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NAC入門（初心者編）

NACは自然周期を重視します。それ
は皆さんの状態があるべき状態と、
どこがずれているかを知るためです。
そのために正確な基礎体温を付ける
ことをお勧めします。また、卵胞成
長から破裂・黄体化までの要点を押
さえた診察も必要です。卵子と同様
に精子も質が重要です。NACの精子
検査は、精子の質的異常を明らかに
し、良好精子と良好卵子とをつなぐ
ことを目的にしています。そのため
の技術が、NAC独自のIMSIです。
卵子も精子も薬では良くなりません。
あなた自身の力が良くするのです。

NACは自然から学んだこ
とを基本に治療方針を決め
ています。
その精神はタイミング治療
から人工授精、そして体外
受精まで一貫しています。

NACのフーナーテストはNACの体
外受精と同じ技術レベルで行われて
います。ホルモン検査に裏付けられ
たベストタイミングの設定。進入精
子数の精密計測。従来の体外受精を
凌ぐ精度で自然妊娠を支援していま
す。NACフーナーテストは1回であ
なたの自然妊娠可能性を明らかにし
ます。それは「なぜ人工授精をする
必要があるのか」と言う疑問への解
答にもなります。安易に人工授精を
勧める医師に不信感を覚えたならカ
ウンセリングをご利用ください。
「人工授精は必要か不要か」と…

不妊治療を開始する際の大きなハー
ドルは通院時間の工面でしょう。通
院の努力は必要ですが、なぜ通院し
なければならないかということが理
解できれば「通院モチベーション」
は上がるでしょう。そこで知ってい
ただきたいのは、診察の最大の目的
が “排卵日がいつか”を知ることに
あるということです。 排卵日、究極
には排卵時間を正確に特定できれば、
自然周期のあらゆる治療の成功率は
飛躍的に高まるのです。“大体こん
なもんだろう“で無駄な診療を重ね
ることをNACはお勧めしません。

体外受精までの一般不妊
治療を案内します。
フーナーテストから人工授
精まで、適応と方法をNAC
の経験に基づき独自の視
点で解説します。

なぜ指定日の診察が必要
なのか？治療法によって異
なる通院スケジュールをわ
かりやすく説明します。
治療を始める準備の参考
にしてください。
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NAC入門（検査と治療）

精液状態には好不調の波があり、準
備なしに行う検査は時に間違った結
論に導くことがあります。そこで重
要になるのは「どうすればベストな
状態になるのか」と言うことですが、
ほとんど顧みられない検査の盲点と
なっています。
精子の質の検査には特別な技術が必
要ですが教科書はありません。日々
の研鑽が全てであり、結果を解析し
問題点に修正を加えることにより独
自の質的検査が可能になります。
「検査を治療に反映しよう」を合言
葉にNACの検査は進歩してきました。

NACの精子検査はいわゆ
る精液検査とは異なります。
前者は精子の質に焦点を
当てた検査であり、後者は
精子の数を知りたいだけの
検査なのです。

誰もが可能なら自然に妊娠したいと
望んでいることでしょう。それが可
能か判定するのが、NACのフーナー
テストです。特に月経不順の方は
「いつがタイミングなのか、そして
精子は十分に進入したのか」が重要
です。また「精子は良いのに妊娠し
ないね」と言われている方は、進入
精子数の不足や運動能力の不良が原
因でしょう。これらに問題がない場
合は卵管異常や、高度な精子異常・
卵子不良が考えられます。ですから
様々な原因を示唆するフーナーテス
トは全ての原点になるのです。

その低い成功率にもかかわらず、な
ぜか人工授精を勧める医師、それを
望む患者が多いと思いませんか？
その理由は人工授精の仕組みを正し
く理解していないからだと思います。
基本は人工授精はフーナーテストが
不良の場合にしか効果がないという
ことです。
フーナーテストで十分な精子の頸管
進入を確認できたなら、不潔な精子
を子宮腔内に注入するメリットはな
いということです。「フーナー良好
なら人工授精不要」という原則を
知ってください。

誰もが軽視し、多くが無視
するフーナーテストをNAC
流に詳説します。
正しいフーナーテストがい
かに有用な情報をもたらす
かをご理解ください。

安易な人工授精の横行が、
この方法の進歩を遅らせて
きました。
誰に必要でどうすれば成功
するのか、そういう視点で
NAC流IUIを説明します。
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NAC体外受精の特徴（その１）

NACはIMSI専門クリニックです。体
外受精「ふりかけ法」は行っていま
せん。皆さんは「ふりかけ法」は自
然の受精に近いと考えておられるで
しょが、実際は異なります。自然受
精では高いハードルを乗り越えた精
子が卵子に到達しますが、「ふりか
け法」では低いハードルをすり抜け
た不良精子が受精する可能性が高い
からです。体外受精の歴史は受精率
を上げるために選別のハードルを下
げる歴史だったからです。ですから
NACは自ら良好精子を選択し受精さ
せる技術に挑戦しているのです。

体外受精、いわゆる「ふり
かけ法」は自然な受精の再
現ではありません。
「ふりかけ法」には精子選択
という受精レースの重要な
ハードルが存在しません。

NACでは卵巣刺激を極力排除し、で
きるだけ自然に近い形で採卵します。
「そんな方法では1個しか採れない」
と不安に思う方が大半ですが、主小
同時採卵は従来の常識を覆します。
おどろくことに、刺激周期と同じ数
の卵子を得ることができるのです。
違うのは主小同時採卵では良好卵子
のみが成熟することです。つまり自
然はもれなく良好卵子を選び、主席
卵子でない小卵胞卵子でも成熟させ
てくれるのです。これは本来「日の
目を見ない卵子」ですが、ＮＡＣの
採卵技術でこの世と結びつくのです。

卵子1個の生産寄与率は
・主席卵子（１５％）
・成熟小卵胞卵子（7.５％）
・未熟小卵胞卵子（0.5%）
であり、生産率はこれらの
個数総和になります。

NACは、皆さんが「体外受精が必
要」と感じた時が、治療の開始時期
だと考えています。医師は「ステー
ジ４だからもう遅いね」とは言いま
せん。治療の時機に早いも遅いもあ
りません。しかし、ARTにおいては
世は上げて「早くしろ」「40はもう
遅い」の大合唱です。そこでは高齢
者治療の切り捨て、「卵子老化だか
ら仕方ない」という言い訳がまかり
通っています。NACは、「医療はだ
れもが不調を感じた時に必要とされ
るもので押し付けるものではない」
と考え、実践しています。

「悪いと気づき治療したい」
「では治療しましょう」
それが医師の使命
「もっと早く来ないと・・・」
「今更手遅れです」
これは医師の使命に背く

専科シリーズ
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NACは自然周期胚移植を第一選択に
しています。これは着床期のサイン
を注意深く観察したことにより導か
れた結論です。成功には胚の発育状
態と内膜の成熟度を注意深く見極め
る必要がありますが、それこそNAC
の技術の独壇場なのです。自然周期
胚移植が向かない場合は、NAC独自
のホルモン補充周期法を行います。

クスリ優先の治療が横行す
る現在、誰も自然妊娠が成
立する”環境”を解明しよう
としてきませんでした。
そこに着床率向上の重要な
鍵があるとも知らないで・・

NACの採卵は、主席卵胞から採卵す
ると同時に小卵胞からも採卵すると
いう誰も考えたことがない技術を開
発する苦闘の歴史でした。
主席卵胞卵子は非常に脆弱で、小卵
胞卵子を採取するための細径針では
ダメージ率が高いという大きな問題
があったのです。これを解決したの
がわたしの特許針である2段テーパー
針でした。高い操作技術と優れたセ
ンスが必要ですが、情熱のある医師
ならこれほど扱い易い針は他にあり
ません。プロの技とは僧の修行にも
似た日々の鍛錬の果てにあるのです。

採卵は確立された技術なの
か？それとも未完の技術な
のか？プロと称するアマが
横行していないか？
プロであるためには修業を
積み重ね技を磨くしかない。

クロミフェンは私自身の歴史と言っ
てもいい薬剤です。
単なる女性ホルモンの拮抗剤と思っ
てはいけません。
使う時機、使う量によっていい顔も
悪い顔も見せてくれます。
ご機嫌を損なうと、手痛いしっぺ返
しを見舞ってきます。この薬は気難
しい友人です。付き合い方を間違え
ると絶交にもなります。正しく付き
合えば、生涯の友人です。知り尽く
して、距離を置いて付き合うことが
重要です。私のクロミフェンマジッ
クを堪能してください。

クロミフェンは時に必要で
あり時に不可欠な薬剤です
クロミフェンは使い難い道
具ですが、経験と反省を積
み重ねれば素晴らしい道具
になります。
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卵胞を破裂させる方法にはHCGと点
鼻があります。HCGはLHの代用薬
ですが、点鼻はLHの誘発する薬です。
いずれを用いるかは、薬剤の力を頼
むか自然の力を頼むかの医師として
の信念に根差します。
さらに重要な点はいつ破裂させるか
です。NACではホルモン値に基づき
自然破裂と同じタイミングで破裂さ
せますが、ホルモン値に頼れない刺
激周期では大きさだけで破裂時機を
決定することになりが、それは極め
て人為的な判断です。科学的である
べきARTの最後が大きさ頼みとは…。

排卵、正確には卵胞破裂の
瞬間を知ることはARTの
成否を左右します。
いつ破裂させるべきか、ど
うして破裂させるべきかが
最大の問題です。

受精卵は卵管で発育し、子宮で着床
します。従って初期胚は卵管に戻す
べきであり、胚盤胞は子宮に戻すべ
きでしょう。しかし、初期胚を子宮
に戻しても着床率は胚盤胞に比べて
それほど低くありません。初期胚か
ら胚盤胞への発育率を考えると、卵
管異常のあるケースを除けばほぼ互
角ともいえるでしょう。その理由を
歴史的移植法であるトワコメソッド
の閃きから紐解き、その矛盾に真実
を見出しました。なぜ胚盤胞移植が
一部の人に絶対必要であり、多くの
人にベターなのかを説明します。

卵子を採取し、受精させ、培
養し、凍結し、そして融解し
て子宮に移植する・・・
移植は体外受精の多くのス
テップの“締め括り“ですが、
なぜか軽んじられている。
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NAC体外受精の特徴（その３）

着床の時機はβHCGが上昇するタイ
ミングです。そのタイミングは胚の
発育度に左右されます。したがって、
狙った時機に着床させようと思えば
発育度を正確に評価することが重要
になります。なぜなら胚の発育度と
着床時機は密接に関係しているから
です。したがってβHCGの正確な測
定から、着床期に起こっている様々
な現象がわかります。例えばよく言
われる「着床の窓」という考え方で
すが、実は「着床の門」という方が
より正しいのかもしれない…狭き門
ではないということもわかるのです。

着床はARTの最終目的であ
り、そのために多くの検査が
行われ多額の費用が費やさ
れています、が・・・NACは
目先の技術を求めず真理の
みを追究してきました。

専科シリーズ
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不妊治療を行う多くの人が多くの卵
子を採りたいと願います。それは採
れば採るほどいい卵子が多く採れる
と考えているからです。それは事実
でしょうか？わたしは良い卵子はそ
れほど多くないと考えています。
例えば多胎妊娠。３胎以上も結構い
ると皆さんはお思いかもしれません。
しかし、双胎は時々ありませすが3
胎は滅多にないのです。このように
色々な角度から多胎を考えてみると、
良い卵子は多くて2個なのだという
結論に達するのです。

皆さんが無意識に使う「排卵」とい
う言葉に多くの人は騙されています。
何も異常がないと言われ、でも「な
ぜ妊娠しないのだろう」という疑問
の渦に巻き込まれ、クリニック不信
に陥ります。実際観察できる現象は
「排卵」ではなく卵胞の「破裂」に
すぎないのに、今の技術では確認で
きない卵子の「放出」にまで飛躍し
てしまう。「破裂」と「放出」を安
易に結び付け「排卵」を既成の事実
としてしまうことに多くの人を苦し
める問題の本質が存在します。

卵胞発育を大きさの変化と考えてい
ませんか？じつは卵胞発育とはホル
モンの変化なのです。そこに関わる
各種ホルモンは互いに影響しながら、
妊娠に向けて信じられないほど精密
な、そしてあなた独自の不思議な協
調を演じます。しかし、ホルモン変
化を無視し、基礎体温を軽視し、薬
のみに頼るならば、あなたの秘めた
力は永遠に封印されてしまいます。
自然周期を極めるということは、あ
なたの隠れた力を解き放つことなの
です。

無理に多くの卵子を採るこ
とが妊娠に至る最良の方法
でしょうか？成熟のみを良
好卵子の基準とするのは間
違いです。成熟・未熟は卵子
の世界ではそれほど重要で
はないのです。

NACが自然周期から学んだこと

誰もが安易に使う「排卵」と
いう言葉は、実は根拠のな
い希望的観測に過ぎないの
です。卵胞が「破裂」しても、
実はその５０％が卵子を「放
出」していない事実は、不妊
の概念を根底から覆します。

卵胞発育を正しく評価しす
れば、多くの不妊の原因が
明らかになります。そして基
本に忠実に異状の原因を取
り除けば、妊娠はぐっと近づ
きます。卵胞発育の摂理を
正しく理解しましょう。

https://youtu.be/RY70v1f2Xo8 https://youtu.be/Ggbm1qlpbY8 https://youtu.be/ski7GZSx5Vk
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AMHは誤解されています。そもそも
卵巣年齢という言い方が間違ってい
ます。なぜならAMHは周期間変動が
非常に大きいからです。ではなぜこ
の事実がわからずに来たのでしょう
か？それは検査法の開発当初から原
始卵胞と結び付けようと考えた人た
ちがいたからです。一度測れば卵巣
機能がわかると言い出した人たちで
す。そうした宣伝により多くの医療
者は「AMHの価値は卵巣年齢」と信
じ、患者を落胆させる間違った利用
法が横行するようになりました。

誰もが当然卵子老化はあり、精子老
化はないんじゃないと考えています。
わたしは老化を否定はしませんが、
卵子特有の老化現象は存在しないと
考えています。どちらかと言えば、
卵子は老化から守られているのでは
ないかとまで考えています。
精子特有の老化が存在するとは思い
ませんが、卵子ほど老化から守られ
てはいないでしょう。精子を作るセ
ルトリ細胞は加齢とともに普通に老
化し、年齢相当に劣化した精子をつ
くると考えるのが合理的です。

AMHは有用ですが、誤って
解釈されています。誤解に
基づく誤った判断は、時に
適切でない治療方針につな
がり、皆さんに余計な時間、
費用、心配をかけることに
なります。

老化を避けることはできま
せん。そして卵子は特に早く
老化し、精子はそれほど老
化しないと信じられていま
す。そんな迷信を打ち破り
真実を知るための正確な検
査と評価法を説明します。

NACの歴史は真実追及の歴史

第1部 第2部 第3部

針を扱うことは医師のみに許されて
います。それは手技の難易度が高い
のは当然ながら、それを裏付ける高
度な知識が必要だからです。
神経を知らずに針を刺せば、刺され
たものはしばしば激痛に苦しみます。
また血管を知らずに針を刺せば、大
量出血のために入院を余儀なくされ
ます。それらの犠牲にも関わらず卵
子を採取できないなら、まさに踏ん
だり蹴ったりです。
知識と経験と反省…そして使命感に
より我々はプロの技術を磨きます。

採卵は針技であり神技に通
じます。完成されたと思わ
れている採卵技術こそART
の成否を決定する未開の領
域なのです。なぜ医師は、原
点に返って修業、いや修行
をしないのか…。

https://youtu.be/lBN98Qn1OcE https://youtu.be/R1jdqBQJyhg https://youtu.be/MQETeyPs0I8

https://youtu.be/lBN98Qn1OcE
https://youtu.be/R1jdqBQJyhg
https://youtu.be/MQETeyPs0I8

