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ESHRE Guideline 2014
世界の生殖年齢にあるカップルの６組に一組は不妊であ
る。
うち男性のみに原因・・・20‐30%

女性のみに原因・・・20‐35%
男女ともに原因・・・・25‐40%
原因不明・・・・・・・・・10‐20%



タイミング

人工授精

体外受精(IVF)

顕微授精(ICSI)

精子濃度1500万 運動率40%以上
妊娠率15%/回

運動精子濃度500万/ml以上
妊娠率数%/回

200万/ml~500万/ml
妊娠率3~40%/回

200万/ml以下？
妊娠率3~40%/回

女性因子は関係ないとすると・・・精子の数からみた妊娠方法

女性の年齢により差はあります



年別 ART治療周期数
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高度生殖医療（不妊治療）

精子を取り扱う場面

• 顕微受精時(年間13万件）の良好精子選別

• 精巣内精子回収術時（年間1000件）の精子探索

• 体外受精時（年間9万件）の精液調整

これらはほとんどの施設で胚培養士が行っている。

ちなみに胚培養士は全国で1400人弱
大規模なクリニック・・・経験豊富なものしかやらせてもらえない
小規模なクリニック・・・症例が少なく、経験が積めない

→技術格差の発生→治療成績に格差
ベテラン培養士・・・負担は大きく、教育もしなくてはいけない
新人培養士・・・学ぶチャンスが限られている
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顕微受精時の良好精子選別

• 年間130,000件以上

• 胚培養士が精子浮遊
液の中から形状・大き
さ・運動性などから総合
的に良好精子を選別す
る。

• とくに明文化された基
準があるわけではなく
胚培養士の経験による
ところが大きい



システム導入前（現在）

• 良好精子判別は胚培養士の経験と知識
に依存する（明確な基準がない）。

• 短時間の間に顕微受精に適した精子を
探索しなくてはならない。

• 高度な技術を必要とされさらにプレッ
シャーも大きい。

• 若手培養士もすぐに体得できる技術では
ない（習得に時間がかかる）

💦💦



高度生殖医療のための人工知能による精子選別支援システムの研究

胚培養士の精子選別ノウハウ

① 精子の検出・インデックス化② 精子形状・運動性特徴の抽出

③ アンサンブル学習による精子評価④ 生殖医療専門家によるデータの収集と評価

知的動画像処理により，顕微動画像のパノラマ合成およ
び背景ノイズと精子を区別する処理を行い，各個体ごと
にインデックスを振る作業を自動化します。

精子形状と運動特性を深層学習によって特徴抽出しま
す。培養士の着眼点やノウハウを多次元の特徴量を組み
合わせて正確に再現させます

複数の弱学習器の組み合わせによって複雑な評価基
準を学習可能なアンサンブル学習を用いて，胚培養
士の精子評価・選択基準を学習させます。

泌尿器科生殖医療専門医および培養士により学習の基礎と
なるデータや基準となる判断結果が収集され，医学的，実務
的な立場からのフィードバック・評価を得ます。

精子発見・評価スコアに
基づく精子選別支援

AIによる精子選別

機械学習による選別基準の学習

この作業にAIをいれられないか？
まず、AIは精子を認識できるのか？



輝度勾配をもとに特徴量を算
出。

• ⼀次微分画像を計算(x,y⽅向)
• 画像をCellに分割
• Cell内で勾配⽅向のヒストグラム

を作成
• Block内のCellに関する複数の

ヒストグラムを結合

Methods ①
-精⼦特徴量抽出-

多次元特徴量

positive (sperm) negative (non-sperm)



• AIに正例(精⼦)と負例(⾮精⼦)を判別させるトレーニングを⾏った。

• 精⼦を同定させるテストを⾏い、感度(真陽性率)および偽陽性率につき
測定し、検討を⾏った。

Methods②
-AIトレーニング, テスト-

positive (sperm) negative          
(non-sperm) population

training data 26,679 113,623 147

test data 8,671 39,596 50



• 訓練データで線形識別⾯を学習さ
せ、
テストデータで精⼦の認識を⾏っ

た。

• 感度(真陽性率:TPR)を0.99と設定す
ると偽陽性率(FPR)は0.57となっ

た。

Test Results①



Test Results②

• そこで、偽陽性率(FPR)を0.30に固定し、”AdaBoost”という特殊アルゴリズム
を⽤いることにより、感度(真陽性率:TPR) を0.87に設定可能であった。





感度(真陽性率: TPR)が低下する要因として、形態学的異常のある
精⼦や、他の細胞と重複がみられる精⼦が正例(精⼦)として認識
されないことがあった。

ID61 ID125

問題点



AIに精子を認識させることは可能
次のステップ

顕微受精に適した精子とは？
①頭部が卵形である。
②頭部に空胞がない。
③よく運動するが直進の割合が大きい。
④バランスよく頭部を動かして泳ぐ。
⑤運動中も頭部がぶれない

AIで顕微受精に適した精子選別の補助ができないか
→ラベル付けをどのように行うか

選別した精子をすぐに画面に表示できたら・・・



当院 生殖医療センター
泌尿器科

横浜国立大学工学部
濱上研究室女性不妊クリニック

（体外受精認定施設）

各種動画をHDDに録画

＜AI＞

＜患者映像＞

HDDを送付

HDDの映像をPC（精子や細胞判別を
行うソフトをインストール済み）に取り込み

PCの送付
＜豊富な経験を持つ胚培養士＞

精子・対象細胞の選別
（PCへの入力） 入力されたPCのデータ解析

人工知能による学習

PCの配布・使用のマネージメント
Dataのフィードバック

Dataのフィードバック
より有用な解析方法の検討

研究体制



図３ 横浜国大が開発した精子Grading 用ソフト
当科で撮影した洗浄精液映像が映っている。



システム導入後

• 良好精子判別の補助を機械で行い（今回
はAIを利用して）結果を画面に表示させ
る。

• 短時間の間に顕微受精に適した精子を
探索することができる。

• 胚培養士間・施設間の技術格差が軽減さ
れる。

• 若手培養士・経験の浅い培養士でも選別
が可能になる。

良好精子
と思われ
ます！



どんなことができるようになるか？

1. 顕微授精における良好精子選別機器開発

2. 精巣内精子回収術時の精子探索機器開発

3. 上記システムを利用した胚培養士教育ソフト

4. AI・クラウドシステムを利用した探索補助装置

1. 良好精子の比率からの顕微受精成功予測

2. 男性不妊のバイオマーカー開発



お問い合わせ先

公立大学法人 横浜市立大学
研究推進部 研究企画•産学連携推進課

中村 由希

〒236‐0027 横浜市金沢区瀬戸22‐2
Tel: 045‐787‐8936,  Fax: 045‐787‐2025
E‐mail: yuki51@yokohama‐cu.ac.jp


