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早発卵巣不全の診断・治療のため、当院に入院・通院された患者さんの 

情報を用いた医学系研究に対するご協力のお願い 

 

1 研究課題名 

研究課題名：早発卵巣不全の生殖アウトカムに関する調査研究 

 

2 対象となる方 

2017年1月1日より2017年12月31日までの間に挙児を希望して受診した18歳～40歳未満の方のうち、早発卵

巣不全（早発閉経）の診断を受けてその後3 周期以上の不妊治療を受けた方 

 

3 本研究の意義、目的、方法 

早発卵巣不全 (primary ovarian insufficiency, POI)では、40歳未満で卵巣機能が低下し卵子が無くなる、ある

いは極めて少なくなるため、無月経（月経が３～4ヶ月以上無い状態）となり、閉経（早発閉経）あるいは閉

経に似た状態になります。日本では、卵子を第3者から提供してもらうことや養子をもらうことは欧米に比べ

て難しいこともあり、自分との遺伝的繋がりのある子どもを希望する早発卵巣不全(POI)患者さんは、極め

て数少ない卵子を育てるために様々な不妊治療を受けることになります。しかし、いずれの治療もその有効

性を示す十分なエビデンスは無いのが現状です。さらに、実際にこのような治療を受けているPOI患者さん

が、どの程度の割合で卵胞発育・排卵が起き妊娠し出産しているかについて、日本も含めて世界では未だま

とまったデータがありません。そこで本研究では、過去に様々な生殖医療（不妊治療）を受けたPOI患者さ

んを概ね2 年間調査することで、その2年間の間にどの程度卵胞が育ち排卵が起きて妊娠しているかなどを明

らかにすることを目的として、2019年末までの診療（カルテ）情報を調査し解析します。患者さんへの新た

な負担はありません。 

POIの患者さんは20代で1000人に1人、30代で100人に1人しかいない稀な疾患ですので、多施設共同研究と

いう形で、出来るだけ多くの医療機関から症例データを収集する必要があります。慶應義塾大学病院産婦人

科が共同研究の代表機関として、その他の共同研究機関も含めて最大約260医療施設からデータを収集し解析

します。 

本研究は、日本産科婦人科学会・生殖内分泌委員会「本邦における早発卵巣不全に対する生殖医療の実態調

査に関する小委員会」の調査研究の一環として行われます。 

 

4 協力をお願いする内容 

本研究では、各医療機関に存在する定められた期間の過去の情報を診療録より収集し解析します。 
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〈調査する診療情報の内訳〉 

1 症例ー施設番号 

2 初回治療年月 

3 初回治療時年齢 

4 POIと診断された年齢 

5 初診時の妊娠歴・分娩歴 

6 無月経期間 

7 ホルモン治療歴 

8 FSH値 

9 E2値 

10 FSHあるいはE2採血時の治療の有無 

11 初診時胞状卵胞数（AFC）（両側合計） 

12 初診時AMH値 

13 染色体異常の有無 

14 甲状腺異常の有無 

15 自己免疫検査 

16 医原性と思われる原因の有無と種類 

17 医原性と思われる原因の治療 

18 主に施行した卵巣刺激法 

19 卵胞発育があった周期の治療年月 

20 施行した卵巣刺激法 

21 妊娠成立法（受精法） 

22 治療結果 

23 妊娠転帰 

24 治療断念の有無 

25 卵子提供への移行の有無 

 

5 本研究の実施期間 

倫理委員会承認日の2020年12月9日～西暦 2022 年03 月31 日まで 

 

6 お問い合わせ 

本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連

資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

 また、患者様が特定できる情報（患者様氏名・カルテ番号）については削除され、匿名化されておりますが、
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あなたの情報を研究に利用する事を希望されない場合はお申し付け下されば情報利用することを停止致しま

す。情報利用を希望されなくても、あなたの不利益を被る事はありませんのでご安心下さい。 

 なお、本研究は近畿大学医学部 倫理委員会の審査を受け、近畿大学医学部長の許可を受けて実施するもの

です。 

 

住所：大阪府大阪狭山市大野東 377-2 

TEL：072-366-0221（内線：3215） 

近畿大学病院産婦人科 

 

近畿大学責任医師：松村 謙臣 

お問い合わせ担当：山本 貴子 

 

7 研究実施機関 

【研究代表者】 

研究責任者所属産婦人科 職名准教授 

氏名 丸山 哲夫 

 

【共同研究機関 研究責任者】 

慶應義塾大学医学部産婦人科（主機関） 丸山 哲夫 

福井大学医学部附属病院産科婦人科 折坂誠 

国際医療福祉大学医学部産婦人科 河村和弘 

福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター 髙橋俊文 

秋田大学医学部産婦人科 寺田幸弘 

 

【既存試料・情報の提供機関（予定）】近畿大学病院はこちらに含まれます 

東京 ローズレディースクリニック 

大阪 IVF大阪クリニック 

東京 加藤レディースクリニック 

長野 （医）登誠会諏訪マタニティクリニック附属諏訪リプロダクションセンター 

神奈川 みなとみらい夢クリニック 

大阪 リプロダクションクリニック大阪  

熊本 愛育会福田病院 

埼玉 恵愛生殖医療病院 

愛知 ＲＴクリニックみらい 

大阪 （医）三慧会 ＩＶＦ大阪クリニック 

兵庫 神戸元町夢クリニック 
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東京 東京慈恵会医科大学産婦人科講座 

兵庫 英ウイメンズクリニック 

京都 醍醐渡辺クリニック 

東京 慶應義塾大学医学部産婦人科 

東京 梅ヶ丘産婦人科 

東京 杉山産婦人科新宿 

北海道 医療法人社団さっぽろＡＲＴクリニック 

大阪 医療法人三慧会IVFなんばクリニック 

愛知 （医）成田育成会成田病院 

岡山 岡山二人クリニック 

沖縄 空の森クリニック 

千葉 窪谷産婦人科ＩＶＦクリニック 

滋賀 （医）竹林ウィメンズクリニック 

大分 セント・ルカ産婦人科 

神奈川 東海大学医学部産婦人科 

新潟 済生会新潟第二病院 

京都 京都大学  

大阪 （医）三慧会ＨＯＲＡＣグランフロント大阪クリニック 

福岡 （医）アイブイエフ詠田クリニック 

福岡 古賀文敏ウィメンズクリニック 

鹿児島 （医）松田ウイメンズクリニック 

愛知 竹内産婦人科 

福岡 いでウィメンズクリニック 

群馬 高崎ＡＲＴクリニック 

福岡 婦人科永田おさむクリニック 

新潟 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院 

愛知 船橋市民病院総合生殖医療センター 

和歌山 うつのみやレディースクリニッ 

神奈川 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

静岡 かぬき岩端医院 

大阪 大阪大学 

東京 山王病院 

山形 山形大学医学部附属病院 

山形 医療法人社団ゆめクリニック 
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福島 （医）アートクリニッ 

福島 いわき婦人科 

長野 長野市民病院 

徳島 中山産婦人科 

群馬上 条女性クリニック 

長野 （医）佐久平リプロダクションセンター佐久平エンゼルクリニック 

石川 金沢たまごクリニック 

三重 みのうらレディースクリニック 

滋賀 草津レディースクリニック 

兵庫 久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 

鳥取 ミオ・ファティリティ・クリニック 

山口 山口県立総合医療センター 

徳島 徳島大学病院産科婦人科 

茨城 筑波大学 

北海道 札幌医科大学 

神奈川 田園都市レディースクリニック 

岡山 倉敷中央病院 

栃木 国際医療福祉大学病院 

東京 東京大学医学部附属病院 

東京 医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック 

岐阜 岐阜大学医学部附属病院 

愛知 森脇レディースクリニック 

京都 ＩＤＡクリニック 

大阪 （医）愛生会扇町ＡＲＴレディースクリニック 

大阪 大阪警察病院産婦人科 

秋田 清水産婦人科クリニック 

大阪 （医）西恵会 西川婦人科内科クリニック 

兵庫 Ｋｏｂａレディースクリニック 

秋田 秋田大学病院 

福島 福島県立医科大 

千葉 千葉大学医学部附属病院産婦人科 

東京 医療法人社団神 会芝公園かみやまｸﾆﾘｯｸ 

東京 八重洲中央クリニック 

静岡 俵ＩＶＦクリニック 
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大阪 関西医科大学附属病院 

福岡 井上善レディースクリニック 

北海道 旭川医科大学病院 

北海道 慶愛病院 

栃木 自治医科大学附属病院産婦人科 

千葉 東京歯科大学市川総合病院 

千葉 医療法人社団慈幸会さち・レディースクリニック 

東京 銀座レディースクリニック 

東京 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

東京 医療法人社団香潤会かおりレディースクリニック 

東京 みむろウィメンズクリニック 

東京 Ｓｈｉｎｊｕｋｕ ＡＲＴ Ｃｌｉｎｉｃ 

神奈川 山下湘南夢クリニック 

静岡 いながきレディースクリニック 

新潟 医療法人社団長岡レディースクリニック 

愛知 （医）成田育成会 ｾﾝﾄｿﾌｨｱｸﾘﾆｯｸ水道町 

愛知 名古屋大学医学部附属病院 

愛知 藤田保健衛生大学 

愛知 可世木レディースクリニック 

兵庫 かたしまきたうら産婦人科医院 

奈良 （医）平治会さくらレディースクリニック 

島根 三原医院  

福岡 ほりたレディースクリニック 

長崎 長崎大学産婦人科 

沖縄 ウィメンズクリニック糸数 

北海道 （医）礼風会 五輪橋マタニティクリニック 

北海道 斗南病院 

北海道 北海道大学医学部産婦人科 

長野 吉澤産婦人科医院 

茨城 筑波学園病院 

埼玉 （医）藤祐会 ｿﾌｨｱ祐子レディースクリニック 

千葉 宗ウィメンズクリニック 

東京 杉山産婦人科丸の内 

岐阜 クリニックママ 
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愛知 （医）亜一会あいこ女性クリニック 

大阪 越田クリニック 

大阪 清水レディースクリニック 

大阪 いとうレディースクリニック 

奈良 （医）明日香会 ASKAレディースクリニック 

和歌山 （医）久和会 奥村レディースクリニック 

岡山 三宅医院 

山口 山口大学医学部産科婦人科 

福岡 セントマザー産婦人科医院 

大分 大分大学医学部産科婦人科 

北海道 森産科婦人科病院 

群馬 いまいウイメンズクリニック 

群馬 群馬大学医学部附属病院 

埼玉 埼玉医科大学病院 

埼玉 埼玉医科大学総合医療センター 

千葉 みやけウィメンズクリニック 

千葉 医療法人社団志仁会薬丸病院 

東京 医療法人社団楠原ウィメンズクリニック 

石川 金沢大学 

福井 打波外科胃腸科婦人科 

岐阜 松波総合病院 

愛知 （医）中原クリニック 

大阪 大阪市立大学医学部附属病院 

大阪 近畿大学医学部産婦人科 

兵庫 オガタファミリークリニック 

奈良 上田クリニック 

鳥取 鳥取大 

愛媛 独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院 

愛媛 ハートレディースクリニック 

高知 高知大学医学部附属病院 

福岡 石松ウイメンズクリニック 

福岡 池田功産婦人科医院 

福岡 高木病院 

北海道 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 
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青森 エフクリニック 

岩手 岩手医科大学 

宮城 東北大学病院 

宮城 仙台ＡＲＴクリニック 

茨城 根本産婦人科医院 

栃木 獨協医科大学産婦人科 

栃木 かわなご女性クリニック 

群馬 いしもとレディースクリニック 

埼玉 防衛医科大学校病院 

千葉 順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京 赤坂見附宮崎産婦人科 

東京 （公社）地域医療振興協会東京北医療センター産婦人科 

東京 東京医科大学病院産婦人科 

東京 国立国際医療研究センター病院 

東京 帝京大学医学部附属病院産婦人科 

東京 医療法人社団雙葉会はなおかレディースクリニック 

東京 よりみつレディースクリニック 

東京 医療法人社団光樹会白山レディースクリニック 

神奈川 新百合ヶ丘総合病院 

山梨 （医）田辺産婦人科 

長野 北原レディースクリニック 

福井 福井大学医学部附属病院産科・婦人科 

大阪 吉本婦人科クリニック 

兵庫 木内女性クリニック 

兵庫 医療法人社団親愛産婦人科 

奈良 高の原中央病院 

山口 山口県済生会 下関総合病院 

宮崎 宮崎大学医学部附属病院 

沖縄 琉球大学附属病院 

沖縄 うえむら病院 

北海道 市立釧路総合病院 

秋田 秋山クリニック 

山形 あかねヶ丘高橋レディースクリニック 

茨城 茨城西南医療センター病院 
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茨城 つくばＡＲＴクリニック 

埼玉 獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター 

千葉 東邦大学医療センター佐倉病院 

東京 昭和大学病院 

東京 東京都立広尾病院 

東京 日本大学医学部附属板橋病院 

東京 たかみクリニック 

東京 三軒茶屋ウイメンズクリニック 

神奈川 長谷川レディースクリニック 

神奈川 茅ヶ崎南口クリニック 

静岡 くさなぎマタニティクリニック 

静岡 静岡済生会総合病院 

静岡 浜松赤十字病院生 

石川 向陽台クリニック 

滋賀 近江八幡市立総合医療センター 

大阪 （医）弘正会ちもりメディカルクリニック 

大阪 ＫＡＷＡレディースクリニック 

兵庫 英ウィメンズクリニック（たるみクリニック） 

兵庫 産科婦人科 小国病院 

奈良 （医）赤崎クリニック 

和歌山 （医）新生会岩橋産科婦人科 

島根 島根大学病院 

山口 山陽小野田市民病院 

徳島 徳島県立海部病院 

愛媛 長野産婦人科 

福岡 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

福岡 宗像水光会総合病院 

熊本 人吉医療センター 

宮崎 野田医院 

北海道 みずうち産科婦人科 

北海道 くしろレディースクリニック 

北海道 とまこまいレディースクリニック 

青森 弘前大学医学部附属病院 

宮城 仙台ＡＲＴクリニック 
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福島 あみウィメンズクリニック 

福島 ゆうゆうクリニック 

茨城 （医）岩崎病院 

群馬 いまいウィメンズクリニック 

埼玉 埼玉医科大学病院 

埼玉 新座志木中央総合病院 

埼玉 あらかきウィメンズクリニック 

埼玉 ウィメンズクリニックふじみ野 

千葉 医療法人社団緑萌会高橋ウィメンズクリニック 

千葉 大川レディースクリニック 

千葉 医療法人社団伸守会津田沼ＩＶＦクリニック 

東京 東邦大学医療センター大森病院 

東京 池袋えざきレディースクリニック 

東京 医療法人社団ｱｰﾄ会ｷﾈﾏｱｰﾄｸﾘﾆｯｸ 

東京 医療法人社団光樹会白山レディースクリニック 

東京 医療法人社団楠原ウィメンズクリニック 

東京 NaturalART clinic日本橋 

神奈川 聖マリアンナ医科大学 

神奈川 神奈川レディースクリニック 

神奈川 医療法人社団桐杏会メディカルパーク 

長野 （医）佐久平リプロダクションセンター佐久平エンゼルクリニック 

静岡 医療法人社団福徳会小島レディースクリニック 

静岡 総合病院聖隷浜松病院 

静岡 森下レディースクリニック 

静岡 西村ウイメンズクリニック 

新潟 新潟大学医歯学総合病院 

富山 富山大学附属病院 

岐阜 松波総合病院 

愛知 ダイヤビルレディースクリニック 

愛知 いくたウィメンズクリニック 

愛知 エンゼルレディースクリニック 

愛知 （医）浅田レディースクリニック 

愛知 フラワーベルＡＲＴクリニック 

滋賀 （医）青葉会 神野レディースクリニック 
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京都 （医）田村秀子婦人科医院 

大阪 （医）定生会 谷口病院 

大阪 （医）紀映会れでぃー北浜 

大阪 （医）後藤レディースクリニック 

大阪 （医）井阪会レオゲートタワーレディースクリニック 

大阪 （医）平治会ＳＡＬＡレディースクリニック 

大阪 なかむらレディースクリニック 

兵庫 かたしまきたうら産婦人科医院 

島根 内田クリニック 

広島 県立広島病院生殖医療科 

広島 よしだレディースクリニック内科・小児科一 

福岡 浜の町病院 

福岡 婦人科永田おさむクリニック 

熊本 （医）聖命愛会ＡＲＴ女性クリニック 


