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はじめに

少子化が急速に進行する現在では生殖補助技術

（ART）を駆使した不妊治療は社会的に有用な医療

のひとつとなってきた。それに伴い ART に関する

医学も大きく進歩し，同時に多くの技術が開発され

た。これらの中で精子の凍結保存は必須の手段であ

るとともに治療成績を決定する重要な因子となっ

た。

本稿では精子の凍結保存に関して，細胞凍結とそ

の傷害，精子凍結保存の歴史，精子凍結保存の実際

および精子凍結保存の臨床応用の順で述べ，最後に

悪性腫瘍治療前の精子凍結保存について当院リプロ

ダクションセンターでの実績を中心にその詳細を解

説する。

細胞凍結とその傷害１～３）

１）傷害の発生機序

細胞外に水溶液がある状態で冷却されると，まず

細胞外凍結がおきる。細胞外に氷晶ができ，細胞の

原形質膜は水は透過しても氷は透しにくいために細

胞は脱水状態となり収縮する。さらに細胞の過冷却

が進むと細胞内凍結が起こり，細胞内に氷晶が形成

される。これによって細胞内微細構造が破壊され，

形態変化，細胞分裂能および各種機能低下が起こる。

２）冷却速度

冷却速度が速いと細胞内脱水が起こりにくく，水

分が多く残り細胞内氷晶形成により細胞内凍結が起

こりやすくなる。また冷却速度が遅いと細胞外凍結

が起こりやすく，細胞内外の溶液が濃縮して細胞は

脱水収縮される。すなわち冷却速度が速すぎても，

遅すぎても細胞の生存率を低下させるためそれぞれ

の細胞において至適冷却速度を見出すことが凍結保

存を行う上で重要である。

３）細胞による傷害性の相違

前述のごとく細胞傷害には細胞内凍結の方がより

大きく影響する。このため細胞内凍結を起こしにく

い小型で，水に対する透過性の高い細胞で凍結後生

存率が高くなる。このため形成過程で細胞質が濃縮

して小型化した精子は，他の細胞に比べより凍結保

存に適した細胞であるといえる。

４）細胞傷害の防御

細胞の凍害を防止するために凍結保護剤が用いら

れる。これには細胞膜透過型と非透過型とがある。

前者は溶液の氷点を下げて氷晶形成を減らし，細胞

内外の塩濃度の濃縮を抑え，細胞内凍結を抑制す

る。このような利点がある一方溶解時保護剤を取り

除く際これらの膜透過速度が水に比べて遅いため水

が急激に流入して細胞浮腫を起こすという欠点があ

る。グリコ－ル，ショ糖，アミド類などがこれに属

す。後者は氷点を降下させ細胞外の塩濃度の上昇を

抑制して，細胞膜を安定化する。欠点は組織浸透性

が極めて低いことである。この代表がポリビニルピ

ロリドン（PVP）である。精子は前述のごとく細胞
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質が濃縮しているため凍害を受けにくい細胞である

が，凍結保護剤としては現在グリセリンおよび卵黄

が用いられる。前者は細胞内に浸透して細胞内氷晶

形成を抑制し，後者は細胞表面を被覆して細胞膜の

傷害を軽減すると考えられている。

精子凍結保存の歴史

ヒト精子は凍結という観点でみられた最初の細胞

である。それは１７７６年のイタリアの Lazaro Spal-

lanzani による［精子を雪の中に入れると動きがな

くなる］という記載から始まる４）。１８６６年には Ma-

ntegazza が氷点下の環境で精子を観察するととも

に精子バンクの必要性について言及している。その

後 Jahnel（１９３８）が－２６９℃での生存，－７９℃での凍

結保存を確認し，Shettles（１９４０）は融解に成功し

た。精子バンクといえるものは Polge ら（１９４９）の偶

然に発見されたグリセリンを保護剤として用いた牛

精子の凍結保存が最初である５）。また１９５２年には

Polge らはこの方法で凍結した精子を融解して，人

工授精を行った６）。

１９５３年には Sherman らがグリセリンおよびドラ

イアイスを用いた方法でヒト精子の凍結保存の安定

化に成功している。これについで本邦でも１９５８年に

凍結保存精液を用いた非配偶者間人工授精（AID）に

より児が得られた。さらに１９７６年には Sherman が

世界での凍結精子を用いた人工授精による１５００の出

産例について報告している５）。

精子凍結保存の実際

細胞凍結時の傷害に関しては前述したが，融解時

の昇温過程でもいったん融解した氷晶の再結晶や細

胞内への水の流入などにより細胞は傷害され生存率

が低下する。

培養細胞などでは融解後の生存率が低くても分裂

増殖により細胞数を回復できる可能性はあるが，分

裂能のない精子ではより高い蘇生率を要求されるこ

ととなる。このことを念頭に入れ以下のような手順

で精子の凍結保存および融解を行う。

１）精子の洗浄濃縮

抗生物質を添加した精子培養液（２０ｍＭHepes 緩

衝化 Hanks 液－pH７．４）で精液を希釈した後等張化

９９％Percoll 液を用いた撹拌密度勾配法で精子を洗

浄濃縮する７，８）。

２）精子凍結保存液の添加

精子を洗浄濃縮した後凍結保存液を等量添加す

る。凍結保存液として KS-Ⅱ（表１）を用いる。これ

には凍結保護物質としてグリセリン，ショ糖，卵黄

水可溶性分画さらに界面活性剤プルロニック F-６８

（ethyleneoxide-propyleneoxide copolymer，旭電化

工業）が含まれている。すなわちグリセリン，ショ

糖には脱水および細胞内氷晶形成を抑制する作用が

あり，卵黄には機序の不明な点も多いが細胞表面を

被覆する作用があるとされている。またプルロニッ

ク F-６８は卵黄の可溶化を促進してその作用を増強

すると考えられている３，９）。

３）精子凍結法

最近まで行われてきた凍結法には①液体窒素直接

浸漬法，②プログラムフリーザー法，③ドライアイ

ス錠剤化法，④液体窒素蒸気法がある１０～１２）。①は精

子の蘇生率が悪く，②は精子に用いるには凍結速度

が遅く，高価なため両法ともあまり行われなくなっ

た。③は簡便なため動物の精子凍結には頻用される

が，検体の個別化が困難なため，臨床でのヒト精子

凍結にはほとんど利用されていない。この結果精子

蘇生率がよく，精子個別化が容易で，かつ安価な液

体窒素蒸気法が多く用いられるようになった。当院

でもこの方法で凍結を行ってきたが，可変型二重腔

容器（図１）の開発に伴い，これの外容器と内容器の

間の空気が急激な凍結を緩和して高い精子蘇生率が

保障されるため，より簡便な液体窒素直接浸漬法を

再び用いるようになった。

４）精子融解法

精子は最も傷害の少ないと考えられる微温湯中で

表１ KS-Ⅱ精子保存液

石川，他：精子の凍結保存５０６

― 6 ―



振盪，融解する。融解後ただちに Hanks 液で緩徐

に希釈して撹拌密度勾配法により，凍結保存液を除

去する。

精子凍結保存の臨床応用

１）精液所見不良例での備蓄

乏精子症もしくは精子無力症例で人工授精，体外

受精の際に質のよい精子が必要数得られないと思わ

れるときに，何回かに分けて洗浄濃縮により運動性

および形態良好な精子を蓄えておく。

２）精巣精子採取術での備蓄

非閉塞性無精子症例および閉塞性無精子症で精路

再建が不可能な症例では精巣組織を採取し，その中

精子をとりだして備蓄する。

３）逆行性射精症例での備蓄

逆行性射精症例では膀胱内に精子が射出される。

それを回収して洗浄濃縮後凍結保存する。

４）非配偶者間人工授精（AID）に使用する精子の備

蓄および感染症対策

AID に使用するため提供者の精子を備蓄する。

また感染症対策として精子凍結後一定期間をおいて

提供者の感染症検査を行い，検査陰性者の精子のみ

を使用する。

５）悪性腫瘍治療前の凍結保存

若年男子に好発する精巣腫瘍，白血病，悪性リン

パ腫などの多くは積極的治療で根治が望めるように

なった。このため治療後の QOL を考慮することが

より必要となり，とりわけ妊よう性の維持は最も重

要な課題のひとつとなった。一方悪性腫瘍根治のた

めには精子形成機能を犠牲にせざるを得ないため，

強力な治療を行う前の精子凍結保存が現状では妊よ

う性を保つ，すなわち治療後に児をえるための唯一

の方法である。このような観点に立ち東京歯科大学

市川総合病院リプロダクションセンターでは２００２年

９月より治療前精子凍結保存を開始した１３）。

１．倫理的事項

日本不妊学会（現日本生殖医学会）（表２）および日

本癌治療学会（表３）の精子もしくは配偶子の凍結保

存に関する見解に従って，①腫瘍専門医および生殖

医療専門医が腫瘍の治療と精子形成機能低下の関

係，保存方法，保存期間，凍結精子を用いた生殖補

助医療の実際，費用などについて充分な説明をする

こと。②実施にあたって施設内倫理委員会の承認を

図１ 可変型二重腔容器

表２ 「医学的介入により造精機能低下の可能性のある男性の精子の凍結保存」に関する日本
不妊学会の見解（抜粋２００３．９．３０）
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得たインフォ－ムドコンセント（実際には２００２年７

月９日に東京歯科大学倫理委員会で承認された）を

作成し充分な説明の上で同意をとること。③患者死

亡時の取り扱いを充分検討すること。④精子を売買

の対象にしないことなどを念頭に入れ同意書（表４）

を作成した。その内容の骨子は①凍結は本人の生存

中に限る。②１年ごとに契約を更新する。③契約期

間を過ぎて３ヶ月連絡しないか，凍結料金を１年以

上滞納した場合は凍結を中止する。④匿名で学術研

究のために個人の資料が使用されることに同意す

る。⑤やむを得ない事情で凍結精子が使用不能に

なった場合は責任を問わないなどである。しかし

２００６年９月に日本生殖学会から新しいガイドライン

案（表５）が出されたため，改めて保存責任，費用負

担に関して検討し，同意書に盛り込む予定である。

２．患者背景

２００２年９月から２００７年３月までの４年６ヶ月間に

治療前精子凍結目的で来院した患者は２２５例であっ

た。

① 初診時年齢

年齢は最低１６歳で最高６０歳であった。年齢分布

表３ 悪性腫瘍治療前患者の配偶子凍結保存に関する倫理委員会の見解（癌治療学会－概略
２００４．１０）

表４

石川，他：精子の凍結保存５０８
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では３０歳代が最も多く９８例（４３．６％）であり，２０歳

代の９４例（４１．８％）がそれに続いた（表６）。

② 結婚状況

２２５例中既婚者は６０例（２６．７％）であった。また

２０歳代および３０歳代は７０％以上が独身であった

（表７）。

③ 原疾患

原疾患は精巣腫瘍が９２例（４０．９％）と最も多く，

白血病（５５例－２４．４％）悪性リンパ腫（２７例－１２．０

％），骨髄異形成症候群（１１例－４．９％）がそれに次

いで多かった（表８）。

表５

表６ 初診時年齢 表７ 結婚状況

表８ 原疾患

歯科学報 Vol．１０７，No．５（２００７） ５０９
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④ 前治療の有無

来院前に悪性腫瘍に対する何らかの治療を行っ

たものが６５例（２８．９％）であった。主な原疾患でそ

の内訳をみると，精巣腫瘍が４例（１．８％），白血

病が４１例（１８．２％）悪性リンパ腫が８例（３．６％），

骨髄異形成症候群が３例（１．３％）であった（表９）。

⑤ 凍結の可否

２２５例中凍結不可症例は３３例（１４．６％）であっ

た。主な原疾患でその内訳をみると，精巣腫瘍が

１０例（４．４％），白血病が１３例（５．８％）悪性リンパ腫

が８例（３．１％），骨髄異形成症候群が１例（０．４％）

であった（表１０）。

⑥ 主な疾患の精液所見

主な疾患の精液所見を比較すると，精子濃度で

は未治療群において精巣腫瘍が白血病および悪性

リンパ腫に比べ，有意に低値を示した。精子運動

率は白血病の未治療群が既治療群に比べ，有意に

高かった（図２）。

３．ART（生殖援助技術）の実施

リプロダクションセンター開設前の精子凍結保存

例を含めて，８例の妻に計９回（顕微授精－５回，

人工授精－４回）の ART 実施した。このうち３

カップルで妊娠が成立し，５児を得た（症例１およ

び４では２児）（表１１）。

４．問題点

① 既治療例が多かったこと

全体の２８．９％（６５例）が原疾患治療後に来院し，

これらのうち２０例は凍結不可（凍結不可例の３０．８

表９ 前治療の有無

表１０ 凍結の可否

図２ 主な疾患の精液所見

石川，他：精子の凍結保存５１０
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％）であった。また凍結可能であった４５例でも精

液所見不良の傾向にあった。既治療例の６８．３％が

白血病患者であり，当然のことながら生命予後を

重視した速やかな治療を行う必要があったとも考

えられるが，他の疾患も含めて診断時に治療前の

精子凍結保存について説明されていない例も存在

した。このため治療前精子凍結保存を組織的に

行っている施設が極めて少ないという現状では，

われわれが腫瘍専門医もしくは患者に対して積極

的に啓蒙活動をすることが重要であると思われ

た。

② 未婚者が多かったこと

全体の７３．３％（１６５例）が未婚であり，ART 実施

率は既婚者で６０例中６例（１０．０％）であるのに対し

て，未婚者では１６５例中２例（１．２％）と極めて低

かった。これは精子凍結保存が生殖可能年齢に対

する治療であるため，当然の結果ともいえるが，

大きな問題である。すなわち悪性腫瘍患者の Q-

OL を第一義的に考えた場合精子凍結保存は重要

なことであるが，本人が結婚相手を求める際，原

疾患のこと，精子を保存していることを告げなけ

ればならないので大きな障害となることは間違い

ない。またパートナーが承諾したとしてもその精

神的ならび身体的負担は少ないとは言えない。一

部には精子凍結保存は既婚者のみを対象にしたほ

うがよいと言う意見もあるが，本人の QOLを重視

すればそうとも言い切れない難しい課題である。

③ 未成年者が契約したこと

未成年者１０例が契約した。説明書には，本人の

意思で精子凍結保存を行うと言う意味から契約者

は成人が望ましいと記載しているが，未成年の希

望者も多く，また人権を考慮すれば契約は避ける

ことはできない。しかし実際に話をすると，ほと

んどの契約が両親の意向で行われているため，成

人後に本人の意思を明確にしてもらった上で再契

約することが重要と思われる。

④ 高齢者が契約したこと

生殖医療の対象としては高齢と考えられる５０歳

以上の８例が契約し，そのうち３例は未婚であっ

た。未婚者および未成年者の場合と同じように

QOL を考慮すれば必要なこと言えるが，とくに

未婚の３例については，ART と言う観念からす

ると全く無意味と思われるので，契約しないよう

説得したが強い希望で契約せざるを得なかった。

今後 ART 以外の目的での精子凍結保存も検討す

るつもりである。

⑤ 契約者死後の精子の取り扱い

契約者の死後，２例の妻が夫の精子を使用して

の ART を希望した。契約に凍結保存は本人の生

存中に限ると言う項があるため，説得して精子の

表１１ ARTの実施

歯科学報 Vol．１０７，No．５（２００７） ５１１

― 11 ―



凍結保存を中止した。一方最近行われた裁判では

当事者の死後凍結精子を用いて誕生した児がその

子と認知されなかった。これらのことから現時点

では次世代（生まれてくる子）の人権を尊重する意

味で契約者死後の精子は ART に供すべきではな

いことは明らかであるが，社会の混乱を避ける意

味で速やかな法制化が望まれるところである。

本論文の要旨は，第２８３回東京歯科大学学会（２００７年６月２

日，千葉）において，特別講演したものである。
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