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　“PER”Volume 10, No. 1より，①性分化疾患患者の症例検討からみた長
期予後と社会的適応，②低身長傾向にある先天性副腎皮質過形成症の成人
身長改善のための最新治療，③治療後も妊孕性を希望する若年癌患者に対
する妊孕性保存法，についてのレビューを紹介します。
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● はじめに

　性分化疾患（DSD）患者の多くでは比較的明晰に性別判
定が行われているが，それが困難な外性器異常を示す症
例もある。この場合，長期予後，他の治療オプションなど
を医療チームと相談の上で，両親が最終的な性決定を行
うべきである。本稿ではDSD患者の長期予後を報告する。

● 対象と方法

　対象はDSD患者6例（新生児期の性選択＝女性選択5
例，男性選択1例）。カルテと主治医から長期経過（社会的
適応，仕事，性決定と性自認の一致，精神心理面，性機能）
のデータを収集した。

● 症　例

【症例1】
　新生児期：出生時に外陰部異常を指摘された（後部大
陰唇の融合，性腺触知なし，陰茎長2.0×1.9×0.7cm，尿道
口あり）。膣膀胱造影で膣口，尿道口の開口部，子宮，卵管
を確認，腹部エコーで左鼠径部に性腺を確認された。核型
45X/46XY。小児内分泌科医，小児泌尿器科医，新生児
科医，一般小児科医により小陰茎のため女性選択を決定。
生後6ヶ月で女性化手術（子宮・膣の形成術，陰茎摘除）を
施行。性腺組織生検で，性腺形成不全と確定診断された。
　小児期・思春期：3歳時から男子と性自認し，11歳時
に希望により男性に性変更した。7歳から心理療法を受
け，5歳時に注意欠陥多動性障害と診断され，8歳時に最
終的に双極性障害と診断された。男性ホルモン療法が開
始され，15歳時に陰茎形成術が行われた。
　成人期：21歳時に問題行動により精神病棟に入所した。
一般医，内分泌科医による定期的診察と男性ホルモン治
療，向精神薬投与と心理療法を数年間受けた。両親との
面会も度 あ々った。就労意欲がない。男性と性自認，女性
と肉体関係にあり満足している。最終診断は，46XY/45X 
mixed gonadal dysgenesis/gonadal DSDである。

【症例2】
　新生児期：陰嚢内に精巣を触知，陰茎7mm，尿道口
なく，肛門部に開口を確認。46,XY。小陰茎と異所性尿道
開口と診断。3ヶ月間の男性ホルモン投与（3週毎25mg）で
陰茎長が7mmから1.3cmに増大したが，外科医，泌尿器
科医，小児内分泌科医，一般小児科医により，女性に決定。
陰核切除，膣造設術，尿道延長術が行われた。
　小児期・思春期：術後経過は順調で，小児内分泌科
で定期受診していた。12歳時から膣拡張術が行われたが，
15歳時に中断された。女性ホルモン療法が開始されたが，
治療に拒否的で，性への不安感が生まれた。母親も性決
定を受容できず，出生時からの詳細な経過を本人に話して
いた。学校で外陰部異常が原因でいじめに遭い不登校に
なったが，母親が学校側にDSDの説明を拒否し孤立した。
　成人期：46,XYのこのDSD患者は現在37歳で，社会
的不適応な状態である。離婚した母と暮らし，複数の男
友達と関係を持っている。高校卒業後，20歳で政府に障
害者申請し無職。最終診断は精巣形成不全 ，先天性泌
尿生殖器系奇形である。心理療法を受けているが治療に
拒否的である。環境に問題があり，QOLの改善が難しい。

【症例3】
　新生児期・乳幼児期：SGAで出生。両側斜指症，
脚長差を合併。陰茎長1.5cm，尿生殖洞口あり，陰唇内に
性腺触知。膀胱尿道造影で膣と膣口なし。核型46,XY。
初期の性決定は男性であった。その後partial androgen 
insensitivity syndrome（pAIS）と診断され，両親の同意後，
女性に性変更された。生後4ヶ月時に左精巣摘除，鼠径
ヘルニア整復術を，8ヶ月時に腹腔鏡下右精巣同定・摘除
術を受けた。女性内性器はなく，陰核形成術は受け，膣
造設術は延期した。
　小児期：幼少期に左臀部奇形と脚長差の拡大，低血
糖合併がみられた。尿道口位置異常（男性型）の再建術は
施行されず，数年間放置された。成長障害に対し6～14
歳まで成長ホルモン（GH）治療が行われた。内分泌科医と
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両親による心理サポートが行われ，受容は良好であった。
科学，読書，芸術に興味を持ち，サッカーやホッケーに参
加したが，女性的な趣味に興味を示さなかった。
　成人期：31歳現在，成人身長160cmに到達し，大学
通学中である。社会生活に満足し，社会サービスに就労
予定である。両親と良好な関係だが，治療経過の説明不
足を不満に思っている。カウンセリングによる治療歴はな
く，精神的問題はないが，女性ホルモン治療や膣造設術
を拒否している。女性の行動をするが，両性に興味を持っ
ている。pAISの診断を再考されていない。

【症例4】
　新生児期・乳幼児期：28週に体重920g，身長36cm
で出生。外陰部異常で，両側鼠径部に腫瘤触知し，外尿
道口の位置は正常。核型46,XY。Androgen insensitivity  
syndromeと診断され，両親同意の上，女性に性決定した。
　小児期・思春期：3歳時に陰核長1.5cm，2年後に6cm
まで肥大した。5歳時に17-ketosteroid reductase deficien-
cyと診断。両側性腺の摘出と陰核切除が行われた。膣口が
あり，深さ2.5cmで，膣形成術が行われた。10歳で女性ホ
ルモン療法開始され，15歳からカウフマン療法に移行した。
　成人期：高校卒業後，現在，アシスタントナースとし
て総合病院で勤務中。治療のコンプライアンスは不良。女
性として行動し，男性とその子ども2人と暮らしている。
現在40歳で人生に満足し，家族関係は良好である。最終
診断は17-ketosteroid reductase deficiencyである。

【症例5】
　新生児期：二分陰嚢。左側にのみ0.5mの性腺触知。
陰茎長3cm。尿道膀胱造影によると尿道口と膣口は別々
に開口，子宮，右卵管あり。生後3週で両側鼠径部ヘルニ
ア手術を施行。左側精巣，精索は外鼠径輪外側に存在。
右卵巣，右卵管も視認。核型45X, 精巣生検で45X, 46 
XXq，Y成分なし。精巣にセルトリ細胞と精細管を確認。
卵巣は間質のみ。生後7日目で核型と内性器により女性に
決定。内分泌科医と外科医で経過を観察し，その後陰核
整復術を施行し，卵管，子宮，膣を残した。
　小児期・思春期：成長障害以外に問題なし。成長障
害に対し，GH負荷試験で低値を確認し，13歳からGH開
始。18歳で身長が156.7cmに達し，GH終了。15歳よりゴ
ナドトロピンが上昇し，女性ホルモン治療を開始。16歳か
らカウフマン療法に移行し，規則的な出血がみられた。カ
ウンセリングは内分泌外来受診時にのみ行われた。妹が
積極的に学校生活をサポートしていた。両親は患児の性
自認が男性であること知ったが，本人から性変更の希望は
なかった。男性的な趣味を示した。男性に対して興味を示
さず，関係を持つことはなかった。
　成人期：大学卒業後，就職し，前妻との間に一児をも
つ夫と結婚。現在32歳。小児科からのtransitionにより，

自分の長期経過を理解する医者がいないことを問題視し
ている。20代初期に卵巣腫瘍のリスクのため卵巣切除。
挙児不能に苦悩している。結婚後も両親はサポートしてい
る。最終診断はgonadal DSD（45X/46XY）である。

【症例6】
　新生児期：停留精巣と尿道下裂の診断で新生児期に
泌尿器科で経過観察され，男性と診断された。
　小児期・思春期：13歳時に女性化乳房が出現，摘出
術を受けた。陰毛少量，腋毛なく，精巣が陰嚢内に存在。
陰茎は5.5cmで，横径が細く，腹側に尿道口が開口。LH 
15.4 U/L，テストステロン2,180ng/dl，dihydrotestoster-
one（DHT）68ng/dl，androstenedione 324ng/dl，
17-hydroxyprogesteroneは220ng/dlとすべて上昇。5-α 
reductase deficiencyと診断された。メノナイトの高校を
卒業し，模範生であった。
　成人期：19歳時に男性化治療を開始。薄い体毛，小陰
茎（6cm）のため，性的関係を持てずにいる。両親のサポー
トは良好である。性自認は男性で，性的指向も通常の男性
と同じである。専門的なカウンセリングを受けていないが，
社会適応は良好で，仕事を持ち，教会の友人とも交流が
ある。長期予後は良好だが，性腺機能と妊孕性有無につ
いて悩んでいる。診断は，5-α reductase欠損症である。

● 考　察

　過去に報告されたDSDの長期成績では，主に心理的効
果，妊孕性，性機能について述べられ，成人期の治療，
心理的危険因子（特に家族との関わり）を示した報告はな
い。さらに，小児科からのtransitionも予後に大きな影響
を与える。所見，検査値，経過から将来の性自認や性機
能を予測することはできないが，今回の検討で結婚，就労
などの社会適応が可能であることが示された。新生児期
に女性を選択した5例のQOLは適応状況により異なる予
後を示す。最も良好な予後を示す症例5は結婚し仕事を
持ち，家族と良い関係にある。両親が性自認を受容し，支
持することが予後に良好な影響を与えている。予後不良
な症例2は，母親が精神不安定で本人も社会適応できず，
人生に不満を持つ。このように，DSD患者の予後に家族
の支持が影響すると考えられる。胎児脳アンドロゲン曝露
は，性自認，性的指向，性格，行動に影響する。このアン
ドロゲン曝露量の定量が可能であれば，精巣分化を有す
るDSD患者の性決定に重要な役割を果たすと思われる。

● 結　論

　精巣分化と外陰部の男性化を伴うDSD患者の長期予
後とQOLは，さまざまな程度を示し，両親の支持や治療
経過など患者周囲の環境因子に依存する。今後，チーム
医療による継続的な治療により，DSDに対する総合的な医
療提供のための環境整備が望まれる。
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● CAH患者の成人身長を低下させる要因

　先天性副腎皮質過形成（CAH）患者の成人身長が低くな
ることはこれまで多く報告されており，平均して－1SD ～
－2SD低く，加えて治療中のホルモン値からは成人身長は
予測できないことが報告されている。1998年までの報告の
メタ解析では，平均成人身長は－1.37SDであり予測成人身
長と比べても－1.21SD低く，2010年のメタ解析でもCAHの
成人身長は－1.38SDで予測成人身長と比べて－1.03SD低
かったが，それらは診断時の年齢や性別，ステロイドの種
類と投与量，思春期開始年齢のいずれとも相関がなかった。
古典型は病型にかかわらず成人身長は低くなるが，単純男
性型（SV）は診断が遅いためアンドロゲンの過分泌による成
長促進により2歳では高身長である。一方，塩類喪失型

（SW）はアンドロゲンの過分泌に加え治療によって高コルチ
ゾール血症を生じるため，2歳時の身長は低い。非古典型

（NC）は比較的軽症で年長になってから発症するため成人身
長と予測身長はほぼ等しいとされてきたが，近年，NCでも
小児期は高身長で骨年齢が進行しているため，同胞より成
人身長が低くなるという報告もある。このように，高コルチ
ゾール血症と高アンドロゲン血症が成人身長を損なう要因
である。またヒドロコルチゾン（HC）投与による副腎性アンド

ロゲン抑制によって起こるゴナドトロピン分泌促進も，成人
身長を損なう原因になり得る。また一部のCAHでは，診断
の遅れやアンドロゲン分泌のコントロール不良が原因で中枢
性思春期早発症をきたすが，これも成長板の早期癒合を招
くためやはり成人身長を損なう原因になり得る。理論的には，
グルココルチコイド（GC）補充療法は視床下部－下垂体系の
生理的制御をきたすが，実際はステロイド投与療法では内
因性のステロイド分泌を正確には模倣できず，高コルチゾー
ル血症に陥る期間ができたり，多くの場合アンドロゲン分泌
を抑制するためには，生理量以上のGCが必要になる。GC
による成長抑制のメカニズムは複雑で，内因性成長ホルモ
ン（GH）分泌の抑制やカルシウム吸収低下など，視床下部–
下垂体–IGF-Ⅰ系のさまざまな段階に関与する。従って，副
作用の点からCAHに対するGC治療は，古典型か症状のあ
るNCに限られる。以下に，GC投与量調節について述べる
とともに，これまでの知見を表にまとめた。

● HCの至適投与量は7～20mg/m2/日で，新生児期には
35mg/m2/日まで投与可能である。また，成長途中のCAH
患者では長時間作用型のステロイドは避け，短時間作用型
のHCを分3で投与する方が良い。
●子宮内での高アンドロゲン血症によって出生時身長は高く

なるが，9ヶ月齢までに遺伝的相当の
身長まで低くなる。このため乳児期に
20mg/m2/日を越えると成長障害をき
たし，2歳時の身長低下と成人身長低
下は相関する。この2歳時の成長障害
はその後改善しない。
● 特にSWでは，フルドロコルチゾン

（FC）0.05～0.2mgを分2で，新生児期
には0.25～0.3mg/日で投与，NaClも
1～2.5g/日投与する必要がある。
●思春期には適量のGCを投与していて
もクリアランスが上昇しているため投与
量不足になる可能性があり，薬理量ま
で増量する必要がある場合もある一方，
成長障害をきたさないようにできる限り

表. 報告された知見

Van der Kampら 生後3ヶ月までの40mg/m2/日のGC投与で身長が－1.5SDに低
下した。

Mendesら 新生児期にHC 19.9～21.3mg/m2/日で治療開始したところ，
1歳時に－1.86SDの成長障害を認めたが2歳時には－1.07SD
にまで改善した。

Stikkelbroekら 1歳までと8～14歳の間はGCの投与用量依存的に成長障害を生
じる。

Bonfigら 思春期のCAH患者に対するHC投与量が17mg/m2/日を越える
と，成長障害をきたす割合が30%から60%にまで増加する。

Thilénら 無治療のCAHでは18ヶ月まで成長促進を認めなかった。

Silvaら HC投与量の15mg/m2/日群と25mg/m2/日群を比較したところ，
成長抑制は25mg/m2/日の方が強かった。

Bonfigら 9～15mg/m2/日の低用量のHCで治療し，3歳時の身長が改善
した。
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少なくする必要がある。ただし同一患者でも時期によって過
剰投与や過少投与に揺れるため，成人身長が損なわれる。
●思春期にHC投与量が15～17mg/m2/日を越えると成人身
長が低下する。また特に思春期の女児ではクリアランスが
亢進しているため男児より半減期が短く，分2より分3投与
の方が適している。
●治療効果の評価には血中17OHP値およびアンドロステン
ジオン値も有用だが，成長率と骨成熟をより注意深くモニ
ターする必要がある。
●ストレス量を投与する機会が減ることでGC過剰投与の期
間を減らすことができる。例えば，運動，軽症の疾患，歯科
治療はストレス対応が不要である。

● CAHの成人身長改善のための薬物療法

【単一薬剤療法】
　GH：CAHでHCの平均投与量が12mg/ m2/日で予測
成人身長から－2SD以上下回ると予測された男女を対象に
平均4～5年のGH治療を行ったところ，成人身長に男子で
6.2±6.7cm，女子で10.5±3.7cmの改善が見られた。また
GHに対してゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRHa）
の併用の有無は，成人身長に有意差を認めなかった。別の
報告では，予測成人身長を－1SD以上下回る患者を対象に
GHとGnRHaを併用したところ治療前の予測成人身長の－
1.5SDから－0.4SDまで改善したという。今後，大規模多施
設前方視的研究が必要である。

　GnRHa：中枢性思春期早発症を併発したCAHに
GnRHaを投与することで，思春期の進行が抑えられ成長率
も正常化することから，CAHのガイドラインにもGnRHaの
併用が触れられている。2年間以上毎月投与することで予
測成人身長が治療前より6cm改善したという1997年の報告
があるが，GnRHa単独でのランダム化比較試験は行われて
いない。また中枢性思春期早発症ではGnRHaの長期の有
効性と安全性が確かめられているが，これを合併したCAH
はまだデータがない。

　アロマターゼ阻害剤：成人身長改善のために成長板の
閉鎖を遅延させる目的で，テストステロンからエストロゲン
への変換を阻害するアロマターゼ阻害剤を用いるが，低身
長に対しての安全性と有効性はまだ確立していない。CAH
に非選択的アロマターゼ阻害剤であるテストラクトンと抗ア
ンドロゲン剤（フルタマイド）を投与した結果，HCの投与量
が減らせると報告された。そこで，HCを減らすことで抑制
できなくなったアンドロゲンとエストロゲンは，フルタマイド
とテストラクトンの併用で抑制できるという仮説のもと，フル
タマイド＋テストラクトンに，低量HC（8.7±0.6mg/m2/日）＋
FC，あるいは標準量HC（12.7±2.9mg/m2/日）＋FCを併用
する群に分けてランダム化比較試験を行った結果，2年で成
長率は2.4SDから0.1SDと正常化し，骨年齢/暦年齢が1.9

から0.7へと正常化したが，成人身長の改善は有意なもので
はなかった。副作用として骨密度の低下は明らかではなかっ
たが，HDLコレステロールの低下が認められた。また女子
ではほとんどデータもなく，催奇形性などに関するデータや
長期の安全性と有効性のデータもないため，CAHの成人身
長改善の目的で日常的に投与するのは避けるべきである。

　抗アンドロゲン剤：フルタマイドなどの抗アンドロゲン
剤は成人の前立腺癌治療に使用されるが，CAHの4剤併用
療法（テストラクトン，低量ヒドロユルチゾン，フルドロコル
チゾンおよびフルタマイド）の一つとして用いられた報告が
ある。これはアンドロゲン受容体においてその作用を抑制す
ることでCAHの成人身長改善が期待され，コルチゾールの
クリアランスが低下することでGCの投与量減量が可能であ
る。しかし一方では，そのことで医原性クッシング症候群や
肝毒性をきたす可能性があるため，慎重にモニターする必
要がある。

【併用療法】
　GHとGnRHa：CAHの成人身長を改善する手段として
は最も多く報告された治療法で，GnRHa単独ではなくGH
との併用が必要である。一つの研究では，GCの補充療法を
継続しながらGnRHaとGHを併用した群としなかった群を
比較したところ，1年後の成長率は5～7.8cm/年と5.4～
5cm/年と差を認めた。別の研究では，10～20mg/m2/日の
HCに加えて，3.75mg/月のGnRHaを4年間と0.35mg/kg/
週のGHを3.6年間を併用したところ，2年後の骨年齢相当
の身長SDスコアは改善し，平均予測成人身長もほぼ目標身
長にまで改善した。

　アロマターゼ阻害剤と抗アンドロゲン剤：この併用で
の治療報告は一報のみで，HCの投与量を減らすことで抑
制しきれなくなったアンドロゲンやエストロゲンを抗アンドロ
ゲン剤とアロマターゼ阻害剤で抑制し得るとした仮説に基
づき，低用量（8.7±0.6mg/m2/日）のHC＋FC＋フルタマイ
ド＋テストラクトン併用群と通常量（12.7±2.9mg/m2/日）の
HC＋FC投与群とを比較したもので，2年間の投与で併用
群ではHC量の低下およびアンドロゲンが高値にもかかわら
ず骨年齢の促進は有意に抑制されており，成長率は2.4SD
から0.1SDへと正常化したことより，骨年齢/暦年齢が1.9か
ら0.7に，予測成人身長が－2.6SDから－2.0SDに改善した。

● 将来の方向性

　これまでのCAHの治療に対する多くの研究は観察的研
究か後方視的研究がほとんどで，CAHの重症度や治療の
開始時期などが交絡因子となって異なった結論が導き出さ
れていた。今後は前方視的研究で異なる治療法の比較を行
い，身長が低く終わることの心理的不利益についても研究
し，コストや副作用に優る利益があることを示す必要がある。
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● 小児癌と妊孕性

　米国では癌患者数が増加し続け，2010年には新たに
1,529,560人が診断され，その約1%が21歳以下であった。
死亡率は治療法の進歩により減少し，小児癌患者の5年
生存率は80%，10年生存率は75%である。20～39歳の
640人に1人が小児癌経験者であり，その3分の2が晩期
合併症をもつ。卵巣機能不全は小児癌経験者の9%に及
び，35歳までには250人に1人，40歳までには100人に1
人にのぼる。このような癌経験者の75%が将来親になりた
いと希望しているため，妊孕性保存のためのカウンセリン
グと機能温存のための治療が重要であろう。

● 小児期の癌

　21歳以下の癌は白血病が31%，脳神経系腫瘍が21%を
占め，胚細胞腫・性腺腫瘍は1%である。脳神経系腫瘍は
視床下部や下垂体へ直接浸潤しGnRH，FSH，LH分泌
を低下させ不妊を招く。婦人科系腫瘍は直接浸潤により，
消化管腫瘍や乳癌は卵巣への転移により不妊となる。

● 卵巣成熟と退縮

　原始卵胞数は生下時に各卵巣約100万個で，思春期の
頃には卵胞閉鎖のため20万～30万個に減少している。
37～38歳頃には約2.5万個まで減少し，50～51歳では
1,000個以下となる。若年者は原始卵胞が多いため，化学
療法や放射線療法に感受性が高く不妊の危険性が増すこ
とから，性腺を防護する必要がある。

● 癌治療と妊孕性

　外科的治療と妊孕性：婦人科系腫瘍の根治術は，腹
式子宮切除術，両側卵管卵巣摘出術，腹膜生検，リンパ
節廓清術，大網切除術である。今日では保存的あるいは
妊孕性を保持した温存手術（卵巣癌の片側卵巣摘除や，
子宮癌で両側卵管卵巣摘除はしない腹式子宮全切除術，
子宮頸癌の子宮頸部切除術など）が行われている。
　化学療法の影響：アルキル化薬，重金属，植物アル

カロイドなどによる性腺機能不全は，間質の線維化や卵
胞の退縮が起こり，顆粒膜細胞ならびに卵胞の発育が障
害されることにより起こる。アルキル化薬はDNA複製を
阻害し，卵母細胞や前顆粒膜細胞を障害する。代謝拮抗
薬と抗腫瘍性抗生物質は細胞周期特異的に働くため卵胞
発育と成熟を遅延させるが，原始卵胞数を減少させるほ
どではない。
　放射線療法の影響：脳脊髄への照射は視床下部およ
び脳下垂体のGnRH，FSH，LH産生を障害する。骨盤照
射は卵胞閉鎖と間質線維化を進行させる。Effective 
sterilizing dose（患者の97.5%が治療後すぐに卵巣機能不
全になる放射線量）は生下時20.3Gy，10歳18.4Gy，20歳
16.5Gy，30歳14.3Gyである。25Gy以上の脳脊髄照射で
無月経の危険性があり，化学療法との併用では2Gyの照
射で卵母細胞が50%減少する。高用量の性ホルモン補充
で14～30Gyの骨盤・腹腔内照射による子宮への影響を減
弱できるが，子宮の大きさは成人の40%にとどまる。30Gy
以上の照射で不可逆的となり,全身照射は子宮発育不全，
自然流産，未熟児・低体重児などの原因となる。

● 妊孕性保存のためのカウンセリング

　患者の妊孕性保存にチーム医療は大きな役割を果たす。
小児腫瘍専門医，婦人科医，成人生殖医療専門医はリス
クの検討，妊孕性保存治療の検討，患者と家族への説明
を行い，ケアマネージャー，ソーシャルワーカー，倫理委
員は患者や親をサポートすることが望ましい。2005年に米
国生殖医学会が癌患者の妊孕性保存治療ガイドラインを
提唱し，2006年には米国臨床腫瘍学会がこのガイドライン
を推奨した。しかし多くの患者が癌治療と妊孕性について
説明を受けておらず，カウンセリングが必要である。

● 妊孕性保存治療の選択肢

　妊孕性保存治療には選択肢がいくつかある（表）。患者
が年長児以上であれば同意を得るべきで，あまりに幼少で
ある場合は最小限のリスクで済む治療のみを行う。
　胚細胞凍結保存は一般的で最も成功率が高く，年齢に

1Division of Pediatric & Adolescent Gynecology, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, 2Division of Pediatric & Adolescent Gynecology, Bikur Holim 
Hospital, Jerusalem, Israel, 3Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of OB/GYN, University of Cincinnati Academic Health Center

若年女性癌患者の妊孕性保存
Fertility Preservation in Pediatric, Adolescent and Young 
Adult Female Cancer Patients

Leslie Ayensu-Coker, MD1，Dvora Bauman, MD2，
Steven R. Lindheim, MD, MMM3，Lesley Breech, MD1

小笠原 敦子　茨城県立こども病院
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もよるが妊娠率は30～40%である。排卵誘発によりできる
だけ卵母細胞を得る必要があり，経膣エコー下で卵母細
胞を収集する。胚細胞凍結は，パートナーのいる思春期
以降の女性に理想的であるが，精子提供を受ける場合に
も可能な治療である。凍結胚細胞を用いた体外受精は妊
娠率が最も高い。
　パートナー，精子提供者がいない時は成熟卵母細胞の
凍結保存も選択肢の一つである。従来の凍結法は透明層
が硬化し，分裂糸に異常をきたすため妊娠率は低い。新
しい急速凍結法は凍結温度をさらに下げる方法である。
　卵巣刺激の時間がない，パートナーがいない，あるいは
精子バンクの利用を希望しない思春期年齢以降の患者で
は，未熟な卵母細胞をin vitroで成熟させることも一つの
選択肢である。hCG投与後卵子を収集し，in vitroで成
熟させ急速凍結法で保存する。
　卵巣組織凍結保存は，最新技術で将来自家移植やin 
vitroで成熟させるために卵巣皮質を凍結保存する方法で
あり，思春期前女児にとって唯一の選択肢である。癌治療
前に卵巣皮質を切除し，少量ずつ長期間保存する。米国
では国立 衛生 研究 所（NIH）で行われている（www.
oncofertility.northwestern.edu）。将来，凍結卵巣組織を
融解し，萎縮卵巣側に移植するか，腹部か腕に移植する。
自家移植後卵巣からのホルモン産生も期待できる。欠点
は，卵巣組織に白血球が豊富で腫瘍細胞が混入あるいは
残存している危険性があることだ。
　性腺防護は子宮，卵巣への照射を最小限にする方法で
ある。

　卵巣移動固定術は照射野から性腺を遠ざける方法で，
卵巣を骨盤上峡部辺縁上や腰筋の上，または子宮後部や
骨盤上峡部上側方に移動する。思春期前後の女性に施行
されるが，頻度は高くない。
　GnRH-アナログによる性腺機能抑制療法は，性腺保
護のために一時的に卵胞形成と性ホルモン産生を抑制す
る。

● 卵巣予備能検査

　治療法を選択する上で卵巣予備能の評価が必要となる。
新しい指標としては，インヒビンB，卵巣体積，胞状卵胞
数，抗ミュラー管ホルモン（AMH）などがある。
　インヒビンBは加齢により低下し，避妊薬やゴナドトロ
ピン治療に影響されやすいので信頼性がやや劣る。
　卵巣体積の測定は現在の卵胞サイズや数と相関するの
で，卵巣予備能を直接推定できる。エコーで縦径（d1），前
後径（d2），横径（d3）を計測し［Volume（cm3）＝（d1×d2×
d3×π/6）］で求める。月経発来後の女児の平均卵巣体積
は9.8cm3である。
　胞状卵胞数は両側卵巣内の平均卵胞数で求め，16～30
個あれば卵巣刺激に対し良好な反応と考えられる。卵巣
体積よりも信頼性が高いが，検査費用が高い。経膣エコー
が困難な前思春期の女児には適当ではない。
　AMHは生後3ヶ月頃より見られ，2～4歳頃から上昇し
思春期に最大となる。血中濃度は3.4±1.1～3.9±1.2ng/
mLである。費用も高くなく，思春期の時期にも左右され
ず検査しやすい。

表. 妊孕性保存治療の特徴

胚細胞凍結（S）
方法

卵巣刺激
卵母細胞収集
体外受精
胚細胞凍結

手順
●成功率30～40％　●卵巣刺激に2～5週
●外来処置　●パートナーか精子提供者が必要
●1サイクル約12,000ドル　●保存料約350ドル/年

成熟卵母細胞凍結（I） 卵巣刺激
卵母細胞収集
卵母細胞を急速凍結

●新凍結法で1,000人が出生　●卵巣刺激に2～5週
●外来処置　●1サイクル約12,000ドル
●保存料約350ドル/年

未成熟卵母細胞凍結（I） 卵巣刺激なしまたは限定的刺激
未熟卵母細胞収集
in vitroで成熟
卵母細胞凍結

●成功率は不明　●外来処置
●1回6,000～7,000ドル　●保存料約350ドル/年

卵巣凍結と移植（I） 腹腔鏡下で卵巣組織収集
卵巣皮質凍結
癌治療終了後融解し再移植
異所性または正所性に移植，または
in vitroで成熟

●卵巣浸潤のリスクがあるときは不適切　●外来手術
●診断後早期に導入　●約12,000ドル/手技
●保存料約350ドル/年　●再移植費用

性腺防護（S） 性腺組織への放射線量を軽減するた
めの防護

●解剖学的位置を考慮し照射野を選択することが可能
●性腺器官の照射線量が確実に減量できる熟練した技術が必要

卵巣移動固定術（S） 卵巣を照射野から離れた位置に移動 ●外来手術　●照射前に移動し，その後元の位置に戻す
●再移動か体外受精が必要

GnRHアナログによる
卵巣機能抑制（I）

化学療法または放射線療法中に卵巣
組織を保護するためのホルモン療法

●化学療法中投薬　●約800ドル/月

考慮点

（S）一般的治療，（I）研究的治療
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　“PER”Volume 10, No. 1より，①性分化疾患患者の症例検討からみた長
期予後と社会的適応，②低身長傾向にある先天性副腎皮質過形成症の成人
身長改善のための最新治療，③治療後も妊孕性を希望する若年癌患者に対
する妊孕性保存法，についてのレビューを紹介します。
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