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• がん・生殖医療とは

• 宮城県がん・生殖医療ネットワークの概要

• ネットワーク利用の際の診療の流れについて



「がん患者の診断・治療・生存状態を鑑み、個々の患者の生殖能力
に関わる選択肢、意思および目標に関する問題を検討する生物医学、
社会科学を橋渡しする学際的な一つの医療分野」

がん・生殖医療（Onco-fertility）

「がん治療を最優先にすることを大前提として、
がん患者さんがお子様をもつことを応援する医療」

つまり



(1)患者数が少なく、希少疾患である
(小児がんは約 2100 人/年、AYA 世代のがんは約 5100 人/年)
(2)白血病、悪性リンパ腫、脳腫瘍や肉腫の全がん患者に占める割合は高いが、
がん種は多岐にわたる
(3)小児がんの5年相対生存率は約80%と改善が著しく世界標準に達しているが、
AYA 世代に関しては疫学的にも臨床的にも国内の情報は乏しく、欧米先進国に比
べると実態把握や専門医間の連携といった対策の遅れが目立つ。

手術をはじめ、抗がん剤や放射線治療などのがん治療によっ
て妊孕性にダメージを受けることが知られているが、
小児およびAYA世代のがん患者に対し適切な情報提供・生殖
医療チームへのアクセスが不十分であることが問題点として
挙げられている。

小児および
AYA(Adolescence and Young Adult)(15~29 歳)世代の
がんの特徴



小児では10-20Gy、成人では4-6Gyで卵巣機能が低下するとされ、10歳で
18.5Gy、20歳で16Gy、30歳で14.3Gyで97.5％に不可逆性の卵巣機能不全が
生じるとされている。



がん・生殖医療における妊孕性温存療法（男性）

※日本がん・生殖医療学会Webサイトより



がん・生殖医療における妊孕性温存療法（女性）

※日本がん・生殖医療学会Webサイトより

2021ネットワーク事業対象開始



妊孕性温存治療の問題点

がん診療科が婦人科ではない場合、妊孕性温存治療のためには
生殖医療医との連携が必要

がん診療科と生殖医療医の妊孕性温存に関する知識量にギャップがある





各がん診療科
小児科
小児外科
乳腺内分泌外科
泌尿器科
血液免疫科
腫瘍内科
整形外科
脳神経外科
産婦人科

産婦人科Webサイト

患
者

東北大学病院 （認定
がん生殖医療施設）
ネットワーク事務局

東北大学病院を含む治療施設

東北大学病院
宮城県立がんセンター
などのがん拠点病院

生殖医療施設
卵子/胚・精子
スズキ記念病院
仙台ARTクリニック
京野アートクリニック仙台

緊急凍結対応
がん治療後の
妊娠サポート

迅速な原疾患の
治療開始

情報提供
啓蒙活動
情報管理

情報提供
妊孕性温存やがん生殖医療に関する説明カウンセ
リングの希望あり（緊急予約）

妊孕性温存処置の希望無し、または通常の妊孕性
温存治療のみ

カウンセリング
コーディネートヘ

ルスケア

東北大学病院 （認定
がん生殖医療施設）
宮城県立がんセンター

卵巣組織凍結
東北大学病院

ネットワーク組織図

東北大学産婦人科HP

各がん診療科
小児科
小児外科
乳腺内分泌外科
泌尿器科
血液免疫科

腫瘍内科
整形外科
脳神経外科
産婦人科



宮城県がん・生殖医療ネットワークで可能なサービス

• 東北大学病院
がん・生殖カウンセリング及びコーディネート（立花他、婦人科外来へ）
胚凍結 卵巣組織凍結（卵子凍結、精子凍結は準備中）

• 宮城県立がんセンター
がん・生殖カウンセリング及びコーディネート（山田秀和医師）

• 仙台ARTクリニック
胚凍結、卵子凍結、精子凍結

• スズキ記念病院
胚凍結、卵子凍結、精子凍結

• 京野アートクリニック仙台
胚凍結、卵子凍結、精子凍結



宮城県では小児・AYA世代のがん患者さんが、将来に希望を持って
がん治療に臨めるようにがん治療前に行う生殖機能（妊よう性）
温存治療の費用の一部を助成しています。

詳細は宮城県公式Webサイト（健康推進課）へ

※助成対象となる年齢、治療内容、治療施設、上限額、申請期限等あります。
※2021年4月時点での情報です、最新の情報をご確認ください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/aya-seisyoku.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/aya-seisyoku.html


JOFR登録サイト
https://database.j-sfp.org/Login.aspx

宮城県がん生殖医療ネットワークではJOFRの研究に参加しています。

JOFR医療情報を記録・追跡することとしています。JOFRによるデータベースを解析することに
よって、わが国のがん・生殖医療の実施数や地域差、生児獲得率など生殖医療としての治療成
績、生存率などがん診療としての治療成績が明らかになります。さらに患者さんの住んでいる地
域にかかわらず良質ながん・生殖医療を受けることが可能となる（『均てん化』といいます）た
めの不可欠な基盤的データの整備が期待できることが目的としたオンラインレジストリ。

（日本がん・生殖医療学会HPより）





・原疾患の治療と卵巣機能の低下の関連性（Onco>Repro）
・原疾患の状態と予後（Onco）
・妊孕性温存の手段があること（Onco→Repro）
・さまざまな手段とその確実性（Repro）
・凍結保存の実施により原疾患の治療が遅れる可能性（Repro）
・治療の遅れにともなう原疾患への影響（Onco）
・凍結保存の実際（手技とリスク）（Repro）
・将来の妊娠成立と挙児の可能性（Repro）
・将来の妊娠の安全性（Repro）
・費用など（Repro）

Onco：Oncology担当医によるカウンセリング
Repro：Reproduction担当医によるカウンセリング

がん診療科と生殖医療医が連携して行います = Onco-fertility



✓ がん治療の妊孕性への影響とがん・生殖医療というオプションの存在について
ご説明いただくこと。

✓ がん生殖医療は全て私費診療であること。カウンセリングも私費（大学：
9,600円、がんセンター：セカンドオピニオン外来に準じて10,800円/30分、
延長30分毎に5,400円加算）

✓ 適応があり、希望がある場合に東北大学婦人科のがん・生殖外来（毎日可能）
か、がんセンターの卵子保存相談外来の予約を入れて頂く。

✓ 登録票を記入いただくこと。既に施行済みの治療や今後予定している治療内容、
時間的猶予、血液型、感染症、凝固、血算、生化学検査など最新の情報。

✓ がん・生殖医療をご希望されない場合でも、卵巣機能のフォローやHealth 
careとしての介入（ホルモン補充）は必要になる。これは保険診療で可能なの
で、不妊内分泌外来へご紹介下さい。

✓ ネットワークでは年に一回、JOFRオンラインレジストリへの患者の状態を報
告しています。治療の転機、状態、妊娠許可などの情報など事務局からの問い
合わせにご協力下さい。

がん診療科の先生にお願いしたい事



【卵子、胚凍結の適応と除外基準の概要】
➢ 手術療法、化学療法や放射線治療などの医療行為によって将来的に卵巣

機能の高度な障害が予測される患者。
➢ 適応年齢

未婚：満１６歳から４０歳未満
既婚：当該生殖医療施設の基準（大学病院 42歳未満）

➢ 原疾患治療担当科医師より許可が得られていること。
➢ 原疾患以外の合併症に関して、合併症診療科医師から採卵が許可されて

いること。
➢ 除外基準を満たさないこと。
➢ 説明に基づいた同意が得られること（２０歳未満の方は、本人ならびに

親権者、またはそれに準ずる者の同意。既婚者は、体外受精にあたり配
偶者の同意が必要）

除外基準
• 診療の内容、支払いに関して同意が得られない場合
• 意識がない、全身状態が著しく不良、その他、担当医が不適当と判断し

た場合
• がん性腹膜炎
• 易感染性
• 出血傾向
• 精神状態が著しく不安定
• 感染症 (別紙)



【精子凍結の適応と除外基準の概要】
➢ 抗がん治療（手術、化学療法、放射線治療等）により造精機能低下が予想され

る患者
➢ 説明に基づいた同意が得られること
（20歳未満の者は、本人ならびに親権者、またはそれに準ずる者の同意を原則と
する）

【除外基準】
• 診療の内容、支払いに関して同意が得られない場合
• 意識がない、もしくは全身状態が著しく不良で、自己採精ができないもの
• マスターベーションによる採精ができないもの
• 精神状態の著しく不安定など、カウンセリングにより不適当と見なされるもの
• 凍結前の評価にて精子が確認できないか、高度の乏精子症で凍結融解による回

復が望めないもの
• 感染症（別紙）





【卵巣組織凍結の適応と除外基準の概要】
(1) 疾患名（設定理由を含む）
1. がんおよび自己免疫性疾患に対する治療によって卵巣機能不全になることが予想される症例
2. 主たる治療の前もしくは治療初期の症例
3. 主治医が卵巣摘出術に伴う、麻酔、手術が可能な状態と判断した症例
4. 年齢が7歳以上40歳未満
5. 主治医より長期生存が見込まれると判断された症例
6. 宮城県がん・生殖医療ネットワークへがん生殖医療のカウンセリングの依頼があった症例
7. 妊孕性温存療法の趣旨を十分に理解し、治療の限界、危険性や凍結に係る診療対価の支払いに対しても同意が
得られたもの。
8. 妊孕性温存療法として、経腟採卵術による卵子凍結、受精卵凍結の適応とならない症例
上記すべての項目を満たした症例を被験者とする。

(2) 病期、ステージ
各疾患の病期、ステージは限定しないが、主治医より治療により長期生存が見込まれると判断された症例とする。
(3) Performance Status（全身症状の指標）
米国麻酔学会術前状態分類（ASA-PS）にてClass1（一般に良好。合併症無し）、Class2（軽度の全身疾患を有するが
日常生活動作は正常）、Class3（高度の全身疾患を有するが運動不可能ではない）までの状態で、麻酔科担当医が麻
酔に耐えうる全身状態と判断した症例

(4) 年齢7歳以上、40歳未満（登録時）
(5)性別 女性
(6)入院・外来の別 登録時の入院、外来の別は問わない。

除外基準
（有効性評価に影響を及ぼすための除外）
(1)試験担当医師が被験者として不適当であると判断したとき

（安全性評価に影響を及ぼすための除外）
(1) 長期生存が見込めないとき
(2) 手術不能な状態のとき
(3) 摘出卵巣に悪性腫瘍が認められたとき

（リスク／ベネフィットバランスの観点からの除外）
(1)試験担当医師が被験者として不適当であると判断したとき



予約方法

大学病院
＜東北大学病院 婦人科 不妊内分泌外来＞
外来日；要相談（完全予約制）

婦人科外来（TEL  022-717-7745 (直通)）に直接ご連絡してください。

下記書類を用意、持参の上、受診するようお伝え下さい。
登録票
血液型、感染症、凝固など、一般的な術前検査にあたる検査の結果（コピー）
腹部または骨盤の画像データ（MRIやCTなど）があれば、同封してください。

＜宮城県立がんセンター 卵子保存相談外来＞
外来日；火曜日・木曜日、14時以降（完全予約制）

地域医療連携室に以下書類をFAX（022-381-6169 (直通)）してください。

相談外来予約票が発行されます。
登録票
相談外来申し込み書（様式１）

下記書類を用意、持参の上、受診するようお伝え下さい。
登録票（原本）
血液型、感染症、凝固など、一般的な術前検査にあたる検査の結果（コピー）
相談外来予約票＋診療申込書（様式２）
(ご本人が来院できない場合) 卵子保存相談外来同意書（様式３）

詳細については、宮城県立がんセンターホームページ(下記URL)をご参照ください。
・「トップページ」→「外来・入院のご案内」→「卵子保存相談外来」
http://www.miyagi-pho.jp/mcc/kanjya/gairai/ransihozon.html
・「トップページ」→「医療関係の皆様へ」→「診療予約方法：卵子保存相談外来予約」
http://www.miyagi-pho.jp/mcc/renkeisitsu/ransi-mosikomi.html

http://www.miyagi-pho.jp/mcc/kanjya/gairai/ransihozon.html
http://www.miyagi-pho.jp/mcc/renkeisitsu/ransi-mosikomi.html


注意事項

✓生殖医療の可否は生殖医療施設とコーディネーターで最
終的に判断致します。

✓カウンセリング、コーディネート業務にも料金が発生し
ます。

東北大学病院 9,600円（約1時間を想定）延長料無し
宮城県立がんセンター 10,800円（30分）、延長30分毎に5,400円加算



Webサイトに予約の取り方の詳細、登録票などダウンロードが可能となります。
ご不明な点がありましたら、産婦人科外来（7745か3235）立花か渡邉まで連絡
戴ければ幸いです。現状、登録票はメールかFAXでお送りします。

産婦人科 立花眞仁 メール：masahito.tachibana.c1@tohoku.ac.jp

患者向けページ 医療関係者向けページ



参考資料









GnRHアナログによる卵巣機能抑制
化学療法施行時にGnRHアナログを併用した場合に、月経の再開率と自然排卵率が
高かったが、自然妊娠率に差がなかったというメタアナリシスがある。2013年の
ASCO（米国臨床腫瘍学会）のガイドラインでは十分なエビデンスがなく、
臨床試験以外での化学療法との併用は慎重にすべきとしている。2014年のRCTでは
早発卵巣不全に有意差があることが報告された。総じてエビデンスとして十分には
確立されておらず、推奨されない。

卵巣位置移動（放射線治療に対して）
卵巣位置移動術は、術後の放射線照射による被爆を回避するために
温存卵巣を移動し、固定する術式である。卵巣位置移動術を行っても、
患者の卵巣予備能によっては、また卵巣動静脈の固定状況によって
卵巣の機能が必ずしも保持されないことに留意する。

Bedaiwy MA et.al: FertilSteril2011;95:906-914e901-904.
H C.F. Moore et.al: Journal of Clinical Oncology2014 32, no. 18_suppl



・精子凍結保存と胚凍結保存は、
挙児を希望するカップルに広く適応されている。

・次の者は利用できない。
・パートナーのいない女性で、提供精子使用を受け入れない女性

・宗教上の理由で、胚の凍結保存を受け入れない女性

・採卵までに時間を要し、原疾患の治療の遅れにつながる
可能性がある。

・卵巣刺激にともないエストロゲンが上昇することにより
原疾患へ影響が及ぶ可能性がある。



・パートナーのいない女性や、受精した胚の凍結保存を
希望しない女性にも施行しうる。

・採卵までに時間を要し、原疾患の治療の遅れにつながる
可能性がある。

・卵巣刺激にともないエストロゲンが上昇することにより
原疾患へ影響が及ぶ可能性がある。

・This technique should no longer be considered
experimental.卵子凍結は標準治療として捉えられる。
(ASRM Committee Guideline: Fertil Steril 2013; 99:37)



・is currently considered to be an experimental technique.
(ASRM Committee Opinion: Fertil Steril 2014; 101:1237)

is considered experimental and should be performed
under IRB-approved protocols.
(ASCO Recommendation: J Cliln Oncol 2013; 31:2500)

・対象となる女性
・直ちに化学療法開始を要するなど、卵巣刺激を行う猶予のない場合

・思春期前

・ホルモン依存性悪性疾患のため、卵巣刺激が行えない場合

・移植部位について Orthotopic (同所) or Heterotopic (異所)?
・Heterotopicは、腹壁、前腕、胸壁など。
・これまで生児が得られているのは同所性移植によるものだけであったが、

近年異所性移植した卵巣組織に対するART によって生児が得られている。



Risk of ovarian metastasis according to cancer type

High risk Moderate risk Low risk

Leukemia
Neuroblastoma
Burkitt lymphoma
Genital rhabdo-
myosarcoma

Breast cancer stage IV
infiltrating lobular subtype

Colon cancer
Adenocarcinoma of the cervix

Breast cancer stage I-III
infiltrating ductal subtype

Squamous cell ca of the cervix
Hodgkin’s lymphoma
Osteogenic sarcoma
Non-genital rhabdomyosarcoma
Wilms’ tumor

凍結保存組織への悪性細胞の混入のリスクがある。
⇓

卵巣再移植後に原病が再発する可能性がある。
（原病によるリスクの差）

(Sonmezer M, et al: Hum Reprod Update 2004; 3:251; Cell Tissue Res 2005; 322:125)
(Dolmans M-M, et al: Fertil Steril 2013; 99:1514)
(Rosendahl M, et al: Fertil Steril J Assist Reprod Genet 2013; 30: 11-24)
小児，思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2017年版 日本癌治療学会

Non-Hodgkin’s lymphoma
Ewing’s sarcoma



・Oocyte in vitro maturation (IVM) → cryopreservation
卵巣刺激の必要なく、直ちに行える。

凍結保存のための卵巣組織採取の時に同時に行える。

IVM後の成熟卵子は凍結保存により受精能力が低下する。

・Primordial and preantral follicle culture ← cryopreservation
凍結保存した卵巣組織を用い、原始卵胞からの完全な培養を行う。

現在、マウスのみで可能である。in vitro growth (IVG)

・Xenotransplantation ← cryopreservation
凍結保存した卵巣組織のマウスへの移植により、成熟卵子が得られる。

悪性細胞の混入による原疾患再発のリスクがない。

倫理的問題点。


