SPECIAL REPORT
卵子提供にあたって受ける処置
1. 1 回あたりの典型的手順では、女
性がゴナドトロピン放出ホルモン
作動薬を 1 〜 2 週間にわたって毎
日服用し、下垂体による排卵刺激
を抑える。
2. 続 いて、卵子を含む卵胞をいくつ
か発達させるために、卵胞刺激ホ
ルモンなどのゴナドトロピンを注
射する。
3. 第 3 のホルモンで、卵子の最終的
な成熟を促進する。
4. 針 を膣壁経由で卵巣へ差し入れて、
卵子を採取する。

次の世代：生殖補助医療はこの 25 年でしだいに

た原則の大部分を織り込んであるが、卵
子提供の問題についてはそうではない。
同委員会は、対価の支払いに関してもっ
と進歩的な方針を設ける余地を残してお
り、幹細胞研究の計画はその地域の監視
団体によって再検討されるべきだと提言
するにとどめている。こうした団体が、
「ヒト生体材料の提供にあたって不適切
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may take decades to emerge
卵子提供の健康への影響が明らかになる
のは数十年先のことかもしれない

な勧誘や他の不適切な影響がない」こと
を保証してくれるはずである。何をもっ
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ることのできた最善のコンセンサスな
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伴って、排卵誘発はこの 25 年の間にあ

う扱うべきかについて、はっきりした意
見の一致に至らなかったからだ。
とはいえ、今回のガイドラインは重要
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Ahuja はこの症例を報告し、卵子提供の

議に専門家たちを招集した。英国のヒ
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卵子提供に関する次回の協議でこの問

によると、クエン酸クロミフェンとい
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題を取り上げることになっている。
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「この議論では、金銭問題ではなく、
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因になっていると考えられている。ま
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とカリフォルニア州のスタンフォード大

まり、吐き気や膨満感、まれに腎不全

2000 人以上の医療記録を集めた。乳

学生物医学倫理センターの Mildred Cho

を起こし、命にかかわることさえある。

がんと卵巣がんには統計的に有意な増

はいう。CIRM の 9 月の総会ではこれら

頻繁な卵巣刺激が悲惨な副作用をも

加は見い出せなかったが、こうした女

のリスクに焦点が当てられ、同研究所の

たらす仕組みについてはほとんど情報

性たちが子宮がんを発生する傾向はお

研究の過程でどんな関連データが集まる

がないと、オランダのナイメーヘンに

よそ 1.8 倍だった（M. D. Althuis et al.

可能性があるかを議論する予定である。

あるラドバウド大学医療センターの産

Am. J. Epidemiol. 161, 607–615; 2005）。

「これらのリスクがどんなものかにつ

科・ 婦 人 科 教 授 の Didi Braat は 話 す。

排卵誘発のリスクがわずかだというこ

いてまだ十分にわかっていないことを、

切ればよいのではないかという。

なぜなら、医師たちはこうした症例の

とで、これらの研究は専門医たちを安心

同意を得る過程で人々に理解してもらう

報告をしたがらない場合が多く、報告

させた。しかし、この問題を調べている

ことが重要だ」
と Cho は話す。例えばハー

の必要に迫られることもめったにない

Brinton その他の研究者たちは、状況の

バード幹細胞研究所の Kevin Eggan に

からだ。しかし、死亡することはごく

把握はまだ不完全だと話す。Brinton の

よれば、彼の研究チームはリスクについ

まれだと考えられている。欧州ヒト生

調査には、ゴナドトロピン系ホルモンで

て卵子提供者に告げており、もし女性が

殖医療学会（ESHRE）の今年の年次総

はなく、1980 年代に IVF のために導入

卵巣過剰刺激症候群の徴候をみせた場合

会で報告された Braat たちの調査によ

されたクエン酸クロミフェンを服用した

には処置を止めているという。

る と、1984 〜 2006 年 に 排 卵 誘 発 処

女性が主に含まれていた。新しいほうの

こうしたリスクを前もって明らかに

置を受けたおよそ 10 万人の女性の医療

ゴナドトロピン系製剤を服用した女性を

しておかないと、1 件の悲劇的事件が広

記録から、IVF にはっきり関連づけられ

相当数調べるには、わずか 10 年ほどの

く報道されるだけで、卵子提供者を見

る死亡例はわずか 6 件だったという。

経過期間しかなく、こうした女性たちが

つける努力が水の泡になってしまいか

50 歳か 60 歳になるまで排卵誘発が遠因

ねないと、テキサス州ヒューストンに

の余計ながんは現れないかもしれない。

あるベイラー医科大学、産科・婦人科

そこで一部の専門家が心配している
のは、排卵誘発剤の長期リスクについ
てである。例えば、排卵誘発剤と乳が

10

しかし、これらの研究には異論も多

また、不妊症の女性に関する研究を、
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