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品質管理システムを導入し、生殖補助医療の質向上を目的とした生殖補助医療専門施設の団体です。究極の目標は患者満足を高

JISART 新理事長挨拶
医療法人

蔵本ウイメンズクリニック

JISART とは ...
めることにあります。（2003 年 3 月 1 日）
JISART is an organization for ART institution to achieve high

standards of practice in infertility management by implementing a

quality management system in Japan, with the ultimate aim of improving the quality of patient care.(March 1,2003)
理事長・院長

蔵本 武志

2017 年 6 月より日本生殖補助匿療標準化機関 (JISART) の

4 代目理事長を引き継ぐことになりました。

現在日本の抱える大きな問題に少子高齢化があります。一

人の女性が一生に産む子供の平均数は 1972 年頃の第 2 次ベ

ビーブーム以降減少基調で、2016 年（平成 28 年）には 1.44
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人にまで減少し、一人あたり 2.07 人 以上出産しなければ日

本の人口は減少する状況です。その大きな要因は、価値観や
ライフスタイルの多様化による女性の晩婚化・晩産化が背景

にあります。厚生労働省人口動態統計によれば、2015 年の初
産平均年齢は 30.7 歳で過去最高となりました。

一方、体外受精等の生殖補助技術 (ART) の治療周期数は、1994 年には 30,000 周期程度に過ぎなかったものが、

2014 年には 400,000 周期に届く勢い（日本産科婦人科学会報告）で増加し、同年に体外受精で誕生した赤ちゃんは、
年間約 47,000 人です。今や約 21 人に一人が体外受精児であり、生殖可能カップルで不妊治療もしくは、不妊検査を

受けたことがあるカップルは 6 組に 1 組と報告されています。（国立社会保障・人口問題研究所）さらに、最近の特徴

として ART を受ける患者さんの年齢が年々上昇しており、総治療周期数に占める 40 歳以上の患者割合は 2013 年以降
4 割を超え（日本産科婦人科学会報告）、その結果難治性不妊症例が増えています。このような状況の中、ART 治療施
設の役割が年々増えていることは間違いありません。

一般的な医療行為になりつつある ART ではありますが、新しい生命の誕生の原点に関わることの重要性や、次世代

に遺伝が受け継がれていくことの影響力の大きさを考えると、その有効性の見極め、治療の質の向上、安全性の確保、
倫理面への配慮等が高いレベルで求めら れます。それに応えるべく 2003 年 3 月に「ご夫婦に安心と安全と満足を実

感していただける生殖底療を提供する」の理念のもと、日本生殖補助医療標準化機関 (JISART) は設立され、その目的を
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いった地道な活動の結果、厚生労働省や H 本産科婦人科学会をはじめとする主要学会、患 者団体から一定の評価を得ら
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幸いです。
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でこられた JISART の使命と役割を引継ぎ、改革すべき課 題には躊躇なく取り組もうと思います。
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常に追求して参りました。

JISART (2017 年 4 月 19 日現在の加盟施設 30 施設）は、わが国でいち早く生殖医療に品質マネジメントシステムを

導入し、ガイドラインとして独自の実施規定を作成し、それに沿った厳格な施設相互審査を継続的に行うことで、お互
いが切磋琢磨しながら施設のクオリティの維持 · 向上を実現してきました。

この他 JISART は、JISART 倫理委員会の厳正な審査を踏まえた非配偶者間治療や ART 出生児長期予後調査を実施した

り、JISART 生殖医療フォ ー ラムの開催による医学生や若手底師への啓発活動等の社会貢献を行うとともに、スタッフ

教育セミナーや交流会等を通じて生殖医療には欠かせないチーム医療のための人材育成にも力を入れてきました。こう
れるまでになりました。このような JISART の理念や活動に共感して頂ける ART 施設に、新たに入会いただけましたら

今後時代の変化とともに、JISART として解決しなければならない課題も多いと思いますが、歴代の理事長が取り組ん

いつの時代にあっても JISART は、設立の理念を忘れることなく、挙児を望んでいるご夫婦の夢の実現のために努力し
て参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

（2017 年 7 月現在）
一般社団法人 JISART
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ママになろう

「偶然の到来、コウノトリの正体」
医療法人

ART 岡本ウーマンズクリニック

院長

岡本 純英

新しい命が灯り、やがて子となり、親は寿命が尽きて、次の世代に代わります。
この引き継がれていく仕組みの中に生殖があり赤ちゃんがいます。生き物には、
どんなに諍っても生と死が有ります。ヒトも同じです。命を紡いで、やがては
死に至り、次の世代に引き継がれます。リプロダクション、生殖と訳されますが、
再生して引き継がれるとの含みも有ります。種の保全、絶滅防止のみならず進
化の仕組みも隠されています。赤ちゃん誕生はすばらしい。スタンリー・キュー
ブリックの名作「2001 年宇宙の旅」の難解なラストシーン、
「木星に老人と赤ちゃ
んの姿をした行方不明のボーマン船長がいる意味」「モノリスが染色体で、木星
が卵子、宇宙船が精子の形、太古の猿が 2017 年の今の私、宇宙の赤ちゃんです。
「子が欲しい」、「挙児を得たい」とのヒトの願いは本能的です。誰からも邪魔立
てされたくない領域です。今少子高齢化が問題視されますが、還暦を超え高齢
者となった私は、戦後のベビーブームに誕生し団塊の世代と呼ばれ今や厄介者
呼ばわりです。還暦とはよく言ったものです。六十年で大激変です。日本人は
真面目です。有識者が焚き付けると一斉に動きます。統一行動をとります。豊
かな生活を求め徹底して避妊に取り組んだ結果、少子化が起きました。新生日
本の担い手である女性の活躍とともに、どの家も忙しい充実人生となりました。
白物家電の発明だけでは、解決出来ません。私たちの学年から男性も家庭科が
必修となり料理、お裁縫さらには洗濯まで習いましたが老後に役立ちそうです。さて不妊診療では健常なカップルが醫學的な支
援を受けます。これは他の診療科に無い特徴です。男性因子、女性因子、と分断して分析してみても、所詮は共同作業、お二人
に責任があります。お二人の配偶子、精子と卵子が 70 兆とおりの組み合わせで受精し、その一つが胚に成長して母体子宮に着
床し胎児は発育して赤ちゃん誕生に至ります。いまやゲノムの時代、希に全てが上手くゆき祖父母の四つの家系の遺伝子がうま
く出揃ったときのみ赤ちゃんが誕生することが判って来ました。コウノトリの気まぐれの本質は自然淘汰、early pregnancy loss
もこれに起因します。ヒトはお魚とは違って、毎月一個の卵子で勝負します。その間一千個の卵子が卵巣から消えます。十二歳
から四十二歳までの三十年間におよそ四百回の排卵があり、三十、五十万の卵子が消えます。ゲームセット閉経です。この間、
三本のホームランが出ないと日本は消滅します。少子化の元凶は学校教育「過ちを犯さないための避妊教育」に有ります。
「簡単よ、
避妊を止めれば妊娠よ」電子レンジの如き誤ったメッセージを女性に植え付けています。生殖医療専門医を校医にして「発生医
学」と生物活動の源「ゲノム」についての教育を施せば、まだ間に合うのでは？と思います。賢い日本人の後輩たちを信じたい
と思います。

『症例報告…11 年間保存胚の妊娠』
を経験して
医療法人

この症例は、約 3 年間他院で一般不妊治療を受けるも妊娠に至らないため、1998 年 7 月（夫：30 歳、妻：28 歳）

に当院を初診されました。夫に軽度乏精子精子無力症を認め、タイミング指導を数周期、人工授精を 9 回実施する

も妊娠に至らず、2000 年 7 月から原因不明不妊（男性不妊疑い）として体外受精を開始しました ( 妻年齢 30 歳 )。
GnRH agonist を用いた Long 法にて卵巣刺激を行い、35 個の卵子を採取、成熟卵 32 個に対して split ICSI を行い

18 個が正常受精、受精後 2 日目に 3 個の胚を子宮内に移植、分割した余剰胚 14 個を緩慢凍結法にて凍結保存しま
した。同周期に二絨毛膜性双胎妊娠が成立し、妊娠 10 週の時点で妊娠・分娩管理目的にて他院へ紹介しました。

2001 年 4 月、妊娠 37 週にて 2220ｇ、1870ｇのいずれも健常な男児を経腟分娩にて出産されました。それから約
10 年後（妻年齢 41 歳）の 2011 年 7 月に第 3 子希望にて当院を受診されました。同年 9 月に以前の凍結胚 14 個

全てを融解し、胚盤胞培養を施行、受精から 5 日目に相当する日に 14 個の胚のうち 1 個が初期胚盤胞に発生し、

これをホルモン補充周期下の子宮に移植したところ、単胎妊娠が成立しました。妊娠 8 週の時点で妊娠・分娩管理
目的にて他院へ紹介し、妊娠 36 週に胎児発育不全のため帝王切開にて第 3 子を無事に出産されました。

海外の文献で、19 年 5 か月、13 年という長期間凍結保存後の胚移植での妊娠例の報告がありましたが、どちら

も第三者からの提供胚を用いたもので、患者自身の胚移植での妊娠としては今回の症例は世界で 2 番目、本邦では
最も長期間凍結保存した胚での妊娠例でした。

一般的に動物実験の結果などから、胚の凍結保存自体はかなり長期間可能と考えられていますが、ヒトでの安全

性はまだ十分に証明されているとは言えず、今回の症例においても、患者さんに安全性に関する確かな情報をお伝
えすることはできませんでした。今後、胚凍結保存期間と安全性に関する情報の収集が必要と思われますが、本邦
では第三者からの提供胚を用いた治療は一般的ではなく、また患者自身への長期保存胚の移植では自ずとその多く
が高齢妊娠・出産となり、母体の加齢による様々な周産期
リスクの増加も懸念されるため、今後、今回のような症例
が個々の施設で増える可能性は低いと考えられます。した
がって、今後は JISART や日本産科婦人科学会のような多

施設が加わっている「組織、機関」での大規模な ART のデー

感じました。

今回の「凍結期間」だけではなく、ART においてその安

全性がまだ十分に確認されていない「事象」が、約 40 年

経過した今も多く残されています。それらを一つ一つ確認

取する直前です。大きい順に番号付してあり
ます。排卵誘発剤を投与して卵胞発育を促し
た結果、31 個の卵胞があり、その中に 1 個、
1 個合計 31 個の卵が有るはずです。ヒトの
卵は約１㎜です。それをうまく採取して精子
と合わせます。体外受精の始まりです。

絹谷 正之

11 年後に融解移植して第 3 子の妊娠・出産に至った 1 例を経験しました。

える必要があるのではないかと、この症例を経験して強く

を入れた袋）の写真です。体外受精で卵を採

院長

当院での体外受精―胚移植により第 1 子、第 2 子を妊娠・出産され、その際に凍結保存しておいた余剰胚を約

タベースに「胚凍結保存期間」、「胚凍結方法」の情報も加

3 次元超音波断層で撮ったヒト卵巣の卵胞（卵

絹谷産婦人科

して行くことは、我々 ART に携わる者に課せられた重要な

責務であり、それを果たす為には個々の医療施設ではなく、

「組織、機関」による正確で大規模なデータの集積が極め
て重要かつ必要不可欠です。その点でも JISART は日本に

おいて重要な役割を担っている「組織、機関」と言えます。

