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八

農学博士佐藤英明氏の﹁哺乳動物におけ
る卵子形成の制御機構に関する研究﹂に
対する授賞審査要旨

三二

を卵子形成と呼ぶが︑いずれの種でも卵巣内に多数の卵母細胞が存

在し︑そのうちごく少数が選択されて卵子形成過程に入る︒卵子形

の作用を修 飾 し︑多 数 の 中 か ら 少 数 の
FSH

︶によって
成とともに進行する卵胞発育は卵胞刺激ホルモン︵ FSH
促進されるが佐藤氏は

抑制因子︑卵子生存促進因子及び
FSH

卵子が選抜される過程に関わる三つの因子を発見している︒すなわ
ち︑卵胞自身が産生分泌する

抑制因子はのちにインヒ ビ ン 発 見 の 端 緒 と な っ た
FSH

を卵胞に移送す る 血 管 網 形 成 に 係 わ る 血 管 増 殖 因 子 の 発 見 で
FSH
ある︒特に

受精初期過程の解明︑優良家畜の効率生産︑ヒト不妊症治療への
臨床応用などを主目的として一九七〇年代前後から世界各国で︑各

血管増殖因子の存在を裏付ける証左として︑発育卵胞に伸びる血

ものである︒

た︒受精には︑受精能獲得精子と完全成熟卵子の準備が必須である

管網は未発育あるいは退行卵胞に比べてはるかに豊富であって︑発

種の哺乳動物で体外受精に関する研究が活発に行われるようになっ

が︑当時︑生体卵巣内での卵子形成・成熟︑体外に取り出された未

育卵胞に高い血管増殖能のあることをマウスで初めて明らかにし︑

卵胞内で発現・機能する遺伝子ベクターを初めて同定し︑これを用

成熟卵子の成熟培養のいずれについても基礎研究や技術開発は緒に

このような状況下で︑佐藤英明氏は︑卵子形成︑特に卵巣内での

いて卵胞内で血管増殖因子を発現させ︑卵胞周囲の血管網を増殖さ

ラット︑ブタ及びウシにおいても共通の現象を確認した︒一方 で︑

選択的卵子形成及び卵子成熟の制御機構を解明するとともに︑基礎

せることに成功した︒この処理によって︑ブタで自然排卵の約五倍

ついた段階であった︒

研究の成果を踏まえて︑卵胞発育誘起法や卵巣卵子の体外成熟法の

く評価された︒

が卵胞発育を直接的に促進することを示した世界初の成果として高

数の受精能をもつ卵子を排卵させることに成功した︒血管網の増殖

卵胞発育の制御機構に関する研究

開発に貢献した︒

Ⅰ

哺乳動物の卵子は卵胞内で発育・分化を経て成熟する︒この過程

Ⅱ

卵子成熟の制御機構に関する研究

化と減数分裂再開始の相関を明確にした世界初の成果として高く評

要は佐藤氏によって初めて明らかにされた︒特に卵胞から取り出し

も含めて︑広く哺乳動物卵巣における卵胞発育︑選択的卵子形成の

以上のように佐藤氏は︑実験小動物及びブタ︑ウシなど大型家畜

価された︒

た卵子は体外培養下で減数分裂を再開始するが︑この卵子を卵胞か

制御機構や卵巣内卵子の成熟機構について形態学︑生化学ならびに

卵子形成の最後の過程で卵子は成熟するが︑成熟の制御機構の概

ら分離した顆粒膜細胞層に接着させると減数分裂再開始は誘起され

分子生物学的側面から研究を進め︑研究成果の多くが哺乳動物一般

これらの知見をもとに家畜の卵巣機能の改善︑効率の良い卵子の

に共通することを確かめている︒

ないことをブタにおいて発見した︒さらにこの研究を進め︑アデノ
シンや

が強 い 減 数 分 裂 再 開 始 抑 制 作 用 を 示 す こ と を 明 ら か
cAMP

体外成熟培養系の開発によって︑家畜の改良増殖に貢献し︑一 方︑

臨床面では生体卵巣内での卵子成熟機構を解明したことで︑卵巣機

キナーゼカスケードのリ
MAP

能の改善︑体内成熟卵子を用いるヒト不妊症の治療にも顕著に貢献

量や
cAMP

にしている︒また︑これらの抑制物質はギャップ結合を通過して卵
子内へ移動し︑卵子内の

キナーゼの核内への移動の制御に関連する
MAP

ン酸化やリン酸化

ことを明らかにした︒また減数分裂再開始抑制物質の感作により卵

している︒このように家畜繁殖学︑繁殖生物学︑生殖医学の発展に
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