
 
産婦人科若手医師による学生さん・研修医・若手医師向けのがん・生殖入門セミナーです。 

今回は第 1 回目であり、参加費は無料ですので、多数のご参加お待ちしております。 

【プログラム】 

第 1 部 がん・生殖入門編 座長 名古屋第一赤十字病院 斎藤 愛先生 

・がん生殖を前提とした不妊治療の特徴 三重大学 矢嶋秀彬先生 

・乳がんの一般的な治療 岐阜大学 青島友維先生 

・乳がん患者における妊孕性温存 名古屋大学 藤本裕基先生 

第 2 部 各施設におけるがん・生殖医療および症例検討 座長 三重大学 西岡美喜子先生 

 ・演者 三重大学 阪本美登先生、岐阜大学 坊本佳優先生、名古屋大学 三宅菜月先生 

【開催日時】 2020 年 11 月 7 日（土） 14 時～17 時 

【開催形式】 ハイブリッド開催（講堂の定員は 60 名程度） 

① 名古屋第一赤十字病院 内ケ島講堂（愛知県名古屋市中村区道下町３丁目３５） 

② Zoom によるライブ配信 

【対象】 東海北陸（愛知・岐阜・三重・長野・静岡・富山・石川・福井）で、がん・生殖に興

味のある学生さん・研修医・若手医師 

【申込方法】 下記 URL（QR コード）よりお申込みください。    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6

spkEs3fJFV1rbYPM7g/viewform?usp=sf_link         

 

＜申し込み QR コード＞ 

                 Check it out! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6spkEs3fJFV1rbYPM7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6spkEs3fJFV1rbYPM7g/viewform?usp=sf_link
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代表挨拶 

 

  



プログラム 
2020年 11 月 7 日（土） 14 時～ 

「当セミナーは文科省がんプロフェッショナル養成プラン推奨セミナーに認定されています。」 

 14:00～14:10 

【開会の辞】 三重大学 前沢忠志先生 

  

 14:15～15:20 （発表 15 分×3 演題、ディスカッション 20分） 

【第 1 部 がん・生殖入門編】 

座長 名古屋第一赤十字病院 斎藤 愛先生 

1. がん生殖を前提とした不妊治療の特徴  

三重大学 矢嶋秀彬先生 

2. 乳がんの一般的な治療  

岐阜大学 青島友維先生 

3. 乳がん患者における妊孕性温存 

 名古屋大学 藤本裕基先生 

 

  15:30-16:35（発表 15分×3 演題、ディスカッション 20 分） 

【第 2 部 各施設におけるがん・生殖医療および症例検討】 

座長 三重大学 西岡美喜子先生 

1. 三重県でのがん・生殖医療について 

三重大学 阪本美登先生 

2. 岐阜県のがん・生殖医療について 

岐阜大学 坊本佳優先生 

3. 名古屋大学医学部附属病院の現状の取り組み 

名古屋大学 三宅菜月先生 

 

16:40-16:50 

【閉会の辞】 岐阜大学 古井辰郎先生 

  



【開催形式】 ハイブリッド開催（講堂の定員は 60 名程度） 

① 名古屋第一赤十字病院 内ケ島講堂（愛知県名古屋市中村区道下町３丁目３５） 

② Zoomによるライブ配信（質問はチャットで当てて下さいなど挙手形式で行います。） 

【申込方法】 下記 URL（QR コード）よりお申込みください。    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6spkEs3fJFV1rbY

PM7g/viewform?usp=sf_link 

＜申し込み QR コード＞ 

 
【交通案内】 

 

電車でお越しの方は、地下鉄東山線「中村日赤駅」より内ケ島講堂への案内が出ておりますのでご参照

ください。 

お車でお越しの方は、駐車券を発行予定です。 

【参加受付】 

 2020 年 11 月 7日（土）13 時半～ 内ケ島講堂にて行います。  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6spkEs3fJFV1rbYPM7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfech_VdENLBNd4Z3rTuIFCneIEhBM6spkEs3fJFV1rbYPM7g/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

抄録集 
  



がん患者における妊孕性温存療法 ～胚・卵子・卵巣凍結について～ 

三重中央医療センター産婦人科 1)、三重大学医学部産科婦人科学教室 2) 

矢嶋 秀彬１）、前沢 忠志 2)、阪本 美登 2)、西岡 美喜子 2) 、池田 智明 2) 

 

がん治療の日々の進歩とともに、放射線や抗がん剤などの治療に伴う生殖機能への影響による若年がん

患者の妊孕性温存療法への関心が高まっている。しかし、原疾患のがん治療を最優先させるべきであり、

妊孕性温存療法を行う時間的に制限があるのが現実である。 

胚や卵子を獲得するための卵巣刺激は、がん患者には短期間により多くの卵子を獲得することが求めら

れ、ランダムスタート法や Double Stimulation 法が考案された。また、乳癌や婦人科癌などのエストロ

ゲン感受性腫瘍の患者の場合、卵巣刺激に伴うがん組織への影響を考慮し、アロマターゼ阻害薬(レトロ

ゾール)を併用した卵巣刺激法が推奨されている。 

女性の妊孕性温存の代表的な方法は、胚凍結、卵子凍結、卵巣凍結の 3つが挙げられる。胚凍結はパート

ナーを有する患者に適応となり、妊娠率は 30−35％である。卵子凍結はパートナーのいない患者にも適

応となるが、妊娠率は 4.5−12％と胚凍結と比較すると低い。卵巣凍結は卵巣刺激が必要ないため、思春

期前の女児における唯一の選択肢となり、これまでに世界で 130 例以上の分娩報告がある。しかし、卵

巣移植手術に伴うがん細胞の再移植リスクや移植した卵巣が生着しないなどの問題点がある。 

原疾患の種類、状態、ステージなどにより実施できる妊孕性温存療法は異なるが、がん診療を行う医療者

側が一般的な知識を得ることで、患者への正しい情報提供が可能となり、生殖医療補助施設への早期紹介

に繋がると期待される。今回、がん患者における女性の妊孕性温存療法の特徴や方法について解説する。 

 

  



乳がんの治療について 

岐阜大学医学部附属病院 産婦人科 

青島 友維、坊本 佳優、竹中 基記、寺澤 恵子、古井 辰郎 

 

日本人女性の乳がん罹患数は年間約 9万 5000 人、死亡数は年間約 1万 4000 人に及び、罹患者数第 1位、

死亡者数第 5 位を占める悪性腫瘍である。35 歳未満の若年性乳がんは全体の 2-3%に過ぎないが、45 歳

未満では全体の 15%程度を占め、年間 1 万人を超える生殖可能年齢の女性が発症している 

乳がんの治療は手術療法、薬物療法、放射線療法に大別される。治療方針を決定する上で、病変の広がり

をみる病期診断(stage)と腫瘍の性質をみるサブタイプ分類(intrinsic subutype)が重要である。 

手術療法は乳房部分切除・乳房全切除に加え、センチネルリンパ節生検・腋窩リンパ節郭清が行われる。

病期診断を行うと共に免疫組織化学法で腫瘍組織の ER(エストロゲンレセプター)、PgR(プロゲステロン

レスプター)、HER2、Ki67 を検索し、サブタイプ分類(ルミナル A,B、HER2 タイプ、トリプルネガティ

ブ)を行う。 

薬物療法には内分泌療法、化学療法、HER2 療法があり、それぞれ特性は異なるがいずれも無病生存期間

と全生存期間を改善することを目的とする。治療成績の向上のためには、薬物療法の重要性が増している

現状がある。 

放射線療法は乳房部分切除後、腫瘍径が大きい症例、腋窩リンパ節転移例、転移巣に対して行われる。 

乳がんにおける治療選択肢は多岐にわたり、治療の個別化の試みが模索され、その成果が報告されてきて

いる。今回乳がんの手術療法、薬物療法、放射線療法の詳細につき解説する。 

メンバー 

 

 

  



乳がん患者における妊孕性温存 

名古屋大学 産婦人科  藤本裕基  

 

 乳がんは成人女性において罹患率が最も高い悪性腫瘍であり、近年では女性の社会進出による晩婚化

もあって、生殖可能年齢女性での乳がん治療が妊孕性温存に与える影響が問題となってきた。 

 乳がんの治療方法は大きく分けて手術療法、放射線療法、そして薬物療法に分けられる。特に生殖可能

年齢の乳がん患者では手術前後に施行される薬物療法は妊孕性に対して大きな影響を与える。薬物療法

では薬剤感受性マーカーであるエストロゲンレセプターや HER2 などの表現型からホルモン療法、化学

療法、そして分子標的薬が選択される。化学療法では卵巣毒性が懸念され、化学療法によって誘発される

化学療法誘発性無月経が特に問題となる。シクロホスファミドに代表されるアルキル化剤は特に強い卵

巣毒性を持ち乳がんで使用される多くのレジメンで使用されている。また、ハーセプチン®をはじめとす

る分子標的薬は妊孕性への影響は少ないものの羊水過小などの影響が報告されており、投与後７ヶ月間

の避妊が必要である。ホルモン療法では、治療期間が 5 年から 10 年と長いうえ、催奇形性の理由から妊

娠中の投与は禁忌であり、妊孕性に対して大きな障壁となってきた。しかし、ホルモン療法を一旦休薬し

て妊娠した場合の転帰や安全性を評価する POSITIVE 試験が 2014 年より開始されており、ホルモン受

容体陽性乳がん患者がより早期に妊娠可能となることが期待されている。 

 今回は小児, 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 年に沿って薬物療法

を中心に乳がん治療と妊孕性温存の関係、実際の治療について詳説していく。 

 

  



三重県でのがん・生殖医療について 

三重大学医学部附属病院 産婦人科  阪本 美登 

 

 三重大学医学部附属病院（以下当院）では、2015 年に高度生殖センターを開設し、同年より精子凍結

を、2017 年には卵子・胚凍結、卵巣凍結を開始した。妊孕性温存は治療を円滑に進めるためには多くの

診療科や医師以外の他職種の連携が重要である。当院では生殖医、看護師、臨床心理士、チャイルドライ

フスペシャリスト（CLS）よりなるがん・生殖チームを編成し、患者に対しての妊孕性温存方法説明方法

や説明時期などについて、定期的な会議により多職種での意識の共有化を図ってきた。加えてがん診療病

院などの他院との連携を円滑にするために、三重がん生殖医療ネットワークを設立し、その活動の一環と

して県下がん治療施設への説明会などを実施してきた。2019 年にその啓発活動が三重県に認められ、妊

孕性温存療法に対する助成金が新設された。 

2015年 5月の当センター開設から 2019年 12月までに、妊孕性温存の対象となる受診者数は男性 41名、

女性 64 名の計 105 名であり、受診した女性のうち妊孕性温存を希望されたのは 31 名で、手法は卵巣凍

結が 11 例、卵子凍結が 11 例、胚凍結が 9 例となった。また対象となる原疾患について女性は乳がん 38

例と最も多く、次いで血液悪性腫瘍 11 例であった。 

乳がんはその組織型、ホルモン感受性、進行期等により治療法が大きく異なり、妊孕性温存手法について

も病態に応じて検討する必要がある。当院においても卵子・胚凍結を実施するためホルモン療法を一時中

断する症例や、卵巣凍結を実施する症例など多岐に渡る。また医学的対応のみならず心理的な支援や治療

後のフォローアップ等でも困惑することが多く、多くの職種と連携しながら手探り状態で対応している

のが現状である。 

今回、当院でのこれまでの乳がん症例の経過をもとに、当院での診療について述べる。 

 

 

  



岐阜県のがん・生殖医療について 

岐阜大学医学部附属病院 産婦人科 

坊本 佳優、竹中 基記、寺澤 恵子、古井 辰郎 

 

岐阜県は飛騨地方、美濃地方に分かれており、北部の飛騨地方は人口 15 万人、南部の美濃地方は人口 185

万人ほどである。がん診療連携拠点病院は飛騨地方に 1 施設、美濃地方に 6 施設あり、ART登録施設は

美濃地方に 10 施設あるのみである。医療リソースが偏在していること、名古屋市のある愛知県西部とも

接しており、がん患者も不妊患者も治療を受ける施設の選択肢は多くある。 

岐阜県では毎年、婦人科がんを除いた 40 歳未満で悪性腫瘍と診断される患者が約 100 名程度いると推定

されている。そのうち妊孕性温存処置としての卵子、卵巣組織凍結保存の対象となる患者も 10 名程度い

ると考えられている。現場のがん治療医は性腺機能低下や不妊に関する説明はしているものの、妊孕性温

存の選択肢や方法に関しては十分な説明がなされていない現状があり、その一因として生殖医療医師と

の連携がとれていないことが挙げられる。 

2013 年に岐阜県がん・生殖医療ネットワークとして GPOFs(Gifu-Patients,Oncologists & Fertility 

Specialists)が設立された。これは岐阜県内の若年がん患者・がん治療医・生殖医療専門医を結びつけ、患

者に対して適切な妊孕性に関する情報提供、温存処置の提供と QOL改善のサポート、がん治療医の負担

軽減などを目的としている。 

岐阜大学病院におけるがん・生殖医療相談受診者数は毎月 3-4 人、女性は 2-3人ほどである。現在までに

GPOFs を介した相談件数は女性が 200 人まで上り、その半数以上が乳腺症例である。 

今回岐阜県内におけるがん・生殖医療の取り組み、岐阜大学病院のがん・生殖外来受診状況などの詳細に

つき報告する。 

 

  



名古屋大学医学部附属病院の現状の取り組み 

名古屋大学 三宅菜月 

 

前半ではがん・生殖医療における愛知県および当院の現状を報告する。愛知県の主な問題点として、が

ん・生殖医療のネットワーク形成が遅れていること、妊孕性温存治療を受けるための助成制度が未整備で

あること、が挙げられ、その結果として妊孕性温存およびがん治療の開始が遅れたり、妊孕性温存の機会

が失われたりする懸念がある。県内のネットワーク形成に向けての取り組みは始まっているものの、行政

を巻き込んだ、より活発な行動が必要である。当院では精子凍結に加え、2011 年から卵子・胚凍結を、

また 2015 年から卵巣組織凍結を実施しており、2019 年までに精子凍結 105例、卵子・胚凍結 50 例、卵

巣組織凍結 16 例を実施した。がん・生殖医療への関心の高まりから、症例数は概ね増加傾向にあるが、

成人症例では経済的理由から妊孕性温存を行わなかった例も少なくなく、助成制度の早急な充実が望ま

れる。 

後半は乳がんの術後化学療法前に妊孕性温存療法を施行し、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）をきたしたた

め採卵後に入院加療を要した例を紹介する。症例は 27 歳、一妊一産。乳がんと診断され他院で手術施行

後に妊孕性温存希望目的で当院を受診し胚凍結を行った。採卵翌日より腹痛、腹部膨満感等が出現したた

め当科を再診し、OHSS の診断で入院した。重症 OHSS のためドパミン塩酸塩やヘパリン等を用いた治

療を行い、第 18 病日（乳がん手術から 56 日後）に退院した。不妊症でないためゴナドトロピンへの反

応性への反応性が高いこと、術後化学療法の遅延は 12 週間まで容認されるものの可及的速やかな化学療

法の開始が望ましいことからOHSS発症には特に注意が必要であると教訓になった。 

 

 

 

 

  



東海北陸若手がん・生殖セミナー 実行委員 
 

supervisor 所属 名前（敬称略） 
 

三重大学 前沢忠志 
 

岐阜大学 古井辰郎 
 

名古屋第一日赤 安藤智子 
 

名古屋大学 大須賀智子 
 

名古屋大学 後藤真紀 
   
   
   

member 所属 名前 
 

三重大学 西岡美喜子 
 

三重大学 阪本美登 
 

三重中央医療センター 矢嶋秀彬 
 

岐阜大学 竹中基記 
 

岐阜大学 坊本佳優 
 

名古屋第一日赤 斎藤愛 
 

名古屋大学 三宅菜月 
 

名古屋大学 林祥太郎 

（2020 年 7月時点） 

  



第１回東海北陸若手がん・生殖セミナーは以下の病院より協賛を受けました。 

ここに謹んで感謝申し上げます。（順不同） 

 

・操レディースクリニック 

・おち夢クリニック 

・浅田レディースクリニック 


