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10月15日〜19日にカナダのモン トリオール市で開催 され
たアメ リカ生殖医学会

:今
回はカナダ生殖医学会 と共催)
において、IIANク リエ ックが作成 したクライオル ープを用いた

胚 のガラス化凍結法 を紹介 した ビデオが、学会の ビデオプ ロ
ル
グラム部門 で Honorable Mention"賞
を受賞 しました。今回
の受賞は、 ガラス化法 の手技 をわか りやす く紹介 した内容 だけ
でな く、IIANが これまで世界に先駆 けて開発 してきたガラス化
法その ものが高 く評価 されたとい うことで もあり、スタ ッフー
同大変喜んでお ります。 この受賞 を励み として、IIAMク リエ ッ
クはこれか らも、生殖 医学の発展 および患者 さんのために、新

賞状 を手 にす る向田
先生 ( 左) と 岡先生

しい技術の開発 にも積極的に取 り組 んでいきたいと思います。

アメ リカ生殖医学会賞を授与されて

向田 哲 規 (広島 副 院長)
今回のアメ リカ生殖医学会はカナダ 。モ ン トリオ ールで行わ
れ、カナダ不妊学会 との共同開催 で した。 カナダ ・アメ リカの
東部 は異常気象 によ り、 この時期ではめったにない くらい毎 日
雨ばか りの状態 で した。学会 の前 に訪れ たニ ュー ヨー ク ・ニ ュ
ージ ャージーは通常 な ら紅葉 と秋晴れで一番過 ご しやす く、街

パ ンプキンお化け袋 も味気ない ものになって しまう状態 で した。
また同時期 に季節外れの大 きな台風 がフロ リダに上陸 し大 きな
被害 をもた らすなど、ほんとに地球 はおか しい方向に進んで い
ることを実感す る滞在 となりました。
今回の生殖医学会のビデオプログラム部門で、L郎 ごクリニ ッ
クが作成 したクライオル ープを用 いたガラス化法 をわか りやす
く紹介 したビデオが 優秀賞 (HonOrable Mentton)ルを受賞 し、

並み もきれ いなはずです が、今回 は雨ばか りで、温暖化 のため

同時に会員なら誰で も閲覧す ることがで きるアメ リカ生殖医学
会のビデオライブラ リーに登録 されるとい う表彰 を受けました。

色づいている木 々 も少 な く、枯葉 を集めて作 るハ ロウィン用の

(2面に続 く)

2005年11月7日、高木美智代衆議院議員、鰐淵洋子参議院議員
をは じめ とす る公 明党 の 女性都 議 、区議 らの議 員 団 が東 京

た。(新聞記事はインターネットでご覧いただけます。

IIANク リエ ックを視察 に来 られ ました。当院の施設 を見学 さ
れた後、広島 の高橋院長、東京 の平山カウンセラー、そ して患

htpプ/― .komel,orttp/neWS/daily/2005/110803h悦
工)
追記 :2月28日衆議院予算委員会において高木議員は今回の視察
を基に質問に立たれました。この様子はインターネット 「
衆議

者支援団体Fineの松本亜樹子理事長 らと懇談 し、不妊症治療 の

のサイ トから
院TV(h的 プ/― .shugiintv.go有
p/ip/index cnII)」

現状 について熱の入 った質疑応答や意見交換 が行われ ま した。

次 の手順 で ご覧 いただけますむ

議員の皆 さんは初 めて 目の当た りにす る不妊症治療 の現場 に強

の左にある「
ビデオライブと
①サイト

い関心 を示 され、不妊患者 さんをとりまく厳 しい状況 について

ラリ」のカレンダーから2 月2 8 日を ￨ ￨

理解 を深 め られたようで した。今後、 この視察 が施策 に反映 さ
れ、不妊患者 さんの公的な支援 が拡充す ることが期待 されます。
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この ときの視察 の様子は、11月8日付 の公明新聞で紹介 されまし

( 公明党) を ク リックす る。
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橋先生か ら説明 を受 ける議員の先生方

■ ア メ リカ生殖医学会賞を授与されて
(1面より続 き)

使用 も有用であると結んでいました。今後 もよ り良 い培養 シス
テムの確立 を目指 して、研究が進んでい くと思われます。
来年 の生殖医学会 は、ル イジアナ州 ニ ューオ リンズで行われ

学会 の ビデオ セ ッシ ョンにおいて、受賞 ビデオを供覧 し、壇

る予定で、当地 はハ リケー ン ・カ トリーナによる災害 か らの復

上にて内容 に関す るいろいろな質問を受 け、最後に賞状 を受 け

興 が急速 に進 んでお り、今年 の10月には準備 が整 うとの判断の

取 ったときは、時間をか け苦労 しなが らビデオを作 り、広めよ
うとしてきた努力が報われ、■郎ごグル ープ職員全員の努力なく

ようです。個人的 にはジ ャズ を聴 きなが らのケイジャン料理 も
良 いと思 い ますが、夏のハ ワイか冬 の フロ リダで開催 され るの

しては成 し得 なかったと思いました。賞 を受 けるほど注 目され

を期待 しています。

た背景 には、 ガラス化法 を世界が認めは じめた点 と、 この方法
論 のオ リジナ リテ ィ、および継続的に成績 を報告 し、他施設 で
も良好な成績が得 られている点があります。
また本学会 において必ず論議 され ることに、胚の培養 システ
ムが あ ります。現在 の受精卵 を胚盤胞 まで培養す る液 には、卵
管や子宮内腔 の状態 に合わせて2種類 の培養液 を用い るシステム
と、受精卵 にとって必要 な物質がすべて入 り、胚 は成長 に合わ
せて摂取 してい くとい うコンセプ トの違 う方法が用 い られ、そ
れぞれの特性 について議論 されていました。結論 としては、そ
れぞれの施設の培養条件 に合 ったシステムを用い るべ きであり、
絶 えず改善 し、安定化 させ ることが一番重要 であるとし、多 く
の哺字L動物 に種や系統 の違 いがあるよ うに、人間にも同様 の追
いが あ り、卵 の性質 も個 々で違 うため、各個人に合 った培養液

2005年 ASRMモ ントリオールに参カ
ロして

岡 親 弘 (東京 院 長)

HARTグ ループからのASRM参 加者

で説明 して も、実際 を直接見 ることには及ばない。百間は一見
にしかずである。今後DVDを 使 った発表が多 くなると思われ た。
全体的には、胚移植 は1個にすべ きである (アメ リカでは3個

10月のモ ン トリオ ールでは珍 しい ことらしいが、紅葉 もまだ

以上 の胚移植が当た り前)と か、凍結保存 はガラス化法が良 い

してお らず、空 は曇天で毎 日雨が降 り、風 が強 く、寒 く、滞在

(アメ リカでは緩慢法 による胚 凍結 が主流)と か、ES細 胞 の研

中は、天候 に恵 まれなかった。当地 は冬 が厳 しいので、清潔感
のある地下街 とメ トロが発達 していて、あまり地上 に人がいな

究などが多 く見 られ、面 白い と思 う発想 もい くつか あって有意
義 で あった。 ベ ル ギ ーの ピエ ール先 生 (精巣 内精 子 回収 法

いと思 った ら、実 は人々は地下 で活動 していたのであった。ほ

(TESE)を 世界で初めて行 った人)と のク食では、私 のアイデ

とん どの人がフランス語 と英語のバ イ リンガルなので驚 いてい

アに対 して全て穐 sと答 えて もらい、自分 の考 えていることが、
世界の第一人者 のそれ と違 いがないと確認 で きたことは大変励

たら、最低3ヶ国語 を使 えると後で聞いて もっと驚 いて しまった。
お もに職場や家庭 ではフランス語 を、学校では英語 を使 うらし
い。町は清潔感 があ り、安全 であるが、やや暗 く活気 に乏 しい

みになった。ただ、彼 は桑実胚 (胚盤胞 の前段階)の ガラス化
法凍結が一番良 いと言 っていたが、胚盤胞でよ り詳 しく診断 を

感 じが した。料理 はフランス料理系 が多 く、オイル を多 く使 っ

し、凍結す るわれわれの方法がよ り優れていると思 った。そ う

てお り、 さらに量の多 さに驚 いた。 ここに大 きくて太 ったカナ

いえば以前HAMで

ダ人が多い理由があるのだろ うか。

で凍結 を行っていたこともある。
モ ン トリオ ール滞在 中 に、マ ウスの胚盤胞の 内細胞塊 か ら、

学会 の ビデオ セ ッシ ョンで 、IIARTのクライオル ープを用 い

も、融解後の胚の生存率が低 い時代 にDay4

ことは、とて も名誉な事で嬉 しか った。 この凍結法の優秀 さが、

その胚盤胞の生命力を阻害す ることな く、一個 のES細 胞 を取 り
出 し、そのセル ラインを作 ることにUSAC2チ ームが成功 したと、

向田先生やIIARTのス タ ッフの努力のおか げで、やっと世界的

モ ン トリオ ールの新聞に掲載 されていた。 これは、現行法 とは

な場で認め られたことを、誇 りに思い、授与 されたこの賞状 は
自分の一生の宝物であると思った。

違 う方法でPGD(着 床前診断)に 応用で きる可能性 があると思

DVDで の発表 は、手技 の実際や、形態 の経時的変化 を説明す

モン トリオ ールは 日本 か らは遠 く、気候 は寒 く、自分が好む

るのに、 日か ら直接情報 が入 り、 とて も分か りやす く優れてい

料理 があまりな く、夜 は退屈 で、昨年 のスペ イ ンでのESH]述 学

る。要す るに実際 に行われ てい ることや起 こっていることを、

会 とは大違 いであった。

た胚盤胞の超急速 ガラス化凍結法 が表彰 を受 けた場 に居 られた

直接見やす い位置 か ら見ているようなものである。い くら言葉

われた。

り、 これ らは時 に対立 しうる もので あるため、 カ ウ ンセ ラー た
ちは悩 み なが ら、 日前 の患者 さん と向 き合 ってい ることが良 く
理解 で きた。 これ まで治 療 を受 けるカ ップル 側 の視 点で語 られ

ることがほとんどだった生殖医療 であるが、「
生 まれて くる子の
近年 のASRttIでは、心理 、倫理 のセ ッシ ョンが増 えて きてい

福祉」 とい う子 どもの側 か らの視点 を取 り入れ ることの重要性

る。 これ は、技術革新 に力 を注 いで きた生殖 医療 の世界 におい

が、当事者 であるこの医療で生 まれて きた子 どもたちか ら唱 え

て、実際 に治療 を受 ける患者 さんや、治療 の 「
結果Jで ある、

られ るようにな り、医療従事者の認識が進みつつ あるのは、世

生 まれて きた子たちが、声 を挙げは じめ、彼 らの心理的側面 を

界的な流れ であろ う。今学会で も、AIDで 生 まれた男性や 自身
が卵子提供 の レシピエ ン トとなったカウンセラーなどが壇上に

無視 で きな くなって い るとい うことで あろ う。特 に、不妊症
治療後」 の さまざまな問題に現在 アメ リカの不妊 カウンセラー
「

立ち、自らの体験 を語 るセッシ ョンがあり、彼 らの言葉は重 く、

たちは関心 を持 って いるようで ある。ASRA/1のカウンセラーグ
ル ープ (MHPG)の 今年 の卒後研修 テーマは 「
生殖 に関す るカ

考 えさせ られるものであった。

ップルのカウンセ リング :畑で によって親 になることの倫理 、

「
結果」 を判断するための きちん とした予後調査 も国や学会で行

文化、心理学的要因」 と題 され、主 に非配偶者問生殖医療 (卵

われ ることはこれ までほとんどな く、「
患者のためJに なってい

子 、精子 、胚 の提供や代理 出産)で 生 じる新 しい形 の 「
家族」

るとの推測 で不妊症治療 は発展 して きている。生殖医療が本当

におけるさまざまな問題 について倫理的、心理的側面か ら最新

にそれ を利用す る患者 さんや生 まれて くる子 どもにとって福音

の知見 を学 ぶ ものであった。子 どもへ の真実告知 (ディスクロ
ー ジャー)、養子 と非配偶者間生殖医療 の異同、「
余剰」胚 の破

であるときちん と示 す ことは、生殖医療やそれによ り子 どもを

棄 の問題等、まさに現在進行形で直面 しているさまざまな問題
について重要 な講演 と議論が交わ された。通奏低音 として流れ
ていたテ ーマは、息者 の子 どもを持つ権利 、施設が患者 のため

さて 、振 りか えってわが国 はど うで あろ うか。生殖 医療 の

持 とうとす る不妊患者 さんへ のいわれのない差別や偏見 を払拭
す るためにも大切 なことであろ う。 さまざまな領域 で 「アカウ
ンタビ リテ ィ (説明責任)Jが 問われ るようになっている現代、
未来 の不妊患者 さんのために も、不妊当事者、特 に生 まれて く

に治療 を提供す るか どうかの 自律性、そ して生 まれて くる子 の

る子の声 を聞 くことが必要であることを改めて認識 した学会で

権本J、 この3者のバ ランスをどのよ うに考 えるかとい うことで あ

あった。

■ ■

看護師の役書Jについて考える

出田 美 寿恵 (広島 看 護主任)
今年 のASRMで 行われ た看護師 の卒後教育 は、情報 のあ り方、

看護師 が特 に気 をつ けることは、患者 さんに治療 を安心 して、
安全 に受けていただけるように正確 な情報 を提供 し、思者 さん
の意思決定 をサポー トす ることだ と思います。その為 にも、デ
ー タを写真 ・図表 ・グラフなど
視覚 で判断で きるように提供 し、

看護 において もエ ビデ ンスに基 づいた援助 をす る必要性 につい

患者 さんにとって好 ましくない結果 であって も全ての情報 を提

ての講義で した。1978年、世界で初めて体外受精が成功 しその
後治療技術 は日覚 しい発達 を遂げ、看護師の役割 も拡大 し、欧

供 し患者 さんの意思決定 を尊重す る姿勢や、思い込みや不確 か
な情報 ではな く、エ ビデ ンス ・証拠 に基づいた情報 を提供す る

米 の看護師 は超音波診断や治療計画の立案、人工授精、注射 の

ことが大切 だと改めて感 じました。医療者 の この ような姿勢 が

量や採卵 日の決定 など日本では医師 が行な う内容 を実施 してい

患者 さんの納得で きる治療、満足 で きる治療 につ ながるのでは

ます。 この講義 では不妊症 の基礎知識に加 え、卵巣過剰刺激症

ないで しょうか。治療 の過程で看護師の役割 は大変重要です。

候群 、子宮外妊娠、流産 などの喪失体験、 カウンセ リングの必

私たちがその事 を自覚 し毎 日のかかわ りの 中で活 か していかな

要性 など

ヤ
すればならないと思セヽ
ました。

療

を安全で確実 に提供す るための、看護師 の対

応、判断基準、危機 管理 を含めた内容で した。

多胎の防止に向けて

和国 滋 子 (東京 検 査部)
今年 の アメ リカ不妊学会 はカナダのモ ン トリオ ールで した。

べ ると格段 に多 くな ります。多胎妊娠だと早産や未熟児が増 え、
これ らに伴 って障害 を負 うリスクな ども増 えます。一個 の胚 の
み を移植すれば多胎妊娠 になることは滅多 にあ りません。 しか
し、患者 さん としてはその代わ りに妊娠率が下がって しま うの

現地 に着 いて まず驚 いたのは、 フランス語ばっか りだった こと
で した。一週間滞在 したのです が、雨ばか りでせ っか くの紅葉

の選択 についての研究 の結果、SI「と複数胚移植での妊娠率 に

が見 られなかったのが残念 で した。

差が見 られな くなって きています。今回の学会で もこの ような

=一 個 の胚移植)ヤこ
O Transfer lS「
学会 では、Single Emb呼
関す る発表 が多 くあ りました。従来の体外受精 では妊娠率 を高
める目的で複数 の胚 を移植す るため、多胎妊娠が自然妊娠 に比

ではP と 思われると思います。 しか し最近では、培養技術や胚

発表 があ り、世界で も雛rの 方向に進んでい ると感 じました。
今後、学会などで得 られた情報 を日々の胚観 察 などに活 か し
ていきたいと思っています。

た様子 で した。不妊治療 の範囲 は各国 さまざまです し、同 じナ
ースで あって も業務 内容 の幅 は大 きく異 なることもあ ります。

看護師の教育研修に参カロして

橋本 千 賀子 (東京 看 護部)

ただ、どの段階の不妊治療 を受 けてい るに して も何 か しら負担

10月 中旬 、 カナ ダの モ ン トリオ ールで 開催 され たAttMに 参

を負 って通院 されている方が多いのではないで しょうか。東京

加 しま した。 フランス語表示 を勘 で読 みなが ら学会会場 へ 通 い 、

IIARTでは、 タイ ミング治療や人工授精 の忠者様 も多 くい らっ

英語 で発表 を聴 き、 日本語 で思考す るとい う 5日 間 で した。
研究発表 の前 2日間 にわたって行 なわれた教育 コースに も参加

しゃい ます。 また、体外受精へ と治療 のステ ップア ップ を必要

しま した。10o人以上 に も及 ぶ各国 のナ ー スが参加 し、皆 で席 を

とされ る方 もい らっ しゃいます。研究発表 の 中には、人工授精
などの症例 を扱 ったものが想像以上 に多 くありました。私 たち
ナース も、各治療の段階の方 々に合 った援助 を求め られていま

並 べ授業 を受 け るとい った よ うな雰 囲気 で した。基礎 的 な内容
ももちろん あ りま したが、や は リ ドネ ー シ ョンやPGDと い っ た

す。患者 の皆 さん、ぜひナ ースに声 をかけてみてはいかがで し

内容 にな ると参加者 か らの質 問や意 見 も活発 に飛 び 交 うとい っ

ょっか。

「
不妊症治療を受ける男性患者の採精に
対する意識調査」を発表 して

佐藤 由 佳 (東京 看 護部)
今回、熊本で行われた 日本不妊学会で、「
採精 に対す る男性息
ー
者 の意識調査Jと い う演題でポスタ 発表 させていただきまし
た。 これは先 日東京 の患者 さんにご協力いただいたアンケー ト
結果 をまとめた もので、採精に対 しご主人様 がどのような思い
を抱 き、また環境や設備 などのサポ ー トに望 まれていることは

らず心理的な配慮の必要性 も実感 いた しました。
ポスター発表 をす ることで、患者 さんの声は勿論の こと、他
施設 のスタ ッフか らの質問、意見、ア ドバ イス を頂 くことがで
きました。患者 さんにより良 い環境 で治療 を受 けていただ ける
よう、少 しで もス トレスや不安 の軽減 につ ながるような関わ り
や看護ができるよう今後 とも努力 していきたいと思います。
最後 にな りましたが、ア ンケー トにご協力 いただ きました患
者の皆様 に感謝 いた します。まことにありがとうござい ました。

何か を調査 したものです。
結果 か ら、採精 を 「
治療へ の協力」 「
妊娠 に必要 なプ ロセス」
と捉 え、ほ とんどのご主人様 が治療 に協力的な態度でい らっ し
ゃることが明 らかにな りま した。その一方で、男性不妊 のご主
人様 は採精す ることで 「自分が不妊であることを認識 させ られ
る」 と感 じた り、また初回の採精時 には特 に 「
精液 の状態 に不
安」 を感 じるご主人 も多いことがわか り、環境面 の整備 のみな

うのは単なる情報 よりもなぜか信 じて しまい
やすい ものです。だか ら広告で も 「これを使
ってよか った lJと い う体験談 を載せ るのが

だら

妊娠 しました!?」
東 京 HARTク リエ ック
生殖心理カウンセラー
臨床心理士

発 表 した ポ ス タ ー 前 で 。
左 か ら佐 藤 N s 、 平 山 C P 、
篠原Ns

どうですか、「
体験談」に対する捉 え方は先
ほ どと少 し変 わったので はないで し ょうか ?

常 とう手段 なので しょう。 さて、あなたはこ

出日の見 えない不妊 とい う状況 において 、「
妊
娠するために良い」 と聞けば、試 してみた くな

の仰験談 を信 じますか ?

るの も当然です し、治療だけが絶対 とも言い切

もちろん、信 じるも信 じないも自由です し、 れません。で も、あふれる情報 をす ぐに信 じて
治療 を続 ける、休む、やめる、どのような選
片っ端 か ら試 してい くのはとて もエ ネルギーの
択 もご夫妻で話 し合 って納得 した決定 をすれ
ばよぃわけですが、す ぐに 「よ し 1 私 も1」
と行動 を起 こす前に、ち ょっと考 えてほ しい
のです。例 えば…

いることです し、それで もうまくいかなければ、
次 は ? ほ かの方法 は ?」 と際限 な く求め続
「
けることになるで しょう。

だ ら妊娠 しました 1 や っぱ り

この情報 の ソース (出所)は どこか ? 信
頼 のおける情報か ? 治 療 を休んで妊娠 した
人がいるのは事実 として も、自分 とその人は同

情報 を鵜呑みにす るのではな く、「それが果
た して信 じるに値する情報 であるか」 を 自分
"考
の頭で
えてみること、これを ク リテ ィカ
・
ル シンキ ング (批判的思考)"と いい ます。

良 くなか ったみたい」 とい う体

じであるという根拠 は ? そ の人は 「
治療 を休

上述の質問はク リテ ィカルに考 えるための質問

平山史朗

りますよね。ほかにも、「
養子を んだか ら」妊娠 したの ? そ の人は 「たまたま」 の例 と考 えて ください。 さまざまな情報 に振 り
シャーがなくなったら妊娠 したJ、 治療 を しな くて も妊娠で きた人ではないの ?
回 されてへ とへ とにな らないために、このや り
らめたとたんに妊娠 したJな ど 治療 を休んで妊娠する人は本当に多い ? 治 療 方 を身につ けることは、きっとあなたの役に立
話 を聞 くと、「
子 どもや治療の こ
つめて考 えて しまうか ら妊娠 しな

の結果妊娠 した人はわ ざわ ざ掲示板でその こと
を言わないだけで、治療 を休んで妊娠 した人は

つで しょう。現在 ではクリテ ィカル ・シンキン

安になりませんか ? 仰 験談 とい

報告 した くなるのではないか ?…

考に してみてはいかがで しょうか。

グに関する書籍 もたくさん出ていますので、参

