
1. はじめに

帝京大学医真菌研究センター Teikyo University

Institute of Medical Mycology（略称：TIMM）〔旧

名：Teikyo University Research Center for Medical

Mycology; TURCMM〕は、1983年10月、当時の帝

京大学総長・冲永荘一先生の発意によって本学八王

子キャンパス内に創設され、以来わが国を代表する

医真菌学研究機関として四半世紀を経た今日まで常

に先導的な役割を果し続けてきた。

創設当初からTIMMの活動の中核となってきたの

は、国内で分離された貴重な病原真菌株の収集・保

存である。その成果としてTIMMが作り上げた世界有

数の菌株コレクション（TIMMコレクション）が、近

年のわが国における医真菌学の進歩・発展にいかに

大きく貢献したかは、これまで発表された膨大な数

の学術論文が如実に示すところである。

長年の念願であった当センターの機関誌「Medical

Mycology Research」の創刊を記念し、TIMMコレク

ション設立までにわが国の病原真菌株保存活動がど

のような道のりを辿ってきたかを歴史的に展望し、

併せて設立をめぐる当時の状況をふり返ってみたい。

なお微生物としての真菌（とくに病原真菌）、その他

の微生物の菌株保存に関する理解を助けるために、

その一般的な解説を冒頭部分に加えた。病原真菌の

生物学的特徴の詳細については、拙著単行書1）およ

び総説2）を参照して頂ければ幸いである。

2. 病原微生物としての真菌

2.1 微生物の世界と真菌3）

地球上のありとあらゆるところには、肉眼では到

底見ることのできない小さな生物が無数に存在して

いる。こうした顕微鏡レベルの単細胞性生物は、微

生物 microorganism（microbe）と総称され、その世

界は15億年を超す長い生物進化の過程で枝分かれし

た細菌、藍色細菌、放線菌、藻類、原生動物（原虫）、

そして真菌（菌類）といった多彩な顔触れの微生物

群によって構成されている（図1）。なかでも真菌

fungus は、現在分っているものだけでもその種類、

すなわち分類学用語でいう種
シュ

（または菌種
キンシュ

）

species（略称 sp.）、の数が7万を超える最大の微生

物群であり、それだけに地球環境や人間生活と最も

深くかかわっている。

真菌の発育形態には、大きく分けて2つのタイプが

ある。1つは常に単細胞として発育・増殖するタイプ、

もう1つは分裂した細胞がつながったまま発育してフ

ィラメント状の菌糸をつくるタイプである。それぞ

れのタイプの発育を示す真菌は、酵母 yeast（また

は酵母様真菌 yeast-l ike fungus）および糸状菌

filamentous fungus（または菌糸状真菌 mycelial

fungus）とよばれる（写真1）。酵母菌種の数は700

～800と真菌全体の1％程度に過ぎず、糸状菌菌種が

大半を占める。糸状菌のなかには何千種ものキノコ

類も含まれている。

2.2 真菌の病原性

真菌は、本来、自然環境中に生息する（したがっ

て腐生菌としての性格をもつ）微生物であるが、一

部の菌種はヒトや動物に寄生する能力をもち、時に

は感染をひき起こす。真菌による感染症は、真菌感

染症 fungal infectionまたは真菌症 mycosisとよばれ

る。これまで真菌症の原因菌になることが確認され

ている真菌、すなわち病原真菌 pathogenic fungus、

の菌種の数は、400を超している。

一口に病原真菌といっても、それを厳密に規定す

ることは必ずしも容易でない。病原性の程度すなわ

ち感染症（真菌症）をひき起こす能力の強さは、菌

種によって様々であり、さらに同一菌種のなかでも

菌株（後述）間でことなるからである。こうした理

由から、全般的な病原性や感染力の強さに基づいて、

病原真菌を幾つかのカテゴリーに分けることができ

る。第1のカテゴリーは、病原性がとりわけ強く、健

常人でもある程度以上の数の菌に曝露されると生命

を脅かしかねない重篤な感染症を発症するような典

型的または古典的ともいうべき病原真菌である。代
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表的な例としては、Coccidioides immitis（コクシジ

オイデス症原因菌）、Histoplasma capsulatum（ヒス

トプラスマ症原因菌）などの輸入真菌症原因菌があ

げられ、いずれも危険度分類の上位クラスにランク

されている4）（表1）。第2のカテゴリーは、ひき起こ

す真菌症の重症度は低いものの、感染力が強いため

に罹患率もきわめて高くなる病原真菌であり、白癬

（みずむしなど）とよばれる皮膚真菌症の原因菌とし

て知られる皮膚糸状菌（白癬菌）などがそれに該当

する。

第3は、病原性が比較的低く、そのために生体防御

能（免疫能）が正常な健常者にはほとんど感染しな

いが、それが低下した易感染者とよばれる人にだけ

感染・発症をひき起こすような病原真菌であり、日

和見病原真菌 opportunistic fungal pathogen などと

もよばれる。Candida albicans（カンジダ症の主要

原因菌）や Aspergillus fumigatus（アスペルギルス

症の最多原因菌）がその代表例である。このカテゴ

リーのなかには、ふつうは環境生息菌、産業的に利

用される有用菌、植物病害菌などとして取り扱われ

る菌種も少なからず含まれている。このように病原

真菌と非病原真菌の二つの顔をもった真菌からなる

カテゴリーであるが、一般にはヒトや動物に由来す

る菌株だけが病原真菌とみなされる。

病原真菌を研究または保存の目的で取り扱う場合

に、安全性のうえで最も問題となるのは、いうまで

もなく第1のカテゴリーの菌種である。どの菌種の場

合も、感染力の強い分生子を含んだエアゾールが発

生し、それを吸入すると経気道感染が起こりうる、

つまり実験室内感染というハザードリスクが生じる

からである。事実、C. immitis をはじめとする高病

原性の真菌に起因する実験室内感染の事例は、これ

まで数多く報告されている4）（表1）。後で述べるよう

な病原真菌株の培養を行う作業に当たって、最も神

経を使うのも勿論このカテゴリーの真菌であり、危

険性の高い操作には必ず安全キャビネットを使用す

るなど十分な安全性への配慮が要求される。

3. 微生物株の保存に関係する概念と用語7）

3.1 微生物の種
シュ

（菌種）と株（菌株）

一般に、高等生物（動物・植物）については、有

性生殖がみられるか否かが種 species の同異を判断

する最も重要な基準となる。これに対して、微生物

（真菌を含む）は、その多くに有性生殖能が認められ

ない点で大きくことなる。その結果、微生物の種

（菌種）は、高等生物の場合ほど明確な生物学的根拠

をもたず、便宜的に決められたものも少なくない。

真菌に関していえば、こうした例は当然のことなが

ら有性生殖能がなく無性生殖によってのみ発育・増

殖する菌すなわち無性世代しかもたない菌（不完全

菌とよばれる）に多くみられる。これは真菌の生物

学とくに分類・系統学に関する研究の進歩とともに、

菌種の名称（菌名）や分類体系の変更が起こりうる
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図1.　現在地球上に生存する多様な生物群�
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ことを意味する。また同じ菌でありながら、無性世

代のほかに有性生殖によっても発育・増殖する状態

（有性世代）を併せてもつ菌も少なくない。このよう

な菌については、その有性世代と無性世代がことな

る菌名で別々に分類されることもしばしばあった。

真菌における菌名や分類を分かりにくくしている背

景には、こうした事情があることを理解しておかな

ければならない。

真菌は、他の微生物と同様に、変異（ゲノムの変

化）を起こしやすいうえに、たとえ同じゲノムをも

つ菌の間でも物理的環境や栄養的環境の違いなどに

よっても発現される形態学的・機能的特性が変化し

ていることが多い。したがって同一の菌種に分類さ

れたとしても、分離源（病原真菌の場合は患者、検

体の種類、時期など）が違っていれば分離された菌

を別々のものとして取り扱う必要がある。このよう

に分離源を異にする菌は、株（菌株または系統とも

いう）strain とよばれ、菌名のほかにコードや番号

をつけて、他の菌株と識別できるようにする。事実、

同じ菌種であっても菌株ごとに多少とも特性に違い

がみられるのがふつうである。同一菌種であっても

多数の菌株を収集する必要があるのはそのためであ

る。

3.2 微生物の培養株とその保存

真菌を含む微生物の大半は、人工的培養基（培地）

のうえで速やかに発育・増殖する能力、つまり同じ

特性と同じゲノムをもつ子孫を大量につくる能力を

もつ。これも高等生物にはみられない微生物の大き

な特徴である。

培地上につくられた単一微生物の集団は、コロニ

ーとよばれる独立した集塊を形成する。ある菌株を

純粋培養してつくられたコロニーは、純（粋）培養株

pure cultureまたは単に培養株（カルチャー）culture

とよばれる。微生物株の保存とは、培養株を死滅さ

せることなく長期間にわたって汚染や変化が起こら

ない状態で安定に維持することを意味する。

3.3 微生物株保存機関の役割と重要性

学術的または産業的に重要な微生物株の研究を継

続してゆくには、対象となる微生物株の安定な維持

が必要不可欠である。勿論、多くの研究者はこのこ

とを十分に承知してはいるものの、そのための技術、

設備、経費、マンパワーなどが限られているかまた

は欠けているために、個々の研究室の能力や努力の

みでは対処できないのが現実である。その結果、こ

れまでいかに多くに貴重な微生物株が失われ、研究

の継続が不可能になったことか、それによる学術的
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表1.　実験室／検査室での危険性（ハザードリスク）の高い輸入真菌症原因菌その他の病原真菌�

菌種� 危険度�クラス�a)
バ�イ�オセー�フ�テ�ィ�レ�ベル�
(BSL)b)

経気道感染�リ�ス�クの�

有�(＋）�無�(－）�

実験室感染事例�の�

有�(＋）�無�（�－）�

Coccidioides immitis 1) 3b 3 ＋� ＋�

Blastomyces dermatitidis 2)

Histoplasma capsulatum 3)

Histoplasma farciminosum 4)

Paracoccidioides brasiliensis 5)

Penicillium marneffei 6)

3a

3a

－�c)

3a

3a

3

3

3

3

3

＋�

＋�

＋�

＋�

＋�

＋�

＋�

－�

－�

－�

Cryptococcus neoformans 7)

Sporothrix schenckii 8)

Cladosporium carrionii 9)

Cladosporium trichoides
4)(= C. bantianum)

Fonsecaea pedrosoi 4)

2b

2b

2b

2b

2b

2

2

2

2

2

＋�

＋�

－�

－�

－�

＋�

＋�

－�

－�

－�

a)  日本医真菌学会（試案）5)による.　�
b)  「国立感染症研究所病原体等安全管理規程」6)による.�
c)  記載なし.�
1)  コクシジオイデス症感染症（輸入真菌症）原因菌、最も危険性が高い. �
2)  ブラストミセス症（輸入真菌症）の原因菌. �
3)  ヒストプラスマ症（輸入真菌症）の原因菌、C. immitis に次いで危険性が高い.�
4)  ファルシミノーズム型ヒストプラスマ症（動物のヒストプラスマ症）の原因菌.�
5)  パラコクシジオイデス症（輸入真菌症）の原因菌.　�
6)  マルネッフェイ型ペニシリウム症（輸入真菌症）の原因菌.�
7)  クリプトコックス症の原因菌.�
8)  黒色真菌症（深部皮膚真菌症）の原因菌�
9)  白癬（表在性皮膚真菌症）の原因菌�



損失の大きさは計り知れないものがある。この問題

を解決するには、重要な微生物株を収集・保存し、

入手を希望する研究者に対して当該微生物株を、そ

の性状や保存状態に関する情報と併せて分譲するこ

とができるような研究・業務活動を行う専門機関を

設置するほかに方策はありえない。この機能を備え

た専門機関は、微生物株保存機関またはカルチャー

コレクション culture collection とよばれる。なお微

生物株の収集活動のなかには、研究者個人または他

の微生物株保存機関との交換および寄託によるもの

も含まれる。

微生物株の保存には、微生物の扱いに習熟した研

究者による継続的な継代培養 subculture と定期的な

性状チェックが不可欠であり、それなくしては保存

微生物株の品質を保証することができない。さらに、

取り扱いの対象が病原性をもつ微生物株である場合

には、研究者や実験室の安全性を確保するための十

分な防護的設備・装置が不可欠となる。微生物株保

存事業が、経験豊富な研究者と必要な設備を擁する

機関内でのみ行われているのはそのためであり、後

述するように帝京大学医真菌研究センターが病原真

菌株保存機関として適切な理由もそこにある。

4. わが国における病原真菌株保存活動のマイ

ルストーン

4.1 太田正雄博士の先駆的活動（1920年代～1945）
1、2、8-10）

木下杢太郎のペンネームをもつ文人としても名高

い太田正雄博士（1885～1945）（写真2）は、わが

国が世界に誇る医真菌学者である。太田博士は、東

京帝大医学部卒業後直ちに入局した同皮膚科学教室

医局員の時代（1912～16年）、から南満医学堂教授

時代（1916～21年）、パリ留学時代（1921～24年）、

そして愛知医大（名古屋帝大医学部の前身）、東北帝

大および東京帝大の各皮膚科学教授を歴任した20年

余りの期間（1924～45年）を通して、病原真菌と真

菌症を生涯の研究テーマとした。この学問領域にお

ける太田博士の研究業績は、枚挙にいとまがないほ

どである。最も有名なものとしては、皮膚糸状菌

（白癬菌）の1種 Microsporum ferrugineum（鉄錆色

小芽胞菌）の発見や、Maurice Langeron博士（フラ

ンス）との共同研究による白癬菌の新分類がある。

とくに後者の研究に関しては、フランス政府からレ

ジオン・ドヌール賞を授けられるほどの高い国際的

評価を受けている。

しかし太田博士の研究対象は、単に白癬菌にとど

まらず、病原性酵母、黒色真菌、二形性真菌（今日

でいう輸入真菌症原因菌を含む）などほとんどす

べての病原真菌に及んでいる。太田博士は十指に

余る病原真菌の命名者として知られており、今に残

るトリコスポロン症原因菌の菌名「Trichosporon

cutaneum（de Beurm., Gougerot & Vaucher）Ota

（1926）」にその一端をみることができる。

こうした広汎な研究業績からも、太田博士が病原

真菌の分類や菌種同定に多大な関心をもっていたこ

とは明白であり、病原真菌株の収集と保存を熱心に

進めることになったのも当然の成り行きといえよう。

かくして太田博士は、わが国の病原真菌株保存活動

の先達となったのである。

残念なことに、太田博士が収集・保存した菌株に

ついての詳しい記録や資料は残されていない。しか

しおぼろげながらその菌株コレクションの輪郭は、

（ i）真菌に関する太田博士の多数の学術論文、（ i i）

杢太郎としての文学作品、さらには（iii）晩年の東

大時代の太田博士に直接師事した福代良一博士（金

沢大名誉教授）の証言、などからうかがい知ること

ができる。

「人間及動物、眞菌（絲状菌）性疾患竝其原因菌」

は、太田博士が1926年から翌年にかけて皮膚科及泌

尿器科雑誌に6篇に分けて掲載した病原真菌の網羅的

総説論文である。その第一編の冒頭を飾る「緒言」

のなかの「現代ノ菌研究者」および「菌培養蒐集ノ

機関」の項には、次のような記述がみられる10）。

・伊太利デハシエナ大學ノ植物學教授ノPollacci

氏ガ菌ノ研究ヲナシ殊ニ病原種ヲ大分集メテ居

ル‐‐‐‐‐余ハ先年其教室ヲ訪ネテ培養ノ交

換ヲ爲シタ

・余ハフィラデルフィヤノWeidman氏ヲ識リ同

氏ノ教室ニ1箇月有余止マッタ氏ハ皮膚病學ノ範

圍内ニ於ケル人間寄生菌ノモノグラフィイヲ作

ル意アッテ菌ノ培養ヲ集メテ居ル余モ亦現ニナ

ホ同氏ト培養ノ交換ヲ行ヒツツアルガ氏ヨリ贈

ラレタCoccidioides immitisノ数株ノ培養ハ甚ダ

珍ラシキモノデアッタ

・余ガ巴里滞在中菌學ノ研究ノ爲メニリオ・

デ・ジャネイロノオスワルド・クルス研究所カ

ラ欧米ニ派遣セラレタDr. da Fonceca氏ト相識

ッタ氏ハ病原性ト非病原性トニ論ナク巳ニ種名

ノ決定セラレタル千株以上ノ培養ヲ蒐メタ余モ

氏ヨリ其三分ノ一ヲ讓リ受ケタガ其一部ハ歐州

旅行中ニ死シ他ノ一部ハ横濱ノ税関倉中ニ震災

ヲ受ケテ失ハレタ

・菌培養ノ蒐集機関‐‐‐‐‐舊クカラ知ラレ

テ居ルノハ和蘭バアレムノCentralbureau voor
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Schimmelculturesデアル‐‐‐‐‐右ノ各所ノ

蒐集デハ人間及ビ動物ノ寄生菌ハ唯ソノ一部ヲ

ナスニ過キナイ余モ数年前ソレ等寄生菌ノ培養

ノ蒐集ヲ始メ今病原性菌ノ異株四百種ニ達シタ

以上の記述は、パリをはじめとする欧米留学中に、

各地の高名な医真菌学者との交流を通して、病原真

菌株の交換・収集を意欲的に進め、400株もの大き

な菌株コレクションを作り上げていたことを物語っ

ている。とくに注目されるのは、最も危険性が高い

病原真菌とされるC. immitis 3）の菌株を早くもこの

時期に入手していたことである。太田博士は後に本

菌感染症（コクシジオイデス症）の国内第1例が発生

した時に、原因菌の同定について適切な助言を行っ

たことが知られている11）。これも太田博士がC.

immitisについて菌株の保存を通して十分な知識と経

験をもっていたことを示している。欧米で折角集め

た菌株の大半を旅行中や震災で失ったのはいかにも

惜しいが、それでも1920年代に400株もあったとい

う太田博士の病原真菌株コレクションが当時として

は国内最大級のものであったことは疑いない。

太田博士の文学作品の1つ「木下杢太郎日記」の第

二卷「欧米日記」の大正十一年（1922年）の箇所に

は、上述の論文を裏付ける一節がある。

・‐‐‐‐‐ミュコール、アスペルギールス、

ペニシリウム、凡て名のあるものは三百種も集

めました。目下全てカビ屋になってしましまし

た。‐‐‐‐

・‐‐‐‐‐当地に来り大に考が地道となり、

碌々ミュゼーにも行かず、唯ピルツとピルツの

文 献 を 集 め る こ と に 没 頭 し て ゐ ま

す。‐‐‐‐‐

因みにピルツ（Pilz）とはドイツ語で真菌のことで

ある。太田博士は東大医学部皮膚科教授として現職

のまま、1945年、第二次大戦終戦の2ヶ月後に亡く

なられた。しかしその最晩年に至るまで病原真菌株

の収集・保存をやめることはなかった。当時、皮膚

科教室員として太田博士から直接指導を受けた金沢

大名誉教授・福代良一博士（1914～　）は、太田博

士をテーマにした学術ビデオ12）のなかで次のように

述懐しておられる。「先生は白癬をはじめ皮膚真菌症

が疑われるすべての患者について必ず鏡検を行い、

分離培養した菌株の同定を行うのが日課でした。」

「私は先生に命じられて分離株を幾つも石油缶に詰め

て防空壕の横穴に埋め、空襲からまもったのです。」

太田博士が90年も前から病原真菌株の収集・保存

に熱心に取り組んでいたことは大きな驚きであり、

その先見性には只々敬服するほかない。太田博士亡

き後の医真菌学研究は何人かの高弟に引き継がれた。

帝京大学の初代医学部長、さらに副学長もつとめら

れた高橋定吉博士（1906～1983）も、そのお1人で

あり、医真菌学と本学の深いえにしを感じる。

4.2 財団法人長尾研究所（1941～1971年）におけ

る病原真菌株保存活動

当時の状況については、長谷川武治博士が詳しく

記述している7）。

第二次大戦前の昭和の時代は、太田正雄博士の画

期的な業績をはじめとして、わが国の医真菌学が皮

膚科領域を中心に飛躍的に発展した時期とほぼ重な

り、全国各地の大学や病院から多くの医真菌学研究

者が輩出した。同時にこのことは、そうした研究者

が所属する教室または施設の数だけ、規模は大小

様々であっても、病原真菌株のコレクションが存在

したことを物語っている。しかしその実態となると、

保存菌株のリストやカタログが刊行された事例がほ

とんどないために、残念ながら不明といわざるを得

ない。

その一方で、この頃病原真菌を含めて真菌全般に

わたる多数の菌株を保有し、保存菌株のカタログま

で刊行した本格的な微生物株保存機関がはじめてわ

が国に誕生した。財団法人長尾研究所N a g a o

Institute（NI）である。この研究所は、わかもと株式

会社社長・長尾欽也氏が、太田博士の論文10）にもあ

る Centralbureau voor Schimmelcultures をモデル

に、有用真菌株をはじめとする様々な微生物株の収

集・保存・分譲を事業目的として1941年に設立した

ものであり、長尾氏自らが理事長兼所長をつとめた。

早くも1942年に出版された最初の菌株カタログに

は、真菌553株（糸状菌374株、酵母179株）が収載

されていたという。

戦後は、小南　清　前東京大学農学部教授（1883

～1975）が長尾氏を引継いで長尾研究所の理事長・

所長に就任した。前出の太田博士の総説論文「人間

及動物ノ眞菌（絲状菌）性疾患竝其原因菌」10）のな

かの「現代ノ菌研究者」の項には、小南博士との親

密な学問的交流があったことを物語る興味深い一文

がみられる。

日本ニ於テハ一般ニ菌學方面ハ三好・白井・

齋藤等ノ大家ガアルガ余ハ直接ニハ農科ノ小南

氏・蚕業試験所ノ三宅氏等ノ諸君ニ負ウ所ガ多

イ
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医真菌学にも関心と造詣が深かった小南博士は、

太田博士の外国留学中に菌株の管理を引受けたとい

われている。このことからも両博士の親交ぶりが如

実にうかがわれる。

小南博士はNIコレクションの充実をおし進め、

1950年には「財団法人長尾研究所培養保存菌株目録」

を刊行し、さらに1952年以降4回にわたってサプリ

メント（補遺）を機関誌 Nagaoa（写真3）に掲載した
13-16）。残念ながら当初の菌株目録の所在が不明なた

めにそれを見ることができなかったが、補遺につい

ては真菌分類学の泰斗である宇田川俊一博士のご好

意により入手することができた。驚いたことに、こ

の補遺に収載されている真菌菌株だけで約240属、

720菌種、1,430株にものぼっており、いかに充実し

た菌株コレクションであったかが、容易に想像され

る。私がとりわけ注目したのは、腐生菌、植物病害

菌、有用菌などが大多数を占めるなか、病原真菌も

少なからず含まれている点である。その主なものを

表2に示す。この菌株リストからも明らかなように、

1940年代から50年代にかけて長尾研究所はわが国に

おける微生物株保存機関の草分けとして、真菌を中

心とする微生物株の収集・保存この上ない大きな役

割を果たした。また、その菌株コレクションには重

要な病原真菌株が多数含まれていたことも忘れては

ならない。

残念ながら長尾研究所は、経営上の理由などから、

1971年に閉鎖された。それが微生物株保存関連分野

の研究・事業活動に与えた損失ははかり知れないも

のがある。しかし主要保存株については、長尾研究

所から移籍した椿啓介博士（1924～2005）によっ

て現在の財団法人発酵研究所 Institution for

Fermentation Osaka（IFO）の前身である財団法人

醗酵研究所に移管されたことは不幸中の幸いであっ

た。なお椿博士は近代における真菌分類学の第一人

者であり、医真菌学の発展にも少なからず貢献され

た。宇田川博士を代表する日本菌学史編集委員会が

編纂した「日本菌学史」（2006）には、わが国を代

表する真菌学者として前出の太田博士、高橋博士ら

とともに、椿博士も名を連ねている17）。

財団法人醗酵研究所、1944年に設立された財団法

人航空発酵研究所を前身とし、終戦後に武田薬品工

業株式会社社長・武田長兵衛氏がそれを引継いだ。

1961年からは微生物株保存事業と基礎部門を擁する

新たな財団法人として発足し、現在に至っている。

4.3 「日本微生物株総目録」（1953）の刊行とそれ

にみられる当時の病原真菌保存活動の状況

戦後間もない1951年、微生物資源の重要性を認識

した文部省大学学術局（稻田清助局長）は、全国の

大学、研究所、試験所、会社等を含む200の関係機

関を対象として保存微生物株の調査を行った。その

結果、144機関（251研究室）から総数22,300余り

の微生物株についての報告が集まった。その整理と

総目録作成を委嘱されたのが、ほかならぬ長尾研究

所所長・小南　清博士である。小南博士がほぼ1年の

歳月をかけてまとめ上げた労作は、1953年に「日本

微生物株総目録（A General Catalogue of the

Cultures of Micro-organisms maintained in the

Japanese Collections）」（写真4）として文部省大学

学術局より限定出版された18）。当時、一国の微生物

保存株を網羅したカタログの作成・刊行は欧米先進

国にも例がなく、敗戦後の社会的・経済的混乱から

まだ立ち直っていなかったわが国がこれを成し遂げ

たことは、まさしく世界に誇るべき快挙といわなけ
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表2.　長尾研究所培養保存菌株目録補遺（1953～1959）に収載されている主な病原真菌株�

輸入真菌症原因菌� Blastomyces〔Paracoccidioides〕brasiliensis (1), B. dermatitidis (1), Histoplasma 
capsulatum (2)

その�他�の�深在性真菌症原因菌� Torulopsis〔Cryptococcus 〕neoformans (1), Allescheria boydii (2), Trichosporon 
cutaneum (4), T. beigelii (1)

深部皮膚真菌症原因菌� Sporotrichum〔Sporothrix 〕schenckii (2), Hormodendrum〔Fonsecaea 〕pedrosoi 
(1), Phialophora verrucosa (1), Hormodendrum compactum 
〔Fonsecaea compactum 〕(1)

皮膚糸状菌症原因菌� Trichophyton mentagrophytes (6), T. rubrum (3), T. concentricum (2), 
T. schoenleini (3), T. violaceum (2), T. tonsurans (2), T. megnini (1), 
T.〔Microsporum 〕ferrugineum (3), Microsporum gypseum (3), M. audouini (2),
 M. japonicum (1), Epidermophyton floccosum (1)

マ�ラ�セチア�症原因菌� Pityrosporum ovale〔Malassezia furfur 〕(2), P.〔Malassezia 〕pachydermatis (1)

〔　　　〕内は現在の属名または菌種名、(　　　)内は菌株数、カンジダ症原因菌（Candida albicansその他のCandida 
spp.）およびアスペルギルス症原因菌（Aspergillus fumigatusその他のAspergillus spp.）については、ほとんどすべ�
てが環境由来分離株なので除いた.



ればならない。

このカタログに収載されている微生物株としては、

非病原性真菌および病原性・非病原性細菌の菌株が

大半を占めている。しかし比較的少数ながら病原真

菌株もみられ、そのなかには国内でみられる真菌症

の大部分の原因菌の菌株が含まれている。ただし菌

種名としては病原真菌に該当するといっても、その

ほとんどが有用菌、腐生菌または植物病害菌としで

自然環境から分離された菌株である点には留意する

必要がある。自然環境分離株がとりわけ多いアスペ

ルギルス属（Asperg i l lus）、ムーコル目接合菌

（Mucorales）、フサリウム属（Fusarium）などを除

いた病原真菌35菌種（現在の分類では32菌種）102

株の菌名と保存機関別の所在を、表3にまとめた。

この表に示されるように、病原真菌株を1株でも保

有している微生物株保存機関の数が14にものぼる中

で、全病原真菌株の約80％は上位3つの保存機関に

集中している。そのなかに長尾研究所（第1位；26

菌種39株）と醗酵研究所（第3位；10菌種12株）が

入ったのは当然だとしても、第2位を東大医学部皮膚

科学教室（18菌種33株）が占めた事実は後で述べる

ように特別な意味をもつ。

長尾研究所と醗酵研究所は、ともに民間の研究機

関でありながら、当時のわが国を代表する微生物株

（真菌、細菌）保存機関として初期の微生物株保存事

業における牽引車の役割を果たした。両機関が保有

する微生物株コレクションは、有用菌を主体とした

ものではありながら、そのなかには比較的少数とは

いえ病原真菌株も含まれていたのである。NIが保有

した病原真菌株は、とりわけ注目に値する。単に菌

種、菌株数が多いだけではなく、His top lasma

capsulatum, Blastomyces dermatit idis, B.

(Paracoccidioides） brasiliensisといった輸入真菌症

原因菌までもが含まれる貴重な菌株コレクションだ

ったからである。それだけに長尾研究所の活動が僅

か30年で幕をおろしたことは、今ふり返ってみて惜

しんでも余りある。

病原真菌株といっても、東大医学部皮膚科学教室

（MTU；但し微生物株保存機関としてのこの略称は

東大医学部全体に対して適用される）の菌株コレク

ションは、長尾研究所や醗酵研究所のそれとは異質

なものである。その理由は、当然のことながら、皮

膚真菌症患者からの分離株に特化している点にあり、

皮膚糸状菌（白癬菌）のほかスポロトリコーシスや

黒色真菌症の原因菌の臨床分離株が大半を占めてい

る。こうした皮膚科領域の菌株の収集・保存は、東

大以外にも全国多数の大学の皮膚科学教室でなされ

ていたはずである。しかし「日本微生物株総目録」

に記載されている皮膚科学教室は、京都大、札幌医

大、新潟大などごく少数に限られ、その保存菌株数

は全部合せてもせいぜい10株程度に過ぎない。

それと比較して、東大医学部保存の病原真菌株数

は圧倒的に多い。そればかりか非病原性かまたは病

原性不明とされる真菌菌株も、7菌種10株が含まれ

ている。注目されるのは、合せて43株にのぼる真菌

保存株中、36株（84％）については分離者または責

任者として「Ota」または「M. Ota」の名が記されて

いる点である。この事実からは、当時の東大医学部

コレクションの大半の菌株は太田正雄博士が生前に

収集・保存したものであること、さらにそれを福代

良一博士らの同教室真菌研究グループが引き継いで

維持したことがうかがわれる。

「日本微生物株総目録」の作成・刊行は、関連分

野に大きな副産物をもたらす結果となった。1951年、

応用微生物学を中心に、医学、獣医学、植物病理学、

食品衛生学など様々な学問領域で研究に使用される

微生物（細菌、放線菌、真菌、藻類、ウイルスを含

む）株の主要な23の保存機関を組織した日本微生物

株保存機関連盟 Japanese Federation of Culture

Collections of Microorganisms（JFCC）の誕生であ

る。発足当時の日本微生物株保存機関連盟のなかで

長尾研究所と東大医学部皮膚科学教室がいかに重要

な役割を担っていたかは、それぞれの機関を代表す

る小南　清所長および太田教授の後任となった北村

包彦教授が初代理事に名を連ねていたことからも明

らかである。かくして「日本微生物株総目録」の刊

行とそれに伴う日本微生物株保存機関連盟の発足と

が相まって、わが国の微生物株保存事業が本格的に

発展する契機となったのである。なお日本微生物株

保存機関連盟は、1974年の規約改正（機関会員のほ

かに個人会員の加入を認める）を機に日本微生物株

保存連盟 Japan Federation for Culture Collections;

JFCC）と組織・名称を改めた。さらに1993年には

学会（日本微生物資源学会 Japan Society for Culture

Collections; JSCC）へと改組され、今日に至ってい

る。

4.4 東大医学部細菌学教室における文部省系統保存

事業としての病原真菌株保存活動（1961～

1982）

「日本微生物株総目録」には東大医学部（MTU）

保存微生物株として前出の皮膚科学教室のもののほ

かに、黴菌学教室（1955年に細菌学教室と改称）の

それも収載されている。しかし後者の微生物株はほ

とんどが病原細菌であり、真菌としては抗生物質産

生能をもつ Aspergillus terreusの抗生物質産生株が1
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表3.「日本微生物株総目録」(1953)に収載されている病原真菌株a) とその保存機関�

菌�名�b) 保存機関名�・�菌株数�c) 備�考�

Allescheria boydii [NI, IFO] (1)

Basidiobolus ranarum [IFO, TEUH, NI, OUT ] (1)

Blastomyces dermatitidis NI (1)

B. brasiliensis (Paracoccidioides brasiliensis) NI (1)

Candida albicans MTU (4), OMC (1), NI (1), IFO (1), KYUb (1), FSK 
(1), [NHL, NI] (1), BSOU (1)

C. guillieromondii MTU (1), IFO (1)

C. krusei NI (1)

C. parakrusei (C. parapsilosis) NI (1)

C. pseudotropicalis (C. kefyr) NI (1)

C. tropicalis MTU (3), NI (2), IFO (1), KYUb (1), KYUd (1), 
[BSTU, NI, OUT, IFO] (1)

Cryptococcus neoformans NI (1), MTU (1), IFO (1)

Histoplasma capsulatum NI (1)

Hormodendrum pedrosoi (Fonsecaea pedrosoi) MTU (2), NI (1)

Microsporon gypseum (Microsporum fulvum) MTU (1)

Hormodendrum pedrosoi (Fonsecaea pedrosoi) SUM* *92 株保有�

Microsporum audouini NI (1)

M. canis NI (1)

M. gypseum MTU (2)

Phialophora verrucosa NI (1), MTU (1), MKU (1)

Scopulariopsis brevicaulis AHU (2), OUT (2), NI (1), ABP (1), ACTU (1), [TL, 
NSM] (1)

Sporotrichum asteroides (Sporothrix schenckii) MTU (1)

S. beaurmanii (Sporothrix schenckii) MTU (5)

S. gougeroti (Exophiala jeanselmei) MTU (1)

S. schenckii (Sporothrix schenckii) NI (2)

Torulopsis glabrata (Candida glabrata) NI (1), IFO (1), TEUH (1)

Trichophyton concentricum NI (1), MTU (1)

T. ferrugineum (Microsporum ferrugineum) NI (2), MTU (2), MKU (2), NUSMb (1), SUM* *30 株保有�

T. megnini MTU (1)

T. mentagrophytes NI (4), MTU (3), MKU (1), IFO (1), SUM (1)* * ほかに�6株保有�

T. rubrum NI (4), IFO (1), MKU (1), NUSMe (1), SUM* *14 株保有�

T. schoenleini MTU (2), NI (1), MKU (1), NUSMe (1)

T. tonsurans NI (1)

T. violaceum NI (1), MTU (1) 

Trichosporon beigelii (Trichosporon asahii) NI (1), MTU (1) 

T. cutaneum (Trichosporon asahii) [NI, IFO] (2), NI (1), IFO (1)

（表3脚注）

a) Aspergillus 属菌種(A. fumigatus, A. niger ほか)、Mucorales 目接合菌の属・菌種(Rhizopus spp., Mucor spp.ほか)、Fusarium 属菌種(F.

solaniほか)などは、現在では深在性真菌症の原因菌として臨床検体から分離されるが、当時は有用菌または腐生菌として環境から分離さ

れた菌株のみが収集・保存されていたことから、この表から除外した。またこの表に収載されている一部の菌種(Basidiobolus ranarum,

Candida spp., Scopulariopsis brevicaulisなど)についても、環境分離株が多数含まれていると考えられる。

b) 当時の有効名 valid name(正名 correct name)をそのまま用いたが、その後変更されてものについては現在の正名を( )内に示した。

c) 保存機関は以下の略名で記し、( )内にはコード番号が記された保存菌株数を示した。また同一由来の菌株が複数の保存機関に保存されて

いる場合には、その機関名を[ ]に示した。

保存機関略名 ACTU：東京大学農学部(農芸化学科坂口研究室)；AHU：北海道大学農学部(応用菌学教室)；BSOU：大阪大学理学部生物学

科；BSTUH：東北大学理学部生物学教室；FSK：京都大学食糧研究所；IFO：財団法人 発酵研究所；KYU：九州大学農学部(b、農芸化学

科資源微生物学研究室 ；d、水産化学第二研究室；MKU：京都大学医学部皮膚科教室；MTU：東京大学医学部皮膚科教室；NHL：国立衛

生試験場；NI：財団法人 長尾研究所；NSM：国立科学博物館菌類研究室；NUSM：新潟大学医学部(b、皮膚泌尿器科教室、d、細菌学教

室)；OMC：大阪医科大学微生物学教室；OUT：大阪大学工学部発酵工学教室；SUM：札幌医科大学皮膚科学教室；TEUH：広島大学工学

部発酵工学科；TL：津村研究所



株みられるに過ぎない。しかし当時から黴菌学教室

に所属して医真菌学を主要研究領域とし、後に同教

室の主任教授をつとめた岩田和夫博士（1919～

2005）（写真5）によって、新たな病原真菌株コレク

ションが間もなく誕生することになった。

1956年から57年にかけて、岩田博士は医真菌学の

研究者・教育者として世界的名声を博していた米国

Duke大学の Norman F. Conant教授のもとに留学し

た。この留学期間中に、岩田博士は多数の病原真菌

株を精力的に収集し、帰国後はロックフェラー財団

等からの助成を受けて安全キャビネットその他の設

備を整え、収集した菌株の保存に力を注いだ。この

活動の重要性を認めた東大医学部内からの強力な支

援もあって、1961年には細菌学教室を保存機関とす

る病原真菌株保存事業が文部省系統保存事業として

予算化された。

この間の事情は、同教室創立40周年記念会（1961

年11月開催）における当時の主任教授・秋葉朝一郎

博士による「細菌学教室の現況」と題する記念講演

の中で詳しく述べられている19）。

・・・・・なお真菌学のことにつきましては、

岩田助教授が数年前、米国のデューク大学の微

生物学教室のドクター・コナントのところで1年

有余研究して参りました。その後ロックフェラ

ー財団が岩田教授のマイコロジーの研究を援助

するということで、七千五百ドルですか二百数

十万円にのぼる研究費の援助がありまして、胞

子を持っておりますために取扱うことがかなり

危険でありまする病原真菌を安全に操作できる

セーフティーキャビネと（百数十万円でありま

すが）、その他をつくることができました。

さらに三十六年度からは、吉田医学部長等の

御尽力によりまして文部省から病原真菌の菌株

保存事業という一つの特別事業として、設備費

として二百四十万ばかり、運営費として八十万

ばかりの予算をもらいまして、これにロックフ

ェラー財団の援助を加えまして、約五百万円ば

かりで真菌の菌株保存のための施設が整いまし

て、すでにほぼできあがっておりますが、来年

からは一つのピルツセンターとしまして病原真

菌の菌株保存の事業を東大でやって行きたい。

このような事情になっております。・・・・・・

1960～70年代に文部省微生物系統保存事業費を交

付されていた保存機関の数は、大学の学部および研

究所を合わせて11あり、14の菌株保存事業が行われ

ていた。そのなかには病原真菌株を菌株コレクショ

ンの一部として保有する機関が千葉大学生物活性研

究所（千葉大学真菌医学研究センターの前身）をは

じめ幾つか含まれていた。しかし病原真菌に特化し

た菌株保存事業は、東大医学部細菌学教室のそれが

唯一であり、系統保存費または特別事業費としての

交付額も14保存事業の中では東大応用微生物研究所

（東大分子細胞生物学研究所の前身）、東大医科学研

究所に続いて3番目に多かった。東大医学部細菌学教

室の事業を文部省担当部局がいかに高く評価してい

たかがうかがわれる。これを境に、東大医学部にお

ける病原真菌株保存活動の中心も、また JFCC 加盟

機関としての役割も、皮膚科学教室から細菌学教室

へ移った（但し保存機関略名の MTUは従来通り）。

岩田博士の主任教授在任期間（1963～1980）中

も絶えず菌株の充実化がはかられた。丁度この頃、

わが国では新しい外用抗真菌薬（クロトリマゾール

をはじめとする多くのイミダゾール系薬など）およ

び内用抗真菌薬（フルシトシン、ミコナゾール）の

開発が盛んになり、それらの臨床試験を通して多数

の病原真菌国内分離株が収集され、MTUコレクショ

ンに加えられた。帝京大学医真菌研究センターの創

設当初からセンター内での病原真菌株保存事業の実

務を担当してきた内田勝久博士（前教授、現非常勤

講師）は1963年から1980年まで研究生・助手とし

て、また私は1966年から1982年まで講師・助教授

として、各々東大医学部細菌学教室に在籍し、共に

菌株保存の仕事にかかわった。さらにこの教室には、

ほかにも故平谷民雄博士（元講師）、西山彌生博士

（現兼任教授）、大井昭子さん（元技術員）などが

1970年頃から所属しており、後で述べるように豊富

な経験をもつこれらの研究者や技術員がそっくり帝

京大へ移ったことが帝京大医真菌研究センターの活

動の大きな原動力となったのである。

1980年3月、岩田教授の定年退職時には、MTUコ

レクションの病原真菌株数は1,000株を超えるまで

になっていた。その一部の菌株は明治薬大微生物学

教室と千葉大生物活性研究所に移管されたものの、

MTUコレクション自体は暫定的に教室主任となった

私が引継ぎ、一緒に教室に残った平谷博士、大井さ

んらの協力を得てその保存・維持にあたった（表4）。

しかし1982年にウイルス学を専門領域とする後任教

授が赴任したことに伴って、同教室の菌株保存事業

は活動を停止し、翌1983年に JFCC からも離脱し

た。
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5. 帝京大学医真菌研究センターにおける病原

真菌株保存活動（1983～）

5.1 帝京大学医真菌研究センター創設の背景と経緯
20、21）

翌年4月に予定されていた東大医学部細菌学教室新

任教授の赴任を真近に控えた1981年の秋、私は自身

の新しい勤務先と併せて、貴重な MTU コレクショ

ンの移転先を早急に探す必要に迫られていた。生き

物である菌株を何ヶ月も放置すれば、その劣化、死

滅が避けられないからである。私の身のふりを心配

して下さった当時医学部長で後に東大総長になられ

た森　亘先生をはじめ何人かの先輩諸先生からは、

幾つもの大学や衛生研究所のポストをご紹介頂いた。

いずれも有難いお話しであったが、研究環境は兎も

角として最大の問題は MTU コレクションを移すこ

とが果たして可能かという点であった。それで迷っ

ているさなかに、大学同期で旧知の仲の帝京大学医

学部眼科・丸尾敏夫主任教授（現名誉教授）から冲

永荘一総長のご意向が伝えられた。医学部進学課

程・植物学教室・田中信徳教授の後任に、との親切

なお誘いであった。その後、直接お会いした冲永総

長からは、菌株保存事業を含めて病原真菌と真菌症

に関する研究センターを学内に創設する構想をもっ

－12－
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表4.　東京大学医学部細菌学教室における病原真菌カルチャーコレクション(MTU)*

菌名� 菌株数�

Candida albicans 56

Candida albicans var. stellatoidea 2

Candida catenulata 1

Candida curvata 1

Candida famata 1

Candida glabrata 9

Candida guilliermondii 3

Candida humicola 1

Candida intermedia 1

Candida kefyr 6

Candida krusei 4

Candida lipolytica 5

Candida loxderi 1

Candida macedoniensis 1

Candida magnoliae 1

Candida melinii 1

Candida nitratophila 1

Candida parapsilosis 3

Candida pelliculosa 3

Candida pinus 1

Candida pulcherrima 1

Candida robusta 1

Candida rugosa 2

Candida tropicalis 11

Candida utilis 6

Cryptococcus albidus 1

Cryptococcus albidus var. diffluens 1

Cryptococcus laurentii 2

Cryptococcus neoformans 33

Cryptococcus terreus 1

Cryptococcus uniguttulatus 1

Endomycopsis burtonii 1

Endomycopsis fibuligera 1

Filobasidium capsuligenum 1

Geotrichum candidum 7

Hansenula anomala 1

Hansenula capsulata 1

Hansenula glucozyma 1

Hansenula jadinii 1

Hansenula petersonii 1

Hansenula polymorpha 1

Hansenula wickerhamii 1

Kloeckera boidinii 2

Pichia pinus 1

Rhodotorula rubra 1

Saccharomyces cerevisiae 21

Schizosaccharomyces japonicus 1

Schizosaccharomyces pombe 3

Trichosporon capitatum 1

Trichosporon cutaneum 1

小計�12属�、�50菌種�（�亜種�を�含�む�）� 210株�

Ⅰ. Yeasts (酵母)



ているので、取り敢えず植物学教室へ赴任し、その

準備を早急に進めて欲しいとの願ってもないお話し

をご提示頂き、感謝の念とともにお受けした。

1982年4月の正式赴任に先立って、八王子キャン

パスの旧10号館3階にある医学部植物学教室の従来

の占有部分に加えて、新たに提供して頂いた6号館3

階の2/3以上を占める広いスペースの大改造が行われ

た。秀野事務部長をはじめとする事務部職員の方々

の全面的なご協力のお陰もあって、最新の研究設備

をもつすべての実験室と菌株保存室が数ヶ月も経た
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表4（続き）�

Ⅱ. Molds (糸状菌)

菌名� 菌株数�

Absidia corymbifera 2

Arthroderma simii 2

Aspergillus candidus 1

Aspergillus clavatus 1

Aspergillus flavus 3

Aspergillus fumigatus 47

Aspergillus nidulans 2

Aspergillus niger 3

Aspergillus oryzae 1

Aspergillus terreus 1

Aspergillus versicolor 1

Blastomyces dermatitidis 6

Cladosporium bantianum 3

Cladosporium carrionii 4

Epidermophyton floccosum 5

Exophiala dermatitidis 9

Exophiala jeanselmei 3

Fonsecaea compacta 3

Fonsecaea pedrosoi 47

Histoplasma capsulatum 21

Histoplasma capsulatum var. duboisii 4

Histoplasma farciminosum 1

Leptosphaeria senegalenisis 1

Madurella grisea 1

Madurella mycetomi 1

Microsporum ajelloi 1

Microsporum audouinii 3

Microsporum canis 6

Microsporum cookei 1

Microsporum duboidii 1

Microsporum gypseum 8

Microsporum persicolor 1

Nannizzia cajetana 1

Nannizzia grubyia 1

Nannizzia incurvata 2

Nannizzia obtusa 2

Paracoccidioides brasiliensis 3

Penicillium citreo - viride 1

Penicillium notatum 1

Phialophora gougerotii 5

Phialophora paikilospora 1

Phialophora verrucosa 10

Pseudallescheria boydii 4

Rhizopus equinus 1

Rhizopus oryzae 1

Rhizopus stolonifer 1

Scedosporium apiospermum 3

Scopulariopsis brevicaulis 1

Sporothrix biparasitieum 1

Sporothrix schenckii 15

Sporothrix tropicale 1

Trichophyton ajelloi 1

Trichophyton concentricum 1

Trichophyton equinum 2

Trichophyton megninii 1

Trichophyton mentagrophytes 39

Trichophyton rubrum 24

Trichophyton schoenleinii 3

Trichophyton tonsurans 4

Trichophyton verrucosum 1

Trichophyton violaceum 3

小計�22属�、�61菌種�（�亜種�を�含�む�）� 328 株�

合計�34属�、�111菌種�（�亜種�を�含�む�）� 538 株�

*1982年、帝京大学医真菌研究センターへ移管される直前の保有状況�



ずして立派に完成した。動物飼育・実験室（マウス、

モルモット、ウサギ用）や無菌実験室（P2レベル安

全キャビネット、クリーンベンチ等装備）、菌株保存

室などは勿論のこと、放射性同位元素実験室までも

が新しく整備された。小規模とはいえ、通常の医学

部基礎教室のわくを遙かに超えた研究所レベルとい

ってもよいほど多様な研究に対応可能な研究室が出

来上がったのである。

これらの設備が完成すると、医真菌学の基礎的・

臨床的研究（とくに抗真菌薬開発および関連分野）

と併せて、病原真菌株の保存活動が早々に動き出し

た。内田博士が菌株保存の実務担当者（キュレータ

ー curator）の任に就き、MTU コレクションを中核

に、福代良一博士が金沢大医学部および金沢医大の

各皮膚科学教室教授在任中に収集・保存した皮膚真

菌症原因菌の臨床分離株、それに当時進行中の抗真

菌薬臨床試験に際して収集した臨床分離株を加え、

菌株コレクションの確立と充実がはかられた。

こうした準備がすべて整った1983年10月、帝京大

学医学部医真菌研究センター（Teikyo University

Research Center for Medical Mycology; 略称

TURCMM）が発足した。当初は大学組織上の理由か

ら医学部内の研究機関として設置されたためにこの

ような名称となったが、1992年に大学付置研究機関

への改組に伴って現在の名称である帝京大学医真菌

研究センター（Teikyo University Institute of Medical

Mycology; 略称 TIMM）へ変更された。本稿では混乱

を避けるため、ここからは TIMMの名称に統一する。

発足当時のスタッフは、センター長・教授1名（私）、

講師2名（内田・平谷両博士）、研究補助員2名（大

井さんほか）であり、兼任教授として本学医学部の

臨床講座から穂垣正暢博士（産婦人科）および高橋

久博士（皮膚科、現名誉教授）に参加して頂いた。

さらに本学をはじめ日本女子大等からの研究生・卒

論学生が数名加わった。小さいながら各々のエキス

パートを揃えたこの陣容で、病原真菌株の保存活動

と併せて次のような医真菌学の様々な研究テーマを

掲げ、それに挑戦する日々がはじまった。（1）病原

真菌株の保存法、（2）病原真菌の病原因子に関する

生化学的研究、（3）真菌感染に対する生体防御能に

関与する免疫学的研究、（4）主要真菌症動物モデル

の作成法、（5）真菌症血清診断法の開発、（6）病原

真菌の簡易迅速同定法の開発、（7）抗真菌化合物の

探索、（8）抗真菌活性測定法の標準化、（9）抗真菌

化合物質高感度検出法の開発、（10）発酵工学や遺

伝子工学の領域で利用される有用真菌についての安

全性評価法。

5.2 TIMM創設当初における病原真菌株コレク

ション20-23）

内田博士らの努力により、設立から半年も経たな

い1984年春頃には、保存菌株の整備が進み、分譲業

務も可能となった。この時点における TIMM コレク

ションの病原真菌保存株数は、酵母6属15菌種602株、

糸状菌18属36菌種621株、合計24属51菌種1,223株

にも達した。こうして微生物株保存機関としてのす

べての準備が整ったことから、翌1985年に晴れて

JFCC に加盟した。一度は消滅の危機に瀕した MTU

コレクションが数年を経ずして TIMM コレクション

として甦ったばかりかそれがさらに充実したのを目

の当りにした時の感慨は、まさしく無量というほか

なかった。

当時 JFCC には23の微生物株保存機関が加盟して

おり、TIMMのほかに以下の5機関が病原真菌株を保

有していた。（1）財団法人発酵研究所（IFO）、（2）

理化学研究所微生物系統保存施設（JCM）、（3）千

葉大学生物活性研究所（千葉大学真菌医学研究セン

ターの前身；IFM）、（4）東京大学応用微生物研究所

（東京大学分子細胞生物学研究所の前身；IAM）、（5）

国立衛生試験所（独立行政法人医薬品医療機器総合

機構の前身；NHL）。しかし各々の病原真菌保存株数

は、第1位のIFOでも300株弱、全機関を合わせても

TIMM保存株数の半数にも届かなかった。TIMMは、

文字通り国内最大の病原真菌株コレクションを保有

することになったのである。

JFCC 加盟とほぼ前後して、TIMM は文部省刊行

助成金の援助を得て病原真菌保存菌株のカタログ

「Catalogue of Medically Important Fungal Strains

Collected in Japan 1985」24）（写真6）を学会出版セ

ンターから刊行した。このカタログには、広く医真

菌学研究者の便に供する目的から、TIMM 保存菌株

1,456株のほかに、当時皮膚科領域および獣医学領

域における代表的な病原真菌株コレクションとして

知られていた金沢医大皮膚科学教室（責任者：福代

良一教授）の1,066株、九州大医学部皮膚科学教室

（責任者：占部治邦教授）の299株、および東大農学

部家畜内科学教室（責任者：長谷川篤彦教授）の55

株、が併せて収載されている。なお金沢医大コレク

ションの主要な菌株は、福代教授の定年退職ととも

に TIMMコレクションへ移管された。

5.3 TIMMと TIMMコレクションをめぐるその後の

状況

TIMM 発足の当初から、冲永荘一総長は、単に帝

京大所属の研究者に限らず全国の大学、研究所等に

広く散在する医真菌学領域の研究者に対しても研究
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設備を開放し、共同研究の推進を通してわが国の学

問・研究レベルの向上をはかる必要性があることを

強く認識されておられた。これと併せて病原真菌株

保存事業の公益性と重要性の観点から、TIMM の公

益法人化を意図された。「財団法人帝京医真菌学研究

所（仮称）」の設立であり、その実現を目指してをは

かることとなり、私は補佐役の大学本部会計課・高

沢栄氏とともに、主管官庁である厚生省の担当事務

官と折衝を重ねた。厚生省側との話し合いは1985年

から数年間にも及んだが、理事会や事務局の機構な

どをめぐって合意に達することができず、残念なが

ら財団設立は幻に終わった。しかしこのことが、

TIMM 本体をわが国の医真菌学研究と病原真菌株保

存活動の中核的拠点として発展させなければ、との

決意を新たにする契機にもなったのである。

1988年、帝京大学八王子キャンパス7号館の改築

によって TIMMの研究設備・環境は一段と改善され、

それに歩調を合わせるかのように病原真菌株の収

集・保存活動も順調に進んだ。深在性真菌症患者

並びに皮膚真菌症患者からの分離株を中心として

保存菌株数は急速に増加した。1993年に、TIMM 創

設十周年記念事業の1つとして刊行された「TIMM

Catalogue of Fungal Strains 1993 First Edition」（写

真7）25）には、約1,800株の保存菌株が収載されてい

る。1990年代以降の活動状況については、別に報告

する予定なので、本稿では省略する。

6. おわりに

以下は、TIMM 創設から間もない1986年に発表し

た「わが国において分離される病原真菌とその保存

の現況」22）と題する拙著小文の一節である。

・・・・・菌株保存は、その重要性にもかかわ

らず、厳しい現状に置かれている。最大の問題

点は、必要な知識と経験を備えた研究者や技術

員が確保できないことや、責任者の定年退職な

どによってコレクションの維持が不可能となる

ことである。こうした危機に直面するのは、研

究者個人レベルや講座（部門）レベルの菌株保

存に限ったことではなく、JFCC に加盟してい

るようなれっきとした保存機関ですらままある

ことである。

結果として、かけ替えのない菌株がこれまで

どれほど多く散逸、消滅したか、その損失の大

きさは計り知れないものがある。菌株保存は労

多くして報われることの少ない研究業務には違

いない。しかし、学問的に貴重な菌株を良好な

状態で維持し存続させることは、単に同世代の

研究者の便に資するばかりではなく、次の世代

の研究者に対する義務ではなかろうか。

・・・・・

あの時に私が抱いた危惧は、二十年余り経た現在

小さくなるどころか、ますます増大する一方である。

この間に消滅したかまたは消滅の危機に瀕した菌株

コレクションは、枚挙に暇がないほど多数にのぼる。

幸いにも、TIMM コレクションは、冲永佳史学長を

はじめとして大学側から寄せられている変わらぬ深

い理解と大きな支援、それに研究者全員の骨身を惜

しまない努力によって発展を続けている。内田博士

の定年退職によって常勤の菌株保存実務担当者が不

在となり、分譲業務が一時期凍結される事態が生じ

たこともあった。しかし同博士が定年後も非常勤講

師として引き続き保存業務を担当し、そのお陰でほ

とんどすべての菌株が無事に維持・保存されている。

さらに大学からの特別なご配慮を得て、菌株保存を

担う後継者が育ちつつあり、分譲業務も間もなく再

開されようとしている。

こうした新たな飛躍と発展を期していた矢先の

2008年秋に、TIMMの生みの親である冲永荘一先生

を失ったことは、痛恨の極みというほか言葉が見つ

かりません。衷心からの追悼の意を込めて、この小

文を先生に捧げます。

筆を擱くにあたって、TIMM がわが国を代表する

医真菌学研究機関並びに病原真菌株保存機関として、

帝京大学とともに今後ますます発展してゆくことを

心から祈念します。
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