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は じ め に

本稿では，まず生殖医療の最近の進歩と，それ

がどの程度患者に福音をもたらしたかの光の部分

を概説し，次いで影の部分として現在の進んだ生

殖医療によって引き起こされている種々の問題点

を述べる。

不妊治療の今までの進歩

最近の不妊治療の進歩は目覚ましい。特に１９７８

年イギリスにおいてEdwards と Steptoe 両博士

により世界で初めて体外受精・胚移植１）（図１）が行

われて以来，ヒトの卵を体外で扱うことが一般に

認知されたため，ヒトを対象とした研究，特に卵

を対象とした生殖生物学の進歩が目覚しい。無論

動物を用いた基礎的な研究が進められ，それらの

知見に基づいてヒトに応用され，ヒトでの体外受

精・胚移植が成功したことは当然である。例を挙

げれば，まず動物の卵と精子を用いた体外培養の

技術の進歩が基礎にあった。さらには，ホルモン

の測定技術の向上も忘れてはいけないものの一つ

である。それ以前ではヒトを対象としたくとも倫

理上できなかった研究が，体外受精・胚移植がヒ

トで行われていったん垣根を越えるや，逆に患者

のためにはヒトを対象として研究をしない方がお

かしい，といった考えに至ったことは当然の帰結

と言えよう。

その後超音波断層装置に付ける経腟プローブが

開発され，経腟超音波断層装置が安価となって一

般に使用できるようになると，卵胞発育がより正

確にモニターできるようになった。同時に，当初

は腹腔鏡下で採卵されていたものが，経腟超音波

断層装置を用いれば外来でも容易に経腟で採卵が

できるようになった。これにより，体外受精・胚

移植が一層簡便に患者に負担なく行えるようにな

り，体外受精・胚移植法は患者にとってより身近

なものとなった。

次に出てきた画期的な技術は受精卵の凍結保

存２）である。精子の凍結保存の歴史は長い。しか

しながら，受精卵の保存はなかなか困難であった

し，初めはそれによる染色体等への影響が心配さ

れた。しかしいったん臨床に応用され，それらの

問題が（表面上）クリアされると，多くの施設で受

精卵が凍結保存されるようになった。それまで

は，使用しなかった受精卵は廃棄していたが，受

精卵の凍結保存が可能になると，一回に多数の卵

を採取できればその後は採卵せずにすみ，凍結受

精卵がなくなるまで何度でも胚移植が可能とな

り，１回の採卵当たりの妊娠率の向上につながっ

た。これにより，患者の苦痛をさらに軽減できる

ようになった。これも多大なる進歩と言える。こ

の受精卵の凍結保存により生児を得たのは，日本

では東京歯科大学市川総合病院産婦人科が最初で
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あることは有名な事実である（１９８９年）。当院は日

本における体外受精・胚移植の一番乗りは逃した

が，凍結保存では日本で最初となることができ

た。それまでの努力が実ったと言える。

通常の体外受精・胚移植では受精そのものは

「自然」である。すなわち精子自らの力により卵

子へ進入して受精する。しかしながら，運動能の

減少などにより精子の受精能が低下している場合

は，たとえ体外受精であっても受精しない例が多

数出てきた。そこで，ストローの中のようなごく

狭い空間に精子と卵子を入れるなどして，精子と

卵子を極めて近傍に置いてあげた。しかし，これ

でも受精しない例が多い。そこで考えられたの

が，人工的に精子を卵子の中に入れる方法であ

る。透明帯を切除（透明帯開孔術）したり，透明帯

と卵細胞膜との間（囲卵腔）に精子を注入したりす

る方法（囲卵腔内精子注入法）がはじめに考案され

たが，最終的には卵細胞質内へ精子を極めて細い

ピペットで注入する，いわゆる卵細胞質内精子注

入法（intra－cytoplasmic sperm injection：ICSI）

（図２）が開発され，この方法を用いた初めての出

生児が報告された（１９９２年）３）。これらはいわゆる

顕微授精（microinjection）と言われるが，いまや

精子が１匹でもいれば妊娠が可能となった。しか

もその精子は動いていなくともよい。また使用す

る精子は射精精液の中だけでなく，精巣上体や精

巣そのものから得られた精子でも妊娠可能となっ

たのである。すなわち，精管の閉塞性無精子症で

は精巣上体から精子を高率に採取（microsurgical

epididymal sperm aspiration : MESA）４）可能で

ある。一方，射精精液中では「無精子症」と診断

図１ 体外受精・胚移植の流れ

卵巣過剰刺激により複数個の卵胞を発育させ，卵胞より経腟超音波下に卵
を採取する。シャーレ中で卵と精子を混ぜて培養し受精させる。受精卵を４
～８細胞期，あるいは胚盤胞期に子宮へ戻す

図２ 卵細胞質内精子注入法（ICSI）

左側の把持ピペットにて卵を動かないように把
持し，精子を１個吸っておいた右側のピペットを
卵内へ刺入させた後，精子を卵内へ注入する
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されても，精巣組織を少量摘出し，その中から精子

を採取（testicular sperm extraction：TESE）５）で

きることもある。その結果，それまでは子どもは

諦めるか，あるいは非配偶者間人工授精（artificial

insemination with donor’s semen：AID）で子ど

もを得ていたが，顕微授精で自分達夫婦の子供も

持てるようになり，不妊症の夫婦には多大なる福

音をもたらすこととなった。

体外受精・胚移植が導入される以前には，子宮

腔内人工授精までの方法が，我々産婦人科医がで

きる生殖補助技術（assisted reproductive technol-

ogy：ART）であった。ところで体外受精・胚移

植は確かに画期的な治療法ではあるが，これも一

種の人工授精と言える。なぜなら，精子を受精の

場である卵管膨大部の近くまで持って行く，ある

いは卵そのものの近くまで精子を持って行って上

げるのが人工授精の原理である。したがって，体

外受精・胚移植により，人工授精よりもさらに卵

の近くに精子を確実に持って行ってあげることが

できるようになった訳である。したがって，顕微

授精特に卵細胞質内精子注入法は究極の人工授精

であると言っても過言ではない。

不妊治療の現況

上記のような最近の不妊治療の進歩に基づき，

我々は以下のような不妊の検査や治療を日常臨床

で行っている（図３）。

不妊症の患者が外来を訪れると，まず一般的な

検査を行う。すなわち，排卵の有無の確認，卵管

通過性の試験と子宮腔形態の異常の有無を検査す

ると共に，精液検査や，精子が子宮腔内へ上昇し

ているか否かの性交後試験（フーナーテスト）等を

行う。卵胞発育・排卵がない場合（排卵因子；卵

巣因子）には，その原因検索（種々のホルモン検

査）と共に排卵誘発剤（経口剤あるいは注射剤）に

よる治療を行う。その際にはホルモン測定と経腟

超音波による卵胞のチェックにより，卵胞発育と

排卵の確認をする。卵管通過性の検査には卵管通

気検査や子宮卵管造影法，必要があれば入院の上

全麻下に腹腔鏡検査を行う。卵管通過障害（卵管

因子）には卵管鏡下FT法（チューブを卵管内へ挿

入して，閉塞している部分を押し開く方法）や顕

微鏡下手術（閉塞部位を切除して端々吻合するな

ど）を行う。腹腔因子としての卵管周囲癒着に対

しては腹腔鏡下癒着剥離術を行う。それでも妊娠

しない場合は体外受精・胚移植を行うことにな

る。子宮腔異常（子宮因子）には子宮鏡下手術を行

うが，手術が不可能なものも多い。精液検査や精

巣生検により精子形成障害がある場合（男性因子）

には，種々の薬物療法を行うが，最終的には人工

授精や体外受精・胚移植，殊に顕微授精を行うこ

とが多い。精子の子宮内への上昇障害（子宮頚管

因子）には人工授精を行う。

上記のような検査で異常が発見されないことも

少なくない（原因不明不妊）。その場合にはまず排

図３ 東京歯科大学市川総合病院産婦人科における不
妊治療の流れ

不妊男女の一般的な検査をまず行う。異常が見
付かればそれを治療する。異常が発見されなかっ
た場合には，まず排卵日前後に夫婦関係を持つよ
う指導する（タイミング指導）。その際黄体期管理
として hCG（human chorionic gonadotropin）を投
与することが多い。子宮内へ精子の上昇が見られ
ない場合や，タイミング指導で妊娠に至らない場
合は，人工授精（AIH：artificial insemination with
husband’s semen）を行う。以上の方法で妊娠し
ないときは腹腔内の異常を精査するために腹腔鏡
検査を行う。なお，直ちに体外受精・胚移植へ進
むことも多い。腹腔鏡で異常が発見されないとき
は夫婦関係（NI）あるいは人工授精（AIH）を継続
することもある。最終的には，体外受精・胚移植
へ進む。AID：非配偶者間人工授精（artificial insemi-
nation with donor’s semen）
詳細は本文参照のこと
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卵日頃に性交を持って貰うように，基礎体温表，

ホルモン検査や経腟超音波による卵胞計測により

排卵の時期を検索し，性交の指示を与える（タイ

ミング指導）。これを通常は３～６ヶ月行う。こ

れで妊娠に至らない場合，あるいは精子数が少な

い時や，精子は多数いても子宮内へ上昇していな

い時には，人工授精を行う。人工授精も通常は３

～６ヶ月行う。ただ，精子が子宮腔内へ多数上昇

している場合には，受精の場である卵管膨大部へ

も精子が到達している可能性が高いので，タイミ

ング指導で妊娠しない場合は，腹腔鏡で腹腔内の

異常を確認することを勧める。あるいは直ちに体

外受精へ進むようお話をする。さらに，タイミン

グ指導や人工授精を行っても妊娠しない場合は，

腹腔鏡検査を行うかあるいは体外受精を行う。精

子の状態によっては顕微授精をも追加する。

以上のような治療により，平成１１年４月から平

成１３年３月までの２年間に，東京歯科大学市川総

合病院産婦人科不妊外来で妊娠した患者は３４６名

であった。そのうちタイミング指導などで妊娠し

た女性は２１８名（６３．０％）であった。生殖補助技術

のうち人工授精で妊娠した女性は６１名（１７．６％），

体外受精・胚移植で妊娠したのは６７名（１９．４％）で

あった。ただ，外来へ受診した不妊女性のうちの

どの位が妊娠したかは，通院しなくなった女性の

理由が不明なため，明らかではない。

ところで，最近の日本産科婦人科学会のART

登録施設からの報告によれば，平成１１年度には体

外受精・胚移植により約１２，０００人の子どもが生ま

れている６）。これは年間の出生人口の約１％が体

外受精・胚移植により生まれていることになる。

この数字は年々増加している（図４）。通常の体外

受精・胚移植でも（図５），また顕微授精や凍結胚

移植でも（図６），それらによって生まれる児の数

は激増している。

不妊治療で妊娠された女性の全国での成績はな

い。そこで，我々市川総合病院産婦人科の成績を

全国へ敷衍できるとすれば，体外受精・胚移植で

妊娠した女性の５倍の，約６万人が何らかの不妊

治療を受けて妊娠していることになり，出生人口

の約５％が不妊治療により生まれていることにな

る。さらには，検査途中で妊娠している女性も多

数いるはずであり，この数字はもっと多い可能性

が高い。

以上のように，近年の生殖医療の進歩により，

従来の方法では妊娠できなかった多くの女性が妊

図４ 全国出生数と体外受精児の比率

全国の出生数は減少傾向にあり，体外受精による出生児数は増加し，現在では１％以
上となっている

歯科学報 Vol．１０３，No．４（２００３） ２７７

― 13 ―



図５ 体外受精による妊娠例の推移

通常の体外受精による妊娠・出産数は年々増加している

図６ 顕微授精および凍結胚移植による出生数

顕微授精や凍結保存胚移植による出生数も増加している

２７８ 田邊：不妊治療の最近の進歩

― 14 ―



娠可能となり，全人口の５％以上が不妊治療で生

まれた児であるといっても過言ではない時代と

なった。

最近の不妊治療の問題点

上記のように生殖医療の大きな進歩はあった

が，不妊を訴えて来院されるすべての女性が妊娠

できる訳ではない。そして，現在の生殖医療の問

題点が種々指摘されている（表１）。そのうちのい

くつかをここでは概説する。

通常の検査で異常が見付からない原因不明の不

妊症も存在する。また，体外受精・胚移植が可能

になり卵管はなくても妊娠できるようになった

が，子宮の場合は，外科的方法による治療が不可

能なほどの大きな異常があれば，代理母（借り腹）

以外には方法はない。卵が早期に消失してしまう

早発閉経（premature ovarian failure：POF）の女

性は，子どもを諦めるか，ドナーからの卵の提供

を受ける方法でしか妊娠できない。体外受精時に

採卵数を増加させるために卵巣過剰刺激として排

卵誘発剤を多量に注射するが，たとえ自然排卵が

あっても高齢女性の場合では多くの卵を取ること

ができず，またその質も悪いことが多い。このよ

うに，早発閉経ではなくとも，女性の年齢が高く

なるにしたがって，体外受精・胚移植の成功率が

低下する。この場合，どうしても子どもが欲しい

時には，ドナーからの卵の提供が必要となる。一

方男性においても，精巣内精子採取法（TESE）等

により精子が発見され卵細胞質内精子注入法

（ICSI）により妊娠に至ればよいが，精子を発見で

きない場合や，発見できても質が極めて悪い場合

は妊娠できない。したがって，華々しく登場した

精巣内精子採取法は，期待したほど妊娠率が高い

ものではないことが分かってきた。無論，射精精

液中に精子が発見されても，質の悪い精子の場合

には同様に受精率，卵分割率，妊娠率がいずれも

低い。したがって，顕微授精でも妊娠できない場

合で何としても子どもが欲しい時は，最終的には

非配偶者間人工授精（AID）となろう。

ところが，精子や卵子は悪くなく，また受精卵

も良好に見えても，体外受精・胚移植で着床しな

い例もまた多い。これは，受精のメカニズムは

徐々に解明されつつあるが，着床の機序はまだほ

とんど分かっていないからである。いったん子宮

へ戻すと，まったくブラックボックスの中に入っ

てしまい，体外で受精卵を観察しているような訳

にはいかなくなることも原因の一つである。すな

わち，本当に子宮内膜の状態が着床に不適なの

か，あるいは受精卵自体に異常があって子宮内で

卵分割が進まないのか，不明である。

また近年子宮内膜症が増加している。本稿を執

筆している時点で，東京歯科大学市川総合病院リ

プロダクションセンター初診患者の半数近くは子

宮内膜症を有しているといっても言い過ぎではな

い。子宮内膜症は少子化，晩婚化によって増加し

ていることは明らかであるが，環境ホルモンなど

もその原因の一つとして言われている。このよう

に，子宮内膜症自身の原因も明らかではない。そ

こで，残念ながら子宮内膜症の根本的な治療法は

存在しない。また，子宮内膜症では，卵管通過障

害や卵管周囲の癒着があれば当然不妊となるが，

これらがまったくなくとも不妊となる例が多く，

その原因も不明である。しかしながら，子宮内膜

症があっても人工授精や体外受精により妊娠でき

ることもある。

しかし子宮内膜症の一種である子宮腺筋症が存

在すると事態がまったく異なってくる。前述のよ

うに子宮の異常では外科的に治療できなければ，

最終的には代理母（借り腹）しか方法がない。子宮

腺筋症による不妊では基本的には外科的治療法は

表１ 生殖補助技術の現在の問題点

・卵巣過剰刺激に対する仮反応（特に高齢女性）
卵子数の減少 卵子受精能の低下

・精子受精能の低下
・卵，精子，受精卵培養技術
・低着床率
・低妊娠率
・染色体・遺伝子異常児の危険性の増加
・多胎妊娠，早産児等の未熟児の増加
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不可能である。したがって最終的には子どもを諦

めるか，あるいは代理母（借り腹）しかない。前述

のように，子宮腺筋症のない子宮内膜症であれば

体外受精・胚移植で妊娠できる可能性はある。し

かし，子宮因子が存在するときは，着床できない

ので体外受精・胚移植は基本的には適応外となっ

てしまう。そこで，すべてに通ずることではある

が特に子宮内膜症の患者では，できるだけ早く結

婚して必要な数だけ子どもを早く産んで貰うこと

が最も重要である。しかし，このような女性にも

子どもを授けるのが我々不妊に携わる医師の役目

ではあろうが，現状では技術的にまた倫理的に困

難である。

生殖補助技術が進歩はしたが，それによって奇

形児が増加したという報告は今までない。しか

し，明らかに自然流産は自然妊娠と比較して多い

（約２５％）ので，大きな異常は自然淘汰により消失

していることが強く示唆される。このようにし

て，我々人間の力の及ばない部分が補われている

可能性がある。

卵細胞質内精子注入法は究極の人工授精であ

る。すなわち，自然受精できない精子までも，卵

細胞質内精子注入法を用いることにより，人工的

に受精させることが可能となった。そこで新たな

問題が浮かび上がってきた。それは，もしその精

子に遺伝子異常があった場合はそれを次世代へ伝

えることになることである。自然の受精であれ

ば，受精不可能な精子に遺伝子異常があっても，

それは次世代へ伝わって行かない。しかし，卵細

胞質内精子注入法を用いれば，遺伝子異常がある

精子を注入している可能性がある。その異常が重

篤なものであれば卵分割しないか，あるいは着床

しても流産に至る可能性が高い。しかし，それが重

篤な異常でなければ，流産は起こらないであろう。

一例を挙げると，最近徐々に精子形成に関わる

遺伝子が明らかになってきている。これらはY

染色体上に分布しており，これらの遺伝子は通常

は身体形成には関与しないので，たとえ微小欠失

（microdeletion）があっても，胎内で生命を保続

するのに影響しない。Ｙ染色体の微小欠失は，日

本人男性で７．６％７）あるいは１３％８）存在すると報告

されている。これらの原因により精子形成障害を

起こしている男性の精巣から精子を探し出し，そ

れを顕微授精することにより子どもを得ることは

可能である。このようにして生まれた男児が，そ

の次の子どもを作る段階までまだ至っていないの

で，顕微授精児が親と同じように男性不妊になっ

ているかどうかはまだ確認されていない。しかし

遺伝子解析により，父親と同じ微小欠失があった

とする結果がすでに報告されている９）。そこで，

我々は，男性因子により顕微授精を行う場合は，

胎内で胎児の生命に関与しないような，精子形成

遺伝子を含むマイナーな遺伝子異常は，次世代に

受け継がれる可能性があることをご夫婦に話して

から，顕微授精へ進むように以前からマニュアル

化している。ちなみに，精子形成遺伝子のように

すでに分かっている遺伝子では，受精卵の遺伝子

解析を行うことにより，そのような異常を有しな

い受精卵を子宮腔内へ戻すことが可能である。こ

れはすでに１９９２年にHandyside ら１０）により着床前

遺伝子診断（pre－implantation genetic diagnosis

：PGD）として成功している。すなわち，ある人

種では精管欠損を有する男性では致死的疾患であ

る嚢胞性線維症（cystic fibrosis）の遺伝子を有す

る可能性が高い。そこで体外受精にて得た受精卵

より割球を１個採取して遺伝子診断を行い，異常

のない受精卵を子宮に戻すことにより，嚢胞性線

維症ではない子どもが生まれている。

私どもの研究室では精子の染色体異常を発見す

る方法の改良を重ねている。兼子が学長奨励賞講

演で報告１１）したように，DNAを抽出しないで精

子そのものを使用した修正コメット電気泳動法

や，修正TUNEL法により，精子の染色体の断

裂の有無を調べる方法を確立した。そして，射精

精子には染色体異常を有した精子が多数存在する

ことが明らかになっている。そこでこれらの方法

を用いて，染色体異常のない精子のみを効率よく

回収する方法を確立すべく，Percoll洗浄法とswim

－up 法を組み合わせた精子調整法を種々検討し

た。その結果，きわめて高い精度で染色体に異常
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のない精子のみを選別することが可能となってき

ている。なお，これらの方法では遺伝子異常の有

無は分からない。

これらのことは，精子のみならず卵子において

もまた同様であろうと考えられる。しかしなが

ら，精子は多数得られかつ再現性が比較的高い

が，卵子は一回使用すれば死んでしまい，それを

顕微授精に使用することはできない。したがっ

て，今後もヒトの卵のこの方面の研究の進歩は

遅々としたものになることが推測される。無論精

子でも，精子１匹の遺伝子異常の有無を検索すれ

ば，当然ながら遺伝子異常の有無は判定できる

が，その精子を再び使用することはできない。

生まれて来る児を見てみると，以前から不妊治

療により未熟児の出生が多いのみならず，たとえ

満期産であっても出生時体重が低いことも知られ

てきた。さらに，無排卵症女性に対する排卵誘発

の進歩，特に閉経期婦人尿由来の性腺刺激ホルモ

ン（human menopausal gonadotropin）が使用可能

となったことと，体外受精・胚移植により複数の

受精卵を子宮へ戻すことにより，多胎妊娠が増加

した。これらの原因により，一層未熟児の誕生に

拍車がかかった。そこで，日本産科婦人科学会１２）

では排卵誘発ではできるだけ排卵誘発剤の使用量

を減らして多発排卵を防ぐことを勧告した。ま

た，子宮に戻す受精卵数と多胎妊娠率および妊娠

率との関係を考慮して，胚移植時に戻す受精卵を

３個以下，できれば２個以下にするよう勧告し

た。その結果，ここ数年多胎妊娠がやや減少して

いる。しかしいずれにしろ多胎妊娠が多く，した

がって未熟児が多数生まれている事実には変わり

はない。

確かに体外受精・胚移植では戻す受精卵の数を

減らせば多胎妊娠は減るが，逆に妊娠率も低下す

る。排卵誘発では工夫すれば確かにある程度多発

排卵を減らすことはできるが，確実ではない。し

たがって，我々は妊娠率の低下と未熟児発生の危

険性，さらに以下に示すような母体への危険性と

を秤をかけて，不妊治療を行っているのが現状で

ある。

生殖補助医療を行うと，特に体外受精ではわざ

と多数の卵胞を発育させるため，卵巣が腫大し，

腹水が貯留する，いわゆる卵巣過剰刺激症候群（ovar-

ian hyperstimulation syndrome：OHSS）が発生

することがある。以前これにより死亡した事例も

報道され，問題になった。それ以後種々工夫され

たものの，死亡にまでは至らないが，卵巣過剰刺

激症候群は現在でも常に大なり小なり起きてい

る。

分娩時の母体死亡も日本ではまだまだ高い。そ

の上，上記のように妊娠する際にも生殖補助医療

には生命の危険性を多少とも伴っている。我々は

これらの危険性をできるだけ減少させるよう心が

けて，毎日の診療に当たっている。

不妊治療の将来と市川総合病院における今後

以上のように，最近の生殖補助技術（ART）は

非常に進歩したが，まだまだ問題が残っている。

その問題点としては，前述のように（表１），１）

卵巣過剰刺激に対する低反応の女性に対してどの

ようにすれば多数の卵を取れるようにできる

か，２）卵の質が低下している場合にどうしたら

受精・卵分割を可能にできるか，３）成熟精子が

見付からないときはどうするか，４）低着床率，

低妊娠率に対してどのような対策が可能か，５）

不妊治療を行うと，多胎妊娠などが増加すること

により未熟児が増加する率は高くなるが，それに

どのように対処できるか，等が問題点である。

以上の問題点のうち成熟精子が発見できないと

きには，もし成熟精子への前段階である未熟な円

形精子細胞が発見できれば，それを顕微授精する

ことにより解決できることも示唆されている１３）。

また卵の質の低下に関しては他の若い卵子からの

核移植，細胞質移植，ミトコンドリア移植，中心

体移植などの方法を用いれば，理論的には妊娠が

可能となるはずである。しかし，これらは円形精

子細胞の顕微授精を含め，安全性や倫理的にも解

決されなければならない問題があり，実用化され

ていない。

将来は夫のリンパ球などを減数分裂させて，そ
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れを卵細胞内へ注入することにより，児を得られ

る時代がやって来るように思われる。しかし，卵

の代用になるような細胞は現存しない。卵を人工

的に作成できる日は来るのであろうか。

また近年，不妊症の発展により未熟児が増加し

ているが，東京歯科大学市川総合病院では幸いに

も新生児専門の医師が平成１４年８月より勤務して

くれている。そこで，東京歯科大学市川総合病院

における今後の問題としては，新生児集中治療室

（NICU）や周産期集中治療室（PICU）の充実であ

る。勤務が非常に厳しいために，現在産婦人科医

が減少しつつあると同様に，あるいはそれ以上に

未熟児医療に携わる新生児科医が減少している。

いずれにしろ不妊治療を行っている総合病院とし

ては，NICU等を完備するなどの責任を果たす義

務はあると考えている。

お わ り に

以上，最近の生殖医療の現状について述べ，さ

らに現在の問題点と将来について概説した。歯科

医療に携わる先生方にも，この方面の最近の進歩

を是非知って頂きたいと考えている。先生方の診

療している女性の何人かは不妊の女性である。あ

るいは不妊治療により妊娠した妊婦さんか，ある

いは分娩された女性である。さらには，不妊治療

によって生まれた方々である可能性も高い。

本論文は第２７４回東京歯科大学学会総会（平成１４年１０
月）での特別講演の要旨である。特別講演の機会を与え
て下さいました東京歯科大学学会長石川達也学長他関
係各位，並びに座長の高橋正憲市川総合病院長に感謝
致します。

参 考 文 献
１）Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplan-
tation of a human embryo. Lancet. 1978 May,１２；２
（８０８５）：３６６．
２）Wood C, Downing B, Trounson A, Rogers P. Clini-
cal implications of developments in in vitro fertilisa-
tion. Br Med J（Clin Res Ed）1984 Oct, １３；２８９
（６４５０）：９７８～８０Palermo G, Joris.
３）Devroey P, Van Steirteghem AC. Pregnancies after
intracytoplasmic injection of single spermatozoon into
an oocyte. Lancet. 1992 Jul, ４；３４０（８８１０）：１７～１８．
４）Silber SJ, Ord T, Balmaceda J, Patrizio P, Asch
RH. Congenital absence of the vas deferens. The fer-
tilizing capacity of human epididymal sperm. N Engl
J Med. 1990 Dec,２７；３２３�：１７８６～１７９２．
５）Schlegel PN, Palermo GD, Goldstein M, Menendez
S, Zaninovic LL, Rosenwaks Z. Testicular sperm extrac-
tion with intracytoplasmic sperm injection for nonob-
structive azoospermia. Urology, １９９７ Mar；４９�：
４３５～４４０．
６）平成１２年度倫理委員会登録・調査小委員会報告，日
本産科婦人科学会雑誌，５３�：１４６２～１４９３，２００１．
７）Kato H, Komori S, Nakata Y, Sakata K, Kanazawa
R, Handa M, Kobayashi S, Koyama K, Isojima S. Screen-
ing for deletions in interval D16－22 of the Y chromo-
some in azoospermic and oligozoospermicJapanese
men. J Hum Genet.２００１；４６�：１１０～４．
８）Nakahori Y, Kuroki Y, Komaki R,Kondoh N, Namiki
M, Iwamoto T, Toda T, Kobayashi K. The Y chromo-
some region essential for spermatogenesis. Horm
Res.１９９６；４６Suppl, １：２０～３．
９）Page DC, Silber S, Brown LG. Men with infertility
caused by AZFc deletion can produce sons by intra-
cytoplasmic sperm injection, but are likely to trans-
mit the deletion and infertility. Hum Reprod. 1999
Jul；１４�：１７２２～６．

１０）Handyside AH, Lesko JG, Tarin JJ, Winston RM,
Hughes MR. Birth of a normal girl after in vitro fertili-
zation and preimplantation diagnostic testing for cys-
tic fibrosis. N Engl J Med. 1992 Sep 24；３２７�：９０５
～９．

１１）兼子 智：第２７４回東京歯科大学学会学長奨励研究
報告（平成１４年１０月）．

１２）会告「多胎妊娠」に関する見解，日本産科婦人科学
会誌，４８：巻頭１１～１２，１９９６．

１３）Sousa M, Mendoza C, Barros A, Tesarik J. Calcium
responses of human oocytes after intracytoplasmic in-
jection of leukocytes, spermatocytes and round sper-
matids. Mol Hum Reprod. 1996 Nov；２�：８５３～
７．

２８２ 田邊：不妊治療の最近の進歩

― 18 ―


