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医学博士鈴木雅洲氏の﹁ヒト体外受精・
胚移植の確立と普及に関する研究﹂に対
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ないものであった︒体外受精・胚移植に関する専門書は海外でも少

なく︑内容は必ずしも満足できるものではなかった︒国内ではこの
種の専門書は見当たらなかった︒

国内の体外受精・胚移植は︑実際に始まったのが欧米に較べて五

年遅れていた︒その間に欧米では着々と実績を積み︑一九八五年一

になっている︒体外受精・胚移植は︑不妊症患者の妻から卵子を採

体外受精・胚移植は︑現在の不妊治療にとっては不可欠な治療法

氏は考え︑﹁体外受精・胚移植︵基礎と臨床︶
﹂の出版を企図した︒

胚移植の正しい医学知識・医療技術を普及させることが急務と鈴木

欧米と国内の現状を鑑み︑
ヒト発生学および治療としての体外受精・

する授賞審査要旨

取し培養液中で受精させ︑受精卵を数日間培養後に子宮腔内に移植

本書は体外受精・胚移植に関する我が国初めての医師及び医療技術

月には約一︑〇〇〇名の体外受精・胚移植による児が誕生していた︒

して︑妊娠を期待する方法である︒本邦初の﹁体外受精・胚移植﹂

者向けの単行本である︒

一九八〇年代の日本国内においては体外受精・胚移植の実施につ

の成功は︑一九八三年に東北大学産科学婦人科学教室主任教授の鈴
木雅洲氏から報告された︒体外受精・胚移植の成功が報じられて以

いての賛否両論が渦巻いており︑体外受精・胚移植の実技などの研

として取り込もうとする施設は増加傾向にあった︒しかし︑その治

来︑胚や卵子の凍結保存法︑卵管内配偶子移植法︑顕微授精法など

鈴木氏が体外受精・胚移植での妊娠出産を発表した後︑少しずつ

療成績は医療機関によって異なり︑技術の未熟感があった︒鈴木氏

修会は殆ど行われていなかった︒一方︑国内では一部の医療機関で

ではあるが不妊治療の一つとして体外受精・胚移植を取り入れる施

は日本国内における不妊治療の現況と今後の体外受精・胚移植の普

をはじめとする多くの生殖補助医療技術に関する新技術の開発と改

設も現れ︑同様にマスコミの報道も増加した︒並行して︑大衆向け

及を考えて︑不妊治療の臨床実技を中心とした﹁不妊症新治療ワー

しか体外受精・胚移植は実施されていなかったが︑この技術を治療

に数種類の単行本が出版されたが︑これらは科学的に厳密さを欠き︑

クショップ﹂を一九八九年から七回にわたって企画・運営した︒同

良が行われ︑現在に至っている︒

その上多くの誤りが目立ち︑医学に携わる者にとっては殆ど役立た

胚移植法の治療の安全性の証明とその普及を目的として︑スズキ記

スズキ記念病院では︑体外受精・胚移植の生殖医療を希望して体

氏はこの体外受精・胚移植法によって︑多くの不妊に悩む方々を救

していた︒そのためには国内のどの地域でも体外受精・胚移植が実

外受精・胚移植などの治療を行った症例数は一二︑〇三九であった︒

念病院を設立した︒

施 で き る 医 療 施 設 数 を 増 や す こ と が 必 要 で あ っ た︒こ の ワ ー ク

そのうち一︑九九六症例に妊娠が認められ︑一︑四一八名の子供が

済し︑最終的には日本の将来を担う人材を輩出させることを目標と

ショップが開催された後︑国内の体外受精実施施設は右肩上がりに

誕生した︵平成二六年九月三〇日現在︶︒

鈴木氏は体外受精・胚移植に成功した後も新しい不妊治療技術の

増加した︒体外受精・胚移植実施施設はワークショップ初回開催時
の一九八九年では一二五施設であり︑二〇〇〇年には五一一施設と

し︑本邦における新しい難治性男性不妊症治療の先鞭をつけた︒更

開発と研究を行ってきた︒現在︑極端に精子の少ない男性不妊治療

日本産科婦人科学会への施設登録制が導入された一九八六年に七

に︑卵子は細胞体積が極端に大きく球形で︑しかも浸透圧の変化に

約四倍となった︒体外受精・胚移植の技術も安定し︑二〇一二年に

五二例の体外受精・胚移植が行われた︒体外受精・胚移植などの生

よる影響を受けやすいために凍結保存は困難であったが︑二〇〇一

の主流となっている顕微授精法に︑一九九二年に国内で初めて成功

殖補助医療は︑実施施設数の増加に伴い年間の治療件数は急増し︑

年に成熟卵子を凍結保存して︑その後患者の都合の良い性周期に解

は五八九施設で体外受精・胚移植が行われる様になった︒

二〇一二年には三二六︑四二六件となり︑日本は世界で最大件数の

後体外受精﹂による方法で児が誕生したことを︑鈴木氏が国内で最

凍して体外受精を行い︑受精卵を移植しての﹁成熟卵子凍結 解
−凍

一九八六年に体外受精・胚移植により一六名が出生した︒二〇一

初に発表した︒現在︑この成熟卵子の凍結保存は︑悪性腫瘍になっ

体外受精等の生殖補助医療治療を実施するまでになった︒

二年末までに︑体外受精等によって累積で三四一︑七五〇名の子供

た女性の将来の妊娠を可能にする手段に用いられている︒

いて三四万人を超えている︒当時︑
﹁試験管ベビー﹂と呼ばれ︑特別

し︑体外受精・胚移植等の治療により生まれた児は︑日本国内にお

鈴木氏が日本最初の体外受精児出生に成功してから三〇年が経過

が誕生した︒二〇一二年の体外受精等による出生児数は三七︑九五
三名であり︑全出生児数の二七・三名に一名が体外受精等によって
生まれたことになる︒
鈴木氏は東北大学産科学婦人科学教室を退官された後︑体外受精・
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視された体外受精児も︑日本の小学校の一クラスに一人の割合で誕

体外受精・胚移植が実施できるようになり︑日本全国で体外受精・

体外受精・胚移植の普及活動を行い︑二〇一二年には五八九施設で

五〇

生する時代になり︑体外受精・胚移植による不妊治療は社会に受け

胚移植を受けることが出来るまでになった︒体外受精・胚移植法の
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減少を解決する一つとして大きく貢献している︒

治療を確立させ︑更に普及させたことは︑将来の日本における人口

入れられたと言える︒
また︑日本の総人口は二〇〇四年をピークに今後一〇〇年間で一
〇〇年前︵明治時代後半︶の水準に戻っていく可能性を示唆してい
る︒この変化は千年単位で見ても類を見ない極めて急激な現象であ
り︑日本の総人口は二〇五〇年に九︑五一五万人となり︑約三︑三
〇〇万人減少︵約二五・五％減少︶すると予測されている︒人口減
少により労働人口が減り︑国力も一段と低迷することになる︒少子
化と人口問題を克服して︑五〇年後の日本の人口を一億人程度に維
持することは︑将来の日本においては非常に重要な課題と言える︒
不妊治療を求める夫婦が増加傾向にある現在において︑体外受精・
胚移植などの治療によって子供が誕生することは︑将来の日本にお
ける人口問題を考える上で︑非常に重要な意味を持っている︒
一九八〇年代 は 不妊治療 に 対 し て 国民 の 知識 と 理解 が 不十分 で
あったにもかかわらず︑鈴木氏は体外受精・胚移植を臨床応用し︑
一九八三年に体外受精による児を誕生させた︒その後︑同氏は治療

解
−凍後体外受精胚移植

技術の改良と研究に取り組み︑難治性男性不妊症の治療としての顕
微授精法︑若年性がん患者の成熟卵子凍結

や着床前診断︑そして幹細胞研究の土台を作ったとも言える︒更に
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