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不妊診療において男性不妊は女性不妊と同等に考
えなければならないのにもかかわらず，いつの時代
にも過小評価されてきた。１９６０年代の不妊の教科書
では女性に関しては何章にもおよぶ記載がなされて
いるのに対し男性の方は精子がいるか，いないかの
数行で終わっているものもみられた。その後精索静
脈瘤，閉塞性無精子症に対する手術が行われるよう
になりいわゆる operative andrology が盛んになっ
て，専門の生殖医学会でも男性に関する演題も増加
してきたが，顕微授精（ICSI）の臨床応用が進むと精
子が一匹でもいれば妊娠が可能であると考え方が一
般的になった。さらに精巣精子採取術の意義が確立
するとこの傾向はますます強まり極端にいえば妊娠
の可否＝精子の有無という１９６０年代の男性不妊の認
識にまで逆戻りしてしまった。このような不妊診療
の状況の中２００２年４月，当院にリプロダクションセ
ンターが開設され，男女別々ではなくカップル単位
として診療するという本邦唯一の診療体系（男女対
等かつカップルとして評価するもの）を作り上げ，
現在でも充実した診療が行われている。
本稿では男性不妊の診断と治療について述べた後

リプロダクションセンターでの診療の実際を統計的
事項を中心に解説し，最後に男性不妊診療の今後の
課題もしくは診療の方向性について言及したい。

Ⅰ．原因と関連疾患

男性不妊の原因は１）造精機能障害，２）精子輸
送路の閉塞，３）精子機能障害，４）勃起・射精障
害に分類される。以下に原因別の関連疾患について
述べる。

１）造精機能障害
①停留精巣
停留精巣は陰嚢内に精巣が存在しない状態であ

る。両側性および片側性とも造精機能障害をおこす
が，両側性の方がより高度である。
②精索静脈瘤
精索静脈瘤とは，精巣および精巣上体からの静脈

が精索中で吻合してできた蔓状静脈叢が拡張した状
態である。通常蔓状静脈叢からの血流は大部分が内
精静脈に流入するが，これが逆流して精索静脈瘤が
形成される。これにより酸素分圧の低下，陰嚢内温
度上昇および内分泌物質の逆流がおこり造精機能障
害がおこるとされるが，確定的なものはない。
③クラインフェルター症候群
本症候群は小精巣，女性化乳房，無精子症，尿中

ゴナドトロピン上昇を呈するものとして最初に報告
された。その後その大部分で４６XXYの染色体核型
を示すことがわかった。ほとんどの症例で高度造精
機能障害を呈する。
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④低ゴナドトロピン性性腺機能低下症１）

本症は単独型と複合型とに分けられる。両型とも
下垂体ホルモン分泌低下のみを示す疾患と合併症を
伴うものからなる。多くは高度の造精機能障害があ
り，無精子症を呈する。
⑤ムンプス精巣炎
思春期以降に流行性耳下腺炎に罹患すると精巣炎

を併発する可能性がある。片側性の精巣炎でも造精
機能障害を起こし難治性不妊に陥ることが多い。
⑥精巣捻転
この疾患では精索の捻転により血流障害から造精

機能障害を起こす。
⑦精巣外傷
患側は外傷により直接，また反対側は免疫学的機

序で造精機能障害を起こす。
⑧悪性腫瘍
悪性腫瘍の化学療法により造精機能障害を起こ

す。

２）精子輸送路の閉塞
①精管欠損症
先天性閉塞のなかで最も多い。遺伝性疾患の嚢胞

性線維症の一分症の場合もある。
②副性器の異常
精巣上体，精嚢，前立腺の発育障害により精子輸

送路各所に閉塞が起きる。
③精巣上体炎
前立腺炎から精巣上体炎を併発して治癒過程での

線維化により閉塞を起こす。
④前立腺炎
射精管の閉塞と考えられる。

⑤鼠径ヘルニア術後
乳幼児期の手術の際に誤って精管を切断して閉塞

をきたす。
⑥精管切断術後
避妊手術後挙児希望で来院するもので，後天性閉

塞のなかで最も多い。

３）精子機能障害
①前立腺炎
前立腺および精嚢の感染により炎症が起こり，精

子機能が障害される。

②精巣上体炎
前立腺炎同様，精子機能障害の原因と成り得る。

③免疫学的障害
精巣－血液関門の破壊による自己免疫反応または

異種抗原が原因で前述の造精機能障害，精子の不動
化，受精能の低下などきたす。

４）勃起・射精障害
①ED２）

高血圧，糖尿病，うつ病，下部尿路症状が原因と
なって勃起障害を呈することが多い。
②逆行性射精
糖尿病，下腹部手術により射精に関与する神経が

障害され逆行性射精となる。

Ⅱ．診 断

１）問 診
①造精機能障害について
年齢，不妊期間，過去の妊娠歴，鼠径ヘルニア，

停留精巣，流行性耳下腺炎，悪性腫瘍治療の既往に
ついて聴取する。
②精子輸送路の閉塞について
精巣上体炎，前立腺炎などの既往について聴取す

る。精管結紮術および鼠径ヘルニア手術について確
認する。
③精子機能障害について
前立腺炎，精巣上体炎などの既往について聴取す

る。また免疫学的機序の働く因子としての精巣外
傷，副性器の感染，手術の既往について確認する。
④勃起・射精障害について
性生活の状況，とくに勃起・射精に問題がないか

を確認する。器質的原因となる骨盤内手術，後腹膜
リンパ節廓清術，経尿道的手術および機能的原因と
しての糖尿病の有無について確認する。また向精神
薬を中心とした薬剤内服の有無を聴取する。

２）視 診
体格，髭を中心とした体毛の状態，外性器の発育

度などについて検索する。
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３）触 診
①精 巣
オーキドメーター（図１）を用いて精巣容量を測定

する。精巣容量が１２ml 以下であれば造精機能障害
があると推測される。陰嚢内に精巣が見つからなけ
れば鼠蹊部，腹部など触診で検索する。
②精巣上体
硬結・腫脹の有無，精巣上体への付着異常などを

確かめる。これらの状態があれば閉塞性無精子症の
可能性がある。
③精索静脈瘤
立位で valsalva の手技により触診する。静脈の

怒張の状態を記載する。
④精 管
精管自体もしくは硬結の有無を検索する。精管欠

損では閉塞性無精子症になる。精管炎があれば閉塞
もしくは精子機能障害を起こす可能性がある。
⑤陰嚢内容
陰嚢水腫，精液瘤などのの疾患についても観察す

る。これらの疾患では炎症などの機序を通して精子
機能障害を起こす可能性がある。
⑥前立腺
直腸診により硬結・圧痛について検索する。これ

らがあれば精子機能障害を起こす可能性がある。

４）検 査
①内分泌学的検査
血清FSH，LH，テストステロンおよびプロラク

チン値を測定する。
造精機能障害が高度であるとFSH値が上昇し，

さらに精巣機能障害が進行するとテストステロン産
生が低下し，それに伴って LH値が上昇する。また
低ゴナドトロピン性性腺機能不全症ではFSH，LH
およびテストステロン値がすべて低下する。プロ
ラクチン産生下垂体腫瘍では，腫瘍の増殖による
FSHおよび LH分泌障害もしくはプロラクチンの
テストステロン分泌抑制など機序により造精機能が
低下すると考えられている。
②尿検査
尿沈渣で白血球および赤血球の有無を観察する。

主に白血球が多数みられれば，前立腺炎を疑う。ま
た逆行性射精を疑った場合は射精後尿で精子の確認
を行う。
③染色体検査
主に無精子症で精巣容量が小さい場合，クライン

フェルター症候群を疑い末梢リンパ球染色体の核型
分析を行う。
④精管精嚢造影
陰嚢内精管から造影剤を注入して精子輸送路の疎

通性を確認する検査である。現在は検査後の炎症や
閉塞の可能性を考えてあまり行わなくなった。
⑤精巣生検
精子形成の有無を確認するために行う。この検査

も術後の障害を考慮してあまり行われない。
⑥精液検査
３～７日の禁欲期間をおいて用手法（masterba-

tion）にて採取する。
射精後２０～３０分経過して十分液化した精液を用い

て，精液量，精子濃度，精子運動率，正常形態率な
どを算定する。得られた測定値をWHOの精液所見
の正常下限値（表１）に照らし合わせ精液所見を記載
する（表２）。

表１ 精液所見の正常下限値３）（WHO２０１０）

精液量 １．５ml 以上
pH ７．２以上
総精子数 ３９×１０６以上
前進運動率 ３２．０％以上
正常形態率 ４．０％以上

図１ オーキドメーター
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Ⅲ．治 療

原因別に治療法をのべる。

１）造精機能障害
①停留精巣
まず精巣固定術を行う。術後の無精子症例には顕

微鏡下精巣精子採取術（MD-TESE）を行う。
②精索静脈瘤
顕微鏡下低位結紮術を行う。

③クラインフェルター症候群
MD-TESE を行う。

④低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
hCGおよび rFSHの併用療法を行う。

⑤ムンプス精巣炎
クロミッドを中心とした薬物療法を行うが，よい

成績が得られなければMD-TESE を行う。
⑥精巣捻転
発病後，早期に受診した場合は患側の固定術を行

う。捻転の解除が遅れた場合には壊死に陥るばかり
でなく，健側に免疫学的に悪影響を及ぼすため，患
側の精巣除去術を考慮する。
⑦精巣外傷
外傷が高度の場合は免疫学的観点から患側の精巣

除去術を行う。
⑧高プロラクチン血症
プロラクチン産生腫瘍に対してブロモクリプチン

の投与もしくは手術療法を行う。
⑨悪性腫瘍
化学療法を行う場合は治療前に精子の凍結保存を

行う。また化学療法後の無精子症に対してはMD-

TESE を行う。
⑩特発性の障害
ａ．軽度造精機能障害
生活習慣の改善の指導を行い漢方療法などを行う。

ｂ．高度造精機能障害
ホルモン療法，主にクロミッドの投与を行う。

ｃ．非閉塞性無精子症
MD-TESE を行う。

２）精子輸送路の閉塞
①精管欠損症
MD-TESE を行う。

②副性器の異常
病態にあわせMD-TESE もしくは精路再建術を

行う。
③精巣上体炎
治療の第一選択は，顕微鏡下精管－精巣上体吻合

術であるが，適応がない場合にはMD-TESE を行
う。
④前立腺炎
抗菌剤を投与する。

⑤鼠径ヘルニア術後（精管切断例）
精管－精管吻合術を考慮する。実際には尿道側精

管の廃絶，高度委縮がみられることが多く，MD-
TESE を行うことがほとんどである。
⑥精管切断術後
精管－精管吻合術を行う。

３）精子機能障害
①前立腺炎
抗菌剤を投与する。

②精巣上体炎
抗菌剤を投与する。

③免疫学的異常
病態に応じて原疾患の治療を行う。

４）勃起・射精障害
①ED
基本的には専門医に依頼する場合が多いが，一般

的には原因となる可能性のある高血圧，糖尿病，う
つ病，下部尿路障害などの治療をした上で PDE５
阻害剤を中心とした薬物療法，各種手術療法を行

表２ 精液所見の表現法３）（WHO２０１０）

Normozoospermia
（正 常） 正常値の基準をみたすもの

oligozoospermia
（乏精子症） 総精子数３９×１０６以下

asthenozoospermia
（精子無力症） 前進する精子が３２％未満

Teratozoospermia
（奇形精子症） 正常形態精子４％未満

Azoospermia
（無精子症） 精液中に精子のいないもの

Aspermia
（無精液症） 精液が射出されないもの
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う。また心因性要素の強い場合にはカウンセリン
グ，を中心とした治療を行う。
②逆行性射精
逆行性の直接的治療法として膀胱充満時の射精，

内尿道括約筋を緊張させる塩酸イミプラミンの投与
などが試みられてきたが，治療成績は満足のいくも
のではなかった。このため現在は不妊治療を第一に
考えた膀胱内精子回収法が主流になった。
その手技は，患者が排尿をすませた後マスタベー

ションをし射精感があったらただちに排尿して精液
入りの尿を採取するものである。次に尿に混入した
精子を洗浄濃縮により回収した後，凍結保存して人
工的な授精に供する（図２）。

Ⅳ．リプロダクションセンターでの診療

１）診療体制とその特徴
現在一般に不妊診療のほとんどが産婦人科の開業

医で行われているため，男性を直接診療することは
極めて少なく，男性＝精液所見（男性に関しては精
液検査のみが診療）という状態である。また総合病
院では泌尿器科に不妊専門医がいれば，産婦人科か
ら泌尿器科に紹介された男性も診療することになる
が，連携が悪く合理的な診療できないことが多い。
当院も２００２年リプロダクションセンターが開設され
るまではこの状態であったが，開設後はセンター内
でカップル単位での診療が可能になった。具体的な
メリットとして，すぐに相談することができ，また

問題のある場合はカンファレンスで十分な話し合い
を行うようになった。このため無駄がなく，合理的
かつ有意義な診療ができるようになった。

２）患者数の推移
開設直後の３年間および最近の３年間の患者推移

を示した（図３）。開設初期の２００３年および２００４年に
比べ，２００５年は患者数が減少し，最近３年間は初診
患者数を含めさらに減少傾向にある。これは当該人
口の減少，経済状況の悪化などが考えられる。

３）男性診療の内容（表３）
挙児希望の男性不妊患者が最も多く，次に悪性腫

瘍で化学療法を行う前に精子を凍結する（治療前精
子凍結保存）目的で来院する患者が多い。さらに男
性更年期，EDおよび低ゴナドトロピン性精巣機能
低下症の診療も行っている。またED，低ゴナドト
ロピン性精巣機能低下症では挙児希望例も多い。こ
れらのうち男性不妊に関しては妊娠が成立した例で
はどのような治療がなされたかを，治療前精子凍
結保存例では患者背景および凍結精子をもちいた
ART（人工的授精介助）の成績について述べる。

４）妊娠成立例における治療法解析
①妊娠成立例の授精法（表４）
２０１２年１年間に妊娠が成立したカップルは１４６例
であり，その内訳は自然妊娠３５例，タイミング法４３
例，人工授精２３例，体外受精４５例であった。
②男性治療の有無（表５）
１４６例のうち男性が受診しなかったものが，７例
あり，受診した１３９例のうち２６例に治療が施された。
③妊娠成立群での男性の治療法（表６）
２６例（１例治療の重複があるため治療法は２７例）の

図２ 逆行性射精の治療手順 図３ 患者数の推移

２０２ 石川，他：男性不妊
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男性の治療法は，漢方療法４例，抗菌剤内服２例，
精索静脈瘤手術２例，クロミッド内服８例，精巣精
子採取術（TESE）４例，精管吻合術１例，悪性腫瘍
化学療法前凍結保存精子によるART４例，ED治
療２例であり，クロミッド内服が最も多かった。
④治療前精子凍結例の患者背景およびARTの成績
ａ．原疾患（図４）
疾患別では精巣腫瘍（１５６例）で最も多く，白血病

（１０２例）がそれに次いだ。また疾患群としては血液
疾患（１８８例）が多かった。
ｂ．年齢分布および結婚の有無（図５）
年齢は２０歳代（１６８例）および３０歳代（１６１例）が多

かった。また４１９例中未婚者が２９７例で約７１％を占め
た。
ｃ．ART実施例の原疾患（表７）
精巣腫瘍１４例，血液疾患１１例およびその他の疾患

６例にARTが実施された。
ｄ．ARTの方法別実施例と妊娠例（表８）
体外受精（顕微授精）が２２例に実施され妊娠成立は

１３例であり，人工授精は６例に行われ妊娠成立は
３例であった。また人工授精および体外受精（顕微
授精）の双方が３例に実施されたが妊娠は成立しな
かった。

表３ 男性診療の詳細

１．男性不妊一般
２．治療前精子凍結保存
３．男性更年期
４．ED
５．低ゴナドトロピン性精巣機能低下症

表４ 妊娠成立例 ２０１２．１～１２

方 法 症例数（例）

自然妊娠 ３５
タイミング法 ４３
人工授精 ２３

AIH ２１
AID ２

体外受精 ４５
C-IVF １０
ICSI １２

凍結胚移植 ２３

計 １４６

表５ 男性治療の有無

治療の有無 症例数（例）

未受診 ７
受 診 １３９

治療なし １１３
治療あり ２６

計 １４６

表６ 妊娠成立群での男性の治療法

方 法 症例数（例）

漢方療法 ４
抗菌剤 ２
精索静脈瘤手術 ２
クロミッド ８
TESE ４
精管吻合術 １
治療前凍結精子ART ４
ED治療 ２

計 ２７

＊治療の重複あり

図４ 原疾患

図５ 年齢分布および婚姻の有無
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Ⅴ．男性不妊診療の現状と今後の課題

１）診療全体としての問題点
最初に述べたように不妊診療のほとんどが婦人科

開業医で行われているため，男性を直接診療する機
会が極めて少ないことが最大の問題である。このよ
うな状況では男性としては精液検査のみを行い，精
子がいなければTESEで精子を回収し，精子が少
しでもいればARTを行うという単純な図式が成立
してしまう。このため男性で必要性があっても全く
治療しないようなことが日常的におこる結果にな
る。またこのことに伴い自然妊娠が可能と考えられ
るカップルでもARTを行い，しかも妊娠率を上げ
るということですぐに顕微授精を選択することが多
くなる。すなわち必要な男性を診察せず，必要もな
いARTを行うという矛盾の多い診療が行われるこ
とになりかねない。

２）医学的（泌尿器科学的）な問題点
前述のごとく男性の直接診療がほとんど行われな

い背景としては泌尿器科医の中で不妊専門医が極め
て少ないことが根本にある。このことは男性を診察
しても手術技術の提供だけとなり，基本的な診断が
できないことは不適切な治療が行われることにつな
がる。このような状況の中で日常臨床で見逃される
重要な疾患に関して以下に述べる。
①閉塞性無精子症
この診断を行わないと無批判にTESEを選択す

ることになる。また高度乏精子症でもTESEはひ
とつの選択肢であるが，治療法が他にあるのにすぐ

にTESEを行うことがありうる。
②低ゴナドトロピン性精巣機能不全症
この疾患は男性のホルモン値を測定しなければ絶

対に診断できるものではない。婦人科でARTを何
回か行ってよい成績が得られない男性が紹介されて
くるが，その中に本症が散見される。
③前立腺炎
前立腺炎が存在すると多くの場合精子無力症にな

り，重症な例では閉塞機転が起き無精子症にも成り
得る。これも尿検査，精液性状の観察，直腸診をし
なければ診断できない。また前立腺炎の治療を行っ
た後の精液所見の改善率は良好で，自然妊娠が成立
する例もある。
④精索静脈瘤
精索静脈瘤の治療の意義については，種々の見解

があるが，一般的には発見すれば手術をすべきとい
う傾向にある。当然この疾患も男性の診察をしなけ
れば発見できないものである。
⑤造精機能障害
これは熟練した泌尿器科医でないと正確な診断は

できないが，男性不妊における根本の問題であり非
常に重要である。また各種ホルモン療法の成績はあ
まりよいものではないが，十分な管理のもと行えば
著効を示す症例もみられる。

Ⅵ．問題の解決に向けて

最も緊急の課題は泌尿器科の専門医を増やすこと
であるが，以前と比べアンドロロジーを専門とする
医師が減少しておりかなり厳しい状況である。
次に婦人科医と連携して不妊をカップル単位でみ

ることを奨励したいが，これも泌尿器科専門医の数
不足からかなり難しいと思われる。専門医不足の問
題に関する対策は泌尿器科学会内である程度行われ
てきたが，学会内では他にも問題が山積しておりこ
の事を集中して実行するのは難しいというのが結論
であった。それを受け専門医が集まりNPO法人を
設立し，ある程度自由な立場で積極的に行うという
ことがよいのではないかという結論になり，現在，
設立準備が進行中である。まだやや方向性がでてき
た段階ではあるが，女性優位ではなくカップルとし
ての不妊診療が行われるように努力していきたい。

表７ ART実施症例の原疾患

精巣腫瘍 １４例
血液疾患 １１例
その他 ６例

表８ ART実施例と妊娠例

ART 実施数（例） 妊娠数（例）

顕微授精 ２２ １３
人工授精 ６ ３
顕微授精／人工授精 ３ ０

計 ３１ １６
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