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３７０ 

関連医学の進歩・現状

生殖医療の歩みと当リプロダクションセンターの実際

吉田丈児

生殖医療は不妊症や習慣流産などを対象にしてい
る。当リプロダクションセンターの実際と対応させ
ながら，生殖医療の歩みを振り返る。１．不妊症の
検査と治療 ２．生殖補助医療の発展・普及 ３．鏡
視下手術の発展 ４．がん生殖 ５．最近のトピック
ス ６．結語 に分けて概説する。

１．不妊症の検査と治療

不妊症が，本格的に医療の対象とされたのは昭和
２０年代から３０年代と思われる。妊娠成立のメカニズ
ムと検査法が研究され，不妊原因を特定して治療す
ることが可能になった。現在でも系統的な検査は重
要である。当センターでは，原則として女性不妊全
例に一般検査として図１の検査を行なっている。月
経周期のどの時期の所見かが重要で，基礎体温（図
１の波線）を参照しながら行う必要がある。また，
男性も単に精液検査を行うだけではなく，リプロダ
クションセンターで泌尿器科生殖専門医の診察を受
けることを必須としている。特に注目されている検
査項目を取り上げる。

１）ホルモン値 

⑴ 卵胞刺激ホルモン（FSH）基礎値
卵胞刺激ホルモン（FSH）は下垂体前葉から分泌さ

れて，卵胞を発育させるホルモンである。卵胞周囲
の顆粒膜細胞から分泌されるインヒビンＢが分泌を

抑制している１）。月経周期によって変動するが，月
経周期２日目から５日目までの値は比較的一定で，
この時期に測定した値を FSH基礎値としている２）。
卵巣の機能が低下すると高値となり卵巣機能の指標
になると考えられている。
図２に当センターで測定した１７５０例（２８７０測定値）

の FSH基礎値と年齢との関係を示す。FSH基礎値
は年齢とともに上昇した。
臨床的に意義のある FSH基礎値の cut off 値とし
て，８－１０mIU/mLで調節卵巣刺激の反応性に差
がある３），１５mIU/mLを超えると妊娠率が下がる４），
１８mIU/mL超で非生児獲得に関し特異度１００％５）で
ある，などの報告がある。これらの cut off 値を参
考にして治療方針を立てている。 

⑵ 抗ミュラー管ホルモン（AMH）
抗ミュラー管ホルモン（AMH）は，発育卵胞の元

である前胞状卵胞や胞状卵胞から分泌され，月経周
期によらずに一定で，将来に発育する卵胞数をある
程度反映するので，卵巣予備能を推測するのに用い
られ６），卵巣刺激法の決定などに応用されている。
図３に当センターの７２９例（７７２測定値）のデータに示
す。全体として，AMHは年齢により減少した。
AMHは採卵周期での獲得卵子数とは相関し刺激

法の決定等には有用である。しかし，卵巣予備能の
指標としては，卵巣予備能低下のリスクが中等度か
ら高度の集団に有効であるが，２０歳代のなどの低リ
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図１ 女性の不妊症一般検査

スクの集団では陽性的中率が低くなり有効でないこ
と，有効な cut-point がないこと，妊娠するか否か
とは相関せず特に非妊娠を予測することができない
ことが指摘７）されている。当センターのデータでも，
AMHが測定感度（０．１６ng/mL）未満以下の症例は
どの年齢階層にも存在し，AMHが測定感度以下で
も妊娠例があり非妊娠を予測できなかった。

２）子宮卵管造影（HSG）
経子宮頸管的に，子宮腔内・卵管を経て腹腔内に

まで造影剤を注入して，子宮腔内の筋腫，ポリー
プ，子宮奇形などの子宮病変や，卵管通過性を診断
する検査である。腹腔内の拡散像から卵管周囲の癒

着などもある程度推測できる。HSG施行後に妊娠率
が高まる８）ことが知られている。卵管内のデブリな
どをフラッシュする，腹腔内のマクロファージを活
性化するなどの機序が推定されている８）。図４に正
常の HSG写真を示す。左は造影剤注入時の写真で，
子宮腔に筋腫などを疑う陰影欠損はなく，卵管から
腹腔内にも造影剤が認められ，卵管通過性ありと診
断できる。右は翌日の写真で，腹腔内に造影剤が均
一に拡散し，卵管采周囲癒着などは否定的である。

３）不妊原因など
２００６年の初診症例２７５例を対象に当センターで行
なった結果９）からは，不妊原因が男性にある率：
７７％，女性：４４％，両方：３３％，両方になし（原因
不明）：１２％で，男性要因では精子無力症が，女性
要因では卵管因子が最も多かった。しかし複数の原
因が関与している場合が多く，男性因子か女性因子
かを正確に分類することは困難である。また，一般
検査を行っている途中で１６％の症例が通院しなく
なった。不妊診療に対する認識や期待との相違があ
ると考えられる。特に男性因子が関与している症例
に多い傾向があった。不妊診療に際しては，検査や
治療戦略についてよく説明しておくことが重要であ
る。

図２ 卵胞刺激ホルモン（FSH）基礎値の年齢変化
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図３ 抗ミュラー管ホルモン（AMH）の年齢変化

図４ 正常子宮卵管造影（HSG）写真
左：当日の造影像，子宮内の病変，卵管の通過性などを診断する。
右：翌日の拡散像，骨盤内の癒着などを診断する。

２．生殖補助医療の発展・普及

生殖補助医療，すなわち体外受精，顕微授精や胚
の凍結保存などが発展した。東京歯科大学市川総合
病院は，昭和５９年に本邦２例目の体外受精－胚移植
に成功し，平成元年には本邦初の凍結・融解胚での
妊娠に成功した。
自然妊娠では，卵子は，卵管内で受精して分割を

開始し５日から７日後に子宮内膜に着床する。一
方，体外受精－胚移植では，卵子を体外に取り出し
受精させ，培養して分割卵を子宮に移植する。した
がって，体外受精－胚移植は卵管の機能を代償して

いることになる。初期には，卵管性不妊症のみを適
応としていたが，その後の技術の進歩や顕微授精法
の開発により，乏精子症や機能性不妊などにも適応
が拡大している。当センターには泌尿器科生殖専門
医が常勤し男性不妊が多く，精巣内精子回収法など
の症例が多いのが特徴である。
２０１４年の日本産科婦人科学会の統計１０）では，

３９３，７４４周期に生殖補助医療が行われ，４７，３２２人が
本法で出生しており，これは２１出生児に１人の割
合１０，１１）になる。この様に普及すると，児の予後につ
いての関心が高まる。「生殖補助医療はおおむね児
の健康に影響はないものの，いくつかの特有な先天
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異常を起こしうる可能性ほか，若干の先天異常発生
率を上昇させる」１２）というのが現時点でのコンセン
サスであると考えられる。しかし，生殖補助医療で
の児をコントロール群と比較して，染色体異常の率
が多いという報告１２），染色体に異常を認めない先天
奇形の率が多い１３）との報告や，インプリンティング
異常が関与する疾患の率が高いとの報告１４）もあり留
意すべきである。
日本産科婦人科学会の会告「本法は，これ以外の

医療行為によっては妊娠成立の見込みがないと判断
されるものを対象とする」１５）を遵守して行うことが
肝要である。
また，当センターでは，より精子数が少ない症例

でも顕微授精をせずに受精できるようにデバイスを
改良１６）しほぼ実用段階になっている。

３．鏡視下手術の発展

他の医療分野と同様に，腹腔鏡手術が発展・応用
され，さらに子宮鏡下手術や卵管鏡下手術が開発さ
れた。腹腔鏡手術の利点は，低侵襲性のみでなく視
野の拡大性などがあり，開腹術プラス顕微鏡下手術
に匹敵するものであり生殖医療に対する貢献は計り
知れない。図５に卵管留水腫に対する腹腔鏡下に卵
管采形成術，図６に子宮粘膜下筋腫に対する子宮鏡
下核出術（TCR）経頸管的筋腫核出術を示す。
さらに，卵管鏡手術が開発され，重症度にもよる

が閉塞部位を解除することも可能になっている。中
心部の卵管鏡と周囲のバルーンが外反しながら同時
に前進することで癒着を剥離する。

図５ 腹腔鏡下卵管采形成術
左：拡張した卵管と癒着して閉塞した卵管采。
右：癒着を剥離し卵管采を解放した。

図６ 子宮鏡下（TCR）筋腫核出術
左：子宮腔内の５時方向から発生した粘膜下筋腫。
右：筋腫切除後の子宮腔。
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４．がん生殖

がん治療が進歩し生命予後が改善すると，抗がん
剤投与や放射線照射による精巣や卵巣の機能低下が
問題となった。そこで，治療前に精子，卵子や胚を
凍結保存して，妊孕性を温存するという戦略が生ま
れた。当センターでは，１９９４年から精巣腫瘍や白血
病などの症例に，治療前に精子を凍結保存して，寛
解後に精子を融解して受精させる体制を整えてい
る。
１９９４年～２０１０年の当センターの３６９例の検討１７）で
は，適応原疾患（図７）は精巣腫瘍が３８％と最も多
く，２位は白血病，３位は悪性リンパ腫などであっ
た。年齢分布（図８）は，２０歳代と３０歳代が多く，大
多数が生殖年齢であり，最高年齢は６０歳，最少年齢
は１５歳で未成年者が２５例あり，約７０％が独身であっ

図７ 治療前精子凍結の適応疾患

た。つまり，がんに罹患した時点では挙児希望はな
いが，寛解して挙児希望になった時のために精子を
保存するという時間経過の長い戦略である。した
がって，図９の凍結保存精子の状況に示す様に，保
存中の症例が４７％で最多であったが，９％（２７例）を
受精に供し１１人の児が誕生していた。精子治療前凍
結を評価するには長い期間が必要であるが，治療前
凍結がなければ，出生しなかった可能性を考慮する
と意義は大きいと考える。

５．最近のトピックス

１）生殖細胞の再生
胚性幹細胞（ES細胞）や人工多能性幹細胞（iPS 細

胞）を用いて，卵子や精子を再生する研究が行われ
ている１８）。マウスでは，ES細胞や  iPS 細胞から，
まず生殖幹細胞（始原生殖細胞様細胞）を作成し，次
に卵子や精子を作成し産仔を得たと報告されてい
る１９，２０）。ヒトでの応用には安全性や倫理など多くの
課題があるが，今後も研究されていくと考える。

２）子宮移植
先天的に腟が欠損し，と正常機能の子宮を持たな

い（完全欠損から痕跡程度の子宮）Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser 症候群などの子宮性の不妊症に対
し，海外では子宮移植が行われ２１），２０１４年には世界
で初めての出産例が報告２２）されている。
移植医療は，donor，recipient の双方に対してリ

スクがある。子宮移植後の妊娠中には免疫抑制剤を

図８ 治療前精子凍結例の年齢分布 図９ 凍結精子の状況
大多数が生殖年齢であった。最高年齢は６０歳，最少年 保存中の症例が４０％で最多であった。９％（２７例）に対

齢は１５歳で，未成年者が２５例あった。 し受精に供し１１人の児が誕生した。
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投与する必要がある。不妊に対してどこまでリスク
が容認させるのか，子宮移植の必要性，児に対する
安全性など多くの議論が必要である。

３）第３者が関わる医療について
第３者が関わる医療には，提供精子による人工授

精，卵子提供，胚提供，代理懐胎がある２３）。
主に治療不能な無精子症例に，提供精子による人

工授精が行われている。提供精子による人工授精で
は，２つの事実を子に開示するかが議論になってい
る２４）。一つは，提供精子による人工授精による出生
であることを，親が子に伝えるかどうかである。秘
密にしていて，もしも子が偶然に，その事実を知っ
た場合，親への信頼感の喪失，アイデンティティの
崩壊など深刻な問題を起こすことがある。二つ目
は，精子提供者の情報である。日本産科婦人科の会
告２５）により「精子提供者は匿名」とされている。遺
伝的な父の情報が欠如することで，自分の体質・遺
伝病に対する不安，親が得意な分野についての情報
が欠如することによる不利益（有用遺伝形質利用機
会の喪失）や，確率は低いが近親婚などのリスクが
生じる可能性がある。提供精子による出生であるこ
との告知，提供者が誰であるかを知る権利（出自を
知る権利）について社会的な合意が必要であると考
える。
卵子提供を含めて，日本生殖医学会倫理委員会は

「解決すべき問題点が多いとはいえ，第三者配偶子
を用いる治療を必要とする夫婦が一定数存在する以
上，遵守すべき条件を設定した上で提供配偶子を使
用した治療を実施する合理性がある」との提言２６）を
出している。しかし，卵子提供の是非も結論に至ら
ず，国内ではほとんど行われていない。海外で卵子
提供を受けるケースもあり，周産期管理も含めて新
たな問題が生まれている。胚提供や代理懐胎を日本
産科婦人科学会の会告２７，２８）で認められていない。

６．結 語

最新技術の開発・導入のみならず，倫理に配慮し
た医療を行うことが重要だと考える。第３者が関わ
る医療の様に医療現場だけでは解決できない問題も
多く，社会的合意が得られた指針が必要であると思
われる。

本論文の要旨は第３０３回東京歯科大学学会（２０１７年６月３
日，東京）における特別講演で発表した。
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