され

ている．この方法ではhCG投与直前までアロマターゼ阻害剤を投与するため，採卵時のエストロゲンは低値となり，乳がんに関しては比

較的安全に排卵誘発を行える可能性がある．しかし反対にエストロゲンが通常よりも低値であることが胚に悪影響を与える可能性も考えら

れる．この研究の目的はアロマターゼ阻害剤の使用が胚に何らかの悪影響を及ぼすか否かを明らかにすることである．【方法】乳がんのた

めアロマターゼ阻害剤を併用して排卵誘発を行い，2010年4月から2013年4月の期間に胚凍結保存を試みた乳がん患者43例について良好
胚率，着床率を検討した．【成績】対象の年令は37，3±3．6才，48周期で排卵誘発を行い，採卵数7．1±6．3個，凍結胚数5．3±4．7個，hCG投

与前のエストロゲン値は223．8±17＆Opg／mlであった．受精数は5．9±4．7個，良好胚数は3．9±3．3個であり，受精率79．3％，良好胚率　66．8％

であった，胚移植は6例計10回施行し，その1例が妊娠・分娩に至り，着床率は10％であった．【結論】症例数がかなり少なく，アロマ

ターゼ阻害剤が胚に及ぼす影響については今後さらなる検討が必要であるが，現段階の結果からは乳がん患者に使用するにあたってはその

メリットを鑑みると許容範囲内での影響ではないかと考えられた．この研究は患者に同意を得て，検討・発表した．
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P－124　当院生殖外来への乳がん患者診療依頼状況

○佐藤　琢磨，拝野　貴之，稲川　早苗，笠原　佑太，斉藤　三和，大野田　晋，加藤　淳子，山本　瑠伊，杉本　公平，

　岡本　愛光

　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

【目的】2006年に米国臨床腫瘍学会（ASCO）より妊孕性温存に関する指針が示されたことを皮切りに若年がん患者への治療前

情報提供が重要となってきている．当院においては，がん生殖医療が周知され始めた影響を受けて，乳がん患者の診療依頼が増

加してきている．【方法】妊孕性温存の可能性を検討する乳がん患者に対する情報提供の現状について分析し，より有用な情報

提供の在り方について検討を行う．【対象と方法】2011年以隆東京慈恵会医科大学附属病院生殖・内分泌外来に胚凍結等の妊

孕性温存治療を目的として受診した乳がん患者17名を対象とした．患者背景，治療状況，情報提供状況，妊孕性温存治療の状
況について検討した．【成績】受診時の患者平均年齢は37．2才．2011年および2012年はそれぞれ1名であった依頼患者数が，2013

年に5名，2014年は7月までに10名と増加していた．17名のうち，未婚者は4名（245％），当科初診時に針生検後に癌と診
断された直後に受診できたのは4名（23．5％），術後に治療方針が決定した後の受診も4名（23．5％），術後放射線治療や化学療

法，ホルモン治療中あるいは治療後の受診が5名（29．4％），術前化学療法（NAC）施行中・施行後の受診が4名（23．5％），　NAC

前に受診できた患者はいなかった．十分な時間をカウンセリングに費やせたのは9名（53．0％）であった．化学療法が施行され

たのは8名，うち治療前にカウンセリングがなされたのは3名であった．胚凍結を目指した7名のうち，凍結に至ったのは5名
であった．【結論】がん治療前に情報提供することの困難さが再認識された．当院ではカウンセリング外来は週1～2日しか設け

ていないが，がん生殖医療の特性からよりフレキシブルな体制の構築が必要であると考えられた．そのためには，この医療の特

性について，病院内のスタッフ全般への啓蒙および担当科内カンファレンス等への積極的な参加が必要であると考えられた．

P－125　ARTにおける卵巣機能低下の指標としてのAMHとFSHの検討

○山崎　幹雄1），桑原　　章1），谷口　友香1），山本　由理D，岩佐　　武1），檜尾　健二2），松崎　利也1），苛原　　稔1）

　1〕徳島大学産科婦人科，2四国こどもとおとなの医療センター

【背景と目的】卵巣機能が低下している症例を治療早期から把握することは，ARTのみならず一般生殖医療においても重要

であり，AMHは月経周期で変動するFSHに比べて卵巣予備能をより簡単・正確に評価できる卵巣機能評価法として現在，
広く用いられている．今回我々は，適切な時期に測定されたFSH値とAMH値を用いて，　ARTにおける採卵数との関連性
を比較検討した．【対象と方法】2012年6月から2013年12月までに当院で採卵した症例のうち，40歳以下，かつ，採卵前
月の月経周期早期，あるいは発育卵胞のない時期にFSH値，　E2値，　AMH値を測定し，　E2値が10－100　pg／mlの範囲であっ

た周期76周期を対象とした．刺激はGnRH－agonist－long法あるいはGnRH－antagonist法を併用してFSHI50－450単位を連
日投与し，通常通り採卵を行った．【結果】FSHが10．OmlU／ml以上の周期は9周期（平均年齢37．0±3．0歳AMH　1．98±2．56），

AMHがO．7ng／ml以下の周期は11周期（平均年齢38．3±2．1歳FSH　6．7±2．6），重複周期は2周期であった．各群における
平均採卵数は7．1±2．5（3～11）個，＆3±5．5（2～20）個，新鮮胚移植あたり妊娠率は44．0％，45．5％，FSH投与量は3575±

1049．6単位，3477±1049．6単位であった．【まとめ】卵巣予備能の指標としてAMHの有用性が示されるとともに，適切な

時期に測定されたFSH値も，卵巣機能低下に関してはAMHと同等の指標となることが示唆された．　AMHは保険適応外で
あり，一般施設での測定には困難を伴うため，卵巣機能低下例を早期に発見するためには適切な時期にFSHを測定するこ
とが重要であることが示唆された．

P－1　26　卵巣チョコレート嚢胞摘出術後のAMH低下と妊娠予後に関する検討

○平川絵莉子，東　　幸弘，佐藤　絵理薮田　結子，出浦伊万里，坂本　靖子，谷口　文紀，原田　　省
　鳥取大学医学部産科婦人科

【目的】卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下嚢胞摘出術では，術後の卵巣予備能低下が妊孕性に影響する．術後の抗ミュ

ラー管ホルモン（AMH）低下および妊娠予後について後方視的に検討した．【方法】2011年から2013年3月までに当科に
て腹腔鏡下嚢胞摘出術を行った患者のうち，40歳未満の40例を対象とした．卵巣・卵管周囲の癒着剥離，卵巣チョコレー
ト嚢胞の摘出，腹膜病変の焼灼，および腹腔内洗浄を基本術式とした．高齢，両側性，卵巣手術既往など，術後の卵巣予備
能低下が懸念される場合には嚢胞壁焼灼を併用した．痔痛症状が強い症例に限り，ダグラス窩開放と深部病巣切除を行った．

卵巣予備能の低下は，チョコレート嚢胞とそれ以外の良性卵巣腫瘍（非チョコレート嚢胞）に対する嚢胞摘出術における術

前後の血清AMH値により評価した．【成績】術後経過観察期間の中央値は18ヵ月であり，累積妊娠率は40％であった．

不妊患者28例中11例で妊娠が成立し，5例は自然妊娠，6例はARTによる妊娠であった．術前に不妊の訴えがなかった12
例のうち，5例が自然妊娠した．術後の月経痛スコアはO．8±O．9点であり，術前の3．3±1．0点と比較して有意に低下した．9

例（22％）で再発を認めたが，痔痛再発は2例（5％）のみであった．チョコレート嚢胞群では，非チョコレート嚢胞群に
比して術前のAMH値が有意に低かった（2．4　ng／ml　vs．4．6　ng／ml）．　AMH値の低下した割合は，術後6ヶ月（63％vs．24％）

および1年（46％vs．21％）でチョコレート嚢胞群で大きかった．【結語】卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下嚢胞摘

出術では，卵巣予備能低下は避けることができない．治療のエンドポイントに応じて術式を個別化し，卵巣予備能低下を最
小限にすることが望まれる．
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P－127　当院における目標を明確化した胚培養士教育システムの導入

○神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，田中　幸子，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，井浦　文香，

　永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典
　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

【目的】培養室の成績を向上させ，また，良好な培養成績を維持する上で，人材の育成は非常に重要な要因となる．そこで当院

で導入している独自の教育システムを紹介する．【方法】1．教育訓練／当院の胚培養士教育訓練は，独自に作成した14個の技

術項目に分けて教育訓練表を作成し，それに基づいてトレーニングが行われる．各技術項目にはそれぞれ既定のトレーニング

回数が決められおり，教育訓練表を記載して行く事で進捗状況を可視化し，教育者・訓練者双方におけるモチベーションの向

上を狙う．2．審査／14の技術項目にはそれぞれ審査が設けられており，審査で合格した者のみが当該の技術項目を単独で施行

する事が可能になる．審査は『優』『良』『可』『不可』の4段階の評価基準を設定している，各審査項目で『不可』の評価が付

かなければ合格となる．審査は複数名で行い，協議の上で合否を判定する．不合格の場合は，教育担当者が訓練者と共に指摘
事項を確認し，今後のトレーニングの方向性と回数を決め，再トレーニングの後に再審査となる．3．培養士外来／当院では培

養士外来を設け，培養士と患者との接点を持たせている．普段培養している胚の先には確かに患者が存在し，患者の想いを受

け止める事で胚1つ1つの大切さを再認識して貰う事が狙いである．また，当院は分娩まで管理を行う総合病院である為，ART

後に分娩に至った新生児とも対面する機会を設けtモチベーションの向上につなげている．【結論】本教育システムに則りトレー

ニングを行っているのは，本年度より採用した新卒の培養士のみである為，この教育システムの評価を行うには値しないが，

現在は「AIH」「精子処理」「採卵」「胚評価」の4項目を合格しており，順調に教育システムが稼働している．今後も培養士の

増員を検討しており，当教育システムの更なる活用と，より洗練されたシステムへ発展が期待される，

P－128　当院の妊娠と薬の相談外来における抗悪性腫瘍薬の相談の現状

○山口　　隆，東梅　久子，矢野美穂子，藤澤　佳子，永井美和子，秋山　育美，中林　　稔，北川　浩明
　国家公務員共済組合連合会虎の門病院

【目的】悪性腫瘍に対する治療は日進月歩で進歩しており，新薬の開発や治療薬の組み合わせにより長期生存も望めるよう

になってきている．しかし悪性腫瘍治療後の妊娠やパートナーの男性が使用した抗悪性腫瘍治療薬による胎児への影響につ

いての不安はあり，それに応えることは重要である．当院では1988年より薬剤部医薬情報科を中心として「妊娠と薬の相
談外来」を開設している．抗悪性腫瘍薬についての相談の現状を報告する．【方法】1988年から2014年5月までに抗悪性腫

瘍薬使用についての妊娠と薬の相談を受けた方を対象に，年令，本人の薬の相談か男性の使用薬剤の相談か，疾患名，使用
薬剤，転帰について検討した．【結果】抗悪性腫瘍薬についての妊娠と薬の相談者数は30名であった．相談者の平均年令は

31D才であった．女性の服用の相談は10名，男性の服用の相談は20名で，妊娠前の相談は15名，妊娠中の相談は15名で
あった．疾患別では慢性骨髄性白血病の方が6名で最も多く，胃がん・悪性リンパ腫5名，大腸がん4名，乳がん・急性骨
髄性白血病・悪性黒色腫の方がそれぞれ2名でその他は4名であった．薬剤別ではビンクリスチンが7例と最も多く，イマ

チニブ5例，ユーエフティー4例と続き，計31種類の薬剤の相談があった．妊娠中に相談された15名のうち10名が分娩
され，10名とも明らかな先天異常なし，1名が妊娠継続中，3名が自然流産，1名が転帰不明であった．【考察】抗悪性腫瘍

薬と妊娠については女性だけでなく男性の使用についても相談があり，特定の疾患や薬剤に限らず，相談の機会を設けてお
く必要がある．悪性腫瘍の治療では卵巣機能や造精機能といった性機能への影響だけでなく，治療薬による胎児への影響に
ついての情報提供および相談は重要であると考える．

P・－1　29　東日本大震災後の培養室の災害対策の変化と現状について

○針村　若菜，福山八知代，塩沢　直美，武田　信彦，出居　貞義
　大宮レディスクリニック

【目的】東日本大震災から3年が経った今，胚を扱う培養室でどのような変化が見られたのか，どのような対策を行ってい

るのか，培養室の現状についてアンケート調査を行った．【方法】期間：2014年2月～5月，生殖医療の登録施設の培養室
を対象に郵送で調査を依頼した．倫理的配慮として調査用紙への記入は無記名とし，調査協力は自由意思であることを文書

で説明し，返送をもって同意を得たものとした．結果は被災経験地域（東北・関東）をA群，非被災地域をB群に分類し，

培養室での対策を変更，または追加した群を1群，震災前に行っていた対策のままで十分と回答した群を2群とし，比較検
討を行った．【結果】インキューベータの転倒防止対策ではA－1群459％，B－1群30．0％，　A－2群21．6％，　B－2群50．0％

だった．対策内容としては，インキュベータの固定や倒れにくい物を使用するとの回答が多くみられた．凍結保存タンクの
転倒防止対策ではA－1群23．4％，B－1　9e　20．0％，　A－2群37．8％，　B－2群36．7％だった．培養の胚のDISH内移動防止に

ついてはもともとウェル型を使用している施設が多く，A－1群13．5％，　B－1群10．0％，　A－2群24．3％，　B－2群17．2％だっ

た．停電時の電源についてはA－1群43．2％，B－1群17．2％，　A－2群43．2％，　B－2群51．7％だった．震災の際，培養室で

苦労した事では，A群では余震の問，胚を扱うことの大変さが多くみられた．　B群では流通の乱れによる培養液や物品など
物資の確保が困難との回答が多かった．【結論】多くの施設で震災時，胚の紛失を防止する工夫がされていた．また，非被

災地域でも物資の供給不安定があり，いずれの地域でも苦労がみられていた為，常に在庫を多めに確保する必要性があると
示唆された．
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P－130　不妊症予防という観点から行った活動について

○篠原　宏枝，西澤千津恵，森

　長野市民病院婦人科

篤

【目的】当院に通院する患者の55％が30歳代後半から40歳代と高齢化を示しているsその患者の苦悩は計り知れない．高
齢不妊症患者より「誰も妊娠に限界があるなんて教えてくれなかった」という声を聞いた．偶然引き受けた保健師・養護教
諭対象の「不妊治療と支援の実際」という講義に，妊孕力の限界・苦悩する患者の心理を知り，不妊症予防を目的とした保
健活動が行える能力を養うことを期待し，対象者の意識改革から具体的な行動変容が見込めたかアンケートより検討した．

【方法及び結果】講義の対象者は，地域で活動中の保健師30名および中学・高校に勤務する養護教諭2名であった．講義終

了後，講義を受けての意見を自由回答方式にて書面に記入してもらい本人の自由意思にて回収した．回収率は82．5％であっ

た．主な回答は，妊娠に限界があること・妊孕力の低下について知らなかったが72％，不妊症を予防するという視点に驚樗

したが62％，地域で不妊症予防に関する活動をしなくてはいけないと思うが30％，特記として学校での性教育に関する構
成の見直しの必要性を感じたであった．【考察】保健師などの有資格者でさえ，妊孕力の限界や低下についての正確な知識

をもっていない．対象者に期待する目的をしっかりもち講義を行ったことで，意識改革は行えた．具体的な行動変容につい

ての記載は見られず，今後に期待するものである．私達，生殖医療の現場に携わるものとして不妊症予防の一貫として，妊

孕力が備わっているうちに人生設計が行えるように地域の保健師または直接的に若年者に対し，継続しながら啓蒙活動をし
ていく必要性を認識した．

P－131　ギャップジャンクション阻害剤はマウス胚の胚盤胞到達を遅延させる

○富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，金森　恭子，熊澤由紀代，熊谷　　仁，寺田　幸弘

　秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座

【背景・目的】ギャップジャンクション（GJ）は細胞内pHやCaイオン濃度等に応じて開閉する細胞間チャネルであり，　GJを

介した隣接細胞間コミュニケーション（GJIC）は，細胞傷害や着床において重要な機能である．　GJICは胚の発育と分化にも

関与すると考えられる．今回我々はGJICがマウス着床前胚発育に及ぼす影響をGJ阻害剤の添加培養系を用いて検討した．【方

法】PMSG・hCG投与により排卵刺激・交配したICRマウス（8－12週齢）の卵管より2細胞期胚を採取した．胚はCZB培地
を基本とし，無添加群，DMSO　O．1％群，　GJ阻害剤であるoleamide（0），　heptanol（H）を添加した群で発育培養し，72時

間（N＝479），96時間（N＝　112）でその形態を評価した．実験動物の取り扱いはヘルシンキ宣言を遵守した．【成績】72時間

後に無添加群およびDMSO　O．1％添加群の胚盤胞到達率は9L7％（44／48），87．5％（42／48）で有意差を認めなかった．　GJ阻
害剤添加群の胚盤胞到達率は0群（5，10，20，50μM）で各88．9％（41／45），84．8％（39／46），81．3％（39／48），75．0％（36／48），

H群（O．1，L5，10mM）で91．8％（45／49），87．5％（42／48），83．7％（42／49），66．0％（32／47）であった．0，　H添加群共に，

濃度に比例して胚盤胞到達率が低い傾向であり，最大濃度で有意差を認めた（p＜O．Ol）．各群の平均胚盤胞径に有意差を認め

なかったが，hutchingの胚盤胞径に関してGJ阻害剤添加群で対照群より大きい傾向であった．96時間の培養後にCZB，　DMSO
O．1％添加群の胚盤胞到達率は81．8％（9／11），90．9％（10／11）であり，GJ阻害剤添加群の胚盤胞到達率は0群（5，10，20，
50pM）で各100％（11／11），90．9％（10／11），90．9％（10／11），72．7％（8／11），　H群（O．1，1，5，10mM）で100％（7／7），90％

（9／10），100％（10／10），100％（10／10）であった．0群50μMで有意差を認めた（p＜O．Ol）．【結論】マウス初期胚培養系に

おいてGJICを抑制することで，胚盤胞形成が遅延した．正常な胚発育にGJICの適切な機能発現が必要なことが示唆された．

P－1　32　酸化ストレスが卵子の質に及ぼす影響の検討

○林　　輝美D，岩木　有里1），苅田　正子1），田口　早桐12），多田　佳宏P，船曳美也子1・3），中村　嘉孝12・3）

　i｝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】近年，不妊治療の分野でも酸化ストレスの影響が注目されており，排卵過程で酸化ストレスが生じると卵の成熟障害が引き起

こされる，変性卵の割合が高い症例は変性卵の割合が低い症例に比べて，酸化ストレスマーカーである80HdGの卵胞液中の濃度が

有意に高いという報告がある．当院では，IVF患者の卵胞液中の80HdGを測定し，酸化ストレスがARTに及ぼす影響を後方視的
に検討した．【方法】採卵時に採取した卵胞液を凍結保存し，インフォームドコンセントを得た40検体を抽出して80HdGを測定し

た．中間値を除いた24検体を低80HdG群（Low　group，　n＝14）と高80HdG群（High　group，　n＝10）に分け，採卵数変性卵及

び未成熟卵数受精率，分割率を比較した．また，胚移植を行った19周期（Low　group＝10，　High　gr皿p　・9）について妊娠率，妊

娠継続率を比較した．【結果】Low　group（平均80HdG値5277．6pg／ml）は採卵数7．5個，変性卵数O．1個，未成熟卵数O．8個，受精

率43．6％，分割率　39．8％，臨床妊娠率35．7％，妊娠継続率30．0％だった．High　group（平均80HdG値8654．7pg／ml）は採卵数5．0個，

変性卵数02個，未成熟卵数O．3個，受精＊．　45．8％，分割率40．8％，臨床妊娠率40．0％，妊娠継続率　44．4％だった．採卵数はLow　group

の方が多い傾向を認めた（p＝O．061），変性卵，未成熟卵数は両群間で有意差を認めなかったが，総採卵数から変性卵及び未成熟卵数

を除いた良好卵数は，Low　groupの方が多い傾向を認めた（p　・・　O．086）．受精率，分割率，臨床妊娠率，妊娠継続率は両群間で有意差

を認めなかった．【結論】今回の結果から，卵胞液中80HdGが高いと採卵数及び質の良い卵子が減少する傾向があることが分かった．

これは，酸化ストレスにより卵成熟が障害された結果，採卵に至る成熟卵子が減少したためと推測できる，受精率や妊娠率への影響

は見られなかったが，症例が増加しても同様の結果が得られるか，検討を重ねる必要があると思われる．
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P－133　卵胞液中のレプチン値が不妊治療患者の妊娠に与える影響

○船曳美也子12），田口早桐1）t林　輝美1），多田佳宏’），北宅弘太郎n，岩木有里1’，苅田正子］），中村嘉孝P
　1）オーク住吉産婦人科，2）オーク梅田レディースクリニック

［背景］ヒトの卵巣においてレプチンおよびレプチン特異的受容体の存在が確認され，レプチン過剰状態は不妊症と関連す

るとの報告がある．しかし卵胞液中のレプチン値が不妊治療患者の妊娠に与える影響を検討した報告は十分ではない．［目
的］卵胞液中のレプチン値が不妊治療患者の妊娠に与える影響を検討した．［方法］当院にて不妊治療を受けている患者（N＝

40，平均年齢35．6歳）に対してインフォームドコンセント取得後，採卵時に採取した卵胞液を冷凍保存し，卵胞液中のレプ

チン値を測定した．結果は，受精後14日目の血中HCG値が2．00以上を妊娠陽性とみなし，卵胞液中のレプチン値とその採
卵周期の妊娠の有無の関係を検討した．［結果］ピアソンの相関解析の結果，相関係数が低いものの卵胞液中のレプチン値
が高いと2PN数が減少する傾向にあった（r＝－O．10，　P＜0．01）Tまた，相関係数が低いものの卵胞液中のレプチン値が高い

と妊娠しにくくなった（r＝－O．16，P＜001）．さらに卵胞液中のレプチン値は不妊治療患者のBMIと強く相関した（相関係

数r・＝・O．59，P＜O．OOI）．一方，重回帰分析の結果，卵胞液中のレプチン値に影響する因子は，年齢（P＝O．96）や採卵数（P＝

O．43）に関わらず，BMI値のみであった（P＝O．OOO6）．［考察］卵胞液中のレプチン値が高くなるにつれて2PN数が減り，

卵子の質に影響が及ぼされている可能性がある．また，卵胞液中のレプチン値が高くなるにつれて妊娠確率が低くなる．よっ

て卵胞液中のレプチン値は不妊治療患者に対する妊娠可能性を予測するための有用なマーカーになる潜在力がある．今後，

卵胞液中のレプチン値と卵子の質に関する評価研究を更に進める必要があると思われる．

P－134　単独精子媒精によるマウス体外授精法の検討

○杉山　　仁’），安里こずえ2），平敷　千晶L’｝，銘苅　桂子2），青木　陽一2）

　い沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・グループ，2疏球大学医学部産婦人科

【目的】cIVFのための精子の調整では遠心操作等により濃縮が行われるが，運動精子濃度が低い場合はICSIに頼ることとな

る．このようなケースでも，複数の運動精子が存在することが多く，極少数の精子の媒精による授精法が確立されれば，ICSI

ヘステップアップせずに済む例は多い．

最近，マウスのcIVFにおいてドロップ容積をlplとし，5個の精子を媒精することにより授精に成功した例が報告された
（Hasegawa　et　aL　2014）．5個の精子による受精率は13－15％であった．我々は，極少数の精子による高率な体外授精法を確

立するために，1一数個の精子による媒精を試みた．【方法】雌マウスを過排卵処理して卵卵丘細胞複合体（COC）を得た．

精子は精巣上体尾部より調整し，新鮮精子または凍結精子を1－2時間培養し，媒精に用いた．任意の数の精子を顕微鏡下で

ミネラルオイルに覆われた卵卵丘細胞複合体に媒精した．【成績】単独精子の媒精により，複数回の受精成立例を得た．現時
点では種々の条件を検討している最中であるため，それぞれの実験で媒精の条件等が異なるものの，全41回の媒精において，

6回の受精（約14％）を確認している．【結論】単独精子の媒精により複数回の受精の成立が確認できた．一般にマウスやヒ

トのclVFでは多くの精子を供する必要があるが，今回の結果は，卵丘細胞層に包まれた卵を単独で受精させる能力が精子に
備わっている事を示しており，この事実は精子が卵丘細胞層や透明帯を通過する過程を考察するうえで重要である．

不妊治療への応用については，単一精子の媒精ではICSIにおける「適正な精子の選択」という課題を同様に内包することに

なるが，ある程度の数の精子を媒精に供することで，この問題を軽減しつつ，ICSIのような物理的な卵への侵襲を回避でき
ると考えている．

P－135　産仔への発生能からみたマウス卵母細胞体外成長培養における代替血清の可能性

○坂本　淳平12），谷口　遼馬1），加田日出美1｝，山海　　直4），堤　　　治2｝，本橋　秀之3，t，5）

　1｝東京農業大学短期大学部，2現所属：国際医療福祉大学医療福祉学研究科生殖補助医療胚培養分野，3）国立精神・神経医

　療研究センター神経研究所，1医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター，5現所属：岡山大学生殖補助医療技術教育研究

　センター

【目的】前回，演者らは代替血清培地において体外成長・成熟させたマウス卵母細胞の受精ならびに初期胚発生能について報告したが，

産仔発生能についての報告は行っていなかった．一般にマウス卵母細胞の体外成長培養研究においては，産仔作出について十分な例数

をもって検討した報告は少ない．本研究では代替血清としてSSS，　KSRを用いて体外成長・成熟卵母細胞由来胚のみの移植による産仔

発生能を明らかにすることを試みた．【方法】BDF，12日齢雌マウスの卵巣から，　collagenase処理により卵母細胞一穎粒膜細胞複合体

（OGCs）を分離し，　FBS，　SSS，　KSR添加培地を用い，　insert　membrane上で37℃，　5％CO、　in　airの環境下で10日間培養した（IVG）．

培養10日目にhCG，　EGF添加培地で17h成熟誘起を行い，　MHへの成熟率を比較した（IVM），さらに得られた成熟卵母細胞にIVFを

施し，受精能および培養78h後の発生能を比較した．産仔に関する検討は，2細胞期胚を各区10匹以上の偽妊娠レシピエントに卵管移

植し，移植後19日目に帝王切開にて生存産仔，着床痕の有無を確認した（ET）．【結果】FBS，　SSS，　KSR各実験区のIVG終了時の卵

母細胞の生存率はそれぞれ90．6％，86．9％，86．7％，IVM後のMHへの成熟率はそれぞれ45．9％，52．6％，55．4％であり，生存率，成熟

率ともに有意差は認められなかった．IVMで得られた成熟卵母細胞の受精率はそれぞれ73．9％，63．4％，74．2％，胚盤胞発生率は59．7％，

47．7％，5＆5％であった．ETによりすべての実験区で産仔が得られ，生存産仔率は5．1％（12／235），　ID％（1／103），2．2％（4／181）で

あった．【考察】代替血清，特にSSSにおいては生存産仔率がやや低い傾向にあった．この理由として発生能に関わる因子の不足等の可

能性が考えられたが，IVGにおける代替血清は成熟・受精・初期胚発生のみならず，産仔までの発生能を支持することが証明された．
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P－136　タンポポT－1エキスはマウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させる

○部　　　輝1），本田　謙一2），野崎　利晃1）

　1）株式会社徳潤医薬研究所，2｝産業医科大学薬理研究室

【目的】生殖ホルモンは様々な組織に発現する受容体を介して作用する．今回の研究では，マウスにタンポポ抽出成分T－1

を6週間経口投与した後に，脂肪組織及び生殖器官におけるエストロゲン受容体（ERα及びERB），プロゲステロン受容体
（PR），及び卵胞刺激ホルモン受容体（FSHR）の発現について調べた．【方法】タンポポT－1を利用し，雌マウスにDT－IE

を含む飼料を6週間摂取させた後に血清中のホルモン濃度の変動，脂肪組織子宮，及び卵巣におけるエストロゲン受容体
（ERα及びERB），プロゲステロン受容体（PR），及び卵胞刺激ホルモン（FSHR）の発現，ならびに排卵への影響について

検討した．【成績】リアルタイム逆転写ポリメラーゼ連鎖反応による定量分析を行った結果，DT－IEを含む餌で飼育したマ

ウスの脂肪組織では，通常の餌で飼育した対照群のマウスよりもERα及びERB　mRNAの発現量が高かった，さらに，ゴ
ナドトロピンの注射後にタンポポT－1群では対照群よりも子宮のERα，　ERB，及びPR　mRNAならびに卵巣のFSHR　mRNA
の発現量が高かった．免疫組織化学分析の結果からも，タンポポT－1群では上記の受容体の発現レベルが上昇していること

が示された．【結論】今回の研究から，タンポポT－1の経口摂取によってマウスにおけるERα、　ERB，　PR，及びFSHRの
発現レベルが上昇することが示され，生殖ホルモン関連障害の臨床治療にタンポポ抽出T－1を利用できる可能性が示唆され
た．

P－137　1VM培地へのBMP－15およびGDF－9の添加がウシ卵子の核成熟と，　ICSI後の胚
　　　　　　発生に及ぼす影響

○可見知加子1），朽原知彩都3），櫻井　優広D，山中菜保子2），松永　利恵2｝，渡辺　真一2），上畑みな子2），与那覇　斉2｝，

　桑波田暁子2），越知　正憲2），堀内　俊孝3｝

　1）おち夢先端生殖医学研究所，2］おち夢クリニック名古屋，3｝県立広島大学大学院総合学術研究科

【目的】我々は，体外成熟（IVM）培地へのジブチリルcAMP（dbcAMP）添加によりウシ卵子の発生能が高まることを報
告し，ヒト卵子IVMに応用した．最近，卵子から分泌する増殖因子BMP－15とGDF－9は，卵丘細胞のグルコース代謝や
コレステロール生合成を制御，卵子の発生能を高めることが報告された．本研究では，dbcAMP添加，また無添加IVM培
地へのBMP－15＋GDF－9添加がウシ卵子の発生能に及ぼす影響を調べた．【方法】IVM培地はFSH　＋　EGF添加TCM199と
した．［実験1］dbcAMP無添加：BMP－15＋GDF－9（各100μM）添加のMII率とICSI後の胚発生率を調べた．［実験2］

dbcAMP（25μM）添加：BMP－15＋GDF－9（各100　pM）のMII率とICSI後の胚発生率を調べた．［実験3］dbcAMP無
添加，添加：0，25，50，100pM　BMP－15＋GDF－9添加のMII率と胚発生率を調べた．【結果】［実験1］BMP－15＋GDF－9
無添加，添加のMII率，卵割率は有意な差はなかった．胚盤胞率は各19．4，36．4％となり，　BMP－15＋GDF－9区で有意に高

かった．［実験2］dbcAMP添加では，　BMP－15＋GDF－9無添加，添加区のMII率，卵割率に有意な差はなかった．胚盤胞
率は各32．6，40．6％となり，BMP－15＋GDF－9添加区で有意に高かった．［実験3］全ての区でMII率，卵割率に有意な差

はなかった．dbcAMP無添加では，0，25，50，100　pM区の胚盤胞率は各18．9，37．1，30．4，36．4％となり，25と100μM
添加区で有意に高かったが，dbcAMP添加での胚盤胞率は25μM添加区で有意に低下した．【結論】BMP－15＋GDF－9添加
により胚盤胞率は向上した．今後は，添加時期，単独添加，作用機序を検討する．

P－138　ギャップジャンクションの機能阻害はマウス胚でstrand現象を惹起する

○富樫嘉津恵，白澤　弘光，佐藤　　亘，金森　恭子，熊澤由紀代，熊谷　　仁，寺田　幸弘

　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

【背景・目的】ギャップジャンクション（GJ）による伝播調節機構（GJIC）は隣接細胞間での恒常性・協調性の保持に寄与

する一方，その開閉によって細胞傷害や炎症の防御機構にも関与する．胚ではコンパクション以降で機能し，胚のICMと
TEの分化や胞胚腔形成に関与すると考えられる．今回我々はGJ阻害剤添加培養系での発育挙動を連続観察し，　GJICの阻
害がマウス着床前胚の発育に及ぼす影響について検討した．【方法】PMSG・hCG投与により排卵刺激・交配したICRマウ
ス（8－12週齢）の卵管より2細胞期胚を採取した．胚はCZB培地を基盤として，　DMSO　O．1％，　GJ阻害剤であるoleamide

（0）50μMを添加した群で発育培養した．培養条件は37℃，5％0、，5％CO、，90％N，として，培地交換は行わなかった．2

細胞期よりhutchまでの期間を撮影間隔3分として，　time－lapse　cinematography（CCM－M1．4　software　ASTEC社製）を

用いて連続観察と解析を行い，X2乗検定・Man－Whiteney’s　U　test等を用いて統計解析を行った．実験動物の取り扱いには

ヘルシンキ宣言を遵守した．【成績】胞胚腔形成までの平均時間は，各49時間，49時間53分，53時間であり，GJ阻害剤
添加群で遅い傾向にあった．また胚盤胞の全虚脱頻度は，各17．9％，21．6％，343％であった．GJ阻害剤添加群において，

複数回の虚脱を繰り返しhutchに至らない胚が多く存在した．また，今回検討したマウス胚において，ヒトで報告されてい
るstrand現象が観察された．　strand現象の発現頻度は，　control群0％（0／42個），　DMSO群49％（2／41個），01eamide群

25．5・／。（12／47個）であり，GJ阻害剤添加群で有意に高頻度であった、【結論】GJ阻害剤添加群でマウス胚の発育速度が低

下し，全虚脱頻度は増加し，さらにstrand現象が確認された．今回の結果から，　strand現象はGJICの異常によって惹起さ

れる可能性が示唆された．
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P－139　加齢にてmitochondrial　DNA　copy数は減少する

○村越　行高12），末岡　　浩2），水口　雄貴L’），泉　　陽子！），高橋　香織2），佐藤　　卓L’），佐藤　健二2），中林　　章2）

　1）荻窪病院産婦人科，2慶懸義塾大学医学部産婦人科

【目的】晩婚化・晩産化という社会情勢の変化に伴い，我が国での不妊治療に行き詰まり，昨今oocyte　donationを余儀なく

される事例が増加している．加齢における妊孕性の低下は卵子の機能低下が原因であり，その卵細胞質の機能低下も原因の

一つと考えられる．卵細胞質のmitochondrial（mt）DNA　copy数と卵細胞質の容積から，加齢による妊孕性低下のメカニ
ズムの仮説を立てることを目的とした．【方法】インフォームドコンセント上で同意を得て使用した．1）未受精卵および未

分割胚（n＝29，31～44歳受精後44時間目で分割が認められないもの）をTaqMan　real－time　PCRを施行，　mtDNA　copy

数を定量した．2）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grade3までのもの）をTaqMan
real－time　PCRを施行，　mtDNA　copy数を定量した．また倒立顕微鏡下で細胞質の長径短径を計測し，体積を算出した．

3）採卵後48人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た．【結果】未受精卵・未
分割胚の平均mtDNA　copy数は，非加齢群に比べ，有意に加齢群でのcopy数の減少を認めた（p＜O．05）．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　＝　O．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．Ol）．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細胞の群は，3～4細胞まで分割に至らなかった群に比較し，有意に大きい傾向を示した
（p＜0．05）．また30～39歳の患者の未分割胚の卵子細胞質体積において加齢群は非加齢群に比較し，有意に減少傾向を示し

た．【結論】mtDNA　copy数と細胞質体積の相関性から，体積計測にてmtDNA　copy数が推定され，加齢の妊孕能低下のメ
カニズムとして，加齢による卵細胞質容積の減少がcopy数の減少を招き，胚発生能低下に繋がる可能性が示唆された．

P－140　ヒト穎粒膜細胞における黄体形成ホルモンレセプターの発現制御

○中村　智子，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，森　　正彦，大須賀智子，

　近藤　美佳，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　名古屋大学産婦人科

【目的】穎粒膜細胞では卵胞発育と共に黄体形成ホルモンレセプター（LHR）発現は上昇する．　LHR発現における，　LHRプロモーター領域

のDNAメチル化とヒストン修飾の関与につき，ヒト頼粒膜細胞において調べた．

【方法】不死化ヒト穎粒膜細胞（HGrCl）とIVF患者の黄体化頼粒膜細胞にTSA，5－AzaC，　FSH，　estradiolを添加しrealtime－PCRにてLHR

mRNA量を調べた．　HGrC1と黄体化穎粒膜細胞のLHRプロモーター領域に関して，ヒストン修飾の変化をChlPにて評価した．また同領

域のCpG　siteのメチル化を調べた．なお使用したヒト穎粒膜細胞に関しては倫理委員会の承認とインフォームドコンセントを得ている、

【成績】HGrC1のLHR発現はTSAと5－Aza　C各々で上昇し，共添加で相乗効果を示した．　FSHやestradiolは，各々TSAと共添加するこ

とで初めて相乗効果が見られた．一方，黄体化穎粒膜細胞ではHGrClの約1万倍のLHR発現があり，薬剤添加による発現上昇は認めなかっ

た．LHRプロモーター領域においてH4K8とH3K9は，　HGrC1ではTSA添加によりアセチル化の増加が見られ，黄体化穎粒膜細胞ではさ

らに高率にアセチル化されていた．また，黄体化穎粒膜細胞ではHGrC1と比べ，プロモーター領域のCpG　siteは大部分脱メチル化されて
いた．

【結論】HGrC1でのLHR発現は，　DNAメチル化とLHRプロモーター領域のヒストン修飾によって制御されていた．特に，黄体化願粒膜細

胞との比較から，LHRプロモーター領域のH4K8とH3K9のアセチル化がLHR発現に大きく影響している可能性が示唆された．また，　HGrC

1におけるFSH及びestradiol反応性のLHR発現上昇は，同領域のヒストン修飾により制御されている可能性が考えられた．ヒト穎粒膜細

胞のLHR発現におけるエピジェネティック制御に関しては黄体化との関連においても更なる検討が必要である．

P－141　ホモシステインがヒト卵子の受精・胚発生能に及ぼす影響について

○安里こずえ’），銘苅　桂子1），大石　杉子D，平敷　千晶v，杉山　　仁2），青木　陽一1）

　’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，2）沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・

　グループ

【目的】ホモシステイン（Hcy）は，メチオニンの代謝過程で生成されるアミノ酸であり，精子数や運動率の減少，卵の質の

低下など，生殖に及ぼす有害作用が報告されている．Hcy代謝に必要な補酵素（VBI2，葉酸）の摂取不足が，　Hcy上昇の

一 因と言われているが，食生活と不妊との関連に関する情報はほとんどない．今回我々は，FFQ摂食アンケートでビタミ
ン摂取量（VB12，葉酸）を算出し，血清や卵胞液中のHcy，　VB12，葉酸濃度との相関を評価した．【方法】IVFを施行し
た10例を対象とし，過去1年間の標準摂食量をfood　frequency　questionnaire（FFQ）により聴取し，　VBI2，葉酸の摂取

量と血清濃度との相関を評価した．また，血清と卵胞液中の葉酸VB12，　Hcy濃度の相関を評価した．統計はピアソンの
相関分析を用いて行った．【結果】10例の平均年齢は36．2±4，平均BMIは21．7±3．2であった．摂取VBI2平均値は4．4±1．5

μg／mL，葉酸平均値は229±61μg／mLであった．血清濃度は，　VB12平均値381±162　pg／mL，葉酸平均値132±7．3　ng／mL，

Hcy平均値5．7±1．7　nmol／mLで，摂取量と血清量との相関は認めなかった．卵胞液中濃度は，　VBI2平均値295±108　pg／
mL，葉酸平均値17．7±99　ng／mL，　Hcy平均値4．7±1．3　nmol／mLで，血清濃度とそれぞれ強い相関を認めた（VB12，　r2＝

O．66，葉酸r2　・・　O．89，　Hcy，　r2＝O．73）．【結論】今回の結果では，　FFQより算出された葉酸，　VBl2摂取量と血清濃度には

相関を認めなかったが，血清と卵胞液中の濃度には相関が認められた．今後は症例数を増やし，卵の質および妊娠率との関
連を追跡し，食生活と不妊症との関連に関して解明していきたい．
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P－142　タンポポT－1エキスは高齢マウス生殖ホルモン受容体の発現量を増加させ，高齢
　　　　　　マウスの排卵数を増加した

○部　　　輝幻，本田　謙一34），野崎　利晃1）

　1株式会社徳潤医薬研究所，2産業医科大学薬理研究室，3）和泉市立病院産婦人科，D大阪市立大学産婦人科

【目的】若年マウスに対するDT－1E投与によるERαならびにPRmRNA，　FSHRmENA賦活作用が確認されたが，24週齢か
ら36週齢マウスにDT－IE（タンポポT－1）を12週間経口投与した後のレセプター発現量を測定することで，老齢マウスに
対する，DT－lEの子宮のERα，　ERβ，及びPR　mRNAならびに卵巣のFSHR　mRNA，への賦活作用を調べた．【方法】DT－

1Eはタンポポ粗抽出エキスをイオン交換クロマトグラフィーにかけた後，ゲル濾過クロマトグラフィーを行い抽出，24週齢

マウスをプレーン群（N　IH－07PLDのみ），　DT－1群（タンポポT－1を含むNIH－07PLD）として飼育し，36週齢マウスの

子宮，及び卵巣を採取した．RNA抽出，逆転写，及び定量的リアルタイムPCR，免疫組織化学染色により脂肪組織及び生殖
器官におけるエストロゲン受容体（ERα及びERB），プロゲステロン受容体（PR），及び卵胞刺激ホルモン受容体（FSHR）

の発現について測定を行った．また，28週齢においてPMS（pregnant　mare　serum）の腹腔内投与48時閻後，　HCG（human
chorionicgonadotropin）の腹腔内投与12時間後の卵管内の排卵卵子数を測定した．【成績】脂肪組織及び生殖器官における

エストロゲン受容体（ERα及びERB），プロゲステロン受容体（PR），及び卵胞刺激ホルモン受容体（FSHR）の発現につい
て調べた結果，DT－IEを含む餌で飼育したマウスの脂肪組織では，通常の餌で飼育した対照群のマウスよりもERα及びERB

mRNAの発現量が高かった．28週齢におけるHCG投与後の卵管内卵子数の増加が確認できた．【結論】DT－IEは高齢マウ
スのホルモンに対する応答能及び感受性が充進する可能性が考えられる，排卵機能も向ヒしたため，DT－1Eは高齢女性にも
有用である可能性がある．結論として，生殖ホルモン関連障害の治療選択肢としてDT－1Eを利用できる可能性が示唆された．

P－143　1VF－ET患者における多価不飽和脂肪酸の血清中，卵胞液中濃度

○銘苅　桂子1），大石　杉子V，安里こずえ’），平敷　千晶’）f糸数　　修1），杉山　　仁2［，青木　陽一

　’〕琉球大学医学部附属病院産婦人科，2）沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジー・グループ

【目的】多価不飽和脂肪酸は卵子の核成熟から胚発育までのエネルギー源として利用されており，卵胞液中濃度は卵子・胚

の質の指標となる可能性がある．本研究では，IVF－ET患者において血清中および卵胞液中濃度を測定し，その相関を明ら

かにすることを目的とした．【方法】2013年8月～2014年5月にIVF－ETの適応があり，本研究に文書同意の得られた10
例を対象とした．採卵日に血清n－6系脂肪酸（リノール酸アラキドン酸）およびn－3系脂肪酸（EPA，　DHA）を測定し
た．主席卵胞から順に6個の卵胞から卵胞液をそれぞれに2mlずつ採取し，脂肪酸分画を測定し，その平均値と血清脂肪酸
濃度との相関を評価した．尚，脂肪酸測定は，Gas－chromatograph法を用いた．本研究は本学臨床研究倫理審査委員会の承
認を得て行った．【成績】10症例の平均血清脂肪酸値および卵胞液脂肪酸値は，それぞれリノール酸が914．5±149．lpg／ml，

266．2±41μg／ml，アラキドン酸は209．3±43．8μg／ml，75．5±15．1μg／ml，　EPAは27．6±10．7ptg／ml，＆4±32pg／ml，　DHAは

124．7±31．3μg／ml，42．3±90pg／mlで，卵胞液中濃度は約1／3で有意に低値を示した．血中と卵胞液中濃度の相関に関して
は，アラキドン酸（r2＝O．81，95％CI　O．38－O．95）とEPA（r2　＝　O．67，95％CI　O．07－O．91）では有意な相関を認めたが，リノー

ル酸（r2＝O．4995％CI：－O．2－O．86）とDHA（r2＝0．48，95％CI－0．48－O．85）では相関を認めなかった．また，各症例の6つ

の卵胞液間では脂肪酸濃度に差を認めなかった．【結論】アラキドン酸とEPAの血清値は，卵胞液中濃度と相関しており，

卵子・胚の質への影響の検討に有用であると考えられる．

P－144　胎児期にアンドロゲンに曝露された雌ラットは性成熟期にPCOS様になるか？

○森下　美幸1），遠藤　俊明’｝，馬場　　剛1），久野　芳佳D，池田　桂子D，本間　寛之2），逸見　博文1），木谷　　保1），

　真名瀬賢吾3），金谷　美加4｝，幡　　　洋3），神谷　博文’），齋藤　　豪U

　1）札幌医科大学産婦人科，2）さっぽろARTクリニック，3）五輪橋産科婦人科，4）美加レディースクリニック，5｝大谷地産婦人

　科

【緒言】PCOSのetiologyは未だ不明である．ただ妊娠中のアンドロゲンを投与で生まれた雌アカゲザルがPCOS病態を示したとい

うAbbottらの報告より，胎児期の何らかのアンドロゲン曝露がPCOSの病態形成に関わっている可能性が考えられている．今回我々

は妊娠SD系ラットにdehydroepiandrosterone（DHEA）を投与し，そのラットの性成熟期の表現型への影響について検討した．【方

法】妊娠15日目のSD系雌ラットに，　DHEAを6mg／100gBWを5日間投与し，出生後60～70日齢目の雌仔ラットをコントロール

とともに各15匹ずつについて，性周期，卵巣形態，また卵巣内の分子発現を網羅的に検討した，発現分子のmRNA発現は，マイ
クロアレイでスクリーニングし，realtime　PCRで比較定量した．【結果】DHEA投与によって，妊娠雌ラットには特に異常は認め

なかった．ただ，出生した雌ラットの性周期は，DHEA投与群のラットの15例中12例に性周期異常が認められた．内性器は，15

例全てのラットで膣の発育不全がみとめられたが，卵巣は明らかなPCO形態は示さなかった．血清ホルモン値は両群で変化はみら

れなかった．また卵巣では，マイクロアレイで多数の分子のmRNA発現が増加が確認されたが，最も発現が増加したのは，　vascular

endothelial　growth　factore　B（VEGFB）であった．これを，　realtime　PCRで確認すると，コントロールの10倍以上の発現増強が

認められていた．【考察】胎児期のDHEA曝露により，性成熟期になって性周期異常，内性器形態異常がおこることが確認された．

卵巣形態は明らかなPCOは示さなかったが，　VEGFB　mRNA発現が著増した．　VEGFBの発現増強は，脂質代謝異常や糖代謝異常
と関係しているとする報告があり，興味深い結果となった．現在，DHEAの投与量を調整し，その影響を確認中である．
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P－145　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）におけるインスリン抵抗性およびメトホルミンの有
　　　　　　効性

○東島万梨乃］・2・：S），林　　沙織1・2・3），木山　美香123），立木　　都1・2・3’，園原めぐみ「・L．：1），福永　憲隆1・2，3｝，近藤麻奈美123），

　木下　孝一2．3），薬師　義弘1・2・3），羽柴　良樹123｝，浅田　義正1・2．：Y

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

【目的】黄体化ホルモンの過剰分泌を特徴とし，排卵障害の原因ともなる多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）では，インスリン抵抗性（IR）を有する症

例の存在が知られており，IR改善薬であるメトホルミンが有効であるとされている．2007年4月に発行された日本産科婦人科学会（日産婦）の

PCOS新診断基準によると1，月経異常2，多嚢胞性卵巣3，血中男性ホルモン高値またはLH基礎値高値かつFSH基礎値正常　これら1～3の全

てを満たす場合をPCOSとし，　IRについては診断基準に採用する必要性は現在のところないとされている．今回は，　PCOSとIRの関係性および

IRに対するメトホルミンの有効性を検討した，【対象・方法】2012．1月～2013．12月に当院にて空腹時の血糖値とインスリン濃度を測定し，　HOMA－

R値＝空腹時血糖値（mg／dl）x空腹時インスリン（μU／ml）／405によりHOMA－R指数（IR指数）を算出した，226症例を対象とした．　HOMA－

R指数≧1．7（高値群）と，HOMA－R指数く1．7（正常値群）に分け比較検討した．また，高値群に対するメトホルミンの有効性を検討した．【結

果】高値群は全体の19％，正常値群は81％であった，日産婦のPCOS新診断基準にてPCOSと判断できる割合は，高値群で19％，正常値群で26％

であった，高値群においてBMI高値（25以上）の割合が48％であったのに対し，正常値群では3％と有意差がみられた．また，高値群において

メトホルミンを処方した患者平均年齢35．4±4．2歳の約70％が妊娠に至った．【結論】今回の結果から，HOMA－R指数が高値であった患者のうち

日産婦のPCOS新診断基準1～3を満たす患者は19％と低く，　HOMA－R指数がPCOSの診断項目になることはこの結果からも難しいと思われる

が，BMI高値，または日産婦のPCOS新診断基準1～3のいずれかを満たす患者について，　IRを疑うことがメトホルミンの処方の判断基準になり

得ると考えられた．今回の検討でメトホルミン投与によって良好な結果が得られたが，今後症例数を追加し検討していきたい．

P－146　PCOSにおけるGnRHパルス調節機i構の検討

○近藤　美佳，岩瀬　　明，清水　　顕，邨瀬　智彦，石田　千晴，加藤　奈緒，齋藤　　愛，森　　正彦，大須賀智子，

　中村　智子，中原　辰夫，後藤　真紀，吉川　史隆

　名古屋大学医学部産婦人科

［目的］PCOSは複雑な病態からなり，未だ解明されていない部分が多い．　GnRH／LH分泌の異常は病態の中心の一つと考えられて

いる．多くのPCOSのモデル動物が報告されているが，中枢内分泌制御機構の解析に関する報告は少ない．一方，近年kisspeptin

という神経ペプチドが発見され，視床下部弓状核（arcuate　nucleus　；　ARC）に存在するkisspeptinニューロンがGnRH分泌の上位

制御機構である可能性が示唆されている．また，estrogenおよびprogesteroneのreceptorもARCのkisspeptinニューロンに存在

するとされる．今回我々は，PCOSモデルラットにおいて性ステロイドのfeedback異常がkisspeptinを介したGnRH／LH分泌の変
化を引き起こし，PCOSの病態に関与しているとの仮説を立て，解析を行った．［方法］8～9週齢WKY　ratを，抗プロゲステロン

剤であるRU486を約2週間投与してPCOSモデルとした群（RU486投与群），無処置群，卵巣除去群の3群に分け，その後の性周
期の変化を観察した．10～11週齢で頚静脈にカテーテルを留置して6分間隔3時間の連続採血を行い，パルス状LH分泌の解析を

おこなった．連続採血後は心臓採血および脳卵巣の摘出をおこない，血中ホルモン値測定および組織学的解析をおこなった．［結

果］RU486投与群では性周期が停止し，卵巣の組織像に形態的変化を認めた．無処置群に比べ血中estradiol値が有意に上昇し，血

中testosterone，　LH値は上昇する傾向にあった．　RU486投与群では無処置群と比べて，パルス状LH分泌の振幅が有意に増加した．

RU486投与群でARCにおけるkisspeptin発現が有意に増加した．［結論］RU486投与によるPCOSモデルラットにおいては，　proges－

teroneのnegative　feedbackを阻害することで，　ARCのkisspeptin発現が増加し，その結果LHのパルス状分泌が変化したと推測

された．このことはPCOSの病態にkisspeptinを介したGnRH／LH分泌の制御機構が関与している可能性を示すものである．

P－147　生活習慣からみた冷え症合併卵巣チョコレート嚢胞症例の特徴

○太田　博孝

　秋田赤十字病院産科婦人科

【目的】卵巣チョコレート嚢胞合併若年女性における冷えの程度と生活習慣の特徴を知ることを目的とした．【方法】卵巣チョ

コレート嚢胞のため，腹腔鏡下核出術を実施した55例（嚢胞群：平均年齢31．5歳）を対象とした．症例の内訳は，R－AFS

分類で1期1例，3期24例，4期30例である．治療前にアンケート調査を実施した．体質や冷えの程度を知る目的で，虚
実スコア（小山：0～100），冷えスコア（太田：0～100），生活の質を知る目的で，生活スコア（太田：0～200）である．虚

実スコアは100点に近づくほど実証型で，また冷えスコアは高度の冷えを表す．対照群は健康な若年女性118例（平均年齢，

20．4歳）とした．スコアの有意差検定は，Mann－Whitney法で行い，5％以下の危険率で有意の差とした．【成績】対照群
の虚実，冷え，生活のスコアは，40．1，43．8，102であった．嚢胞群の各スコアは，37．6，52．5，93．0と，嚢胞群では虚証傾

向にあり，冷えは著明に高値で（p＜O．OOO5），生活スコアはより低値（p＜0．02）であった．対照群の虚実と冷えスコアには

i著しい逆相関（p＜O．OOOI）を認めた．冷えスコアの各項目では，対照に比し手足の冷えを最も強く（p＜O．005）認めた．次

に肩や腰の冷え，寒がり（p＜O．02）の順であった．生活スコアでは，日本酒（熱燗）ではなくビールを好む（p＜0．0001），
あまり笑わない（p＜O．OOO　1），食事を抜かない（p＜O．005），生野菜サラダを好む（p＜O．02），などが特徴的であった．【結論】

卵巣チョコレート嚢胞合併子宮内膜症婦人では，体質が弱く，著明な冷え傾向を認めた．生活の質は，冷えを増悪するスタ
イルを選択する傾向を呈していた．冷えは本症発症の重要な因子と考えられた．
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P－148　レクチンマイクロアレイを用いた子宮内膜症における糖鎖プロファイリング

○平川東望子1），奈須　家栄1・2｝，青柳　陽子1），甲斐健太郎’｝、岡本真実子1），楢原　久司1）

　D大分大学医学部産科婦人科，Z）大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野

【目的】近年，糖鎖は核酸　タンパクに続く第3の鎖として注目されている．細胞は種類や状態により細胞表面に異なる糖

鎖を持つ．また，細胞から分泌されるタンパクのほとんどは糖鎖付加されており糖鎖関連遺伝子により制御されている．糖

タンパクの糖鎖構造は種類や分化度，状態により変化する．腫瘍マーカーとしても知られており，CA19－9などが臨床応用

されている．近年，レクチンマイクロアレイを用いた糖鎖プロファイリングが注目されており，さまざまな分野で研究が進
められている．今回，患者の同意のもとに得られた卵巣子宮内膜症性i嚢胞間質細胞（ECSCs）と正常』子宮内膜間質細胞（NESCs）

から抽出した糖タンパクを用いて，レクチンマイクロアレイによる糖鎖プロファイリングを行った．

【方法】卵巣子宮内膜症性嚢胞組織と正常子宮内膜組織からそれぞれECSCs，　NESCsを分離培養した．細胞から糖タンパク
を抽出し，Cy3で蛍光標識した．これをアレイ基盤に乗せ，測定したシグナルパターンを解析した．

【成績】45種類のレクチンのうち，Wis亡eria　floribunda　agglu亡inin（WFA）のみが，　ECSCs群で有意にシグナル強度が低

値であった（p　＝　O．031）．ビオチン標識レクチンによる組織染色の結果，WFA　binding　glycanの染色強度は正常子宮内膜組

織に比較して，卵巣子宮内膜症性嚢胞組織で低下していた．

【結論】今回，はじめて卵巣子宮内膜症性嚢胞組織と正常子宮内膜組織から得られた糖タンパクを用いてレクチンマイクロ

アレイ解析を行い，シグナルパターンの差異を確認した．今後，子宮内膜症でのさらなる糖鎖発現解析，糖鎖関連遺伝子解
析により病態究明や治療法に寄与する可能性がある．

P－149　子宮内膜症合併不妊例に対するEFI（Endometriosis　Fertility　Index）と妊娠予後
　　　　　　の検討

○保母るつ子1），許山　浩司1），薄井　千絵D，杉山　里英1），長谷川裕美子1），井野　奈央P，紅露　有子D，栗林　　靖V，

　井上　正人1），壽圓　裕康IJ，小代　裕子2），西　　弥生2），中川　浩次2［，杉山　カー2｝

　’杉山産婦人科丸の内，2，杉山産婦人科生殖医療科

【目的】Endometriosis　Fertility　Index（EFI）とは，子宮内膜症の進行期分類であるR－AFSスコアに年齢，不妊期間，妊

娠歴卵管所見を点数化し取り入れ，術後の自然妊娠率を推定するものである．今回我々は，どの様に活用すると最も効率
的な不妊治療の指針となるかを検討した．【方法】対象は2011年7月～2012年12月までに子宮内膜症性不妊にて腹腔鏡下
手術を受けた133例（年齢26－42才）．自然妊娠55例（34．5％）A群，非妊娠78例（5＆6％）B群の2群に分類しEFIスコ
ア，AMH値，年齢について，またEFIスコア別妊娠率，妊娠までの期間について検討した．【結果】EFIスコアはA群7．61±
L61でB群6．7±1．64であり，　A群で有意にEFIスコアが高かった（p＜0．Ol）．　AMH値はA群4．17±2．98ng／ml（0．16～9．04

ng／ml），　B群3．64±2．86ng／mlで有意差を認めなかった．年齢はA群32．9±3．0才，　B群34．2±3．4才でA群の方が有意に若

かった，（p〈O．05）．またEFIスコアのカットオフ値をEFI　5点以下にすると妊娠率6％と有意に低下した（p＜O．Ol）．　EFI

スコア間の妊娠期間は平均4、89±3．59ヶ月で優位差を認めなかった．【結論】子宮内膜症合併不妊に対する腹腔鏡下手術は

AMH値低い場合でも年齢が若い場合は有用である．また35才以上でEFI5点以下の場合は早めのステップアップをすすめ
る．

P－150　子宮内膜症に対するレチノール酸の効果

○山縣芳明，品川征大，岡田真紀李　理華，前川　亮城崎幸介，竹谷俊明，浅田裕美，佐藤　俊，
　田村　博史，杉野　法広

　山口大学医学部産科婦人科学

【目的】STRA6（stimulated　by　retinoic　acid　6）はレチノールを血中から細胞内へ取り込む役割を持っており，細胞内レチノー

ル酸の低下は17－beta　hydroxysteroid　dehydrogenase　type　2（HSD17B2）を低下させ，局所でのestradiol濃度上昇をもたらす．

先のアレイを用いた解析で，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）間の比較においては，　choESCではSTRA6とHSD17B2遺伝子が低発現であることを見いだした．即ち卵巣子宮内
膜症性嚢胞ではレチノール不足によりHSD17B2発現低下が生じ，　estradiolの局所濃度が上昇していると考えられる．本研究で

は，子宮内膜症細胞におけるレチノール酸のHSDI7B2発現に対する効果及びトランスクリプトーム解析による遺伝子発現パ
ターン変化について検討した．【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．分離培養したchoESC　3
例をall－trans　retinoic　acid（ATRA）llO　9～107　Mの濃度で4日間添加培養し，　HSD17B2－mRNA発現解析を行った．また同

様にchoESC　3例をATRA：IO7　M添加し，　GeneChipによる解析を行った．【成績】choESCにATRA：109～107　Mを添加す
ると，controlに比較し，　HSD　I7B2－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．　GeneChip

解析の結果，mRNA発現2倍以上，1／2以下，　p＜O．05を有意差ありとして遺伝子を抽出すると，　ATRA添加により49遺伝子
が高発現，4遺伝子が低発現であった．GeneOntology解析の結果，　Negative　regulation　of　cellular　process，　Negative　regulation

of　biological　process，　Immune　system　processに関する遺伝子発現がATRA添加により上昇していた．【結論】レチノール酸

の投与はHSDl7B2の増加や種々の遺伝子発現変化を介して子宮内膜症の発症，進展を抑制できる可能性がある．
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P－151　4cm未満の子宮内膜症性嚢胞はIVF－ETの予後不良因子となるか

○高島　明子，竹下　直樹，瓜田麻由美，安達　知弘，佐々木　泉，横川　　桂，萬来めぐみ，横山安哉美，石田　洋昭，

　木下　俊彦

　東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

【目的】子宮内膜症ガイドラインでは4cm未満で悪性の疑いがない子宮内膜症性嚢胞合併不妊症例は，外科的治療よりも不妊

治療を進める事が推奨されている．子宮内膜症性嚢胞そのものが，卵巣予備能の低下を招くことは知られているが，IVF－ET

の予後に関与するかについてはエビデンスが少ない．IVF－ETの予後を量的，質的に検討した．【方法】2012年4月～2014年

3月の間に当院でクロミフェン刺激による採卵，C－IVF又はICSI，凍結・融解単一胚盤胞移植を施行した4cm未満の片側子
宮内膜症性嚢胞を有する59例を，患者の同意を得た後解析対象とした．解析はWilcoxon－Mann－Whitney　U　test，　X二乗を
用いて検定し，p＜O．05を有意差ありとした．【成績】患者背景は年齢40．4±09（32－44）歳，　BMI　22．4±2．5（202－33．2），腫瘍

径30．3±1．4（22－38）mm，　AMH　I．75±O．3（＜O．16－4．7）ng／ml，　D3　FSH5．8±O．6（2．6－10．1）mlL／mL，　E2　61．9±5．4（20．0－95．0）

pg／ml，　peakE2　479．3±76．5（147．5－7262）pg／mlであった．病側VS健側において，量的検討では胞状卵胞数　1．2±O．5vs2．0±O．4

個，穿刺卵胞数1．6±O．7vs2．3±O．5個，　MII数07±（）．3vs　1．1±0．3個，受精tW　O．4±02vsO．7±O．2個といずれも健側が有意に多かっ

た．質的検討ではD5胚盤胞到達率　33．3vs25％，　Gardner分類3BB以上の良好胚盤胞到達率14．2vs222％，移植当たりの妊娠
率は11．1vs14、2％と有意差を認めなかった．【結論】子宮内膜症性嚢胞側の卵巣では卵子の量的低下があるものの，受精に至っ

た場合は健側と同様に良好胚盤胞が得られ質的予後には影響しないと考えられた．しかし平均年齢が40歳と高齢である背景を

考慮しても全症例の治療周期辺りの妊娠率は低い．今後，反復不成功症例に対しては良好胚盤胞凍結後に，手術加療により腹

腔内環境を妊娠に適した状態にしてから移植を行うなど，ARTと外科的治療を組み合わせた検討も必要と思われた．

P－152　子宮内膜症性合併不妊症例の卵胞液中の酸化ストレス度の測定

○中川　浩次”，金山　昌代n，西　　弥生1），薄井　千絵1），小代　裕子v，壽圓　裕康D，杉山　里英L），許山　浩司2），

　栗林　　靖L），杉山　カーll

　’〕杉山産婦人科生殖医療科，2）杉山産婦人科丸の内

【目的】子宮内膜症性嚢胞（以下EMC）合併不妊症例においてEMCの存在は様々な問題を引き起こす．子宮内膜症そのものが様々

なサイトカインを産生していることから，EMCの存在それ自体が卵巣内での卵胞発育に悪影響を及ぼしていることが懸念される，

我々は単一卵胞内の卵胞液中の酸化ストレスを測定し，EMCを有する側の卵胞と有しない側の卵胞で酸化ストレス度に差がないこ

とを報告している．そこで今回，EMCを有する不妊症例（EMC群）とEMCを有しない症例（対照群）の卵胞内の酸化ストレス
を測定することで，EMCの卵胞発育環境に及ぼす影響を検討した．【方法】2012年9月～2013年5月の間に，倫理委員会の承認を

のもと説明し同意を得られたEMCを有しEMCと同側から採卵が可能であった26症例26卵胞液について検討した．主席卵胞の第
1穿刺の卵胞液を血液の混入を避けるように回収し測定時まで一30℃で保存した．酸化ストレス・抗酸化ポテンシャル測定はIS－

MERLL社のフリーラジカル解析装置を用いて測定し，酸化ストレス度の指標としてd－ROM（Reactive　oxygen　metabolite　test）値

（UCARR）を，抗酸化能の指標としてBAP（Biological　antioxidant　potential　test）値（μmol／L）を用いた．また，対照は同一期

間に当科で採卵を行ったEMCを有しない21症例29卵胞液（対照群）とした．【成績】EMC群，対照群の平均年齢は34，9歳，37．5

歳であった．EMC群，対照群のd－ROM値は32＆7，4149でああった．　EMC群，対照群のBAP値は2，4743，2552．8であり，d－ROM，

BAPともに両群間に有意な差を認めなかった．酸化ストレスに対する抗酸化能を示すBAP／dROM比はEMC群で7．6であり対照
群（＝6．3）に比して有意に高値を示した（p＜O．Ol）．【結論】今回の検討からEMC側の卵胞内環境は対照群に比して高い抗酸化能

を有することが明らかとなった，このことから，懸念されていたEMCによる卵胞発育環境への悪影響は無いことが明らかとなった．

P－153　当院における子宮内膜症性嚢胞摘出術症例の術後の妊娠率の検討

○近藤　哲郎，坂本　美和，田原　隆三

　昭和大学医学部産科婦人科学講座

【目的】不妊症例では，嚢腫の摘出術は妊孕性を向上させると言われているが，嚢腫摘出術が及ぼす侵襲によるや予備能の

低下も懸念されている．特に高齢女性や両側嚢胞症例においては手術の効果と侵襲の大きさを考えて治療する必要がある．

また，近年，初婚年齢が高齢化し，未婚女性における子宮内膜症の増加傾向にあるなかで，子宮内膜症に対する手術が，将

来の妊孕性に及ぼす影響も懸念されている．子宮内膜症性嚢胞摘出術後の妊娠率について，手術時の年齢，嚢腫の両側片側
別に調査し，術後の妊娠状況を追跡し，これらの結果を，不妊患者の治療計画への参考にすることを目的に本研究を行った．

この研究において開示すべき利益相反状態はない．また，本研究は当院の倫理委員会の承認を得ている．【方法】2006年1

月～2012年3月に当院で悪性疑いがない子宮内膜症性嚢胞と診断され，腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術施行し，術後に挙

児を希望した症例を対象とした．年齢と内膜症性嚢胞の両側片側別，また，手術直後の挙児希望の有無での妊娠率について
診療録を元に24ヶ月間観察した．【結果】24ヶ月間で，片側嚢腫の妊娠は25例（妊娠率は62．5％）両側嚢腫10例（妊娠率

30．3％）であり，両者の妊娠率に差を認めた．（p＜O．Ol）年齢別の妊娠例は35歳以下では片側19例（67．9％）両側例9例
（39，1％）．36歳以上では片側6例（妊娠率　42．8％）両側1例（妊娠率11．1％）の妊娠がみられた．妊娠率は患者の高齢化，

病変の両側症例で低い傾向が見られた，【結論】手術に際しては，加齢による卵巣予備能の低下，また，両側内膜症症例で

は摘出術による侵襲が大きいことを十分考慮しなければならない．また，挙児希望のないものに対しても，将来に予想され
る妊孕性の低下について情報提供が必要と考えられた．
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P－154　子宮腺筋症患者の月経中の凝固線溶系の解析

○木村　文則，平田貴美子，竹林　明枝，高島　明子，辻　俊一郎，郭　　翔志，高橋健太郎，村上　　節

　滋賀医科大学医学部産婦人科

【目的】子宮腺筋症は，一般に基底層の子宮内膜細胞にその性格は類似し，月経中には脱落しないと考えられている．しか

しながら，画像診断において筋層内に小血腫が認められるものも存在する．また，症例によっては月経中に子宮筋層内で広

範囲の炎症を起こしているものも存在していると考えられる．以上より月経中，子宮腺筋症が凝固線溶系に影響する可能性
がある．今回，子宮腺筋症患者において月経期間中の抹消血液中の凝固線溶機能を調べることとした．【方法】個人情報を

使用いただくことなどにつき説明により同意の得られた子宮腺筋症患者9名とした．登録した患者9名から月経開始24時
間以内を1日目として5日間末梢血の採血を行った．血小板数TAT，　Dダイマー，　PAI－1を計測した．【成績】2名に血
栓症の既往が認められた．凝固系の指標であるTATが基準値3ng／mlを超えるものが5名，線溶系の指標であるDダイマー
が基準値3μg／ml以上のものが5名，線溶阻止系の指標であるPAHが基準値50ng／mlを超えるものが2名存在した．【結
論】子宮腺筋症が過多月経の病態を形成する一つの機序として子宮局所での線溶系の充進状態が推察された．また，その一

方で線溶阻止系あるPAI－1の上昇は，血栓症など全身の過凝固への傾斜が懸念された．

P－155　子宮内膜症女性の正常腹膜ではextracellular　matrixの構成成分であるversicanの
　　　　　　発現が増強している

○谷　　洋彦P，堀江　昭史D，佐藤　幸保2｝，杉並　　興D，宮崎有美子1），上田　　匡V，小西　郁生1）

　’｝京都大学医学部婦人科学産科学教室，L’）大津赤十字病院産婦人科

【目的】子宮内膜症の発生機序として骨盤腔内に逆流した月経血内に含まれる子宮内膜組織が骨盤腹膜に生着し，局所において

増殖および浸潤するという説がSampson等により提唱されている．しかし，なぜ一部の女性の腹膜上でのみ内膜組織の生着・

増殖・浸潤がおこるのかについてはほとんど解明されていない．本検討では，子宮内膜症患者の肉眼的に正常な腹膜において発
現が変化している分子を解析することで，内膜症発症の分子機構を明らかにすることを目的とした．【対象と方法】子宮内膜症，

子宮筋腫といった婦人科良性疾患の適応で腹腔鏡もしくは開腹手術を行った患者のうちホルモン製剤による術前治療を行ってい

ない閉経前の症例を対象とした．倫理委員会の承認を受け，患者の同意の下に子宮内膜症病変のない肉眼的に正常な部分の腹膜

（主に腹壁側の腹膜）の小部分を採取し，そのmRNAをマイクロアレイ解析に供した．さらにマイクロアレイにて子宮内膜症群
において発現が増強していた分子についてRT－PCR，免疫組織染色，　western　blottingを行い検討した．【結果】マイクロアレ

イ解析の結果，子宮内膜症患者の正常腹膜においてextracellular　matrixの主要な構成要素の一つであるversicanの発現が増加

していることがわかった．免疫組織染色においてversicanは腹膜中皮および間質に強く染色され，非内膜症群に比べ内膜症群

で染色スコアが有意に高かった．また，RT－PCRおよびwestern　blottingによりversicanのmRNA，蛋白とも非内膜症群と比
べ内膜症群で発現が有意に高いことが確認された．さらに，isoform特異的プライマーを用いたRT－PCRにより，発現が増強し
ているのは4つあるversican　isofromのうちVl　isoformであることがわかった．【結論】子宮内膜症患者では，肉眼的に正常に

みえる腹膜においてもversicanの発現が増強しており，　versicanが子宮内膜症の発症に寄与している可能性が示唆された．

P－156　子宮内膜症における低テストステロン環境の願粒膜細胞に対する影響の検討

○田吹邦雄小野賀大，岡本敦子，中村真由美，劉　昌恵林　篤史，林　正美，寺井義人，大道正英
　大阪医科大学産婦人科

【目的】Androgenは男性における重要な性ホルモンであり，長らく女性生殖機能に対しては抑制的に働くと考えられてきた

が，近年の研究では卵胞発育を含めた種々の卵巣機能に必要な役割を持つ事が明らかにされている．さらに，内膜症患者の

卵胞液中のtestosterone値や早期卵巣機能不全患者の血清testosterone値が正常平均値と比較して有意に低い事も報告され
ている．今回我々は内膜症患者の血清testosterone値と卵胞発育との関係を観察し，また，　testosteroneの願粒膜細胞に対

する影響についてin－vitro実験による検討を行った．【方法】子宮内膜症症例56例と非内膜症症例62例の血清ホルモン値
の比較と子宮内膜症に対し卵巣摘出術を行った症例の摘出組織のタンパク発現の検討を行った．また，in－vitro実験では不

死化穎粒膜細胞（COV434）を用いて検討した．【成績】内膜症症例群では非内膜症症例群と比較して血清testosterone値が

有意に低く，また低血清テストステロン症例では卵胞のアポトーシス誘因蛋白BimELの染色率が正常テストステロン症例
に比較して有意に高かった．in－vitro実験では，膜型androgen　receptorの刺激によりPI3K／Akt－FoxO3aシグナル経路を
介した抗アポトーシス効果が確認された．【結論】Androgenには願粒膜細胞に対する抗アポトーシス効果があり，血清testos－

terone値の低い内膜症症例では穎粒膜細胞のアポトーシスが誘導され，卵胞発育に悪影響を与えている事が示唆された．
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P－157　GnRHアゴニストおよびジエノゲスト術前投与の検討一子宮内膜症性嚢胞摘出術に
　　　　　　よる卵巣予備能低下におよぼす影響一

○鈴木　隆弘，篠田　真理，林　　　優，成田　篤哉，菅野　秀俊，西島　義博，和泉俊一郎

　東海大学医学部専門診療学系産婦人科

【目的】腹腔鏡下卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術前に薬物療法を施行する例は少なくないが，卵巣予備能に関わる一定の見解

は得られていない．GnRHaおよびジエノゲスト投与の影響を摘出嚢胞の組織学的評価および血中抗ミュラー管ホルモン
（AMH）値により検討した．【方法】2010年6月から2013年12月までにインフォームドコンセントを得て施行した腹腔鏡
下卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術のうち，術前にGnRHa療法を投与した30例40嚢胞：A群，ジエノゲストを投与した17例
22嚢胞：B群，薬物療法を行わなかった45例58嚢胞：C群に分けて，摘出標本に付着する卵胞を含む正常卵巣組織の有無
とその程度をManeschiらによるSemiquantitive　score（0点：卵胞なし，1点：原始卵胞のみ認める，2点：原始卵胞と1
次卵胞を認める，3点：2次卵胞を認める，4点：原始卵胞から2次卵胞までを含む卵巣組織を認める）用いて評価，または
術前と術後約3か月での血中AMH値を比較した．【成績】A，　B，　C群における平均年齢および平均嚢胞径に差はなかった．

Scoreが1～4点の嚢胞はA群：79．4％，　B群：80．0％，　C群：57．4％であり，薬物使用群で卵胞損失が多い傾向を示した．
術前後のAMH（median：range）値はA群（32．3pmol／1：（｝．O－67．4，15．6pmol／1：1．O－43．0），　B群（23．5pmol／1：2．8－84．3，13．4

pmol／1：2．7－42，3），　C群（25．2pmol／1：4．9－56．4，152pmol／1：1．0－383）であり，全群で低下した．【結論】卵巣予備能低下の

観点から，腹腔鏡下卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術における術前薬物療法の意義は見いだせなかった．

P－158　子宮内膜症性嚢胞合併症例の術後妊娠に関する検討

○加藤　紀子，北出　真理，熊切　　順，黒田　恵司，地主　　誠，新城　　梓，尾崎　理恵

　順天堂大学産婦人科

［目的］子宮内膜症性嚢胞に対する嚢胞摘出術は術後の卵巣予備能低下のリスクも報告されており，不妊症例に対する手術

適応は未だ議論が分かれている．今回，当院で腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞摘出術（LC）を施行した不妊症例に対して，術後

妊娠率と妊娠に影響する因子の検討を行った．［対象と方法］2010年～2013年までに，当院でLCを施行した不妊症例40例
を対象とした．手術方法は，卵巣嚢胞の内容吸引後に卵巣周囲癒着を剥離し，卵巣被膜を針状モノポーラーで切開する．嚢

胞壁をstripping法もしくは鋏鉗子を用いて愛護的に摘出した後卵巣被膜の巾着縫合を行い，卵巣を形成している．対象
症例の平均年齢は32．8±4．0歳不妊期間は22±2．4年，両側性が19例（47．5％）であった．また術中のr－ASRM　scoreは
63．6±29．3であり，深部子宮内膜症は22例（55．0％）にみられた．さらに妊娠群（24例）非妊娠群（16例）の2群に分類し，

患者背景や手術所見，手術成績に関して2群間で比較検討した．［結果］術後妊娠率は60％（24／40）であり，妊娠成立まで

の期間は11．8±4．0（月）であった．妊娠に至った治療の内訳は，体外受精が14例（5＆3％），人工授精が2例（8．3％），タ

イミング指導が8例（33．3％）であった．妊娠群，非妊娠群における比較では，有意差があったのは癒着スコアのみであっ
た（妊娠群：＆8±7．9，非妊娠群：13．6±9．3）．［結論］不妊症例に対する子宮内膜症性嚢胞摘出術後は1年以内に妊娠してい

る場合が多く，ARTによらない自然妊娠も4割以上にみられた．また妊娠に最も影響する因子は卵巣周囲癒着の程度（癒
着スコア）であり，卵巣周囲癒着の剥離操作による血流の変化や術後癒着等も術後妊孕能に関与する可能性が示唆された．

P－159　ARTにおける妊娠早期の血中hCG値に関する検討

○山本　由理1），谷口　友香V，山崎　幹雄1），檜尾　健二2），桑原　　章］），苛原　　稔）

　1徳島大学産科婦人科，2四国こどもとおとなの医療センター

＜目的＞ART治療周期では妊娠週数が明確であり，極早期の妊娠判定が可能である一方，生化学的妊娠も多いといわれて
いる．今回胚移植後早期の血中hCG値と妊娠転帰について検討を行った．〈方法＞2014年5月から2014年6月に当院で胚
移植を行った19例（新鮮周期8例，凍結融解周期11例）を対象とした．胚移植，凍結，融解は全て受精後5～6日目の胚
盤i胞を用い，凍結融解はガラス化法にて行った．各症例において胚移植7～13日後に血中hCG値を測定し，転帰との関連
を検討した．凍結融解周期は全てホルモン補充周期であり，新鮮周期6例は黄体補充としてhCG1500単位を投与した4～7
日後に血中hCG値を測定した．平均年齢は新鮮周期34．4±2．60，　FET周期39．4±2．47（平均±SD）であった．凍結融解周

期で1例に2胚移植を行ったが，それ以外は全て単一胚移植であった．〈結果〉移植あたり妊娠率は42．1％であった．妊娠

症例8例（異所性妊娠1例を含む）における移植1週間後の血中hCG最小値は31．8mlU／ml，非妊娠症例11例の血中hCG
最大値は29．5mlU／mlであった．非妊娠11例のうち内因性のhCGを検出したと考えられる（血中hCG値が15－30mIU／ml）

症例が2例（10．5％）あった．〈考察〉今回の検討では妊娠4週0日の血中hCG値は，治療転帰の予測に有用であると考え
られた．しかし内因性hCGが検出できる生化学的妊娠例の取り扱いについて今後検討が必要であると思われた．



280（438） 日生殖医会誌59巻4号

P－160　融解胚移植における妊娠4週目の血中HCG値と妊娠経過の検討

○林　　沙織［231，東島万梨乃123〕，木山　美香123｝，立木　　都1・L’・3），園原めぐみ123｝，福永　憲隆123），近藤麻奈美123｝，

　木下　孝一z・3），薬師　義弘12．3），羽柴　良樹23｝，浅田　義正1劉

　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

【目的】ヒト絨毛性ゴナドトロピン（以下HCG）は妊娠中に産生されるホルモンで，妊娠成立を示す指標の一つとされてい

る．そこで今回，妊娠4週目の血中HCG値と妊娠経過の関係について，当院のデータを検討したので報告する．【対象・方
法】2013年1月～12月に当院でホルモン補充周期による凍結胚融解胚移植を行った1910件のうち，妊娠4週目に尿中HCG

検出キットで陽性となり，血中HCG値の測定を行った526検体とした．尿中HCG検出キットは検出感度25mlU／mLでク
リアビューEASY　HCGを使用，血中HCG値は検出感度0．5mlU／mLでサンドイッチ法を原理としたRoche　cobas　e411で
測定した．【結果】尿中HCG検出キットで陽性のうち，移植胚数1個の症例では血中HCG中央値は76＆3mIU／mL　2個で738．5

で有意差はなかった．その後，胎嚢が1個確認できた症例では824．5，胎嚢2個で1393．5で有意差があった．経過別HCG値
は，中央値（25％値一75％値）が経過良好1301．0（673．0－1662，0），流産553．9（268．8　一　581．4），化学的妊娠32．5（12．3　一　60．0）

で有意差がみられ，ROC曲線を用いたカットオフ値は化学的妊娠と流産で103．9，　AUCO．936であった．また，胎嚢が1個
確認できた症例の経過別HCG値は良好1006D（658．3－1645．5），流産541．6（252．1　一　818．9）で有意差がみられ，カットオフ

値877．9，AUCO．750であった．【考察】妊娠経過別血中HCG値に有意な差がみられ，化学的妊娠と流産のAUCの値からも

血中HCG値の診断能力があるといえた．一方，同経過の症例の中でも大きなばらつきが認められる結果となった．そのた
め尿中HCG検出キットを使用し判定後，血中HCG値をもとにエコー所見とともに慎重に経過観察することが必要であると
示唆された．

P－161　着床障害症例に対する夫リンパ球免疫療法における妊娠予後の検討

○稲場　美乃1），三村　結香1），水野　里志D，森　　梨沙1），西岡美喜子1），藤岡　聡子U，井田　　守P，福田　愛作D，

　森本　義晴2）

　1］医療法人三慧会IVF大阪クリニック，　L’｝医療法人三慧会IVFなんばクリニック

【目的】当院では，胚移植を3回以上行っても妊娠が成立しない症例を着床障害症例と診断し，その中で自己抗体を持たず遮断抗

体活性が低いもしくはNK活性が高い症例をPLIの適応とし夫リンパ球免疫療法（PLI）を実施している．今回，着床障害症例に

対するPLIの有効性を検討したので報告する．【対象・方法】2010年1月から2013年6月の間に当院他院問わず3回以上胚移植

を行い，妊娠に至らなかった119症例を対象とした．そのうち適応を満たした症例の中でPLIを実施したA群（67例）とPLI
を実施しなかったB群（52例）について，その後の臨床妊娠出産，流産について後方視的に検討を行った．なおPLIの適応は

夫婦リンパ球混合培養試験（MLC）による遮断抗体活性が22％未満，もしくはNK活性が40％以上とし，40歳以上の症例およ
び自己抗体を有する症例は除外した．なお，PLIに当たっては事前にインフォームドコンセントを得た．　PH実施後一年間を有効
期間とした．【結果】A群では臨床妊娠，出産，流産に至った症例の割合はそれぞれ7（）．1％（47／67），66．0％（31／47），19．1％（9

／47）であった．B群では36．5％（19／52），73．7％（14／19），15．8％（3／19）であり，　A群で臨床妊娠の割合が有意に高かった（P＜

O．05）．出産流産の割合で差は認めず，また流産例で絨毛染色体検査を実施した症例は両群共にすべて染色体の異常を認めた．

なお，両群間で患者平均年齢，胚移植個数に差は認められなかった．1年間の平均胚移植回数はA群では2．02±1．22回，B群2．96±

O．87回だった．すべての症例においてPLIに起因すると思われる副作用は認められなかった．【考察】着床障害症例に対してMLC

とNK活性測定を行い，適応症例に対するPLIは妊娠率を有意に向ヒさせた．今回の検討より，一部の着床障害の原因には同種
免疫異常やNK活性が関与していることが示唆された．　PLIは着床障害の治療の選択肢として有用であると考えられる．

P－162　原因不明原発性習慣流産および続発性習慣流産における遮断抗体陽性率の比較およ
　　　　　　び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いる．当科においても遮断抗体活性（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，　ICを得て実施している．今回，原発性習慣流

産，続発性習慣流産における遮断抗体活性の陽性率の比較と，両群における免疫療法の効果について検討した．【方法】原発性習

慣流産304症例，続発性習慣流産96症例において遮断抗体活性を測定し，両群間で陽性率を比較した，次いで，遮断抗体活性陰
性例において夫リンパ球接種による免疫療法を施行し，原則として遮断抗体活性が陽性になった後妊娠を許可した．その後妊娠

が成立した原発性習慣流産164症例，続発性習慣流産39例における妊娠予後を検討した．【成績】原発性習慣流産304症例，続

発性習慣流産96症例における遮断抗体活性陽性率は，それぞれ27．6％，45．8％であり，続発性習慣流産症例において有意に高率

であった（P＜O．OO　1，カイ2乗検定），また免疫療法施行症例の平均年齢は原発性習慣流産30．5±4．48才（20－43才），続発性習

慣流産32．2±4．07才（24－45才）であり，平均流産回数は原発性習慣流産3．20±0．47，続発性習慣流産　3．32±0．70回であった．原

発性習慣流産164症例中128例で妊娠が継続し，34例は再度流産となった（2例の異所性妊娠を除き妊娠継続率は79．0％）．一方

続発性習慣流産39症例中32例で妊娠が継続し，7例は再度流産となった（妊娠継続率82、1％）．原発性習慣流産続発性習慣流

産ともに，免疫療法施行後の妊娠継続率は，適応があるものの未治療で次回妊娠成立した症例の妊娠継続率に比較し有意に高率
であった．【結論】原因不明習慣流産における遮断抗体陽性率は，続発性習慣流産症例において有意に高率であった．また遮断抗

体陰性症例に対する夫リンパ球免疫療法は原発性習慣流産，続発性習慣流産，双方において有効な治療であることを指摘した．
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P－163　体外受精周期の抗核抗体陽性患者における胚移植後5日および7日目の血中HCG
　　　　　値についての考察

○澤村　茂樹，高岸　　舞，原田　菜摘

　医療法人社団福来朗会こうのとりWOMEN’S　CAREクリニック

【目的】不育症のスクリーニング検査として，抗核抗体は測定項目のひとつにランクされる．しかしながら，カルジオリピ
ン抗体などと比較して，その臨床意義は依然として不明な点が多い．【方法】筆者らは，体外受精周期の胚移植後5日目お

よび7日目を測定し，HCG陽性率と比較した．【成績】2009年8月から2014年6月までの体外受精適応患者452人につき，
採卵前に抗核抗体を測定し，40倍以上を陽性とした．52人が陽性と判定され，うち，45人（107回）が胚移植を受けた．
そのうち34人（54回）において，免疫抑制の観点から柴苓湯を投与した．なお，当院では凍結融解胚移植周期では，前例
に低用量バファリンを投与している．胚移植後5日および7日目のHCG陽性率を比較した．抗核抗体陽性患者では，同一
の年齢・胚のグレードの条件では，わずかにHCG陽性率が低下していたが有意差はなかった．柴苓湯投与の有効性は証明
されなかった．【結論】抗核抗体陽性患者では，わずかにHCG陽性率が低下している傾向がみられるものの有意差はなかっ

た．抗核抗体測定は，不育症検査では，測定項目の一ヒ位に入っているが，これのみでは有意義が見いだせず，核のうち不育

に関係する成分をさらに特定する必要があると考えられた．

P－164　流産に対する染色体検査の結果

○伊藤　理廣，安部　和子，岡崎　友香

　JCHO群馬中央病院

【目的】近年NIPTが行われるようになり，胎児の染色体異常について関心が高まっているが，当院おける流産絨毛染色体
検査の現状を不妊症，不育症とも関連して調査し考察する．【方法】当院において2013年1月から2014年6月までの18ヶ
月間に流産となった78例につき検討した．既往流産回数は0回44例，1回20例，2回8例，3回4例，4回2例であった．
不妊治療後妊娠例が10例含まれていた．このうち，十分にインフォームドコンセントを行い，夫婦で希望のあった17組に
対して流産手術時に得られた絨毛に対して染色体検査を行った．【成績】絨毛染色体検査を行った17組では，既往流産回数

は0回1例，1回8例，2回6例，3回1例，4回1例，5回0例であった．17例のうち2例は，培養不調で結果を得られな
かった．結果の得られた15例中，正常核型は3例であった．12例に異常を認めた．15番トリソミー3例，8番トリソミー
2例，7，9，12，16，20，22がそれぞれ1例で，1例は48，XY，＋12，＋21であった．不育症も含めて均衡型相互転座に起
因すると考えられる染色体は含まれなかった．正常核型は全て38歳以下であった．ヘパリン療法中で流産になった症例で
染色体検査施行例では全て染色体異常が認められた．体外受精妊娠後流産に至った例も染色体異常を認めた．【結論】流産

に至った染色体では，NIPTで診断可能な13，18，21番のトリソミは含まれていなかった．不妊症，不育症その他といっ
た背景と染色体異常の内容には差は見られなかった．

P－165　潜在性甲状腺機能低下症の治療は流産を減らすことが出来るのか？

○河野恵美子，中山奈央子，市橋　佳代，佐藤　　学，姫野　隆雄，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】最近，TSH（甲状腺刺激ホルモン）が高値でFT4（遊離型甲状腺ホルモン）が正常である潜在性甲状腺機能低下症
と流産の関連が指摘されている．潜在性甲状腺機能低下症の治療が流産防止に効果的であるか検討した．【対象と方法】当
院での基準値はTSH　O5～2．5　plU／mL（以下単位省略），　FT40．9・・一・1・．7　ng，／dLとしている．潜在性甲状腺機能低下症疑いの

患者は，ヨv－一・・ド過剰摂取によるTSH高値も考えられる為，2週間のヨード摂取制限後再検査を行った．制限後もTSH＞2．5

の場合は，甲状腺専門内科にて精査をし，必要に応じてサイロキシン補充治療を行った．初診時TSH＞2．5，　FT4が正常で
あった患者を，サイロキシン補充治療群（治療群）・ヨード摂取制限後正常群（ヨード制限群）・TSH＞2．5のまま放置群（放

置群）に分類した．また，初回スクリーニング検査が正常であった正常群を対照とした．患者年齢はすべて35歳以下で検
討した．検討1：正常群と放置群の初期流産率，検討2：治療群・ヨード制限群・正常群の初期流産率を比較検討した．【結

果】検討1：放置群1＆1％（25／138）は正常群8．3％（10／120）に比べ有意に流産率が高かった（p〈O．05）．検討2：治療群
10．7％（3／28）とヨード制限群8．6％（3／35），ならびに正常群8、3％（10／120）の間に差はなかった．【考察】軽症の甲状腺

機能低下の場合には，TSHはFT4よりも先に変化する為，　TSHの値は甲状腺ホルモン状態を知る上で重要である．今回の
検討では，TSH＞2．5群は正常群より流産率が高かったが，　TSHが正常化するまでサイロキシン補充をすると，正常群と同

等まで流産率が下がった．これは，潜在性甲状腺機能低下症の治療が，妊娠初期流産予防になる可能性が示唆された．不妊
治療前の甲状腺機能評価は重要であると思われた．
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P－166　卵胞期初期ホルモン検査におけるTSH測定の意義

○北島　道夫，井上　統夫，谷口　　憲，カーンカレク，松本亜由美，平木　宏一，三浦　清徳，増崎　英明
　長崎大学医学部産婦人科

【目的】甲状腺機能は生殖機能に影響を与え，甲状腺機能低下症では月経異常を呈することが多い．また，甲状腺刺激ホル

モン（TSH）のみが高値を示す潜在性機能低下症であっても不妊・不育症が多く，これらではホルモン補充療法が望ましい
とされる．一方，TSH高値を示す不妊女性の臨床的特徴については不明な点も多い．今回，当科で卵巣機能評価を目的に行っ

た卵胞期初期検査でのTSH測定の意義について検討した．【方法】2011年5月から2014年5月まで当科で卵胞期初期にイ
ンフォームド・コンセントを得て採血を行い，エストラジオール，下垂体ホルモン（LH，　FSH，　PRLおよびTSH）および

AMHを測定した症例のなかで，　PCOSやPOIを除外した月経周期異常のない62例を対象とした．これらで，　TSHと臨床
背景や各ホルモン値との関連を検討した．また，TSH＞25をTSH高値例として，その他のTSH正常例との相違を比較し
た．【結果】TSHと年齢，　LH，　FSH，　PRLおよびAMH値との間に有意な相関は認められなかった．一方，　AMHと年齢と

有意な負の相関を示し，LH／FSH比とAMHには有意な正の相関が認められた．　TSH高値が23例（37％）に認められたが，
TSH高値の有無とその他の下垂体ホルモンやAMHと有意な関連はなく，LH高値（LH／FSH＞1，　n＝19）の有無とも関連
は認められなかった．【結論】不妊・不育症のスクリーニング検査では月経異常のない例においてもTSHを測定する意義が

あると考えられた．また，TSHは年齢や卵巣予備能には影響を受けないことが推察された．治療予後からみたcut－off値に
ついて今後検討する余地がある．

P－167　抗リン脂質抗体（APL）陽性不育症症例に対する免疫抑制，抗凝i固併用療法の高
　　　　　　年齢症例における治療成績の検討一出生児の状況を中心として一

○冨永麻理恵，能仲　太郎，吉田　邦彦，加嶋　克則，高桑　好一

　新潟大学医歯学総合病院産婦人科

【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る一方，妊娠婦人の高年齢化が問題になっ

ている．我々はAPLによる不育症の発症機序（絨毛間腔における血栓形成尤進，　APLによる絨毛組織の直接障害など）を考慮し，

免疫抑制（柴苓湯，副腎皮質ステロイドホルモン（PSL），抗凝固（低用量アスピリン（LDA））の併用療法を行いその有効性を指

摘してきたが，APL陽性症例ではその発症機序から妊娠継続例における胎児発育制限（FGR）などの発症も危惧され，特に高年齢

患者でのリスクが危惧される．そこで，今回の検討においては35歳以上のAPL陽性不育症症例（初期流産反復症例）に対する免

疫抑制，抗凝固併用療法の効果および出生児の状況を明らかにすることを目的とした．【対象および方法】APL（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CLβ2GPI抗体など）陽性不育症症例のうち，妊娠成立時35歳以ヒである45例（35～

39才群；33例；平均流産回数252±O．62，40才～群：12例；同2．50±0．67）を対象とした．ICを得た上で，柴苓湯＋LDA療法（APL

強陽性例ではPSL併用）を行った．【成績】45例における妊娠継続率は71．1％（32例）であり，流産物の染色体異常が確認された

5例を除いた妊娠継続率は80．0％（32例／40例）であった．35～39才群における妊娠継続率は72．7％（24例，流産物染色体異常例

を除くと80，0％）であり，満期分娩22例で21例はAFD児，1例がLFD児（38週2050g）であった．他の2例は36週の分娩で
あり児体重は2590g，2530gであった．40才～群での妊娠継続率は66．7％（8例，流産物染色体異常例を除くと80．0％）であり，

いずれも満期分娩でAFD児であった．出生児は全例健常児であった．【結論】高年齢（35才以上）であるAPL陽性不育症症例に

対する免疫抑制，抗凝固併用療法で一定の効果が期待できること，妊娠継続例においてFGRなどの発症は少ないことを指摘した．

P－168　良好運動精子選別装置（スパームソー一タ・クオリス）の有用性に関する研究

○佐藤景子，渡邉陽子，西村加奈子，三浦貴弘，頼　英美，原　鐵晃
　県立広島病院生殖医療科

【目的】マイクロ流体原理を利用した運動良好精子選別装置であるスパームソータが改良され，より高い操作性および回収

率が得られるスパームソータ・クオリスが開発された（SSクオリス，メニコン社）．　SSクオリスが臨床現場で有用であるか

検討するため，SSクオリス法で選別された精子および従来法の比重遠心分離・スイムアップ法（従来法）で回収された精
子において，ピアルロン酸結合能およびDNAフラグメンテーションについて比較検討した．【方法】2013年10月～12月に，
当科受診の男性患者のうち，初回精液検査を実施し，かつ同意が得られた34人（平均年齢37．1±1．4才）を対象とした．精

液をハンクス液で希釈し，ろ過後に3等分して各処理に用いた．SSクオリス処理は，10％sss添加HTF培養液をSSクオリ
スのチャンバーに入れた後，希釈精液を流して層流を作成し，室温にて30分間の処理を2回行った．原精液従来法およ
びSSクオリス法で処理後の精子浮遊液から，各々50μ1を採取し，10μ1をSperm－Hyalurenan　Binding　Assay（HBA，　Origio

社）キットを用いてビアルロン酸結合精子の割合を検査し，25μ1をHalosperm（HALOTECH　DNA　SL社）キットを用い
てDNAフラグメンテーション精子の割合を検査した．統計学的検定は，　Wilcoxon符号順位検定を用いた．【成績】原精液，

従来法およびSSクオリス区における，ビアルロン酸結合精子の割合は，86．7％，85．6％および90．2％，原精液と比較してSS
クオリス区で有意に高い値であった（p＜ODO3）．　DNAフラグメンテーション精子の割合は，16．1％，　O．6％およびO．8％と

原精液と比較し，従来法およびSSクオリス区ともに低い値であった（p＜O．OOI）．【結論】本研究において，　SSクオリスを

用いた運動精子選別法は，遠心分離ストレスを負荷せずに，短時間かつ簡便に，ビアルロン酸結合能を持つ精子を高率に回

収し，DNAフラグメンテーション精子の多くを除去できることが明らかとなった．
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P－169　精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　Species：ROS）と精漿中抗酸化力（Biological
　　　　　　Antioxidant　Potential：BAP）との関連

○山中　弘行1・L’），竹島　徹平2），保田　賢吾2｝，三條　博之2），黒田晋之介Zl，浅井　拓雄2），加藤　喜健2〕，湯村　　寧2），

　岩崎　　晧2｝

　’横浜保土ヶ谷中央病院泌尿器科，2横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科

【目的】精液所見と酸化ストレスの関係は以前より指摘されており，精液中活性酸素（Reactive　Oxygen　species：ROS）と

精液所見（特に運動率）は負の相関を呈していることが報告されている．一方で精液中にはROSを消去する物質（Antioxi－
dant）が存在することも示唆されており抗酸化力との関係も重要である．精液中ROS　levelとantioxidant　capacityとの関

連を調査した報告は散見されている．今回我々は血清中の抗酸化力（Biological　Antioxidant　Potentia1：BAP）を簡便に測

定できる装置（FREE）を導入した．これらを用いて男性不妊患者の精液の精子運動率・精液中ROS・精漿中BAPの関係
を評価した．【方法】2013年7月より横浜市立大学医学部付属市民総合医療センター生殖医療センターに来院し同意の得ら

れた男性不妊患者の精液検体のうち，精液量がO．5mlに満たない検体および無精子症患者の検体を除外した469検体を対象
とし，精液中ROS・精漿中BAPと精液所見を測定した．　ROSはルミノール添加後の化学発光量（Relative　Light　Unit：RLU）

を測定した．BAPについては精液を重層させ，遠心分離後精奨を抽出し測定を行った．【結果】対数化したROS　levelとBAP

levelには弱い負の相関がみられ，10sの精子あたりのROS　IevelとBAP　levelには正の相関がみられた．【結論】精漿中の

抗酸化物質は精液中活性酸素と同様に精液所見と関係していると考えられ，精液所見と活性酸素を論じる際に注目するべき
と考えられる．

P－170　0DF2　isoform　cの発現と運命

○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

　Outer　dense　fiber　2（ODF2）は，普遍的に中心子に存在するタンパク質であるとともに，精子鞭毛外側粗大線維（ODF）

の主要構成タンパク質である．ODF2は，鞭毛形成や精子運動に関与するのみならず，ヒトでは受精後の精子中心体機能に
も関連する可能性が考えられる．ヒトとマウスのODF2のアミノ酸配列の相同性は高い．一方，ヒトやマウスのODF2はis（）・

formが多く，個々のisoformの役割に関してはほとんどわかっていない．今回，マウス精巣から5種類のOdf2　cDNAクロー
ンを得た．その中で，公表されているコンセンサス塩基配列CCDS15861．1（isoform　c：ODF2c）と同一のクローンにEGFP

をつけたトランスジェニック（ODF2c－EGFP　Tg）マウスを作製し，精子形成におけるODF2cの発現時期と局在，および
受精時におけるODF2cの運命を解析した．【結果】ODF2cは精子形成過程において最初にstep4－5頃の近位尾部に発現し
た．この時期は，精子頸部の形成よりも早い．その後，鞭毛の伸長とともにODF2cは中間部から主部に認められた．成熟
精子では，頸部遠位部から主部の近位部に強く発現し，頸部近位部と主部の遠位部から終部には認められなかった．受精時

には男性前核が形成されるころまでODF2c－EGFPの強い蛍光が認められた．【考察】ODF2c　Tg精子により，抗ODF2抗
体を用いた免疫染色法では識別できないODF2cの発現と局在を解析することができた．　ODF2は頸部から尾主部の遠位部
にかけて存在するが，ODF2cはそのうちの頸部遠位部から主部の近位部にあるODFに関与し，それ以外の部はODF2c以
外のisoformが関与していることが示唆された．また，受精後は前核形成時まで何らかの機能を維持している可能性が示唆
された．

P－171　精子機能評価におけるSEMG結合率について

○吉田　　fi　1），山崎　一恭2），吉池　美紀3｝，岩本　晃明V

　1）桐蔭横浜大学先端医用工学センター，2筑波学園病院泌尿器科，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，

免疫染色により，Percoll洗浄後に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も示唆されている．そこで，運動率だけではなく，精子機能を総合的に評価するマー
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3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（n＝225）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．なお本研究は国際医療福祉大学病院倫理委員会および
桐蔭横浜大学臨床研究倫理審査委員会の承認を得て行った．【結果】追跡調査により経過が判明した137例中，妊娠の有無

ではSEMG結合率には差は見られず，精子濃度は妊娠判明群の方が高かった．妊娠が判明した51例に関して，　SEMG結合
率はAIHにより妊娠した群における平均値がもっとも低く，次いでIVF，　ICSIの順に上昇する傾向が見られた．ただし，

自然妊娠のケースではICSI群と同様に高値を示した．【考察】SEMG結合率は不妊治療の成功率を予測できる可能性は低い
が，ARTのステップを考慮する際に有用な検査となり得ることが示唆された．今後も，追跡調査により，さらなる検討を
行う予定である．
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P－172　アクチン調節蛋白質CAPZB3のヒト精子における発現およびその局在

○惣田　哲次1｝，宮川　　康P，竹澤健太郎1），奥田　英伸L｝，福原慎一郎゜，藤田　和利1），木内　　寛’）f野々村祝夫1），

　田中　宏光Z｝

　1）大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科），Z）長崎国際大学薬学部薬学科

【背景】アクチンキャッピングプロテイン（CAPZ）はアクチンの（脱）重合を制御するタンパクの一つで，アクチン線維の

末端に結合しアクチン線維を安定化させることが知られている．CAPZはαとβの二量体であり，体細胞においてはα1／α2，

β1／β2が確認されている．一方，われわれはキャッピングプロテインα3（CAPZA3）が精子特異的に発現していることを報

告してきた．今回，ヒト精子に特異的に発現するキャッピングプロテインβ3（CAPZB3）の発現およびその局在を確認し，

またin　vitroでCAPZA3と相互作用することを確認したので報告する．【方法】1．抗CAPZB3抗体を用い，ヒト精子タン
パクにてCAPZB3のウェスタンブロットを行った．2．ヒト精子においてCAPZA3およびCAPZB3の蛍光二重免疫染色を
行った．3．HEK293細胞に遺伝子導入を行い強制発現させたRFP融合ヒトCAPZA3タンパクおよびGFP融合ヒトCAPZB
3タンパクにおいて免疫沈降を行った．【結果】1．30kDa付近にシングルバンドを認め，ヒト精子におけるCAPZB3のタン

パク発現を確認した．2．蛍光免染にてヒト精子頭部においてCAPZA3と一致するCAPZB3の発現およびその局在を確認
した．3．免疫沈降にてCAPZA3とCAPZB3が結合していることを確認した．【結論】ヒト精子頭部においてCAPZB3は
CAPZA3と一致して精子特異的に発現していることが確認された．　CAPZA3遺伝子変異マウスにおいては精子頭部の形成
異常を起こすことが報告されており，CAPZB3はCAPZA3と相互作用し精子形成に関与していることが示唆された．

P－173　精子回収法によるDNA損傷率（DNA　fragmentation　index）の検討一微少流体チッ
　　　　　　プ（Microfluidic　Sperm　Sorter；MFSS）の有用性について

○城田　京子，伊東　裕子，宮本　新吾

　福岡大学医学部産婦人科

【目的】近年，精子のDNA損傷率（DFI）がART成績に影響することが報告されている．今回MFSS法を使って回収した
精子のDFIを測定し，その有用性を検討した．【方法】一般男性37名から提供された精子を用いて，密度勾配遠心＋swim
up（S）またはMFSS（M）処理後の精子濃度・運動率・DFIを比較した．また，精液所見（精液量・総精子数・精子濃度・

運動率）のいずれかが低いサンプルについて，S法またはM法で処理後のDFIを比較した．　S法には90％アイソレート
（lrvine　Scientific）を，　M法にはQUALIS（メニコンライフサイエンス）を使用した．　DFIはDNAクロマチン構造解析で

測定した．精液検査はWHOラボマニュアル第5版に準拠した．本研究は当院倫理委員会の承認を受け，各精子提供者から
はインフォーム・コンセントを得た．【成績】対象の平均年齢は31．8±＆3歳精液量は2．3±1．6ml，精子濃度は41±27×106
／ml，運動率は47±16％であった．　S：M後の精子濃度，運動率，　DFIの平均はそれぞれ，49．4±46．4：3．6±4．O，60．3±19．4：

95．6±2．8，10．1±8．5：0．8±1．9であった．S法では一般男性でもDFIが平均10％を示した．　M法は回収率が低いものの，　ICSI

には十分な量の精子を回収できた．処理前の精液量，精子濃度，総精子数，運動率が基準値以下であった各11，6，12，11
例についてS：M後のDFIは6．5±1．7：1．4±O．9，16．6±48：1．3±1．1，11．5±3．0：1．8±O．9，11．9±2．8：0．3±O．2といずれもM法

のDFIが有意に低く，回収精子のDFIは平均1％程度であった．【結論】MFSS法はで回収した精子のDNA損傷率は低く，
体外受精の成績を改善させることが期待される．

P－174　男性不妊症患者における精子のプロテオーム解析

〇三條　博之U，湯村　　寧1），保田　賢吾1），黒田晋之介1），山中　弘行］），竹島　徹平1］，野口　和美1），荒川　憲昭2’，

　小川　雄彦2｝，浅井　拓雄’）

　1横浜市立大学付属市民総合医療センター生殖医療センター，2横浜市立大学生命医科学研究科

【はじめに】男性不妊症診療では精液検査が最も一般的に行われる．当院では精子運動解析システムを採用している．精液

検査は，同一個体内変動が大きく，再現性が低いという問題点も指摘されている．今回我々はプロテオミクス手法を用いて

精子構成蛋白質を網羅的に検出し，量的検証を行い症例間での構成蛋白質の違いについて検討した．【対象及び方法】当セ

ンターを受診した女性患者のパートナーより得られた精液所見正常症例（健常群）4例と男性不妊症群4例を比較した．同
意を得て用手的に採取された精液O．5mlをPBSO．5mlで2倍希釈し，20分間10000Gで遠心した精子のペレットを使用した．
この8検体に対しプロテオミクス手法を用い両者の精子構成蛋白質の比較を行った．【結果】健常群4例の背景は，精液量2．2
ml，精子濃度41．81×106／ml，運動xli　46．37％，男性不妊症群4例の背景は，精液量32m1，精子濃度282×106／mL運動率9．89％

であった．サンプルをSDS－PAGEにて分離後，蛍光染色によって精子構成蛋白質を比較すると，不妊症群では150～250　kDa

の高分子量蛋白質群，および60　kDa，55kDa，30kDa蛋白質が異常発現しており，また42kDaタンパク質が減少している
ことがわかった．【考察】精子のプロテオーム解析の報告はまだ少なく，今回選択した症例は精子濃度・運動率ともに悪化
しており，二群で蛋白質の発現に差が見られ，精子の運動性，受精能に関連する可能性が示唆される．蛋白質の同定を進め，

iTRAQ（isobaric　Tags　for　Relative　and　Absolute　Quantitation）試薬を用いたショットガンプロテオーム解析の結果につ

いても報告する．
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P－175　Lgr4は抗精巣遺伝子として機能する

○小泉　雅江1），大山　一徳2｝，西森　克彦L’），那波　明宏1）

　D愛媛大学医学部産婦人科，’m北大学大学院農学研究科分子生物学分野

背景：LGR4は7回膜貫通型受容体の一種である．　Lgr4はFSHRやLHRなどのゴナドトロピン受容体と相同性を持つ．近
年LGR4がRSPOsをリガンドとしてWnt／β一cateninシグナルを補強することが報告された．　Wntシグナルは細胞増殖，分
化，癌組織において重要な機能を有すると考えられている．目的：我々はLGR4の生殖器における機能を明らかとすること
を目的とした．方法：Lgr4ノックアウトマウスを用い研究を行った．　Lgr4ノックアウトマウスは胎生または新生児致死で

あるため，胎児期または新生児期の雌生殖器についてLGR4の機能解析を行った．結果：我々は新生児Lgr4ノックアウト
雌マウスがWolf管の遺残と卵巣における雄様体細胞の出現という異常を示すことを発見した．この表現型はRSPO1，　be亡a－

catenin，　Wn　t4ノックアウトマウスの表現型と類似していた．一方我々はLgr4ノックアウト雌マウスでWolf管上皮と卵

巣の体細胞のアンドロゲン受容体発現が増加していることを発見した．またLgr4ノックアウト卵巣においてWnt／β一cat－

eninシグナルの標的因子であるLefヱとAxin2の発現が低下していた．結論：これによりLgr4がRSPO／Wnt　cooperative
シグナルと雌生殖器のアンドロゲン受容体の発現調節を通じて生殖腺の体細胞分化に重要な役割を持つことが示唆された．

P－176　SPESP1ノックアウトマウスの先体反応に伴う先体タンパク質の局在と分子量変化

○大和屋健二’2），伊藤　千鶴2），年森　清陛｝

　1｝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，2）千葉大学大学院医学研究院生殖生物医学

　精子は，先体反応を起こして初めて透明帯を通過し先体赤道部で卵子の細胞膜と融合することができる．先体反応は，単

に先体膜が崩壊するという現象ではなく，多段階に巧妙に制御された機構である．先体膜は，先体反応の場に到達するまで
は強固な状態を保ち，卵周辺に到達すると膜や骨格系タンパク質さらには脂質が切断や翻訳後修飾変化をうける．その結果，

それぞれの分子が局在変化し最終的に卵細胞膜と融合可能な状態になる．現代医療では，ICSIによって先体反応をバイパス

し授精を成立することができるが，先体反応過程の解明はIVF効率や自然妊娠効率の向上，避妊ワクチンの開発に重要な基
礎情報となる．今回，先体の膜変化を多段階に分類する方法を用いて，SPESPIノックアウトマウスの解析を行った．　SPESP

1ノックアウトマウスは先体反応に伴い先体赤道部が乱れる結果，EquatorinやIZUMO1などの精子一卵子膜融合関連因子
の状態に異常が現れ受精率が著しく低下する．SPESPIとEquatorinやIZUMO1との関連を明らかにすることを目的とし，
先体反応前後のフローサイトメトリーや蛍光顕微鏡観察，western　blot法などの結果を中心に，正常精子と比較した結果を
報告する．

P－177 密度勾配遠心法による精液中活性酸素（reactive　oxygen　species；ROS）の検出に
ついての検討

○竹島　徹平2｝，浅井　拓雄2），保田　賢吾1＞，三條　博之v，黒田晋之介’｝，山中　弘行1・3），加藤　喜健3｝，湯村　　寧1），

　岩崎　　晧n，野口　和美1）

　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個立病院機構相模原病院泌尿器科，3横浜保土ヶ
　谷中央病院泌尿器科

【目的】精液中活性酸素（reactive　oxygen　species：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，精子細胞膜の

流動性を低下させるとともに核およびミトコンドリアDNAを損傷し，妊孕能の低下に寄与すると考えられている．今回われわれは，

密度勾配遠心（DGC）4層法にて精液を遠心分離し，各層におけるROSの発生を測定し，検出率につき検討した．【対象・方法】2014

年5月および6月に当院生殖医療センターを受診し，文書による同意を得て精液検査を行った60検体．精子運動解析装置（SMAS）

を用い，各種精液検査パラメータを測定すると同時にMonolight3000　Luminometerを用い，未洗浄精液中ROSの測定を行った．

また，Percol14層法（20％，40％，60％．95％）に精液を重層させて遠心分離（500G，35min）を行い，各層（Layerl－3）におけ

るROSを測定し，未洗浄精液との比較検討を行った．【結果】疾患別内訳は特発性32例，精索静脈瘤19例，婦人科患者の配偶者3

例であった．ROS陽性のカットオフ値を3500RLUとすると未洗浄精液では陽性31検体，陰性29検体であった．陽性検体の各Layer
におけるROS　levelはLayerl　：　172．9×10＊3，　Layer2：132、3　x　lO＊3，　Layer3：47．6　×　10＊3（RLU）であり，遠心後にLayer3で陽

性となったのは3検体（9．7％）のみでROSは高率に除去されていると考えられる．【考察】DGCによるROS発生についての報告

は散見されるが，精液中白血球や未熟な精子は上層（Layerl，2）でプールされるため運動良好精子群ではROSは高率に除去され

ていると考えられる，特発性の精子無力症患者に対しDGCによる配偶者間人工授精（AIH）を推奨する動機となると考えられた．
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P－178　わが国の単産複産別低出生体重児出生動向は不妊治療の普及と関連しているか？

○荒木隆一郎1），石原　　理2）

　1埼玉医科大学地域医学・医療センター，2踏玉医科大学産婦人科

【背景】昨年の本学会で我々は，わが国での不妊治療の普及および晩産化の進行と複産出生動向との関連性について母体年齢（age）一時

代背景（period）一母体出生コホート（cohort）効果の解析に基づき報告した．今回，単産複産別低出生体重児出生割合（LBWR）に対

するage－period－cohort（APC）効果について検討したので報告する．

【方法】母体年齢（5歳階級）別単産複産別LBW児出生数が人口動態統計に記載され始めた1970年以降の出生数を用いた．　APC解析

にはSchmid＆Held（2007）のBAMPパッケージを用いた．

【結果と考察】総出生の母体年齢階級別LBWRの年次推移をみると，20－34歳は1987年まで5－6％と比較的低い水準であったがその

後経時的に上昇し2005年前後に9－10％でプラトーに達した．35－39歳は1987年まで7．5－10％と20－34歳よりも高い水準であり，1987

年以降は20－34歳と同様に上昇し2005年前後に約11％でプラトーに達した．一・方15－19歳は1987年以降の上昇トレンドが明確では

なく全期間で9－10％の水準であった．また40－44歳および45歳以上は1987年まで各々12－13％および15％前後とさらに高いLBWR

であり，1987年以降の上昇トレンドは明確ではないものの傾向がみられた．次に，全年齢での単産複産別LBWRは観察期間の総計で

それぞれ6．1および62．2％であり，複産では約10倍高かった．単産複産別LBWRのAPC解析の結果，単産でのage効果は25－29歳
が最小であり下に凸なage依存性を示した．一・方複産では，単産とは逆に上に凸なage依存性を示した．またperiod効果は1987年前

後，cohort効果は1949年前後からそれぞれ上昇トレンドを示した．単産複産とも1980年代半ば以降，出生体重の減少傾向が指摘され

ているがその要因については必ずしも明らかでない．今回，母体年齢階級別にLBWRのトレンドが異なること，また単産と複産でage

効果が大きく異なることが明らかとなった．その要因の一つに生殖補助医療を含む不妊治療の影響が推測され，今後検討が必要である．

P－179　排卵直前と直後のAIH妊娠率には差がない

○堤　　麻衣，信田　萌美，浪江可奈子，濱崎　祐希，金井　裕子，本田　徹郎，辰巳　賢一

　梅ヶ丘産婦人科

【目的】排卵後にAIHを実施しても意味がないのだろうか？排卵直前と排卵直後のAIH妊娠率を比較した．【方法】2007年

1月から2013年12月までの自然周期AIHのうち，年齢が39歳以下で，施行回数が10回以内で，注入運動精子数が500万
以上であった，1558名5650周期を検討対象とした．原則として，尿中LHが陽性となった翌日にAIHを実施している．　Am
当日の超音波診断で卵胞があるものを「排卵直前群」（3464周期），卵胞がなかったものを「排卵直後群」（2186周期）とし
て両群間の妊娠率・生産率を比較した．【結果】妊娠率は「直前」群で9．1％「直後」群で7．7％で差はなかった（P＝0．08）．

生産率は「直前」群で7．3％「直後」群で6．5％で差はなかった（P＝O．25）．【考察】排卵後かなり時間がたってからのAIH

は意味がないというのはよく知られているが，排卵直後のAIHは排卵直前と同等の妊娠率・生産率を有することがわかっ
た．

P－180　生殖補助医療による妊娠・分娩症例における前置胎盤と癒着胎盤のリスクについて
　　　　　　の検討

○栗岡　裕子，吉野　直樹

　島根県立中央病院産婦人科

【目的】周産期登録データベースの解析では生殖補助医療（ART）による妊娠・分娩症例における前置胎盤と癒着胎盤の発

症のリスクが上昇することが明らかになった．今回さらにART妊娠・分娩症例（ART群）をさらに凍結胚，新鮮胚群に分
け，前置胎盤と臨床的分類に基づく癒着胎盤の頻度について検討した．【方法】2008年から2012年の5年間に当院で22週

以降に分娩した5123例について，不妊症治療，ARTの有無，　ARTの方法と前置胎盤・癒着胎盤の関係について，症例か
らインフォームド・コンセントを取得したうえで後方視的に検討した．【成績】1．全ての不妊症治療での妊娠・分娩（不妊

症群）は379例（分娩の7．4％）でそのうちART群は141例（分娩の2．8％）と不妊症群ではART群が最も多かった．2．
前置胎盤は不妊症群で11例（2．90％）と自然妊娠・分娩例（自然群）の46例（097％）と不妊症であることは前置胎盤の
リスクとなった．さらに不妊症群を検討するとART群で6例（4．26％），それ以外の治療群（非ART群）で5例（2．10％）

とART群と非ART群に有意差はなかった．凍結胚と新鮮胚群での差も認められなかった．3．癒着胎盤は不妊症群が6例
（1．58％）と自然群の18例（O．38％）と比較して高率で，かつ不妊症群では全例が凍結胚群であった．【結論】L不妊症治

療後妊娠特にART妊娠は前置胎盤の発症のリスクを上昇させる．よってARTによる妊娠は前置胎盤のハイリスク因子
として注意が必要である．2．凍結胚による妊娠が増加している現状では，今後癒着胎盤が増加する可能性があり，全国規
模での検索が必要である．
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P－181　夫の加齢は体外受精の臨床成績に影響を与えるか

○小川武甲1），齋藤寛恵1），金　昌勲’㌧藤本晃久3㌧矢野　哲2），矢野直美t）
　1］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】夫の加齢が体外受精の臨床成績に影響を及ぼす可能性について後方視的に検討した．【対象と方法】2009年4月から

2014年3月までにC－IVFまたはICSIを施行した妻36歳以下の症例を対象とした．　C－IVF一夫40歳以下（A群，　n＝195），一

夫41歳以上（B群，n＝21），　ICSI一夫40歳以下（C群，　n＝187），一夫41歳以上（D群，　n＝26）の4群に分類した．　ICSI

はswim－up後の精液所見不良例（精子濃度O．1×106／ml未満）もしくは前回体外受精時の受精率が不良の場合に施行した．

受精率，Day3良好胚率，　Day5良好胚率，胚盤胞到達率を比較検討した．【結果】C－IVFにおいてA群とB群の受精率（57．7±
2．2％，56．5±6．6％；mean±SEM），　Day5良好胚率（51．8±3．1％，42．8±11．2％），胚盤胞到達率（71．7±3D％，67．6±＆5％）

の間に差はなかったが，Day3良好胚率ではA群（60．7±2．4％）はB群（42．9±7．7％）と比較して有意に高かった（P＜O．05）．

一方，ICSIにおいてはC群とD群の受精率（66．8±19％，66．9±5．1％），　Day3良好胚率（56．4±2．3％，60．0±6．1％），　Day5

良好胚率（39．3±28％，42．5±8．0％），胚盤胞到達率（57．0±3、0％，62．2±7．7％）の間に差はなかった．媒精方法で比較する

と，夫が40歳以下においてA群の受精率（57．7±2．2％）はC群（66．8±1．9％）と比較して有意に低いが（P〈O．01），A群
のDay5良好胚率と胚盤胞到達率（51．8±3．1％，71！7±3D％）は，　C群（39．3±2．8％，57．0±3．0％）と比較して有意に高かっ

た（P＜O．Ol）．夫が41歳以上では，　B群とD群の受精率（56．5±6．6％，66．9±5．1％），　Day3良好胚率（42．9±7．7％，60．（）±

6．1％），Day5良好胚率（42．8±11．2％，42．5　t　8．0％），胚盤胞到達率（67．6±＆5％，62．2±7．7％）の間に差はなかった．【結論】

精子受精能およびICSI群の胚発育能は夫の加齢による影響を受けないが，　C－IVF群の胚発育能は夫が若年ではICSI群より

も有意に高く，夫の加齢によりICSI群と同レベルに低下することが示唆された．

P－182　単一胚移植における多胎発生とその予後について

○北森　康代，小嶋　康夫，本田　秀美，桑名　真弓，杉本ゆき恵
　小嶋ウィメンズクリニック

【目的】生殖補助医療における多胎発生は周産期予後のリスクを増大させる．現在，多胎妊娠防止のために単一胚移植（SET）

が推奨されており，当クリニックも原則としてSETを施行している．そこで，当クリニックの多胎発生の傾向を知るため
に開院から7年間のSET施行周期の多胎率とその予後について検討した，【方法】平成18年9月6日の開院から平成25年
12月までにSETを施行した4，447周期（新鮮胚移植周期2，241周期，融解胚移植周期2，206周期）についてデータ解析を行っ

た．【結果】妊娠が確認されたL684周期のうち双胎となったのは20周期，4胎が1周期で，全体の多胎率はL2％であった．
c－IVFとICSI（1．1％vsl．8％），初期胚と胚盤胞（1．0％vsl．5％），新鮮胚と融解胚（O．8％vsl．7％），　AHAの有無（1．0％vs2．3％），

年齢（29歳以下O．7％vs30－34歳2．3％vs35－39歳O．9％vs40歳以上O．5％）などの違いと多胎率の間に有意な関連性は認めら

れなかった．また，多胎を確認した21周期のうち流産となった周期は6周期，出産に至ったのは15周期であった．そのう
ち14周期に早産や妊娠高血圧，前期破水，IUGRなどの合併症が発症し，3周期に極低出生体重児や腸穿孔，無頭蓋症といっ
た児の先天性異常が見られた．【考察】当院のSET施行周期における多胎率に治療方法や年齢による差は見られなかった．

また，当院のSET周期での多胎率1．2％は他院の報告によるSETにおける多胎発生率　O．7－－1．9と比べてもおおよそ同程度

であった．しかし，自然妊娠における一卵性双胎率がO．4％であることを考えると当院の多胎率はその約3倍と高い値であっ

た．また，多胎周期の予後を見ると，合併症も児の先天性異常もなく2児ともに出産に至ったのは1周期のみであった．よっ

て，SETを施行する場合でも多胎妊娠に関するリスクについて患者への十分な説明・確認を行う必要があると考えられる．

P－183　自然周期凍結融解胚移殖における黄体補充の有用性

○千川　　愛，岩橋　和裕，濱井　晴喜，高田　玲子，寺村　聡子，小野光樹子，杉本　貴章，八木佳奈子，奥島　美香，

　奥井　　静，大濱　尚子，早川ひとみ，半田　雅文，繁田　　実

　社会医療法人生長会府中のぞみクリニック

【目的】凍結融解胚移殖において，患者の生理周期に添って凍結胚を融解し胚移殖することは患者に負担が少ないことから

有用な方法である．自然周期凍結融解胚移殖において黄体補充が有用であるかについては諸説あり結論が得られていない．

そこで自然周期凍結融解胚移殖で黄体補充が有用であるか，検討した．【方法】2010年1月から2013年12月までに当院で
実施した自然周期凍結融解胚移殖966周期について後方視的に検討した．全ての症例で卵胞の発育成熟を経膣USGで確認
し，hCGを筋注投与して排卵を誘起した．排卵の確認は，血中や尿中ホルモン値と経膣USGで確認した．また，黄体補充
はクロルマジノン酢酸エステルを経口投与した．黄体補充の有用性を検討するため，検討（1）：黄体補充の有無による妊娠

率，流産率について検討した．検討（2）：排卵後2日目のP4値を基準に症例を4群に分け，各群の妊娠率，流産率につい
て分析した．【結果】検討（1）：黄体補充の有無による妊娠率は黄体補充あり138．0％，黄体補充なし42．5％，流産率は黄体

補充あり：20．3％，黄体補充なし：24．7％で両群に有意な差は認めなかった．検討（2）：黄体補充に関わらず排卵後2日目

のP4値が高値である群が低値である群より妊娠率が高い傾向にあった．（黄体補充あり：42．1％（P4高値群）vs．2＆0％（P
4低値群），p＝0．131，黄体補充なし：51．1％（P4高値群）vs．319％（P4低値群），　p＝O．059）．流産率は全ての群で差がな

かった．【考察】自然周期凍結融解胚移殖においては黄体補充によって妊娠率を向上させることはなかった．しかし，排卵

後2日目のP4値が低値であった患者では妊娠率が低い傾向にあったことから，今後排卵後のP4値が低い場合の有用な黄体
補充の方法について更に検討したい．
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P－184 日本の生殖補助医療の現状～日本産科婦人科学会におけるARTオンライン登録の
データから～

○竹島　和美1），齊藤　英和D，桑原　　章2），佐久本哲郎1）

　1個立成育医療研究センター，2聴島大学産科婦人科，3ブルバ沖縄クリニック

【目的】2007年から日本産科婦人科学会は，日本での生殖補助医療（ART）について，すべての治療の成績を登録すること

が義務付けた．これにより，日本でのARTの現状を正確に把握することができるようになった．今回2011年までの5年間
のデータを通して，日本のARTの傾向について把握することを本研究の目的とした．【方法】2007年から2011年に日本産
科婦人科学会のARTオンライン登録に登録されたデータを用いて治療周期数，年齢分布，妊娠率，単胚移植（SET）率，
多胎率につき，5年間の推移を検討した．なお，当研究は倫理委員会の承認を得た上で行った．【成績】2007－2011年各年の
治療周期総数は161161，190613，213800，242161，269659周期であり，また40歳以上の割合は31．2％，32．1％，33．4％，35．7％，

38．0％であった．移植あたりの妊娠率は新鮮胚移植で24．4％，21．9％，22．3％，21．9％，21．3％凍結胚移植周期で32．1％，32．2％，

32．6％，33．7％，34．2％であった．単胚移植率は49．9％，63．6％，70．1％，73．0％，75．1％と5年間で著増するとともに，多胎

率に関しては，11．5％，6．8％，5．3％，4．9％，4．3％と著減した．【結論】5年間の日本のARTの変化傾向として，治療周期・

40歳以上の治療周期・単胚移植率の上昇と多胎率の低下が挙げられる．一方で妊娠率は5年を通してほぼ一定であった．SET

の増加により多胎の減少には成功したが，新鮮胚移植における胚移植あたりの妊娠率は他国に比べて低く，高齢者の治療の

増加が一因と考えられる，今後もデータ収集を継続し，より安全で効果的な生殖補助医療が行われるよう検討を重ねる必要
がある．尚，学会においては，2012年データを追加で掲載する予定である．

P－185　ARTにおける胚培養期間と早産の相関について

○嶋田　秀仁V，久慈　直昭1｝，鈴木　孝太2），長谷川　瑛1），伊東　宏絵D，齊藤　英和3｝，山懸然太朗2），井坂　恵一｝

　D東京医科大学病院産科婦人科，2｝山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座，3個立成育医療センター母性医療診

　療部不妊診療科

【目的】近年，多胎防止のための単胚移植の普及と，培養液の改良にともなって，胚盤胞移植が世界的に普及しつつあるが，胚

盤胞移植では早産が起きやすいとの報告も散見される．本研究では，2007年からの日本産科婦人科学会ART登録データより，

妊娠例における1）胚移植までの胚培養期間，2）移植前凍結保存の有無，の2点に注目し，胚盤胞移植と早産に相関があるか，

またそれは凍結胚移植と新鮮胚移植で異なるかどうかを統計学的に解析した．【方法】2007年から2010年までの日本産科婦人

科学会ART登録データ808574例から，単胎で生産の84228例を対象に解析を行った．なお，性別，在胎週数が欠損値となっ
ているものを除いた，77308例を対象に検討を行った．【結果】平均在胎週数では，初期胚移植（29148例）13＆6±2．1週，胚
盤胞移植（46317例）：38．7±2．1週との間に有意差を認めた，（p＝0．0004）．新鮮胚のみで比較した場合，初期胚移植（20790例）：

3＆6±2．1週，胚盤胞移植（9462例）：3＆6±2．1週との間に有意差を認めなかった（p　・＝　O．6）．凍結胚のみの比較でも，初期胚移

植（8341例）：3＆7±2．1週胚盤胞移植（36851例）：38．7±2．1週と有意差を認めなかった（p＝O．3）．新鮮胚，凍結胚の間での比

較では，新鮮胚（31106例）：38、6±2．1週凍結胚（46181例）：38．7±2．1週と有意差を認めた（p＜O．OOOI）．早産率では，妊娠

37週未満の早産率について，新鮮胚で凍結胚に比べ1．1倍（95％信頼区間1．04－1．18）早産しやすい傾向を認めたが，胚培養期

間による有意な影響は認めなかった．妊娠32週未満の早産率，妊娠28週未満の早産率については，凍結の有無，胚培養期間
による有意な影響は認めなかった．【結謝妊娠例において，胚移植までの胚培養期間と早産との関連性が示唆されたが，この

要因として移植前凍結保存の有無，つまり，新鮮胚，凍結胚の違いが関与している可能性があることが考えられた．

P－1　86　当院における40歳以上の高度生殖医療（ART）の治療成績

○森山　弘恵1），野々村佳代1），弓岡　英里1），知念日菓利1｝，先久　　幸U，永島百合子1），荒木　晃子’2｝，内田　昭弘］｝

　1｝内田クリニック，2）立命館大学R－GIRO研究機構

【目的】女性の晩婚化やARTの普及に伴い40歳以上の高年不妊治療が多々報告されており，地方の当院でも同様の傾向に
ある．今回，その状況について検討した．【対象と方法】1997年4月の開院から2014年5月までの17年間に当院において
ARTを施行した40歳以上の206症例を対象とし，症例数の推移，治療成績出産状況について検討を行った．【結果】総
採卵件数2037件，うち新鮮胚移植総件数1189件，総融解胚移植件数881件で，40歳以上の割合は29．0％（採卵件数613件，

うち新鮮胚移植274件，融解胚移植234件）であった．最高治療年齢は51歳．最高妊娠例は45歳（融解胚移植周期）であっ
た．開院当初の3年間では40歳以上の治療件数の割合は7．2％だったが2012～2014年の近年3年間では35．9％と増加して
いる．40歳以上の妊娠率は新鮮胚移植10．2％，融解胚移植20．9％と39歳以下の妊娠率　27．5％，37．2％と比較し有意な低値

が認められた．40歳以上の流産率は，新鮮胚移植35．9％，融解胚移植42．9％で，39歳以下の15．9％，1＆7％に比較し有意
な高値が認められた．出産時の帝王切開率は64．1％．切迫早産や，重症妊娠高血圧腎症などさまざまな合併症を引き起こし，

母体異常率も30．8％と高値であった．出生児異常に関しては，心内膜床欠損症，ダウン症，両大血管右室起始症，心室中隔
欠損症などの異常児が確認されており，異常児出産率は10．3％で39歳以下の3．3％より有意な高値が認められた．【考察】40

歳以上の高年者の治療件数は年々増加しているが，治療成績と流産率，さらには出産時の帝王切開率，出生児の異常率が高
いことを考慮すると，治療前のインフォームドコンセントを十分に行う必要があると考えられた，
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P－187　43歳以上の不妊治療による妊娠127症例の検討

○濱田　啓義，中山　貴弘，小濱　奈美，矢野　樹理，立入智恵子，原田　裕子，古田あや奈，畑山　　博
　医療法人財団足立病院

【目的】新しい特定不妊治療費助成制度では43歳以上の患者を対象外とする方向である．その一方43歳以上で不妊治療によ

り妊娠出産に至る例を少なからず経験するところであり，43歳以一ヒに対する治療について検討することは喫緊の課題とい

える．今回，その一助とすべく当院での不妊治療による43歳以上の妊娠症例を解析，検討した．【方法】2011年から2013年

に当院で不妊治療を行い妊娠が成立した3814症例のうち43歳以上の127症例について治療歴，治療内容，転帰を検討した．
【成績】妊娠成立時の年齢は平均44歳2ヶ月，最高齢は48歳8ヶ月であった．治療開始から妊娠成立までの日数は平均501
日（27－2260日）であり，40歳以下に比べると有意に長かった．67％（85例）が初回治療であり，71％（90例）に流産を含
む何らかの妊娠歴が認められた．妊娠成立時の治療内容はタイミング法12％（15例），IUI　2％（3例），　ART　86％（109例）

であった．他院治療歴のある症例と妊娠歴のない症例ではその大多数（それぞれ95％）がARTにより妊娠していた．　ART
での誘発法はクロミフェン周期が53％（58例）と最も多く，36％（39例）がshort法であった．また凍結胚移植が約半数（55

例）を占めた．妊娠の転帰は生産26％（33例　帝王切開22例），自然流産61％（77例），3例が異所性妊娠，5例で人工妊
娠中絶が行われていた．【結論】今回の検討では86％がARTにより妊娠していた．他院治療歴ありと妊娠歴なしの症例では

大多数がARTでの妊娠であり，43歳以上の患者の治療選択において治療歴と妊娠歴が重要と考えられた．　ARTの排卵誘発
法ではクロミフェン法が最多であったが，short法での妊娠例も多く，卵巣機能が比較的保たれている症例では積極的に使用

しても良いと考えられる．妊娠の転帰は6割以上が流産であり厳しい現実があることは否めない．また5症例でトリソミー
などを理由として中期中絶が行われており，治療前に妊娠成立後についても十分な情報提供が行われる必要がある．

P－188　自然周期もしくは単一・卵胞発育をめざした卵巣刺激により施行したIntrauterine
　　　　　　insemination（IUI）後の妊娠成績予測因子に関する検討

○岡　　賢二，宇津野宏樹，山本　綾子，樋口正太郎，橘　　理絵，1［1田　香織内川　順子，塩沢　丹里
　信州大学医学部産婦人科

【目的】Intrauterine　insemination（IUI）は低侵襲な治療であり，反復して行われることも多いが，不用意な継続は時間の

浪費につながり，特に高齢患者では問題となる，本研究では，自然周期もしくは単一卵胞発育をめざした卵巣刺激により施

行したIUI後の妊娠成績に関連する要因について検討し，妊娠成績予測に有用な因子の抽出を試みた．【方法】2012年1月
から2013年8月までにIUIを施行した119組552周期を対象とした．臨床妊娠（胎嚢陽性）は20組21周期で成立した．
以下の12因子（女性の年齢：35歳未満，35－39歳，40歳以上，基礎FSH値，　AMH値，女性のBMI，子宮内膜症の有無，
頸管因子の有無，卵管因子の有無，排卵障害の有無，卵巣刺激の有無，発育卵胞数，子宮内膜の厚さ，洗浄後総運動精子数）

について，IUI後の臨床妊娠成績との関連を多重ロジスティック回帰分析により解析した．【成績】臨床妊娠と統計的に有意
な関連が見られた因子は，頸管因子（OR　＝31．07，95％CI［3．46－541．66］，　P　＝　O．007），　AMH値（OR　＝　1．51，95％CI［1．05－2．36］，

P＝O．042），発育卵胞数（OR　＝　5．62，95％CI［1．27－30．86］，　P＝0．026），洗浄後総運動精子数（ORニID9，95％CI［1．03－1．17］，

P＝O．OIO）であった．女性の年齢に関しては，累積妊娠率が40歳以上で低下傾向であったが，有意ではなかった（35歳未
満17．9％；35－39歳，19．6％：40歳以上，ll．8％）【結論】臨床妊娠と相関したのは，頸管因子の有無，　AMH値発育卵胞

数洗浄後総運動精子数であった．今回の検討からは，比較的高齢であっても，頸管因子が存在し，AMHが保たれた症例
では，IUIが有益である可能性が示唆された．また，発育卵胞数は重要な因子であり，症例を個別化した上での卵巣刺激導
入が必要と考えられた．

P－1　89　LetrozoleおよびAnastrozoleを排卵誘発剤として使用したARTにおける出生児
　　　　　　の検討

○渡邊　恵理，金谷　美希，八木亜希子，田中　恵美，越後　恵美，太田　有美，浅野　明恵，岩見菜々子，小澤　順子，

　山本　貴寛，森若　　治，神谷　博文

　神谷レディースクリニック

【目的】我々はアロマターゼ阻害剤であるLetrozoleおよびAnastrozoleをARTに使用し，多数の出生例を得ている，今回，出生児についてクロミフェンクエン

酸塩（CC）と比較検討したので報告する、

【方法】当院の倫理委員会の承認を得て，十分なインフォームドコンセントのもとにtLetrozole，　Anastrozole，　CCを用いたARTを施行し，2000年1月から2014

年6月までに出生した1023児を対象とした．Letrozoleは月経2日目から1日2．5mgを5日間投与，　Anastrozoleは月経2日目から1日1－2mgを4－5日間投与，

CCは月経2日目から1日50－100mgを5－10日間投与し，　hMGあるいはrecFSHを併用した．出生時体重，在胎週数早産率，先天異常率等について検討した，

【結果】Letrozoleでは単胎454例，双胎35例（70児），品胎3例（9児），　Anastrozoleでは単胎209例，双胎17例（34児），　CCでは単胎227例，双胎9例（18

児），品胎1例（3児）出生．出生時平均体重は，Letrozole（単胎2998±500g，双胎2180±446g，品胎1649±287g），　Anastrozole（単胎2997±507g，双胎2190±

683g），　CC（単胎2966±M6g，双胎2412±323g，品胎1613±335g），平均在胎週数は，　Letrozole（単胎38．5±2．1，双胎35，2±21，品胎32，7±2．1），　Anastrozole

（単胎38．6±2．0、双胎343±4．4）tCC（単胎3＆3±2，4，双胎360±O，9，品胎33）．早産率は，　Letrozole（単胎93％，双胎77．1％，品胎100％），　Anastrozole（単

胎＆1％，双胎64．7％），CC（単胎ILI％，双胎66．7％，品胎100％），出生児の先天異常はLetrozoleで12児（2，3％：12／533），　Anastrozoleで2児（O．8％：2／243），

CCで5児（20％：5／248）に認めた．

【考察lLetrozole，　Anastrozole，　CCの3群間で，在胎週数早産率，先天異常率に有意差は認めなかった，出生時体重では双胎においてLetrozoleとCCの2

群間で有意差を認めた．今後さらに症例を増やし，児の長期追跡調査が必要と思われる．
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P－190　当センターにおける，タイミング・人工授精後妊娠および新鮮・凍結融解胚移植後
　　　　　　妊娠の分娩転帰の比較検討

○左　　勝則，石田　恵理，巽　　国子，齊藤　和毅，小松　保則，竹島　和美，齊藤　隆和，左合　治彦，齊藤　英和

　国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター不妊診療科

【目的】当センターで不妊治療を受け，妊娠・出生した児の分娩転帰を比較・検討する．【方法】当科において2003年5月

から2012年12月までに不妊治療を受け妊娠し，かつ22週以降に出産した全単胎妊娠を対象とし，不妊治療および妊娠・
分娩情報を後方視的に検討した．タイミング指導および人工授精を含む自然周期妊娠新鮮・凍結融解胚移植後妊娠の分娩
転帰を，多変量回帰分析を用いて比較検討した．【成績】上記期間中に370例の分娩症例が存在した（自然周期妊娠187周
期，新鮮胚移植後妊娠102周期，凍緕融解胚移植後妊娠81周期）．平均分娩週数（mean±SD）は38．9±1．8週，平均出生体
重は2937±424g，47．8％が自然分娩であった．自然周期妊娠に比べ，新鮮胚移植後妊娠において有意に分娩週数が早く（自
然周en　vs．新鮮胚移植，39．0±1．6・vs．3＆5±2．4週，　p　一　O．Ol9），出生体重が少なかった（2985±377　vs．2827±525g，　p＝O．002）．

自然周期妊娠に比べ，新鮮胚移植後妊娠の早産に対するオッズ比（OR）は，3．96（95％信頼区間［95％CI］，1．7　一　92，　p＝

0．001）であり，凍結融解胚移植後妊娠と比較しても有意に早産リスクが高く（OR　3．85，95％CI，1．24－11．9，　p　一　O．02），交

絡因子調整後も有意差を認めた．胎盤付着部異常による早産が，自然周期妊娠においてO．54％であったのに対し，新鮮胚移
植後妊娠では2．9％だった（p＝O．07），新鮮胚移植後妊娠において，緊急帝王切開分娩のリスクが有意に高かった（OR　1．98，

95％CI，1．1－3．7，　p＜0．05）．【結論】新鮮胚移植後妊娠において，自然周期妊娠および凍結融解胚移植後妊娠と比べ，早産

および緊急帝王切開分娩のリスクが増加する可能性が示唆された．

P－191　分子整合栄養学に基づいた栄養療法によるART成績への効果

○福山八知代V，針村　若菜1），塩沢　直美ハ｝，武田　信彦D，出居　貞義i），荒木　康久2）

　1｝大宮レディスクリニック，2高度生殖医療技術研究所

【目的】当院では不妊治療を目的として来院した患者に，分子整合栄養学に基づいた栄養療法を行っている．今回我々は，

栄養療法によりART成績にどのような効果が認められたか後方視的に調査を行った．【対象】栄養療法群として2012年11

月～2013年12月に，サプリメント（プロテイン15～30g／日，ヘム鉄，亜鉛，ビタミンB群）を服用し，同一・卵巣刺激によ

る採卵を2回以上受けた患者75名（28～49歳平均38．5歳），非栄養療法群として2011年1月～12月にサプリメントを服
用せずに同一卵巣刺激による採卵を2回以上受けた患者58名（29～46歳平均37．5歳）を対象とした．【方法1各対照群
において1回目の採卵と2回目の採卵における，採卵数，正常受精数（率），day3時およびのday5・6時の胚所見，胚利用
数を比較した．また栄養療法群と非栄養療法群における2回目の採卵の妊娠率を比較した．【結果】栄養療法群において，

採卵1回目と2回目で，正常受精数が［3．08個，3．89個：p＜O．01］，正常受精率が［57％，71％：p〈O．005］，day3における

良好胚数が［2．21個，2．97個：p＜O．Ol］，胚盤胞到達数が［1．45個，290個：p＜O．005］，胚盤胞到達率が［32％，48％：p＜

O．Ol］，良好胚盤胞数が［O．48個，1．03個：p＜0．01］，胚利用数が［1．65個，2．35個：p＜0005］と栄養療法後の採卵2回目

で有意にヒ昇した．これに対し非栄養療法群においては，採卵1回目と2回目で有意差を認めた項目はなかった．栄養療法
群と非栄養療法群の採卵2回目の妊娠率は，［24％，18％：p＝O．161］と有意差は認められなかったが栄養療法群で高い傾向

がみられた．【結論】栄養療法を行うことにより，有意に正常受精率や胚盤胞到達率の改善が認められた．また栄養療法を
行っていない群に比べ妊娠率も高い傾向がみられた．

P－192　続発性不妊症例の不妊原因・治療成績の検討

○都築たまみ，泉谷　知明，谷口　佳代，前田　長正

　高知大学医学部産科婦人科

【目的】晩婚化・晩産化を背景に，続発性不妊で悩む症例が少なからず存在する．今回，当科で管理した続発性不妊の現状

を明らかにすることを目的とした．【対象と方法】2008年1月から2013年12月までの間に，挙児希望を主訴に当科を受診
した171例を対象とし，原発および続発性不妊の背景および不妊原因，治療成績を後方視的に比較検討した．【結果】対象171

例中，原発性不妊（原発）99例（57．9％），続発性不妊（続発）が72例（42．1％）であった．続発性不妊のうち，既往妊娠

が不妊治療での妊娠であった22例は除外した．初診時年齢は原発33．4歳，続発34．1歳，不妊期間は原発44．6ヵ月，続発32．4
ヵ月と有意差はなかった．不妊原因（原発／続発）は，排卵障害：30．6％／24．0％，男性因子：26．5％／22．0％，卵管性：19．4％

／16．0％，機能性：17．3％／46．0％と，続発では機能性不妊が有意に多かったが，その一方で男性不妊が原発と同程度存在した．

妊娠率・生産率（対症例）は，原発48．0％・3＆8％，続発44．0％・3田％と同等だった．既往妊後3年未満（＜3年群）と3
年以上（≧3年群）で比較すると，≧3年群で妊娠率・生産率が有意に低かった（＜3年：56．3％・　43．8％，≧3年：22．2％・

22．2％）．年齢は両群問に有意差はなかったが（＜3年：34．3歳，≧3年：337歳），男性不妊がく3年群12、5％，≧3年群38．8％

と≧3年群に多く，妊娠率・生産率に影響したと考えられた．【考察】続発性不妊において，男性因子が原発性不妊と同程度

存在し，とくに既往妊娠後から長期に経過した症例で男性不妊が多く，妊娠率が低率であったかことから，続発性不妊でも
精液検査は必須であり，長期不妊例ほど早期の治療介入が必要と考える．
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P－193　当院における高齢女性に対するART成績

○宇都　博文1｝，与那嶺正行D，菅原　かな］），村越　行高1），呉屋　憲一｝，吉田　宏之’J，杉山　　武1），松尾千穂里2），

　大西　雅子2〕，花田麻衣子z），田巻　智慧Ln，北村　誠司2）

　1）医療法人財団荻窪病院産婦人科，2医療法人財団荻窪病院虹クリニック

【目的】近年の晩婚化の影響により，40代の患者の割合は増加しており，当院でも40代以上の患者が占める割合は全採卵数の47．8％

と非常に高い．今回我々は，40代の中でもさらに妊娠が困難とされる43歳以上の患者を対象に，当院でのART成績を検証し治療限

界の指標となり得るかを検討した．【方法】当院にて2010年1月～2013年12月にARTを実施した43歳以上の症例を対象とした．43

歳・44歳・45歳・46歳・47歳以上に分けて後方視的に検討した．【結果】対象症例の採卵数は321周期であった．同期間での当院に

おける全採卵数の20、6％を占めていた．移植あたり妊娠率は43歳・44歳・45歳・46歳・47歳以上で各々108％・9．9％・　6．3％・

10％・0％であった．採卵あたりの妊娠率は，各々9．3％・8B％・3．1％・4．7％・0％であった．45歳以上は採卵あたりの妊娠率がさ

らに低率であった．採卵あたりの生産率は各々3．1％・3．8％・O％・0％・0％であり，45歳以上での出産例は認めなかった．AMH値

の検討では，43歳では妊娠例のAMH値1．14ng／／mlに比べ非妊娠例のAMH値はO．67　ng／mlと有意に低かった（pニO．04）．44歳も

同様に妊娠例のAMH値1β6ng／mlに比べ非妊娠例のAMH値は031ng／mlと有意に低かった（p＝0．03）．また，　AMH感度以下の症

例では出産例は認めなかった．【結論】今回の検討期間の4年間において，45歳以上の出産例はなく，治療限界の目安は45歳にある

と示された．43歳・44歳でも生産率は約3％であった．高齢女性に対する治療は困難であり，患者にもその旨を説明しているが，夫

婦の意向が最大限に尊重される為，夫婦の意向に沿って治療を継続している状況である．今回示されたより正確な治療成績を患者へ

提供することで，個々の患者の治療継続の判断の一助になればと考える．また，非妊娠例はAMH値が有意に低く，検討した症例数

は少ないが，AMH感度以下の症例に出産例はなかったことから，高齢女性の場合はAMH値も治療終結の指標になり得ると考える．

P－194　妊娠初期患者への鍼灸治療の安全性について

○長谷川謙介，木津　正義，美濃　佑果，鈴木　裕明

　明生鍼灸院

【目的】昨今エビデンスは不十分ながら挙児希望者に対し妊娠率の向上やストレスケアを目的に鍼灸治療をARTに併用する

場合がある．ARTの結果，妊娠に至ると妊娠成立前後の時期に鍼灸治療を行うことになるが，その安全性を明確にした研
究はみられない．そこで我々はARTによる妊娠初期患者への鍼灸治療の影響を流産の確率を指標とし，安全性を検討した
ので報告する．【方法】1998年から2013年まででARTにより妊娠し，その初期に鍼灸治療を行った患者で胎嚢確認が出来
た妊娠（512人574周期）を対象とした．習慣性流産および疑われる患者（流産回数3回以上）の妊娠と人工妊娠中絶の症
例を除外した．出産したものを出産群（281周期），妊娠12週以上継続していることが確認できたものを妊娠継続群（94周
期），妊娠12週未満でその後経過がわからないものを離脱群（86周期），流産したものを流産群（110周期）に分けた．妊

娠全体から離脱群を除いた数から流産群の割合（以下，流産率）を算出した．また30歳未満，30～34歳35～39歳，40歳
以上に分け年齢別流産率を算出し，さらに40歳以上の中から42歳以上を抽出し同様の検討を行った．【結果】全体の流産
率は22．7％（35．3歳±3．9）であった．年齢別では30歳未満が10．7％，30～34歳が16．9％，35～39歳が22．3％，40歳以上が

46．9％であった．42歳以上では56．0％であった．【考察および結語】本研究では比較対照群が設定できていないため既知の

値から推察する．一般に妊娠の10～20％は流産となり，年齢の上昇とともにその確率も上昇すると知られている．本研究
の流産率は22．7％とやや高値だが，対象の大多数が30歳以上だったことが要因と考えられる．年齢別検討でも年齢に比例
し流産率も上昇することから，その影響がみられた．これらから妊娠初期患者への鍼灸治療はむやみに流産を引き起こす危
険性があるとは考えらず安全であることが示唆された．

P－195　当院リプロダクションセンターにおける2013年ART成績の検証

○田中　幸子，神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，井浦　文香，

　永井　　崇，竹本　周二，田島　博人，浅田　弘法，吉村　泰典

　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

【目的】当院リプロダクションセンターでは，内視鏡手術からARTまで総合的に不妊治療を行っている、2013年度のART
成績を分析し，昨年度のものと比較して改善点を検証した．【対象と方法】2013年1月から2013年12月まで当院で施行し
た採卵146周期，589卵子，527胚，胚移植87周期を対象とした．患者平均年齢は39．5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：38％，クロミフェンーHMG：34％，　GnRHagonist：10％，　GnRHantagonist：

14％，〈平均採卵個数〉（a）9．0（b）6．3（c）3．8（d）5．1，〈受精率％〉（a）81．4（b）91．2（c）91．2（d）89．5，＜胚盤胞

到達率％〉（a）60．5（b）61．0（c）59．2（d）60．2，〈臨床的妊娠率％〉（a）66．6（b）51．6（c）32．6（d）41．3であった．な

お平均胚移植個数は1．3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，いず

れの項目においても前年と同様またはそれ以上の成績が得られた．開院当初の目標は安定してARTを行うことを最優先と
して機器・機材・手技手法を選択しており，2012年に引き続き想定通りの結果が得られた．今後も現状の良好な成績維持に
努めるとともに，更なる成績向上への努力が必要と考えられた．



292（450） 日生殖医会誌59巻4号

P－196　40歳以上の体外受精妊娠症例に関する検討

○石松　正也

　石松ウイメンズクリニック

【目的】近年，体外受精施行症例が年々増加する中，40歳以上の施行例も増加している．しかしなかなか安定した治療成績は

得られていない．今回は当院の40歳以上症例の成績と共に，妊娠成立症例の背景及び治療経過から方針決定の手掛かりにつ

いて検討した．【方法】まず2009年1月から2013年12月までの間に体外受精を施行した40歳以上症例の年齢別及び年別の
成績を検討，そのうち妊娠成立した32例においてその背景，また採卵回数，刺激法，受精法，培養法，移植胚について検討

した．今回の検討は十分なインフォームドコンセントを得て行った．【成績】5年間で136例393周期に加療，32例32周期
に妊娠成立（流産13周期）した．毎年42歳までの妊娠例はあるが43歳以上の妊娠例はなく，各年毎の妊娠率は一定してい
なかった．妊娠までの採卵回数は1回16例，2回7例と2回まで（早期群）が719％で，3回目以降（反復群）は9例（28．1％），

うち6回，7回が各1例あった．妊娠歴を有する者は早期群12例（52．2％），反復群3例（333％）であった．卵巣刺激法は
早期群は全てLong（L）法またはShort（S）法で，反復群はL法，　S法の他にゴナドトロピン（Gn）またはGn＋クロミフェ

ンにGnRHアンタゴニスト併用，等様々であった．受精法は早期群中15例（65．2％）が通常のIVF法，反復群はICSI法が
7例（77．8％）と多くなったs胚培養法では2012年より導入したsingle　medium（sin．m．）により早期群中9例，反復群中5

例が妊娠成立，採卵2回以上施行例ではsequential　mediumからsin．m．に変更後の妊娠例が7例あった．移植胚は胚盤胞を
第一としているが反復群は初期胚移植の頻度が増え，1例のみ妊娠成立した（6周期中）．【結論】40歳以上症例に対してもま

ずはスタンダードな方法から取り掛かってよいと考えられた．しかし反復不成功例は成果が一律ではなく，施行しうる様々

な方法を試みる必要がある．この際施設なりの治療の限界をあらかじめ十分見据えておくことも重要である．

P－197　腹腔内出血1，000ml以上認めた異所性妊娠症例の検討一同種血輸血と回収式自己血
　　　　　　の比較一

○土屋　雄彦，前村　俊満，北村　　衛，高橋　賢司，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

　異所性妊娠は，経膣超音波断層法の解像度の向上や高感度hCG検査薬の発展により早期に診断することが可能であるが，時として

腹腔内出血によるショック状態を呈して来院する緊急性を要する疾患である．今回我々は，1997年から2014年3月までに異所性妊

娠と診断した566症例に対して後方視的検討を行った．妊娠部位は，膨大部413例，峡部43例，同定不能（MTX療法・経過観察症

例を含む）33例，間質部26例，卵巣14例，采部16例，頸管10例であったt妊娠週数は，7週162例，6週154例，8週95例の順
に多かった．治療法としては，腹腔鏡手術430例，開腹術105例，経過観察13例，MTX療法10例，膣式手術8例であった．開腹
術と腹腔鏡手術の比較を行うと，開腹手術率は19．6％であり，手術時間は開腹術758分，腹腔鏡手術5L3分であった．腹腔内出血1000

ml以上を呈した症例は69例に認め，開腹率は66．6％と開腹率の増加を示し，手術時間は開腹手術79．4分，腹腔鏡手術：77．9分と両

群間に差を認めなかった．腹腔内出血1000ml以上症例を無輸血群（A群）13例，同種血輸血群（B群）37例，回収式自己血輸血群

（C群）14例，同種血と回収式自己血輸血群（D群）5例に分類し更なる検討を行った．腹腔内出血はA群13825ml，　B群2333．4ml，

C群1855．4ml，　D群2884．4mlであり，　AB・AC・AD群間に有意な差を認め，　BC群問に有意な差は認めなかった．同種血輸血量は，

B群9043ml，　D群672．Oml，回収血輸血量は，　C群886．Oml，　D群990．4mlであり，　B群同種血量とC群回収血量はほぼ同等量であっ

た．腹腔内出血が少量で全身状態が安定していれば腹腔鏡手術が可能と考えられるが，腹腔内出血が1000ml以上認めるような異所

性妊娠症例では，手術時間の延長や開腹術症例の増加を認めた．異所性妊娠において回収式自己血輸血は，積極的に稼働させること

によって同種血輸血量と同程度の輸血量を返血することが可能であり，同種血輸血を回避しうる有効的な手段と考えられた．

P－198　分割期胚移植におけるDay2胚・Day3胚および新鮮胚・凍結融解胚での妊娠率の
　　　　　　比較

○山本　佑司’），池上　美希1），長瀬　祐樹1），松田有希野1），米澤　潤一｝，和田　知久1），松浦　俊樹Z）

　Dアクトタワークリニック生殖発生医科学センター，2｝アクトタワークリニック

【背景】近年，高い妊娠率が得られる胚盤胞培養が主流となってきている．しかし，すべての胚が胚盤胞まで発育が進むわけで

はないため，採卵を行っても胚移植ができない場合が出てくる．そこで当院では，移植を行わずに治療終了になることを防ぐ

ために，胚盤胞移植だけでなく分割期胚移植も行っている．分割期胚移植ではDay2胚もしくはDay3胚を移植している．今
回，我々は分割期胚移植における培養日数および凍結の有無が妊娠率に影響があるかを後方視的に比較・検討した，【方法】対

象は，インフォームド・コンセントの得られた2011年1月から2014年3月までに分割期胚移植を行った610周期である．移
植周期をDay2新鮮胚移植（FD2），　Day3新鮮胚移植（FD3），　Day2凍結融解胚移植（CD2），　Day3凍結融解胚移植（CD3）の

4群とした．また，移植時の患者年齢を29歳以下，30歳から34歳35歳から39歳40歳以上に分け各年齢における妊娠率
を比較した．胎嚢が確認できた症例を妊娠と診断した．【結果】29歳以下；FD2：31％（9／29），　FD3：67％（4／6），　CD2：8％

（1／12），CD3：0％（0／3）．30歳から34歳：FD2：37％（30／81），　FD3：39％（13／33），　CD2：39％（16／41），　CD3：43％（3／7）．

35歳から39歳；FD2：25％（25／102），　FD3：33％（26／79），　CD2：35％（15／43），　CD3：38％（6／16），40歳以上；FD2：17％

（13／77），FD3：9％（4／45），　CD2：4％（1／24），　CD3：8％（1／12）．29歳以下においてFD3とCD2の間に有意差があった（P＜

O．01）が，他の年齢内では有意差はなかった．40歳以上は他の年齢に比べ，すべての群において妊娠率が有意に低かった．【結

論】各年齢における4群間の妊娠率は，一部を除いて有意差はなく，培養日数や凍結の有無が妊娠率に影響を与えることは少
ないと示唆された．このことから患者の移植周期の選択肢が増え，患者満足度の向上につながると考えられる．
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P－199　不妊原因から検討した，40歳未満女性の低Anti－Mullerian　Hormoneの不妊治療
　　　　　　成績

○峯　　克也，米澤　美令，小野　修一，富山　僚子，桑原　慶充，明楽　重夫，竹下　俊行
　日本医科大学産婦人科

目的　Anti－Mullerian　Hormone（AMH）は，卵巣予備能を反映するマーカーと考えられている，しかしながら“卵巣年齢”の検査と

認識している患者も多く，実年齢より低い値となると強い不安を抱く，低AMHは低妊娠率を予測し得るのであろうか？そこで，40

歳未満の比較的若年女性において，AMHI．O　ng／ml未満と極めて低い値を呈した症例に対して検討を行った．方法　挙児希望があり

AMHを測定した40歳未満の症例を対象とした．　AMHが高値となる多嚢胞性卵巣患者は除外した．　AMH　1．O　ng／ml未満を低AMH

群，その他を対照群とし，臨床背景，妊娠率，流産率の検討を行った．さらに，不妊原因別に低AMH群を再度抽出し同様の検討を行っ

た．結果　131症例中29症例（22．1％）が低AMH群であった，対照群と比し年齢に有意差は認めなかった．前胞状卵胞数は低AMH

群4．2個，対照群＆2個，血清FSH値は低AMH群12．6　mlU／ml，対照群9．5　mlU／mlと有意差を認めた（p〈O．Ol）．低AMH群12症

例（41．4％）が妊娠に至り，対照群の61症例（59．8％）に比して有意差を認めなかった．流産率に対しても2群間に有意差は認めなかっ

た．不妊原因別の低AMH群の占める割合は，原因不明9．1％（5／55），子宮内膜症36％（18／50），卵管因子30．8％（4／13），男性因子

7！7％（2／13）であり，子宮内膜症には有意に低AMH症例が多かった（P＝O．003）．子宮内膜症症例の低AMH群8例（“．4％）が妊娠

に至り，対照群19症例（59．3％）に比して有意差を認めなかった．子宮内膜症症例の低AMH群の8症例のうち3例が自然妊娠，5例

が体外受精にて妊娠となった．嚢腫摘出既往のある3例はいずれも体外受精にて妊娠となった．結論　低AMH症例群の妊娠成績は対

照群に比し遜色の無い結果であった．低AMH症例に遭遇した際も，患者にいたずらに不安をあおるべきではないと考えられた．子宮

内膜症症例に低AMH症例が多く見られたが，妊娠率には有意な差はなく，適切な治療により生児を獲得しうると考えられた．

P－200　凍結余剰胚を用いた第二子挙児希望症例の検討

○村山　直人，小川　　紗，栗原　　恵，遠藤由紀子，三宅　美夏，三浦加奈代，高橋　具視

　医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック

【目的】ART第一子出産後，第二子挙児希望で凍結余剰胚移植を行った症例において，患者背景等が妊娠の成否に関連があ
るか項目ごとに割合を算出し検討した．

【方法】2003年1月～2014年6月までに当院でART第一子出産時の凍結余剰胚を移植した188周期115症例を対象とした．

妊娠群（136周期82症例）と非妊娠群（52周期33症例）の2群に分け，各群の患者背景等を調査し，両群を比較検討した．
【結果】第二子を妊娠したのは全症例の71．3％（82／115）であった．採卵時年齢別に29歳以下，30～34歳35～39歳40
歳以上と分けた結果，割合が高かったのは妊娠群で30～34歳（52．4％）であり，非妊娠群で35～39歳（36．4％）であった．

凍結胚数別に1～3個，4～6個，7～9個，10個以上と分けた結果，割合が高かったのは妊娠群で4～6個（40．2％）であり，

非妊娠群で1～3個（515％）であった．余剰胚数別に1個，2個，3個，4個，5個以上に分けた結果，割合が高かったのは
妊娠群で5個以上（41．5％）であり，非妊娠群で1個（36．4％）であった．不妊原因別に卵管障害，子宮内膜症，抗精子抗
体，男性因子，原因不明，その他に分けた結果，妊娠群で割合が高かったのは原因不明（36．6％），卵管障害（34．1％）であ

り，非妊娠群では原因不明（36．4％），卵管障害（24．2％）であった．妊娠群と非妊娠群を比較した結果，凍結胚数別では，

1～3個の割合が26．8％vs　51．5％と非妊娠群が有意に高かった（p＜0．025）．また，余剰胚数別の妊娠群vs非妊娠群では，1

個の割合が4．9％vs　36．4％と非妊娠群が有意に高く　（p〈0．005），5個以上の割合では415％vs　18．2％と妊娠群が有意に高

かった（p＜O．05）．採卵時年齢別と不妊原因別については妊娠群と非妊娠群に差はみられなかった．

【結論】妊娠の成否には採卵時凍結胚数および余剰胚数に関連がみられた．今後　さらに項目を増やし検討していく．

P－201　不妊外来を受診した夫婦の性交頻度に関する調査

○若杉　聡美，種部　恭子

　女性クリニックWE富山

【目的】自然妊娠を希望する場合，性交頻度が高いほうが妊娠の確率を上げるが，週2回性交を持っても妊娠するまでに平

均約6か月かかるという報告もある．しかし，日本人の性交頻度は世界の中でも低い事が知られており，挙児希望のあるカッ

プルでも，性交頻度が月1～2回しかないことが度々ある．当院に不妊治療目的で初めて来院した女性に対し，性交頻度と，

性交に対する意識について調査した．【対象と方法】平成25年4月～8月の5ヶ月間に，不妊治療目的の女性80人を対象に，

性交頻度，性交頻度が適正であるか否かの認識性交頻度が低いと認識している場合の理由等，質問紙及び聞き取りによる
調査を行い解析した．調査にあたりプライバシーの保持及び調査協力の有無により不利益が生じない旨を口頭で説明し了解
を得た．【結果】不妊治療希望女性の平均年齢は32．1歳パートナーは33．5歳だった．性交頻度は月1～2回が43％と最も

多く，次いで週1回が34％だった．性交頻度が週1回以下の女性66人中46人は，現在の性交頻度は低いと認識していた．
性交回数が少ない理由は，「仕事で疲れている」57．6％，「生活リズムが合わない」409％だった．就業状況は正社員70％，

パート12％であり，パートナーは正社員が95％だった．性交頻度が週1回以下の女性の受診理由は，「身体に異常がない
かチェックして欲しい⊥「排卵日を予測し効率よく性交を持てるように指導して欲しい」が多く，性交回数を増やした方が
よいと思っている人は75．8％だった．【結論】不妊治療希望女性の性交頻度は月1～2回が最も多かった．性交頻度が週1回

以下の女性の約7割は性交回数を少ないと認識していた．「仕事で疲れている」「生活リズムが合わない」などの理由から性

交回数を増やせないと答えた．不妊治療を契機に今後の育児を見据え，パートナーとの生活時間の見直しや，コミュニケー
ションの取り方などを見直す必要性があると考えられた．
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P－202　当院でのAMH低値症例の不妊治療成績について

○橘　　直之，鈴木　達也，堀江　健司，木村　歩未，今井　　賢，木村　　円，昇　千穂美，坂本　有希，池田　伴衣，

　鈴木　光明

　自治医科大学産科婦人科学講座

【目的】抗ミュラー管ホルモン（AMH）は卵巣予備能の評価法として近年多くの施設で用いられている．しかし卵巣予備能

と妊娠成績の関係は現在明らかでない．そのため当院でのAMH低値症例の不妊治療による妊娠成績を検討した．
【方法】2009年8月から2013年10月まで当院で不妊治療を受けたAMH　1．Ong／ml未満の症例（24～45歳，中央値38、0歳）

137名を対象とし，29歳未満（5名），30～34歳（22名），35～39歳（63名），40歳以上（47名）の4群に分類して妊娠成
績を後方視的に比較した．また対象をAMH　O．19ng／ml以下，020～0．39ng／ml，0．40～O．59ng／ml，0、60～0．79ng／ml，　O．80～

099ng／mlで分類して比較した．

【結果】29歳未満，30～34歳35～39歳40歳以上での生産・妊娠継続率は40．0％（2名），50．0％（11名），302％（19名），

2．1％（1名）であり，前3群間では妊娠率に有意差は認めず，40歳以上群のみ他群と比べて有意に低値であった．AMHO．19
ng／ml以下（33名），　O．20～0．39ng／m1（28名），　O．40～O．59ng／ml（26名），　O．79～O．60ng／ml（23名），　O．99－－O．80ng／ml（27

名）での生産・妊娠継続率は57．1％（16名），21．7％（5名），15．4％（4名），13．8％（4名），10．8％（4名）であり，O．80－－O．99

ng／ml群のみ他群と比べて有意に高値であった．　AMH　O．19ng／ml以下の妊娠症例はすべて38歳以下であった．

【結論】40歳以上でのAMH低値症例は不妊治療成績が不良であった．一方でAMHがO．19ng／ml以下と非常に低値であっ
ても38歳以下で妊娠例を認めており，卵巣予備能が低下していても若年であれば妊娠の可能性があることを患者に説明す
る必要がある．

P－203　当院における生殖補助医療の周産期予後への影響についての検討

○小松　淳子，南　　　晋，林　　和俊

　高知医療センター産科婦人科

【目的】生殖・補助医療（ART）後妊娠が母児の周産期予後に及ぼす影響を検討した．【方法】2005年3月～2013年8月に当

院でARTを行い当院で生児を得た単胎症例92例（新鮮胚移植群（新鮮群）61例，凍結胚移植群（凍結群）31例）を対象
とし，母体の周産期予後，出生児の性比（男性／女性），正期産児（37－41週）の出生時体重，経膣分娩時出血量，聴帯動脈
血pH，胎盤重量，先天異常発生率を両群間で後方視的に比較検討した．【結果】出産年齢（35．0±3．8　vs．35．4±4．8），初産率

（82．0％vs．67．7％），妊娠高血圧症候群発症率（6．6％vs．9．7％）に有意差はなく，28週未満の早産率（0％vs．6．5％，　p＜0．05），

緊急帝王切開率（16．7％vs．41．9％，　p〈O．Ol），胎盤・膀帯異常率（9．8％vs．25．8％，　p＜ODI）は凍結群が有意に高率であった．

性比（1．44　vs2．10），出生時体重（2982．6±354．9g　vs．3012．0±360．6g），　SGA率（52％vs．11．1％），　LGA率（10．3％vs．14．8％）

には有意差を認めなかった．経膣分娩時出血量（506．8±47．6g　vs．1265．0±225．1g）は凍結群が有意に多かった（p＜O．Ol）．膀

帯i1　pH（7．277±O．076　vs．7．257±O．073），胎盤重量（591．4±127．lg　vs．534．9±77．3g），先天異常（4．9％vs．6、5％）に両群間の

差は認めなかった．【結論】凍結胚移植は新鮮胚移植に比し，母児の周産期リスクを上昇させる可能性が示唆された．児へ

の影響については更に長期的な検討が必要である．

P－204　当院における43歳以上の症例についての検討

○中野　美穂駒　　由佳，山本　理沙，松本　真弓，林　　清音，小池　浩嗣，土谷　綾子，脇本　栄子，中村　嘉宏，
　藤野　祐司

　藤野婦人科クリニック

【緒言】近年，不妊治療を受ける患者の高齢化が著しく，難治性症例が蓄積している．ART治療継続のインセンティブとも

言える特定不妊治療費助成も43歳以上において年齢制限が設けられる方針となり，今後，43歳以上の高齢症例の治療戦略
について考える必要がある．今回，当院でARTを実施した43歳以上の症例におけるART成績を検討した．【症例】平成18

年10月～23年9月の5年間に当院でARTを実施した43歳以上の症例318症例，同時期にARTを実施した40～42歳の
373症例を対照とした．全治療周期で通常体外受精（c－IVF）群と顕微授精（ICSI）群における43歳以上群と対照群におけ

る受精率，胚盤胞凍結予定周期で43歳以上群と対照群との間で胚盤胞到達率を比較した．また，新鮮胚移植周期，凍結胚
盤胞移植周期における妊娠率，出産率，流産率も併せて比較検討した．【結果】43歳以上のc－IVF群の受精率は62．8％，胚

盤胞到達率35．5％，ICSI群の受精率は83．6％，胚盤胞到達率29、6％であった．43歳以上のICSI群で対照群と比べ，受精率，

胚盤胞到達率が有意に低かった（P＜O．05）．43歳以上の初期胚移植では妊娠率　2．6％，出産率O．8％，流産率66．7％となり，

初期胚移植の妊娠率，出産率は対照群と比べ有意に低く，流産率は有意に高かった（P＜OD5）．また，新鮮胚盤胞移植では

対照群との間に有意差は認めないが，凍結胚盤胞移植の妊娠率，出産率も対照群と比べ有意に低く，流産率は有意に高かっ
た（P〈O．Ol）。【結論】43歳以上の症例では40～42歳の症例と比較し，胚盤胞到達率，妊娠率，出産率の顕著な低下が見ら

れた．この結果を参考に患者年齢による今後の治療戦略を考え，当事者との十分な話し合いのもと，ライフプランの再検討
を提示していく必要性が示唆される．
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P－205　精子運動の各種パラメーターとIUI妊娠との関連性

〇五十嵐健治12｝，下平　真希D，山中　政人D，真鍋　修一D，浅野有希子L），小栗　久典2〕

　1）エンジェルベルホスピタル，2｝ロイヤルベルクリニック不妊センター

【目的】IUIおいて精子運動の各種パラメーターが妊娠成績の予後に関わると報告されている．このためIUIの施行に際して
精子運動解析システムを用いて詳細な精液検査所見とIUIの臨床成績の相関について統計的解析をおこなった．【方法】2013

年4月～2013年11月まで当院でIUIを施行した500周期236症例を対象とした．患者の不妊背景（夫婦の年齢・既往妊娠・
BMI・不妊期間・AMH・FSH）および精子運動解析システムの各検査項目（精子数・精子濃度・運動率・直線および曲線
速度・頭部振幅（数））とIUIの臨床的妊娠との相関について後方視的に比較検討した．【結果】今回の統計解析の結果で臨

床的妊娠は34症例（14％）で全て初回IUIの単胎妊娠であった．臨床的妊娠と有意差が認められたのは，女性の年齢（妊
娠群32．8±4．1歳vs非妊娠群34．4±4．4歳P＜0、05）と既往妊娠（妊娠群62％vs非妊娠群35％，　P＜0．05）であった．精子

運動の各検査項目において有意差は認められなかった．【結論】今回の後方視的検討において，詳細な精液所見とIUI臨床

成績との相関少ないと思われた．むしろ女性因子との関連性が高いと思われた．今後は症例を重ね，他の要因も追加して更
に検証をすすめたい．

P－206　栄養療法による受精率，胚…盤胞到達率，凍結胚数の改善

○出居　貞義

　大宮レディスクリニック

　2013年1月～12月までの間に栄養療法（タンパク質，ヘム鉄，亜鉛，ビタミンB群を服用）をしながらARTを2回以
上受けている75名の患者の各データが改善しているかを検討した．改善（P＜0．05）を認めたものは受精率，胚分割率，胚
盤胞到達率，凍結胚数で，オッズ比で，受精率　1．81（＝5．56／3．08），胚盤胞到達率　2．00（＝2．90／1．45），卵胞液中のE2値当た

りのHMG投与量O．72（＝753．42／1049．57），胚利用tW　1．42（＝2．35／1．65）と改善を認めた．また，2012年7月以前の非栄養

療法群とそれ以降の栄養療法をしたART患者の胚盤胞到達率は，栄養療法群では改善と非改善者は13人：17人，非栄養
療法群では改善10人：非改善42人となり，胚盤胞到達率の改善率はオッズ比3．2（P＜0002）と著名な改善が認められた．
本研究では，倫理上の配慮を行った．

P－207　第2子不妊に対する治療法の検討

○日比　初紀1］，大堀　　賢t｝，浅田　義正L’）

　】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】第2子不妊症例の治療法の検討を行った．【対象と方法】平成21年4月より平成26年3月までの5年間に当院
不妊外来を受診した初診患者565名のうち，第2子を希望された22例．年齢は31－49歳（中央値40歳），妻の年齢29－48
歳（中央値34歳）．第1子は自然妊娠で18例，IUIで2例，射出精子によるICSIで1例，　TESE－ICSIで1例得られていた．
不妊期間は1。5－10年（中央値4．4年）であった．診断は特発性乏精子／精子無力症9例，精索静脈瘤3例，閉塞性無精子症2

例，造精機能障害2例，非閉塞性無精子症1例，Adult　onset　MHH1例，　EDI例，正常3例であった．手術は精巣上体精管
吻合術1例，精索静脈瘤根治術2例，Micro－TESEl例施行した．【結果】精巣上体精管吻合術を行った症例では開通は得ら

れたが少量の不動精子のため，術中に回収した精子を用いてICSIを行っている．　Micro－TESE症例では精子は回収されな

かった．精索静脈瘤症例は手術を行った2例は術後日が浅く未評価だが，手術を行わなかった1例に自然妊娠を得た．また
射出精子を用いたICSIで2例妊娠・出産を得た．　Adult　onset　MHH症例はhCG／rhFSHの自己注射を行っているが，来院
が滞りがちで結果が得られていない．また造精機能障害の1例は高PRL血症を示したためMRI等精査を勧めたが，離婚さ
れ以後未受診となった．【考察】今回の検討では自然妊娠1例と，ICSIによる2例妊娠・出産のみであった．12例は金銭的

な事もありARTを希望されず，初診以降未受診となったため妊娠などその後の経過は不明であった．第1子2歳自然妊娠
のNOA症例も1例経験した，【結語】第1子が自然妊娠で得られている例が多く，第2子を希望されても手術やARTなど
の治療には消極的であった．
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P－208　停留精巣を伴う男性不妊患者の検討

○保田　賢吾い，黒田晋之介2｝，三條　博之2），山中　弘行Z），加藤　喜健Z），湯村　　寧2｝，野口　和美L）｝，近藤　芳仁3｝，

　池田万里郎3’，河村　寿宏‘）

　1藤沢市民病院泌尿器科，2横浜市立大学付属市民総合医療センター生殖医療センター，3海老名レディースクリニック，

　’1佃園都市レディースクリニック

【はじめに】停留精巣の合併症として造精機能障害は広く知られており，両側例では78％，片側例では47．5％の症例で精液

所見の異常があるとされる．その原因としては精巣周囲の高温環境ホルモンバランス異常，酸化ストレスなどによる精巣
組織障害があげられる．今回我々は男性不妊外来を受診した患者のうち停留精巣の既往または未治療の停留精巣を有する症
例について検討した．【対象】当院および関連施設において同意の得られた停留精巣の既往または未治療の停留精巣を有す

る患者20名を対象とした．【方法】患者背景，精液所見，血中ホルモン値，治療などについて検討した．【結果】初診時平

均年齢は36．8歳，配偶者の年齢は34．1歳不妊期間は平均2．65年．患側は右6例，左9例，両側3例，不明2例．平均精
子濃度は115×106万／ml，平均運動率は17．58％．血中ホルモン値の平均はLH7．lmlU／ml，　FSH12．4mlU／ml，　testosteron4．50

ng／mlであった．精巣固定術を行った年齢は2～22歳であった．初診時未治療例は4例で，内2例は両側例で無精子症であっ

た．MD－TESEを施行し，精子回収には成功したが，妊娠には至っていない、残りの2例は乏精子症であり，精巣固定術施
行後，薬物療法を行っているが，妊娠には至っていない．【考察】自験例では手術を行った年齢が比較的高値であり，造精

機能障害の原因になっていると思われる．しかし未治療例でも射出精子を観察できることもあるため，患者個人にあわせた

治療戦略が必要となる．ただし両側例では造精機能障害が顕著であり無精子症患者数も増加する．近年ではTESE－ICSIな
どの技術により挙児を得る可能性もあるため，無精子症症例でも的確な治療法の提示が望まれる．

P－209　停留精巣の既往がある無精子症患者に対する採精成績

○岩月正一郎，佐々木昌一，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

【背景と目的】停留精巣に対しては妊孕性を確保するために精巣固定術が行われる．しかし，停留精巣患者の約半数に精液

所見の異常がみられるとされており，両側停留精巣で10％，たとえ片側であっても2．3％が無精子症を呈する．近年の生殖

補助医療により停留精巣の既往があっても挙児を得られるようになってきた．本研究では，停留精巣の既往のある無精子症

患者の治療成績を精巣固定術が行われた時期の差に着目して検討することで，精巣固定術の意義を明らかにすることを目的
とした．【方法12004年1月から2013年12月の間，当科にて無精子症に対して精子採取術を行った221人のうち，停留精
巣の既往のある15人（6．8％）を対象とし，治療成績を後方視的に検討した．【結果】対象患者のうち3人（20％，無精子症

患者の1．4％）が閉塞性無精子症（OA），12人（80％，無精子症患者の5．4％）が非閉塞性無精子症（NOA）であった．　OA

患者のうち2人は精管欠損が原因で1人は原因不明であった．NOA患者のうち8人には小児期に精巣固定がされていた．
残る4人は成人期に精巣固定をされており，2人はmicro－TESEに先立ち精巣固定，2人は精巣固定と同時にmicro－TESE
を行った．OA患者では3人全員からのMESAによる精子採取が可能であった．　NOA患者では，小児期に精巣固定術をさ
れた8人のうち5人（62．5％）から精子採取が可能であった一方，成人期に精巣固定をされた4人のうちでは1人（25％）か
ら精子採取ができたのみであった．【考察】本研究により小児期に精巣固定されたNOA患者からの精子採取の成績は，停留

精巣のまま成人に至った患者よりも良好であることが明らかとなった．このことから将来無精子症に至ったとしても，精子
採取術の成績を良好なものにすることができるため小児期の精巣固定が重要であるものと推察された．

P－210　乏精子症患者における治療戦略

○飯島　将司1），高　　栄哲2），京野　廣一3〕，吉田　　淳1），並木　幹夫1］

　1金沢大学大学院医学研究科泌尿器科学，L’）昭和伊南総合病院泌尿器科，3京野アートクリニック，　t）木場公園クリニック

　男性不妊症の原因の約8割が造精機能障害によるものであるとされており，その最大の原因は精索静脈瘤である．ヨーロッ

パ泌尿器科学会（EAU）のガイドラインではsubclinicalな症例に対する治療は効果が期待できないためグレード2以上の
clinicalな精索静脈瘤を認める乏精子症患者で，そのほかの原因がないものに関して考慮されるべきであると記載されてい

る．造精機能障害をきたす原因として精索静脈瘤以外に明らかであるものは遺伝異常である．遺伝異常には染色体核型検査

およびY染色体微小欠失が含まれる．精索静脈瘤とこれら遺伝異常は合併することもあり，精子濃度別に遺伝異常頻度を調
べた．【方法】金沢大学病院および協力施設を不妊の主訴で受診した男性患者のうち精液検査および染色体検査，Y染色体

微小欠失を検査されている1576人を対象にした．Y染色体微小欠失はGENOSEARCH　AZF　Deletionにて検出した．【結果】
染色体核型に関しては全体で一般集団よりも多い傾向であった．クラインフェルター症候群（KFS）が最多であり，非閉塞
性無精子症の11．7％（92例），精子濃度500万／mL以下の高度乏精子症において2例認めた．　Y染色体微小欠失については

主要な欠失は精子濃度500万／mL以下の高度乏精子症患者にのみで検出された．また，主要な欠失であるAZFc欠失はcryp－
tozoospermiaの21．1％（8例）にも上った．【結語】EAUガイドラインでは染色体核型検査は精子濃度1000万／mL以下で

調べるべきであるとされており，ヨーロッパアンドロロジー学会（EAA）ガイドラインではY染色体微小欠失については
精子濃度500万／mL以下で調べるべきであるとされている．精子濃度500万／mL以下，特にcryptozoospemiaではY染色
体微小欠失の頻度が高いため，精索静脈瘤の手術を検討する際に高度乏精子症患者においては必ずチェックするべきである
と考えられる，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－211 ジエノゲスト療法施行中に悪性化した子宮内膜症性嚢胞の一例

○佐藤　　亘D，富樫嘉津恵］），白澤　弘光］），熊澤由紀代1〕，熊谷　　仁D，児玉　英也z），寺田　幸弘］）

　n秋田大学医学部産婦人科，2秋田大学医学部保健学科

【緒言】子宮内膜症性嚢胞の約O．72％に悪性化を来たし，年齢，嚢胞径，血清CAl25値，画像診断により評価され，40歳
以上，嚢胞径10cm以上で悪性化の可能性が高まると考えられている．またジエノゲスト療法が待機保存療法として広く使
用されるようになってきたが，その長期投与に対する検証が十分とは言えない．今回，ジエノゲスト療法により子宮内膜症
性嚢胞が縮小したものの，その後に悪性化を来した症例を経験したので報告する．【症例】38歳1妊0産．下腹部違和感
を主訴に近医を受診したところ，卵巣腫瘍を指摘され，加療目的に当科を紹介された．MRIにて左子宮内膜症性嚢胞（70×

73×47mm）を認め，　CA125：154．OU／mlであった．　GnRHaを2kur施行後，ジエノゲスト（2mg／日）療法を開始，その8
ヶ月後の経膣超音波では左子宮内膜症性嚢胞は53x36mmと縮小を認め，　CA125は610U／mlと低下を認めたものの，13．5×

10．Ommの充実性部分を認めたため，慎重な経過観察の方針となった．その8ヶ月後の経膣超音波では，左子宮内膜症性嚢
胞の増大は認めなかったが，充実性部分の増大（22．3×13．6mm）を認め，　CA125　：　110．9U／mlと再上昇を認めた．　MRIにて

子宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断のもと，卵巣癌根治術を施行した．病理組織検査では明細胞腺癌，pTlc（b）NOMO，　pStage

laの診断であった．術後化学療法として，　CPT／CDDPを6サイクル施行した．治療終了後14ヶ月経過したが，現在のと
ころ再発兆候を認めていない．【結語】本症例はジエノゲスト療法により子宮内膜症性嚢胞の所見は軽快したが，その後に
悪性化したと考えられる．ジエノゲスト使用により経過良好な症例においても，常に子宮内膜症性嚢胞の悪性化を考慮した，

注意深い経過観察が必要である．

P－212　白血病治療中に緊急採卵を行い，卵子（未媒精卵）を凍結保存し得た1症例

○中村　嘉宏V，駒　　由佳］），小池　浩嗣1），脇本　栄子1］，直川　匡晴2｝，藤野　祐司D

　1藤野婦人科クリニック，2）日本赤十字社和歌山医療センター血液内科

　卵子凍結保存は妊孕性温存の有用な手段として認知されつつあるが，白血病症例においては原疾患治療の緊急性から排卵
誘発をできない場合がある．今回自然周期で緊急採卵を行い，卵子を凍結保存した症例を経験したため報告する．

　症例は20歳女性で，敗血症DICを発症し，前医血液内科に緊急入院した．急性前骨髄性白血病と診断され，　ATRA（ベ
サノイド）内服＋イダマイシンにより寛解導入後一旦退院し，ATRA（ベサノイド）内服の外来治療を受けていた．月経ll

日目に卵子凍結保存目的で当科受診，当日右卵巣に径15mmの卵胞を2個，左卵巣に径15mmの卵胞1個を認めた．ホル
モン値は，E2：201pg／ml，　LH：29．41U／L，　FSH：9．31U／Lであった．同日にhMGを1501Uを筋肉内注射し，翌日，径18
mm，16mmの卵胞を右側に，左側に径18mmの卵胞を確認した．ホルモン値が，　E2：ll4　pg／ml，　LH：20．l　IU／L，　P4：1．8

ng／mlであったため，排卵が切迫していると判断し緊急採卵を決定した．出血傾向なく，血小板も正常範囲内であったが，

全身状態を考慮し22G採卵針を用い吸引圧250mmHgで採卵し，卵子3個を採取した．採卵後卵巣内の血腫形成や膣壁から
の出血のないことを確認し帰宅を指示した．採取卵子は，1個がMI期で2個がMII期であった．　MII期卵子を急速凍結法
で凍結保存した．MI期卵2個のうちは36時間培養後もMII期に至らず廃棄した．
　白血病症例では治療の緊急性のため，卵子凍結保存実施に際して十分な排卵誘発を行う猶予がないことも少なくない．卵

胞発育，血中ホルモン値の測定により，排卵が切迫していると判断された場合，月経を待たずに躊躇なく緊急採卵を行う必
要がある．また，採卵に際しては出血傾向の有無に注意し，侵襲性の小さい細径の採卵針を用いることが望ましい．

P－213　アンドロゲン薬の長期使用による後天性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の3例

○助川　　玄，中野　和馬，辻　　祐治

　恵比寿つじクリニック

【諸言】アンドロゲン薬の長期使用は，下垂体性ゴナドトロピンの分泌抑制をきたし，性腺機能低下症となることが知られている．

今回我々はアンドロゲン薬による後天性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症で精液所見が不良となった3例の治療経験を報告す
る．

【症例1】36歳男性．ドーピング目的で蛋白同化ステロイドを1年半前より使用しており，性欲の減退および精巣の萎縮を主訴

として受診した．精液検査では無精子症であった．薬剤中止半年で性欲は改善傾向であったが，精子の出現を認めなかったため，

クロミフェンを投与したところ，良好な精液所見に回復した．

【症例2】36歳男性，不妊を主訴に当院を受診した．ドーピング目的で蛋白同化ステロイドを12年間使用していたが，受診4

か月前に中止している．両側精巣の萎縮を認め，精液検査では全視野ll7個の高度乏精子症であった．薬剤中止5か月で射出精

子を認めなかったため，hCG自己注射を開始し，2か月で精液所見の回復をみた．

【症例3】36歳男性．不妊を主訴に当院を受診した．精液検査では全視野：10個の高度乏精子症であった．性欲の減退があり，

近医でLOH症候群としてアンドロゲン補充療法を施行されていたため，テストステロン補充を中止．夫人の年齢が39歳である
ことから直ちにhCG自己注射を開始した．血中テストステロン値が上昇し，射出精子も増加傾向にあり，顕微授精の予定である．

【考察】アンドロゲン薬による低ゴナドトロピン性性腺機能低下症で，薬剤中止のみで精液所見の改善が不良な場合は，クロミフェ

ン内服やhCG注射が有効との報告が散見される．病態生理からは，クロミフェン内服が合理的と考えられるが，不妊治療のため

に精液所見の回復が急がれる場合にはhCG自己注射も治療の選択肢に入るであろう．
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P－214　前周期のchemical　pregnancyに気づかず体外受精周期に入り，　empty　follicleの
　　　　　　うえにOHSSが遷延した1症例

○船曳美也子12），田口　早桐1），林　　輝美’），多田　佳宏D，北宅弘太郎’），岩木　有里D，苅田　正子1），中村　嘉孝D

　Dオーク住吉産婦人科，2牙一ク梅田レディースクリニック

［はじめに］OHSSの機序は発育卵胞の穎粒膜細胞および上皮細胞より分泌されるVEGFの増加が主因となっている．　VEGF
の増加は，卵胞数の増加および外的hCGが誘因になる．今回我々は，前周期の化学流産にきつかないまま，体外受精周期
にはいり，結果empty　follicleとその後の遷延したOHSSを経験したため，報告したい．［症例］KN初診時年齢35才挙児
希望にて来院．高プロラクチン血症のためカバサール処方された．HSGで右卵管閉塞疑い．初診時よりタイミング療法4回
人工授精1回施行．内一回は化学流産あり．月経前超音波異常なく，最終月経H250518で月経初日に尿中妊娠反応陰性を確

認後ショートプロトコールで排卵誘発施行，CDllにおいて18mm以上の卵胞が3個，10mm以上17個のためHCG50001U
投与し，CDl3採卵するもすべてempty　follicleであった．同日血中E2は3000pg／ml以上でHCGは831．21U／mlであった．

OPUIO日後，卵巣サイズは右90mm，左90mmで，自覚症状はないが，　OHSSと診断された．その後消槌出血がつづくも，
月経は発来せず，OPU施行後4週間後も卵巣サイズが右70mm，左108mm，軽度腹水あり，下腹痛軽度とOHSSは持続し
た．OPU後6週間目にHCG測定すると738mIU／mlであり，絨毛存続症と診断した．本人の問診から，体外受精の直前の
周期のタイミング療法により化学妊娠しており，それに気づかず治療を施行したものと推測された．以後は，本人希望にて

hormonal　curettageおよび待機療法を施行．　OPU後2か月HCGが1171U／mlで卵巣は正常大になり，3．5か月後ようやく
HCGは陰性化した．［考察］採卵数が0であったにも係わらず，　OHSSが遷延したのは，前周期の化学妊娠による内因性HCG
が誘因であると考えられる，前周期の化学妊娠の状態がempty　follicleの誘因になったか否かについても検討を要する．

P－215　流産後に発症しその後月経毎に繰り返す卵巣過剰刺激症候群様の卵巣腫大を呈する
　　　　　　1症例

○谷口　　武1］，熊澤　恵一2），田原　正浩1），小野　雅昭1），後安　聡子2），安井　悠里2），中村　仁美2］，木村　　正2）

　D医療法人定生会谷口病院2）大阪大学大学院医学系研究科産婦人科

【序言】卵巣過剰刺激症候群（以下OHSS）は主に排卵刺激を行った際に卵巣が過剰に刺激され出現する種々の症状の総称で，

卵巣腫大と血管透過性充進が症候の中心となる．一方この症状が妊娠などを契機に自然週期でも発症することが有り数例の報

告があるが，次の月経が開始されれば症状は改善されている．しかし今回経験した症例は発症後月経後に症状は一時改善され

たものの再び再燃しLEP製剤では抑制できず，　GnRHアンタゴニストとアゴニストを使用し沈静化できた症例を経験したので

報告する．【症例提示】症例は29才で1回経妊1回経産．月経はやや不順（28日～40日）自身で排卵日を知る目的で経腹超音

波で卵胞モニタリングを行っていたがこの際毎回2～5個の卵胞発育を認めた．その後自然妊娠し子宮内にGSを認めるも自然

流産となったが，卵巣は直径10cm程度に腫大，強い腹痛，腹水貯留，肝機能異常を認め重症OHSS様症状となり痔痛管理，

ドーパミン投与輸液にて症状消失．しかし次週期OHSS症状が再燃．3週期目は流産後の避妊も考慮してLEP製剤を投与も再
燃したため，LEPを中止し倫理的配慮および十分な説明と同意を行ってGnRHアンタゴニスト3mgを使用したところ急速に
症状は改善した．その後0．2mgを症状消失まで使用した．その後も症状を繰り返すため月経開始時よりGnRHアンタゴニスト

投与下にGnRHアゴニストを使用継続中だがそれ以降の症状の発症は認められていない．【考察】排卵誘発を伴わないで発症

する卵巣過剰刺激症候群は多くは妊娠が契機になって発症することが多いが今回の症例はその後も再燃を繰り返しLEP製剤で

はおさまらず，GnRHアンタゴニストおよびアゴニストを使用してようやく沈静化できた症例で他に同様の症例の報告は認め
られなかった．本人は挙児希望があり卵巣の過剰反応を継続的に抑えるため腹腔鏡下卵巣多孔術を予定している．

P－216　膀胱内精子を用いた体外受精により妊娠成立した逆行性射精の一例

○牧野亜衣子，宮本亜希子

　医療法人亜一会あいこ女性クリニック

　逆行性射精は射精感があるが，実際は精液が外尿道口から射出されない疾患で，自然妊娠が期待できない症例が多い．今
回我々は逆行性射精の症例で膀胱内の精子を用いて体外受精を行い，妊娠成立した症例を経験したので報告する．症例は妻

27歳夫37歳の不妊症夫婦で夫が性交時に射精感がないとのことで受診された．夫は糖尿病にてインスリン治療を受けてお
り，妻には特記すべき既往歴はなかった．射出精液がほとんどないことと，射精後の尿中に精子を認めたため逆行性射精と

診断した．重曹6g／日を内服後膀胱内にフォリクルフラッシュバッファ50mlを注入後射精，膀胱内液を採取し精子を回収
した、回収精子による人工授精を4回行ったが妊娠に至らなかったため患者の同意を得て体外受精を行った．妻にはshort
protocolによる過排卵刺激を行い，8個の卵子を経膣採卵により回収した．患者と相談の上同日6個に顕微授精を行い2個
は媒精とし6個の受精卵を得1個の初期胚と2個の胚盤胞を凍結した．後日自然周期に合わせて1個の胚盤胞を移植し胚移
植後ll日目に尿中hCG陽性となり，5週2日で子宮内に胎嚢を認め6週2日で胎児心拍動を確認した．
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P－217　クロミフェンを用いて子宮内膜厚の調整を行い凍結融解胚移植により妊娠にいたっ
　　　　　　た症例

○洲河　美貴，藤原　敏博，野間　　桃，尾上　洋樹，田畑　知沙，渡邊　倫子，黒澤　貴子，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】凍結融解胚移植（FET）に際しては子宮内膜の調整が重要なポイントとなる．7mm以下の菲薄内膜では着床
率が低下するとされるが，一方で14mm以上の肥厚内膜でも妊娠率は低下する．今回われわれは，通常のホルモン補充（HRT）

では内膜が極度に肥厚し着床に至らなかった症例に対し，クロミフェン（CC）を用いて至適な内膜厚を得てFETにより妊
娠に至った症例を経験した．【症例】33歳未経妊，前医で原発性不妊症のため不妊治療を行う（人工授精4回，cIVF－ET1

回，ICSI－ET1回）も妊娠に至らなかった．この際20　mmを超える内膜肥厚が認められ，内膜組織診を行なうも病理所見は

正常であった．当院に紹介受診後，ARTを継続し採卵を行い，分割期胚の新鮮胚移植，自然周期およびHRT周期での胚盤
胞FET，　HRT周期での分割胚FETを計4回施行したが着床に至らなかった．　ET時の内膜は15．8－22．4mmと肥厚していた
が，子宮内膜日付診で正常分泌期内膜であり内膜増殖症は認めなかった．内膜の過剰肥厚が着床障害の原因と考え，CCの
抗エストロゲン作用により適正内膜厚を得ることを目的とし，患者の同意のもと月経3日目からCC　50　mg／日×5日間を投

与し，内膜厚が13．2mmとなった段階でP剤を投与し，　day3分割胚のFETを行なったところ妊娠が成立した．以後妊娠経
過は順調で41週で正常経膣分娩に至った．その後第二子希望で再診となり，採卵・全胚凍結施行後に前回と同様にCC投
与下HRT周期においてday5胚盤胞のFETを行なったが妊娠は成立しなかった．そこでCCを100　mg／日x5日間に増量
投与し，内膜厚が9．7mmとなった段階でP剤を投与し，　day5胚盤胞のFETを行い妊娠に至った．【まとめ】内膜過剰肥厚
例に対し，CC投与による内膜厚管理下FETが有効である可能性が示された．

P－218　子宮卵管造影を契機に腹膜炎を発症したチョコレート嚢腫合併不妊症例

○金谷　裕美，石川　博士，柿沼　敏行，河原井麗正，藤田　真紀，生水真紀夫

　千葉大学医学部附属病院婦人科

　チョコレート嚢胞合併不妊症例では，卵管通過性障害を伴うことが多く，不妊検査として子宮卵管造影（HSG）がよく行

われる．一方，高度な卵管周囲癒着・卵管閉塞症例では，HSGの造影剤が卵管周囲や卵管内に長期間貯留し，妊娠の妨げと

なる可能性がある．今回我々は，HSGを契機に腹膜炎を発症したと考えられた高度な卵管周囲癒着を伴うチョコレート嚢胞

症例を経験したので報告する．症例は37歳不妊歴2年．15歳で卵巣腫瘍のため左卵巣摘出術を受けていた．黄体期に発
熱，腹痛を認め，前医を受診したところ，炎症反応高値と右卵巣に10cm大のチョコレート嚢腫を認めた．抗生剤投与によ
り症状は改善したが，右チョコレート嚢胞の管理と不妊治療目的に当科紹介となった．内診では，子宮は前傾後屈で，子宮

と右付属器の可動性は不良であったが，年齢と既往歴からチョコレート嚢胞を核出する前に，不妊治療を先行する方針とし

た．月経13日目に施行したHSGでは両側卵管の疎通性はあるように思われたが，検査5日後に発熱と腹痛，炎症反応高値
を認め入院となった．腹部単純CT検査にて右卵管内の造影剤貯留，右チョコレート嚢胞の増大と嚢胞内への造影剤の流入
を認めたため，腹腔鏡下右卵巣チョコレート嚢胞核出術と両側卵管切除術を施行した．ダグラス窩は完全閉鎖しており，右

卵管と卵巣は一塊となり，卵管采は癒着のため右卵巣チョコレート嚢胞内に開口していた．HSGは卵管通過性障害を見極め
るのに有用な検査である反面，子宮内膜症や骨盤内炎症疾患がある症例では，骨盤腹膜炎を惹起する可能性がある．本例で

は，HSG終了時にチョコレート嚢胞内に造影剤が貯留していたことを想定できず，腹膜炎発症後のCT検査で初めて嚢胞内
の造影剤貯留を認識した．チョコレート嚢胞合併不妊症例では，HSG後に腹膜炎症状を起こす可能性があることを念頭に置
き，検査にあたる必要があると思われた．

P－219　不妊治療中に生じた骨盤内膿瘍の検討

○福原　理恵，福井　淳史，淵之上康平，鴨井　舞衣，水沼　英樹

　弘前大学医学部産科婦人科

【目的】卵巣卵管膿瘍（TOA）を含む骨盤内膿瘍は重症の骨盤内炎症性疾患（PID）であり，外科的治療を選択せざるをえ

ないことがある．不妊症症例はPID発症のリスクを有することが多く，不妊治療中に骨盤内膿瘍を発症しうるが，外科的治

療を行った場合に腹腔内癒着が高度のために合併症を生じるリスクが高く，妊孕性への影響も危惧される．当院で不妊治療
中に骨盤内膿瘍を生じ，加療を要した7症例について臨床的背景や治療経過などを検討したので報告する．【方法】当院で2009

年1月から2013年12月までに，不妊治療中に骨盤内膿瘍をきたし治療を要した7症例を対象とし，その背景，発症要因，
治療方法等を後方視的に検討した．【成績】年齢は30～38歳で，発症の誘因として体外受精胚移植を施行していたものが5

例であった．既往としてPIDの既往があるものが2例，5例が1～5回の骨盤内手術（3例は子宮内膜症）の既往があった．
抗菌薬による保存的治療で軽快したものが4例であり，経膣超音波ガイド下穿刺を併用したのが2例，開腹手術を必要とし
たのは1例であった．【結論】不妊症症例においては特に，骨盤内膿瘍が発症した場合，合併症のリスクや妊孕性の点から，

保存的治療も選択しうる．リスクが高い患者ではPIDが起こりうることを念頭におきながら不妊治療をすすめる必要があ
り，また発症した際には，可及的早期の抗菌薬開始や超音波ガイド下での膿瘍穿刺でドレナージ，早期の起炎菌同定や抗菌
薬投与による加療が有効であると思われた．
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P－220　hMG刺激による体外受精とホルモン補充周期にて妊娠したLH単独欠損症の1例

○田島　博人，神野　亜耶，秋元　　諭，佐柄　祐介，田中　幸子，大久保はる奈，高橋　寿子，奥野さつき，

　井浦　文香，永井　　崇，竹本　周二，浅田　弘法，吉村　泰典
　新百合ヶ丘総合病院産婦人科

【目的】特発性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症は原因不明のものが多く，嗅覚障害を伴う1（allmann症候群が代表であるが，

その特殊型としてのLH単独欠損症（fertile　eunuch　syndrome）やFSH単独欠損症は極めて稀の疾患として知られている．

今回我々は成人発症と考えられるLH単独欠損を呈し，　hMG刺激によって体外受精を行いホルモン補充周期下の融解胚盤胞移

植にて妊娠した1例を経験したので報告する．【症例】27歳0経妊0経産，主訴は続発性無月経で神経性食欲不振症や体重減

少・過度の運動は認めない．家族歴・既往歴に特記事項なし．初診時LHO．10，　FSH4．89，　E27，　PRL6．8でLHはその後も常に

低値ACTHやTSHは正常範囲であった．　GnRH負荷試験ではLHのみ無反応で頭部MRIにても下垂体に異常は認めず．　LH
単独欠損症と診断しhMG－hCG療法にて卵巣刺激を試みるも低用量長期投与では反応が得られず，中用量の投与にて複数卵胞
発育確認し自然妊娠を試みることを数回繰り返すも妊娠に至らず．発育卵胞数が増加し多胎リスクが上昇した周期で十分なイ

ンフォームドコンセントのもとに採卵・体外受精を行った．計26個採卵うち変性未熟卵6個，正常受精15個，最終的に良好

胚盤胞11個を凍結保存した．ホルモン補充周期下に融解胚盤胞移植を行い妊娠が確認された．【考察】LH単独欠損症の原因

としてはGnRH・ゴナドトロピンの産生障害や異常分子の産生，　GnRH受容体異常，遺伝子異常などが想定されるが，成人発
症のものでは下垂体腫瘍や炎症が原因となることが多いとされる．本症例は分娩歴や既往歴に特記事項がなく，画像上は下垂

体の異常を認めず，LH以外の下垂体ホルモンの異常を認めない極めて稀な病態と考えられた．　hMG投与による卵巣の反応も
悪く，投与方法に難渋し結果的に体外受精を行うこととなったが，卵質や胚発生は極めて良好であったことが幸いであった．

P－221　骨肉腫化学療法後の無精子症に対してMicrodissection　TESEにより精子を採取し
　　　　　　た2例

○増田　　裕1｝，東　　治人2），後藤　　栄3’，中西　桂子3），泉　　陽子3），増本　伸之1），池淵　佳秀4」

　’藍野病院泌尿器科，2）大阪医科大学泌尿器科，3｝後藤レディースクリニック，4）たまごクリニック

　骨肉腫は10歳台の膝関節周囲に好発する代表的な悪性骨腫瘍で原発性骨悪性腫瘍のなかではもっとも頻度の高い疾患で
ある．手術と化学療法とを行うが．化学療法により性腺に対する障害をきたし無精子症となる場合もある，今回我々は，骨

肉腫化学療法後の無精子症に対してMicrodissection　TESEにより精子を採取した2例経験したので報告する．症例1，23
歳男性．14歳時に骨肉腫のため化学療法をうけている．1年前に結婚精液検査が無精子症であったため，当科に紹介され
た．精巣は左右とも10mlと萎縮していたがFSHは5．lmIU／mlと正常値を示していた．　Microdissection　TESEを施行した

ところ運動精子の採取が可能であり．ICSIにより挙児を得た．症例2，31歳男性，15歳時に骨肉腫のため化学療法を受け，

21歳時に右腎癌のため右腎摘出術．術後インターフェロンの投与を受けている．2年前に結婚精液検査が無精子症であっ
たため，当科に紹介された．精巣は左右とも10mlと萎縮し，　FSHは16．3mlU／mlと高値を示していた．　Microdissection　TESE

を施行したところ精子の採取が可能であったがその後白血病を発症した．Microdissection　TESEは骨肉腫化学療法の無精
子症に対して有効な治療手段であった．

P－222　HRT中に自然排卵・自然妊娠に至った早発閉経の患者について

○呉　　明超，伊藤　博則，佐々木伸子

　医療法人G＆0レディスクリニック産科・婦人科・不妊治療センター

　POFは40歳未満の女性がhypergonadotropic　hypogonadismの状態をきたし無月経となるものである．日本産科婦人科学会教育・用語委員会

では，「早期閉経」を「43歳未満での閉経」と定義しているがその原因はいまだ解明されておらず，POFに対し排卵を起こすことは非常に困難

であるが，挙児を希望する女性には深刻な問題である．POF症例の排卵誘発としてはKaufmann療法などの，エストロゲンの補充が基本である，

今回われわれはHRT中に自然排卵・自然妊娠に至った40歳早発閉経の極めて珍しい症例を経験したので，文献的考察を加えて報告する，
【症例】

症例は40歳妊娠歴：G。P。．平成21年1月37歳時に挙児希望，生理不順を主訴として受診した，この時のFSH値は2．9mlU／m1と正常であった．

タイミング法とAIHを行ったが妊娠せず，平成22年5月と8月にはFSH値20　mlU／ml前後に上昇したためPOFに近い症例と診断し，　Kaufmann

療法にARTを併用する方法を患者に勧め患者同意の上で5回行ったが妊娠には至らなかった．平成24年7月のFSH値は95．4　mIU／mlまで上昇

し，その後HRT治療を10コース行った．しかしながら10コース目のHRT治療の後，消退出血を認めることなく，その後平成25年7月妊娠が

確認された．妊娠経過は順調で平成26年3月に2952gの女児を出産した．

拷劉
Kaufmann療法による排卵誘発の治療はPOF患者にとって基本であり，　HRT中に排卵が起こる症例では，エストロゲン単独投与後にゲスターゲ

ン併用を開始する時期に排卵することが多いようであると報告されている．特に30歳前後に発症するケースでは自己免疫の関与が多く，発症後

の排卵は得やすいが，30歳以降発症のケースでは排卵が稀であり，ほとんどの症例で治療に反応しない．当症例のような早発閉経の患者がHRT

中に自然排卵・自然妊娠に至った症例は極めて稀と考えられる．
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P－223　両配偶子の凍結融解後顕微授精を行い，胚盤i胞凍結後の融解移植で妊娠が成立した
　　　　　　1例

○今井　　賢，鈴木　達也，坂本　有希t堀江　健司，木村　歩未，木村　　円，昇　千穂美，橘　　直之，池田　伴衣，

　鈴木　光明

　自治医科大学産科婦人科

【諸言】凍結技術の向上により凍結融解未受精卵を用いたART成績は上昇傾向にある．しかしながら日本産科婦人科学会の2011

年分ART臨床実施成績では移植あたりの妊娠率は27．0％と比較的良好であるが，治療周期あたりの妊娠率は16．3％と未だ低

い．今回我々は両配偶子の凍結融解後顕微授精を行い，胚盤胞凍結後の融解移植で妊娠が成立した症例を経験したので報告す

る．【症例】妻32歳夫40歳1経妊0経産．31歳時に右卵管峡部妊娠に対し右卵管切除術の既往あり．32歳時に挙児を希
望し当科を初診した．経膣超音波検査により3cm大の漿膜下筋腫および2．5cm大の左卵巣内膜症性嚢胞を認めた．精液検査は

正常．クラミジアトラコマティス抗体陽性のためアジスロマイシン1000mg内服後にHSGを施行し，左卵管狭窄を認めた．タ

イミング療法を3周期施行したが妊娠成立せず，卵管因子の適応と判断しARTヘステップアップとした．調節卵巣刺激はlong
法を用い12個採卵した．新鮮射出精液を用いた体外受精を予定していたが，夫の体調不良により採精できず緊急避難処置とし

てMII卵子10個を凍結した．夫の体調により採精日程の調整が困難であったため精子を凍結保存した．両配偶子を融解し，
生存卵子8個（生存率80％）に顕微授精を行い5個が受精・分割（受精率・分割率　62．5％）．day5に1個が胚盤胞へ到達した

（胚盤胞到達率20％）ためvitrificationにより凍結した．その後ホルモン補充周期の融解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】今回，両配偶子の凍結融解，さらに胚盤胞の凍結融解という3回の凍結融解過程を経
たARTにより妊娠が成立した症例を経験した．　vitrificationを用いた未受精卵凍結の有用性が示唆された．

P－224　悪性リンパ腫に対し2度の骨髄移植を受けた患者に対するTESEの経験

○杉山　貴之，寺田　央巳

　浜松医科大学泌尿器科

　近年，小児悪性腫瘍に対する治療成績は向上してきているが，その治療は化学療法・放射線療法・骨髄移植，またこれら

のコンビネーションなど多岐にわたる．患者が成人し結婚する例も増加しているが，彼らの造精機能に対する評価が疎かに

なっていると思われるのも現実である．今回われわれは悪性リンパ腫の治療のため悪性リンパ腫治療暦のある患者が結婚後

居時を希望し受診した症例を経験したので報告する．症例は35歳男性．無精子症のためARTクリニックから紹介され当科
受診．聴取した既往歴では19歳時に悪性リンパ腫に対する治療として放射線全身照射・化学療法・同種骨髄移植（ドナー
は妹）が施行されている．4年後に再発し幹細胞移植（ドナーは姉）が施行されている．初診時理学所見で精巣容量が両側

とも10gと萎縮している以外特記すべき異常は認めなかった．精液検査所見は精液量が3．2mlと正常であり無精子であり，

染色体検査では骨髄移植後であり46XXと女性型をであった．内分泌検査所見はhypogonadotropic　normogonadismであっ
た．精子採取が困難iである可能性も提示したが，ご夫婦の強い希望もありHCGを8週間投与後，書面による同意を得てTESE
を施行した．病理組織学的診断はSertoli　cell単独症であった．本症例の検査結果詳細・治療経過につき若干の文献的考察
を加えて報告する．

P－225　子宮動静脈奇形に対する中用量ピルの使用経験

○折出　亜希，金崎　春彦，原　　友美，京

　島根大学医学部産婦人科

哲

【緒言】子宮動静脈奇形（AVM）は妊娠や子宮内掻爬術などが原因で形成され，突然の大量出血の原因となる．治療として

は子宮全摘術や子宮動脈塞栓術の報告があるが，妊孕性温存の希望がある場合は選択し難い．今回，AVMに対し中用量ピ
ルであるノルゲストレルエチニルエストラジオール（プラノバール）を処方し有効であった症例を経験したので報告する．

【症例1】18歳，2経妊0経産（人工妊娠中絶2回）．妊娠12週時に近医で人工妊娠中絶術を施行された．その後不正出血を
しばしば認めていたが，術後4ヶ月目に大量の性器出血を認めたため受診した．尿中hCGは陰性であった．経膣超音波に
て子宮内腔に腫瘤を認め，カラードップラ法にて豊富な血流像を認めた．造影CT検査にて子宮動静脈奇形と診断した．未
婚であり将来の挙児希望があったため，プラノバールの投与を行った．37日間連続投与を行い，内服終了後に比較的大量の

消退出血を認めたが，その後自然に止血した．消槌出血後造影CTで異常血管の消失をみとめた．約2年経過しているが，
現在のところ再発を認めていない．【症例2】37歳0経妊．貧血を主訴に近医を受診し，子宮筋腫を認めたため当科紹介と

なった．子宮筋腫核出術を施行したが，術後10ヶ月に大量の月経と持続する不正出血があり，貧血も認めたため造影CT
検査を施行したところAVMが認められた．プラノバールを63日間連続投与し，不正出血は徐々に減少，それ以降過多
月経，不正出血は改善された．【結論】子宮動脈塞栓術は卵巣機能不全やその後の妊娠時の胎盤位置異常の原因となり得る．

挙児希望のある症例に子宮動静脈奇形が見つかった場合，中用量ピル投与をまず試みてもよいのではないかと考えられた．

しかし長期予後については不明であり，今後も慎重な経過観察が必要であると思われる．
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P－226 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一例

○北　　直喜前山　哲朗，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一例を
経験したので報告する．症例は30歳，0経妊生後間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され，
二分して拡張した膣を筒状にして新膣口が形成された．その後膣口は狭窄し，21歳時に回腸を用いて膣形成術が施行され性

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，テルロン内服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激しく
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　score8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－227　Primary　ciliary　dykinesiaに対するTESE－ICSIの有用性に関する検討

○川崎　彰子12），岡本　　一2），和田　　篤2），相野谷陽子2’，北　　直喜L’），前山　哲朗2［，枝元　直子2），西山　博之3），

　塚本　　定2），常樂　　晃3），安東　　聡1

　1）筑波大学医学医療系産婦人科，2）筑波学園病院，3｝筑波大学医学医療系腎泌尿器外科，4個際医療福祉大学病院腎泌尿器外

　科

【目的】Primary　ciliary　dyskinesia（PCD）は線毛の微細構造に関わる遺伝子異常に由来する疾患で，男性患者は精子不動

症による不妊症となる．ICSIにより生児を得た報告があるが，不成功に終わることも多い．今回我々は射出精子を用いたICSI

（EJ－ICSI）により反復不成功であったPCDに対してTESE－ICSIを試みたtその経過を報告し，さらにPCDに対するICSI
の施行を報告した過去の文献を検索解析することにより，TESE－ICSIの有効性を検討した．【症例】32歳男性，6年間の不
妊症を主訴に当院を受診した．精液検査上運動精子が存在せず尾部欠損精子が多数であり，慢性気道炎症状および鼻粘膜生

検の電顕像よりPCDと診断された．　HOS　testにより生存が確認された精子を用いたEJ－ICSIを2周期施行し，初期胚移植

を実施したが妊娠に至らなかった．その後より良好な精子を獲得する目的でTESE－ICSIを施行した．精巣採取精子は射
出精子と比べて生存率が向上し，形態的に改善しており，day3で初期胚2個（8　cell，4cell）を移植した．移植15日後の

妊娠判定において血清hCGは陽性を示したが，3日後biochemical　pregnancyと判定した．【文献的解析】PCDに対しICSI
を実施した過去の症例報告を検索して得られた18症例に基づきEJ－ICSIとTESE－ICSIの成績を比較した．受精率，　hCG
陽性率，臨床的妊娠率においてTESE－ICSIがやや高い傾向がみられたが，統計的有意差はなかった．　TESE－ICSIによる臨

床的妊娠例のうち，EJ－ICSI不成功後に臨床的妊娠に至った症例は1例のみであった．【考察】PCDに対する治療として
TESE－ICSIが有用であることは証明されなかった．今後も希少な症例経験を蓄積し検証を重ねる必要があると考えられた．

P－228 巨大絨毛膜下血腫やCAOSの病態を繰り返す不育症にプレドニゾロンが有効で
あった症例

〇五十嵐敏雄，中林　正雄，青墳　愛理，古村　絢子，杉原　　武，落合　尚美，中村　泰昭，中江　華子，梁　　善光

　帝京大学ちば総合医療センター産婦人科

【緒言】巨大胎盤辺縁血腫は慢性常位胎盤早期剥離（chronic　abruption－oligohdramnios　sequence：CAOS）に進展，感染し

て前期破水など流産の原因となる．我々は巨大胎盤i辺縁血腫やCAOSを繰り返す不育症にプレドニゾロンが有効であった例

を経験したので報告する．【症例】症例は4経妊1経産．1回目は巨大胎盤i辺縁血腫がCAOSに進展して妊娠20週に前期破

水，子宮内胎児死亡（IUFD）に至った．前置胎盤のため娩帝王切開とした．2回目は妊娠9週にCAOSによるIUFDを起
こした．不育症原因検索でFT3　2．24　pg／ml（低値），　TPO抗体陽性と橋本病が発覚チラーヂン内服を開始．凝固系検査に

異常認めず．3回目は妊娠7週に巨大胎盤辺縁血腫を認め，稽留流産に至った．4回目は妊娠ll週に巨大胎盤辺縁血腫を認
め，入院安静管理，抗生剤投与としたが，CAOSに近い状態に進展．　IUFDが懸念され，何らかの自己抗体が増悪因子と考
えて，本人や家族に了解を得てプレドニゾロン15mg／dayを経口投与したところ，血腫は早期に縮小消失した．その後の妊

娠経過は順調で，妊娠36週で選択的帝王切開術を行い，2，222gの健児を得た．現在，37歳で5回目の妊娠継続中であり，

予防的にプレドニゾロン5mg／dayを投与しながら計画的にFSH－hCG妊娠としたが，今回も巨大胎盤辺縁血腫が出現，妊
娠8週からプレドニゾロンを15mg／dayに増量したところ，　TPO抗体が陰性化し血腫も2週間で消失現在は感染に配慮
し，妊娠10週からプレドニゾロンを10mg／dayに減量中である．【結論】巨大胎盤辺縁血腫やCAOSは対応に苦慮するが，

本例ではプレドニゾロンの有効性が示され，TPO抗体を含む自己抗体のコントロールが病態改善に寄与したと推測された．

感染がない巨大胎盤辺縁血腫やCAOSではプレドニゾロン投与は試行に値すると考えられた．
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P－229　自己卵了を用いたARTで生産にいたった超高齢妊娠4例の検討

○井上　朋子，高矢　千夏，岩端　秀之，姫野　隆雄，伊藤啓二朗，中岡　義晴，森本　義晴

　IVFなんばクリニック

【はじめに】2003年から2013年までに当院でART治療を受け，妻年齢46歳以上で胚移植を受けたのち生産をした症例は4
名だった．それぞれの妊娠にいたった治療内容を提示し，超高齢女性の不妊治療の方針について考察する．【症例1】不妊期

間3年，妻42歳・夫34歳で初診．クロミフェンまたはレトロゾールを主とした低刺激法で採卵を4周期実施その後ホル
モン補充凍結胚移植で妊娠．43歳8カ月で第一子を妊娠39週で正常分娩，その後の凍結胚移植でも第二子を39W正常分娩
（46歳10カ月）にいたった．【症例2】不妊期間12年，妻46歳・夫40歳で初診　クロミフェンを主とした低刺激法で採卵

を4周期実施その後のホルモン補充凍結胚移植で妊娠妊娠39週で正常分娩（47歳7カ月）にいたった．【症例3】不妊
期間5年，妻44歳・夫40歳で初診クロミフェンまたはシクロフェニルを主とした低刺激法，エストロゲン補充下の自然
周期で採卵を計19回実施．4回目の凍結胚移植で妊娠．47歳7カ月時に妊娠37週で帝切分娩にいたった．【症例4】不妊期

間12年，妻42歳，夫42歳で初診．調節卵巣刺激5回，低刺激または自然周期採卵3回実施新鮮胚移植3回，凍結胚移
植7回実施．45歳時に凍結した胚をホルモン補充凍結胚移植し妊娠成立．50歳7カ月時に妊娠33週で帝切分娩にいたった．
【まとめ】妻の年齢が46歳以上であっても生産に至るものが少数あったが，胚移植あたりの生産率はわずか1．7％だった．

昨今の胚凍結技術の利用により超高齢で妊娠する可能性があるが，母体や新生児の周産期リスクを考慮すると，凍結胚移植
の時期を遅らすべきではない．症例4を経験した後，当院では不妊治療の年齢制限を導入することにした．

P－230　Male　hypogonadotrophic　hypogonadism（MHH）による男性不妊の精査中に下垂
　　　　　　体腫瘍を診断した1例

○浅井　拓雄1），竹島　徹平1・L’），三條　博之2），山中　弘行2｝，黒田晋之介L），保田　賢吾2｝，加藤　喜健），湯村　　寧2），

　野口　和美2）

　D独立法人国立病院機構相模原病院泌尿器科，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

【症例】患者：31歳男性　2年間の不妊と精液量の減少を主訴に当科受診，妻は28歳でPCO，子宮頸管ポリープを指摘され

ている．既往歴・家族歴：特記すべきことなし．身体所見：身長164cm　体重85kg，体毛は全体的に薄く性器の発育もや
や低下していた．両側精巣は8ml，精索静脈瘤は認められず．精液検査を施行したが絶頂感はあるものの透明な液体が少量
出る程度であり，精子は認められなかった．射精後の尿中にも精子は認められなかった．ホルモン検査：血清H｛O．lmlU／
ml以下，　FSHO．7mIU／ml，　testosterone　O．22ng／mlとhypogonadotorophic　hypogonadismの所見であった．染色体検査：46，

XYと正常男子の核型であった．画像所見：下垂体のMR所見にてトルコ鞍から鞍上部に膨隆する境界明瞭な直径20mmの
嚢胞状腫瘤を認め，Rathke嚢胞もしくはadenomaの嚢胞変性や頭蓋咽頭腫が疑われた．【臨床経過】以上より下垂体腫瘍
とそれに伴うMHHの診断で当院脳神経外科ヘコンサルトし経鼻的下垂体腫瘍手術を施行した．術後経過は良好で病理診断
はRathke嚢胞であった．回復を待って不妊治療を再開する予定であるが術後3ヶ月のLh，　FSHは術前と変化なく低値の
ままである．【考察】MHH患者の多くは下垂体腫瘍術後患者でありすでに下垂体の治療は終了しているものが多い．自験例

のような初発例の場合，下垂体の画像診断は必須の検査であると思われる．

P－231 ドパミン作動薬が著効した，FSH産生下垂体腫瘍に起因するOHSSの1例

○池田　桂子i・2｝，馬場　　剛3），遠藤　俊明3），齋藤　　豪3｝

　i）NTT東日本札幌病院産婦人科，2製鉄記念室蘭病院産婦人科，3｝札幌医科大学産婦人科

【はじめに】卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の増悪には血管内皮細胞増殖因子（VEGF）が関与しており，　VEGFを抑制する

作用のあるドパミン作動薬はOHSSの予防目的で投与されている．また，ドパミン作動薬は下垂体腫瘍の治療としても用い
られることがある．今回，下垂体腫瘍による卵巣腫大に対しドパミン作動薬が著効した症例を経験したので報告する．【症
例】症例は2経妊1経産．34歳時，第二子を自然妊娠した際に，重症OHSS，深部静脈血栓症を発症し，この時の精査でFSH
産生下垂体腺腫と診断された．下垂体腫瘍摘出手術を施行されたが，腫瘍はすべて摘出しきれず，術後も半分程度腫瘍が残

存する結果となった．血中FSHは術前後とも10～181U／mlと変化なく，術後に卵巣がOHSS様に腫大し，無月経となった．
カウフマン療法を行い経過を見ていたが，経過中にプロラクチン値が341U／mlと上昇傾向が認められたこともあり，Caberg（）－

line（O．25mg／週）を投与したところ，卵巣は正常大に縮小し，自然月経が整調に発来するようになった．術前後ともエスト

ラジオール値は2000－3000pg／mlで経過していたが，投与後には94pg／mlと低下した．　Cabergolineを飲み忘れた周期には

再び卵巣は腫大していたが，再開すると再度正常大に縮小した．【考察】OHSSの持続は卵巣腫大による卵巣茎捻転の危険
のみならず，長期間高エストロゲン環境にさらされるため，血栓傾向，乳癌や子宮内膜癌のリスクも懸念される．今回，手

術困難な下垂体腫瘍によるOHSSの管理に難渋したが，ドパミン作動薬が著効し，卵巣の縮小と血中エストラジオール値を
正常化に導く事が出来た貴重な症例を経験した．文献的考察を加え，報告する．
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P－232　DHEA併用のCOSで妊娠に至った21水酸化酵素欠損症の1症例

○和田　龍’2），児島輝仁’2），森本真晴12），加藤　徹’2），脇本　裕D，荻野　舞V，坂　佳世12），長谷川昭子L2｝，
　澤井　英明1），柴原　浩章12）

　v兵庫医科大学産科婦人科学講座，2｝兵庫医科大学病院生殖医療センター

　先天性副腎酵素欠損症（21水酸化酵素欠損症）の女性に対し，通常のCOSでは排卵誘発効果が不安定であったが，　DHEA

併用COSが奏功し妊娠に至った症例を経験したので報告する．症例は33歳，未経妊．当院内分泌内科で21水酸化酵素欠
損症と診断され，デキサメタゾン，酢酸フルドロコルチゾンの内服コントロール中，挙児希望のため平成23年9月に当科
を受診した．遺伝カウンセリングの上，不妊検査を開始した．月経周期は35～40日型で不整血中LHは680mlU／ml，　FSH
は7．17mlU／ml，　PRLは11．74　ng／mlと正常範囲内であった．　HSGで左単角子宮を認め，左卵管は通過性あり，右卵管は存

在しなかった．子宮鏡，MRI診断では両側卵巣は存在し，右卵管は存在しなかった．精液所見は正常範囲内であった．シク

ロフェニル，クエン酸クロミフェン，hMG／FSH等による卵巣刺激により，左卵巣からの排卵にあわせタイミング療法，人
工授精を約1年間施行したが，卵胞成長を認めず排卵不発の周期も散発し，妊娠は成立しなかった．IVFへのstep　upに際
し，AMH値は6．09　ng／mlと良好であり，初回は低卵巣刺激法（MOS）による治療を選択したが，卵胞閉鎖に至った．そ

こでDHEA併用のLong法でCOSを行う方針とした．その結果，採卵数は3個，単一胚盤胞移植を施行して妊娠が成立し，
胎児心拍も確認したが，妊娠7週で完全流産に至った．現在IVFを継続している．21水酸化酵素欠損症の女性では，　DHEA
投与によりアンドロゲン値が安定しt月経周期の安定，排卵周期の回復が報告されている．本症例でもDHEAがARTのCOS
で有用であったと考える．

P－233　メソトレキセート全身投与および子宮動脈塞栓術により，子宮温存し得た子宮頸管
　　　　　　妊娠の1例

○菅野　素子，大田　昌治，岩本　豪紀

　武蔵野赤十字病院産婦人科

【緒言】頸管妊娠の発症頻度は18000妊娠に1例と推定されており，非常にまれな疾患であるが，多量出血をおこした場合の止血は困

難で子宮摘出を余儀なくされることもある．近年は経膣超音波断層法により無症状の段階で診断される例もあり，メソトレキセート

（MTX）等による薬物療法や，子宮動脈塞栓術を用いることにより子宮温存可能な症例の報告がなされているが，頻度が少ないため

治療法は確立されていない．今回，我々はMTX全身投与を3回施行後に子宮動脈塞栓術，子宮頸管内掻爬術を施行し子宮を温存で
きた症例を経験したので報告する．【症例】26歳，0経妊0経産．妊娠6週に人工妊娠中絶の希望で前医を受診した．受診時に子宮内

に胎嚢を認めず，妊娠8週に子宮頸管妊娠の疑いで当院紹介となった．当院初診時（妊娠8週1日）の血中hCG134000mIU／ml，経

膣超音波検査で子宮頸管内に胎嚢，胎児心拍を認めた．CT，　MRIにて精査後，第4病日にMTX50mg／m2を筋注した．投与前日の

血中hCG146000mlU／ml，投与後7日目の血中hCG134000mIU／mlと依然高値であり，経膣超音波にて胎嚢周囲の著明な血流を認め

たため2回目の投与を行った．合計3回の投与にて，血中hCG7790mIU／mlまで低下した．3回目の投与から7日後，両側子宮動脈
をNBCA（n－butyl－2－cyanoacrylate）にて塞栓し子宮頸管内の腫瘍を掻爬し摘出した．術後出血少なく，術後3H目に退院，術後43

日目に血中hCG29mIU／mlまで低下し，同月より月経の回復を認めた．【結語】今回，頸管妊娠の中でもhCGが非常に高い症例を経

験した．hCG高値で，　MTXの複数回投与が必要な症例には，　MTXの全身投与は有効であると考えられた．　hCG低下後の子宮内掻

爬での出血のリスクを減らすため，子宮動脈塞栓術を併用することは有用であると考えられた．今回，掻爬後の出血予防として塞栓

物質にNBCAを選択したが，術後の出血少なく早期に退院でき，術後2ヶ月で月経の回復を認め妊孕性を温存できた，

P－234　黄体ホルモンの上腕筋肉内注射による合併症　急性肩峰下滑包炎が疑われた1症例

○西尾　京子，山本　宏美，武矢　江美，朝倉　寛之

　医療法人愛生会扇町レディースクリニック

【背景と目的】我々は，胚移植後の黄体ホルモン製剤を上腕二頭筋に筋肉内注射した直後に発症した肩関節の炎症，特に急

性肩峰下滑包炎，の発症が疑われた症例を経験し，報告と検討を行った．【症例】37歳女性，5回目の凍結胚移植にて融解

初期胚2個の移植を受けた．黄体期には天然型黄体ホルモン錠剤の1日2回膣内投与と，ヒドロキシプロゲステロンカプロ

ン酸エステル125mgとプロゲステロン50mgを週1回，筋肉内注射にて投与開始した．2回目の投与では，左肩峰3横指下
皮膚をアルコール消毒後，23G針で皮下約2cmの筋肉内に注射した．【結果】注射後，帰宅時より左肩関節の痛みと可動制
限と37．8℃の発熱が出現した．翌日，左上腕注射部位の軽度圧痛と熱感，および肩関節周囲に圧痛が見られたが，手指の知
覚および握力低下はなかった．同日に整形外科を受診し，左肩関節の化膿性関節炎を疑う所見（白血球123x百／μL，　CRP4．96

mg／dL）があったが，妊娠の可能性があったため，画像検査は実施されなかった．患者は抗生物質の点滴投与目的で入院し，

白血球数は入院翌日，CRPは入院5日目に陰性化した．左肩関節の痔痛および可動性は徐々に改善し，入院8日目退院時に
は左腕の挙上がほぼ可能となった．【考察】当症例では上腕二頭筋への筋肉注射を意図しながら，投薬が肩関節の炎症発症

と関連した疑いがある．特に肩峰下滑包は部分的に上腕二頭筋の肩関節付着部の深部に存在し，注射薬液が穿刺・注入され
る可能性が高い．黄体ホルモン製剤の筋肉内投与副作用として，発疹，投与部位の痔痛，発赤，硬結等が知られているが，

肩関節障害の報告例は本邦では無いが，上腕へのワクチン接種が急性肩峰下滑包炎の原因となった英文症例報告がある．注

射投与を担う生殖医療分野の看護職は，注射部位の解剖学的特性と患者によって異なる身体特性を充分に把握し，薬剤投与
による合併症の発生抑制に努める必要があると考えられた．
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P－235　子宮内膜症を合併した再発卵管卵巣膿瘍の一例

○大石　杉子，安里こずえ，平敷　千晶，銘苅　桂子，青木　陽一
　琉球大学医学部産婦人科

【緒言】卵管卵巣膿瘍（Tubo－ovarian　abscess：以下TOA）は卵巣と卵管に炎症が波及した最も重篤な骨盤内炎症性疾患で

あり，子宮内膜症に合併しやすいと言われている．今回我々は子宮内膜症と開腹手術既往のある再発性のTOA症例を経験
したため考察を加え報告する．【症例】35歳，1GIP．両側卵巣子宮内膜症性嚢胞を有し，3年前に人工受精後TOAの診断
で開腹ドレナージ術の既往があるが，強固な癒着で病巣の完全除去は不可能であった．その後卵管因子の適応で体外受精を

行い当院で生児を獲得した．産後7ヶ月に腹痛と発熱を主訴に近医を受診し，左付属器領域に膿瘍形成を認めTOAの診断
となった．入院管理の上13日間抗菌薬投与を行ったが症状再燃を認め，治療抵抗性と判断し腹腔鏡下膿瘍除去術を行った．

両側卵管と卵巣は強固に癒着し卵管機能は廃絶していると考え両側卵管切除と卵巣腫瘍核出を行った．切除卵管，卵巣には

膿瘍形成と内膜症の所見を認めた．開腹術既往の再発例であり腹腔内癒着はみられたが腹腔鏡下で手術を完遂できた．本症
例では身体症状と血液検査所見の改善より抗菌薬は有効と判断したが，膿瘍径の縮小は乏しく結果として外科治療を要し，

治療効果予測が困難であった．【考察】TOAに対する保存療法では，　CRP値や膿瘍径などが治療効果予測因子として挙げら

れ，また子宮内膜症合併例は非合併例に比較し重症化しやすく，外科治療を要する場合が多いとされている．従って本症例

は重症化のリスクが高く，より早い段階での外科適応を考慮すべきであったと考えられる．また子宮内膜症合併例での再発
率に関しては一定の見解はないが，本症例では前回開腹時に炎症や癒着のため病巣を完全に除去できず，今回再発した可能

性も考えられた．子宮内膜症合併例でのTOAに対しては重症化や再発を念頭において治療法を検討する必要性が示唆され
た．

P－236　メトトレキセート局所投与により子宮温存が可能であった子宮頸管妊娠の2症例

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

　大垣　洋子，小野健太郎，粟田絵里加，赤枝　　俊

　聖路加国際病院女性総合診療部

【諸言】子宮頸管妊娠は9000妊娠に1例とされ稀な疾患であるが，近年，高度生殖補助医療の発達とともに，増加傾向にあ

るとも言われている．経過中に大出血を来たし，子宮全摘手術を余儀なくされることもあるが，今回，凍結胚移植後に子宮

頸管妊娠となった症例と自然妊娠後に子宮頸管妊娠となった症例にメトトレキセート（以下，MTX）の局所投与を行い，
子宮温存が可能であった症例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．【症例1】内膜症性卵巣嚢腫の手術歴あり．自

然周期の凍結胚移植により妊娠し，妊娠5週5日，経膣エコー・造影MRI所見から頸管妊娠と診断された．妊娠5週6日，

血中hCGは17177．9mlU／mlで，　MTXの局注を施行した．その後，血中hCGの低下が緩徐であったため，妊娠6週6日，
MTXの全身投与を追加した．血申hCGは順調に低下したが，妊娠10週5日，大量出血をきたしたため経膣的に頸管妊娠
部位除去術を施行した．ピトレッシンの局注を行ってから除去を行ったところ，出血は少量で終了した．その後の血中hCG
低下は順調で，凍結胚移植を再開している．【症例2】人工妊娠中絶の既往あり．自然妊娠したが，妊娠6週0日，経膣エコー・

造影MRI所見から頸管妊娠と診断した．妊娠6週1日，血中hCGは6538mIU／mlで，　MTXの局注を施行したところ，血
中hCGの低下は順調に経過した．【考察】子宮頸管妊娠に対してMTX局所投与は有効であるが，追加治療が必要な可能性
を念頭に置いておく必要がある、特に，血中hCG値が高い場合には，　MTXが奏功しにくい可能性がある．また，子宮頸管
妊娠部位の除去術を行う場合には，ピトレッシンの併用が有用であると考えられた．

P－237　Asherman症候群の術後に妊娠に至った3症例

○松澤由記子，荒岡　千景和地　祐一，橋場　剛士，岩下　光利
　杏林大学医学部附属病院産婦人科

　Asherman症候群は流産手術など子宮内操作後に，一部または全部の子宮内腔の癒着のために無月経や不妊症などを認め
る疾患である．今回われわれが経験したAsherman症候群術後の妊娠症例について報告する．【症例1】37歳　2経妊0経
産（2回稽留流産，2回子宮内容除去術）反復流産の精査目的に当科紹介受診．卵管造影検査，子宮鏡検査によりAsherman

症候群と診断子宮鏡下癒着剥離術施行後，タイミング治療により妊娠に至った．妊娠経過中癒着胎盤の疑いでMRIを施
行．一部筋層の菲薄化が認められ分娩方法を検討していたところ妊娠34週時HELLP症候群を認め緊急帝王切開となった．
胎盤は用手剥離時に軽度抵抗を認めたが剥離可能であった．術後に弛緩出血を認め子宮動脈塞栓術施行となった．【症例2】38

歳　4経妊0経産（妊娠7週から8週で3回稽留流産，3回子宮内容除去術．その後妊娠するも17週時に頚管無力症で破水
し中絶，胎盤遺残があり掻爬術施行）挙児希望目的に当院へ紹介受診卵管造影検査，子宮鏡検査によりAsherman症候群
と診断術後タイミング治療にて妊娠，現在妊婦健診中．【症例3】33歳　4経妊1経産（1回自然分娩，その後妊娠するも

16週時に流産その後妊娠6週から7週で2回稽留流産，1回子宮内容除去術）習慣流産の精査希望にて紹介受診．子宮鏡
検査にて子宮内腔の癒着を一部に認め，癒着剥離術を施行した．その後タイミング治療にて妊娠するも妊娠7週稽留流産と

なった．本症例では術後，比較的順調にタイミング治療にて妊娠に至った．しかし何度も子宮内操作を施行されており，妊
娠・分娩経過においては癒着胎盤など胎盤異常に留意し慎重に管理する必要があると考えられた．



（五十音順）



平成26年10月1日

座長 演題分類 演題番号 日付

法
正
夫

弘
義
寿

理

固
湖
細
難
■
礁

市川　智彦

出居　貞義

今井　　裕

苛原　　稔

岩瀬　　明

目

遠藤　俊明

題

大須賀　譲

岡垣　竜吾

岡田　英孝

岡田　　弘

沖　　利通

囲

笠井　　剛

梶原　　健

片桐由起子

河野　康志

神崎　秀陽

圏

岸　　裕司

北脇　　城

木村　　正

■

久具　宏司

久慈　直昭

久保田俊郎

卵管への介入（1）一卵管の検査一

卵巣予備能
卵胞発育への介入‖｝一卵胞発育・卵巣刺激一

特別講演

特別シンポジゥム

ランチョンセミナー7

招待シンポジウム

ランチョンセミナー6

シンポジウム1

会長講i演

教育講演4

ランチョンセミナーl
Time－lapsel　live　cell　imaging（1）基礎

0－020～0－022　　12月4日（木）

0－220～0－223　　12月5日（金）

0－037～0－040　　12月4日（木）

LS7

LS6

Sl－1～Sl－4

LS1

0－140～O－146

12月4日（木）

12月5日（金）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月5日（金）

統計（1）－ARTのアウトカムー　0－073～0－078　　12月4日（木）

海外招請講演1

招待シンポジウム

胚移植（3）一子宮内膜一

シンポジウム5

流産・不育（1）

培養液・培養環境（2）

統計（3）　一一児のフォローアップー

シンポジウム4

PCOSなど
教育講演1

胚移植（2）一時期と個数一

子宮内膜症（1）一基礎一

教育講演2

ランチョンセミナー11

胚・卵子の凍結

当事者支援・当事者教育（2）

教育講演3

ランチョンセミナー2

　　　　　　　　12月4日（木）

　　　　　　　　12月4日（木）

0－189～0－193　　12月5日（金）

S5－1～S5－4　　　12月4日（木）

0－209～0－214　　12月5日（金）

0－241～0－245　　12月5日（金）

O－085～0－089　　12月4日　（木）

S4－1～S4－4　　　12月4日（木）

0－068～0－072　　12月4日（木）

　　　　　　　　12月4日（木）

O－183～0－188　　12月5日（金）

0－194～0－198　　12月5日（金）

　　　　　　　　12月4日　（木）

LSll　　　　　12月5日（金）

0－224～0－230

0－016～0－019

LS2

12月5日（金）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月4日（木）

会場

第3会場

第6会場

第4会場

第1会場

第1会場

第1会場

第2会場

第6会場

第1会場

第1会場

第1会場

第1会場

第2会場

第5会場

第1会場

第2会場

第4会場

第3会場

第5会場

場

場

場

場
場

会
会
会
会
会

　
　
ド
　
　
り
む
　
　
　
　

第
第
第
第
第

第4会場

第5会場

第1会場

第5会場

場

場

場

場

会
会
会
会

ヵ
　
　
り
む
　
　
　
ワ
ム

第
第
第
第

　309（467）

開始　終了

15：30～16：00

9：00～9：40

9：00～9：40

10：30～11：30

14：30～16：00

12：00～12：50

16：30～18：00

12：00～12：50

16：30～18：00

15：45～16：25

9：00～9：40

12：00～12：50

9：00～10：10

9：00～10：00

14：00～15：00

16：30～18：00

14：50～15：40

14：00～15：30

13：40～14：40

14：40～15：30

11　：00～11　：50

10：20～11　：50

17：20～18：10

9：00～9：40

13：50～14：50

9：00～　9：50

9：45～10：25

12：00～12：50

9：40～10：50

9：40～10：20

15：00～15：40

12：00～12：50



310（468）

座長

倉智　博久

蔵本　武志

桑原　慶充

目

甲賀かをり

小林　秀行

目

齊藤　英和

才村　眞理

■

塩谷　雅英

柴原　浩章

清水　康史

生水真紀夫

白石　晃司

団

末岡　　浩

菅沼　信彦

杉浦　真弓

悶

千石　一雄

囹

高井　　泰

高橋　俊文

竹下　俊行

竹下　直樹

辰巳　賢一

田村　博史

■

辻村　　晃

堤　　　治

国

寺田　幸弘

演題分類 演題番号 日付

ランチョンセミナー5
Time－lapsdive　cell　imaging〔2）臨床

胚の評価法（1）

LSs　　　　　　l2月4日（木）

O－147～0－150　　12月5日（金）

O－054～0－057　　12月4日（木）

子宮内膜（2）　　　　　0－033～0－036　　12月4日（木）

精巣・精子｛2）一基礎から臨床ヘー　0－097～0－102　　12月4日（木）

当事者支援・当事者教育（3）　0－123～O－127　　12月4日（木）

シンポジウム9　　　　S9－1～S9－4　　　12月5日（金）

妊孕性温存の支援（2）医学的

胚移植（1）一移植法一

症例報告（2）

症例報告（1）

精索静脈瘤手術（1）

海外招請講演2

ランチョンセミナー12

シンポジウム8

教育講演7

シンポジウム2

妊孕性温存の支援（1）医学的

卵子・胚への介入②一体外成熟など一

教育講演5
着床前診断・遺伝子解析（2）

モーニングセミナー

胚の評価法（2）一多核胚一

0－132～0－135　　12月4日（木）

0－178～0－182　　12月5日（金）

0－231～O－234　　12月5日（金）

0－205～0－208　　12月5日（金）

0－108～0－112　　12月4日（木）

LS12

S8－1～S8－4

S2－1～S2－4

0－128～0－131

0－050～0－053

0－173～O－177

MS
O－058～0－062

12月5日（金）

12月5日（金）

12月5日（金）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月5日（金）

12月5日（金）

12月5日（金）

12月4日（木）

TESE／ICSI（1）－TESE－　0－155～0－161　12月5日（金）

シンポジウム2　　　　S2－1～S2－4　　　12月4日（木）

シンポジウム6　　　　S6－1～S6－4

ランチョンセミナー3　LS3

12月5日（金）

12月4日（木）

　　日生殖医会誌59巻4号

会場　　　　　開始　終了

場

場

場

会
会
会

ら
　
ワ
む
　
　

第
第
第

第3会場

第5会場

第6会場

第3会場

場

場

場

場

場

会
会
会
会
会

　
　
　
　
　
　
ら
　
　

第
第
第
第
第

場

場

場

場

会

会

会
会

　
　
に
じ
　
り
む
　
ユ

第
第
第
第

第2会場

第6会場

第4会場

第1会場

第4会場

第3会場

第4会場

第3会場

第2会場

第2会場

第3会場

12：00～12：50

14：30～15：10

15：00～15：40

17：40～18：20

16：30～17：30

15：20～16：10

13：00－－14：30

16：50～17：30

13：00～13：50

13：00～13：40

13：00～13：40

9：00～9：50

10：30～ll　：30

12：00～12：50

10：20～11　：50

13：45～14：25

10：20～11　：50

16：10～16：50

11：10～11　：50

9：45～10：25

9：40～10：30

8：00～　8：50

15：40～16：30

9：00～10：10

10：20～11　：50

10：20～ll　：50

12：00～12：50



平成26年10月1日

座長 演題分類 演題番号 日付

固

年森　清隆

困

永尾　光一

楢原　久司

囮

西井　　修

国

橋場　剛士

浜谷　敏生

原田　　省

原田　竜也

団

藤澤　正人

藤原　　浩

布施　秀樹

古井　辰郎

圖

細井　美彦

本田　律生

目

松崎　利也

松田　公志

丸山　哲夫

丸山　正統

國

三浦　清徳

見尾　保幸

峯岸　　敬

宮川　　康

三宅　秀彦

間

村上　　節

固

望月　　修

精巣・精子（1）一基礎一　　〇－090～0－096　　12月4日（木）

シンポジウム3

子宮内膜（1）

S3－1～S3－4　　　12月4日（木）

0－029～0－032　　12月4日（木）

ランチョンセミナー10　LSIO

着床前診断・遺伝子解析（1）

卵子・胚への介入（1）一活性化など一

子宮内膜症（2）一臨床一

子宮への介入②一腹腔鏡など一

教育講演6

シンポジウム7

男性不妊の臨床研究

卵胞発育への介入（2）－OHSSなど一

12月5日（金）

0－169～0－172　　12月5日（金）

0－045～0－049　12月4日（木）

0－199～0－204　12月5日（金）

0－007～0－011　　12月4日（木）

　　　　　　　　12月5日（金）

S7－1～S7－4　　　12月5日（金）

O－103～0－107　　12月4日（木）

0－041～0－044　12月4日（木）

シンポジウム6　　　　S6－1～S6－4　　　12月5日（金）

培養液・培養環境（1）　0－235～0－240　12月5日（金）

卵巣・卵子・胚

統計（2）一男性不妊一

シンポジウム7

ランチョンセミナー8
子宮への介入（1）一子宮鏡など一一一

流産・不育（2）

シンポジウム1

ランチョンセミナー9

精索静脈瘤手術（2）

シンポジウム4

シンポジウム3

0－063～0－067　　12月4日（木）

0－079～0－084　　12月4日（木）

S7－1～S7－4　　　12月5日（金）

LS8　　　　　　12月5日（金）

0－001～0－006　　12月4日（木）

0－215～0－219

S1－1～Sl－4

LS9

0－113～0－117

S4－1～S4－4

S3－1～S3－4

12月5日（金）

12月4日（木）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月4日（木）

当事者支援・当事者教育（1）　O－012～0－015　　12月4日（木）

会場

第5会場

第2会場

第3会場

第4会場

第4会場

第4会場

第5会場

第2会場

場

場

場

場

会
会
会
会

ユ
　
リ
ム
　
ら
　
　

第
第
第
第

第2会場

第6会場

第4会場

第5会場

第2会場

第2会場

第2会場

場

場

場

場

場

会
会
会
会
会

　
り
　
　
　
り
む
　
ロ
リ
　
ヨ

第
第
第
第
第

第2会場

第3会場

311（469）

開始　終了

15：20～16：30

14：00～15：30

17：00～17：40

12：00～12：50

9：00～9：40

10：20～11：10

9：50～10：50

15：30～16：20

13：00～13：40

13：00～14：30

17：30～18：20

9：40～10：20

10：20～11：50

13：40～14：40

16：30～17：20

10：00～11：00

13：00～14：30

12：00～12：50

9：00～10：00

14：40～15：30

16：30～18：00

12：00～12：50

9：50～10：40

10：20～11　：50

14：00～15：30

9：00～　9：40



312（470）

座長 演題分類 演題番号 日付

　日生殖医会誌59巻4号

会場　　　　　開始　終了

雄
子
　
人
晴

幹

明
　
峰
義

薫

寧

淳

醐
森

舞
固
酬
咽
洲
函
細

ランチョンセミナー4

シンポジウム8

妊孕性温存の支援（3）社会的

卵管への介入（2）一形成術など一

シンポジウム9

シンポジウム5

TESE／ICSI（2）－ICSI一

逆行性射精・人工授精など

Time－lapsdive　cell　imaging（3）臨床

LS4

S8－1～S8－4

0－136～0－139

0－023～0－028

S9－1～S9－4

S5－1～S5－4

0－162～0－168

0－118～0－122

0－151～0－154

12月4日（木）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月4日（木）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月5日（金）

12月4日（木）

12月5日（金）

第4会場

第3会場

第6会場

第3会場

第3会場

第3会場

第3会場

第6会場

第2会場

12：00～12：50

10：20～ll　：50

17：30～18：10

16：00～17：00

13：00～14：30

14：00～15：30

14：30～15：40

10：40～11　：30

15：10～15：50



（五十音順）



平成26年10月1日

※太字は筆頭発表演題

※登録されたよみがな順

国

Bonduelle，　Maryse

　　　　　　海外招請講演2

Brosens，　Jan　J．

　　　　　　海外招請講演1

■

Caroline，　Gargett

　　　　　　S7－3

回

Pilar，　Ferre

回

0－051，P－019，

P－079

Rukmali，　Athurupana

　　　　　　O－051，P－019，

　　　　　　P－079

囹

Schwab，　Kjiana

　　　　　　S7－3

固

愛甲恵利子

合阪幸三

相野谷陽子

青井陽子

青木陽一

青墳愛理

青野展也

青葉幸子

青柳奈央

青柳陽子

赤枝　俊

赤星孝子

秋谷　文

秋元　諭

秋山育美

0－133，0－190

P－002

P－226，P－227

0－074，P－080

0－189，P－015，

P－134，P－141，

P－143，P－235

P－228

0－115，0－142

0－1　28，0－129

0－073，0－085，

0－164

0－194，P－148

P－236

0－082，0－154

P－064，P－123，

P－236

P－005，P－089，

P－127，P－195，　P－220

0－131，P－103，

秋吉俊明

秋吉弘美

明楽重夫

阿久津正

阿久津英憲

浅井拓雄

浅井菜緒美

朝山雄太

朝倉寛之

浅田弘法

浅田裕美

浅田義正

安里こずえ

浅野明恵

浅野恵美子

浅野有希子

浅原弘嗣

朝日啓司

東　治人

東　幸弘

東口篤司

安達知弘

穴久保久誉

阿部亜佳音

安部和子

安部晃生

阿部　崇

阿部典子

阿部宏之

阿部　睦

安部裕司

天田千尋

P－118，P－128

P－039

0－133，0－190

0－218，P－199

0－047

教育講演3

0－083，0－104，

P－169，P－174，

P－177，P－230

P－037

0－107

P－Ol　4，　P－067，

P－068，P－234

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－031，0－066，

P－150

S1－3，　MS，0－073，

0－085，0－145，

0－146，0－164，

0－221，0－235，

0－236，P－012，

P－145，P－160，　P－207

0－189，P－015，

P－134，P－141，

P－143，P－235

P－104，P－189

0－145

P－109，P－205

0－098

0－176

P－221

0－198，P－126

0－004，0－005

P－151

P－062

P－－020，P－043

P－164

0－173

0－014，0－218

0－012

0－054

0－052，P－018

P－106

P－028，P－049，　P－050

網　和美

網田光善

綾部琢哉

新井　学

新井千登勢

荒岡千景

荒賀麻里子

荒川憲昭

荒木晃子

荒木康久

荒木泰行

荒木隆一郎

有地あかね

有馬　薫

有馬隆博

粟田絵里加

粟田松一郎

安　昌恵

安康真由香

安藤一道

安東　聡

安藤寿夫

安藤正明

庵前美智子

■

飯倉絵理

飯島将司

飯泉文香

飯野孝太郎

飯村裕規

井浦文香

五十嵐健治

五十嵐敏雄

五十嵐秀樹

315（473）

0－147，0－186

0－035，P－072

0－023

S5－4

P－037

P－237

P－021，P－022

P－174

0－1　23，P－186

0－107，P－028，

P－191

0－107，P－028，

P－049，P－050

P－178

0－057

P－057，P－117

0－216

P－064，P－123，

P－236

0－137，0－1　57，

0－226

0－075，0－132，

0－191

0－009

0－127

P－227

0－038，0－188，

0－204，P－042

0－028，　O－200

P－ll2

O－179

P－210

P－029，P－033，

P－069

0－026，0－027，

0－170，0－172，

0－177，P－023

0－052，P－018

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

P－205

P－228

0－035，0－054，



316（474）

伊熊慎一郎

池上加代子

池上美希

池田桂子

池田千秋

池田伴衣

池田万里郎

池田芳紀

池淵佳秀

井坂恵一

石井和史

石井鈴奈

石垣菜月

石川智則

石川智基

石川博士

石川博通

石田恵理

石田千晴

石田洋昭

石塚文平

石橋和見

石橋ますみ

石原　理

石松正也

石山　舞

石綿裕美

出原麻里

和泉俊一郎

泉のり子

泉　夕貴

泉　陽子

P－072

0－024，0－045，

O－048，0－049，

0－082，0－084，

0－154，0－159，

0－166，0－167，

0－171，0－1　74，

0－175，0－202

0－052，0－168，

P－018

0－244，P－035，

P－198

P－144，P－231

P－017

P－202，P－223

P－208

0－038，0－188，

0－204

P－221

P－114，P－185

P－093

0－068，P－017

P－076

0－098

S5－3，0－046，

0－113，0－155

0－003，P－218

0－093，P－083

P－190

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

P－151

0－043

0－183

0－054

会長講演，0－033，

0－087，0－088，

0－138，P－178

P－196

0－206

P－102

0－O　“，　o－llO

P－157

0－245，P－036

0－229

0－027，0－169，

0－170，0－172，

0－177，0－205，

泉　陽子

泉谷知明

磯部哲也

磯部まり子

井田　守

板橋詠子

板橋香奈

市岡健太郎

市川　剛

市川智彦

一谷有希子

市橋あゆみ

市橋佳代

伊津野美香

出居貞義

糸井史陽

伊藤一人

伊藤かほり

伊藤啓二朗

伊藤潤哉

伊藤千鶴

伊東宏絵

伊東裕子

伊藤　博

伊藤博則

伊藤史子

伊藤正信

伊藤正則

伊藤昌彦

伊藤理廣

伊藤真理

伊藤基樹

糸数　修

稲飯健太郎

稲井仁美

稲垣　誠

稲垣　恵

稲川早苗

稲葉幸代

稲場美乃

P－023，P－139

P－021，P－022，　P－221

P－192

0－103

P－023

0－060，0－086，

P－161

0－004，0－005

P－002

0－114

0－044，0－195，

0－207

0－079

P－097

P－122

P－165

0－193，0－241，

P－094

P－108，P－129．

P－191，P－206

P－109

0－108

0－057

S2－2，0－042，

0－185，P－165，

P－229

0－168

0－100，P－170，

P－176

P－114，P－185

P－173

0－065

P－222

P－024

0－144，0－152

0－043

0－045

P－164

P－031，P－098

P－092

0－189，P－143

P－073

P－020，P－043

0－245，P－036

0－245，P－036

P－124

0－245，P－036

P－161

日生殖医会誌59巻4号

井野奈央

猪野友香里

井上　治

井上　静

井上須美子

井．ヒ聖子

井上卓也

井上統夫

井上朋子

井上　太

井上正人

井上理絵

井庭裕美子

井原基公

茨木総子

井平　圭

今井和美

今井　賢

今井　伸

今井智子

今城昭史

今野　彰

今野真佐子

摘

敬

稔

奈村

本

原

今
今
苛

岩井智子

岩木有里

岩切玲子

岩佐　武

岩崎　晧

岩崎聡美

岩崎信爾

岩崎　遥

岩澤未来

岩下光利

岩瀬　明

岩田京子

岩月正一郎

P－149

P－028，P－049，

P－050

0－030，P－102

0－089

P－076

0－074

P－045

0－008，0－072，

0－203，P－166

0－042，0－185，

P－165，P－229

0－163

P－149

0－126

0－140，0－141

0－050

0－242

P－Ol6

0－061，0－182

P－202，P－223

0－158，P－120，

P－121

P－031，P－098

P－047

P－025

0－147，0－186

0－089

0－079

P－023，P－ll6，

P－125，P－159

0－126

0－096，0－136，

P－058，P－132，

P－133，P－214

P－046

P－116，P－125

0－083，0－104，

P－169，P－177

P－057，P－117

P－006

P－076

0－074

P－237

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

S1－2，0－140，0－141

0－110，P－209
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岩橋和裕

岩端威之

岩端秀之

岩政　仁

岩見菜々子

岩本武夫

岩本晃明

岩本典子

岩本豪紀

岩山　広

目

上垣　崇

上田一之

上田　匡

上田真理奈

上田泰子

上田　鈴

上野桂子

上野寛枝

宇賀神智久

臼井　彰

薄井千絵

宇田智浩

内川順子

打越沙織

内田昭弘

内田明花

内田　浩

内村慶子

内村知佳

内山一男

内山澄香

打田沙織

宇津野宏樹

宇津宮隆史

宇都宮裕貴

宇都博文

梅澤明弘

梅本幸裕

瓜田麻由美

P－183

S5－4，　P－090

0－042，0－185，

P－229

0－225

P－189

0－052，0－184

P－091，P－171

P－075，P－086

P－233

0－206

O－198

P－004

0－036，P－155

0－151

P－039

0－061，0－182

0－087，0－088

P－070，P－074，　P－087

0－007，P－OlO

O－120

P－149，P－152

P－016

0－102，P－188

0－163

0－123，P－186

P－102

0－009，0－026

0－133，0－190，

0－239

0－137，0－157

P－092，P－099

0－224

0－240

0－1　02，P－188

0－Ol3，0－015，

0－016，0－040，

0－059，0－143，

0－201，0－216

0－050，0－054

0－001，0－219，

P－193

0－030，0－205

0－110，P－209

P－151

目

江頭昭義　　0－228，　O－240，

　　　　　　P－056

江口明子　　0－144，0－152

江隈直子　　O－089

江崎敬　O－242
江崎寛美　　0－151

江副郁恵　　O－121，　P－085

江副賢二　　〇－034

榎園祐治　　P－046

枝元直子　　P－227

越後恵美　　P－104，P－189

江東邦夫　　P－091

江夏宜シェン　O－075，　O－132

江夏徳寿　　S6－2，0－094，

　　　　　　O－097，0－105，

　　　　　　P－082，P－095

榎原　毅　　0－210

蛯名沙織　　P－053

遠藤圭子　　P－076

遠藤俊明　　P－144，P－231

遠藤美幸　　0－057

遠藤由紀子　O－01　9，　O－180，

　　　　　　P－200

閲

黄木詩麗　　P－062，P－091

逢澤純世　　P－020，P－043

大石杉子　　P－Ol5，　P－141，

　　　　　　P－143，P－235

大内久美　　P－122

大内　望　　P－110

大浦訓章　　0－179

大江瑞恵　　S4－3

大垣　彩　　0－060，　O－086

大垣洋子　　P－064，　P－123，　P－236

大木麻喜　　0－192

大久保はる奈　O－022，P－005，

　　　　　　P－089，P－127，

　　　　　　P－195，P－220

大河内俊洋　P－016

大澤郁朗　　0－101

大澤淑子　　O－170，　O－172，

　　　　　　0－177

大島綾　0－083，　P－070，

　　　　　　P－074，P－087

大城章子　　0－055，　O－243

大須賀智子

大須賀穣

太田邦明

大田昌治

太田博孝

太田有美

大津英子

大塚未砂子

大月順子

大坪　瞳

大西雅子

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

大原美希

大原基弘

大平　伸

大堀　賢

大丸奈月

大見健二

大道正英

大村直輝

大谷香央里

大谷直人

大山一徳

岡　賢二

岡真太郎

岡　親弘

岡　奈緒

岡崎絵莉奈

岡崎雅子

岡崎友香

岡田清美

岡田桂輔

317（475）

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

LS2

0－009，0－OIO，

0－026，0－212，

0－213

P－233

P－147

P－104，P－189

0－059，0－143，

0－216

0－089，P－056

0－074，P－119

0－228，0－240

0－001，0－219，

P－193

0－073，0－146，

0－164

0－179，P－124

P－024

P－028，P－049，　P－050

P－040，P－041

0－111

P－183

0－160，P－032，

P－054，P－055，

P－065，P－081

0－161，0－234

0－057

0－112

P－207

0－002

0－041

0－199，0－223，

P－156

0－057

P－028，P－049，　P－050

P－046

P－175

0－102，P－188

S5－2，0－116

S2－4，0－165

0－115，0－142

P－021，P－022

P－102

P－164

0－Ol6

S6－2
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緒方誠司

緒方妙子

緒方　勤

岡田直緒

岡田　弘

緒方洋美

岡田真紀

岡田涼子

岡野真一郎

岡部綾美

1岡元ト†・f圭貝‖

岡本愛光

岡本敦子

岡本恵理

岡本純英

岡本直樹

岡本

岡本真実子

岡本吉夫

小川誠司

小川　紗

小川雄彦

小川達之

小川武甲

小川真里子

荻野　舞

沖村匡史

奥　裕嗣

奥井　静

奥河朱希

奥島美香

奥田喜代司

奥田　剛

奥田英伸

奥平裕一

奥津美穂

0－075，0－132，

0－191，P－008，

P－038，P－060，　P－078

0－084

0－093，0－205

0－140，0－141

S5－4，0－093，　P－090

P－038，P－060，

P－078，P－112

0－031，0－066，

P－150

P－071

P－075，P－086

0－178，P－088

P－024

0－179，P－124

0－223，P－156

0－075，0－132，

0－191，P－008，

P－038，P－060，　P－078

P－039

0－063，0－130，

0－222

P－226，P－227

0－069，0－194，

P－148

P－097

0－009，0－010，

0－026，0－030

0－019，0－180，

P－200

P－174

0－192

P－181

P－102

P－232

P－092，P－099

0－061，0－182

0－139，P－183

0－004

0－1　39，P－183

0－199，P－007

0－115，0－134，

0－142，P－006

P－172

0－051，P－019，

P－079

0－067，0－161

奥野さつき

奥野　隆

小栗久典

尾崎智哉

尾崎康彦

尾崎理恵

小澤順子

小代裕子

小田原靖

越智　梓

越知正憲

落合尚美

小野健太郎

小野修一

小野　瞳

小野雅昭

小野光樹子

小野賀大

尾上洋樹

小畑栄子

小畑清一郎

尾畑やよい

小原由香子

折田剛志

折出亜希

囲

O－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－014，0－034，

0－077，P－092

P－109，P－205

P－029，P－033，

P－069

0－210

0－029，P－158

P－189

P－149，P－152

0－018，0－030，

O－221，P－020，

P－043

0－052，0－168，

P－018

0－062，0－153，

0－176，P－137

P－228

P－064，P－123，　P－236

0－218，P－110，

P－199

0－017

0－020，P－215

P－183

0－223，P－156

0－233，P－003，

P－217

0－089

P－002

S6－4

0－133，0－190

0－039

P－225

カーンカレク　0－072，0－197，

　　　　　　P－166

甲斐健太郎　0－194，P－148

甲斐由布子　O－069

甲斐義i輝　　0－140，　O－141

加賀麻祐子　0－079

各務真紀　　0－010

香川愛子　　0－083，P－070，

　　　　　　P－074，P－087

香川則子　　S3－2

オ市沼敏行　　　P－218

日生殖医会誌59巻4号

郭　翔志

影山　進

笠井　剛

笠井真子

笠岡永光

笠島道子

笠原佑太

梶原　健

梶原千晶

加嶋克則

柏崎香織

柏崎　研

柏崎直巳

柏崎　操

柏崎祐士

梶原多恵子

敷佐淑恵

加田日出美

片岡久美恵

片桐由起子

片田雄也

片野衣江

片野坂潤子

片渕秀隆

片山和明

甲木　聡

勝股克也

勝見桃理

桂　由美

加藤淳子

加藤恵利奈

加藤恵一

加藤武馬

加藤　徹

加藤智則

加藤奈緒

加藤紀子

加藤春雄

加藤繭子

加藤三紀彦

6
4
9
5
1
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加藤未来

加藤道高

加藤雄一郎

加藤由香

加藤由起

加藤喜健

加藤龍太郎

門田貴子

金井裕子

金崎春彦

金沢衣見子

金澤朋扇

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

兼子　智

金子京子

金子清美

兼子　智

兼子由美

金谷裕美

兼光珠里

金山昌代

鎌田泰彦

釜本早紀

上澤悦子

上條慎太郎

上畑みな子

上村沙耶佳

神谷博文

神谷博文

神山和枝

神山　茂

鴨井舞衣

鴨下桂子

香山哲徳

苅田正子

0－176

0－085，0－146，

0－235

0－128，0－129

0－082，0－154

P－045

0－083，P－169，

P－177，P－208，　P－230

0－162

P－119

0－122，P－179

P－225

P－056

0－004

P－131，P－138

0－061，0－182

P－144

P－066，P－189

0－055，0－090

0－176，P－137

S3－4

P－119

0－089

P－102

P－029，P－033，

P－069

P－218

P－073

P－152

0－002，0－126，

0－209，0－215，

0－217

P－027

0－221

0－030

0－062，0－153，

P－137

0－082

P－144

P－034，P－066，

P－104，P－189

0－221

0－025，0－106

0－091，0－214，

P－219

0－179

0－023

0－096，0－136，

河合紀生子

河内明宏

川内博人

川上典子

川口真帆

川崎彰子

川崎裕美

川田龍太郎

河内谷敏

川戸浩明

川野咲季

河野照美

河野康志

河邉史子

河村和弘

川村幸治

河村寿宏

河村七美

川村悠喜

河本　舞

河原井麗正

菅　愛佳

菅藤　哲

菅野伸俊

菅野秀俊

菅野素子

神原好美

目

木内　寛

菊田恭子

菊地裕幸

菊本晃代

岸沙弥香

貴志真衣

貴志瑞季

岸田知佳

岸本倫太郎

北　直喜

北　悠希

木田雄大

P－058，P－132，

P－133，P－214

0－232

P－084

0－221

0－074，P－061，

P－080

P－102

P－227

0－144，0－152

0－023

0－162

P－009，P－044

0－069

0－089

0－069

0－013，0－015，

0－016，0－201

教育講演4，　O－043，

O－063，0－130，

0－222

0－079

0－057，P－091，

P－208

0－063，0－222

P－026

0－066

P－218

P－040，P－041

0－109

0－018

P－157

P－233

0－087，0－088

P－097，P－172

0－039

0－237

0－183

0－178，P－088

0－242

0－061，0－182

P－047

0－023

P－226，P－227

0－114

0－073

北折珠央

北川尚子

北川晴香

北川浩明

北川真紀子

北川雅一

北坂浩也

北島智也

北島道夫

北島百合子

北出真理

北見和久

北村智志

北村誠司

北村　衛

北元香菜子

北森康代

北宅弘太郎

北山静香

木津正義

吉川史隆

城戸京子

絹谷正之

木下和雄

木下孝一

木下俊彦

木下由巳子

金　昌勲

金　南孝

木村歩未

木村　正

木村文則

319（477）

0－210

S4－2

0－061，0－182

0－131，P－103，

P－118，P－128

P－016

P－070，P－074，　P－087

0－073，0－085，

0－146，0－164，

0－235，0－236

S1－4

LS8，0－008，0－072，

0－197，0－203，

P－166

0－232

LS4，0－029，　P－158

0－038，0－188，

0－204

0－176

0－001，0－219，

P－193

P－197

P－052，P－077

P－182

0－136，P－133，

P－214

0－185

P－107，P－194

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

0－059，0－143，

0－216

P－075，P－086

0－151

0－073，0－085，

0－146，0－164，

0－235，0－236，

P－Ol2，　P－145，　P－160

P－151

0－187

P－181

0－092，0－208

P－202，P－223

0－092，0－208，

P－215

0－193，0－196，

0－241，P－094，

P－154



320（478）

木村將貴

木村真智子

木村　円

木村裕美

木谷　保

木山美香

京　　哲

京野廣一

清須知栄子

金　星哲

金城清子

金城勢莉奈

■

日下真純

草開恵里子

久慈直昭

楠田朋代

楠比呂志

久須美真紀

朽原知彩都

工藤智子

工藤正尊

工藤祐輔

国武克子

久野芳佳

久保光太郎

久保早織

久保敏子

窪島　肇i

久保島美佳

久保田俊郎

窪田裕樹

窪田泰江

熊谷　仁

熊耳敦子

熊切　順

P－091

0－068，P－059

P－202，P－223

0－242

P－144

P－012，P－145，　P－160

P－225

LS7，0－058，0－115，

0－134，0－142，

0－220，P－210

P－031，P－098

0－112

特別シンポジウム

0－226

P－053

P－045

S9－3，　P－114，　P－185

P－075，P－086

0－045，0－048，

0－049，0－082，

0－154，0－166，

0－167

P－003

P－137

P－020，P－043

P－016

0－057

0－133，0－190，

0－239

P－144

0－002，0－126，

0－209，0－215，

0－217

0－147，0－186

P－040，P－041

0－065

S8－4，0－089

0－053，0－093，

0－098

0－llO，　P－209

0－110

0－050，0－054，

P－051，P－131，

P－138，P－211

P－064，P－236

0－029，P－158

熊迫陽子

熊澤恵一

熊澤由紀代

公文裕巳

倉智博久

倉橋寛明

倉橋浩樹

蔵本武志

栗岡裕子

栗田哲至

栗田美穂

栗林　靖

栗原聰太

栗原　恵

黒木裕子

黒澤貴子

黒澤大樹

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

桑原聖子

桑原道弥

桑原慶充

桑山正成

囮

恵　淑捧

劔持智恵美

0－059，0－143，

0－216

0－092，0－208，

P－215

0－050，P－051，

P－131，P－138，　P－211

P－093

0－035，P－072

P－093

教育講演5，0－176

0－089，0－228，

0－240，P－056

P－180

0－158，P－120，

P－121

0－224

P－149，P－152

0－108

0－019，0－180，

P－200

0－226

0－233，P－003，

P－217

0－054

S7－1，0－029，

0－032，0－045，

P－158

0－083，0－104，

P－169，P－174，

P－177，P－208，　P－230

0－014

0－041

0－028，0－200，

P－013，P－096

P－101，P－182

0－062，0－153，

0－176，P－137

P－125，P－159，　P－184

0－037，0－231

P－053

0－218，P－110，

P－199

S2－3

P－034

P－028，P－049，　P－050

■

日生殖医会誌59巻4号

呉　明超

後安聡子

己斐秀樹

小池浩嗣

小池秀和

小池弘子

小池　恵

小泉あずさ

小泉花織

小泉智恵

小泉雅江

高　栄哲

香城恒麿

幸寺　渚

河野恵美子

香野日高

河野通晴

香ノ木早紀

郷原真輔

紅露有子

郡健二郎

古賀真菜美

古賀美佳

穀内香奈

苔口昭次

越田光伸

小島加代子

小島淳哉

小嶋哲矢

児島輝彦

児島輝仁

小島正愛

小嶋康夫

越光直子

小谷早葉子

小谷泰史

児玉英也

小番彩羽

P－222

0－020，0－208，

P－215

0－057

P－204，P－212

0－108

P－111

0－059，0－143，

0－216

P－040，P－041

0－208

S9－1，0－087，

0－088

P－175

P－210

P－053

0－061，0－182

P－165

P－083

0－232

0－145

0－113

P－149

0－110，P－209

0－133，0－190

P－057，P－117

0－199，P－007

0－075，0－113，

0－132，0－191，

P－008，P－038，

P－060，P－078，　P－112

0－147，0－186

P－057，P－117

P－114

0－056

0－119

0－135，P－232

0－145

P－101，P－182

0－013，0－201

0－002，0－126，

0－209，0－215，

0－217

P－OOI

P－051，P－211

0－047
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後藤香里

後藤　栄

後藤崇之

後藤哲也

後藤真紀

後藤裕子

小西郁生

小沼よしみ

小濱奈美

小林一彦

小林君任

小林紗貴子

小林淳一・

小林眞一郎

小林清一

小林　保

小林倫子

小林秀行

小林浩治

小林正知

小林勇毅

小林由佳子

小堀善友

駒　由佳

小牧麻美

小松淳子

小松雅博

小松保則

小峰祝敏

小宮　顕

小宮ひろみ

古村絢子

米本昌平

呉屋憲一

小山寿美江

小山伸夫

近藤哲郎

近藤宣幸

0－059，0－143，

0－216

P－007，P－021，

P－022，P－221

0－114

0－165

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

0－013，0－015，

0－Ol6

0－036，P－155

0－085

P－026，P－027，

P－045，P－187

0－056

P－070，P－074，　P－087

0－242

0－183

0－076

P－034

0－014，0－034，

0－077，P－092

P－057，P－ll7

S5－1，0－095，

0－120

0－038，0－188，

0－204

0－080

0－153

P－053

S5－4，0－093，　P－090

P－204，P－212

0－151

P－203

P－064，P－123，　P－236

P－190

0－057

P－105

0－067，0－161，

0－234

P－228

0－082，0－154

0－001，0－219，

P－193

0－080

0－151

P－006，P－153

0－119

近藤雅恵

近藤麻奈美

近藤美佳

近藤芳仁

目

斉高美穂

齋藤　愛

斎藤　綾

齊藤和毅

齋藤恭佑

齋藤　優

齊藤隆和

齋藤　豪

斉藤奈津穂

齋藤奈津穂

齊藤英和

斉藤寛恵

齋藤寛恵

齋藤　学

斉藤三和

才村眞理

坂　佳世

坂井和貴

堺　利枝

榊原秀也

榊原由佳

酒見智子

酒本あい

坂本淳平

坂元みどり

坂本美和

坂本靖子

坂本有希

佐柄祐介

0－162

0－073，0－085，

0－146，0－164，

O－235，0－236，

P－012，P－145，　P－160

0－071，0－124，

P－030，P－140，

P－146

P－208

0－Ol3

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

0－178，P－088

0－093，P－190

0－238

0－183，P－091

P－190

P－144，P－231

0－199

P－007

S2－1，0－093，

0－125，P－184，

P－185，P－190

0－074，P－061，

P－080

P－181

0－004，0－005

P－124

0－087，0－088

0－119，0－135，

P－232

P－048

0－211

P－070，P－074，　P－087

0－021，0－055，

0－243

P－064，P－123，　P－236

0－002，0－126，

O－209，0－215，

0－217

P－135

0－014

P－006，P－153

P－126

P－202，P－223

0－022，P－005，

佐喜眞斉

鷺山和幸

佐久本哲郎

櫻井優広

櫻木範明

佐護　中

迫井沙江

左合治彦

笹川五十次

佐々木泉

佐々木かりん

佐々木昌一

佐々木智世

佐々木伸子

佐々木拓幸

佐々木真紀

佐々木由香

佐々木幸江

佐々田比呂志

笹野りえ

佐多良章

定岡侑子

定本幸子

佐塚智和

佐藤晶子

佐藤絵理

佐藤和文

佐藤可奈子

佐藤景子

佐藤健二

佐藤　俊

佐藤　卓

佐藤琢磨

佐藤　剛

佐藤敏治

佐東春香

321（479）

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－106

0－117

0－025，0－106，

P－184

0－176，P－137

P－016

P－057，P－117

P－047

P－190

0－109

P－151

　0－173

0－110，P－209

P－075，P－086

P－222

0－030

0－037，0－231

0－120

0－091

　0－224

0－183

0－225

P－090

0－074，P－119

0－079

0－059，0－143，

0－216

0－198，P－126

P－029，P－033，　P－069

0－134

P－168

0－009，0－OIO，

0－026，0－027，

0－169，0－170，

0－172，0－177，

P－023，P－139

P－150

0－009，0－026，

0－027，0－169，

O－170，0－172，

0－177，P－023，

P－139

P－124

0－Oll，0－110

0－050

P－038
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佐藤春菜

佐藤仁美

佐藤博子

佐藤　学

佐藤雄一

佐藤祐香里

佐藤幸保

佐藤友海

佐藤百合子

佐藤芳昭

佐藤善啓

佐藤可野

佐藤　両

佐藤　亘

里見操緒

眞田佐知子

佐野憲一

佐野伸一朗

澤井　毅

澤井英明

澤田富夫

澤村茂樹

山海　直

三條博之

■

塩沢丹里

塩沢直美

塩島　聡

塩田恭子

塩谷雅英

塩原真美

志賀尚美

繁田直哉

繁田　実

P－039

0－001，0－219

P－109

0－081，0－148，

0－149，P－165

P－028，P－049，　P－050

0－058，0－220

0－036，P－155

P－046

P－020，P－043

0－047

0－211

S6－3，0－063，

0－130，0－222

S5－4，　P－090

0－050，P－051，

P－131，P－138，

P－211

P－llO

P－045

0－150

0－205

P－100

0－135，P－232

P－037

P－163

P－135

0－083，0－104，

P－169，P－174，

P－177，P－208，　P－230

0－102，P－188

P－108，P－129，

P－191

0－158，P－120，

P－121

P－064，P－123，

P－236

0－075，0－113，

0－132，0－191，

0－221，P－008，

P－038，P－060，

P－078，P－112

0－120

0－054

0－092

0－139，P－183

志田有加

品川征大

地主　誠

篠田多加子

篠田真理

篠原一朝

篠原宏枝

篠原真理子

篠原三佳

柴田健雄

柴田俊章

柴田文子

柴田美智子

柴田康博

芝原隆司

柴原浩章

渋谷伸一

嶋田秀仁

島田昌之

嶋村勝典

清水清美

清水　顕

清水純代

清水雅司

清水康史

清水勇輔

下地彩乃

下田美怜

下平真希

下中麻奈美

下村海咲

人
康
舜
輝
政
介

之

裕
東
　
義
幸

村

圓
　
　
　
崎

下
壽
徐
部
常
城
生水真紀夫

常樂　晃

白石晃司

白柿ひろみ

白澤弘光

0－021，0－055，

0－243

0－031，0－066，

P－150

0－029，P－158

0－Ol3，0－015

P－157

0－041，0－077

P－130

0－144，0－152

0－061，0－182

0－040

0－090

P－106

S2－2

0－108

P－009，P－044

0－076，0－119，

0－135，P－232

0－158，P－120，

P－121

P－114，P－185

P－017

0－039

S9－2

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

P－021，P－022

0－230，P－109

0－057

0－176

0－192

0－206

P－205

P－017

0－085，0－164，

0－235，0－236

S5－4，　P－090

P－149，P－152

P－031，P－098

P－136，P－142

0－112

0－031，P－150

0－003，P－218

P－227

S5－2，0－116

0－084

0－050，P－051，

日生殖医会誌　59巻4号

城田京子

慎　　武

新　博美

新城　梓

新藤知里

陣内彦良

神野亜耶

神野正雄

団

末岡　浩

末包博昭

末永昭彦

末永めぐみ

末原和美

菅沼亮太

菅原由貴

菅谷　健

菅谷典恵

洲河美貴

菅原かな

杉　俊隆

杉浦真弓

P－131，P－138，　P－211

P－173

S5－4，　P－090

P－052，P－077

0－029，P－158

0－074，P－061，

P－080

P－076

P－005，P－089，

P－127，P－195，

P－220

0－163

杉浦一小笠原真弓

杉下陽堂

杉嶋美奈子

椙田賢司

杉並　興

杉野法広

杉原一廣

杉原　武

杉本公平

杉本貴章

杉本　岳

O－009，0－026，

0－027，0－169，

O－170，0－172，

0－177，0－205，

P－023，P－139

0－056

0－023

0－144，0－152

0－046，0－155

0－054，0－067，

0－161，0－234

P－031，P－098

0－181，0－227，

P－063

S8－2

0－233，P－003，

P－217

0－OO1，0－030，

0－219，P－193

0－211

0－011，0－110

　　0－210

0－063，0－130，

0－222

0－140，0－141

0－195

0－036，P－155

LS9，0－031，0－066，

P－150

0－090

P－228

0－179，P－124

P－183

0－162
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杉本利幸

杉本盛人

杉本ゆき恵

杉山喜代美

杉山貴之

杉山　武

杉山　仁

杉山里英

杉山カー・

助川　玄

須崎活光

鈴木麻美

鈴木亜矢子

鈴木伊都子

鈴木江莉奈

鈴木和浩

鈴木九里

鈴木啓介

鈴木孝太

鈴木　聡

鈴木孝明

鈴木隆弘

鈴木達也

鈴木　直

鈴木範子

鈴木裕明

鈴木寛規

鈴木雅美

鈴木まり子

鈴木光明

鈴木康夫

鈴木亮祐

鈴森伸宏

須戸龍男

須藤慎介

栖原貴子

『

…
…

630一P，

281一P

912　0

L41一P

L

7

0
∨
9
一

6
7
．

1
　
一
1
⊥

一

　
一

〇
〇

322一P

角井健太

角江昭彦

炭谷美保

自

清田圭子

瀬川智也

関こずえ

関岡友里恵

関和　瞳

瀬戸さち恵

瀬戸山遥

妹尾　悠

先久　幸

仙波宏史

仙波由加里

目

0－094，0－097，

0－105，P－082，

P－095

P－053

0－160，P－032，

P－054，P－055，

P－065，P－081

O－080，0－150

0－041

0－016

0－151

0－037，0－231

0－1　38

0－226

0－232

P－186

0－027，0－170，

O－172，0－177，

P－023

S9－4

宋成浩　S5－4
宗修平　0－021，　O－055，

　　　　　　0－243

惣田哲次　　P－097，P－172

早田　瞳　　0－133，0－190

曽我部つぐみ　0－084

園田敦子　　O－089

園田桃代　　0－037，　O－231

園原めぐみ　O－221，　P－012，

　　　　　　P－145，P－160

囲

田井俊宏

高井　泰

高江正道

高尾徹也

高木清考

高木さや香

高岸　舞

高倉哲司

高桑好一

高崎彰久

0－095，0－120

S3－3

0－063，0－130，

0－222

P－097

P－122

0－055，0－243

P－163

0－181，0－227，

P－063

P－Oll，P－162，P－167

0－039

323（481）

高島明子

高島明子

高田晋吾

高田玲子

高橋明仁

高橋香織

高橋克彦

高橋加七子

高橋敬一

高橋賢司

高橋健太郎

高橋智恵

高橋俊文

高橋具視

高橋典子

高橋則行

高橋寿子

高橋　如

高松　潔

高矢千夏

高柳武志

高山　修

滝口修司

滝戸なほみ

田口早桐

竹内一浩

竹内茂人

竹内　巧

竹内美穂

竹澤健太郎

竹下俊行

㌶唖
働



324（482）

竹下直樹

竹島和美

竹島徹平

竹田　省

武田信彦

武田信好

竹谷俊明

竹中　裕

竹中基記

竹林明枝

竹原　啓

竹原侑希

竹村久美

竹本周二

竹本崇史

竹本洋一

武矢江美

田島博人

田尻翔太

多田佳宏

立入智恵子

橘　直之

立花　誠

橘　理絵

辰井聡子

巽　国子

辰巳賢一

伊達里美

P－199

P－151

P－184，P－190

0－083，0－104，

P－169，P－174，

P－1　77，P－230

0－024，0－032，

O－045，0－048，

O－049，0－159，

0－166，0－167，

O－171，0－174，

0－175

P－108，P－129，　P－191

P－020，P－043

0－066，P－150

0－068，P－059

P－115

0－193，0－196，

0－241，P－094，

P－154

0－128，0－129

0－133，0－190

0－037，0－231

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－030

0－048，0－049，

0－082，0－154，

0－166，0－167，

O－171，0－174，

0－175

P－234

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－225

0－096，0－136，

P－058，P－132，

P－133，P－214

P－187

P－202，P－223

教育講演2

0－102，P－188

教育講演7

P－190

0－122，P－179

0－221

立石こずえ

立野裕幸

立野　恵

田中　藍

田中　温

田中絢香

田中威づみ

田中勝洋

田中可子

田中久実子

田中啓子

田中豊美

田中宏光

田中正利

田中　守

田中真理

田中美穂

田中恵美

田中祐子

田中幸子

田中葉子

谷　洋彦

谷口加奈子

谷口佳代

谷口　憲

谷口　武

0－137，0－157

0－067

0－137

0－140，0－141

LS3，0－024，0－045，

0－048，0－049，

0－082，0－084，

0－154，0－159，

O－・166，0－167，

0－171，0－174，

0－175，0－202

0－092，0－208

0－024，0－045，

0－048，0－049，

0－082，0－084，

0－154，0－159，

O－166，0－167，

0－171，0－174，

0－175，0－202

S2－4

0－018，P－020，

P－043

P－122

0－228，0－240

0－062，0－153

0－099，P－172

0－117

S7－3，0－009，

0－010，0－026，

0－027，0－030，

0－169，0－170，

0－172，0－177，

0－205，0－212，

0－213，P－023

P－052，P－077

0－080，0－150

P－066，P－189

0－018，0－221

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－1　95，P－220

0－093

0－036，P－155

0－133，0－190

P－192

0－072，0－203，

P－166

0－020，P－215

日生殖医会誌　59巻4号

谷口文紀

谷口友香

谷口遼馬

谷仲　恵

谷村絵美

谷村　悟

種部恭子

田畑知沙

田原正浩

田原隆三

田吹邦雄

田淵和宏

環　　聡

田巻智慧

田丸俊三

田村　彩

田村　功

田村直顕

田村博史

田村総子

樽見　航

樽本祥子

俵　史子

湯　暁暉

固

千川　愛

千島史尚

千田裕美子

知念日菓利

千葉公嗣

千葉仁志

千葉康敬

茅原　誠

左　勝則

張　凌雲

■

立木　都

塚崎あずさ

塚本佳奈

0－198，P－126

P－125，P－159

P－135

P－026

P－053

0－003

P－201

0－233，P－003，

P－217

0－020，P－215

P－153

0－223，P－156

0－126，0－217

P－083

P－193

0－117

P－071

0－031

0－021，0－055，

0－090，0－243

0－031，0－066，

P－150

0－073，0－164，

0－236

0－043

0－241

0－006，0－021，

0－055，0－243

0－077

P－183

0－044，0－195，

0－207

0－128，0－129

P－186

S6－2，0－094，0－097

P－034

0－081

P－011

P－190

0－227

P－012，P－145，

P－160

P－057，P－117

0－183
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塚本　定

塚本智史

辻　　勲

辻俊一郎

辻　敏徳

辻　暖永

辻　祐治

辻坂晴美

辻村　晃

土谷綾子

土屋翔太郎

土屋雄彦

土屋富士子

土家真紀

土山哲史

筒井建紀

都築たまみ

堤　　治

堤　麻衣

堤麻由子

堤由香理

津村志穂

国

出浦伊万里

出口　顯

手島しおり

出村章悟

寺井義人

寺岡美希

寺澤恵子

寺田さなえ

寺田央巳

寺田幸弘

寺田陽子

寺村聡子

寺元章吉

P－227

0－053

P－001

0－193，0－196，

0－241，P－154

0－078

0－145，0－235，

0－236

0－012，0－109，

0－118，0－156，

P－213

0－139

P－097

P－204

P－029，P－033，　P－069

P－197

P－002

P－097

0－041，0－077

0－020，0－208

P－192

0－233，P－003，

P－135，P－217

0－122，P－179

P－020，P－043

P－038

0－127

0－198，P－126

招待シンポジウム

0－015

0－242

0－199，0－223，

P－156

0－230

P－115

0－074，P－061，

P－080，P－119

P－224

0－050，0－054，

P－051，P－131，

P－138，P－211

0－025，0－106

P－183

0－041

固

東海林志保

東梅久子

富樫嘉津恵

徳留茉里

徳永　誠

徳永美樹

徳永幸雄

徳永義光

得能典子

得丸倭佳

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

栃木秀乃

刀禰美那子

泊　博幸

富澤英樹

冨田和尚

富田圭司

冨田沙織

冨永麻理恵

冨谷友美

富山達大

富山俊彦

富山僚子

戸屋真由美

外山夏希

豊　和美

困

…
隠
隠

…
㌶
霊
…
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q91一〇
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仲　麻微　　P－071

325（483）

永井　敦

永井　崇

永井美和一t’

永井由美子

長池未郷

中江華子

中尾佳月

永尾光一一

仲尾岳大

長岡由紀子

中岡義晴

中川　藍

中川　健

中川浩次

中川潤子

長木美幸

長澤邦彦

中澤留美

中島　章

中島耕一

中嶋直綱

中島正雄

永島百合子

中條友紀子

中筋貴史

長瀬祐樹

中田久美子

詠田由美

中楯真朗

中谷絢乃

中塚幹也

O－112

0－022，P－005，

P－089，P－127，

P－195，P－220

0－131，P－103，

P－118，P－128

0－137，0－157

P－OI4，　P－067，

P－068

P－228

0－068，P－Ol7，

P－059

0－095，0－115，

0－120

0－195

P－108

S2－2，0－042，

0－081，0－148，

O－149，0－185，

P－165，P－229

0－181，0－227，

P－063

P－083

P－149，P－152

0－127

0－059，0－143，

0－201，0－216

0－004，0－005

P－048

0－025，0－106

0－095，0－120

0－052，P－018

0－003

0－123，P－186

0－058，0－115，

0－142，0－220

0－098

0－244，P－035，

P－198

0－052，0－101，

0－1　68，0－184，

P－018

0－133，0－190，

0－239

P－028，P－049，　P－050

0－206

教育講演6，0－002，

O－051，0－126，



326（484）

中務結貴

中戸可奈

中西　彩

中西桂子

仲西菜月

中西裕子

中西佳子

永野明子

中野彰大

中野英子

中野和馬

中野達也

中野英之

中野　勝

中野真夕

中野美穂

中林　章

中林一一彦

中林正雄

中林　稔

中原恵理

中原辰夫

中原裕子

仲村和芳

中村千夏

中村忠治

中村哲也

中村智子

中村　希

中村仁美

中村真由美

O－209，0－215，

0－217，P－Ol9，

P－079

0－074，P－061，

P－080

0－074，P－061，

P－080

0－052，0－168，

P－018

P－007，P－021，

P－022，P－221

0－128，0－129

0－061，0－182

P－097

0－225

0－162

P－037

0－012，0－118，

0－156，P－213

0－148，0－149

0－121，P－085

P－091

0－060

P－204

0－027，0－169，

0－170，0－172，

0－177，P－023，

P－139

0－173，0－205

P－228

0－131，P－103，

P－118，P－128

P－060

0－071，0－124，

P－030，P－140，　P－146

P－Ol4，　P－067，

P－068

0－079

0－151

P－062

0－108

0－071，0－124，

P－030，P－140，

P－146

P－064，P－123，　P－236

0－092，0－208，

P－215

0－223，P－156

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

中山貴弘

中山　毅

中山順樹

中山奈央子

中山雅博

中山美由紀

中山理紗

永吉　基

名越一介

奈須家栄

奈部夏姫

浪江可奈子

並木幹夫

奈良和子

楢原久司

成田篤哉

成吉昌一

那波明宏

囮

新居　遙

二井理文

西　　修

西　弥生

西尾京子

西尾浩二郎

西岡美喜子

P－228

P－004

0－058，0－220

0－199，P－007

0－096，0－136，

P－058，P－132，

P－133，P－214

P－204，P－212

0－091

0－073，0－085，

0－146，0－235，

0－236

P－026，P－027，

P－045，P－187

0－006，0－055

0－052，P－018

P－165

P－025

0－221

0－055，0－243

0－024，0－045，

0－048，0－049，

0－082，0－084，

O－154，0－159，

0－166，0－167，

0－171，0－174，

0－175，0－202

P－071

0－069，0－194，

P－148

P－026

0－122，P－179

P－210

P－122

0－069，0－194，

P－148

P－157

0－118，0－156

0－065，P－175

P－031，P－098

0－227

0－078，0－187

P－149，P－152

P－014，P－234

P－090

P－161

日生殖医会誌59巻4号

西垣　新

西垣みなみ

西川和代

西澤千津恵

西澤春紀

西島千絵

西島義博

西村加奈子

西村佳与子

西村　満

西森克彦

西山幸江

西山博之

西山深雪

西山幸男

西山和加子

二宮　睦

二瓶直樹

丹羽幸子

田

根岸広明

根来宏光

回

直川匡晴

野木世莉那

野口和美

野崎利晃

能代　究

能勢さやか

能勢美帆

野田隆弘

野田洋一

野中昭一

能仲太郎

野々村佳代

野々村祝夫

信田萌美

昇千穂美

野間　桃

P－111

P－039

P－109

P－130

0－176

0－063，0－130，

0－222

P－157

P－168

0－133，0－190，

0－239

P－029，P－033，　P－069

P－175

0－062，0－153，

0－176

P－227

S4－1

0－176

P－057，P－117

0－013

0－079

P－052，P－077

O－068，P－017，

P－059

0－114

P－212

0－－057

0－083，0－104，

P－174，P－177，

P－208，P－230

P－136，P－142

P－053

P－002

0－084

0－237

P－038，P－060，　P－078

0－111

P－162，P－167

P－186

P－097，P－172

0－122，P－179

P－202，P－223

0－233，P－003，

P－217



平成26年10月1日

野見山真理

野村一人

囮

P－057，P－117

P－052，P－077

拝野貴之　　0－179，P－124

萩生田純　　P－083，　P－102

萩原千加子　P－062

萩原正幸　　P－083

橋上英子　　0－020

橋田菜保子　P－040，P－041

橋爪淳子　　P－052，P－077

橋場剛士　　　P－237

羽柴良樹　　0－073，　O－085，

　　　　　　0－146，0－164，

　　　　　　0－235，0－236，

　　　　　　P－012，P－145，　P－160

橋本恵理子　O－210

橋本和法　　O－173

橋本周　S2－2，0－081，

　　　　　　0－148，0－149

蓮尾敦子　　0－232

長谷充子　　O－227

長谷川亜希子　P－002

長谷川昭子　0－119，　O－135，

　　　　　　P－232

長谷川歩美　0－035，P－072

長谷川瑛　　P－114，P－185

長谷川謙介　P－107，P－194

長谷川純子　0－007

長谷川徹　　0－002，　O－126，

　　　　　　0－209，0－215，

　　　　　　0－217

長谷川望　　0－146，0－164，

　　　　　　0－235

長谷川久隆　0－183

長谷川芙美子　P－114

長谷川真実　0－187

長谷川裕美子　P－149

長谷川洋子　0－128，0－129

秦健一郎　　0－173，0－205

幡　　　洋　　　P－144

畠山尚久　　0－163

畑山　博　　P－026，　P－027，

　　　　　　P－045，P－187

服部裕充　　O－058，　O－220

服部幸雄　　0－073，　O－085，

　　　　　　O－146，0－164，

　　　　　　0－235，0－236

花田麻衣子

馬場　剛

羽原俊宏

羽原由里子

濱井晴喜

濱口　綾

浜口大輔

浜崎京子

濱咲　舞

濱崎祐希

濱田亜紀

濱田雄行

浜田直美

濱田啓義

浜谷敏生

早川　繁

早川ひとみ

林　篤史

林　和俊

林　沙織

林　清音

林　忠佑

林　輝美

林奈穂子

林　伸旨

林はるみ

林　博子

林　　博

林　正美

林　　優

林真奈美

林　良宣

早田英二郎

原　鐵晃

原　友美

原　綾英

原川智早

原ロセリナ

原田　省

原田竜也

0－001，0－219，

P－193

P－144，P－231

0－074，0－112，

P－061，P－080，　P－119

P－047

P－183

0－084

0－232

S8－1

P－073

0－122，P－179

0－037，0－231

0－065

0－043

P－187

0－009，0－026，

0－030

0－047

P－183

0－223，P－156

P－203

P－012，P－145，

P－160

P－204

0－044，0－195，

0－207

0－096，0－136，

P－058，P－132，

P－133，P－214

P－009，P－044

0－074，0－112，

P－061，P－080，　P－119

P－113

0－014

0－179

0－223，P－156

P－157

P－027

P－236

P－197

0－070，P－168

P－225

0－112

0－047

0－192

0－198，P－126

0－053，0－098

327（485）

原田菜摘

原田美由紀

原田裕子

原田義久

原武佑樹

針田伸子

針村若菜

半田雅文

伴野千尋

国

日浦理絵

稗田真由美

東　愛美

東島万梨乃

樋口正太郎

髭　友希

日高直美

檜尾健二

日比初紀

日比野由利

姫野隆雄

樋本美穂

平池　修

平岡謙一・郎

平川絵莉子

平川東望子

平木宏一・

平木裕子

平田貴美子

平田修司

平田哲也

平田　麗

平野瑠美

平原史樹

平松篤子

P－163

P－002

P－187

P－075，P－086

0－160，P－032，

P－054，P－055，

P－065，P－081

P－026

P－108，P－1　29，

P－191

P－183

0－038，0－188，

0－204

O－163

0－013，0－015，

0－Ol6

P－021，P－022

P－Ol2，　P－1　45，

P－160

P－188

0－037，0－231

0－133，0－190，

0－239

P－125，P－159

P－207

招待シンポジウム

0－042，0－185，

P－165，P－229

P－076

P－002

P－122

P－126

0－194，P－148

0－008，0－203，

P－166

0－232

0－1　93，0－196，

0－241，P－094，

P－154

0－192

P－002

0－074，P－061，

P－080

P－111

P－070，P－074，　P－087

P－071
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司祐松平

朗

朗
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光
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平
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真
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芙

澤
田
永
渡

廣

廣
廣
廣

　

悠

子

紀

子
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祐
真
敦
淳

　

作

澤
見
川
井

函　

深

深

深

府
福

子み

介

栞
篤
作

え
敬
　
　
愛

井
井
岡
崎
田

福
福
福
福
福

郎一

　
雄

淳
　

輝

田
　
　
田

福

　

福

勝

美
隆

　
恵
憲

田
永
永

福

福
福

郎一

恵

慎

理

原
原

福

福

　

子

代

彦
美
知

和
由
八

元

元

山

福
福
福

磨
久
浩
喜

多
智
美

井

井

井

藤
藤
藤

孝好井藤

太

名
子

亮
玲
聡

井
井
岡

藤
藤
藤

人正澤藤

子佳澤藤

晃下藤

利
久

和
智

田
田

藤
藤

　

　

　

　

　

子

裕
紀
未
子
子
穂
司
子
久
也

　

真
有
陽
欣
奈
祐
佳
晃
敬

田
田
田
田
田
浪
野
村
本
森

藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤

博敏原藤

　
　
平

樹

樹

康

晃

秀
美
上
弘

施
施
之
橋

布
布
淵
舟

子也美曳船

　

　

　

　

　

奈

　
郎
　
子

乃

寛
郎
子
治
や
祐
一
一
也

文
辰
悦
俊
あ
孝
毅
健
紗

水
本
井
川
川
田
橋
谷
谷
山

船

舟
古
古
古
古
古
古
古
占

0－028，0－200，

P－013，P－096

0－040

P－052，P－077

0－060，0－086，

P－161

S6－2，0－094，

0－097，0－105，

P－082，P－095

0－131，P－1　03，

P－118，P－128

0－008，0－197，

0－232

P－172

0－021，0－055，

0－243

0－077

P－218

P－026

P－017

P－052，P－077

P－001

P－204，P－212

P－028，P－049，　P－050

P－181

0－067，0－161，

0－234

LS1，0－233，　P－003，

P－217

P－105

0－079

0－214，P－219

0－051，P－019，

P－079

0－096，0－1　36，

P－058，P－132，

P－1　33，P－214

0－214

0－003

P－ll5

0－238

特別シンポジウム

P－187

P－038

0－092，0－208

0－064

0－140，0－141

　　　　日生殖医会誌59巻4号

■

平敷千晶　　0－189，P－Ol　5，

　　　　　　P－134，P－141，

　　　　　　P－143，P－235

逸見博文　　O－004，0－005，

　　　　　　P－144

囮

星見由紀　　0－047

細井美彦　　0－081

細川由起　　O－160，　P－032，

　　　　　　P－054，P－055，

　　　　　　P－065，P－081

細見尚子　　0－162

保母るつ子　P－149

穂満ゆかり

洞下由記

堀紗耶未

堀内俊孝

堀内洋子

堀江昭史

堀江健司

堀川　隆

堀川道晴

本庄　考

本田謙一

本田徹郎

本田智子

本田秀美

本田律生

本間寛之

国

前川　亮

前多亜紀子

前田恵理

前田長正

前田祐紀

前泊直樹

前村俊満

前山哲朗

牧野亜衣子

牧野　弘

牧野田知

0－157，0－226

0－063，0－130

P－037

0－062，0－153，

P－137

P－064，P－123，　P－236

0－036，P－155

P－202，P－223

P－028，P－049，　P－050

0－068，P－017，

P－059

0－133，0－190，

0－239

P－136，P－142

0－122，P－179

P－024

P－101，P－182

P－024

P－144

0－031，P－150

P－052，P－077

0－1　25，0－138

LS10，　P－192

0－240

0－106

P－197

P－226，P－227

P－216

P－115

0－040



平成26年10月1日

牧村紀子

正木秀武

増崎英明

増崎雅子

増田彩子

増田　裕

升田博隆

増本伸之

町田遼介

町屋　礼

松井英雄

松井有紀

松井幸秀

松井喜之

松浦俊樹

松尾　完

松尾恵子

松尾幸城

松尾聖子

松尾千穂里

松岡加奈絵

松岡典子

松岡　瞳

松岡里衣

松川　哲

松川真木子

松川　泰

松木祐枝

松崎彰子

松崎利也

松澤篤史

松澤由記子

松下　経

松下知彦

松下富士代

松島将史

松田和洋

松田美和

0－064

0－092

0－008，0－072，

0－197，0－203，

P－166

0－232

0－029

P－221

S7－3，0－009，

0－OlO，0－026

P－221

0－242

P－020，P－043

0－173

P－029，P－033，　P－069

0－120

0－114

0－244，P－035，

P－198

P－039

P－039

0－035，P－072

0－038，0－188，

0－204

P－193

0－084

P－028，P－049，

P－050

P－076

0－178，P－088

0－038，0－188，

0－204

0－076

0－Oll

O－225

P－039

P－116，P－125

0－224

P－237

0－094，0－097，

O－105，P－082，

P－095

P－091

0－144，0－152

0－111

0－144，0－152

0－002，0－126，

0－209，0－215，

松田有貴

松田有希野

松永利恵

松葉純子

松林秀彦

松原和沙

松久明生

松本亜由美

松元恵利子

松本香織

松本賢典

松本貴重

松本千恵美

松本恒和

松本寛史

松本浩道

松本真弓

松本美奈子

松本由紀子

松山　茜

松山毅彦

松山豪泰

的場由佳

真名瀬賢吾

真鍋修一一

丸山仁子

丸山祥子

丸山哲夫

万代昌紀

萬来めぐみ

國

三浦加奈代

徳

弘
恵

清
貴

浦
浦
浦

三

三

三

0－217

0－140，0－141

0－244，P－035，

P－198

0－062，0－153，
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一般社団法人日本生殖医学会　平成26年度　第1回通常理事会議事録

日　　時：平成26年5月23日（金）15：00～16：52

場所：東京国際フォーラム会議室G610
出　　席

　　　　　吉村泰典（理事長）

　　　　　市川智彦（副理事長／61回会長），今井　裕（副理事長／60回会長），

　　　　　苛原稔（副理事長／IFFS2015会長）

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，千石一雄，竹下俊行，原田省，藤澤正人

監　　事：武谷雄二，深谷孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※理事（17名／20名中）監事（2名／3名中）

陪　　席：久具宏司（幹事長），久慈直昭（副幹事長）

　　　　　梶原　健，岸　裕司，小林秀行，佐藤　剛，高橋俊文，竹村由里，田村博史，野村一人，原田

　　　　　竜也，藤原　浩，古井辰郎，松崎利也，三浦清徳峯　克也，和田　龍（以上，幹事）

　　　　　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：楢原久司，増崎英明，道倉康仁

監　事：瓦林達比古

陪　　席：柴原浩章（総会議長）

　　　　　遠藤俊明，岩部富夫，河野康志，辻村　晃，山口耕平（以上，幹事）

〈議事経過およびその結果〉

平成26年5月23日午後3時，東京都千代田区丸の内3丁目5番1号の東京国際フォーラム会議室G610

号において，平成26年第1回通常理事会を開催した．定刻に吉村泰典理事長は開会を宣し，本日の理事会

は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた．

議決に加わることのできる理事数．20名

出席理事数：17名

次いで，選ばれて，理事長吉村泰典が議長となり，平成25年度第3回通常理事会議事録を確認し，直ち

に議案の審議に入った．

〈議　事〉

第1号議案：平成25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25年4月1日至平成26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下記のごとく詳細に説明報告

　　　　　　した．また，深谷監事より前期事業状況について平成26年5月9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25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）

　　　　　　2．平成25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
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総会に上程することとなった．

〈貸借対照表について〉

・ 流動資産の合計が77，537，838円であり，前年よりも805336円増加した

・ 固定資産の合計が58，891，956円であり，前年よりも7，65＆955円減少した．これは，林基

金と国際学会準備金を取り崩したためである

・ 資産合計は，136，429，794円となった

・ 当年度の流動負債の合計は，1，201，960円であるため，資産合計との差額が，135，227，834

円であり，この金額が本会の正味財産額となる．前年より493，507円減少している

〈正味財産増減計算書について〉

・ 経常収益計が132，693，303円であり，前年よりも21，650，932円増加した．これは，学術講

演会開催収入の増加によるものである

・ 経常費用計が133，186，810円であり，前年よりも26，083，992円増加した．これは，学術講

演会開催費の増加によるものである

・結果，経常収益計から経常費用計を引いた金額，493，507円の赤字となった．正味財産

額の減少額と一致していることを確認できる

〈収支計算書について〉

・ 予算では，3，749，550円の赤字予算だったが，結果，493，507円の赤字に抑えることがで

きた

　　　　　　　〈公益目的支出計画について〉

　　　　　　　・本会は9年間にわたって公益目的財産額131，781，788円を公益目的事業の為に支出する

　　　　　　　　必要があり，平成25年度はその計画の2年目となる

　　　　　　　・公益目的支出計画に則し，実施事業等会計にある4つの公益目的事業で，毎年，14，661，200

　　　　　　　　円の支出をしていく必要がある．平成25年度は内訳表の「当期経常増減額」にあるよ

　　　　　　　　うに，4つの事業のマイナスの合計が15，522293円であるため，ほぼ計画通りの支出を

　　　　　　　　遂行したこととなる．公益目的財産額の残りは，101，533，073円であり，これを残り7年

　　　　　　　　間で支出する予定である

　　　　　　　・他方で，その他会計の学術振興事業会計（4つの事業以外の全ての事業）では，プラス

　　　　　　　　18，997，891円となっているため，今後の公益目的支出計画の安定的な実施に影響を与え

　　　　　　　　るものではないと考えられる

第2号議案．役員改選，名誉会員功労会員推薦の件

　　　　　　苛原庶務担当理事より，3月に実施した代議員選挙の結果，平成25年度第3回通常理事会で

　　　　　　承認・選出された105名の代議員の中から，各ブロックより25名の理事候補が選出，その賛

　　　　　　否を議場に諮ったところ，満場一一致で承認され，平成26年度定時社員総会で諮ることとなっ

　　　　　　た．また，理事候補の25名が代議員を返上する為，次点の代議員25名が新たに繰り上がる

　　　　　　旨を説明し，その賛否を議場に諮ったところ，満場一致で承認された．

また，本年度の名誉会員・功労会員の推薦については，各ブロック長より以下の推薦があり，

平成25年度第3回通常理事会で承認された旨報告があった．今後，平成26年度定時社員総

会本推薦について上程し，審議することとなった．なお，新名誉会員・新功労会員の名誉会

員証・功労会員証の授与については，多くの会員にご参集いただける平成26年度臨時社員総

会（第59回学術講演会会期中）において執り行うことが申し合わされた．
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　　　　　新役員，新名誉会員・新功労会員は以下の通りである．

　　　　　理事：25名

北海道ブロック

東北ブロック

関東ブロック

　中部ブロック

　北陸ブロック

　関西ブロック

　中国四国ブロック

　九州沖縄ブロック

監事：3名

　瓦林達比古，

〈名誉会員〉

：千石一雄

：倉智博久

：石原　理，市川智彦，大須賀穣，

年森清隆西井　修，峯岸　敬

安藤寿夫，杉浦真弓

藤原　浩，布施秀樹

今井　裕北脇　城，木村　正，

：苛原　稔，杉野法広，原田　省

：楢原久司，増崎英明

武谷雄二，吉村泰典
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久慈直昭，久保田俊郎，竹下俊行，

柴原浩章，藤澤正人

　中国四国ブロック…深谷孝夫先生（高知大学医学部産科婦人科学　教授）

〈功労会員〉

　中国四国ブロック…宮崎康二先生（島根大学医学部産科婦人科学　教授）

　九州沖縄ブロック…宇津宮隆史先生（セント・ルカ産婦人科　院長）

　　　　　　　　　　佐久本哲郎先生（医療法人杏月会ALBA　OKINAWA　Clinic着床セン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ター　センター長）

　　　　　　　　　　中村元一先生（福岡山王病院　院長）

　　　　　　次点による繰り上がる代議員：25名

　　　　　　　北海道ブロック　1片桐成二

　　　　　　　東北ブロック　　：高橋俊文

　　　　　　　関東ブロック　　：明楽重夫，片桐由紀子，岸　裕司，木下俊彦，倉林　工，

　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤健二，鈴木隆弘，永尾光一，中沢和美

　　　　　　　中部ブロック　　：金山尚裕，望月　修

　　　　　　　北陸ブロック：並木幹夫，西修
　　　　　　　関西ブロック　　：東　治人，仲谷達也，中林幸士，堀江昭史，南直治郎

　　　　　　　中国四国ブロック：白石晃司，秦利之，林伸旨

　　　　　　　九州沖縄ブロック：井上善仁，銘苅桂子

第3号議案：長期未納会員の対応について（資格喪失審議）

　　　　　　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．

　　　　　　【庶務報告にも休会者の取り扱い含め一部関連】

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26年6月13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G409

　　　　　　（社員総会の目的である事項）

　　　　　　　1．報告事項
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（1）各部報告（庶務・会計・編集・渉外・学術・広報）

（2）委員会報告（倫理・将来・社保・生殖医療従事者資格制度）

2．審議事項

（1）1号議案　平成25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

（2）2号議案　代議員選挙結果ならびに役員改選名誉会員功労会員推薦の件

（3）3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）

（4）その他

＜報告事項＞

1．庶務報告　苛原庶務担当理事より，下記について報告がなされた．

　　　　　　　・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26年3月末日現在，会員4，693名，うち名誉会員51名であり，

　　　　　　　動向の内訳は前回報告（平成26年2月28日時点）以降新入会3件，退会・物故等9件で

　　　　　　　ある．

　　　　　　物故会員については

　　　　　　　　（関東ブロック）加藤　修，寺田夏樹

　　　　　　以上2名の報告があった

　　　　　　（平成25年度第3回通常理事会報告以降平成26年4月末日までに本会に連絡があった方）

　　　　　　一諸会議・事業計画，学術講演会については今後の開催等各予定についての報告・確認が

　　　　　　あった

　　　　　　一過去からの会員データの整備を行ったところ，休会中の会員のうち，10年以上休会のま

　　　　　　まの会員が多くみられることが判明した．休会については定款上とくに取扱いの定めがない

　　　　　　が，10年以上の長期休会者に対しては一度意思確認をしたうえで継続または退会の手続き

　　　　　　をとっていただくよう連絡をしてはどうかという提案がなされ，全会一致で承認された．な

　　　　　　お，意思確認がないまたは連絡不達となった会員にたいしての取り扱いについては，次回の

　　　　　　理事会で検討することとなった

　　　　　　一日本医学会連合より会費納入の依頼があり，基本料金5万円＋（50円x会員数）を納入す

　　　　　　ることとなった．本会からは平成26年3月末現在の会員数4，647名から算出をし，282，350

　　　　　　円を拠出することとなった

2．会計報告　【第1号議案にて報告】

3，編集報告 今井編集担当理事より，機関誌等の発刊状況については，和文誌は59－1号，RMBはVol．

13No．2が4月に発刊された旨報告があった，なお，　RMBについては論文の審査期間も平

均2か月と迅速に進んでいる．

4．渉外報告　木村渉外担当理事より，下記報告があった．IFFS／JSRM　International　Meeting　2015の開

　　　　　　催準備を行っている旨報告があった．【詳細は報告事項12参照】

　　　　　　　・石原理事よりICMART活動報告について諸会議の開催（予定含む）状況，国際会議での

　　　　　　　発表状況等含め下記についても報告があった

　　　　　　一ICMART／WHO　GIossary改定の会議は，当初2014年予定であったICD－11改訂発表が

　　　　　　2017年に延期となったため，開催日程については未定である

　　　　　　一Data　collection　and　reportsについては2006年のものは2014年3月にHuman　Reproduc．・

　　　　　　tionにおいてacceptされた

　　　　　　一2007年のReportについては石原理事が担当をし，現在Fertility＆Sterilityに投稿準備
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中である

一本会からICMARTへのContributionは＄3，000であり，日本からの寄付総額を勘案する

と大きな貢献となっている．また，ASRMが本年より＄5，000より＄10，000になる

一2016年インドでの開催のIFFSのKeynote　Lectureの推薦を本会理事にお願いしていた

が，特に推薦がなかったので，石原理事に一任いただき，ASHREのScientific　Committee

で検討していただくこととなった

5．学術報告　倉智学術担当理事より，以下の報告と説明があった．

　　　　　　　・平成26年度学術奨励賞推薦を現在受け付けている．5月22日現在1件の推薦があり，

　　　　　　　RMB掲載の対象論文（産婦人科領域4編，基礎領域1編）をあわせて合計5篇の論文が

　　　　　　　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26年度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．加えて，本年度から創設されたRMB優秀論文賞の対象

　　　　　　　論文は10編であり，その内訳は産婦人科領域5編，基礎領域5編となっている．いずれ

　　　　　　　にしても泌尿器科領域の論文について対象となるよう学術奨励賞の推薦をお願したい

　　　　　　　・学術奨励賞の賞金賞品の寄付についてこれまでMSD（株〉と覚書を交わし，賞品賞金の

　　　　　　　サポートを受けてきたが，次年度（平成27年度）より覚書を廃止し，本会よりMSD（株）

　　　　　　　に対し，学術奨励賞への賛同をいただくべく趣意書を提出する形式で寄付を受け取ってい

　　　　　　　ただくよう要請があった．賞品のクリスタル盾についても昨今の製薬業界の情勢を鑑み，

　　　　　　　サイズ・コストともに見直しの提案があり，賞品賞金ともに次年度の寄付申請について

　　　　　　　MSD（株）の意向を汲み，引き続き寄付サポートをいただけるよう検討していきたい旨

　　　　　　　報告と提案があり，全会一・致で承認された

6．広報報告 倉智学術担当理事よりホームページへのアクセス数取材依頼等について現状報告があっ
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，生殖医療の必修知識（旧呼称　生殖医療ガイドブッ

　　　　　　ク）の制作について，著者校正・編集作業を進めている旨，現在の進行状況について報告が

　　　　　　あり，新制度での生殖医療専門医認定試験の実施において本生殖医療の必修知識を認定試験

　　　　　　に，また試験官ならびに受験者に活用いただけるよう予定通り2014年の秋刊行を実現すべ

　　　　　　くひきつづき随時進行管理をしていきたい旨報告があった．また，転載許諾申請をすべき図

　　　　　　表について最終的な確定がなされ，申請代行を杏林舎にお願いするにあたり，契約書を取り

　　　　　　交わしたことも経緯説明があった．

8．社会保険委員会報告

　　　　　　西井社会保険委員会委員長より，平成26年度診療報酬改定における本会関係の要望につい

　　　　　　て以下のとおり報告と状況説明があった．

　　　　　　1）認められたもの

　　　　　　　・複数手術に係る費用の特例「腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去手術と子宮附属器癒着剥離術

　　　　　　　（両側）2腹腔鏡によるもの」

　　　　　　　・「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る）」の新設

　　　　　　　・「流産手術　妊娠11週までの場合」の増点

　　　　　　2）認められなかったもの

　　　　　　　・「反復・習慣流・死産指導管理料」の新設

　　　　　　　・「不妊症指導管理料」の新設
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・ 過多月経に対する「レボノルゲストレル放出型子宮内システム療法（挿入・抜去）」の新

設

・「腹腔内視鏡検査（子宮・付属器）」の増点

・「子宮ファイバースコピー」の増点

・「リングペッサリー（子宮脱用）」の改正

・ 「膣断端挙上術（腹腔鏡）」の新設

今回認められなかった項目については，2年後の改定にむけて引き続き要望を出していきた

いと考えている．なお，本会の要望項目ではないが，帝王切開術が大きく減点されたことに

関しては，外保連試案の手術時間が実態調査を基に半減となり，手術時間，医師数技術度

指数などにより算定される人件費が半減となったことが理由である．各診療科特有の事情が

あるものの，外保連試案の手術料算定にあたっては，人件費以外に違った指標をもってしな

ければいけないことが外保連総会で提案され，この指標作成のためのワーキンググループを

作ることが了承された．

レボノルゲストレル放出型子宮内システム（ミレーナR）については，「過多月経」および

「月経困難症」の効能・効果追加についての公知申請が妥当と判断されたため，現在薬価収

載の早期申請中で，薬価収載後に保険適用となる見通しである．

その他，子宮筋腫の内視鏡手術に使用する電動モルセレーターという細切除器について

FDA（米国食品医薬品局）から使用を控えるよう通達があり，ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン社が電動モルセレーターの販売活動を世界的に中止したため，日本でも従来の方法に

よる手術が行えない可能性があるという件について，日本産科婦人科内視鏡学会での検討内

容も踏まえ最新状況についても説明があった．

9．生殖医療従事者資格制度委員会報告

　　　　　　市川生殖医療従事者資格制度委員会委員長から，下記について報告があった．

　　　　　　〈生殖医療専門医関連〉

　　　　　　　・更新申請結果を踏まえ，平成26年4月1日現在で認定中の生殖医療専門医は合計で529

　　　　　　　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26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4月1日（火）～6月2日（月）受付している．5月22日

　　　　　　　現在で49件の申請を受付している

　　　　　　　・新制度での生殖医療専門医認定申請を4月1日（火）～6月2日（月）受付している．研

　　　　　　　修終了予定は71名だが，申請は5月22日現在で13件である

　　　　　　　・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

　　　　　　　過去2回行い，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．なお，本件の担当は永尾光一代議員にお願いをしている

　　　　　　　・5月7日に日本専門医機構iが設立となり，専門医の認定更新については平成29年4月よ

　　　　　　　　り日本専門医機構が統括することを予定し，下記の要点を柱とした更に新しい制度での施

　　　　　　　行が求められる予定となっている．しかしながら，スケジュールや施行についてはまだま

　　　　　　　だ不透明な部分もあるため，継続的に動向を確認し，サブスペシャルティである本会の専

　　　　　　　門医制度が引き続き保持できるよう検討をしていく予定である

　　　　　　　　一専門研修プログラムを作成し，日本専門医機構の認定を受けること．またその研修プ
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ログラムは現在の本会における認定研修施設・研修連携施設の在り方とは異なり，専門

研修基幹施設（主に大学病院を想定）が中核となり複数の専門研修施設とともに専門研

修施設群を形成するものとするため，施設認定のまき直しが求められる

一本年4月1日より専門研修プログラム案の評価と認定が随時行われていくこととなり

順次の移行と移行周知を行い，平成29年4月1日より日本専門医機構の指針に則した

制度を稼働させていく．ただし，上記にもあるようにスケジュールや施行にまだ議論の

余地が多くあり，すでに4月1日から開始となるはずである専門研修プログラム案の評

価と認定についても実際は実施延期となっている．なお，このスケジュールは基本領域

学会である19学会から先行して行われる予定であるが，サブスペシャルティの移行ス

ケジュールについても基礎領域学会と同時並行で進めていかなければならないことが

想定される

〈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84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26年度生殖医療コーディネーター申請は例年通り4月1日（火）～6月2日（月）受

　付している．5月22日現在3件の申請がある
・ 生殖医療コーディネーター講習会の開催を第59回学術講演会会期中に開催を予定してい

　る

く生殖医療従事者資格制度委員会全体〉

平成26年度の活動年間予定について報告があった．

10．倫理委員会報告

　　　　　　石原倫理委員長より3月7日に第90回倫理委員会を開催した旨報告があった．第90回は家

　　　　　　永登委員（専修大学法学部法律学科教授），上杉富之委員（成城大学文芸学部文化史学科教

　　　　　　授）より「最近の親子法関係判例」についてお話を伺った．次回第91回は6月13日開催予

　　　　　　定である．

11．第59回（平成26年）学術講演会準備報告

　　　　　　石原会長より，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，

　　　　　　市民公開講座は7日（日）ラフレさいたまを予定している．テーマは「これからの生殖医療

　　　　　　と家族のかたち」とし，予定プログラムや特別講演等の予定について報告があった．演題募

　　　　　　集は5月15日（木）より開始され，プログラム・指定演者についてはほぼ決定をし，今後

　　　　　　も継続的に準備検討していく旨報告があった．

12．第60回（平成27年）学術講演会／IFFS　International　Meeting　2015準備報告

　　　　　　今井次期会長より，テーマは「生殖医学と生殖生物学の新たな潮流一哺乳動物生殖現象の普

　　　　　　遍性と多様性一」とし，IFFSが臨床系の内容になることや学際的要素の強い本会の特色を

　　　　　　生かし，基礎領域だけでない各研究領域においてのシンポジウム開催と，若手の研究者を演

　　　　　　者としていきたいという検討内容報告の他，第60回という記念すべき回として吉村理事長

　　　　　　に記念講演をお願いしている旨発言があった．引き続きIFFS開催と連携を行いながら今後

　　　　　　も検討していく旨報告があった．

　　　　　　苛原IFFS会長より，下記内容での検討を行っており，さらに検討と準備をすすめていく旨

　　　　　　報告があった．

　　　　　　＜日程＞

　　　　　　　2015年4月25日（土）JSRM理事会，意見交換会，午後に市民公開講座
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　　　　　　26日　（日）IFFS

　　　　　　27日（月）第60回学術講演会，生殖医療コーディネーター講習会

　　　　　　28日（火）IFFS，　Banquet

　　　　　　29日（水）IFFS（午前）

　　　　　　　　　　　13時～15時　生殖医療従事者講習会

・ 2nd　Circularが完成し，第66回日本産科婦人科学会学術講演会で配布もおこなった．

・ 演題登録は6月初旬～10月31日を予定．一般演題はすべてIFFSに応募していただく

13，第61回（平成28年）学術講演会準備報告

　　　　　　市川次々期会長より，会期は平成28年ll月2日（水）から4日（金），会場はパシフィコ

　　　　　　横浜を予定している．テーマ含め，詳細は今後とも検討していく旨，報告があった．

14．その他

　　　　　　吉村理事長より，6月13日開催の定時社員総会をもって，理事長としての2期の任期満了

　　　　　　を迎えることより，本理事会が最後の理事会である旨説明があり，関係各位への謝意が述べ

　　　　　　られた．

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31条第2項にもとづき，理事長および出席監

事が記名押印する．

平成26年5月23日

一般社団法人　日本生殖医学会　平成26年度第1回通常理事会

理事長 吉村泰典　⑳

出席監事　武谷雄二㊥

出席監事　　深谷孝夫　⑳
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平成26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26年6月13日（金）16：00～16：47

場所：東京国際フォーラムG410

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　　　36名（委任状含めての出席数101名）

　　　　この議決権の数　　　101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，原田　省，楢原久司

監　　事：瓦林達比古，武谷雄二

新理事：安藤寿夫，石原　理，市川智彦，今井　裕，苛原　稔，北脇　城，木村　正，久慈直昭，

　　　　久保田俊郎，倉智博久，柴原浩章，杉浦真弓，杉野法広，竹下俊行，年森清隆，楢原久司，

　　　　西井　修，原田　省，藤原　浩，峯岸　敬

新監事：瓦林達比古，武谷雄二，吉村泰典

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101名で，定

款第17条に規定する定足数を充足し，本総会は成立した」旨発言し，開会を宣し，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26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25年4月1日至平成26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26年5月9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25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）

　　　　　　2．平成25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：役員改選名誉会員・功労会員推薦に関する件

　　　　　　吉村理事長より，定款の規定により，本定時社員総会の終結をもって役員の全員が任期満了

　　　　　　となることにともない，25名の理事，3名の監事が選出され，また，名誉会員は1名，功労

　　　　　　会員は4名推薦され，理事会で承認されたことが説明され，全会一致で承認された．なお，

　　　　　　理事および監事の被選任者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　　新役員，名誉会員は以下の通りである．

　　　　　　理事：25名

　　　　　　　　北海道ブロック　：千石一雄



342（500） 日生殖医会誌59巻4号

　　東北ブロック　　：倉智博久

　　関東ブロック　　：石原　理市川智彦，大須賀穣，

　　　　　　　　　　　竹下俊行，年森清隆，西井　修，

　　中部ブロック　　：安藤寿夫，杉浦真弓

　　北陸ブロック　　：藤原　浩，布施秀樹

　　関西ブロック　　：今井　裕北脇　城，木村　正，

　　中国四国ブロック：苛原　稔，杉野法広，原田　省

　　九州沖縄ブロック：楢原久司，増崎英明

監事：3名

　　瓦林達比古，武谷雄二，吉村泰典

名誉会員：1名

　　深谷孝夫

功労会員：4名

　　宇津宮隆史，佐久本哲郎，中村元一，宮崎康二

久慈直昭，久保田俊郎，

峯岸　敬

柴原浩章，藤澤正人

第3号議案：長期未納会員の対応について（資格喪失審議）

　　　　　　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資格喪失処

　　　　　　分と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，近日簡易書留で通知されることとなり，あわせて全会一致で承

　　　　　　認された．

以上をもって，すべての議事を終了し，本総会を閉会した．

以上の議決事項を証するため，この議事録を作成し，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26年6月13日

一般社団法人　日本生殖医学会　平成26年度定時社員総会

議 長　　柴原　浩章　⑳

議事録署名人　久具宏司㊥

同 久慈　直昭　㊥
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平成26年度一般社団法人日本生殖医学会

　　　　　　　新理事会議事録

日　時：平成26年6月13日（金）17：10～17：40

場所’東京国際フォーラムG409

出　席：

理事：安藤寿夫，石原理市川智彦，今井裕苛原稔
　　　　北脇　城，木村　正，久慈直昭，久保田俊郎，倉智博久，

　　　　柴原浩章，杉浦真弓，杉野法広，竹下俊行，年森清隆

　　　　楢原久司，西井　修，原田　省，藤原　浩，峯岸　敬

監事：瓦林達比古，武谷雄二，吉村泰典

陪　席：久具宏司

欠　席：

理　事：大須賀穣，千石一雄，藤澤正人，布施秀樹，増崎英明

（五十音順　敬称略）

〈議事経過およびその結果〉

市川理事が推され，仮議長を務めた．「本日の出席理事数は，全理事25名中20名，定款第30条に規定す

る定数を充足し，本理事会は成立した」旨発言し，開会．

次の議案を順次審議した．

〈議　事〉

第1号議案：理事長の選定について

　　　　　　仮議長は，定款第19条および第20条に基づき，当法人の理事長（代表理事）を選定すべき

　　　　　　旨を述べ，その選定方法について議場に諮ったところ，苛原　稔理事が市川理事より推薦さ

　　　　　　れ，その可否について諮ったところ，全会一致で承認された．なお，被選定者は直ちにその

　　　　　　就任を承諾した．

　　　　　　この後，苛原理事長が議長を務めた．

第2号議案：副理事長，常任理事の選定について

　　　　　　議長は，定款第19条および第20条に基づき，当法人の副理事長，常任理事を選定すべき旨

　　　　　　を述べ，その選定方法について議場に諮ったところ，各ブロック長からの推薦に基づき，議

　　　　　　長の指名に一任したいとの発言があり，一同これに承認したため，次のとおり議長が指名し，

　　　　　　これらの者についてその可否を議場に諮ったところ，全会一・致で承認された．なお，被選定

　　　　　　者は直ちにその就任を承諾した．

　　　　　　　副理事長

　　　　　　　　市川　智彦

　　　　　　　　今井　　裕

　　　　　　　　久保田俊郎

　　　　　　　常任理事

　　　　　　　　石原　　理

　　　　　　　　大須賀　穣

　　　　　　　　木村　　正

　　　　　　　　久慈　直昭
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　　　　　　　　倉智　博久

　　　　　　　　西井　　修

　　　　　　　　峯岸　　敬

第3号議案：副理事長，常任理事の担務について

　　　　　　定款第19条および第21条に基づき，副理事長，常任理事の担務について，議長より次のと

　　　　　　おり業務分担することを議場に諮ったところ，全会一致で承認された．なお，被選定者は直

　　　　　　ちにその就任を承諾した．

　　　　　　※括弧は担務

　　　　　　　　久慈　直昭（庶務部〉

　　　　　　　　峯岸　敬（会計部）

　　　　　　　　今井　　裕（編集部，関西ブロック長）副理事長

　　　　　　　　木村　　正（渉外部）

　　　　　　　　倉智　博久（学術部，利益相反委員会）＊

　　　　　　　　大須賀　穣（広報部）

　　　　　　　　久保田俊郎（将来計画検討委員会，関東ブロック長）副理事長

　　　　　　　　西井　　修（社会保険委員会）

　　　　　　　　市川　智彦（生殖医療従事者資格制度委員会）副理事長

　　　　　　　　石原　　理（倫理委員会，用語委員会）

　　　　　　＊東北ブロック選出の理事であるが，東北ブロックよりすでに異動したため，実務遂行とし

　　　　　　　て東北ブロック長は寺田幸弘代議員

第4号議案：理事および幹事の職務分掌について

　　　　　　当法人の理事について，次のとおり職務分掌することを議長が議場に諮ったところ，全会一・

　　　　　　致で承認された．

　　　　　　　理事　※括弧は担務（括弧なしは担務なし）

　　　　　　　　千石　一雄（北海道ブロック長）

　　　　　　　　杉浦　真弓（中部ブロック長）

　　　　　　　　藤原　　浩（北陸ブロック長）

　　　　　　　　楢原　久司（九州沖縄ブロック長）

　　　　　　　　安藤　寿夫

　　　　　　　　北脇　　城

　　　　　　　　柴原　浩章

　　　　　　　　杉野　法広

　　　　　　　　竹下　俊行

　　　　　　　　年森　清隆

　　　　　　　　原田　　省

　　　　　　　　藤澤　正人

　　　　　　　　布施　秀樹

　　　　　　　　増崎　英明

　　　　　　幹事については，新理事より推薦を募った結果，次のとおり選任および職務分掌することを

　　　　　　議長が議場に諮ったところ，全会一致で承認された．

　　　　　　　幹事　※括弧は担務（括弧なしは担務なし）

　　　　　　　　升田　博隆（庶務部）

　　　　　　　　岸裕司（会計部）

　　　　　　　　南　直治郎（編集部，関西ブロック）

　　　　　　　　宮川　　康（渉外部）

　　　　　　　　高橋　俊文（学術部，利益相反委員会，東北ブロック）
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　　廣田

　　原田

　　竹村

　　小林

　　梶原

　　遠藤

　　佐藤

　　野村

　　松崎

　　河野

　　伊藤

　　北島

　　楠木

　　小宮

　　谷口

　　田村

　　古井

　　松下

　　峯

　　和田

加えて，

　泰（広報部）

竜也（将来計画検討委員会，関東ブロック）

由里（社会保険委員会）

秀行（生殖医療従事者資格制度委員会）

　健（倫理委員会，用語委員会）

俊明（北海道ブロック）

　剛（中部ブロック）

一人（北陸ブロック）

利也（中国四国ブロック）

康志（九州沖縄ブロック）

千鶴

道夫

　泉

　顕

文紀

博史

辰郎

　経

克也

　龍

　　　　　　　　あわせて全会一致で承認された．
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　　　　幹事長・副幹事長については，　　　　　　　　　　　　　　　副幹事長は松崎利

也幹事が推薦され，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長は原田竜

也幹事が兼任することとし，

なお，被選定者は直ちにその就任を承諾した．

総会議長については，議長より久具宏司代議員が推薦され，全会一致で承認された．なお，

被選定者は直ちにその就任を承諾した．

その他，中国四国ブロック長は苛原理事長の兼務，生殖医療コーディネーター委員会委員長

については森　明子会員が推薦され，全会一致で承認された．なお，被選定者は直ちにその

就任を承諾した．

各委員会の編成については，選定された委員会担当理事と相談し，可及的速やかに決定・通

知する旨議長より説明があり，その可否を議場に諮ったところ全会一致で承認された．

以上をもって，すべての議事を終了し，本理事会を閉会した．

以上の議決事項を証するため，この議事録を作成し，定款第31条第2項にもとづき，理事長および出席監

事が記名押印する，

平成26年6月13日

一般社団法人日本生殖医学会 平成26年度新理事会
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理事長

出席監事

　同

　同

苛原　稔⑳

瓦林達比古⑳

武谷雄二㊥

吉村泰典⑳

日生殖医会誌59巻4号
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Message　from

the　President

Joe　Leigh　Simpson
　　President　of　IFFS

　　　Wliat　a　sensational　IFFS／ASRM　Congress　in

Boston！

October，2｛〕13　il）

　　　　The　scientific　program　was　outstandin9，　with　up　to　date（and

beyond）information　in　IFFS　and　ASRM　keynotes　and　in　IFFS　t司o－

gies．　Our　member　sQcieq・American　Society　fbr　Reproducdve　Medi－

cine（ASRM）provided　regis〔ran　ts　IIlany　robust　postgraduate　cour．g－

es　and　seminars．　Abstracts　presented　innovative　science　with　ready

clinical　apPlication・As　President，　I　took　special　pride　in　thc　orga－

nizadon　of　thc　meeting，　crediting　both　the　IFFS　Secretariat　and，　of

course，　the　ASRrvl　staff．　Our　Secretariat　defdy　handled　the　multi－

tude　of　IFFS　Board　and　Committee　meetings，　liaisons　wi　th　other　or－

ganizations，　and　most　importantl｝～our　Genera】Assemblies．　Kudos

as　well　to　the　many　member　societies　who　put　on　their　society－speak

sessions　and　presented　expertise　to　all　Collgress　pardcipants．

　　　　Congratulations　to　our　newly　elected　oMcers：

　　　　　　Richard　Kennedy，　President　Elect
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　ZiJiang　Chen，　AssistantSecretary　General

　　　　　　Hrishikesh　Pai，　Assist狐tTrcasurer

　　　　　　Re－elected：Edgar　Mocanu，　Treasurer

　　　　　　Gahriel　de　Candolle　advanced　to　Secretary　General

　　　　Newly　elected　member　societies　to　our　Board　of　Directors　and

their　representative’　s：

　　　　　　British　Fertility　Society　Oalle　A・Stewart）

　　　　　　Finnish　Gynecological　Association（Antti　Perhcentupa）

　　　　　　Obstetrical　and　Gynecological　Society（）f　Malaysia（KK

　　　　　　Iswaran）

　　　　Our　2016hosts（Indian　Society　Assisted　Reproduction；Indian

Society　Reproductive　Mcdicine）and　our　2019　host（Chinese　S（＞

ciety　Reproductive　Medicine），wi11　now　begin　preparとttioll　fbr　thc

2016Congress　in　New　Delhi．To　assist，　member　organizati（ms　elecト

ed　to由e　201・3－2016Scientific　ComInittee　a・nd血eir　rcprcsentadves

are：

　　　　　　Czech　Society　for　Sterility　and　，4Lgsistcd　Reproducti‘m（Pavcl

　　　　　　Ventruba）

　　　　　　Fertility　Society　ofAしistraiia（Ossie　Petrucco）

　　　　　　Italian　Society　of　Fertility，　Sterility　and　Repl－oductive　Mcdi－

　　　　　　cine（Andrea　Borini）

　　　　　　Japan　society　of　Reproductive　Medicine（Osamu　Ishihara）

　　　　　　Nigerian　Fertility　Society（Oladapo　A．　Ashirし1）

　　　　　　Russian　Association　of　Human　Reproduction　（Anna
　　　　　　Smirnova）

　　　　Members　of　the　Audit　Committee　are　clected　as　indiViduals．

Those　chosen　and　their　parent　member　societies　are：

　　　　　　Steven　Ory（American　Society　for　Reproductive　Medicine）

　　　　　　Peter　B亘nsden（British　Fertility　Societア）

　　　　　　Friedrich　Gagsteiger　（German　Societアof　Reproductive

　　　　　　Medicine）

　　　　IFFS　educational　activities　are　burgeoning．　Director　of　Medical

Education，　Paul　Devroe｝～continues　to　lead　an　ambitious　schedule

of　45　workshops　each　year．　Infbrmation　on　those　already　held孤id

those　to　be　held　in　2014　are　proVided　elsewhere　in　this　issue．　In　con－

junction　with　UIT　and　partners，　the　resource　center　h（）used　at　Else－

Vier　is　robtisしA　singLilar　example　is　that　all　lectures　from　the　2014

1FFS／UI　r　meeting　in　Prague　are　now　online　at：http：／／www．if撫uit．

com．　The　highlight　of　the　year　in　education　promises　to　bc　thc　C2｛．）14

1FFS　International　Regional　Symposimn，　to　be　held　Novelnber　l　l－

14il）Buenos　Aires　ill　colljunction　wit｝〕thc　Argcntinian　Society．

Marcus　Horton　is　doing　a　superbjob　as　the　responsible　authority

2

　　　There　truly　has　never　been　a

and　for　this　I　feel　priVileged．

better　time　to　be　acdve　in　IFFS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

…

囎
　　　　　　嚢

　　　　In　addition　to　those　ofHcers　elected　by　the　IFFS　General　A9－

sembl｝s，　selected　appointr　lents　are　made　by　the　Board　to　assure　con－

ti肌1ity　and　targeted　responsibilities　as　our　federation　grows．　Paul

DeN・rOey　continueS　a．S　DireCtOr　Of　EdUCatiOn．

　　　　New　appointeeSl

　　　　　　Tina　Buchholz，　Scicntific　Director；

　　　　　　Basil　Talatzis，　Director　of　External　Affairs二

　　　　　　Mallricio　Abrao，　ALgsociate　Director‘）f　Ext（rnal　Af伽rs；

　　　　　　Bruce　Dunph｝～Assistant　Director　of　Edllcation．

　　　You　will　find　biosketches　of　these　newly　appointed

il）this　and　following　Newsletters、
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Edler　in　Chi6f：Gabriel　de　Candolle

Editotial　Board：Basil　Tarlatzis；Paul　Devroey

　　Please　send　your　contrlbutlon　lo：Gabriel　de　Ca［do‖e

　　22，ch　Beau－Solei）－1206　Geneve－Switzer］and

　　Phone：＋41227815380－Fax：＋4122781546ア
’

E－ma‖：gabrieldecandolle＠vtx．ch

Member　Societies　and　readers　are　invited　to　send　allcomments，　reports　or　articles　ot

800－1200words　no　later　than　lsi　February　for　the　Spring　lssue　and　lst　Ju［y　for　the

Autumn　lssue，　The　views　expressed　in　articles　in　the「FFS　News「etter　are　those　ot　the

authors　and　do　not　necessari｜y　reflect　the　ofticial　viewpoint　of　IFFS．
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Report　of　General　Assemblies

　　　　　　　　　　　　　he　IFFS　triennial　General　Assemblies　were

　　　　　　　　　　　　　held　on　Octobcr　14and　October　16，2013

　　　　　　　　　　　　　during　the　20131FFS　World　Congress　in

Boston．　Thc　First　Gcneral　Assembly　was　opcned　by　Presi－

dentJoe　Leigh　simpson　who，　as　President　Elect，　had　as－

sumed　the　presidency　a丘er　the　untimely　passing　of　David

Healy．　Dr．　Simpson　presented　words　of　remembrance　and
led　a　moment　of　silence　in　memory　of　Dr．　Healy．

　　　President　Joe　Leigh　simpson　rev三ewed　the　general
organization　of　the　International　Fcderation　of　Fertility
Societies（IFFS），　including　the　officers，　Board　of　Direc－

tors，　and　the　Secretariat．　He　discussed　the　role　of　IFFS

as　a　non－governmental　organization（NGO）in　relation
to　the　World　Health　Organization（WHO）．Dr．　Simpson
discussed　the　various　activitics　of　the　IFFS／UIT　Educa－
tional　Program，　as　well　as　his　plans　fbr　continued　growth

in　educational　offe　rings　throughout　thc　world．　He　looks

fbr　greater　engagement　with　other　external　international

OrganlZatlOnS・

Gσbrlel　de⊂or｝do〃e，∫oe　Lelgh　Simρsor）I　RIch（］rd　Kenned＞’；Bσ∫i／Tat’1σ亡Z／s

Edg（コr∧句⊂ont」

　　　Dr．　Simpson　desαibcd　the　recent　board　appoint－
ments　which　represent　new　positions　designed　to　assist
the　Federation　in　meeting　its　goals．　Thcy　arc：Director　of

External　Affairs－Basil　Tarlatzis；Associate　Dircctor　of　Ex－

ternal　Affairs　一　Mauricio　Abrao；Scientific　Director－Tina

Buchholz；and　Associatc　Dircctor　of　Education－Bruce
Dunphy．

　　　Othcr　officcrs　and　apPointccs　prcscnted　thcir　reports

on　the　activities　of　the　Federation．　Treasurer　Edgar　Moca－

nu　and　Audit　Chair　Steven　Ory　reported　that　the　finances

of　the　Federation　are　stable．　Paul　Devroey，　Director　of

Medical　Education，　described　the　workshop　program　and
the　development　of　a　set　of　four　enduring　lectures．　Rich－

ard　Kennedy，　Sccretary　General，　rcferred　to　thc　practicc

guidelines　prepared　by　thc　Standards　and　Practicc　Com－
mittee　and　approved　by　the　Board　of　Directors．　These　are

posted　on　the　wcbsitc．　The　Survemance　2013is　also　avail－

able　on　the　website　as　reported　by　Editor，　Steven　Ory．　The

IFFS　Secrctariat　prescnted　the　new　IFFS　websitc　wh輌ch
will　offer　more　features　and　provide　a　hub　for　Federation

COmm皿1Cat10nS．

New　Member　Societies
　　　New　members　who　havejoined　since　the　last　General

Assembly　in　Munich　2010　wcrc　wclcomcd：Chinese　Soci－
ety　of　Reproductive　Medicine，　China　in　2011；Costa　Rican

Association　of　Human　Rcproduction　in　2012；and　Indo－
nesia　Association　of　In　Vitro　Fertilization，　Obstetrical　and

Gynecological　Society　of　Malays　ia　and　Russian　Association

of　Human　Reproduction　in　2013．

Elections
　　　The　First　General　Asscnlbly　clectcd　thc　fbllowing　so－

cieties　to　membership　on　the　Nominating　Committee　led
by　PresidentJoe　Leigh　Simpson：British　FertilitアSociety，
Finnish　Gynecological　Association，　Japan　socicty　of　Rc－

productive　Medicine，　and　the　Taiwanese　Society　of　Repro－

ductivc　Medicinc．　The　committec　presented　their　recom－

mendations　fbr　open　officer　and　committee　membership
positions　to　the　Second　Gencral　Assembly　where　the　rcc－

olnmended　slates　were　approved　by　acclamation．　Electioll
rcsults　can　bc　fbund　insidc　the　front　cover　of　this　Newslet－

te仁Following　the　closing　ceremony　of　the　Congress，　the

new　officers　and　committees　assumed　their　roles．

Future　IFFS　World　Congresses
　　　President　Joe　Leigh　simpson　reviewed　the　process　fbr

identifying　thc　location　fbr　the　World　Congresses．　Consider－

ation　is　given　to　where　past　congrcsscs　were　hcld，　to　growth　in

the　specialty　and　to　global　distribution　of　member　sociedcs．

The　Board　of　Directors　had　endorsed　the　recommendation
of　the　Execudve　Committee　that　the　2019　World　Congress
be　held　in　China．　Pro£ZiJiang　Chen，　on　behalf’　of　the　Chi－

nese　Society　of　Reproductive　Medicine（CSRM），　requestcd
thc　support　of　thc　General　Asscmbly　to　host　thc　20191FFS

Wbrld　Congress　in　Shanghai．　A　vote　of　the　General　Assembly

ratificd　thc　sclection　of　China　f（）r　dhe　2019World　Congress．

　　　The　planning　work　fbr　the　20161FFS　World　Congress
has　begUn　With　the　election　of　thc　2016　Scicntific　Committee

chaired　by　Basil　Tarlatzis，　Past　President．　The　2016　congress

will　bc　co－hostcd　by　the　Indian　Fertility　Society（IFS）and　the

Indian　Socicty　for　Assisted　Reproduction（ISAR）in　New　Del－
hi．

　　　All　IFFS　member　societies　are　requested　to　maintain

their　contact　information　current　with　the　IFFS　Secretariat
through　the　IFFS　website　www．iff．s－reproduction．org　a皿d　are

encouraged　to　offer　suggestions　and　opPortunities　fbr　edu－
cational　cvcnts．　Fedcration　information　will　be　postcd　to　the

IFFS　website　for　eMcient　distribution．

Members　ofthe　IFF∫Bo（コt’a　of．Direロors　an（／～cienrillc（：ommittee
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Life　Styte，　tOXiCantS　and　enVirOnment　：

inf■uenCe　 thrOughOut　 rePrOdUCtive　 lilre

Sheryl　van　der　Poel；WHO－HQ，　Geneva，　Switzerland

　　　　　　Gabriel　de　Candolle；Secretary　General　IFFS

Conf6renccs　de　G
Organization（WHO）
co－organizcd　by　the　S

cine　and　Menopause　together　with　th
support　and　I）articipatioll　of　WHO．　Th

support　provided　by　the　American　Societアfb

tive　Medicine（ASRM）and　the　European　S
man　Reproduction　and　Embryology（ESHRE）

he　IOth　Womcn’s　Health　Congress　took
place　in　Geneva，　Switzerland，8－9　Janu－

ary　2014，　at　the　Centrc　International　de

　　eneve（CICG）and　the　World　Health
　　　　　headquarters．　This　Congress　was
　　　　wiss　Societies　fbr　Reproductive　Medi－

　　　　　　　　　　　　　　　　eIFFS，　and　tcchnical

　　　　　　　　　　　　　　　　　　cre　was　additional

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rReproduc－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ocietアfbr　Hu一

dent－elect　of　IFFS　presented　an　evaluation　of　the　effects

of　reproductive　technologies　on　the　rcsultant　child；and
thc　third　talk，　by　the　WHO　Director　of　Public　Health　and

the　Environment＆Social　Determinants　prescnted　on　the
effects　of　enVironment　during　fetai　life　and　infancy

　　　Thc　mccting　was　very　well　attended，　and　included　cli－

nicians，　embryologists　and　other　health　care　profession－
als　involved　in　Medically　Assistcd　Reproduction，　as　well　as

those　active　in　clinical　and　programme　areas　of　matcrna1，

ncwborn，　femalc　and　malc　rcproductive　health．

　　　During　the　2　days，　prominent　international　experts　in

the　field　met　and　discussed　environmcntal　issues　and　their

effects　on　thc　continuum　of　life，　from　very　early　in　utero

life　until　the　age　of　menopause，　and　included　discussions

on　trans－generational　effects・Key　reproductive　health　is－

sues　of　the允male　and　male　were　addressed．

　　　Concerns　werc　raised　and　rccognizcd　not　only　con－

cerning　known　adverse　factors　such　as　cigarette　smoking
and　obesity　but　also　the　effects　of　toxicants，　endocrine　dis－

ruptors　and　other　chemicals　widely　present　in　food　and

environment，　worldwidc．　In　addition，　modcls　for　devel－
oping　an　evidence－based　set　of　guidelines　in　this　area　of

work，　which　allow　extrapolation　from　and　between　animal

and　clinical　human　studies，　were　discussed．　Specialized
talks　included：the　effect　of　aluminium　salts　prescnt　in　an－

ti－perspirants　and　their　effect　on　increased　breast　cancer

risk　which　was　presented　at　the　CIGG．

　　　In　the　Exccutivc　Board　room　of　WHO，　there　were
three　keynote　presentations：the　WHO　Director　of　the　De－

partment　of　Reproductive　Health　and　Rescarch　addrcssed
the　importance　of　the　continuum　ofcare，　and　emphasized

the　importance　of　the　pre－conccption／pre－pregnancy
pcriod　on　maternal／newborn　birth　outcomes；the　Presi一

　騒願eゆ（＞fitil叉CtifiifUBtti
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EdUca1［ion

Paul　Devroy　MD，　PhD
IFFS　Director　of　Medical　Education

　　　　　　　　　　　　　　　nNovember　29－30，2013，　thc　first　con－

　　　　　　　　　　　　　　　grcss　of　thc　Algerian　Society　of　Repro－

　　　　　　　　　　　　　　　ductive　Medicine（SAMERE）was　held

in　Algiers　on　in　collaboration　with　the　International　Fed－

cration　of　Fertility　Societies／UIT　under　thc　lcadership　of

Professor　Paul　Devroey．

　　　More　than　500　delegates　and　22　exhibitors　participat－

ed　in　this　cventt

　　　l2　international　sl）eakcrs　from　Belgium，　Egypt，
France，　Spain　and　Lebanon　and　nine　local　speakcrs　ani－

matcd　this　congress．　Dr　Amina　Oumeziane，　chair　of　the

local　organizing　and　scienti6c　committees，　and　her　team

devcloped　an　exciting　scientific　program　with　the　support

of　Professor　Dcvroey．　Different　topics　were　presented　in－

cl”ding：OHSS，　how　to　avoid　ohss，　antagonist　protocols，

gyno－endocrinology，　quality　management，　endometriosis
surgery，hysteroscopy，　vitrification　cmbryo　and　oocytes，
the　decline　of　male　fertility　and　different　treatment．

　　　The　comprehensive　program　addressed　currentissues
and　controversies　in　the　field　of　the　productive　medicine

and　improved　undcrstanding　of　the　basic　concepts．

　　　Two　workshops　were　organized　as　well．　The　first　one

was　presented　on　site　on　the　topics，　how　to　do　a　study，　and

how　to　make　an　oral　presentation．　The　second　onc　was
presented　in　an　ivf　center　on　thc　topic　Vitrification．

　　　The　congress　presented　a　perfect　opportunity　for　pro－

fessionals　in　thc　ficld　of　reproductive　medicine　to　comc

together　to　hear　and　learn　about　the　latcst　developments
in　the　field　from　respected　international　and　local　speak－

ers．　The　objectives　of　the　first　SAMERE　congrcss　were　to

provide　a　fbrum　for　the　prcscntation　and　discussion　of

topics　of　current　importance　and　interest　in　productive
medicine　enabling　thosc　working　in　the　fields　to　infbrm

and　update　themselves．

　　　February　15－16，2014　an　IFFS－UIT　workshop　took
place　in　Ahmedabad，　India　during　the　19th　National　Con－

ference　of　the　Indian　Society　fbr　Assisted　Reproduction．

　　　Many　aspccts　of　infertility　were　investigated　during

the　scientific　program．　Several　of　thesc　were　presented

such　as　the　ovarian　reserve，　the　comeback　of　Letrozolc，

thc　role　of　LH，　and　the　OHSS　Free　Ginic．

　　　A　specific　IFFS－UIT　session　was　organized　on　the　16th

of　February　2014，　dealing　with　scientific　aspccts　of　our

且eld．　Four　lectures　wcre　givcn　by　Dr．　Nikolaos　Polyzos

and　Prof　Paul　Devroey．

　　　These　topics　drcw　a　fully　packed　room　of　intcrcsted

attendees．　The　sessions　dealt　with　some　key　aspects　of
our　field　such　as：

●

●

●

●

How　to　dcsign　a　scientific　study？

How　to　write　an　abstractP

How　to　writc　a　paper？

How　to　present　a　paper？

　　　Many　participants　were　very　interactive　and　asked
poignant　qucstions．　The　attendance　and　interest　in　these

scssions　has　demonstrated　the　need　f（）r　education　on
these　topics　worldwide．　One　realizes　that　many　of　our
collcagues　are　eager　to　initiate　these　tyl）es　of　studies　but

have　not　been　instructed　on　how　to　accomplish　them．
However　during　the　interactive　Question　and　Answer　ses－
sion　it　has　been　noted　that　elaborating　on　a　correct　study

design　is　feasible　in　the　hands　of　many　colleagues．

　　　Onc　of　the　most　important　points　of　course　is　thc
establishment　of　national，　local，　or　regional　ethics　com－

mittees・IFFS　can　play　an　important　role　in　education　of
our　colleagues　to　participate　in　these　types　of　studies　as

well　as　help　them　to　approach　their　national　authorities
to　build　ethics　committees．

　　　During　this　IFFS－UIT　session　discussion　took　place

about　the　IFFS－UIT　Resource　Center（http：／／www．iffs－
uit．com）that　was　launched　last　year．　Many　colleges　ex－

pressed　their　wish　to　learn　more，　the　resource　center　is

agreat　source　for　additional　education　with　articles，　lec－

tures，　images，　slides　and　links」t　was　realized　that　doing

adecent　study　lcads　to　a　correc〔abstract　which　can　bc
presented　on　the　international　sccne．　Also　it　allows　for

international　publication．

π凶9Wαめn加conlCrence　oμhe　l耐ロn∫σde砂拘rAS∬亡e（ゴreproduction
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New　IFFS　Appointees

Scientific　Director ASSeCiate　Director　Education

PD　Dr．　med　Tina　Buchholz Professor　Bruce　Dunphy，

MB，　ChB，　MD，　PhD，　MEd，　FRCOG，　FRANZCOG，　CREI

　　　　　　　　　　　　　ina　Buchholz　is　a　clinical　specialist　in　Re－

　　　　　　　　　　　　　productive　Genetics．　During　her　training，

　　　　　　　　　　　　Tina　specialized　in　Human　Genetics　and

in　Gynecology　and　Obstetrics　and　Reproductive　Medicine．
She　is　head　of　a　private　centre　f（）r　Reproductive　Gcnetics

in　Munich，　Germany　as　well　as　head　of　the　Cytogenetics

Unit　of　the　Institute　of　Human　Gcnetics　at　the　Techni－
cal　University　in　Munich．　Her　maj　or　interest　is　identify－

ing　genetic　problems　in　human　reproduction　as　well　as
facilitating　solution　for　genetic　problems　in　reproduction

worldwide．

Currently　she　is　thc　President　of　the　German　Society　of

Reproductive　Medicine．　Tina　represented　this　socicty　fbr
many　years　on　the　board　of　IFFS．　With　regard　to　her　in－

tcrdisciplinary　expertise，　she　is　the　editor　fbr　Genetics　f（）r

theJournal　of　Reproductive　Medicine　and　Endocrinology．
Recently　Tina　has　been　elected　as　member　of　the　Interna－

tional　Academy　of　Human　Reproduction．

Prior　to　bc　appointed　as　Scientific　Director　Tina　Buchholz

has　been　involved　in　the　scientific　and　local　organisation

of　numcrous　international　congresses，　such　as　the　World

Congress　of　IFFS　in　Munich　2010，　thc　upcoming　ESHRE
congress　in　Munich　2014　as　well　as　the　World　Congress
of　the　lnternational　Acadcmy　of　Human　Rel）roduction　in
Berlin　in　2015．

　　　　　　　　　　　　ruce　is　a　subspccialist　in　Reproductive

　　　　　　　　　　　　Endocrinology　and　Infertility　（REI），　he

　　　　　　　　　　　　holds　a　research　doctorate　in　male　infer－

tility　and　he　is　an　A（ljunct　Professor　of　Public　Health．　As　a

citizen　ofAustralia，　Canada　and　Grcat　Britain　he　has　held

academic　appointments　and　leadership　roles　in　the丘eld
in　a　number　of　international　settings．

　　　With　regard　to　his　expertise　in　education，　Bruce　is

aCo］［ijoint　Professor　of　Education，　he　holds　a　PhD　in

Education　and　a　Mastcrs　of　Education，　and　when　living
in　Canada　he　held　a　cross　appointment　as　a　Professor　in

Medical　Education．

　　　Bruce　is　thc　Editor－in－Chief　of　the　IFFS－UIT　Resourcc

Ccntre　and　a　member　of　the　editoria1　board　of　Reproduc－

tive　Biomedicine　Online，　of　Best　Practice　and　Research：

Clinical　Obstetrics　and　Gynaecology　and　of　the　Australian

Journa1　of　Educational　and　Developmental　Psychology・

　　　In　addition　to　his　role　with　the　IFFS，　Bruce　is　involved

in　a　number　of　international　pr（）j　ects　with　the　World

Hcalth　Organization（WHO），　including　being　co－chair
of　the　WHO　Global　Infertility　Guidelirles　Development
Group　Steering　Committee，　principal　investigator　of　thc

WHO　Country　Asscssment　and　Integration　Tool，　and　co－

Coordinator　of　the　GFMER－WHO－ASRM　on　line　course
and　virtual　consultation　fbr　building　research　and　cvi－

dence　gathering　capacity　at　country　leveL
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Roger　D．　Kempers，　MD

Professor　of　Obstetrics　and　Gynecolegy，　Emeritus

Mayo　Clinic　School　of　Medicine
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American　society
IFFS　was　Otto　Rod

AsRM　was　Larry　Lipschultz．∫Benj
tive　Director　of　th

organizational　work　fbr　this　large　meeting

was　an　enormous　success　with　a　re

was　the　first　time　the　concept　of　a　Trilog

instituted　into　th

topic　were　assigned　three　su
ble　Review，　Practice，　or　Research

speakers　and　6　K」eアnote　lectures．　Three　trilogies　were　held

simultaneous】y　in　different　halls　allowing　the　participants
a　great　choice　of　g．　ubject　matter　from　which　to　select

難
講

he　XVI　World　Congress　was　held　in　San
Frandsco　CA，　Octobcr　3－9，1998．　This　was

the　third　joint　meeting　of　IFFS　with　the

，now　the　ASRM，　The　Prcsidcnt　of　the
　　riquez－Vargas　and　the　President　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　amin　Y（）unger，　Execu－

　　eASRM　was　crcditcd　with　most　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・The　congrcss

　　　　　　　　　　　　　　　gistration　of　6500．　This

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ies　f（）rmat　was

eScientific　Program　To　each　selected
　　　　　　　　　　btopics　fc）cusing　on　apPlica－

　　　　　　　　　　　　　　．There　were　72　invited

The　XVII　World　Congress　was　held　in　Melbourne，　Austra－
lia，　November　23－30，2001．The　Presidcnt　of　IFFS　was　Rob－

ert　Harrison　and　host　Presidents　of　the　congress　were　Gab

Kovas　and　David　Healy．　The　program　was　dcvcloped　at　a
high　scientific　lcvcl　and　the　social　events　were　outstand－

ing．　Unfbrmnately，　the　infamous　Septembcr　11，2001　aeri－

al　terrorist．　attack　on　the　World　Trade　Center　in　New　York

City　hadjust　occurred．　Many　physicians　around　the　world，

who　had　planned　to　attcnd，　cancelled　their　plans　over
fear　of　flying　and　registration　was　limited　to　less　than　l　lOO

participants．　There　was　significant　national　interest　in　the

congress　with　extensive　media　coverage　and　thc　congrcss
wasjudged　a　great　success．
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臨床試験治kU）e－Lea「ningのご

このたび、臨床試験・治験のe－Learningシステムが

　　　　　正式オープンいたしました。

このシステムは臨床試験・治験に携わる人材育成を目的として

厚生労働科学研究費補助金医療技術実用化総合研究事業
　　　（H24一臨研基一一般一〇〇2）にて開発されたもので、

　　　　現在どなたでも無料でお使いいただけます。

本e－Learningシステムへは下記のURLからアクセスできます。

htt　s：moodle2．umin．ac．　moodle

綴

1．現在どなたでも無料でお使いいただけます。（無料でIDを取得できます。）

2．UMINシングルサインオン（SSO）に対応しているので、　UMIN　IDをお持ちの

　方は新規ユーザー登録不要でお持ちのUMIN　IDとパスワードでそのままお使い

　頂けます。

3．各力リキュラムに設問があり各コースの必修となっている科目で全て80点以上

　取得すると修了証がシステムより発行可能となります。なお修了証はPDF形式で

　システムよりダウンロードできます。

ぜひ、皆さまお使いいただき、ご意見など頂けますと幸いです。

厚生労働科学研究補助金医療技術実用化総合研究事業
　「大学の連携による職種・レベル別に対応した臨床研究・治験のe－learningシステムを展開する研究」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H24一臨研基一一般一〇〇2）
　　　　　　　　　　　　　　　研究代表者小出大介
　　　　　　　（東京大学大学院医学系研究科臨床疫学システム講座特任准教授）

　　　　　　　　　　　　E－mail：info－crtp＠wmin．acjp



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，当該企業等法人が公益社団法人日本複製権センター（（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＠jaaccjp

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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