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研究成果の概要（和文）：免疫制御作用を有するビタミンDの欠乏、テトラメチレンヒドロ葉酸代謝還元酵素の
遺伝子多型に起因するホモシステインの上昇、耐糖能異常といずれも生体内における炎症を惹起する機構が着床
能から初期の胎盤形成の発生・生殖過程に影響があることが解明された。妊孕能向上のためにはビタミンDを中
心とした包括的な栄養指導が必要である可能性が示唆され、プレコンセプションケアのエビデンス確立への基盤
となった。

研究成果の概要（英文）：Vitamin D deficiency as the immune regulatory, elevation of homocysteine 
caused by gene polymorphism of tetramethylene hydrofolate metabolic reductase, impaired glucose 
tolerance to induce the circumstance of inflammation in vivo were clarified that there is an 
influence on the reproductive process of implantation and placentation. It is suggested that 
comprehensive nutritional education centered on vitamin D may be necessary for improving fertility, 
and it became the basis for the evidence of pre conception care.

研究分野： 生殖医学、生殖免疫学、内分泌・代謝学

キーワード： ビタミンD　テトラメチレンヒドロ葉酸代謝還元酵素　ホモシステイン　耐糖能異常　プレコンセプショ
ンケア
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