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はじめに

大学を卒業し産婦人科医として歩み始めた後，生殖医療，
当時は不妊症といっていたが，生殖医学にサブスペシャリ
ティーを求めて臨床の勉強を始め，同時に研究もスタート
した．私の最初の一般口演としての発表は哺乳動物卵子研
究会でのものだった．それからは学位取得のための研究，顕
微授精技術取得のための留学，ICSIでの成功，卵子学会編
集委員会での活動，そして卵子学会理事長を拝命したこと
と続き，30年余があっという間に過ぎ去った．そして，今
なお生殖医療の真っただ中にいるわけで，振り返ると私は
卵子学会にここまで育てていただいたという感が強い．こ
の稿では，思い出話になってしまうかもしれないが当時の
記憶をたどってみたい．

卵子学会との出会い

大学を卒業後，産婦人科教室に入局し，1983年から私の
ボスの星和彦先生に生殖医学領域の研究の手ほどきを受け
ていた．体外受精実施の準備をすることを一つの目的とし
て，基礎の知識の吸収と研究を行っていた当時，基礎の研究
者と近い距離で触れあうことができた哺乳動物卵子研究会
は貴重な存在だった．当時の研究は受精現象の解明であった
が，受精開始までは精子の働きが重要であるとのボスの考え
から，精子側を主体とした研究にチームで取りかかってい
た．受精ステップの様々なステップについての研究のうち，
私が受け持ったのは精子のhyperactivationで，ヒト精子の
hyperactivation時の尾部運動形態変化を捉えるものだった．
精子を培養すると徐々に尾部の振幅が大きくなり早く直進
する精子の割合が増加するが，この形態変化をヒト精子の
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hyperactivationと捉えた．これは，ハムスターなどの精子の
hyperactivationの形態変化とは異なっていたが，ヒト精子の
hyperactivationの定義は定まっておらず，CASAでのパラ
メーターで規定する試みがあったくらいである．ヒト精子の
運動を連続して観察すると，精子はしばらく直進し，その後，
直進を止めその場に留まって運動し，またしばらくすると直
進を始める．これを繰り返しているので，運動形態の変化を
一元的に規定することが困難だと理解している．この研究の
かたわら，ヒト IVF用の培養液としてどのような培養液が適
しているかの基礎研究も行っていた．ヒト体外受精用培地
は，当初体細胞用培地を用いていており，mEarles液や
Ham's F-10液などはよく用いられていた．それらの培地を含
んで，Hoppe& Pits，T6，mBWW，mKRB，TALP-2の培地
のどれが IVFに適しているかをハムスターテストとマウス胚
培養試験で検討した結果を，1986年4月に開催された第27
回哺乳動物卵子研究会で「ハムスターテストとマウス受精卵
初期発生成績からみた体外受精用培養液の検討」と題して学
会発表デビューをさせていただいた．もちろん当時は「哺乳
動物卵子研究会」で，佐久間勇次教授が会長を務め，日大会
館で開催された．講演会では1題15分の持ち時間で，長い講
演時間に耐えられるかを心配していたこと，ボスから発表前
に佐藤嘉平先生を紹介され，頑張れと激励されたことが今で
も記憶に残っている．当時，たくさんの培養液を準備したが，
Ham's F-10はパウダーだったので，それ以外はその都度，成
分表を見ながら研究室で作成していた．使用する水に2回蒸
留水やミリQ水を使ったりしていたが，当時の経験はその後
の IVFの臨床に大いに役立った．培地の検討結果ではmBWW
がベストであったので，その後HTF培地が誕生し販売される
までのあいだは，IVFの臨床ではmBWWを使った．翌1987
年の第28回哺乳動物卵子研究会では「ヒト精子の運動形態
に関する研究   hyperactivationとの関連性から」という研究
成果を発表した．この時には，この会で卵子や胚発生を取り
扱わず，精子だけの話題を発表してよいのか悩んだことも思
い出される．おそらく，精子だけの話題での発表は初めて
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だったかもしれない．翌年，この研究を発展させ学位論文が
完成した．

柳町隆造教授との出会い

福島県での体外受精でも妊娠・分娩例を得たのち，学位
も取得し一段落となったところで，さらなる受精の研究を
行うために柳町隆造教授の教室へ留学することになった．
ボスの星先生の手配であった．星先生はかつて柳町教室に
留学し，その業績のうえに日本で初めての体外受精児の誕
生を導いたが，その後，後輩へも留学の道筋を残し，福島医
大では私が2番目の留学者となった．1988年1月にハワイ
へ飛んだが，その2か月前に，ボスからマイクロマニピュ
レーターの操作を勉強するように指示をうけた．顕微授精
のシステムなど見たことがなく困っていると，当時，医科学
研究所に在籍しておられた豊田裕先生の研究室にすばらし
い顕微鏡システムがあると聞き，星先生を経由して見学さ
せていただいた．緊張して訪問したが，豊田先生は卵子研究
会を通して私の顔を覚えてくださっていて，緊張が解けた
ことを記憶している．卵子研究会のつながりをありがたく
感じた．そこにあったシステムは大変大きなものだったが，
当時の最先端のもので，これは大変な機器だとの印象を受
け，トレーニングもできずハワイに向かった．
柳町隆造教授の教室では，雄性生殖細胞の精子の受精能

の限界を調べることがテーマだった．精子の受精能は，化学
的，物理的刺激にどれだけ耐えられるか，成熟精子から未分
化な精子細胞，精母細胞では受精能はどうかなどである．私
は熱処理，化学的刺激などを担当し，ハムスター精巣上体精
子は90度30分の加熱でも前核形成能を有していることを確
認することができた．もちろん，ICSIの技術を用いなけれ
ばならず，当時の研究室には ICSIを行っていた研究者が在
籍しなかったためなかなか習得できず，4月にノースカロラ
イナのEnvironmental Protection AgencyのDr. Perreultを訪
ね，直に指導していただいた（図1）．約1週間の滞在だった
が，この後は ICSIをスムースに行えるようになった．後で適
切な指導に感謝するとともに，指導の重要性を改めて認識
した．そして，後にこの技術が福島県立医科大学での ICSIの
成功につながった．写真（図2）は当時の柳町研究室での研
究報告会のもので，日本からは東京農業大学の伊藤雅夫先
生が在籍されていた．
柳町教授の研究室には次々と著明な研究者が訪れる．旧

交を温める訪問であることも，共同研究のこともある．Min 
Cheuh Chang先生，Wesley Kingston Whitten先生，Michael 
Bedford先生，日本からも日本産婦人科医会の現会長の木下
勝之先生が訪れていた．また，日本大学の佐藤嘉兵先生も表
敬訪問され，私のボロ車でホテルまでお送りしたことを覚
えている．Wesley Kingston Whitten先生にはCO2インキュ
ベーターがない場合のマウス胚の培養法を教えていただき，
Michael Bedford先生とはウサギ精巣精子を用いた ICSIで産
仔を得る共同研究を行った．この時は残念ながら産仔は得
られなかった．また，ウサギの過排卵刺激（FSH投与）が大

変デリケートなことを教えていただき，実際，過排卵刺激に
ついては私に任せることなく，自分でわざわざワイキキの
ホテルからやってきて注射をしていた．私はその送迎をし
ていた．

ヒトでの ICSIの成功と卵子学会

1990年帰国後，生殖補助医療では男性不妊に対しての
micro fertilizationが注目されていた．1988年から1989年に
透明帯開孔法と囲卵腔内精子注入法が発表されていたから
である．日本でもMicro fertilization研究会が立ち上がった．
また，哺乳動物卵子研究会誌に佐藤嘉兵先生が「In Vitro 
Fertilization of Hamster Eggs by Microinjection of Rabbit 
Spermatozoa」という前核形成までの観察ではあるが，ICSI
の具体的方法論を報告していた．この時のウサギ精子の不
動化は，凍結融解処理と lysophosphatidyl choline処理であっ
た．福島医大でもmicro fertilizationに取り組み，臨床では

図1 EPAで ICSIを研修した時の顕微鏡システム
ICSIは倒立顕微鏡を用いるのが一般的であるが，この
システムでは正立位相差顕微鏡であった．対物レンズは
long working distanceである．

図2 Yanagimachi’Laboでの定時の研究報告会
1989年9月当時日本からは伊藤雅夫先生（右端）と栁田
が在籍していた．
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partial zona dissectionを採用し実施していたが，受精率は
期待より低く，多精子受精率が高い結果で，男性因子対策と
しては効果が低いというのが実情であった．そのため，ICSI
の臨床応用の準備も進めていた．鹿児島大学の後藤和文先
生のウシ ICSI成功での実績から，精子浮遊液の凍結融解を2
度行うことで不動化処理を行った．1992年4月から臨床応
用を開始し，1993年1月に妊娠の最初の例を得たが，臨床
的流産となった．そして，1993年4月に ICSIを行って妊娠，
その後妊娠38週で本邦初の ICSI児が誕生した．33治療周
期目であった．図3は当時の ICSIのシステムで，顕微鏡のコ
ントラスト装置はNomarsky微分干渉装置，マニピュレー
ターのチュービングにはフロリナートを用いて充填してい
た．また，マイクロニードルは直針であったことなどが特徴
であった．1993年10月から，精子不動化処理を凍結融解法
からマイクロニードルによるピペッティング法に変更した

ところ，第2例目，第5例目と妊娠例が続いた．ICSIの成功は，
国としてはベルギーに次ぐ2番目となった．図4は当時の不
妊グループのメンバーである．また，やや低い受精率への対
策として，ICSIにA23187処理（1992, JMOR）やelectrical 
stimulation（1993, JMOR）を組み合わせた方法の有効性を，
ハムスターを用いて基礎的に検討し，臨床応用も行った．
同僚の木村康之先生がPiezo ICSIを完成させ発表したこ

とを受け（Piezo ICSIの開発，J. Mamm. Ova Res. Vol.26: 
69–78, 2009），1995年からPiezo ICSIを導入した．Piezo 
driveの開発については，工藤謙一先生と佐藤嘉兵先生らが
先鞭を付け，1990年に「圧電素子を用いた細胞操作用マイ
クロマニピュレータの開発」という研究発表を哺乳動物卵
子研究会誌に行い，micro fertilization のためのPiezo drive 
micro manipulatorを開発した．これは，民間企業，日本大学
と東京大学の共同プロジェクトであった．Piezo ICSIは先端
が平坦なマイクロピペットを用いて，透明帯の穿通を抵抗な
く行うことができ，卵細胞膜をニードルの刺入にともなっ
て，伸展させたうえで細胞膜を破ることから，伸展された細
胞膜同士の癒合が速やかで細胞膜の修復に優れた方法であ
る．民間企業での開発当初，Piezo drive micro manipulator
の試作機が完成した時に，呼び出しがあり都内の某所に出
向き，試作機を試用した．そこには佐藤嘉兵先生，柳町隆造
先生（同席されていたとのかすかな記憶）も立ち会っていた
ことが思い出される．この段階では，piezoの有効性につい
てはマイクロニードル（先端が鋭利な普通のニードル）を超
高速で振動させることで透明帯や卵細胞膜をより容易に穿
通できると考えていたが，実際の ICSIのデモでは，透明帯の
変形も従来法と同じで効果が感じられなかった．その後，マ
イクロニードル内に入れられた慣性体（昔は無機水銀，現在
はフロリナート）がpiezoによる振動によってマイクロニー
ドル内に急激な大きな圧力変化を生じさせ，その圧力変化
が透明帯や卵細胞膜を穿孔する力になることことが突き止
められ，現在のpiezoが確立されたと思われる．もちろん先
端が平坦で，対象物に密着して圧力変化を逃がさないマイ
クロニードルが必要なことは前提条件である．

卵子学会の内側から

それまで，学術集会での発表や機関誌への投稿・掲載など，
卵子学会のサービスを利用させていただいていた立場から，
平成9年度からは理事として微力ながら運営にタッチする
立場となった．そして平成13年度から平成20年度までは，
前任の佐藤英明先生の後を引き継ぎ，編集委員長を務めさ
せていただいた．編集委員会は，会員の研究活動の傾向を計
り知るよいアンテナであったが，平成10年を過ぎると，研
究業績としての論文投稿先が impact factor重視の傾向が
年々強まり，卵子学会への基礎研究者の入会が減少する傾
向と相まって，JMOR掲載論文数が徐々に減少する傾向が
明らかとなっていた．当時の問題点は，投稿数が伸び悩んで
いること，オリジナルペーパーの占める割合が低いこと，医
学系からの投稿が少ないこと，関係者（理事など）からの投

図4 1994年当時の福島医大不妊グループのメンバー
本邦初の ICSIの成功を達成したチームのメンバー．

図3 福島医大1993年当時の顕微鏡システム
ICSIでの初めての成功をこのシステムで経験した．コン
トラスト装置はノマルスキー微分緩衝装置であった．
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稿が少ないこと，胚培養士からの投稿がほとんどないこと
であった．そこで，JMORを手に取ってもらえる，学術的に
魅力ある雑誌にするように，魅力ある依頼稿で読者に訴え
ることを考え，英文号では「ミニシンポジウム」として，一
つのテーマについて数編のミニレビューを掲載することと
した．和文号でも「特集」として，同様に数編の総説を掲載
した．編集委員会での仕事は，自分にとって基礎の先生方と
知り合える大変よい機会でもあった．
また卵子学会は，生殖補助医療胚培養士の資格認定を平

成14年から行っていた．これは学術団体として登録してい
る学会としては本邦初の取り組みであった．当時は，野田洋
一先生，香山浩二先生，吉村泰典先生らがまとめ役となって，
平成13年に認定組織の枠組みを作り，平成14年から認定審
査を開始した．毎年80～ 120名程度の認定者が誕生してお
り，学会員としての胚培養士は大きなウエイトを占めるよ
うになってきた．胚培養士の業務とする内容は基本的に生
殖生物学領域であり，より基礎に近いもので，基礎研究者と
胚培養士の共同研究などは当学会が望むところであり，ま
た望まれるところでもある．多くの胚培養士の方に世界に
届く研究論文の作成を行っていただきたいと思う．そして，
学会としてもそのような研究活動をサポートするより積極
的な教育的支援事業があっても良いように思われる．
平成25年度からは2期4年間理事長を務めさせていただ

いた．平成25年は一般社団法人日本卵子学会として新たに
スタートをした年でもあった．学会のスタートは哺乳動物
卵子談話会であった．この談話会の発足当時の状況は，
1984年発行の哺乳動物卵子研究会誌Vol.1 No.1に佐久間勇
次先生が「研究会の発足と会誌の刊行を祝して」のなかに記
載されている．そしてその後，哺乳動物卵子研究会，哺乳動
物卵子学会，平成8年には日本哺乳動物卵子学会と改称さ
れ，平成14年からは胚培養士の認定も始まり，ヒト臨床も
意識し，平成25年に日本卵子学会という名称になった．そ
して法人組織となった平成25年には，35年間事務業務を
行っていた日大事務局を閉じ，民間会社に常設事務局を委
託した．当然，新事務局が業務に慣れるまでは我々役員が采
配をしなければならず，ドタバタと事務業務を行っていた．
それは，それまで学会役員は日大事務局に運営業務のほと
んどをお願いをしていたので，業務の詳細がわからず混乱

したというのが実情であった．大変な事態だったが，学会会
員数も約1,500名と大所帯の学会になり，学会の事業や運営
を見直す時期でもあったので，今思えばこれから発展する
学会にとって大変良い機会であった．理事会内の組織も活
発化し，新たに法律顧問として弁護士の先生に，会計顧問と
して会計事務所にお願いし，会議の度に媒席していただい
ていたので，関連問題に対して適切なアドバイスを直ちに
得ることができ，学会の業務を円滑に進めることができた．
特に，胚培養士関連の審査規定の解釈に関連する事案がポ
ツポツと出始め，法律的な観点からの意見は説得力に溢れ，
適切に処理することができた．
胚培養士の資格を認定することは学会の重要な事業であ

り，今後はますます認定者が増え，もちろん会員も増加する
と思われるが，一方で基礎研究者会員数の伸び悩みがあり，
この学会の特色ともいえる基礎研究者との交流の機会が少
なくなることが懸念される．臨床側では産婦人科医が主体
であるが，大学などの医育機関からの会員数の伸び悩みが
ある．学会活動の活性化のためにもたくさんの若い先生方
に参加して欲しいと思う．JMORへの投稿も医育機関から
のものが少なく，大学所属の先生方には是非とも奮起して
いただきたいと願うところである．

おわりに

学術団体としての卵子学会の役割は，会員の学術研究活
動の補助を行い，会員相互の知識や技術の交流を計り，研究
成果の発表の機会を提供し，その内容を広く発信すること
であると思われる．そして，卵子学会は生殖補助医療胚培養
士の認定事業を通して，生殖補助医療のクオリティーアッ
プに関与している．生殖生物学とその延長線にある生殖医
学の双方に触れることができる卵子学会は，基礎研究者に
とっても臨床医にとっても，そして胚培養士にとっても有
益な立ち位置にある学会で，諸先輩がそのスタンスを崩さ
ず守り発展させてきたところである．卵子学会の今後は，会
員がますます増加し，より大きな組織になると容易に想像
できるが，今までの卵子学会の持ち味を生かしつつ，ますま
す充実した活動的な学会に発展していただきたいと願って
いる．


