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　日米ともに凍結融解胚移植周期数は増加してきており，日本におけるART出生児の8割は凍結胚周
期によって誕生している現状がある。各国の疫学データの報告を踏まえると，凍結胚周期は母体およ
び胎児の周産期転帰を有意に改善しているが，いくつか注目すべき課題も残されている。また近年，
国際的には移植胚の着床前遺伝子検査に対する関心が高まっているが，ART治療にどのようなベネフィット
をもたらすのかについては，各国のART治療における歴史的背景を踏まえて考える必要がある。今回，
日米の専門家が集まり，周産期転帰の観点から凍結胚周期の今後の展望について討論を行った。
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　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）を主な研究分野としている。
数多くの多施設共同研究をリードしており，National Institutes 
of Health（NIH）の助成を受けた研究の主任研究者も務めてき
た。200報を超えるpeer-reviewed journal掲載論文を発表してお
り，生殖内分泌学分野での複数の書籍も出版している。これま
でASRM理事や内分泌学会の財務副担当に選出されており，
Fertility and Sterilityの副編集責任者も務めている。

　IVFにおける胚発生学，アンドロロジーを主な研究分野にしており，
40報を超えるpeer-reviewed journal掲載論文を発表している。形態学的
評価による複数胚移植が標準であった米国において，PGT-Aによる遺伝
子診断から単一胚移植の有用性を無作為化比較研究（RCT）によって証
明した第一人者であり，ASRMガイドライン（committee opinion）に採用
されている。またヴィトリフィケーション法による卵子凍結が将来的に
異常胚の発生率を上昇させないことも遺伝子検査により明らかにしている。

Dr. Eric Forman
Medical & Laboratory Director, 
Columbia University Medical Center, 
USA

コロンビア大学 生殖医学研究室 部長

SUMMARY▲

日本の2015年の総治療周期数は40万周期を上回り，ART出生児の約8割は凍結胚移植周期にて
誕生している。▲

米国も日本同様に凍結胚移植周期が増加しているが，日米の異なる点として，米国の治療対象者の
約8割は40歳未満である。

石原 理 先生　Osamu Ishihara

日米における凍結融解胚移植の変遷1Topic 

石原　はじめに，日本でのART（assisted reproductive 

technology）の現況について述べさせていただきたい
と思います。2015年のART全体の治療周期は40万周
期を上回りました。治療周期別において，IVF（in vitro 

fer t i l izat ion）周期，ICSI（ int racytoplasmic sperm 

injection）周期，凍結胚移植周期の各治療周期数は急速
に増えておりますが，凍結胚移植は現在，最も周期数が
多く，全体の3分の１を超えています。

　その治療成績の注目すべき点として，ART出生児の約
80％が，凍結胚移植周期によって生まれているという実態
があります。病院によっては，フリーズオール（ freeze all）
を優先する方針をとり，採卵時の新鮮胚移植を実施しない
ところもあります。したがって，良質胚の移植は凍結胚周
期に用いられている割合が高いため，治療の成功率に大
きな差があるのは，そうした背景もあると考えられます。
　米国における疾病対策予防センター（CDC：Centers for 

図1   米国におけるART治療の現状（2015年次報告）
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SUMMARY▲

日本の凍結胚移植周期の疫学データでは，胎児の周産期転帰を有意に改善している。▲

母体の周産期合併症（癒着胎盤·妊娠高血圧症候群）の頻度を上昇させているが，有病率が非常に
低い点について注意する必要がある。

Dr. Richard Legro

周産期転帰から
凍結胚移植周期のプラス面とマイナス面を考える2Topic 

石原　それでは，このような凍結胚移植周期が標準化し
つつある日本の現状から，凍結胚移植周期のプラス面とマ
イナス面について，母体および胎児の周産期転帰の観点
から議論したいと思います。
　2008年から2010年の期間における単一胚移植および単
胎妊娠を対象とした日本のレジストリデータをまとめた報告
（表1）では，まず，妊娠37週未満の早産や低出生体重児
の割合は，新鮮胚移植に比べて，凍結融解胚移植の方が
有意に低い結果が得られています。また，日本における出
生時体重標準値10パーセンタイル未満の超低出生体重児
の割合も有意に低く，このことは凍結胚移植が出生児合併
症の低下に寄与する可能性を示唆するものと考えられます。
　一方で，凍結胚移植後の母体側の転帰について調べま
すと，前置胎盤は明確な差はなく，常位胎盤早期剥離は
減少傾向であるのに対して，癒着胎盤の発症率は3.16倍
（調整オッズ比）凍結胚移植周期で高く，有意差を認めて
います。また妊娠高血圧症候群の発症率においても1.58倍
（調整オッズ比），新鮮胚移植周期に比べて凍結胚移植周
期で有意に高くなっています。
Legro　石原先生のデータは学会発表時によく引用されて
いますが，私どもは胎盤が子宮筋層に入り込んでいく形態
のものを侵襲胎盤（ invasive placenta）としています。ただ
考慮すべきこととして重要なことは，癒着胎盤の発症数そ
のものが非常に少ないため，関連因子を検討する上で限
界があるということです。10万例規模の疫学データの分母
に比べて極端に少ない発症数ですので，結果の解釈につ

disease Control and Prevention）の2015年次統計の報告を見
てみると，2015年の周期数は約23万周期で，凍結胚移植
周期が全体の約30％となっており（図1B），米国において
も凍結胚移植の周期数の割合が年々増加しているようで
す。また米国における新鮮胚移植と凍結胚移植の生産数
の違いについては，凍結胚移植周期の生産率の割合が

いては気を付ける必要があると思います。
◆

Legro　私から凍結胚移植のプラス面とマイナス面につい
て様 な々観察研究，レジストリ，無作為化前向き比較研究
から報告された結果を踏まえてコメントさせて頂きます。ま
ず，凍結胚移植の恩恵を最も受ける患者層についてですが，

新鮮胚移植周期に比べて高く，日本とほぼ同じような傾
向であることが分かります（図1C）。
　しかし，日米で異なっている点の1つとして，患者年齢
があげられます。米国の症例では40歳以上の女性は約
20％程度であるのに対して，日本では全体の約45％が40

歳を過ぎた女性に実施されています（図1A）。

表1   凍結融解胚移植が母体および胎児の
　　  出生時アウトカムに及ぼす影響
　　  （vs.新鮮胚移植）

胎児

37週未満の早産

2,500 g未満の
低出生体重児

出生時体重標準値
10パーセンタイル
未満の超低出生体重児

出生時体重標準値
90パーセンタイル
以上の巨大児

Outcome

Ishihara O, et al. Fertil Steril. 2014; 101: 128-33. より作成

調整オッズ比

0.90

0.71

0.67

1.48

95%CI

0.82-0.98

0.66-0.77

0.60-0.75

1.38-1.58

p値

0.02

< 0.001

< 0.001

< 0.001

多変量ロジスティック回帰分析（n=277,042）　
調整因子：母親の年齢，移植胚ステージ（初期胚 or 胚盤胞），胎児
の性別

母体

Outcome

0.91

0.65

3.16

1.58

調整オッズ比

0.70-1.19

0.41-1.04

1.71-6.23

1.35-1.86

95%CI

0.48

0.07

< 0.001

< 0.001

p値
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SUMMARY▲

米国では複数胚移植が主流であったが，PGT-Aの普及により，数的異常を認めない正常胚であれば
フリーズオールによる選択的単一胚移植が推奨されるようになった。▲

NGS法によるモザイク胚をどのように取り扱うかが今後の課題となる。

Dr. Eric Forman

米国におけるPGT-Aの普及が移植胚数へもたらした影響3Topic 

私は卵巣予備能（ovarian reserve）が低い患者，PCOS（多
嚢胞性卵巣症候群）患者が選択的なフリーズオールの恩
恵が受けられると考えています。OHSS発症リスクの高い
PCOS患者にとって，フリーズオールによりOHSSが回避で
きることは大変重要です。
　周産期転帰の観点から凍結胚移植の有用性を述べる上
で，日本の移植胚数の現状について確認したいのですが，
日本では単一胚移植が義務化されているのでしょうか。
向田　日本では学会の方針として2008年以降，単一胚移
植を標準的に行うことが義務化されています。
Legro　単一胚移植が標準的である日本の先生方に
とっては当然のことかもしれませんが，複数胚移植を標準
的に行っていた米国においては，PGT-A（Preimplantation 

Genetic Testing for Aneuploidy：旧呼称PGS）による移植
胚の選択により，凍結融解単一胚移植周期数が増加しま
した。出生児体重に関する中国との共同研究では単生児
は出生体重の増加を認めた一方，双生児では認められま
せんでした。双生児の出産時の平均妊娠週数は36週です
が，妊娠最終期の3～ 4週間には胎児は１週間で約200

グラム成長しますので，双胎妊娠であるが故の胎児の妊
娠週数の減少が出生体重の低下につながったのだと考え
られます。したがって，米国においてはPGT-A実施に伴
う選択的単一凍結胚移植周期の増加が，結果として胎児
の出生時体重増加に寄与しているのだと考えています。
　次に母体の周産期転帰についてですが，妊娠高血圧症

Forman　単一胚移植が義務化されていない米国におい
て，ASRMや我々を含むいくつかのグループでは，以前
より単一胚移植を提唱してきましたが，2個以上の胚を用
いた移植周期の方が妊娠率が高いため，理解が広まるの
には非常に時間を要しました。凍結融解技術の信頼性が
今ほど高くなかった時代には，双胎妊娠のリスクを覚悟
の上で複数胚を移植することが実情でした。また移植胚

候群の頻度が高いことがあげられます。石原先生が示し
た日本の疫学データの結果についてもオッズ比が低いとは
いえ，有病率が高いことを考慮すると，凍結胚移植にお
いて妊娠高血圧症候群の頻度が高い点について着目すべ
きではないかと思いますが，いかがでしょうか。
石原　日本では米国に比べて年齢層が高い患者がほとん
どですが，年齢層の低い米国でも発症率はやはり高いの
でしょうか。また，凍結胚移植後の妊娠高血圧症候群の
発症率は年齢に依存しているのでしょうか。　
Legro　凍結胚移植が選択された患者において，例えば
妊娠高血圧症候群の合併率が高いPCOS患者の年齢は原
因不明の不妊や卵管因子不妊に比べて，約3～ 4歳低い
こともありますので，年齢と妊娠高血圧症候群の関係を検
討する上ではこのような患者背景も考慮した上で詳細を検
討する必要があると思います。
Forman　重要なことは重度の妊娠高血圧症候群による
早産が大きな問題だと思います。医学的な処置が必要に
なるにせよ，少なくとも妊娠高血圧症候群がそのまま早産
につながるわけではありません。凍結胚移植周期は，新
鮮胚移植に比べて早産自体のリスクは低い結果が得られ
ているわけですし，現在では軽度から中等度の妊娠高血
圧症候群については非常に高い精度で管理されていますの
で，疫学データ結果のみを踏まえて，母体救命処置の判
断が求められる重度の妊娠高血圧症候群と同様に議論す
る必要があるのか判断が難しいと思います。

ステージ（初期胚または胚盤胞）と移植胚数の関係につい
てもCDCデータで報告されていますが，胚盤胞移植を受
けた患者でも約6割は複数胚移植が選択されているので，
胚培養技術の向上が複数胚移植をやめさせるほどの影響
はありませんでした。近年になって，凍結保存技術の進
歩により，多胎妊娠の多さに目が向けられようになったこ
とから，ようやく単一胚移植が徐々に増加していると言え
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ます。
石原　米国において，タイムラプスはどの程度導入されて
いるのでしょうか。
Forman　米国では導入している研究施設もありますが，
タイムラプスを実施して胚の選別を行っている施設の割合
は少ないと思います。
石原　そうした背景が胚盤胞移植であっても複数胚移植
の割合が高い要因になっているのですね。

◆
Forman　それでは，私がニュージャージー州のART

施設であるRMA（Reproductive Medicine Associates of 

New Jersey）に在籍していた時に関わったPGT-A研究の
結果（図2）についてご紹介をさせて頂こうと思います。我々
は，現在ではあまり使用されていませんが，アレイCGH

法（array comparative genomic hybridization）に基づき選
別した胚盤胞を用いた単一胚移植と，通常の胚の形態学
的評価に基づき選別した胚盤胞を用いた2個胚移植にお
いて，胎児の周産期転帰にどのような違いを認めるのか，
無作為化前向き比較研究を実施しました。この試験で
は，リアルタイムPCRを使用していたため，胚培養5日目
に胚生検をすれば，6日目午前にて新鮮胚移植を行うこ
とが可能でした。患者は被験者群にランダムに割り当てら
れ，プロトコールに従い新鮮胚移植を実施することになっ
ていましたが，OHSSリスクや早発プロゲステロン上昇に
よってフリーズオールに切り替える必
要があった患者は，凍結胚移植周
期における結果を主要解析に含めま
した。組入れ基準には，少なくとも
2個以上の胚盤胞が獲得できた患者
で，双生児リスクが非常に高いこと
について理解する能力があることを
条件に含めました。最終的な解析対
象はPGT-A単一胚移植群89例（凍
結胚周期17例），形態学的評価で
の2個胚移植群86例（凍結胚周期
13例）にて比較検討を行いました。
石原　双生児の割合はどうでしたか。
Forman　PGT-A単一胚移植群で
は双生児出産はありませんでした。
つまり通常1％程度みられる一卵性
双生児もなかったということです。2

個胚移植群では40％超の双生児出

産がありました。
石原　胎児の周産期転帰の結果について教えていただけ
ますか。
Forman　平均出生体重はPGT-A単一胚移植群が有意に
高い結果を認めました。また2個胚移植群では，2,500 g以
下の低出生体重児の割合が約3倍でした。さらに1,500 g

以下の超低出生体重児の割合は少数でしたので統計的な
議論ができるほどの検出力はありませんでしたが，2個胚
移植群での割合が高い結果となっていました。
　次にコスト面に関することです。双生児は無事に生ま
れたとしてもNICUに収容される確率がずっと高いのです
が，米国ではNICUに1日滞在するコストは IVF周期の総
額に匹敵します。両群における出生児のNICU滞在日数
をグラフ化してみたところ，双生児の割合が高かった2個
胚移植群では，低出生体重児の割合も高かったことから，
総滞在期間は両群間で約5倍の差がありました。したがっ
てPGT-A実施による単一胚移植はコスト削減の一助にな
るとも考えることができると思います。
　この研究結果は米国内で，染色体の数的異常を認めな
い正常胚である場合には単一胚移植を勧める資料として使
われるようになりました。医師と患者が心配せずにPGT-A

によって正常胚を1つ移植し，それ以外の胚は今後の移植
に備えて凍結しておくという方針の信頼性が高まりました。

◆

図2   PGT-Aによる単一正常胚移植が
　　  胎児の出生時アウトカムに及ぼす影響（外国データ）
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Forman EJ, et al. Am J Obstet Gynecol 2014; 210: 157.e1-6.
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SUMMARY▲

胎盤関連合併症の関連因子において黄体補充法の関与は明らかになっていない一方で，血中E2値
や子宮内膜厚との関与を示唆する報告がある。▲

胚の凍結融解におけるエピジェネティックスな変化の関与も議論されているが，関連因子の解明に
ついてはまだ多くの検討すべき課題がある。

向田 哲規 先生

黄体補充法が周産期転帰に及ぼす影響4Topic 

表2   血中E2値，子宮内膜厚，プロゲステロン投与法と
　　  癒着胎盤合併との関係（外国データ）

Kaser DJ, et al. Fertil Steril. 2015; 103: 1176-84.より作成

癒着胎盤合併あり（n = 50） 癒着胎盤合併なし（n = 149）

ピーク血中E2値 pg/mL（中央値）

子宮内膜厚 mm（中央値）

筋注プロゲステロン（n）

経腟プロゲステロン（n）

732

8.8

33

17

367-1,939

7.3-11.2

（66.0）

（34.0）

639-2,558

8.4-12.1

（67.8）

（32.2）

1,702

10.4

101

48

四分範囲（%） 四分範囲（%）

2005年から2011年の期間にBrigham and Women’s hospitalにて出産した1,571名の妊婦
データより，年齢，帝王切開既往の因子をマッチング変数として，1対3割り付けにより癒着
胎盤合併例（n=50），非合併例（n=149）のデータを抽出した。

対象

石原　ARTにおける胚移植周期は外因性ホルモン製剤で
あるエストロゲン（E2），プロゲステロン（P4）を用いて着
床環境を整える必要がありますが，これらと母体の周産
期転帰の関係を検討した報告（表2）があります。この報
告はマサチューセッツ州のBrigham and Women's Hospital 

において2005年から2011年の期間に新鮮胚移植または
凍結胚移植によって出産した患者1,571例のデータから，
癒着胎盤合併群と非合併群を年齢，帝王切開既往の因
子でマッチング抽出し，胚移植前におけるピーク血中E2

値，子宮内膜厚，及びP4補充の投与ルートの違いについ
て関連を調査しています。結果として癒着胎盤合併群で
は，ピーク血中E2値が低く，子宮内膜厚も薄いことが示
されています。また，P4補充につい
ては筋注投与時と経腟投与時の投与
ルートの違いと癒着胎盤合併有無を
検討していますが，投与ルートは癒
着胎盤合併有無と関連はないことが
示されています。
向田　 P4補充について，筋注50 

mg投与は子宮内膜環境を整える上
で非常に強力なアプローチ法で血中
P4値も高値を示します。一方，腟剤
は局所循環により腟から子宮へ直接

P4を移送するため，血中P4値は低値となります。日本人
医師は移植周期における血中P4値について関心が高いの
ですが，本研究結果においては，P4製剤の投与ルートに
ついて両群で差はないようですので，胎盤関連合併症に
おいて血中P4値や，子宮内膜P4濃度の違いは関連が低
いということになるのでしょうか。
Legro　血清ホルモン値や子宮内膜厚を自己基準によっ
て解析する先生方がおられますが，このような周産期転
帰が胚培養，凍結融解，妊娠流産，後期妊娠合併症といっ
た一連の妊娠経過に伴う転帰であるという観点から分析
が実施されていないように思います。先程申し上げたよう
に，検討対象となる症例数が少なすぎると感じます。大

石原　PGT-Aの結果によって移植の機会を逃してしまっ
た患者はどの程度いましたか。
Forman　重要なご質問です。単独施設で実施した本研
究では，2個以上の形態学的良好胚盤胞が得られた患者
を無作為に割り付けしましたが，染色体異数性を認める
異常胚により，移植機会が得られなかった患者はランダ
ム化された79名の患者のうち2名のみ，つまり5％未満で
あったと思います。本年のASRM 2017年次学術講演会に
おいては，最新のNGS法（Next Generation Sequencer）

を用いた大規模な多施設共同研究についての発表があり
ましたが，NGS法ではモザイクの検出も可能です。モザイ
クは相対的に若い患者の胚でも20％でみられますし，日
本で半数近くを占める40歳以上の高齢患者の胚になると
50％を超えるため，移植できない患者の割合が増えてし
まうことは確実です。モザイクであることが分かった胚を
移植するかは患者の要望次第となりますが，このような胚
が全て移植不可能であるのかどうかを解明することが次
の課題だと思います。
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規模なデータセットで本当の再現性が確認できるまでは，
1つの臨床報告論文からあまり多くを言い過ぎるべきでは
ないと思います。
　また，今年のASRM 2017年次総会においては胎盤形
成不全に伴う妊娠高血圧症候群の発症について，胚の凍

結融解過程における栄養外胚葉（TE）のエピジェネティク
スな変化が病因の1つであるとする議論もありました。こ
のように胎盤関連合併症の要因についてはまだ多くの検
討すべき課題があると思います。

SUMMARY▲

PGT-Aは流産の回避，患者の精神的負担の軽減において有効なツール
と考えられている。▲

米国ではPGT-A導入後において，治療周期あたりの累積妊娠率·生産
率が注目されることとなった。

凍結胚移植周期の今後の展望5Topic 

石原　最後に今後の展望についてご意見を伺いたいと思
います。凍結胚移植において，PGT-Aの登場はARTの世
界を変えるとお考えでしょうか。
向田　PGT-Aによる染色体異数性を認めない単一胚盤胞
移植の有効性が確認されたことから，米国では胚の凍結保
存において着床前遺伝子検査の重要性が認識されるように
なったと思います。一方で，35歳未満の患者ではPGT-Aの
影響が認められないとする無作為化前向き比較研究の報告
もあり，また，胚生検による侵襲が異常胚を発生させる可
能性もあります。日本では治療全体における各プロセスに
フォーカスし，受精率·胚発生率改善のためのピエゾICSIの
導入，正常胚の選択におけるタイムラプス研究，またビトリ
フィケーション法による胚凍結技術の向上や，胚移植後の
黄体補充法に至るまで，細部のプロセスの向上に取り組ん
できたことで臨床成績を改善してきました。PGT-Aは胚選
択のために情報を与えるのみであって，胚そのものを改善
させるわけではありません。流産の回避を目的とした場合，
有効なツールであると思いますが，必ずしも全ての患者を対
象に実施されるべき検査法ではないと考えています。
Forman　米国ではPGT-Aの登場で，単一胚移植の信頼
性が高まったことから，フリーズオールへの移行が進んで
います。日本は米国と背景が異なり，既に大半で凍結融解
単一胚移植が施行されているので，PGT-A導入後にどのよ
うな変化が生じるかを予想することはできません。しかし，
挙児希望の夫婦の精神的な負担を最小限にできることは有
益です。40歳以上の患者でPGT-Aにより正常胚を移植した
ことを知って妊娠した場合と，40～ 50％の流産の可能性
があることのみ知って妊娠するケースとはまるで異なります。

Legro　着床前遺伝子検査技術は年々進化を遂げていま
すが，その時々の診断技術において歴史は繰り返されると
予想します。最終的には累積妊娠率の低下に直面し，患者
にとって必ずしもメリットとならない結果を招く可能性がある
と思います。我々が知るべき情報は治療周期あたりの累積
妊娠率·生産率であって，単一胚の移植あたりの臨床成績
の向上にPGT-Aがどう役立つかを考える段階はすでに終了
していると思います。残念ながら現在，患者は遺伝学的に
何が起こりうるか不明なモザイク胚を移植するように求め，
医師たちも移植に応じています。このような状況が将来的に
も続いていくでしょう。なぜなら，私たちは自分たちが信じ
る方法をあきらめることは決してしないからです。
向田　米国には日本にはないアドバンテージが2つありま
す。1つはPGT-Aであり，もう1つが卵子提供プログラムです。
Legro　かつて日本で経口避妊薬が認可されていな
かったように，現在導入されていないプログラムもいずれ
は状況が変わるでしょう。
石原　最後に私の経験を述べさせて頂きます。先日私はあ
る患者に出会いました。既に40歳を超えた患者で，15年
間の不妊治療において３つの施設を受診し，計25回もの
IVF治療を受けていました。「今度は何をしたらいいですか」
と尋ねてきた患者と1時間近く話し合いをしました。その結
果，患者は治療終了を決断したのです。私はこの患者の
15年間の苦悩を突きつけられると同時に，現在の日本の
ARTにおける治療選択肢について考えさせられました。今
後のことを見通すことは困難ですが，先生方の貴重なご意
見に感謝申し上げ，本日の凍結胚移植周期に関する議論
を終了させて頂きます。どうもありがとうございました。



2018年1月作成
F/279HA/01/18/J


