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ご提供価格の値上げに伴いお申し込みが殺到したため、現在一時的に新規のお申し込みを停止し

ております。ご検討中の皆様にはご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。 
 

 

 

【6 月 1日より】MicroSort®「マイクロソート」値上げのお知らせ 
 

この度、MicroSort®「マイクロソート」のご提供価格を 2023 年 6 月 1 日（木）より価格改定することとなりまし

た。 

 

検査試薬や備品、輸送費等の値上がり、また一部海外への支払いに関しては円高の影響を受け、弊社におきましても

徹底したコスト削減に努め、企業努力を重ねてまいりましたが、現在の価格を維持することが困難な状況となりまし

た。 

つきましては、大変心苦しいお知らせではございますが、下記の通り検査価格を変更させていただきます。 

 

◆◇◆6 月 1日以降 新価格◆◇◆ 

 

MicroSort®「マイクロソート」：398,000 円⇒498,000 円（税込） 

 

旧価格適用期限：2023 年 5 月 31 日（水）迄 

 

※2023 年 5 月 31 日（水）17 時までに「お申し込みフォーム」よりお申し込みが完了した方が対象となります。 

 

価格改定により大変ご迷惑をお掛けしますが、5 月 31 日（水）迄にお申込み頂いた方は旧価格での提供となります

ので、ご検討中のお客様はお早目にお申し込み頂ければ幸いです。 

 

■お申し込みまでの流れについて 

資料をご確認頂いた上で、<個別相談>のご予約をお願いします。 

<個別相談>では、弊社の担当者が直接お電話にてお客様に弊社のサービスの詳細や注意点などについてご説明させて

頂きます。お時間は 30 分程度を目安としてお考え下さい。 

 

MicroSort®「マイクロソート」後の精液を使った治療をご希望で医療機関様のご紹介が必要な場合、ご紹介施設の情

報は<個別相談>でのお伝えとなりますのでご了承ください。 

 

個別相談終了後、弊社担当スタッフよりお申し込みフォームの URL をメールでお送りいたします。 

お申し込みフォーム内で表示される検査概要及び同意事項をご確認の上、お申し込みをお願いします。 

個別相談後のご検討期間も必要となりますため、お早めに<個別相談>のご予約をお願いいたします。 

ご予約は下記の「個別相談予約フォーム」よりご希望の日時をご連絡ください。 

 

【個別相談予約フォーム】 
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※本資料の無断転載・転送はご遠慮ください。 
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MicroSort®「マイクロソート」をご検討中の方へ 

 

 

この度は、株式会社 ChromoS が提供する MicroSort®「マイクロソート」にご興味をお持ちいただきありがとうご

ざいます。 

MicroSort®「マイクロソート」に関する資料を以下の通り記載しておりますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

資料一覧 

・MicroSort®「マイクロソート」検査概要 

・MicroSort®「マイクロソート」検査キットについて 

・MicroSort®「マイクロソート」実施までの流れ 

・精液の採取に関するよくあるご質問 

・ご自宅での精液の解凍方法のご案内 

・セルフシリンジキットの使用方法について 

・MicroSort®「マイクロソート」後の精子数や妊娠率について 

・お申し込み時の各同意書への記入について 

・MicroSort®「マイクロソート」同意書（※見本） 

  

 

 

 

 

 

資料の内容についてご不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

 

株式会社 ChromoS（CMS 衛生検査所） 

TEL 03-5579-5021 E-mail choromos-info@chromos-corp.com 

 

営業時間（火曜日～土曜日）：9時～17 時 

休業日：日曜日及び月曜日、祝日、年末年始 

（※日曜日と月曜日に祝日が重なった場合は、翌営業日を振替休日とさせていただきます。）  
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MicroSort®「マイクロソート」検査概要 

 

◆検査概要及び費用 

検査名：MicroSort®「マイクロソート」 

検査開発機関：Genetics & IVF Institute（Virginia, USA） 

技術協力機関：LIV Fertility Center（Nuevo Vallarta, Mexico） 

検査実施機関：株式会社 ChromoS（CMS 衛生検査所） 

 

産み分け精度：女児 93% 男児 82%（※米国での追跡調査による結果） 

精子分類精度：女児 90％ 男児 78％ 

分類後の妊娠率 セルフシリンジの場合：自然妊娠と同程度（30%程度） 

人工授精の場合：14.7％ 

体外受精・顕微授精の場合：30.8％ 

※人工授精、体外受精・顕微授精の数値は検査開発機関の研究論文によるものです。 

一般的な不妊治療の妊娠率は、人工授精が 10％程度、体外受精・顕微授精は 30%程度と言われています。最終的な妊

娠率は、女性の年齢や体質、これまでの治療歴によっても変動しますが、上記の通りマイクロソートを実施すること

で、精子の妊娠率が低下することはありませんのでご安心ください。 

詳細は、本資料 13 ページ以降の「MicroSort®「マイクロソート」後の精子数や妊娠率について」にて解説しており

ますのでご参照ください。 

 

◆MicroSort®「マイクロソート」の検査手法について 

MicroSort®「マイクロソート」は、精子に含まれる DNA の量から精子の性別を分類する検査手法です。 

X 精子（女性）には、Y 精子（男性）に比べ、DNA の総量が 2.8%程度多く存在しているため、その精子の DNA の量の

差を検出することで、X 精子（女性）か Y 精子（男性）かを識別し精子を分類します。 

 

提出された精液は、精液の液体部分や運動量の低い精子が取り除かれ、妊娠の可能性が高い精子のみに洗浄されま

す。その後、精子内の DNA に一定時間のみ結び付く特殊な蛍光物質を使用し DNA を染色します。 

一時的に染色された精子は、フローサイトメーターと呼ばれる分析装置に掛けられ、精子の DNA 物質がレーザーに照

らされる事で発光し、DNA 量の多い X 精子（女性）は、Y 精子（男性）より明るく光ります。 

その蛍光発光度の度合いを専用のソフトウェアにより測定することで、検査申し込み時に希望した性別の精子のみを

識別し分類することが可能になります。 

 

◆精子分類精度と産み分け確率 

まず分析装置における精子の検出率は、X 精子（女性）の検出率が 90％、Ｙ精子（男性）の検出率が 78％となって

います。この精度はあくまでも分析装置を使った精子の分類精度であり、産み分けの確率とは異なります。産み分け

において重要となるのは、精子を分類した後の実際の出産時における男女の産み分け確率です。 

 

MicroSort®「マイクロソート」の産み分け確率は、MicroSort®「マイクロソート」によって生まれた新生児の性別に

ついて米国で 1500 件以上の追跡調査を実施した結果、女児で 93％、男児で 82％となっています。この産み分け確率

は、受精卵の着床前診断による性別判定の精度が 98％程度のため、着床前診断につぐ高い確率となります。また、

検査を実施した精子は凍結により、運動率の低い精子や形状の悪い精子などは死んでしまいますが、運動率が高く丈

夫な精子が生き残ることになるため、最終的な受精率は、一般的な自然妊娠の確率と変わりません。 
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◆検査種類及び価格 

 

MicroSort®「マイクロソート」：398,000 円（税込） 

 

・精液の提出は 2 回となります。 

 1 回目のご提出分は弊社にて凍結保管し、2 回目のご提出分と合わせて MicroSort®「マイクロソート」を実施いた

します。 

 ※MicroSort®「マイクロソート」は東京の CMS 衛生検査所内で実施するため、2 回とも大阪の弊社施設にてご

提出いただく場合は、どちらも一旦凍結した後に東京へ送られ Microsoft®「マイクロソート」を行います。2 回目

を東京にてご提出いただける場合は、2 回目の分は凍結せずに実施することが可能です。 

・ MicroSort®「マイクロソート」後に凍結される精子は、平均的には 2 個程度に分割されます。（※ただし、検査

前の精液の状態や予定している妊娠方法によっても変動するため、2 個より少ない可能性もあります。） 

費用には、下記の内容が含まれております。 

 

【事前検査用】感染症（HIV、B型および C型肝炎、梅毒）検査キット（郵送検査） 

※感染症検査に関しては外部の検査機関（GME 医学検査研究所様）での検査となります。 

【本番検査用】MicroSort®「マイクロソート」検査用精液採取容器×2個  

セルフシリンジキット 

※上記費用には、MicroSort®「マイクロソート」実施後の精液のご自宅や医療機関への輸送費用も含まれてい

ます（ご自宅への輸送は 3 回まで）。 

※【本番検査用】精液を弊社にお持ち込み頂く際に必要な交通費や宿泊費用等は含まれておりません。 

 

【2回目割引】MicroSort®「マイクロソート」：318,400 円（税込） 

 

MicroSort®「マイクロソート」のご利用が 2回目以降の方には、上記のサービス内容を 20％割引の価格

（318,400 円）でご提供いたします。 

 

◆キャンセル料について 

キャンセル料については以下の通りです。 

検査キット送付前：キャンセル料 0円 

検査キット送付後：キャンセル料 1万円（税込） 

感染症検査完了後：キャンセル料 1万円（税込） 

MicroSort®用精液 1回目のお預けから 7日以内：キャンセル料 3万円（税込） 

MicroSort®用精液 1回目のお預けから 8日以降：キャンセル料 100％ 

（※MicroSort®用精液 2 回目をお預けした以降は、1 回目のお預けから 7 日以内の場合でもキャンセル料 100％とな

ります。） 

ご返金の際は、上記キャンセル料金を差し引いた金額のご返金となります。 

ご返金の際の振込手数料は弊社負担となります。 

なお、キャンセルの正式お申し出日の翌月末に返金処理を行うため、クレジットカード決済の場合の返金日等

の詳細についてはご契約のカード会社へ直接お問合わせください。 

またシステムの仕様により、クレジットカード決済日から 180 日以降のクレジットカードを通してのご返金が

出来かねます為、その場合はお振込みでのご返金となります。 
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MicroSort®「マイクロソート」検査キットについて 

 

◆弊社より送付する検査キットについて 

検査代金のご入金確認後、弊社より感染症の事前検査キットや MicroSort®「マイクロソート」用の精液採取用

容器等をお送りします。 

MicroSort®「マイクロソート」検査を受けるためには、感染症（HIV、B型および C 型肝炎、梅毒）の事前検査

（※1）を行う必要があります。 

感染症検査キットに関しては外部の検査機関（GME 医学検査研究所様）での検査となりますが、検査キットは

弊社より、MicroSort®「マイクロソート」用の精液採取用容器等と一緒にお客様のご自宅に送付されます。 

※1 感染症検査は外部の検査機関となり検査結果はお客様ご自身で確認していただき、弊社にご報告していた

だく流れになります。 

 

【検査キット等の配送について】 

弊社からお送りする検査キット一式については、外装からは中身が特定できないようになっており、伝票には

｢商品｣と記載し、｢検査キット｣などの文字は一切記載いたしません。また差出人名に関しては、弊社代表の

『林 竜司』個人名義での配送となります。 

 

 

◆検査キット同封物一覧 

送付内容は以下の通りです。 

           

 

◆MicroSort®「マイクロソート」実施の有効期限及び凍結保管期限 

MicroSort®「マイクロソート」用精液のご提出期限は、検査キットの受け取りから半年以内です。期限を過ぎた場

合、MicroSort®「マイクロソート」の申し込みはキャンセルとなりキャンセル料の支払いも必要となります。 

感染症検査キットにも使用期限があるためご注意ください。 

また、MicroSort®「マイクロソート」の実施後、ご希望の性別に分類された精液の弊社での凍結保管期限は、

MicroSort®「マイクロソート」の実施日から 1年間となりますのでご注意ください。 

 

 

MicroSort®「マイクロソート」用 

精液運搬保温器 及び 

滅菌精液採取容器 

 

セルフシリンジキット 

感染症検査キット 

※GME 医学検査研究所様での郵送検査を

お受けいただき、検査結果を弊社へご報

告ください。 
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MicroSort®「マイクロソート」実施までの流れ 

MicroSort®「マイクロソート」実施までの流れは以下の通りとなります。 

 

STEP1 <個別相談>の実施及びサイトからお申し込み 
まずは本資料と弊社 HPのよくあるご質問をご確認ください。 

資料をご確認頂いた上で、お電話による<個別相談>をお受けください（予約制）。 

<個別相談>では、弊社の担当者が直接お電話にてお客様に弊社のサービスの詳細や注意点などについ

て説明させて頂きます。お時間は 30 分程度を目安としてお考えください。 

MicroSort®「マイクロソート」後の精液を使った治療をご希望の場合、医療機関様のご紹介や詳細情

報は<個別相談>でのお伝えとなりますのでご了承ください。 

 

<個別相談>は事前予約制となっておりますのでご注意ください。 

<個別相談>のご予約については、弊社 HPの個別相談予約フォームよりお申し込みください。 

個別相談終了後にメールにてお送りするお申込みフォームより、検査をお申し込みください。 

 

STEP2 【事前検査】感染症検査（郵送検査）の実施 
【事前検査】感染症検査の実施をお願いします。感染症検査に関しては外部の検査機関（GME 医学検

査研究所様）での検査となります。 

お手数をおかけしますが、検査キットに同封された手順書の内容に従い必要事項をご記入の上、GME

医学検査研究所様まで検体の送付をお願いします。 

検査結果については、GME 医学検査研究所様の検査結果確認ページよりダウンロードが可能です。 

（※検査結果で一つでも陽性があった場合は、この後の検査に進むことができませんのでご了承くだ

さい。） 

 

STEP3 必要書類のご提出 
感染症検査が完了し検査結果に問題がなかった場合、感染症の検査結果を含めた下記の必要書類一式

のご提出をお願いします。 

 

◆必要書類リスト◆ 

 

 

 

 

 

 

 

STEP4 MicroSort®用精液のお持ち込み 
弊社にてご提出いただいた必要書類の確認後、内容に問題がなければ、お客様宛にメールにて必要書

類確認完了のご連絡を差し上げます。 

その後は、MicroSort®「マイクロソート」用精液採取容器を使用して弊社に直接精液のお持ち込みを

お願いします。 

 

                 
 

 

SEED POD 

（精液運搬用保温器） 

滅菌精液採取容器 

□ 【事前検査】感染症検査の検査結果コピー 

□ MicroSort®「マイクロソート」申込書 

□ MicroSort®「マイクロソート」同意書 
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滅菌精液採取容器に採精し、容器のラベルにお名前・生年月日・採取日時を記入し、SEED POD（精液

運搬用保温器）へ入れてお持ち込みください。 

 

精液は、採精から 2時間以内に弊社東京オフィス（東京駅徒歩 10分）または大阪の弊社施設（東梅田

駅徒歩 1分）に直接お持ち込みいただく必要があります。精液の採取に関する注意点などは、別紙の

「精液の採取（採精）に関するよくあるご質問」をご確認ください。 

 

なお、精液のお持ち込みは完全予約制となっております。東京オフィスへの 1 回目の精液のお持ち込

みは、弊社の営業日（火曜日～土曜日）9 時～9時 15 分となり、2 回目のお持ち込みは 9 時 15 分～10

時までとなりますのでお気を付けください。大阪へのお持ち込みが可能な日程は限定されているた

め、Web サイトの「お知らせ」に掲載されているスケジュールをご確認ください。 

具体的な予約方法等については、事前検査完了のご連絡メールにてお伝えしますのでそちらをご確認

ください。 
※MicroSort®「マイクロソート」は東京の CMS 衛生検査所内で実施するため、2回とも大阪の弊社施設にて

ご提出いただく場合は、どちらも一旦凍結した後に東京へ送られ Microsoft®「マイクロソート」を行います。2

回目を東京にてご提出いただける場合は、2 回目の分は凍結せずに実施することが可能です。 

※ご予約日にお越しいただけなくなってしまった場合は、必ず弊社までご連絡ください。 

なお、ご予約日の前営業日 17 時以降に予約変更を行う場合は、手数料として 1 万円（税込）をご請求させてい

ただきます。お支払いの確認ができ次第、次のご予約をお取りいただけます。 

 

なお、1回目の精液をお持ち込みいただいた後、弊社で行う精液の凍結保存処理の際に、ごく微量の

精液(10 ㎕=1ml の 1/100 の量)を使用し、精液の状態について弊社内で別途精液検査を行います。 

この精液検査は、精液量や精子濃度、運動率、正常形態率などを確認し、MicroSort®「マイクロソー

ト」を実施する上で精子濃度や総精子数が足りず、分類後の検体が戻ってこない可能性があるかどう

かを総合的に確認するための検査となります。 

万が一、基準より低い状態であることが確認できた場合のみ、精液をお持ち込みいただいた当日中に

お客様にご連絡をさせていただき、今後の MicroSort®「マイクロソート」の実施を行うかどうかを相

談させていただきます。 

そういった状態でない限り、MicroSort®「マイクロソート」の実施は可能です。 

そのため、当日中にご連絡がなかった場合は、そのまま MicroSort®「マイクロソート」の実施に向け

て進んでいる状況となります。 

 

また、最初の採取から 2時間以内に弊社施設へお持ち込みいただけるのであれば、複数回分の精液を

同じ容器に採取していただいても問題ありませんが、精液量が多く精子濃度が低いと好ましくない場

合があるため、精子濃度と総精子数のバランスをみて 2回目はどのくらい採精いただくかご案内する

ことがあります。 

 

STEP5 MicroSort®「マイクロソート」の実施 

  2 回目の精液をお持ち込みいただいた当日に、1回目にお持ち込みいただき凍結保管していた精液を

解凍し、2回分を合わせて MicroSort®「マイクロソート」を実施します。 

  ※2回目の精液を大阪にお持ち込みいただいた場合は凍結し、東京へ輸送した後に MicroSort®「マイ

クロソート」を実施します。 

 

STEP6 MicroSort®「マイクロソート」実施完了から精液配送 
MicroSort®「マイクロソート」の実施完了後、分類結果のレポートをメールにてお送りいたします。

レポートのお送りは、精液をお持ち込みいただいた翌営業日となりますのでご了承ください。ご希望

の性別に分類された精液は、MicroSort®「マイクロソート」が完了次第、凍結保管されます。 

 

MicroSort®「マイクロソート」後の精液の配送は、配達希望日の 2営業日前までにご依頼いただければご

希望の日時にお届けが可能です。 
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ただし、配達希望日又は発送日がクロモスの休業日に重なる場合はご希望日にお届けできない可能性

があるためご注意ください。 

 

 
MicroSort®「マイクロソート」後の精液のお受取り方法は下記よりお選びいただけます。 

 

・ご自宅へのお届け：セルフシリンジ法の場合はご希望の日時にご自宅までお届けします。 

・医療機関へのお届け：医療機関まで直接精液を配達することも可能となっておりますので、人工授精や

体外受精の治療を受ける場合はご相談ください。尚、医療機関へ配送する場合は、原則全バイアルのお

届けとなりますのでご了承ください。輸送容器を弊社までご返送までいただく必要があることを事前に

医療機関の方へお伝えください（配達時に回収はいたしません）。 

・弊社での受け取り：弊社（東京オフィスのみ）でお受け取りいただくことも可能です。 

尚、容器に含まれる液体窒素は危険物のため、公共交通機関を使用することはできません。移送中に横倒しに

ならないようにご注意いただき、自家用車や徒歩でお運びいただくようお願いいたします。 

 

※ご依頼の際は、取り違え防止のため必ずご主人様名で弊社までご連絡ください。 

※ご自宅へのお届け（セルフシリンジ法）の場合の配送は 3回までとなります。 

※医療機関へお届けする場合は、院内の保管場所に移し替えて凍結保管が可能なため、使用される直前で

はなく、お日にちに余裕をもって弊社へ配送をご依頼ください。 

※精液は凍結されたまま液体窒素の入った容器（ドライシッパー）でお届けします。 

 

             

 

 

ご自宅へ配送した場合の精液の解凍は、室温に 20 分置いていただくだけの簡単な方法となりますので

ご安心ください。この方法は海外の技術協力機関から指示された解凍方法となり、弊社でもこの方法

で問題なく精子が回復することを確認しております。 

精液の解凍方法や配送容器の返却方法などについては、「ご自宅での精液の解凍方法のご案内」の資

料でご確認ください。 

 

また、セルフシリンジキットの効果的な使用方法は「セルフシリンジキットの使用方法について」の資

料をご確認ください。 

 

 

弊社より MicroSort®「マイクロソート」 後の精液を使った治療を行える医療機関様をご紹介するこ

とも可能となっておりますため、ご希望の場合は<個別相談>にてお問い合わせください。 

 

 

【ドライシッパーについて】 

 

ドライシッパー（冷凍輸送容器）の保冷期間は発送日を含め 4 日間のた

め、発送日から 4 日以内に使用してください。また使用前に何度も開封

せず、使用する直前に開けるようにしてください。 

 

ご使用後のドライシッパーは、1 週間以内に弊社までご返送ください。 
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精液の採取（採精）に関するよくあるご質問 
 

・精液を採取する際の注意点はありますか？ 
精液の採取はマスターベーションによって行ってください。性交を中断する方法やコンドームの装着、ローションや

オイル、ゼリーの使用、口淫などによる採取は精子の劣化や死滅のリスクがあり MicroSort®「マイクロソート」 後

の結果に大きく影響を及ぼしますので避けてください。総精子数や運動率が良好であっても、これらの製品に含まれ

る油分や精液以外の物質などが原因となり、精子の動きが阻害され、確実に運動率が低下します。 

また、採精する際は容器内に直接射精するようにしていただくようにお願いしております。 

例えば、手についた精液を集めて容器に入れたりした場合でも、ほかの細胞が精液に混ざってしまい、精子に細胞が

まとわりついて精子の動きが阻害されます。 

そのような物質を確認した場合も弊社からはご報告は差し上げておりませんので、予めご了承ください。 

 

・容器に採取した精液を持参するときの温度管理は必要でしょうか？ 
常温で問題ありません。同封の専用容器に採取したあとはしっかりと蓋をしてそのままお持ち込みください。冷蔵庫

に入れるなど、冷やすと精子が死滅するため絶対に冷やさないでください。 

 

・検査に必要な精液量は 1 回分の射精量でしょうか？ 
最初の採取から 2 時間以内に精液をお持ち込みいただけるのであれば、複数回分の精液を入れていただいても問題あ

りません。複数回分の精液を入れていただく方が、1 回分の精液と比較して精子の総数が増えるため、よりよい状態

で MicroSort®「マイクロソート」を実施できることにはなります。 

ただし、精液の採取後は、滅菌精液採取容器のふたをしっかり閉めていただき清潔な状態を保つようにしてくださ

い。 

 

・精液を容器に入れるときに空気に触れますが良いのでしょうか？ 
問題ありません。 

 

・精子を採取する際は、前回の射精からどれぐらい期間を空けたほうがよいですか？ 
WHO のガイドラインでは精液検査での禁欲期間を 2～7 日にすべきと記載されています。多くの医療機関でもこの禁

欲期間を目安に精液検査を推奨しています。しかし、この期間はあくまでも精液検査に適した期間であり妊娠率が高

くなる期間とはまた別です。 

禁欲期間と妊娠率の調査では、禁欲期間が短い事例の方が妊娠率が高くなると結論付けており、禁欲期間１および 2

日程度が推奨されています。 

そのため、禁欲期間は下記の期間をお勧めしております。 

 

MicroSort®用精液の採取 

前回の射精より 1 日から 2 日程度あけてから採取 

 

・少しでも妊娠率があがるように精子の質をよくする方法はありますか？ 
精子の質を高めるためには、禁煙、アルコール摂取を減らす、ストレスを軽減するなどの生活習慣の改善を行うこと

がよいとされています。 

また、精子は年齢の影響を受けることがわかっており、加齢により精子 DNA の損傷（SDF)が起きるとされています。

この SDF を改善する方法としては、禁煙や減量などの生活習慣の改善、禁欲期間の短縮、抗酸化ビタミン（ビタミン

C、ビタミン E、コエンザイム Q10）、亜鉛、葉酸などのサプリメントの服用がよいといわれています。 

 

・MicroSort®用精液の採取はどこで行うべきですか？ 
精液は、採精から 2 時間以内に弊社東京オフィス（東京駅徒歩約 10 分）または大阪の弊社施設（東梅田駅徒歩 1

分）に直接お持ち込みいただく必要があります。 

東京および大阪の施設内では採精を行うことができませんので、ご自宅で採精していただくか、ご自宅が遠方の方に

ついては、東京オフィスまたは大阪の弊社施設周辺のビジネスホテル等にご宿泊またはデイユース利用によって採精

をしていただく方法をお勧めしております。 

 

なお、精液のお持ち込みは完全予約制となっておりますので事前にご予約をお願いします。 

東京オフィスへの 1 回目の精液のお持ち込みは、弊社の営業日（火曜日～土曜日）9 時～9 時 15 分となり、2 回目の

お持ち込みは 9 時 15 分～10 時までとなりますのでお気を付けください。大阪へのお持ち込みが可能な日程は限定さ

れているため、Web サイトの「お知らせ」に掲載されているスケジュールをご確認ください。 
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ご自宅での精液の解凍方法のご案内 

 

ご自宅に到着した MicroSort®「マイクロソート」実施後の精液の解凍に関しては、室温に 20分間置くだけの

簡単な方法となります。 

下記の手順に従ってご使用ください。 

※作業は清潔な場所で行うようにしてください。 

※容器に入った精液は 1回分です。分けて使用しないでください。 

※手袋の着用をお願いします。手袋は 1回目の輸送時のみお届けしますのでご自宅での保管をお願いいたしま

す。 

※ドライシッパー（冷凍輸送容器）の保冷期間は発送日を含め 4日間のため、発送日から 4日以内に使用して

ください。また使用前に何度も開封せず、使用する直前に開けるようにしてください。 

 

１． 外装ボックスを開ける 

精液を使用する 20分前から作業を開始します。 

まず外装ボックスに装着されている結束バンドを切断し、蓋を開けてください。蓋を開け

ると中に革製の手袋とドライシッパー（精液の凍結状態を維持しながら輸送する専用の冷

凍輸送容器です。）が入っていますので、ドライシッパーを開ける前に手袋を装着してく

ださい。 

（輸送中に外装ボックスが開けられていないことを証明するために、結束バンドで外装ボ

ックスを留めています。） 

 

２． ドライシッパーの蓋を開ける 

ドライシッパー内は液体窒素により－196 度に冷却されています。 

ドライシッパーの蓋を開けると冷気の煙が出てきますが、吸い込まないようにしてください。また、やけどの

危険があるため、ドライシッパー内の金属部分には直接素手で触れないように必ず手袋を着用してください。 

（※液体窒素は最初は液状ですが、ドライシッパーを弊社から発送する時点では、液体はドライシッパー内の

スポンジに完全に吸着しているため液体は残っていません。そのため液体がこぼれたりすることはありません

が、保冷期間が短縮される可能性があるため容器を横倒しには置かないでください。ただし、ドライシッパー

内の金属パーツは－196 度まで冷却されているのでご注意ください。 

また上記の通り液体はすでに吸着しているため、やけど以外の危険はありませんが、念のため屋内で換気をよ

くした状態で、広いスペースで作業することをおすすめします。） 

 

３． ドライシッパーからキャニスターを引き出しケーンを取り出す 

キャニスターのハンドル部分を持ちキャニスターを引き上げま

す。 

キャニスター内には、ケーンと呼ばれる金属の棒が入っている

ので、そのケーンをキャニスターから取り出してください。 

 

そのケーンに精液が保存されたバイアル容器がセットされてい

ます。 

 

 

キャニスター 

ハンドル部分 

→ 

ケーン→ 

キャニスター 

→ 
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４． バイアル容器の取り外しと解凍 

精液が保存されたバイアル容器をケーンから取り外します。 

容器に記載されているお名前が一致しているか必ずご確認ください。 

 

目視で氷の結晶が完全に消えるまで室温で約 20分間解凍させます。 

室温とは 15 度から 30 度までの温度帯となります。 

 

20 分間という時間は、氷の結晶が消失し精液が完全に液化した状態になる平均時間のため、解凍に必要な時間

は季節や天候、作業する部屋の空調設備などの要素によっても変化します。少しでも氷の結晶が残っていると

精子を痛めてしまうことにもなるため、必ず目視で氷の結晶が完全に解凍されているかをご確認ください。 

20 分経ち解凍が完了したら容器に付着している水滴を拭き取ります。 

※水やお湯には絶対に漬けないで下さい。 

※解凍した精液を混ぜたり振ったりしないで下さい。 

 

 

５． 解凍した精液をセルフシリンジ法で膣内に注入 

全量をシリンジで吸い取り、膣内に注入します。 

「セルフシリンジキットの使用方法について」の資料内に、より効果的なセルフシリンジキットの使用方法に

てついて解説しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

◆ドライシッパーのご返送 

凍結精液の容器を取り出した後は、ドライシッパー内の冷気がなくなるまで開放し、常温に戻してください。

同封されている着払い伝票を使用し、お届け日から 1週間以内に発送してください。 

手袋は返送せずご自宅で保管してください。 

 

◆MicroSort®「マイクロソート」実施後の保管期限 

MicroSort®「マイクロソート」の実施後、ご希望の性別に分類された精液の弊社での保管期限は、MicroSort®

「マイクロソート」の実施日から 1 年間となりますのでご注意ください。1 年以上経過した精液は自動的に破棄さ

れるためご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイアル容器 
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セルフシリンジキットの使用方法について 

 

ご自宅でのセルフシリンジ法について、より効果的なセルフシリンジキットの使用方法をご質問いただくこと

が多いためご案内させていただきます。 

尚、下記の内容は MicroSort®「マイクロソート」実施後の精液の注入時を想定した方法のため、キット内の使

用方法とは異なる手順となっております。通常の精液を注入する際はキットの使用方法に従ってください。 

 

１．容器をセット 

スタンドを三角形に組み立て、プラスチック容器をセットします。 

 

２．シリンジにカテーテルを装着 

シリンジのツバがカテーテルのツバに当たるまで挿し込みます。カテ

ーテルのツバを押し上げて、シリンジのツバと接続します。 

装着が終わったら、シリンジの押し子を「４」の目盛のところまで引

いておきます。 

 

３．精液の吸引 

解凍した精液をプラスチック容器に移し替えます。 

カテーテルの先端をプラスチック容器の底の角に集まった精液に浸

け、シリンジの押し子をゆっくり引いて精液を吸引します。この時に

押し子を引きすぎないようにし、吸引した精液が右の画像のようにカ

テーテルのみに留まり、シリンジまで入らないように調節します。 

※吸引後は先端を下向きにすると精液が垂れてくるため、膣に挿入す

るまでは垂直または先端が上向きになるようにしてください。 

※膣に挿入する前に押し子を押さないように気を付けてください。 

 

４．精液の注入 

仰向けになり、枕などを腰に当て、できる限り腰を高くした姿勢でカテーテルを膣に挿入します。 

カテーテルはシャフトを超えて腟に挿入しないようにしてください。 

シリンジの押し子を押し、あらかじめ溜めておいた空気と共に精液を一気に腟に注入します。精液を注入後は

速やかにカテーテルを腟から抜き取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4」の目盛まで引いておきます 

↓ 

カテーテルに留まるように吸引 

↓ 
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MicroSort®「マイクロソート」後の精子数や妊娠率について 

 

MicroSort®「マイクロソート」後の精子数や妊娠率についてお問い合わせをいただくことが多いため、ご

案内させていただきます。 

 

MicroSort®「マイクロソート」は米国で開発された技術であり、これまでは日本で提供する施設が存在し

なかったため、日本国内の実績や日本語での情報がほとんどないことからご不安に感じられている方が多

くいらっしゃるかと思います。 

またこのように限られた情報しかない中で、一部の方が SNS 等で記載している、MicroSort®「マイクロソ

ート」後の精子数や妊娠率の事例や見解から、より強く不安を感じたり、実現性がないと断念されている

方がいらっしゃることもわかりました。 

 

弊社では MicroSort®「マイクロソート」が科学的根拠に基づいた有効性や安全性があることを確認してい

るため、皆様に誤解のないように改めて詳細な情報を下記にてご記載させていただきます。 

 

■MicroSort®「マイクロソート」後の精子数の減少について 

MicroSort®「マイクロソート」を実施することや、凍結と融解を繰り返すことで必ず精子の数が減りま

す。 

米国の開発機関では元々の精子数より 1.5％以上の回収率が標準的な数値とされており、現在のところほ

とんどの方がその範囲に入っています。 

（※ただし、精子の減り方については元々の精子の質による個体差が大きく、平均的な 2～3 個より少な

く戻ってくる可能性や、妊娠に十分な精子数を確保できずお戻しできない可能性があることも予めご理解

ください。） 

 

仮に元々の精子数が 1億だとした場合、150 万程度の回収率となります。 

この数値について少ないのではないかと不安に感じるかと思いますが、その点については《■MicroSort®

「マイクロソート」後の妊娠率と妊娠に必要な精子数について》にて後述いたします。 

 

なお、MicroSort®「マイクロソート」 後に十分な良好精子を確保するために、 正しい方法で採取した精

液のお持ち込みをお願いしております。 

採精方法につきましては、詳細資料の「精液の採取（採精）に関するよくあるご質問」に記載がございま

すので、採精前に必ずご確認ください。 

 

■MicroSort®「マイクロソート」後の妊娠率と妊娠に必要な精子数について 

不妊治療領域において 1周期あたりの妊娠率は、対象となる方の治療歴や妊娠歴、年齢や体質、卵質など

にもよりますが、人工授精は 10％程度、体外受精は 30％程度と言われております。（※自然妊娠（セル

フシリンジ法）は 30％程度と言われています。自然妊娠の確率は、不妊治療を行う必要のないご夫婦を想

定した確率のため、上記の人工授精などと比較して確率が高くなっています。） 

 

また、一般的に不妊治療領域では、人工授精を行うためには最低でも 1000 万以上の運動精子が必要と言

われることが多くあります。 
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次に MicroSort®「マイクロソート」後の精子を使った妊娠率と精子数についてご説明します。 

 

1994 年～2012 年までに登録された約 5000 組の参加者に対し、MicroSort®「マイクロソート」による精子

分類の効果について調査を行った研究論文によると、MicroSort®「マイクロソート」後の精子を使って人

工授精や体外受精、顕微授精した際の結果について下記のように報告されています。 

 

【1 周期あたりの平均妊娠率 】 

人工授精：14.7％（653/4448） 

体外受精・顕微授精：30.8％（911/2957） 

 

【妊娠できた精子数のデータ】 

人工授精で使用され妊娠に至った精子数の平均値：21 万 

体外受精・顕微授精で使用され妊娠に至った精子数の平均値：12 万 

 

上記の研究結果の通り、MicroSort®「マイクロソート」後の精子を使った妊娠率は、人工授精、体外受精

ともに一般的な不妊治療での確率と同等かそれ以上の結果となっています。また、人工授精において妊娠

に至ったケースで使用した MicroSort®「マイクロソート」後の運動精子は、人工授精で平均 21万程度、

体外受精・顕微授精の場合は平均 12 万程度の運動精子で妊娠に至っており、通常必要とされている精子

数よりも大幅に少ない精子数で妊娠に至っていることがわかります。 

 

また、前述した MicroSort®「マイクロソート」後の精子数は 1.5％程度の回収率というデータにより、妊

娠を望むには精子数が少ないのではないかと不安に感じた方もいるかと思いますが、上記の通り、

MicroSort®「マイクロソート」後の人工授精の事例では平均 21 万程度の精子数、体外受精・顕微授精の

場合は平均 12 万程度の運動精子で妊娠に至っており、一般的に言われている不妊治療を前提とした 1000

万の精子が必要という数字と比較してはるかに少ない精子数でも十分妊娠可能であることがわかるかと思

います。 

 

残念ながら自然妊娠及びセルフシリンジ法については自宅での注入となり、正確な追跡調査が困難なた

め、MicroSort®「マイクロソート」後の妊娠率や精子数に関する正確なデータは報告されていませんが、

上記の研究結果の通り、MicroSort®「マイクロソート」後の人工授精における妊娠率が、一般的な妊娠率

よりも高く、さらに少ない精子数で妊娠が可能なことから、自然妊娠及びセルフシリンジ法についても一

般的な確率である 30％と同等かそれ以上の確率だと考えております。 

 

不妊治療領域で一般的に言われている必要な精子数は、あくまでも自然妊娠では妊娠できない何らかの要

因があるご夫婦を想定した数値のため、全体として高い数値になっています。 

また MicroSort®「マイクロソート」後の精子は大幅に減少しますが、それは運動率が低く生命力の弱い精

子が淘汰された結果ともいえるため、最終的に残った精子は妊娠できる可能性が高い強い精子ともいえま

す。 

 

そのため、自然妊娠を望めるご夫婦が MicroSort®「マイクロソート」を行う場合、不妊治療を受けている

ご夫婦のためのデータである精子数や妊娠率を用いて検討することは難しいということをご理解いただけ

れば幸いです。 
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■MicroSort®「マイクロソート」後の安全性について 

上記の論文により、「MicroSort®「マイクロソート」後の精子は、MicroSort®「マイクロソート」をして

いない精子を使用して人工授精や体外受精、顕微授精を行った場合に報告されている結果と一致してお

り、精子機能が損なわれていないことを示している」といった内容でまとめられております。 

 

また自然流産率や新生児の先天性異常の割合については一般人口における比率と同等であり、MicroSort®

「マイクロソート」によって精子に有害な異常が発生していないことも確認されています。 

 

以上 

 

MicroSort®「マイクロソート」は日本ではまだあまり認知されておらず、新しい産み分け法のように感じ

られますが、米国では 1992 年よりヒトへの使用が認められ、これまでに多くの方々がこの方法を取り入

れて妊娠・出産されていることが報告されており、多数の論文からも有効性や安全性に問題がないことが

確認されている技術となります。 

 

弊社は日本で MicroSort®「マイクロソート」を提供する唯一の企業として、今後は独自の実績や成果を発

信していきたいと考えております。 

  

よろしくお願いいたします。 
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ご提出いただく書類への記入について 

 

MicroSort®「マイクロソート」のお申し込みには、下記の 2種類の書類のご提出が必要となります。 

 

 

 

1.MicroSort®「マイクロソート」申込書 
お客様情報の登録に使用いたしますので、ご夫婦の正確な情報をご記入ください。 

 

 

2. MicroSort®「マイクロソート」同意書 
この書類は、MicroSort®「マイクロソート」の実施に関する同意書となります。 

必ずよくお読みいただき、書類にご署名をお願いします。 

※本資料では同意書の見本を添付しております。 
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 MicroSort®「マイクロソート」同意書 
 

私達は、株式会社 ChromoS（CMS 衛生検査所）が提供する MicroSort®「マイクロソート」について、この同意書

の内容を十分に理解し、その上ですべてのリスクを承知し申し込みます。 

 

同意事項 

■基本的な注意事項と考えらえるリスク 

・MicroSort®は、X 精子（女性）：90％、Ｙ精子（男性）：78％と高精度の精子分類法であり、産み分け確率につ

いては、米国での追跡調査により、女児で 93％、男児で 82％となっているが、100％の確率ではないため、希望

の性別とは異なる妊娠となる可能性があること。 

・セルフシリンジ法による妊娠確率は、自然妊娠と同程度の確率ではあるが、自然妊娠の確率自体個人差があり、妊

娠に至らない可能性があること。 

・MicroSort®を受けるためには、事前に感染症（HIV、B 型および C 型肝炎、梅毒）検査の実施と結果のご報告が必

要であること。 

・MicroSort®「マイクロソート」を実施するために必要な感染症検査に関しては、外部の検査機関（GME 医学検査

研究所）での検査となり、検査結果は自身で株式会社 ChromoS へ報告すること。 

・感染症検査の結果が陽性だった場合、MicroSort®の申し込みはキャンセルとなりキャンセル料の支払いも必要とな

ること。 

・精液は 2 回の提出のうち、1 回目の分は凍結保管されること。 

・MicroSort®は東京の株式会社 ChromoS（CMS 衛生検査所）で実施するため、2 回とも大阪の株式会社 ChromoS

の施設にて提出する場合は、どちらも一旦凍結した後に東京へ送られ MicroSort®が実施されること。 

・MicroSort®用精液の提出期限は検査キットの受け取りから半年であり、期限を過ぎた場合は MicroSort®の申し込

みはキャンセルとなりキャンセル料の支払いも必要となること。 

・精液の提出予約日の前営業日 17 時以降に予約変更を行う場合は手数料として 1 万円（税込）の支払いが必要とな

り、その支払いが確認できるまで次の予約ができないこと。 

・精液の凍結保存の際、精子数や運動率、正常形態率が低いことが確認された場合は株式会社 ChromoS より通知さ

れ、その後の MicroSort®の実行については自己責任により判断すること。 

・採精から 2 時間以上経過した精液が持ち込まれた場合、MicroSort®後に十分な良好精子が確保できない可能性が

あること。 

・凍結前の精子細胞の質によっては解凍後に精子の生存が確認できない可能性があること。 

・通常は精液に含まれない油分等の異物混入や、疾患が疑われる状態の精液が提出された場合、MicroSort®後に十分

な良好精子が確保できない可能性があるが、株式会社 ChromoS からは報告されないこと。 

・MicroSort®用に持ち込まれた精液内の精子数や運動率、正常形態率に問題がなく、ご連絡を差し上げなかった場合

であっても、妊娠に十分な精子数を確保できない可能性や分類後の精液が全く確保できない可能性があること。 

・MicroSort®後に自宅に配達された精液の解凍は株式会社 ChromoS 作成の「ご自宅での精液の解凍方法のご案内」

に従い自ら行う必要があり、これに従わない場合、精子が毀損する可能性があること。 

・解凍した精液を膣内に注入するに当たっては、セルフリンジキット内に記載されている使用方法又は当社作成の

「セルフリンジキットの使用方法について」に従って使用する必要があること。 

 

■キャンセル及び返金について 

・MicroSort®申し込み後のキャンセル料は下記の通りとなること。 

 

同意書見本 
※この書類は見本です。同意書原本は、検査キットに同封されます。 
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-検査キット送付前：キャンセル料 0 円 

-検査キット送付後：キャンセル料 1 万円（税込） 

-感染症検査完了後：キャンセル料 1 万円（税込） 

- MicroSort®用精液 1 回目のお預けから 7 日以内：キャンセル料 3 万円（税込） 

-MicroSort®用精液 1 回目のお預けから 8 日以降：キャンセル料 100％ 

（※MicroSort®用精液 2 回目をお預けした以降は、1 回目のお預けから 7 日以内の場合でもキャンセル料 100％

となります。） 

・返金はキャンセルお申し出日の翌月末に、キャンセル料金を差し引いた金額の返金処理を行うため、クレジットカ

ード決済の場合の返金日はカード会社によって異なること。 

・クレジットカード決済日から 180 日以降の返金は現金振り込みでの返金となること。 

・現金振り込みの場合は、ご夫婦いずれかご本人名義の指定口座への返金となること。 

 

■保管期限について 

・MicroSort®実施後、1 年以上経過した精液は自動的に破棄されること。 

 

■補償について 

・株式会社 ChromoS の故意または過失による精液の損傷、喪失などについて責任を負うべき場合、株式会社

ChromoS が賠償する損害額（補償額）は、株式会社 ChromoS に対して支払った金額の合計額を上限とするこ

と。 

・天災・火災・不慮の事故等、不可抗力または責任の所在が明確ではない精液の損傷、喪失に関しては、株式会社

ChromoS は免責となること。 

 

■配送について 

・MicroSort®後の精液の配送は、配達希望日の 2 営業日前までに株式会社 ChromoS への依頼が必要なこと。 

・MicroSort®後の精液の配達希望日又は発送日が株式会社 ChromoS の休業日に重なる場合は、ご希望日にお届けで

きない可能性があること。 

・精液の持ち込み予約の混み具合により、必ずしも自身の妊娠希望時期に MicroSort®後の精液を配達できるとは限

らないこと。 

 

■その他 

・株式会社 ChromoS より紹介した医療機関情報（医療機関名・住所・医師名・連絡先等）は、いかなる方法をもっ

てしても第三者に対して開示、漏洩もしくは使用しないこと。 

・株式会社 ChromoS より紹介した医療機関では、産み分けに関する電話での問い合わせには対応できず、まずは受

診が必要なこと。 

・株式会社 ChromoS の提供するサービスに関し、ブログ、Facebook その他 SNS 若しくは新聞、雑誌その他の発行

物上に株式会社 ChromoS の名誉・信用を毀損し、若しくはその業務を妨害する記載・掲載を行った場合、又は株

式会社 ChromoS の著作権を侵害する記載を行った場合、それらの記事、記載の発行・掲載の差し止め、損害賠償

請求、告訴等の法的手段の対象となること。 

 

上記の同意事項について十分理解した上で申し込むことを同意いたします。 

 
                    年   月   日 

 

署名（自署）  夫：                    

        妻：                    

※提出前に必ずコピーを取り大切に保管してください。 


