STAGE

10

その他
体外受精には、海外で実施されていて、日本でも今後の進展に期待がかかる
診断や検査などがあります。夫婦以外の第三者が関わる体外受精の話題や保険
適応化についての結果も合わせて見ていきましょう。

1

着床前診断（PGT-A）や着床能検査について
着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）は、日本産科婦人科学会の臨床研究参加施設で受けることが
でき、臨床研究は 2021 年 12 月末日までの胚移植が対象になります。PGT-A を実施している施設は
23% でした。臨床研究後、どのように導入されていくのか、正式な発表を待つばかりです。
着床能検査は、反復着床不成功者に有効とされるもので、着床の窓の時期の検査で、67% の施設で
実施しています。子宮マイクロバイオーム（子宮内フローラ）は５９％、感染性慢性子宮内膜炎は 75％
の実施率でした。実施率は、年々増加する傾向にあります。

2

第三者が関わる体外受精で必要に思うものは？
デリケートな内容のためか回答数は少ないものの、ドナー卵子、ドナー精子、ドナー受精卵、代理出産
に対する回答が得られました。結果は明白で、ドナー卵子、ドナー精子は必要と思う治療施設（医師）は
多く、受精卵＝胚の提供と代理出産に関して必要と思う医師が少ないことが分かります。

3

精子提供ボランティアについて
精子提供を個人がボランティアで行い、自分の精子で産まれている子がこの世に数十人いると発表する
男性もいるようです。AID では、提供精子は凍結保存されますが、それは精子提供者の HIV 感染がなく
安全な精子であることを確認するためです。精子提供者が、
「HIV 感染していません」という検査票があっ
ても、それは検査を受けた日までのことでしかありません。それ以降に感染していれば、精子は安全では
ないのです。結果は、
賛成も反対も大きな差はなく、
どちらとも言えないが 65％でした。「自己責任で…」
というしかないのかもしれません。ただ、精液を扱う医療者の健康は守られなければなりません。

4

保険適用化について
不妊治療と体外受精にわけて質問をしましたが、不妊治療としての保険適用化には賛成者が半数近く
（４３％）でした。しかし、体外受精となると、賛成は 16％へと減り、どちらとも言えないが 47％で、
助成金の拡充でよいとする施設が 28％でした。２０２２年４月から不妊治療、体外受精の保険適用化が始
まりますが、今行われている治療の全てが保険適用の対象になるわけではないことも知っておきましょう。
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1
着床前診断と
着床能検査の
実施について
回答数グラフ中表記

着床関連の検査や治療の実施率

23%

24%
導入を検討中

53%

5%

行っている 導入を検討中

28%

着床前診断
（PGT-A）

着床能検査を
行っている

いいえ

（回答 124）

67%

（回答 125）

はい

行っていない

59%

3%
38%
行っていない

4%

21%

行っている

導入を検討中

子宮内マイク
ロバイオーム
検査と治療

導入を検討中

感染性慢性子
宮内膜炎検査
と治療

いいえ

（回答 123）

75%

（回答 122）

はい

7%

導入を検討中

34%
行っていない

2
第三者が関わる
体外受精で必要
に思うもの

その他
着床に関する
治療や検査
（回答 116）

59%
行っている

卵子提供、精子提供、受精卵提供、代理母で必要に思うもの

ドナー卵子

ドナー精子

91%

ドナー受精卵

78%

代理出産

19%

19%

回答数 ６４件

3
精子提供
について

精子提供がボランティアとして行われていることに関して

13％

19％

65％

3％

賛成

反対

どちらとも言えない

その他

回答数 １２０件

4
保険適用化
について
回答数 １２３件

不妊治療の保険適用化について

43％

10％

47％

賛成

反対

どちらとも言えない

体外受精の保険適用化について

16％

15％

47％

28％

賛成

反対

どちらとも言えない

助成金の拡充がよい
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STAGE

10
寄せられた意見

寄せられたご意見を加筆なく掲載致しましたので、参考にご覧ください。

着床前診断（PGT-A）について
● 胚生検で妊娠率を下げる可能性あり

● 女性患者の高齢化

● 余計なことをする必要はない

● 症例を限定すれば有用な選択肢と思われるが、モ

● モザイクに対する対応が不明確のため現段階では
次期早尚

ザイクの問題など丁寧に説明する必要があると思う
● 症例によっては必要。ただし全てには不要

● 頻回の着床不全や、初期流産例に対してなど臨機
応変に

● 今後は必要になると思う
● 高齢患者に無駄な胚移植を実施しないため必要

● 費用の問題あり

● 高齢かつ４〜５個以上の胚が獲得できる場合に適

● 微妙、必要と考えているが現状対応できない

応となると考える

● 年齢、症例による

● ケースバイケースにより必要

● 日産婦（日本産科婦人科学会）が臨床研究を行っ

● ガイドラインや法の整備が必要

ている

● 今後の課題

● 難治性不妊において必要

● PGT-A については現在考慮中

● 特に不育症患者さんには有効と考えます

● 38 歳以上

● 当院では行っていないが、患者の希望に添いたい

● 100% の診断ではない、胚のダメージの可能性

と思う

あり

● 希望者には行っている

着床能検査について
● 有用な検査と思う。 実際に移植日を補正して妊娠
例もあり

● 患者がインターネットを見て希望するが有用性不明
● 開始したばかりで特になし

● 有用ではあるがもう少し安価だと良いと強く感じる
● 本当に妊娠率が上昇するのかまだわからないよう
な反復着床不全患者に施行している

● HRT で実施しないといけないから、
（当院は 70％
が自然排卵で ET）
● gold standard かどうかはまだ不明と考えている

● ずれの頻度は深刻なものではないが相当数いる

● ERPeak 検査導入済み

● コストが高い

2022 年４月から、不妊治療
は、公的医療保険が適用化
される予定です。
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保険適用化について
● まだ本当の意味で患者さんにとって有益かどうか確

ない。● 助成金の拡充により８割前後補助をうけるこ

定していない PGT-A、マイクロバイオーム、慢性子

とができるようになった。この制度が継続できるので

宮内膜炎検査・治療を高額な自費診療で提供している

あれば保険適用にする必要はないと考える。● 様々な

現状をとても危惧しております。 ● 反復不成功は双

問題点があり、１年で制度を整えるのはあまりに拙速。

方にとってとてもつらいものですが、日本では本来研

急いだためにかえって患者さんの不利に繋がらないか

究的検査・治療があたかも最先端検査・治療でやって

心配。きめ細やかな設計を望みます。● 保険化され

いるかのようにメディアなど通じて発信されているのを

た場合、こういうアンケートは公でやって欲しい。( や

みるにつけ、患者さんがとてもかわいそうになります。

るべき）一市販誌がやるべきでは無い。● 混合診療

● ICSI が多すぎる、AHA が多すぎる等今の ART の

を認めてほしい。● 個々に妊娠できない理由が違うの

現場は大きな問題をかかえていると思いますが、表

で保険診療の枠内で縛られると応用がやりづらい。●

立って議論がなされていない現状をもって真剣にとら

基本的には保険適用化は難しいと思うけれど、卵管閉

える必要があるのではないでしょうか？ 貴誌もそこを

鎖等 ART でないと妊娠できない疾患があれば適用も

もっと掘り下げていけば、本当の意味で患者さん側に

しないといけないと思う。 ● 患者さんの高額治療費

立つことになると思います。● 保険によって治療の標

の負担を軽減する保険適用は基本的に賛成であるが、

準化ができる。混合診療を認めて、標準治療以外は

制度上の問題として、患者さんがそれぞれ必要な治

自費オプションにすればいいと思う。● 保険適用化に

療を個別的に進められる自由度を保って制度を運用す

より患者さんの負担が減り、不妊治療の開口が広がる

ることが肝要であると思う。その為、自費診療と保険

のはよいことだと思われるが、一律の金額になると各

診療の混合診療をある程度認める制度が必要であると

施設のコストダウン ( 培養液など ) により成績が低下

考える。そうでなければ単に助成金の拡充が良いと考

するおそれがあるのではないかと心配している。● 混

える。● 今までの体外受精は様々な患者さんに対応

合診療を解禁し、保険の部分と自費でオプションの部

し、好成績を維持してきました。これは個々の患者さ

分 ( 例 タイムラプスを使う、高い培養液を使うなど…)

んに合わせた方法を工夫し、妊娠へ持っていった為で

があってもよいのではないかと考える。● 保険適用に

す。保険適用となると治療が一本化し、先進医療が困

するためにはガイドラインが必要と思うが、今の状況

難となり、全体として成績が降下するのを懸念してお

で作成できると思えないのだが…。● 歯科治療のよう

ります。ある程度自由な幅を持った医療を可能とする

に、混合診療を認めるのが現実的か？ それにしてもガ

為、助成制度の継続をお願いしたいです。● IVF に関

イドライン作成できるのだろうか？ ● 不妊治療に対す

しては施設間の設備投資、人件費、成績など差が激し

る公のサポートは絶対に必要。ただし一律の保険適用

いため、保険適用は不可と考えます。 先ずは一般不

は個別化が必要な不妊治療には無理があり、適切な

妊治療 (AIH) までが良いと考えます。● ART を保険

治療をかえって妨げる可能性がある。助成金拡充が望

適用した場合に、これまで行っていた患者毎に使用す

ましい。 ● 不妊治療・体外受精において法整備の面

る物品、培養液、技術などを細かく変更したりしてい

からも現状では第三者の介入は慎重に行うべきと考え

たものが反映されるのか？制度設計するのであろう役

る。● 体外受精の保険適用は、施設格差の大きさも

人が ART の現場や技術、使用する物についてどこま

あるのでどのように点数をつけるのか注視したい。

で把握し、保険制度の中に反映させることができるの

● 全国の体外受精にかかる費用は 20 〜 80 万円と

でしょうか？ はなはだ疑問です。これまでのように自費

差があり、これを一本化し保険適用とすることは極め

だからこそできた新しい技術や物品の導入は、保険適

て難しい。 ● 日本は採卵件数が多いが、採卵あたり

用により一律のものに制限されてしまい不可能になる

の生産率は世界で最下位が続いている。これは妊娠

のではないのでしょうか。そのかわりに患者負担は全

率が低い自然周期採卵が原因と思われるため、イギリ

国一律になるのでしょうが、施設毎の技術レベルは反

スと同様に自然周期による採卵の保険適用は賛成でき

映されないことになります。
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