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● ● ● ● ● ●　巻　頭　言　● ● ● ● ● ●

　本書は、平成25年 2 月15日に日本医師会が主催した「平成24年度日医総研シンポジウム」
の内容をまとめたものです。

　医学医術の進歩は著しく、新型万能細胞（iPS細胞）など、日本の先端的医療研究は非常に
活発になってきていますが、ヒトへの臨床応用の際の倫理的課題が論じられています。
　一方、ヘルシンキ宣言は、世界医師会が1964年のヘルシンキ総会で採択した「臨床実験に
ついて医師への勧告」における「ヒトを対象とする医学研究において、医師が守るべき最も
基本的な倫理規範」として位置づけられています。当宣言は、1975年の東京総会で、「ヒトを
対象とする医生物学的研究に携わる医師に対する勧告」と改められ、倫理委員会の規定を設
けるなど、被験者の保護を強化し、「インフォームド・コンセント」の用語を初めて取り入れ
ました。その後、2000年のエジンバラ総会では、「ヒトを対象とする医学研究に関する倫理諸
原則」と改訂。また、2008年のソウル総会において「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」
に改訂されました。これは、研究対象は、物（モノ）視した「ヒト」ではなくて「人間」だ
と考えるのが相当としたことによります。世界医師会では、ヘルシンキ宣言採択50周年にあ
たる2014年を目標に、全面的な改訂作業を行うこととされ、シンポジウムの開催の後の 2月
末には、ヘルシンキ宣言改訂専門家会議を東京で開催致しました。
　遺伝子情報については、個人情報保護の観点を含めた課題がでてきています。
　こうした状況の中で、「先端医療と遺伝子情報」をテーマにシンポジウムが開催され、医療、
法律家のそれぞれの立場から、ご意見を頂戴し、議論を深めることができたことの意義は誠
に大きいと考えています。

　本書に取りまとめました、先生方によるご講演と真摯な討論、そして日本医学会からのご
提言が、先端医療と遺伝子情報の諸課題への取り組みの一助となれば幸いです。
　最後に、本シンポジウムの趣旨にご理解をいただき、ご講演いただきました講師の先生方
並びに、ご出席を賜りました全国の皆様方に心より感謝申し上げます。

　　平成25年 6 月
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　皆様、こんにちは。日本医師会の横倉でご
ざいます。本日は、平成24年度の日医総研シ
ンポジウムに足をお運びいただきまして、心
から感謝を申し上げます。
　本日のテーマは、「先端医療と遺伝子情報
～そして人権の未来」です。
　講演では、iPS細胞研究の日本のリーダー
の 1人であります、東京大学医科学研究所幹
細胞治療研究センター長の中内啓光先生、法
学者で著名な東京大学大学院法学政治学研究
科教授の樋口範雄先生、上智大学生命倫理研
究所教授の町野朔先生にお願いしています。
そして、 3人の先生と日本医学会の髙久会長
にお加わりいただき、パネルディスカッショ
ンをお願いしているというしだいでございま
す。講師の先生方にはご多忙の折、講演をお
引き受けいただきまして誠にありがとうござ
います。
　さて近年、医学・医術は大きく進歩してお
り、特にiPS細胞など日本の先端的医療研究
が非常に評価が高く、活発に活動をされてい
ますが、同時に人への臨床応用の際の倫理的
課題が論じられています。
　また、遺伝子診断治療の新しい動きとして、
限定された医療機関で出生前診断が導入され
ていますが、研究の場および臨床の医師にと

って、こうした新たな倫理的問題、先端的医
療研究の早期実用化への喫緊の課題が山積し
ています。
　医療倫理ではヘルシンキ宣言というものが
ございます。このヘルシンキ宣言は、1964年
ヘルシンキで開催された世界医師会総会で採
択いたしました、臨床実験についての医師へ
の勧告です。ヒトを対象とする生物学的研究
において、医師が守るべき最も基本的な倫理
規範として位置付けられているものです。こ
の宣言は医療の進展とともに変遷を重ねてき
ましたが、世界医師会では、ヘルシンキ宣言
の50周年にあたる2014年を目標に、全面的な
改訂作業を行うために今、検討されていると
ころです。
　 2月28日、 3月 1日に日本医師会と世界医
師会の共催で、このヘルシンキ宣言改訂専門
家会議を東京で開催する予定です。このよう
な時期に、この「先端医療と遺伝子情報」を
テーマに、シンポジウムが実現したというこ
とは、誠に意義深いことであろうと思います。
改めて、ここに本日のシンポジウムが、参加
されました皆様、および国民全てにとりまし
て有意義なものになることを願いまして、挨
拶に代えさせていただきます。
　どうもありがとうございました。

挨拶

 日本医師会長

横倉　義武
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　ただ今、ご紹介をいただきました日本医学
会の髙久です。この日医総研のシンポジウム
に参加させていただきます。
　テーマが「先端医療と遺伝子情報～そして
人権の未来」ということですが、先端医療と
いいますと、どうしても再生医療と遺伝子医
療が、現在のトピックスになると思います。
　特に再生医療に関しましては、今日、中内
教授からES細胞とiPS細胞、その臨床的な応
用とその問題点について、詳しいご解説があ
ると思います。また、遺伝子診断、遺伝子治
療に関しましても、すでにヒトのゲノムにつ
いては、2003年に解析が終わっていまして、
おそらく近いうちに、かなり安い値段、例え
ば、10万円ぐらいでヒトの全ゲノムが解析さ

れるようになるだろうと言われています。
　ヒトのゲノムは、当然個人情報の最たるも
のですので、その解析したゲノムの情報をど
のようにして守るか、ということが非常に大
きな問題になると思います。
　このような時代に、本日のテーマで日医総
研のシンポジウムを開催するということは、
非常に意味のあることだと思います。
　私も 3人の先生方から、いろいろなお話を
伺うことを楽しみにしています。最後のパネ
ルディスカッションには、ふつつかではあり
ますが、参加したいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
　本日はどうもありがとうございました。

挨拶

 日本医学会長

髙久　史麿
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演者紹介

藤川　座長の日本医師会常任理事の藤川で
す。よろしくお願いします。これより講演Ⅰ
を始めさせていただきます。
　中内啓光先生をご紹介させていただきま
す。中内先生は昭和53年に横浜市立大学医学
部をご卒業後、筑波大学基礎医学系免疫学教
授を経て、平成20年より東京大学医科学研究
所幹細胞治療研究センターのセンター長、お
よび同大学のiPS研究拠点のリーダーに就任
され現在に至られています。
　中内先生は幹細胞生物学のご専門家であ
り、また再生医療に関する著書も多数発表し
ておられます。

　演題は「幹細胞研究の進歩と新しい医療」
です。中内先生よろしくお願いいたします。
中内　東京大学医科学研究所の中内です。よ
ろしくお願いいたします。

幹細胞の定義

　本日は幹細胞について、最初に、皆さんよ
くご存じかもしれませんが、少し基礎的な部
分を紹介して、それからわれわれの研究室で
行っている研究から、いくつか紹介させてい
ただきたいと思います。（図表1）

 東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター長／
幹細胞治療分野教授

中内　啓光

幹細胞研究の進歩と
新しい医療

講演Ⅰ

図表1
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　まず幹細胞の定義ですが、幹細胞は ｢多分
化能｣ という、いろいろな細胞に分化する能
力と、｢自己複製能｣ という多分化能を持っ
たまま分裂をする能力、この 2つの性質を兼
ね備えた未分化な細胞で、自分自身を維持し
ながら組織や臓器の発生、修復、維持を行う、
そういった細胞と定義されています。（図表2）
　また、幹細胞には 2通りあり、 1つは多能
性幹細胞。これは胎盤と羊膜以外の全ての細
胞に分化できる幹細胞で、例としては皆さん
よくご存じのES細胞、あるいは最近話題の
iPS細胞などがあります。
　もう 1つのカテゴリは、組織幹細胞、最近
は、成体幹細胞とも呼ばれていますが、特定
の組織・臓器に限局した分化能を持つ幹細胞
です。
　例えば、一番よく研究が進んでいます造血
幹細胞、あるいは神経幹細胞、肝臓の幹細胞

など、いろいろな幹細胞が報告されています。
　大きく分けて、この 2つの幹細胞に分ける
ことができると思います。（図表3）

造血幹細胞とは

　造血幹細胞を基にして、自己複製能と多能
性というのを少しアニメーションで示したい
と思います。
　造血幹細胞は、幹細胞の中でも一番よく研
究されたもので、この幹細胞は、われわれの
骨髄の中にいて、しかしながら、ほとんどの
間は冬眠しているということが、最近分かっ
ています。
　ほとんど分裂していないのですが、たまに
分裂して、造血前駆細胞を作る。そして自分
自身も作る。そして自分自身がまた、そのま

図表2
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ま冬眠に入るわけですが、この造血前駆細胞
がその後どんどん分裂と分化を重ねて、ご存
じのように、機能的にも形態的にも、異なる
いろいろな血液細胞に分化する。これを多分
化能というわけです。
　ですから、この自己複製能と多分化能があ
るために自分自身をなくすことなく、いろい
ろな細胞を一生にわたって、供給することが
できるわけです。

　もう一度示しますと、造血幹細胞が分裂し
て、自分自身と造血前駆細胞を作り出す。造
血前駆細胞は、自己複製能はありませんので、
なくなってしまうわけですが、その代わりに
どんどん分化・増殖して、いろいろな血液細
胞を作る。このようなことを繰り返して、わ
れわれの血液系は維持されているわけです。
（図表4）

ES細胞とは

　最近の幹細胞、今後の臨床応用を含めて、
非常に重要なのは、ES細胞だと思いますの
で、図表5で簡単に説明いたします。
　精子と卵子が受精すると、受精卵は急速に
細胞分裂を始めて、人間の場合は大体 1週間
ぐらい経つと、こういった丸い100個ぐらい

図表3

図表4
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の細胞の塊、このときはまだ胎児とは呼ばず
に、胚と呼んでいますが、胚になるわけです。
　発生学的には胚盤胞と言っています。英語
ではBlastocystと言いますが、ES細胞はこの
胚盤胞の時期の小さな細胞の塊（内部細胞塊
と呼ばれる）、これが将来われわれの体にな
る細胞ですが、この細胞を採り出してきて、
ある一定の条件下で培養して作られるのが、
ES細胞です。（図表5）
　ES細胞はいったんできると、無限に試験
管の中で、いくらでも培養できます。しかも、
いろいろな培養条件を変えてあげますと、基
本的には、いろいろな細胞に分化することが
できますので、再生医療の材料としては非常
に優れていると考えられます。
　しかし、一方で、ここに「or」と書いてあ
りますけれども、ES細胞を作るためにはこ
の胚を壊す必要があるわけです。したがいま

して、本来、この胚は子宮に着床すれば個体
を作る可能性がありますが、ここでそれを止
めて、胚を壊して作るわけですので、この原
理でいきますと、すでに生まれてしまってい
る健常人、あるいは患者さん、こういうすで
に生まれているヒトから、この原理でES細
胞を作ることはできないわけです。
　ES細胞は無限に培養できる。広い分化能
を持っている。そして、培養ができますので、
その間に遺伝子を導入したり、遺伝子を組み
換えたりということができます。
　しかし、一方で、すでに生まれてしまって
いるヒトからは作れないということと、それ
から、この時点で胚を壊していますので、こ
の胚が、もし子宮に着床して、そのまま育っ
たとして、本当に健常人、健康な人間になっ
たかどうかというのはわからない。そういう
問題もあるわけです。

図表5
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ES細胞の樹立の過程

　このようなES細胞の原理は、最初にマウ
スで確立され、1983年にMartin�Evansが報
告をしています。2007年に、この業績によっ
てノーベル医学生理学賞を受賞しています。
　先ほど言いましたように、マウスも同じで、
受精卵から数日経った胚盤胞というレベルの
胚の内部細胞塊という、将来マウスの体にな
る部分の細胞を採ってきて作られたのがES
細胞で、このES細胞をもう一度胚盤胞に戻
して、そして子宮に入れると、ちゃんと個体
もできるというわけで、まさにすばらしい発
明・発見と言えると思います。（図表6）
　これから約15年ぐらい遅れて、アメリカの
ウィスコンシンのJames�Thomson博士がヒ
トのES細胞で、1998年に樹立して、それを

報告しました。先ほど示しましたことと全く
同じように、胚盤胞の内部細胞塊を使って樹
立したのが、ヒトのES細胞です。（図表7）
　ES細胞は、再生医療の材料として、非常
にすばらしい細胞ではありますが、問題点と
しては、患者自身の細胞ではありません。そ
のために基本的には、今、行われている同種
異系の移植と同じで、感染とかあるいは免疫
反応を起こす可能性があります。（図表8）
　やはり再生医療ですので、できれば自分自
身の細胞を使って、免疫拒絶といったような
問題がない安全な細胞移植、臓器移植をした
いわけです。
　そのための 1つの方法としては、クローン
胚の技術を利用した、患者自身の多能性幹細
胞を樹立することが挙げられます。（図表9）
　このクローン胚は基本的には、すでに分化
してしまった細胞を若返らせるということな

図表9

図表6 図表8

図表7
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のですが、分化、成熟した細胞から、細胞の
設計図であるゲノムが入っている核を取り出
します。
　その核をあらかじめ除いてある、別のメス
の未受精卵に物理的に核を入れる。それを核
移植と呼んでいます。（図表10）
　こういったことを行いますと、未受精卵の
中にある、何らかの蛋白とゲノムが反応をし
て、核の状態を初期化します。核の状態を受
精卵と同じレベルまで戻すこと、最近では、
リプログラミングとも呼んでいますが、その
ようなことが可能であることが、最初にカエ
ルの実験で示されました。それで昨年、この
実験を行ったJohn�Gurdon博士が山中伸弥先
生と一緒にノーベル賞を受賞しました。まず
カエルで示され、それが哺乳動物でも可能で
あることが、その後、示されたわけです。
　こうした技術を使いますと、患者さんの体
細胞から、患者さん由来の多能性幹細胞を作
り出して、再生医療に応用するということが
可能になります。

核移植によりゲノムを若返らせる

　もう一度、今の原理を図表10で示します
と、ここに患者さんがいたとして、この患者
さんの体細胞から、どんな細胞でもよいので
すが、核を取り出して、それを別の女性の、
本人の核を除いたもの、除核未受精卵と呼ん
でいますが、そこに物理的に入れてあげると、
核と細胞質が反応をして、あたかも受精卵の
ような動きをします。
　そして、最初に示しましたように、 1週間
くらい培養すると、胚盤胞というレベルにま
で分化します。

　患者さん自身を若返らせることはできませ
んが、ゲノムを若返らせることによって、患
者さんの細胞を受精卵のレベルまで若返らせ
ることが可能である。そういうことができれ
ば、生まれてしまっている患者さんから、多
能性幹細胞を作ることができるわけです。

クローン動物の作成

　最初は、カエルでこの原理が示されました
が、その後、今から15年ほど前に哺乳動物、
ヒツジでもこれが可能であるということが示
されて、非常に話題になったわけです。
　この原理をヒツジでもう一度説明します
と、ここに大人のヒツジがいて、そのヒツジ
の乳腺細胞を採ってくる。そして、この乳腺
細胞の核を、別のメスのヒツジの除核した未
受精卵に核移植する。そして、ちょっとした
刺激を与えますと、あたかも受精卵のように
細胞が分裂をして、 1週間経つと胚盤胞がで
きてくる。
　それでこの胚盤胞を仮親の子宮に入れる
と、何と驚いたことにさらに普通に発育して、
ドリーというヒツジが生まれた。このドリー
と乳腺細胞を提供したヒツジは同じ遺伝子を
持っていますので、わかりやすく言うと、年
齢の違う一卵性双生児のような関係でありま
す。したがいまして、これをクローン動物と
呼ぶわけです。（図表11）

ハードルが高いヒトへの応用

　哺乳動物でもこのようなことが可能である
ことが示され、当然これをさらにヒトの医療
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図表10

図表11
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に応用しようとします。
　ヒトから体細胞を採ってきて、線維芽細胞
でも皮膚の細胞でも、どの細胞でも、基本的
によいわけですが、除核した未受精卵に入れ
る。そしてヒツジと同じようにことが運べば、
1週間後には胚盤胞ができるはずですので、
この胚盤胞の内部細胞塊からES細胞を作る
ことができるはずです。
　そうすれば、この患者さん由来のES細胞、
多能性幹細胞を得ることができるので、自分
自身の細胞による再生医療、細胞治療が可能
になるわけです。
　こういった方法を治療クローニングと呼ん
でいまして、このようにして作った、ES細胞
を通常の方法のES細胞と区別して、nuclear�
transfer�ES細胞、核移植ES細胞と一応定義
しています。
　この方法によって、もうすでに生まれてし

まっている人間からも、ES細胞を作ること
ができると考えられたわけです。しかし、こ
れにはいろいろな問題があります。（図表12）
　例えば、この核移植を行うためにはたくさ
んのヒト未受精卵を採らなければいけませ
ん。それから、これはES細胞につきものの
問題ですが、この胚は基本的には将来的に個
体を作る可能性があるものですが、それを壊
さないとES細胞ができないというわけで、
生命の萌芽である胚を壊すという生命倫理上
の問題があります。
　さらに社会的な不安としては、この胚をた
くさん作って、代理母の子宮に入れれば、同
じ遺伝子を持つ、しかし年齢の違うクローン
人間をたくさん作ることができる可能性があ
るのではないか、総じてこの方法は、技術的
にも社会的にも非常にハードルが高いとい
う、再生医学的には、非常に大きな壁にぶつ

図表12
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かっていたわけです。

iPS細胞の画期的な発見とその意義

　それを非常に意外な方法で、簡単に乗り越
えてしまったのが、このiPS細胞、人工多能
性幹細胞です。山中先生たちが行った仕事と
いうのは、生まれてしまっている大人の皮膚
細胞に、ES細胞によく発現されている遺伝
子の中から選んだ、わずか 4つの遺伝子を導
入するだけで、皮膚だった細胞が試験管の中
で変化をして、非常にES細胞によく似た細
胞ができた。そして、これをiPS細胞と名付
けました。（図表13）
　初期の頃は、やはりこういうことがそんな
に簡単にできるはずがないというように皆さ
ん考えていましたので、あまり信じられてい

なかったと思います。しかし、この方法は非
常に再現性が高くて、われわれもやってみま
したが、この通りにちゃんとiPS細胞ができ
てきます。できたiPS細胞は、ES細胞と同じ
ような性質を持っているということが、いろ
いろなところで確認されて、現在ではこの方
法が様々なところで使われているわけです。
　こういったiPS細胞技術によって、先ほど
ご説明しました核移植技術を使わなくても、
患者由来の細胞によるorder�made治療とい
うのが可能になり、ES細胞が持っている様々
な問題を一挙に解決してくれそうだというわ
けで、非常に注目されています。
　この仕事は2006年に、最初にマウスで報告
されました。そして、その 1年後にヒトでも
全く同じ 4つの遺伝子を使うことによって、
体細胞を多能性幹細胞に変えることができる
ということが報告されています。

図表13
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　これが基で、わずか 6～ 7年しか経ってい
ないのですが、昨年、山中先生がノーベル医
学生理学賞を受賞されたわけです。（図表14・15）
　このように皮膚の細胞がたった 4つの遺伝
子を導入するだけで、見かけも機能も全く違
う細胞に変化します。しかし、ゲノムは全く
同じものを持っているわけですから、こうい
った細胞に変わるというのは、まさに画期的
な技術であるわけです。これは生物学的にも

非常に画期的ですけれども、医学的にもきわ
めて重要な貢献と考えられます。
　例えば、ここに患者さんがいて、その患者
さんの体細胞を使って患者由来のiPS細胞を
作ります。いったん作ってしまうと、ES細
胞と同じように、いくらでも増やせますし、
保存もできる。そして、いろいろな細胞に分
化させることもできるわけです。（図表16）
　したがって、病態の解明や治療法の開発、
図表15図表14

図表16
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薬剤スクリーニング、あるいは、これまでは
なかなかできなかったような、新しいタイプ
の遺伝子・細胞治療なども可能になると思い
ますし、薬物の毒性試験なども比較的容易に、
ヒトの細胞を使ってできるようになります。
このように、応用価値の広い非常に重要な技
術と思われます。

iPS細胞のメリット

　まとめですが、このiPS細胞というのは、
ある意味ちょうどES細胞と組織幹細胞の中
間に位置するような細胞で、試験管の中での
増殖能とか、分化能は非常にES細胞によく
似て、非常に能力は高いのですが、臨床応用
するには、移植する前に分化誘導して、目的
の細胞を作らなくてはいけないという問題が

あります。（図表17）
　それに対して、組織幹細胞は、例えば骨髄
移植で示されるように、造血幹細胞を静脈か
ら戻せば、あとは勝手に骨髄に行って、自分
自身で血液を作り始める。そういう点では非
常に使いやすい安全な細胞です。その点が違
うわけです。また、ご存じのようにES細胞
とか、iPS細胞は未分化なままで移植してし
まうと、テラトーマという腫瘍を作る可能性
がありますが、組織幹細胞では、そのような
可能性がありません。
　しかしながら、このiPS細胞がES細胞と大
きく異なるのは、本人から作ることができる、
そのために免疫拒絶反応がない、これがおそ
らく医学的には一番大きなメリットだと思い
ます。加えて、先ほど話しましたようにES
細胞の持っている倫理的な問題というのは、
iPS細胞ではほとんどないということです。

図表17
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　総じて、無限に培養ができて、高い分化能
を持っていて、遺伝子導入、相同組み換えが
容易で、そして患者さんから採ることができ
るというのが、iPS細胞のメリットかと思い
ます。

遺伝子矯正療法への応用

　次にiPS細胞だけではなく、幹細胞の研究
は、これからの医療にどのような可能性、あ
るいは進歩をもたらしてくれるのかというこ
とをご説明したいと思います。
　これは、今までやろうと思ってもなかなか
できなかった遺伝子治療の 1つのパターンで、�
遺伝子矯正療法と呼んでいます。（図表18）
　例えば、ここに遺伝性の血液疾患の患者さ
んがいるとします。この患者さんから体細胞

を採ってきて、iPS細胞を樹立します。この
方は、遺伝子に問題があって血液の病気にな
っていますので、ここに×をつけてあります。
ゲノムのどこかに問題があるわけです。
　そうしますと、iPSを作ってもこれはゲノ
ムは同じですので、この×がついているはず
です。しかし、いったんiPS細胞を作りますと、
この細胞はいくらでも培養できて、遺伝子相
同組み換え、遺伝子導入もできるので、この
iPS細胞の段階で、培養をしながら壊れてい
る遺伝子を修復することが、全てではなくて
も、多くの場合できるはずです。
　そうすると、このiPS細胞は患者さんの多
能性幹細胞ですが、本人が持っている遺伝的
な問題を解決してあるわけです。そして、も
し、このiPS細胞から造血幹細胞を誘導する
ことができれば、この患者さんに自己の造血
幹細胞、しかも、遺伝子は正常化している造

図表18
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血幹細胞をいったん移植すれば、もうこの患
者さんが持っている遺伝的な血液の病気とい
うのは、自分自身の遺伝子が矯正されたゲノ
ムを持つ造血幹細胞によって、根治治療がで
きるということになるわけです。
　こういったことは、これまでやりたくても
なかなかできなかったわけですが、iPS細胞
という技術ができたことで、十分に可能にな
ってきて、現在すでに世界中で、少なくとも
動物モデルでは、こうしたことが可能である
ということが示されています。

造血幹細胞の意外な活動

　次に皆さん、もうかなりご存じだと思いま
すが、がんにも幹細胞があります。（図表19）
　これは幹細胞研究開発から、例えば、代表

的な体性幹細胞である造血幹細胞は、骨髄の
中にあるのですが、毎日どんどん分裂して血
液を作らなければいけないのかなと思ってい
ました。しかし、意外なことにいろいろ調べ
てみると、造血幹細胞の多くは骨髄中で、静
止期に入っていて分裂していません。そして、
たまに分裂して造血前駆細胞を作る。あとは、
その造血前駆細胞がどんどん血液を供給する
というようになっているわけです。
　皆さんは、がんは変異が蓄積して起こると
いうことはご存じだと思います。例えば胃や
腸の粘膜細胞とか、血液細胞などはターンオ
ーバーが非常に速いので、たとえ変異が入っ
たとしても、すぐに死んでしまうわけです。
　したがって、変異が蓄積できるということ
は、かなり寿命が長い細胞である必要があり
ます。そのように考えますと、普段あまり分
裂していないかもしれませんが、自己複製で

図表19
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きて長生きする幹細胞は、この変異を蓄積す
るという上では、非常に優位に、がん化のタ
ーゲット細胞になっているわけです。
　実際に、今からもう15年ぐらい前になりま
すが、カナダの血液学の先生が、これまでは
均一な細胞集団と思われていた白血病も、実
はそうではなく、本当に白血病性の増殖を担
っている細胞というのは、白血細胞の中のご
く一部の、ほんの数％以下の細胞であって、
それが白血病性増殖の原因であるということ
を見つけました。
　この白血病性の増殖を担っているごく一部
の細胞の顔つきが、CD34が陽性で、CD38が
陰性という、細胞表面マーカーを持っている
細胞だということが分かりました。
　このマーカーが、実は、造血幹細胞のマー
カーであることも分かり、やはり造血幹細胞
がひょっとすると変異を蓄積しているのでは

ないかと、そのような考え方に結びついてき
たわけです。そこで彼らは、白血病幹細胞と
いうコンセプトを打ち出してきました。
　おもしろいことに、同様なコンセプトは白
血病、血液の腫瘍だけではなくて、いくつか
の固形腫瘍でも、正しいということが分かっ
てきて、結果的には10年以上かかりましたが、
がん幹細胞といった概念が、最近ではかなり
認められてきているように思います。

がん幹細胞に対する治療法

　この考え方が、全てのがんにあてはまると
は思いません。しかし、現在のがん治療は、
基本的にはよく分裂する細胞をがん細胞と考
えて、これを標的として治療します。がんが
小さくなれば、治療効果があると判定します

図表20
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が、このがん幹細胞はがん細胞の中にわずか
ながらに存在しています。（図表20）
　例えば造血幹細胞と同じように、静止期に
あると考えますと、化学療法を行うとよく分
裂する前駆細胞は、みんな壊れて死んでしま
いますが、一番肝心ながん性増殖を担うがん
幹細胞というのは、生き残っている可能性が
高いわけです。
　そうすると、先ほどの造血のアニメーショ
ンと同じように、この細胞はまた、たまに冬
眠から起きて前駆細胞を供給して、この前駆
細胞が、またがんを作ってくる。そうすると
見かけ上、これは再発ということになります
が、本質的には、一番大事な細胞をほとんど
治療していないということになるわけです。
こういった考え方が今後は少なくとも一部の
がんには当てはまると思います。
　これまでのように、全てのがん細胞が均質

で分裂しているという考え方ではなくて、一
部のがんを誘導するがん性増殖を担うような
細胞というのは静止期にあって、それが化学
療法とか、放射線に抵抗性であると。そのよ
うな考え方を導入する必要があると考えられ
るわけです。
　そのためには、潜んでいるがん幹細胞を同
定したり、あるいは何らかの方法で、がん幹
細胞に特異的な、あるいはがん幹細胞を含む
全てのがん細胞をやっつけられる、そのよう
な治療法を考える必要があると思われます。

ES、iPS細胞を利用した治療

　次にES細胞、iPS細胞を使ったいろいろな
研究をご紹介します。これは、われわれの研
究室でやっていることです。（図表21）

図表21

肥満細胞、好中球 : リンパ球、樹状細胞 :
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　造血幹細胞が、自己複製能と多分化能を持
っていることはお話ししましたが、もし造血
幹細胞を試験管の中で自由に増やすことがで
きれば、これを使っていろいろな細胞を誘導
することができるはずです。
　ところが、非常にたくさんの研究者の努力
にもかかわらず、未だ試験管の中で、造血幹
細胞を増やすということはうまくいっていま
せん。
　しかしながら、先ほどお話ししましたよう
に、ES細胞とかiPS細胞というのは、試験管
の中で、増殖させることが比較的に容易なわ
けです。その方法はもう確立しています。
　したがって、その造血幹細胞より発生的に
上位にある、ES細胞とかiPS細胞を使って、
そこから造血幹細胞、あるいはいろいろな血
液細胞を誘導することができれば、例えばア
レルギーの患者さんからiPS細胞を作って、

肥満細胞を誘導して、アレルギー薬のスクリ
ーニングとか、病態の解明に使うことができ
ます。また赤血球とか、血小板を作ることが
できれば、献血に代わる非常に安定した、そ
しておそらく安全な輸血のソースとして使え
ることが考えられます。
　また、もしリンパ球、好中球等をES細胞、
iPS細胞から誘導することができれば、かな
り強力な感染症、あるいは抗がん治療ができ
るのではないかと考えられるわけです。
　例えば、東京大学医科学研究所の辻浩一郎
先生のグループは、今、お話ししましたアレ
ルギー疾患の患者さんから、iPS細胞を誘導
してくる。そして、そこから肥満細胞を誘導
するシステムを開発されて、この肥満細胞を
使って現在、抗アレルギー薬の候補物質のス
クリーニングをやっておられます。（図表22）
　このように、患者さんの由来の疾患iPS細

図表22
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胞を使うというのは、こうした研究にも使え
ますし、ひょっとすると、この患者さんの持
っている疾患の原因を明らかにすれば、アレ
ルギー疾患治療のorder�made化というのも、
将来的にできる可能性もあると思います。

安定した血液の供給のために

　また現在、輸血は100％献血に依存してい
ますが、図表23に示されているように、献
血者の数というのは、年を追ってどんどん減
っており、その理由はこの折れ線グラフで示
すように、やはり少子化が一番大きな原因で、
献血する人の数が減っているわけです。この
ままいきますと、大体15年以内に国内で輸血
の血液製剤を供給することが困難になること
が予想されています。（図表23）

　こうした状況に対して、iPS細胞あるいは
ES細胞を使って、血小板や赤血球を作るこ
とができれば、非常に安定した、献血によら
ない輸血が可能になると考えました。
　われわれは、初めにES細胞で始めていた
のですが、iPS細胞からも血小板を作ること
を考えてみました。
　簡単なプロセスを示します。
　大体 2週間ぐらいかけて、フィーダー細胞
と培養しますと、iPS細胞が増殖し、こうい
った袋状の構造を作ります。それをiPS－Sac
とかES－Sacとか名付け、このSacの中に入
っている細胞は血液前駆細胞ですが、この
Sacから血液前駆細胞を採り出して、もう一
度培養します。
　ここまでは、全ての血液細胞に共通なプロ
セスなのですが、ここから先、もし巨核球を
作りたいという場合は、この細胞に、血小板

図表23
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増多因子である、TPOとかSCF（ステムセ
ルファクター）などを加えて培養しますと、
大体 1週間から10日ぐらいで成熟巨核球が出
てきます。このときに血小板も作られるので、
この血小板を採ってきて、いろいろな機能解
析を行っているわけです。（図表24）
　こうして、ES細胞やヒトのiPS細胞から血
小板や、いろいろな血液細胞を誘導するシス
テムを作ることができました。
　ヒトのiPS由来の血小板を作成して、その
機能を調べるために免疫不全マウスに、ヒト
iPS由来の血小板を輸注しました。図表25が
マウスのお腹の中にある毛細血管です。マウ
スの血小板とか、赤血球は黒く抜けて見えま
す。ここを流れているのは、ほとんど赤血球
ですが、レーザーを当てて、マウスの血管内
皮に傷をつけますと、そこに血小板がついて、
血栓を作って血液を止血します。（図表25）

　このヒト由来の血小板もマウス由来の血小
板も、一緒に血管壁について血栓を作ってい
ます。つまり、iPS由来の血小板がマウスの
個体の中で、ちゃんと血栓を作るのに機能し
ているということを示すことができました。
　このように、血小板に関しては、機能の点
でもかなり本物に近い血小板ができていると
思います。
　現在、こういった血小板を使った臨床研究、

図表24

図表25
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臨床治験をやろうということで、準備をして
いるところです。

iPSの技術を利用した免疫療法

　次に、現在行われている免疫療法について
です。がんの患者さんや感染者の患者さんか
らＴ細胞を採ってきて、そのＴ細胞を試験管
の中で増やし、再度患者さんに戻して、がん
や感染症の治療に使う。こうした試みは、か
なり前から行われていますが、その効果は今
までのところ、かなり限定的です。（図表26）
　理由はいろいろあると思われます。その 1
つには、このＴ細胞を増幅させるためには細
胞分裂が必要なのですが、細胞分裂を続けて
いるうちに、染色体の端にあるテロメアとい
う構造が短くなってきてしまう。あるいは細

胞が老化して疲弊する。そのために増殖能力
が低下し、細胞を殺すキラー活性の能力も低
下する。というわけで、試験管の中で分裂さ
せることによって、だんだん細胞が疲れてき
てしまって、それを体の中に戻しても、あま
り効果がないということが考えられています。
　そこでわれわれは何とか、このiPSの技術
を使って、もっと若くて元気のよいＴ細胞を
たくさん作って、強力な免疫療法をできない
だろうかというように考えたわけです。

抗原特異的Ｔ細胞による
新しい免疫療法

　図表27がその原理です。ここに患者さん
がいたとして、この患者さんからウィルスや
がん抗原と反応するＴ細胞を採ってきます。
採ってきたあと、このＴ細胞からiPS細胞を

図表26
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作るわけです。そうすると、少し専門的なの
ですが、このＴ細胞はウイルスやがん抗原を
認識するＴ細胞受容体を持っているのです
が、その特異性は実は、蛋白レベルで記憶さ
れているのではなく、ゲノムで記憶されてい
ます。遺伝子の再構成によって規定されてい
るということが、1987年の利根川進先生のノ
ーベル賞の仕事で明らかになっています。
（図表27）

　このＴ細胞からiPS細胞を作ると、見かけ
は全然異なるのですが、このiPS細胞のＴ細
胞受容体の遺伝子には、そのＴ細胞がどうい
う抗原を認識していたかということが、ゲノ
ムの中にきちんと記憶されているわけです。
　いったん、このT-iPS細胞を作ってしまえ
ば、この段階でいくらでも増やすことができ
ます。
　そしてもう 1つの鍵は、このT-iPS細胞か

ら、もう一度Ｔ細胞を誘導してあげると、そ
のT細胞は新しくできてきたＴ細胞ですの
で、いわば若返っていて、しかも全て同じ抗
原を認識しますので、若くて、しかも同じ抗
原を認識できるＴ細胞をたくさん作ることが
できるわけです。
　図表28に示しますように、Ｔ細胞からiPS
細胞（T-iPS細胞）を作り、そしてもう一度
このT-iPS細胞からＴ細胞を作るという、何
か非常に回りくどい方法なのですが、この間
にこの疲弊して老化した抗原特異的Ｔ細胞が
若返って、しかもこのT-iPS細胞はいくらで
も増やすことができますし、保存することも
可能ですので、将来的にすぐに使える武器に
なる可能性もあると思われます。（図表28）
　いずれにしても、こういった方法を開発す
ることができました。今後はこうした若返っ
た抗原特異的Ｔ細胞を使って、新しい免疫療

図表27
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図表28

図表29
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法を行うことも考えられるわけです。
　若返ったＴ細胞の証拠としては、テロメア
の長さも伸びていますし、増殖能もこの最初
のＴ細胞よりも高いということも分かってい
ます。というわけで、若返ったＴ細胞による
強力ながん、あるいは感染症の治療が可能で
はないかと考えています。

次世代の再生医療

　最後に、われわれとしては次世代の再生医
療として考えているプロジェクトを紹介しま
す。これまでは、iPS細胞とかES細胞から細
胞を作って細胞治療をする、そのような話で
したが、これはiPS細胞から臓器を作るとい
う話です。（図表29）
　現在、日本では30万人以上の患者さんが慢
性腎不全のために人工透析を受けています。
年間で 1人約500万円、毎年 1兆3,000億円を
超える医療費を必要としています。根治的な
治療法としては、腎臓移植というのはありま
すが、30万人分の移植用の腎臓を用意すると
いうことは、きわめて難しいと考えられます。
　しかし、一方で糖尿病の増加に伴って、腎
不全症の患者さんは、毎年 1万人増えると言
われています。腎臓だけではなく、心臓、肝
臓、肺、膵臓など、いろいろな臓器の移植を
希望する患者さんはたくさんいますが、圧倒
的にドナー臓器が不足しているか、あるいは
費用が高額であるという理由で、国内で移植
を受けたくても、受けられない人が本当にた
くさんいます。かなりの方が海外で移植を受
けているわけですが、この状況は海外でも同
じです。しかもWHOは将来的に渡航移植を
禁止することを検討していますので、近い将

来海外で移植を受けることも難しくなってく
るわけです。いずれにしても、ドナー臓器の
圧倒的な不足というのが、非常に大きな問題
で、これを解決する方法が求められています。

マウスによる実験

　そこで、非常に難しいと認識していたので
すが、これまでとは観点を変えて、試験管の
中で臓器を作るというのは、さておいて、動
物の個体の中で臓器を作るのはどうか、とい
うことを考えました。（図表30）
　私の考えた原理は非常に簡単で、ある臓器
が欠損する動物を用意します。例えば、
Pdx1という遺伝子をノックアウトしたマウ
スは、膵臓がないことが知られています。そ
のために一応生まれるのですが、すぐに死ん
でしまいます。こういった遺伝子を改変して、
臓器がないマウスの胚に、別の正常なマウス
のES細胞とかiPS細胞を入れます。そうする
と、このマウスとこのES細胞が、それぞれ
協調して発育しますので、キメラマウスがで
きるわけです。
　つまり、このマウスは、ホスト由来と多能
性幹細胞由来の両方の細胞が混在するといっ
た動物になるわけですが、このもともとの
Pdx1KOマウスは、膵臓を作ることはできな
いので、膵臓に関しては、全てES細胞とか、
iPS細胞由来の膵臓になるのではないかと考
えました。
　そこで、このマウスの胚盤胞にES細胞を
入れることを試みました。基本的には先ほど
言いましたように、このES細胞とかiPS細胞
由来の膵臓ができるのではないかということ
です。
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　実際にやってみますと、予想どおり、本来
ないはずの膵臓が、このPdx1KOマウスのお
腹にあり、蛍光を当てると非常に均質にGFP
陽性でした。つまり、この膵臓を構成する細
胞のほとんどが、iPS細胞由来であるとわか
りました。この膵臓の組織切片を見ても明ら
かで、膵臓全体がGFP陽性です。
　一方のコントロールのマウスでは、全身性
のキメラですので、膵臓もホスト由来の細胞
とiPS由来の細胞が入り交じった組織で、こ
のような組織像になるわけです。
　つまり、この方法を使うことによって、予
想どおりと言いますか、われわれの期待どお
りにiPS細胞由来の、あるいはES細胞由来の
臓器を作ることができるということが示され
ました。（図表31）

様々な臓器の再生に応用できる可能性

　同じ原理は、他の臓器はどうかということ
で、今度は腎臓欠損するマウス、Sall-1とい
う遺伝子をノックアウトしたホストを使いま
した。この胚に、同様に多能性幹細胞を入れ
てあげる。そうすると、われわれの予測とし
ては、全身がキメラになるのですが、腎臓に関

図表30

図表31

胎仔
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しては全てES、iPS細胞由来の細胞から構成
されるのではないかと考えました。（図表32）
　実際に実験をやってみると、やはり予想ど
おり本来ないはずの腎臓ができて、しかも尿
管とつながって、膀胱もちゃんと膨らんでい
るということから、この腎臓がちゃんと機能
して、尿を作っていることがうかがわれます。
　しかし、蛍光を当てると赤く光るのは腎臓
だけで、図表33では、ちょっと見にくいの
ですが、尿管とか膀胱もうっすら見えていま
す。そのあたりの臓器はキメラなので、うっ
すら光っています。しかし、腎臓がほとんど
全体的に、ES細胞から構成されていること
が分かります。（図表33）
　同じ実験をGFP、グリーンでマーキングさ
れているiPS細胞を使いますと、本来ないは
ずの腎臓がちゃんとできていて、膀胱も尿で
膨らんでいます。蛍光を当てると、同じよう

に、たしかに尿管や膀胱も、少しはiPS細胞
由来の細胞はありますが、腎臓に関しては全
体がiPS細胞由来であるということが分かり、
この方法が決して膵臓だけではなくて、原理
として様々な臓器の再生に使えることが分か
りました。（図表34）

ブタとヒトの間での応用

　しかしながら、今、お示ししましたのはマ
ウス×マウスの話でして、これをそのままヒ
トでやるというようにはいかないわけです。
そこで、これはわれわれの描いているビジョ
ンですが、例えば、ここに心不全の患者さん
がいて、人工心臓で何とか生きながらえてい
る。この患者さんからiPS細胞を作って、そ
してここに心臓がないブタを作っておく。そ

図表32

受精
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の胚に、この患者さんのiPS細胞を入れる。
そうすると、もし先ほどのマウス×マウスの
原理が本当にブタとヒトの間でも働くのであ
れば、やがてヒトの心臓を持ったブタが生ま
れてくるはずであって、このブタが適当な大
きさになったときに、この心臓を取り出して
きて患者さんに移植するいうことが考えられ
ます。
　この心臓というのは、たしかにブタの中で
できていますが、細胞自体は患者さんのiPS
細胞由来ですので、いろいろ細かな問題はあ
るかもしれませんが、基本的には、自分の細
胞による自分の心臓の移植ということになり
ます。

ブタとヒトの間での応用の問題点

　われわれはこういうことを考えて、この実
現を目指しているわけですが、当然のことな
がら、ヒトとブタの間で、異種の壁を越えて、
先ほどの胚盤胞補完というのがうまくいくの
かどうか。
　これが 1つ大きな問題です。
　もう 1つは心臓を欠損している、あるいは、
どこかの臓器を欠損しているブタをたくさん
作ることができるのか。死んでしまうのでは
ないか、という問題があります。（図表35）

マウスとラットでの実験

　そこで最初に、膵臓欠損マウスとラット
iPS細胞を使って、異種の壁を乗り越えるこ
とができるかということに挑戦しました。
　実験は比較的簡単で、膵臓を欠損したマウ
スにラットのiPS細胞を移植して、胚盤胞に
入れてあげる。そして、ここで生まれてきた
ラットとマウスのキメラが、ラットのiPS細
胞由来の膵臓を持っているかというのが、仮
説というか実験の目的です。そのときに、も
し膵臓ができたとしたら、この膵臓がラット
の大きさなのか、それともマウスの大きさな
のかというのも、生物学的には非常に大きな
おもしろい課題だったわけです。
　そういった実験をやってみましたところ、
われわれの期待どおり、実際にこういったキ
メラ動物が生まれました。そして驚いたこと
に、お腹を開けてみると、本来ないはずの膵
臓がちゃんと存在していて、この膵臓は非常
に均一にGFPを発現している。つまり、この

図表33

図表34
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図表35

図表36
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膵臓を構成する細胞のほとんどが、ラットの
iPS細胞由来であることが分かりました。
　そして、それにもかかわらず、この膵臓の
サイズがマウスサイズであるということも分
かってきて、少なくとも膵臓に関しては、膵
臓の大きさを決定する要因というのは、その
膵臓を構成する細胞が決めるのではなくて、
環境が決めるのだろうということも分かった
わけです。（図表36）
　ということで、われわれはまず異種の壁を
越えて、胚盤胞補完を成立させ得るというこ
とをマウスとラット、これは異種なのですが、
これで示すことができたわけです。
　次に、臓器欠損の大型動物ができるのかと
いうことにも挑戦しました。

膵臓ができないブタを作成

　まず第一に、臓器を欠損した動物は、生存
できないはずですので、そういった動物を量
産することができるのかということが、非常
に常識的な問題です。
　次に、たとえそういった臓器欠損動物を作
ったとしても、マウスとラットでは小さな動
物ですからうまくいくけれども、ブタのよう
な大きな動物でも本当に当てはまるのか。そ
ういった問題があるわけで、そこでわれわれ
は、大動物における臓器再生にチャレンジし
ました。
　マウスを使った実験で、膵臓の発生を制御
する機能を持つ遺伝子というのを、すでに同
定していましたので、そのマウスの遺伝子を
そのまま、Pdx1-Hes1というコンストラクト

図表37
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その線維芽細胞を核のドナーとして、体細胞
クローニングをすると、出てきたクローン胚は、
これと同じ遺伝子を持っているので、生まれ
てくると膵臓がないので死んでしまいます。

外来性の膵臓を持った
キメラブタの作出に成功

　ところがもし、われわれがマウスやラット
で示したように、この胚盤胞を正常なiPS細
胞とか、ES細胞で補完することができれば、
この胚由来の、あるいはiPS細胞由来の膵臓
ができて、ひょっとすると生き残るかもしれ
ない。そのように考えたわけです。
　しかし残念ながら、マウス・ラット以外で
は、こういった胚盤胞に注入して、キメラを
作ることができるような能力を持ったES細
胞、あるいはiPS細胞はまだできていません。

ですが、ブタにtransgeneしてtransgenicブ
タを作ったところ、見事にマウスと全く同じ
ように、膵臓ができないブタを作ることに成
功しました。図表37の右は正常なブタです
けれども、ここに膵臓がありますが、この
transgenicクローンブタでは膵臓が欠損して
いるわけです。（図表37）
　こういった膵臓を欠損しているブタは、死
んでしまいますので、交配によって増やすこ
とができません。しかし、ブタの場合は体細
胞核移植がマウスよりも容易にできるので、
このブタ胎仔の体細胞、例えば線維芽細胞を
たくさん採っておけば、それをドナーとして
核移植を行うことで、交配しなくても、いく
らでもこうした膵臓欠損ブタの胚を作ること
ができます。
　実際に今、示しました膵臓欠損ブタ胎仔の
線維芽細胞を、たくさん採ってあるのですが、
図表38
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　そこで、その代わりに赤色蛍光遺伝子を持
つブタの正常な胚の胚細胞を採ってきて、そ
れをこの中に入れるということをやりまし
た。これによって、胚盤胞を補完をするとい
う、基本的にはiPS細胞を使うのと同じよう
なことなのですが。そうしたところ、予想ど
おり本来は、膵臓を持っていないブタの胎仔
が、ちゃんと膵臓を持っていて、しかも膵臓
全体が真っ赤に染まると、つまりこの胚由来
の膵臓ができたということを示すことができ
ました。（図表38）
　生まれてきたブタが、ただ膵臓を持ってい
るだけではなく、その後、ちゃんと正常な発
育を遂げて大人のブタにもなりました。もう
1年以上飼っていますが、ちゃんと生きてい
ます。（図表39）
　ということから、この外来性の膵臓を持っ
たキメラブタというのは、発育も血糖値も正

常ですから、膵臓は正常に機能していると考
えています。したがいまして、このブタの膵
島を取って移植すれば、膵島移植にも十分使
えるレベルと考えています。
　加えて、この胚盤胞補完されたブタは膵臓
を持っていて、大人まで発育し、実は交配も
可能でした。したがいまして、このブタから
得られた精子を、今たくさん採ってあるので
すが、使うと核移植をしなくても、ただ体外
受精をするとか、あるいは通常交配するだけ
で、半分の胚が膵臓を作れない胚になります
ので、もはや非常に容易に、たくさんの膵臓
を作ることができない胚を得ることができる
ようになりました。（図表40）
　異種の壁も越えることや、膵臓がない、臓
器がない、ブタを作ることもでき、そしてそ
れを大量に得る方法も確立しました。
　というわけで、いろいろな問題を今のとこ

図表39
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図表41

図表40

成
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ろ乗り越えることができて、豚の胎仔の体内
でヒトの膵臓を作る、そういった準備ができ
たと言うことができます。これが本当にうま
くいくかどうか、それはやってみないと分か
りませんけれども、うまくいけば将来的に移
植ドナーを待っている重症の、例えば糖尿病
患者さんに膵島を供給するという道が開かれ
ると思います。これは、おそらく万の単位で
も供給できると思われます。

異種の動物の臓器利用に対する課題

　異種の動物の個体内で、ヒトの臓器を作る
という可能性が、かなり見えてきたと考えら
れますが、現在の課題としては、キメラ形成
能を持つヒトiPS細胞が、実はまだできてい
ないということがあります。（図表41）
　先ほどヒトのES細胞ができたとか、ヒト
のiPS細胞ができたとかお話ししましたが、
実は今、世界中で作られているES細胞とか
iPS細胞は、マウスのES細胞とかiPS細胞と
は違っていて、それよりも少し分化した、エ
ピブラストという段階の多能性幹細胞である
ということが最近分かってきて、例えばこう
いったブタの胚盤胞に入れても、キメラを作
ることができないだろうと考えられていま
す。今、世界中の研究者がマウスやラットと
同じような本当に未分化な、完全に初期化さ
れたiPS細胞とかES細胞を作る研究をやって
いますので、これはもうすぐにでも解決され
るとは思います。
　もう 1つの問題点。
　これは日本の問題なのですが、日本の現在
のガイドラインでは、ヒト多能性幹細胞を動
物胚に入れることはよいのですが、入れた後、

それを体内に戻して発育させるということは
禁じられていますので、実質的にこの研究は
できない状況になっています。
　そのために、われわれは 2年以上前から文
部科学省にお願いをして、こういった研究を
やらせてほしい、ガイドラインを見直してほ
しいと頼んでいるわけですが、今のところま
だ見直しがされていませんので、われわれの
研究は一応ここで止まっています。
　この 2つの課題が、大きな課題としてあり
ますが、これを乗り越えられれば、ひょっと
すると非常に近い将来、こういった家畜など
を使って、人の臓器を作るということも可能
になるかもしれません。

21世紀の医療のために

　最後にこれまでのまとめですが、今、お話
ししましたのは、ほんの一部で、幹細胞の研
究の進歩というのは、非常にめざましくて、
21世紀の医療を大きく変革する可能性を秘め
ていると思います。（図表42）
　iPS細胞の特徴としては、患者さんから作
れるということで、いろいろな再生医療とか
遺伝子・細胞治療だけではなく、組織、細胞、
臓器、そういった無限のソースとして、その
応用範囲は非常に広いと思います。
　初期の頃は、iPS細胞はウイルスを使って
作ったので危険だ、とよく言われていました
けれども、現在はもう非常に進歩しまして、
ゲノムに挿入されるようなウイルスベクター
を使わなくても、iPS細胞を樹立する方法が
何通りもできていますので、初期の頃のよう
な単純な挿入変異による危険性というのは、
もうなくなったと考えられます。しかしなが
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ら、ES細胞とかiPS細胞を使った細胞治療と
いうのは、非常に長い細胞培養を必要としま
すので、その間にいろいろな変異を拾ってし
まう可能性もあります。
　ということで、やはりこうした細胞を本当
に、最初にヒトの治療に使うにあたっては、
やはり、より安全性を確保するための、何ら
かの方法を開発して行う必要があるかなと考
えています。
　最後に発生工学の進歩、あるいは幹細胞研

究の進歩によって、例えば生殖細胞を作った
り、あるいは今日お話ししましたように、動
物の個体内で、ヒトの臓器を作るということ
も十分視野に入ってきたと考えられまして、
今後は、医療上のニーズと社会のコンセンサ
スとのバランスが必要になってくるかなと考
えています。
　以上です。ご清聴どうもありがとうござい
ました。

図表42

39

 講演Ⅱ　先端医療―３つの課題　�

演者紹介

藤川　講演Ⅱに移ります。樋口範雄先生、よ
ろしくお願いいたします。
　樋口先生は、昭和49年に東京大学法学部を
ご卒業後、同大学の助手を経られ、平成 4年
より東京大学法学部の教授にご就任され、現
在に至っています。
　ご専門は英・米の法律のほか、生命倫理と
法につきましても、多くの論文や著書を発表
されています。
　また、政府や厚生労働省の各種委員会の委
員長としても活躍されており、日本医師会の
会員の倫理・資質向上委員会の副委員長とし
てもご指導をいただいています。
　演題は「先端医療― 3つの課題」です。樋
口先生、よろしくお願いいたします。
樋口　こんにちは。ただ今、紹介にあずかり
ました樋口と申します。
　本日は外から見た先端医療という話を少し
聞いていただきたいと思います。

生命倫理 ４原則と 3つの目的

　私は今、法科大学院と法学部で医事法、医
療と法、生命倫理と法という授業をこれから
弁護士になろうとか、法学部を卒業しようと
いう人と一緒にやっています。
　その中で学んだことはいくつもあります
が、生命倫理、医療倫理における原則という
のが、これはともにアメリカ由来のものです
が、相当普遍的にどの国でも用いられるよう
になっています。この分野に興味のある人は、
生命倫理 4原則というのは、誰でも知ってい
るのですね。
　“non-maleficence”と英語で言う「無危害」、
他には「善行」「自己決定」「正義」とか言う
ことです。
　それから、もう 1つ。アメリカで医事法、
医療と法に関する授業というのが、ロースク
ールそのほかでありますが、そこでは何を目
的として授業が行われているか、あるいは法
というのは何を目的にしているかというと、

先端医療
―３つの課題

 東京大学大学院法学政治学研究科教授

樋口　範雄

講演Ⅱ
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それは次の 3 つなのです。“access,�quality�
and�cost”、これを医療について適切に実現
するということを考えているわけです。ここ
に 4つの原則と、 3つの目的があります。こ
れが概念ですが、この道具を使って医療とこ
の問題を考えてみようという授業をしていま
す。（図表1・2）
　しかし、この 4原則と 3つの英語だけ覚え

て暗記しても何の意味もありません。
　それを使いこなせるかが問題で、“access,�
quality�and�cost”は、いずれも“appropriate�
and�sustainable”と英語で言うのですが、「適
切で、ずっとこれが維持可能な」という限定
句がついて、これが非常に曖昧な概念ですか
ら、なかなか難しいのです。（図表3）

先端医療に対する希望と 3つの課題

　先端医療が提示する希望と課題について
も、同じようなことが考えられます。（図表4）
　今、中内先生がお話しされたような再生医
療、あるいは遺伝子治療に、さらに応用する
ということは、従来の医療より安全で、効果
的な診断治療が可能になるかもしれません。
これは先ほどの 4 原則で言うと“do�no�
harm”つまり危害を加えないような、副作
用の少ない薬ができるかもしれません。われ
われにとって、また患者にとっては本当にあ
りがたい“beneficence”になるのです。「今
までより、よい状態になる」ということです。
　従来は、完全に治らなかった病気に対処可
能だということは、治療ができなかった病気
が医療へアクセスが可能になるということに
なります。

図表3

図表2

図表1

図表4

41

 講演Ⅱ　先端医療―３つの課題　�

　それから、配分的正義が直面する難問を減
少させる可能性というと何か難しいですが、
先ほどの例で言えば、日本でも血液が足りな
くなるのではないかという話があります。し
かし、無尽蔵に血液ができるようになれば、
血液の取り合い、「俺が先だ」「お前のほうか
ら」という、それが配分的正義ですが、その
ようなことがなくなります。
　さらに、医療費コストの減少につながりま

す。これも中内先生がスライドで示されたも
のによれば、例えば、日本では人工透析の患
者が30万人いて、その患者に 1兆3,000億円
を使っています。それが完全に臓器ができて、
そういう人たちが普通に働けるようになれ
ば、 1兆3,000億円がほかのところで使える
ようになります。医療費コストの減少につな
がる可能性もあるということです。
　もちろんこれらを十分な説明によって、イ
ンフォームドコンセントを得た上で、それを
実現するのは“autonomy”自己決定という
ことでもあるわけです。
　「再生医療による効果が期待される疾患」
は、本当にたくさんあり、もちろんごく少人
数の方の疾患もあります。図表5に下線を引
きました、アルツハイマー病も増えているこ
とは間違いありません。（図表5・6）
　ほかにも心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病など、

図表5

図表6
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多くの患者に恩恵を与えることが期待されて
います。ごく最近、角膜については初の臨床
研究で、目の細胞を作って移植するというよ
うな話もあり、本当に期待が高まっています。
　私の知り合いもパーキンソン病で亡くなっ
たのですが、脊椎損傷であれ、パーキンソン
病であれ、そういう人たちが治る可能性が出
てきたということです。
　ただ、それには技術的なこと、安全性のこ
となど、いくつもの課題があります。今日は
「 3つの課題」という話をします。（図表7）
　まず、どこまでが一体医療なのか。先端医
療とは、本当に最先端なものですから、今まで�
の医療概念を超えている部分があるのです。
　一体どこまでが医療として認められるのだ
ろうかという話と、それから、髙久先生のお
話にありましたが、特に遺伝関係は、究極の
個人情報を相手にするような形になりかねま
せん。こうした話と、それを規制する法につ
いてです。私も法学部にいるものですから、
法が関与する場合に、一体どういう形での規
制があるのか。そこには、 3つの問題がある
ということをお話ししたいと思っています。
　しかし、この 3つの課題に入る前に、少し
言いたいことがあるのです。考えてみたので
す。それはちょっと大きなことでいうと、わ
が国の社会のあり方です。（図表8）

適切なコストあり方

　先ほど“equal�access,�quality�and�cost”
と言いました。医療の問題についても、やは
りどんなにコストをかけてもよいという話に
はなりません。社会の中で、例えば予算の配
分で、医療の分野へもっと資源を投入するべ
きだと私自身は思います。しかし、ほかのと
ころでも、例えば教育であれ何であれ、ある
いは最近の問題では防衛かもしれませんが、
いろいろなところで「やはりほかのところだ
ってお金はいるよ」という話があるわけです。
　そこで「適切なコストで」という話になる
のですが、その適切なコストというのが、一
般論として勝手なことを言いますが、わが国
ではきわめて高い、逆にいうと、コスト意識
が薄いのです。
　例えば、長谷川投手、メジャーで45勝43敗
という成績ですが、イチローと一緒にシアト
ルマリナーズにいたこともあります。もう引
退しましたが、一定の、あるいは相当の成績
を残した人です。NHKだったと思いますが、
その長谷川氏がアメリカへ行って、どういう
活躍をするだろうと、ずっと彼を追いかけて
いた番組がありました。
　彼は日本での家を全部たたんで、背水の陣
図表8図表7
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で家族全員で行ったのです。向こうへ行って、
そのまま、居つくくらいの気持ちで行ったの
です。
　初めに行ったのが、カリフォルニア州にあ
るアナハイム・エンジェルスでした。カリフ
ォルニアで暮らすには当然のことですが、カ
リフォルニアだけではありませんが、自動車
が絶対必要です。その番組は、まず自動車を
買うところから始まります。それでどうなる
かというと、買ってくるのです。当たり前の
ことですが、彼は自動車ディーラーに行き、
購入し、そこですぐに運転を始めるのです。
　日本でそれができるでしょうか。私もアメ
リカでも運転をしていたし、日本でも運転し
ていますが、とにかく、日本では新車であれ、
中古車であれ、買いに行って「はい、お金だ」
と、購入しても、すぐ運転できるかというと、
そんなことは、絶対にできません。場合によ
っては、 1か月近く待たされます。しかし長
谷川氏は、今、必要なのです。それがカリフォ
ルニアでは、本当にできるのです。
　日本では、時間がまずかかります。もちろ
ん費用もかかります。いずれ車検はあるし、
自動車税や税の配分がどうのこうのなどと、
政治家がこの前も何だかんだと言っていたわ
けです。いろいろな保険も同様です。アメリ
カでは、保険なんか掛けなくて走らせている
ところもあり、それがよいかどうかはまた別
の問題として今、申し上げているのですが、
それから、車庫証明も取ってこなければいけ
ません。
　そもそもの免許取得自体が面倒です。勝手
に試験を受けに行ってもよいのですが、大体
受かりません。当然教習所に行って、何十万
円か支払い、何か月かの教習を経て、免許を
取得するということです。

　さらに何年か経つと、免許更新に必ず行か
なければなりません。「こういうところが危
ないですよ」という、DVDかビデオテープ
か何かを 1時間近く見せられて、あれで 6千
何百円取るわけです。あれはアメリカ人だっ
たら我慢しません。なぜ、こんなのが 6千円
もかかるのだということです。
　例えば、少し昔の話でありますが、私は10
ドルで免許を取りました。車検も免許更新す
らない州がたくさんあります。
　そういうことを経験して帰国しますと、日
本では、もちろん車の安全が大事だからとい
うことですが、自動車を持っているだけでも
のすごく大変です。
　最近、若い人たちが車を持たないというの
はすごくよく分かるのです。それでヨーロッ
パみたいに、アウトバーンを飛ばせるわけで
も何でもないわけです。今日は、自動車の話
ではないので、このお話はこのあたりで終わ
りにします。

法的コストとは

　今度はリーガル・コストです。法的コスト
というのは、事後的なものと事前的なものが
あって、事後的なものは、何かやったときに
訴えられるリスク、あるいは訴えられて損害
賠償を命じられるようなものを言います。
　それから、事前のものは訴えられないため
に費用をかけます。それは様々な規制があり
ますから、それを遵守するということ、英語
では、もう日本語になっていると思いますが、
コンプライアンスとかリスクマネジメントと
言っています。
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製造物責任法が制定された理由

　また、自動車へ戻りますが、私がアメリカ
に行っていたのは、1980年代ですが、自動車
産業を中心に日本のことを非難していたので
す。私も実は、ホンダ車に乗っていたのです
が、日本車のほうがもう圧倒的に評判がよか
ったわけです。安い上に、故障しないという
話です。
　そのためGMやFordなどが怒って、摩擦が
起きたということになっているのですが、彼
らの言い分のうちの 1つが図表9に書かれて
います。「日本では、リーガル・コストが安
すぎる」という意味です。（図表9）
　アメリカでは、リーガル・コストがものす
ごく高いのです。何か事故が起きた場合に、
訴えられるリスクです。製造物責任という形

で、無過失責任を問われます。そのための保
険も高騰しているというわけです。ところが、
日本にはそういうものが一切ないので、アン
フェアな競争だというわけです。
　そこで日本は、1994年に製造物責任法を作
りました。これはWikipediaから勝手に持っ
てきましたが、「製造者の過失を要件とせず、
製造物に欠陥があったことを要件とする」と
いうことで、損害賠償責任を追及しやすくし
たものを作ったのですが、その背景には先ほ
ど言ったアメリカからの批判があったこと
は、私はやはり明白だと思います。
　日本の消費者のためだけではなくて、やは
りアメリカとの間でのバランスがあったのだ
と思います。
　つまり、リーガル・コスト、リーガル・リ
スクを同等にして、公正な競争をやればよい
という話です。（図表10）

図表9

図表10

図表11

図表12

（参考資料：ウィキペディア）
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アメリカの医療過誤訴訟減少の理由

　そこで、医療についてですが、今、アメリ
カの医療はどうなっているかと言うと、これ
は2013年 1 月27日に発表された論文を借りて
きていますが、その表題が“The�Receding�
Tide�of�Medical�Malpractice�Litigation”と
あり、読むとやはり驚きなのです。（図表11）
　簡単に紹介しますが、アメリカでは医療過
誤訴訟が減少しているのです。（図表12）
　データに基づいているのですが、英語で言
うと“paid�claims�per�physician�has�been�
dropping�steadily� for�20�years,�and� is� less�
than�half”、1992年から20年間で請求されて
支払いがなされたものが、半分以下になって
います。医療過誤に関する訴訟です。訴え自
体も、少なくなってきています。そこで、な

ぜだろうという話になります。
　この論文によれば、その理由の第 1は簡単
に言うと、アメリカの多くの州では、裁判を
しにくくするような制度に変えているので
す。それだけではなく、全体として医療過誤、
医師が訴えられるということが、昔に比べれ
ば、きわめて少なくなってきています。しか
し、支払いのなされる訴えが半分以下になっ
ているというのは、すごく大変なことです。
（図表13）

　それから図表13の②のところも重要で、
医療に関する製造物責任訴訟というのは、ア
メリカでは、本当にはっきり提起しにくくし
ています。そもそも連邦政府、FDAですが、
認可があるものについては、アメリカでは、
不法行為訴訟を提起することができません。
「この医療機器に欠陥があるじゃないか」と
いう訴えは、提起できないのです。

図表13
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　医薬品についてもFDAが承認しています
ので、不法行為訴訟を起こすということが、
たいへん難しくなっています。ですから、全
体としてアメリカの医療は、この20年間では
っきり大きな変貌を遂げて、リーガル・コス
トの減少へと向かっています。
　その背景には、このような裁判、法を使っ
て医療がよくなるのだろうか、という疑問が
あることだけはたしかです。もちろん、うし
ろに政治的な力があることは間違いありませ
ん。アメリカ医師会、保険業界あるいは共和
党、そういう政権の政治的な力があったこと
は間違いありません。
　しかし、学問的な話では、裁判で医療が本
当によくなったのか。医療過誤訴訟がどんど
ん増えて、アメリカの医療がよくなったのか。
それはエビデンスで示されているのかという
と、示されていないのです。
　また、裁判で被害者救済が図れているかと
いうと、はっきり“under�compensation”と�
言っていますが、裁判によっても、これだけ
被害があるのに、これくらいしか救済を得ら
れないということです。そうだとすると、や
はり裁判ではなくて、別の方法で医療安全や
被害者救済を考えるべきだという話になるの
は、ある意味で当然です。

日本の医療のリーガル・コスト

　翻って日本のことを考えます。日本は、ア
メリカ人に「なんだ、医療過誤訴訟はたいし
たことないじゃないか」と言われるのですが、
それでも日本のことだけを改めて考えると、
医療についてのリーガル・コストの高さを、
やはり感じざるを得ないところがあります。

　まず 1つは、薬品の副作用に対する補償制
度、ワクチンの副作用に対する補償制度、あ
るいは最近の例では、産科無過失補償制度な
どです。法律家は行政的な補償制度と呼んで
いますが、相当に整備しています。しかし、
それと並行して必ず裁判所に訴えることもで
きます。薬害訴訟、いわゆる医療過誤訴訟と
いうのが一定の数あるし、そういうリスクは
常にあるわけです。（図表14）
　アメリカでは、このどちらかしか選べない
のが普通です。どちらも救済制度なので、資
源はどちらかに集中したほうがよいのです。
しかし、日本はそれを横並びにしています。
　それから、日本では国も賠償責任の対象に
なります。アメリカではなりません。本当に
無責任な国だと言われそうです。日本は国も
きちんと責任をとるのだ、立派と言えば立派
ですが、国が責任をとると言っても、結局の
ところ、それはわれわれの税金、つまり公費
で賄っているのです。社会全体で責任を分散
しているというだけの話です。
　医療機器、医薬品、製造物責任についても、
同じように 2つの救済制度が併存し、しかも
国家も責任を負うということです。非常に「責
任、責任」という体制になっていて、リーガ
ル・リスクは高く、さらにアメリカ人が驚く
のは刑事責任まで問うことです。しかも、意
図的に殺したというお医者さんではありませ
ん。いわゆる医療上の過失の場合に、とにか
く刑事責任も介入する可能性があるというこ
とです。

高すぎるコストの問題点

　実は医療においても、先ほどの自動車の取
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得だけではなく、いろいろなコストが高すぎ
るような感じがします。しかし、それが医療
安全に直結しているか否かが問題です。
　そういう体制の下で、われわれは本当に安
心で、日本こそまさに「ほかの国は見習うべ
きですよ」と言えるかどうかです。やはりそ
うはいっていないようです。（図表15）
　これまで指摘されてきた問題点としては、
あまりにも重い仕組みを作っているので、新
しい薬や新しい医療機器の開発が遅れてい
る、臨床試験も国内でできないために外国で
行っている、また外国で使われている薬が使
えないなどという話になります。それから、
刑事司法の介入、法的な介入によって萎縮医
療があるとか、やはりリスクが大きな専門、
外科を中心とした医師の減少など、かえって
安心できない事態を生んでいるということは
ないでしょうか。（図表16）

再生医療を成長戦略の柱にできるか

　先端医療の場面も、その一場面になるので
はないか。強すぎる事前規制とか、事後的な
責任追及制度が強いと、やはり先端医療がど
んどん進んでいくことにならないのではない
か。（図表17）
　その先端医療、再生医療を、成長戦略の柱
にするなどと政府は言っていますが、本当に
そんなことができるのだろうか。アメリカと
の競争に勝てるのだろうか。別にアメリカと
だけ競争をしなくてもよいのですが。逆にア
メリカがかつてやったように、日本ぐらいに
重いシステムをあなた方の国でも作ってくれ
ないと、フェアな競争にはならないのではな
いかと、こちらのほうが言いたいような事態
を、つまり1980年代と、ちょうど逆の話にな

図表14

図表15

図表16

図表17
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っているのではないだろうかということを感
じました。

再生医療の本来の目的

　これからが本論ですが、 3つの課題につい
て話をします。
　再生医療、また最近非常に注目を集めてい
る脳科学、脳神経科学、neuroscienceという
のは、障害を受けた人を救うという目的があ
って進められています。もちろんそういう正
当化に問題はありません。例えば再生医療と
いうのは英語で“Regenerative�medicine”
まさに「再生」です。
　それから、中内先生も「核移植による若返
り」とおっしゃいました。まさに細胞や臓器
の若返りを可能にするので、再生で寿命がど

んどん延びていくわけです。
　しかし、わが国の社会でどんどん寿命を延
ばしてよいのだろうか、そういう言い方をす
ると怒られますが、どこかに限界はあると、
高齢社会が問題になっているわが国におい
て、「こういう話ではないよ」という話の区
別がなかなか難しいということです。
（図表18・19）

先端医療の限界とは

　再生医療の例ではありませんが、最近読ん
だ論文にいわゆる“Neuro-Enhancement”
という話があって、再生医療とは少し別の先
端医療ですが、やはり脳科学がどんどん先へ
行くと、いろいろなことが可能になります。
これは、すでに可能になっているというのを

図表18

図表19 図表21

図表20
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ドイツ人の学者が言っています。（図表20）
　この前、試験問題に出したのですが、「Ａ
は法学部学生だ。成績はすこぶる悪い。そこ
で医師は彼の要望に応じて、過眠症の治療で
用いられる向精神薬Ｍ、それからもう 1つ、
抗うつ剤Ｆも処方した。その効果はてきめん
で、Ａはその後 1日15時間、疲労も倦怠も感
じないで勉強することができ、試験もすばら
しい成績で合格した」。（図表21）
　これに何か生命倫理と法の観点から問題が
あるとすれば、どのようなことかという試験
問題にしてみました。（図表22）
　いくつもの問題点を指摘することができま
す。まず、これは病気とは言えません。成績
の悪い人をみんな「病気だ」などと言うと怒
りますから、それはとんでもないことです。
そういう人に薬を処方して、副作用が起きた
らどうするのかという話です。

　また、そもそも病気を治す、治療を緩和す
るために医療は存在するので、こういう目的
で国民皆保険制度上の薬品を使うのは、例え
ば法律論で言えば違法ですし、先ほどの生命
倫理の原則で言えば配分的正義に反します。
　ほかの回答で、すぐ誰でも思い浮かべるの
は、スポーツの世界だったら完全にドーピン
グなので、それと同じなのではないだろうか。
すごくアンフェアではないか、という話です。
　それからスリッパリースロープという議論
ですが、Ａだけに認めるというのは、おかし
な話で、その話が伝わればＢもＣもＤも、み
んなとにかく使うようになります。それで相
対的に、自分の成績をよくしようとするとど
うなると思いますか。「もっと薬を」となり
ます。15時間では足りなければ20時間、20時
間で足りなければ36時間、というのは嘘です
が。 1日は24時間ですから、それ以上はでき

図表22
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ないと思いますが、とにかくそういう話にな
ると、それは大丈夫なのだろうか。
　しかし、最も深刻なのは、この薬剤がどう
やらＡの脳に直接影響を与えていることで
す。それは、Ａという人間の人格を改変して
いないかという話になります。整形美容も問
題はありますが、もし区別するとしたら、整
形美容は一応外面だけです。（図表23）
　しかも、ドイツ人の学者は、脳に影響を与
える薬剤だけではなく、脳に電磁気的な刺激
によって、同じ効果を与える場合はどうかな
どということをいろいろ論じているのです。
　こういうenhancementとしての介入と、何
らかの神経損傷を受けた人に対する、医療と
しての介入をどう区別するかという、非常に
難しい課題があると思います。
　ですから、一体どこまでのことが許される
のだろうか。それは誰が決めるのか。そもそ

も医療というのは、何なのだろうかという話、
これが第 1点です。（図表24）
　その中に配分的正義の問題も常にあって、
先端医療にだけ注目が集まると、そちらのほ
うだけにポンと国家予算をつけると、どこか
がおろそかになります。ですから、本当にそ
の配分をどうやって考えるかという話ももち
ろんあります。（図表25）

個人情報保護法が弊害になることも

　 2つ目の話題にいきます。ビッグデータと
個人情報保護についてです。後者の法律を
2003年に制定し、2005年 4 月に実施されまし
た。つまり、 8年間の経験をわれわれは持っ
ていることになります。（図表26）
　図表26の左側の医療等情報個別法は、今

図表23
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年か来年に作ろうという話です。そういう議
論が厚生労働省を中心にして行われつつあり
ますが、まだ広く知られていないところがあ
り、もう少し国民というのか社会で、広く議
論したほうがよいのではないかと思いますの
で、そういう意味でも紹介いたします。
　私はアンチ個人情報保護派です。それは特
に医療の場面で、弊害があまりに目立ったか
らです。（図表27）
　福知山脱線事故。いろいろな病院に何百人
も軽傷者、重傷者、亡くなった人ももちろん
いるわけですが、多勢の人がいろいろな病院
に運ばれました。
　そのとき、家族からの問い合わせに対して
答えられない病院が出てきた。「個人情報保
護法がありますから答えられません」と言っ
たのです。ばかな答えです。あとで厚労省は
「それは間違いです」ということをはっきり

言ったのですが、みんながそう思ったという
ことです。
　それから大地震。この前の震災、それから
神戸のときも同じだったと思いますが、どこ
に患者がいるのかが分からない体制、仕組み
でした。人工呼吸器の患者が、一体今どこに
いるのだろう。その人たちは、すぐに命に関
わります。透析患者も同じです。
　また、もはや日本人最大の病気であるがん
患者のデータが整備されていません。これも
法制化して、データを集めて、研究に利用し
ようとすると、個人情報ということで病院が
出してくれないことがあります。
　新しい感染症などの発生に対しても、もち
ろん感染症については隔離とか、また強制措
置などもありますが、個人情報保護法という
のが、やはりプラスだけではないということ
だけはたしかです。

図表25

図表24

図表27

図表26
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EU型とアメリカ型

　個人情報に対する対処としては、大きく分
けてEU型とアメリカ型があります。
　EU型は“data�privacy”というキャッチ
フレーズを作って、あらゆるどんな情報でも、
個人情報であれば、それを保護しているとい
うことです。（図表28）
　アメリカ型は、例えば、私が推薦状などを
書くと、それは教育に関する情報なので、推
薦状を書いた学生が、自己情報ということで
自分で見ることができます。
　私がどんなに悪口を書いているかとか、ど
んな形で褒めているかということを見ること
ができる権利を与えている、教育情報に関す
る法律があります。
　医療情報に関しては、HIPPA法というの
があります。HIPPA法には、HIPPAプライ
バシー・ルールというのがあるのだと言われ
ています。
　また、クレジットそのほかで、自分がどう
いうクレジット履歴があるかなどを保護する
信用情報に関する法律が、分野ごとにありま
す。アメリカ型というのは、セクトラルと言
っています。

日本はEU基準？

　日本法は、ヨーロッパ型の影響を受けて、
2003年に個人情報保護法を制定しました。ヨ
ーロッパ型というのは、EU基準に合わせる
ためだったのです。しかし、ばかばかしいこ
とに、EUからは「基準に合ってないよ」と
言われているのです。本当に信じられないく
らいです。ヨーロッパ型に合わせるのだった
ら、ヨーロッパからも褒められるような法律
を作れという感じです。（図表29）
　あるオーストラリア人は、間違ったことを
書いているのだと思いますが、英語で「アジ
ア地域を比べても日本が最低だ」とかいう論
文を発表しています。われわれの感覚と、も
のすごく違います。われわれは個人情報につ
いては大変センシティブになっていて、いわ
ゆる過剰反応が起きているのに、そのオース
トラリア人は理解せず、紙の上だけで書いて
いるからなのですが。しかし彼は英語で書い
ているので、全世界の人が読むのです。それ
で「日本はひどい」という話になる。本当に
ばかばかしいことだと思いますが。
　そのEUでは去年、さらにそれを強化する
EU規則案というのが登場しました。中身の
重点の 1つは、さらに個人情報保護を強化し

図表28 図表29
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ようということだけは明らかです。

ビッグデータとは

　EUでも、実際には個人情報がいろいろな
形で、データが利用されているということな
のです。そこで、もっと保護をしないといけ
ないということで、それを集めたものをビッ
グデータと言われることがあります。
　ビッグデータというのは昨年、日本でも流
行して、経済産業省や総務省、内閣府とか、
省庁などでは、ビッグデータと何とかという
検討会を、とにかく作っていたということは
間違いないです。
　これは、対象者の個性に応じたデータを抽
出できます。典型的には、私もamazonで本
を買っていますと、必ず毎日か何かちょくち
ょくやってきます。「樋口さん、とにかくあ
なたが買っている本を買った人は、こういう
本も買っていますよ」と、本当に親切ですね。
しかし、よい本を紹介してくることもあるか
ら悪くもないのですが、とにかくこういうタ
イプの人は、こういう本を買うものだという
のが瞬時に分かって、すぐにそういうものが
出てくるということです。ほぼリアルタイム
で解析可能です。

　例えば、私は学校のすぐ前にあるコンビニ
に、よくおにぎりを買いに行きます。そうす
ると「61歳の」までは分からないかもしれま
せんが、「60歳代の老人がこういうタイプの
おにぎりを買いに来ている」というのが全部
分かって、それが次の日の仕入れに、すぐ影
響するようなことをすでにやっています。あ
れがビッグデータです。
　それによって、いろいろな思いがけない情
報の関連が見えてきて、商売そのほかにも使
えるということなので、これはなかなかよい
ものだと言うわけです。しかし、怖いものだ
と思っている人もいます。
　このビッグデータの活用が、アメリカでは
やはり医療で牽引役になっているという論文
を私は読みました。それを紹介しようと思い
ます。（図表30）

医療でのビッグデータの活用法

　 1つは「Vioxx」というものです。関節炎
の鎮痛剤らしいのですが、これは医療の世界
では、非常に有名なのでご存じかもしれませ
んが、とにかく初めは痛みが非常に除かれる
のでよかったと、どんどん売れます。
　しかし、一方では、一定の範囲で心臓発作
で亡くなる人が当然います。これと関連性が
あるのではないかと誰かが思ったのか、私に
は分かりませんが。カイザー・パーマネント
という、いわゆる医療提供団体というのでし
ょうか、医療グループが大きなデータで分析
をしていたら、やはり関連性があることが分
かりました。明らかに、そこまでの副作用は
ないと思っていたのに、そのように論文に書
いてあったので、私はそのまま引用しました

図表30
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が、とにかく 2万 7千人もの心臓発作による
死亡事件の原因になったと書いてあるわけで
す。ですから、何らかの形でVioxxの販売の
仕方について、ここで初めて訂正が行われま
した。これはもちろん、すごくよいことなの
です。初めはわからなかったわけですから。
（図表31）

　それから 2つ目の例は、Googleのインフル
エンザ予報。これはちょっとよく分からない
のですが、私も例えばスマートフォンを持っ
ていますが、それで連絡をしてくれるわけで
す。ウェザーニュースと同じで「今、家の上
には雲がありますよ」とか、「ヒョウが降っ
てきましたよ」とかいう、連絡をしてくれる
人のデータをバーンと集めるわけです。そう
すると、この地域ではこうなっているけれど、
少し離れた地域ではこうなっていないという
ことが瞬時に分かってきます。しかも予報ど

ころか、リアルに分かってくるわけです。
　そうすると、こういうタイプのインフルエ
ンザが、この地域で流行っていて、それでこ
ちらはまだ少ないけれど、どんどんこのよう
な形で動いている、というようなことが分か
ります。そうするとパンデミックであれ何で
あれ、完全に予防はできないかもしれません
が、対処が早まるだろうと言われています。
　それから、アメリカでは、飲み忘れを防止
するためのピルケースが開発されているとい
うことです。これはちょっと憶測ですが、自
分が忘れないだけではなくて、忘れたという
ことが、きっとどこかへ連絡が行き、警報が
鳴る、するとメールか何かで警報が鳴るのか
もしれません。そのピルケースで「あなたは
忘れていますよ」ということが、分かるよう
な仕組みになっているのでしょう。
　喘息患者の吸入器の使用状況を把握するシ

図表31
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ステムも診療の最後の場面で患者がどう行動
しているかが分かってこそ、本当の医療でも
ありますから、ビッグデータが活用できるの
はよいことでしょう。

高齢社会における
ビッグデータの効用

　もちろん、リアルタイムで患者の状況を把
握するということは、まさに個人情報保護と
抵触するのではないかということになりま
す。しかし、今言ったような例での抵触に問
題はあるのでしょうか。
　高齢社会を迎えた日本では、むしろこうい
う医療と介護、そのほかの情報共有によって、
高齢者等を保護する仕組みをまさに今、作る
べきではないか。さらに社会保障制度の維持
のために医療の無駄を省くこととか、質の高
い医療を安価に提供するために、情報を活用
するということが、今まで以上に必要なので
はないでしょうか。（図表32）

「忘れてもらう権利」

　EUでは、先ほどの規則案でキャッチフレ
ーズになっているのが、「忘れてもらう権利」

です。例えば、若気の至りでネットにヤンキ
ーの時代の写真や動画などを投稿する人がい
ますね。格好よいと思ってでしょうが、30歳
とか40歳になると、恥ずかしくなるわけです。
それで消したい。しかし、ネットにいったん
載ったら、それはなかなか大変です。それを
EUは何とかしようとしているのです。
　それで「忘れてもらう権利」があるという
ことを宣言する、“right�to�be�forgotten”と
いうものがあります。（図表33）
　ほかの人が勝手に投稿したものや写したも
のまで削除できるのか、技術的に可能なのか、
ほかの人の一種の表現の自由の話など、これ
はまだ案なので、どうなるかはわかりません。
　しかし、私も60歳を超えたからでしょうか、
学校の中でもどんどん忘れ去られていく世代
に入ってきたので、「忘れられない権利」の
ほうが重要なのではないかと考えてみました。

「忘れられない権利」

　これは最近の朝日新聞の報道から持ってき
たのですが、日本の状況を表しているものと
して「悩み 1日 3万コール―よりそいホット
ライン」、これは東日本大震災の被災者向け
に、こういう所で相談事業をやっていますが、

図表32 図表33
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100回に 3 回しかつながりません。つまり誰
かに伝えたい、つながりたいのです。情報連
携したいのです。図表34の①はそういう話
です。（図表34）
　②の「自殺者がようやく 3万人を下回った」
というのも、各自治体で外部機関や病院と連
携して、自殺防止に取り組んでいるという報
道です。これはどのようなことだと思います
か。自殺しそうな人の情報を、何らかの形で
共有しているということです。それで何らか
の対処をしたことが、少しだけは効果を発揮
しているのではないかという話です。
　それどころではなくて、国立社会保障人口
問題研究所は、すでに 3分の 1になっている
ひとり暮らしの世帯が、今後高齢化の進展と
ともに一層増加して、2035年になるとひとり
暮らしが 4割になる。おひとり様がです。お
ひとり様というのは、 1人だけの情報を抱え

込んでいたら、ひきこもってしまったら、場
合によっては誰からも忘れられる存在になる
ということです。

孤立死を防ぐために

　「孤立死」というのがもう日本語になって
しまい、それをどう防ぐかのほうが課題だと
いうことです。そうすると、「忘れてもらう
権利」なんてないほうがよいですね。それで
なくても、そういう人たちは忘れ去られてし
まいかねません。「忘れられない権利」、個人
情報の連携・共有こそが、そういう人たちに
とっては重要になるのではないでしょうか。
（図表35・36）

　見守りネットワークというのを、すでに作
り始めている自治体があります。それをもっ

図表34
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図表36

図表35
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と制度化して、きちんとやったらよいという
ことなのです。技術的には本当に簡単です。
携帯電話、スマートフォン、タブレットなど
何であれ、とにかく連携していくことは可能
です。それほどお金をかけないでやることも
可能なのです。
　同時に、当該対象者は普通は患者でもある
ので、服薬をずっと続けている人と忘れてい
る人で、データが違ってくると、その本人の
ためだけでなく、本当の意味でその薬剤の効
果というのが、もっと事後的にはっきりする
かもしれません。そういうことにも利用でき
ます。

プライバシー・個人情報保護の課題

　この「プライバシー・個人情報保護の課題」

というのが、「ヒト幹細胞に係る法的課題」
としても挙げられています。（図表37）
　そこで今度、医療等情報個別法を作るとき
には、この再生医療のことも含めて、医療情
報のあり方については、もう一度考え直す機
会がわれわれに与えられたと思うべきなので
す。（図表38）
　図表38にあるのは、細胞が有する情報、
遺伝子情報等は一体どこまで保護しなくては
いけないだろうか。公衆衛生等の観点から、
症状を追求していかなければいけません。ま
た、得られた情報を細胞提供者にどこまで還
元すべきかとか、このような課題がもちろん
あります。
　しかし、それをクリアーして何とか適切な
範囲で保護して、しかし、保護し過ぎないで、
こういうデータとして活用することを考えた
らよいと私は思います。（図表39）

図表38

図表39

図表40

図表37

59

 講演Ⅱ　先端医療―３つの課題　�

　ある病気がどれだけ発生し、それに対して
どのような診断と治療が行われているかを知
った上で、そのEBMの改善をする。大災害
のあとで、どこにどのような患者がいて、救
援の手を待っているかという情報の共有・確
保、それから、承認された各薬剤が実際に使
われて、本当に所期の効果を発揮しているか
どうか、それほどでもないのか。
　私が聞いて驚いたのは、フランスでは現に
6千万人の国民、 6千万人というのは生れた
ての子どもも含めた、フランスの全人口らし
いのですが、その全国民を対象とする医療記
録データ・システムを構築して使っています。
　それから、医療事故がどういう分野・手技
で、いかなる背景で生じているかを分析して、
再発防止に役立てます。
　また、ある患者は複数の医療機関にかかっ
ている場合、検査等の重複を避けられます。

こうしたことに使えるとよいだろうと思って
います。
　この医療等情報特別法、あるいは個別法は、
個人情報保護法の失敗を、医療介護の場面で
改めるチャンスではないかと思います。
　先端医療の適切な推進のためにも、個人情
報保護が障害となってはいけません。むしろ
活用を原則として、その上で、医療の場合は
特に個人情報が守られたいというのは当然で
す。それを守るための方策ももちろん考えな
いといけませんが、個人情報保護法のような
発想では、やはり今回はいけないと思います。
それが第 2の課題です。（図表40）

先端医療の規制のあり方

　 3つ目は規制のあり方です。（図表41）
　指針（ガイドライン）というのが、今まで
多発されていますが、そういうものなのか、
それとも、法律を作るのか。あるいは、法で
はなくて医療倫理なのかということです。
　図表42は専門家を呼んだ授業の中での学
生の質問ですが、「ヒトES細胞の樹立及び使
用についての規制は、いつまで有効に機能す
ると考えているのか」という、中内先生にす
ぐに聞きたいようなことですが、このような
問題があって、その規制のあり方ということ
です。それがなかなか難しいのではないかと
いう話なのです。（図表42）
　図表43もつい最近、朝日新聞で「iPS再生
医療、承認制に　厚労省案、罰則付きで法規
制」とありました。法律を作ろうとしている
わけです。（図表43）
　これは記事にもあるように「えせ再生医
療」、それに名を借りたようなものが、やは

図表42

図表41
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りどんどん出てきているらしいのです。非常
に危険なので、何らかの規制をということは
あり得ますが、適切な法律を作らないと、や
はり過剰規制となり、せっかく中内先生をは
じめとする研究、それから臨床応用を、阻害
することにならないかと心配しています。
　それから、医事法、医療と法に関する日本
の先駆者の最大の 1人である、唄孝一教授が
1970年に岩波書店から『医事法学への歩み』
という本を出して、「医師の義務をいかに法
が定めるかは永遠の課題である」と書いてい
ます。（図表44）
　それはどのような意味かというと、「医療
については、何でも法律で定めるなどという
のは論外である。多くは医療倫理に委ねられ
るべきもので、ごく少数が実定法規というこ
とだ」ということです。
　ところが、その後、1970年から40年ちょっ

と経ちましたが、その間、実際には医療に対
する規制は、罰則付きと限らないのですが、
やはり医療倫理には、任せておけないという
話になってきています。
　それを「医療の法化」と呼んでいます。そ
れがガイドラインであっても同じです。研究
をやっている人は、すぐ分かると思いますが、
実際にはガイドラインを守らないと、とんで
もないことになります。（図表45）
　それはなぜなのだろうか。医療倫理への不
信があるのだろうと言うことでしょう。医学
教育、生涯研修の中で、医療倫理をきちんと
教育する体制が整えられていない。あるいは
専門家団体が、もちろん日本医師会もその 1
つなので、ご努力はされているのですが、自
律的にルールを定める仕組みというのが用意
されているかというと、必ずしもそうではあ
りません。
　その法化にもさまざまな種類があるので、
これを比較的ガイドラインという形でやって
きているのですが、ガイドラインも文部科学
省、厚労省によるいわゆる官制のものと、上
からのものと、それから専門家団体、学会そ
のほかによるものとがあって、性格は相当に
異なります。
　この「ハード・ロー」という法律、しかも、
通常は法律を作ると、必ず罰則を付けないと
図表45

図表43

図表44
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いけないとみんなが思っているらしく、本当
に困ったものなのです。
　刑罰を伴わないケースもあり、それから刑
罰以外の対処法というのも、いくらでもある
のですが、国のレベルで法律を作ると、やは
り形だけでも罰則を付けようという話になり
ます。
　図表46はアメリカの医師の国家試験の模
擬問題です。国家と言っても州単位ですが、
私はちょっと驚いたものですから、いろいろ
なところで使っています。（図表46）
　「一人の男性が救急部に運ばれて、しかし
脳死になってしまった」のです。ただ、ポケ
ットのところに、はみ出していたのかな、何
でもよいのですが、とにかく「臓器提供カー
ド」があるということが分かった。そこで臓
器提供をやろうという話になったのですが、
家族がやってきて、「絶対、いやだ」と言う
のです。
　どうしたらよいか。
　アメリカの場合は自己決定ですから、それ
が大事なので、法律上は脳死は死であり、か
つ本人の意思で十分で、家族には法律上は何
の権利もありません。「とにかく臓器を取り
出す」というａが、法律上は正解なのです。
　しかし、それは医師の国家試験では、不正
解です。正解はｅで、医療倫理としてはやは

り「家族の希望を受け入れ、臓器提供は行わ
ない」のです。家族が嫌がっているのにそこ
までやれない。法律上許されていたとしても、
それとは別の倫理があると彼らは考えている
のです。（図表47）
　終末期医療でも同じです。（図表48）
　これは今言ったことです。臓器提供の話で
すが、リビング・ウィルがあればそれでもう
十分だと法律ではそうなります。「延命治療
は一切やりません」と言ったって、アメリカ
でもたくさんはいないらしいのですが、やは
り“everything�possible”「とにかくできる
だけのことはしてくれ、やめないでくれ」と
言う家族もいるそうです。そのときに、「あ
なたは関係ないよ。リビング・ウィルはある
のですから」ということは、医療の現場では
やらないのです。
　それで、“treat�the� family”は英語になり

図表46

図表47

図表48
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ましたが、家族をむしろ治療します。家族に
「こういう“everything�possible”をすると、
本当の意味では、かえって患者はものすごく
苦しい状態が続くのですよ。どんどん惨めな
状態になるのですよ」というようなことを説
明します。そうすると納得して、外すという
話になるということです。
　これは法律ですぐにやってよいのですが、
そのようなことはやらないというのが、もう
1つの例です。

先端医療は柔軟な規制システムを

　先端医療の場面でも、規制のあり方が当然
問題になります。（図表49）
　厚労省の再生医療法というのは、きっと、
事前承認になるでしょう。事前規制でしかも
刑罰を付ける、さらに刑罰で脅かすというの
は、悪いやつはよいのですが、よい人につい
ても同じことをやるのはどうか、ということ
なのです。
　伝統的な日本的ハード・ローによる対処で、
日本でこそ伝統的な手法なのですが、国際的
には、みんなこんなことをやっているかとい
うことを考える必要もあります。それから、
国際間の競争もあるので、先端医療の発展を

阻害しないのだろうか、ということが心配に
なります。
　もちろん、こういうことをやるのは医療の
安全、患者の安全を図るには当然なのでしょ
う。でも、患者の安全がmagic�wordになって、
全ての規制を、しかも最大限の規制を正当化
してきたのではないでしょうか。
　その結果、かえって安全が脅かされること
もあるのではないか。あるいは、本当はもっ
と早く日本でこういう治療が可能になったの
にそれが遅れるということは、患者にとって
の利益にならないわけです。（図表50）
　しかし、どういう規制がよいのかは、やは
り医療の現場からの声、患者からの声、医療
者の声、同時にいわゆる情報の専門家の声も、
聞いて考えていく必要があるだろうと考えま
す。（図表51）
　先端医療では、まさにそれが先端的である
図表50

図表51図表49
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ために、日本で一律にやる必要があるのだろ
うか。法律は日本全国一律であると、頭でも
うそのように決めているのです。
　しかし、特区のような考え方で、ここでは
この法律は適用がないというようなこと、も
ちろん法律を外して、しかも一切の安全策を
なくせばよいという意味ではありません。
　一定のことはやらなければいけませんが、
何かそのようなことをやってみて、ある地域
で 2年、 3年やってみて、それで全国に広げ
るようなこと、柔軟性のあるような規制シス
テムというのを、今後は考えていく必要があ
るのではないのか。
　それが「先端医療であるだけ」にというこ
とです。つまり、わからないからということ
なのですが。
　それから、国際的競争、国際標準というこ
とにも、目配りする必要があります。そうで
ないと、日本の研究者がどこかへ行ってしま
います。日本では臨床試験もやれないという
話になって、それは本当に困ります。
　まとめです。今日午前中に内閣府に行って
きたのですが、ライフイノベーション戦略、
岡野先生の話を聞くことができました。先端
医療開発特区についての提案というのを岡野
先生はやっておられて、私は非常に共感して
聞くところがありました。（図表52）

　やはり規制のあり方自体も、先端的にしな
いといけないのではないでしょうか。先端的
であることが、常によいことであるわけでは
ありません。先端医療というのは、実はリス
クが大きいという意味ですから。
　今日、私がお話ししたのは本当の門外漢、
自分で何も中身は分からない人間が、外から
見て感じたことです。 3点だけ指摘したこと
は、一見どれも関係がない 3つをとにかくた
だ並べただけに見えます。
　しかし、結局、目標としての先端医療の適
切な発展と人権保障の確保のためには、従来
型の硬直的な思考でなく、まさに規制も同様
で、あるいは法のあり方でもそうだというこ
とです。
　戦略的かつ実質的で、形だけにとらわれな
い柔軟な工夫が必要だと考えています。
　ご清聴どうもありがとうございました。

図表52
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演者紹介

石川　座長の日本医師会常任理事の石川で
す。よろしくお願いします。
　町野先生は、昭和41年に東京大学法学部を
卒業後、上智大学法学部の教授を経て、平成
23年に同大学生命倫理研究所の教授に就任さ
れ、現在に至っています。
　町野先生は刑事法、生命倫理と法の専門家
であり、これらの著書を多数発表されていま
す。また、日本医師会の生命倫理懇談会の委
員として、ご指導いただいています。
　演題は、「iPS細胞と日本の生命倫理」です。
町野先生、よろしくお願いいたします。

iPS細胞が日本の生命倫理に
もたらしたもの

町野　本日は、お話をする機会をいただいた
ことを非常に感謝しております。
　私は基本的に中内先生のお話のとおり、無
益な、無用の生命倫理的な規制ということに
は反対で、これはずっと変わりません。
　第二に、これは樋口先生とはおそらく逆で、
ある範囲、もう少し規制があるべきではない
かと思います。そこは、最後までそのような
話が続くと思います。
　本日のテーマというのは図表1のようなこ
図表1

iPS細胞と
日本の生命倫理

 上智大学生命倫理研究所教授

町野　朔

講演Ⅲ
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とで、本日のシンポジウムのタイトルは「先
端医療と遺伝子情報～そして人権の未来」で
す。（図表1）
　私の話は、iPS細胞の開発が日本の生命倫
理にもたらしたインパクトに関するもので
す。もう 1つの問題である遺伝子の問題と対
比させながら、まず問題を概観していきます。

遺伝子問題とは

　遺伝子の問題にしろ、iPSの問題にしろ新
しいことが発見されて、いろいろな可能性が
出てくる場合、かなり右往左往するというの
が、われわれの常であります。江戸時代に種
痘が開発されたときに、「種痘をやると角が
生えてくる」などと言われたという話を聞い
たことがあります。（図表2・3）

　遺伝子問題についても、いろいろなことが
あります。最初は、遺伝子工学からことが始
まったように思います。言うまでもなく、そ
こでバイオハザード、それからもう 1つは、
生態系のバランスを崩すという、環境法の問
題が出てきました。
　そのあとに、遺伝子治療に問題がいきます。
その問題は、遺伝子治療は安全なのだろうか
ということです。また、これが生殖細胞に影
響を与え、遺伝子プールが撹乱されるという
ことが起こるのではないか。人類の未来は、
どうなっていくのだろうかということ、ある
いは遺伝子治療を使って医療とは言えない、
あるいは、エンハンスメントという領域に入
るようなことが行われることの倫理性の問題
が議論されたわけです。
　そして、現在は本日の話題の遺伝子情報の
問題です。（図表4）
　個人情報保護法というのは、｢何が個人情
報か｣ ということ、｢何を保護しなければい
けないのか｣、ということも分からない状態
のままで、「疑わしきは隠せ」と、そうすれ
ば安全であるというのです。非常にばかばか
しいと言いますか、もともと情報の問題とい
うのは、個人のプライバシーの領域である一
方で、みんなが共用して、人類のため、社会
のために役に立てるものだという、基本的認

図表2

図表4図表3
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識が欠けたまま、個人情報の保護だけが突っ
走ったために、非常に難しい問題が生じてい
ると思います。

幹細胞の ３つの問題点

　他方では、幹細胞の問題です。（図表5）
　 1つは、幹細胞医療についての安全性の問
題。次に提供者、つまり幹細胞、細胞の提供
をする人間についてのインフォームドコンセ
ントの問題。それから、個人情報保護の問題、
これは全てに共通です。
　ES細胞は、人の生命を侵害して、つまり
余剰胚という、ヒト胚を棄滅して作るわけで
すから、人の生命の棄損が問題となります。
　もう 1つは、キメラ個体を作るということ
です。ブタの体の中に、人間の肝臓が入って
いるというのは、これは一種のキメラなので
す。逆だったらどうだろうかと。人間の体の
中にブタの肝臓がある。要するに、どこまで
が許されるキメラか、許されないキメラかと
いう問題が生じるわけです。
　日本のクローン技術規制法は、ヒト性集合
胚と動物性集合胚という、ヒトと動物のキメ
ラの概念を切り分けていますが、これが恣意
的ではないのかという問題があります。
　もう 1つは、かつて議論されました、中絶
胎児由来の幹細胞の問題です。
　これには非常に複雑な事情があり、中絶胎
児由来の幹細胞を使った臨床研究を考えてい
た方がいましたが、これを解禁しようとする
動きが潰れました。

無視できない感情の問題

　その大きな原因になったのが、伊勢佐木ク
リニック事件というものです。
　これは産科・婦人科クリニックが、中絶胎
児などを、いろいろな医療機器と一緒にゴミ
にして出したということです。そして、この
報道がされた頃に、厚生労働省の委員会で、
まさに中絶胎児の使用を認めるか、どうかが
議論されており、反対している人たちがかな
り多くいました。その時期にこの問題が報道
され、新聞記事は「胎児の尊厳はどこに。ゴ
ミにして出すとはけしからん」という調子で
報道しました。ほとんどの新聞が同じような
状態であったと思われます。結局、この事件
は廃棄物処理法違反という、つまりゴミの出
し方が悪い、感染性廃棄物の処理の正式な手
続きを怠ったということで、院長が有罪判決
を受けて終わりました。
　要するに「ゴミとして出したのがけしから
ん」と言っておいて、「ゴミの出し方が悪い」
ということで決着がついたという、きわめて
奇妙な結果になりました。このように、考え
方というか、感情の問題というのは、かなり
無視できないところがあります。
　中絶胎児を保護するということ、中絶が正
図表5

67

 講演Ⅲ　iPS細胞と日本の生命倫理　�

当か不当かということは、いろいろな議論が
あります。しかしながら、死んでいるという
ことは明らかなのですから、何を保護するの
か、ということが分からないわけです。議論
の過程で、ある人は「中絶胎児は生きていま
す」と言ったので、みんなびっくりしたこと
があります。しかし、同じような議論をする
人は、かなり多かったように思います。
　そして、古くからと言いますか、かなり早
くから、実際に行われているのは、体性幹細
胞の自家移植と言われているものです。いろ
いろな議論がありますが、おそらく安全性だ
けの問題ではないかと思われます。
　そして、iPS細胞の問題です。これはキメ
ラ個体の産生だけが、問題になってくるので
はないかと思います。

iPS細胞研究の背景

　ここからiPS細胞とES細胞の問題ですが、
日本の生命倫理の問題の中でも、ES細胞の
問題というのは大きな問題であり、それを
iPS細胞が解決したと言われています。以下
ではその経緯を見ていきます。（図表6）
　皆さんも、すでにご存じでしょうが、山中
教授は2006年に、マウスのiPS細胞の作成に
成功して、2007年にヒトで成功しました。そ
の結果、2012年にノーベル医学生理学賞を受
けました。（図表7）
　この研究の背景は、まず1962年にジョン・
ガードンが核移植技術を用いて、アフリカツ
チガエルの腸の細胞から、オタマジャクシを
作ったということです。これは今から見たら、
クローンカエルを作ったということなのです
が、研究の大きな成果としては、体細胞の中

に個体の設計図である遺伝子が、全て入って
いることを証明したわけです。それから第二
に、体細胞を元に戻して胚を作ることができ
る、初期化することができるという証明が、
この研究でできました。
　そのあと、イアン・ウィルムートがクロー
ン羊、ドリーを誕生させました。
　ここから生殖クローニングの問題と、ヒト
についてですが、ヒトクローン胚を作って研
究する、つまり治療クローニングの問題が生
じてきたわけです。
　そして、1998年にトムソン博士がヒトES
細胞の樹立に成功しました。
　このような経緯の後で、山中教授の研究が
ありました。ガードン博士は山中教授と一緒
にノーベル賞を受賞しましたが、そのときに
彼が「私はドリーの祖父であり、iPSの父で
ある」と言ったという話です。

図表7

図表6
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iPS細胞の可能性

　iPS細胞で何ができるか。（図表8）
　 1つは再生医療について、 2つの問題をク
リアしました。移植用臓器の不足を補完でき
る方法が出てきた、ということがあります。
もう 1つは、ES細胞にしろ、臓器移植の問
題にしろ、拒絶反応の壁というのがあります
が、それをクリアすることができました。
　この 2つの問題を、見事に一度にクリアし
てみせたことが、非常に大きいということが
あります。
　どのようにすれば、一番早く人間に使うこ
とができるのかということで、“First�in�Man”�
を目指し、日本を含めて多くの国がいろいろ
とやっています。iPS細胞を使った心筋移植
の手術が成功した、という虚偽の発表などが、
みんなが非常に勇んでいるところで出てきた
わけです。
　他方では、加齢黄斑変性の網膜細胞シート
による治療、これは研究機関内の倫理委員会
を通って、これから国のほうに上げる段階に
あるのだろうと理解しています。
　もう 1つの大きなiPS細胞ができることと
しては、病態研究というのがあります。
　例えば筋委縮性側索硬化症、あるいはパー
キンソン病の人の体細胞からiPS細胞を作っ
て、そこから神経細胞を分化誘導し、さらに
それに操作を加える。このようにして、短時
間のうちに神経細胞に病気を発生させること
ができる、再現させることができると言われ
ています。それによって病気の原因も解明で
きるし、他方では、その治療薬の創薬にも役
に立つだろうということです。しかも、iPS
細胞はかなり大量に作ることができるので、

非常に期待され、実用化については、かなり
早い段階で進んでいると聞いています。
　iPS細胞が治療化学に大革命をきたすと言
われているのは、以上のような事態があるか
らです。

ES細胞とiPS細胞の違い

　ES細胞とiPS細胞は、どこが違うのかとい
うと、 1つは先ほど触れたところです。
　ES細胞は樹立するために人の生命、これ
は余剰胚ですが、それを滅失させるというこ
とです。また、拒絶反応の存在です。臓器は
まだ作られていませんが、そこから作られた
臓器、組織等については、拒絶反応というも
のが存在するだろうと言われています。
　まず、後者の拒絶反応をクリアしようとい
うのが、治療クローニングです。人クローン
胚、つまり病気の人の体細胞からクローン胚
を作り、それを使ってES細胞を作れば、拒
絶反応がないのではないか、ということです。
しかし、特定胚指針では、クローン技術規制
法が解禁していた人クローン胚を含めた、全
ての特定胚を禁止したのです。法律が許して
いるものを、その下の行政庁が作る指針がそ

図表8
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れを覆すという、これは常識では考えられな
いことなのですが。
　そして、この治療クローニング、つまり人
クローン胚を作るという研究を、初めて解除
したのがCSTP、2004年の総合科学技術会議
の報告書です。
　これを受けまして特定胚指針を改正し、ク
ローン胚からES細胞を作る道を開いて、ES
指針の改正につながりました。

2 つの壁を乗り越えたiPS細胞

　しかし、拒絶反応の壁は乗り越えられます
が、人間の生命の侵害の問題は残っています。
議事録に全部出ていますが、CSTPの報告書
で、人クローン胚を作ることを解除すること
について、人クローン胚は、作り方が通常の
ものとは違うので、ヒト胚ではないと、多く
の人が理解していました。
　これはおそらく世界的な常識に反すること
で、受精胚はヒト胚だが、クローン胚はヒト
胚ではないという考え方はできません。両方
とも、人になり得る存在です。したがって、
治療クローニングに反対する、とくにアメリ
カあたりではかなり反対が強いのですが、そ
の理由の 1つが、人クローン胚という、人の

生命をわざわざ作って、それを壊すことだと、
壊すために生命を作るからいけないのだとい
う、強い議論があります。そして、iPS細胞は、
このような 2つの壁を乗り越えたということ
になるわけです。（図表9）

iPS細胞とES細胞の共通する問題

　iPS細胞にも、倫理的問題があると言われ
ています。 1つは、iPS細胞から精子・卵子
を作って、子どもを作成することができると
いうことです。しかし、これはES細胞でも
同じことが言えます。（図表10）
　人と動物のiPS細胞から、キメラ個体を作
ることが可能であること、体細胞の提供者の
インフォームドコンセントの問題、個人情報
の保護などES細胞との問題があります。
　このような問題を指摘するのは当然のこと
です。しかしながら、「だから、やってはい
けない」という話にはなりません。問題が解
決されれば、やってよい話なのです。解決で
きないときは、これはできないという話にな
るわけです。人の生命を棄損することは、決
して認められないという考えならば、ES細
胞等は絶対認められないわけですが、これら
の問題は解消可能です。

図表9 図表10
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　マスコミは、しばしば倫理的問題があると
いうことだけを言いますが、解決策を示唆し
ないのは、私はかなりフェアではない議論の
仕方だと思います。

幹細胞研究に対する 2つの倫理問題

　一般に、幹細胞研究の倫理の問題はどこに
あるかと言えば、人の生命の侵害の問題と、
幹細胞使用の倫理性の問題の 2つに分けられ
るように思われます。（図表11）
　人の生命の侵害の問題というのは、これは
ES細胞のところで非常に問題になりました
が、ヒト胚の倫理的地位ということと関係し
ます。（図表12）

ヒト胚の倫理的地位とは

　ご存じのとおり、カトリック教会は受精の
瞬間からヒトの生命が始まって、しかもその
ときから、われわれと同じように保護を受け
るヒト受精胚、ヒト胚は人と同じだと言うこ
とです。ですから、受精胚を壊すというのも
倫理的に見れば、殺人であるということです。
　法律のほうは、人の生命は受精の瞬間が始

まりとしても、出生するまでは人ではないと
いう考え方です。しかし、この受精胚、ヒト
胚というのは、人の生命として尊重されなけ
ればならないことは認めるということです。
　そこでよく分からないのが、人に関するク
ローン技術等の規制に関する法律の、附則の
2条に載っている、ヒト受精胚は「人の生命
の萌芽である」という表現です。これは、あ
とでもう一回問題にしますが、これは、現在
の文科省の訳ですと、“emerging�potential�of�
human�life”となっています。
　ということは、要するに“human� life”で
はなく、それが出てくる元なのだということ
です。こうなると、これは人の生命ではない
ということになります。すると、元になるの
は何かと言えば、精子も卵子も“emerging�
potential”であるということになるし、さら
には、クローン胚を作ることができるとなる
と、体細胞自体も、「人の生命の萌芽」とい
うことになるかもしれません。
　これは完全に無意味な議論なのです。つま
り、人の生命が発生するということが、いつ
から発生するかということを避けようとし
て、こういう日本語の表現にしたのですが、
英語に直すと、いっぺんに馬脚を現すという
ことです。
　要するに、意味としては、ヒト胚は人間の

図表11 図表12
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生命なのだと。しかし、人間になり得る萌芽
的存在であるという具合に、 2つに切り分け
なければいけないわけです。

ヒト胚の濫用というタブー

　もう 1つの問題は、ヒト胚の濫用と言われ
る問題です。この中で非常に大きいのは、出
生させることを目的としないで、ヒト胚を作
成することです。実は1990年代、イギリス以
外の国では、法律によって禁止されていまし
た。結局、研究目的でヒト胚を作ることは、
これは基本的に許されない、という考え方が
依然として強いわけです。
　したがって、先ほども触れましたように、
人クローン胚を作って、そこからES細胞を
樹立するというのは、このタブーに触れると
考えられたわけです。
　そしてもう 1つは、ヒト胚を滅失すること
は許されるかという話です。
　iPS細胞では、生命の滅失というのは問題
になりませんので、使用の側面のみが問題に
なると言って差し支えないだろうと思いま
す。そして、使用の反倫理性としては、 1つ
は生殖医療を技術の濫用として考え、人キメ
ラ個体の作成とか、種の改良ということが考
えられます。（図表13）

再生医療の安全性のための規制

　もう 1つは、人に使用したときの安全性の
問題です。まず臨床応用の問題があります。
これにつきましては、法律になっていない指
針「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指

針」で規制をかけている状態です。さらに、
再生医療の安全性のためには、立法による規
制が必要だということで、今、議論がされて
います。
　しかし、ここで若干気をつけるべきことは、
日本では医療の規制を行うときに、基本的に
前提は、免許制度とか医業の業者の規制、施
設の規制のことなどで、医療内容の規制につ
いては立ち入っていません。
　しばしば、「臓器移植法はどうなのだ」と
言われますが、法律をご覧になれば分かるよ
うに、臓器移植法と言っても、その実体は臓
器摘出法です。移植術のほうについては、ほ
とんど何も言ってないと言って差し支えがな
いだろうと思います。
　そうすると、今の幹細胞を使った再生医療
について、国の側が規制をかけるということ
は、お医者さんに対しても規制をかけますか
ら、医療の内容そのものに踏み込んだ規制をす
るということで、これはかなり大きな問題です。
　スリッパリースロープと言われるように、
ここで規制を 1つ認めると、どこまでいくの
かという話になると思います。私は規制には
反対ではありませんが、「必要だから規制し
よう」ということでは、あとでおそらく歯止
めがきかないような事態になるだろうと思い
ますので、議論がかなり必要となるでしょう。
図表13
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クローン技術規制法とES指針

　日本では、倫理指針による生命倫理規制が
中心です。
　クローン技術規制法は、その中で異例のも
のです。クローン技術規制法ができ、それに
特定胚指針がぶら下がっています。特定胚指
針も法律の委任を受けた、法律用語でいうと
命令の部類に入ります。行政庁が進める法規
範ですから、この違反について罰則を作るこ
とができます。（図表14）
　最初、このクローン技術規制法が作られる
過程の中でいろいろ対立がありました。一部
の考え方は、法律を作るべきではない、全部
指針でやるべきだというものです。一方で、
全部法律でやるべきだという両極端の考え方
がありました。そこで、中間をとる格好でク

ローン、キメラ、ハイブリット個体の産生に
結びつく行為、すなわち、生まれる行為に結
びつく行為については、厳罰に処する法律に
するが、それ以外のクローン胚、キメラ胚、
ハイブリット胚等を作って研究することにつ
いては、倫理指針でいくということでした。
　しかし、その倫理指針を法律の中に位置付
けたために、これは両方とも法令という格好
になって、例えば、着床させる目的ではなく
ても、無届けでクローン胚を作ると、これは
処罰の対象になって、罰則がかかってきてし
まうということです。
　ES指針のほうは、全く法令に根拠を置い
ていませんから、これは行政指導の塊だとい
うことになります。そして、基礎研究に限っ
てだけ、これを認めたということです。現在
のところは、「ヒトES細胞の樹立及び分配に
関する指針」「使用指針」に分かれています。

図表14
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　倫理指針違反の効果は、公的研究費の返還
請求に関わってきます。しかし、これは倫理
指針の直接の効果ではなく、研究補助金の適
正な執行化に関する法律に基づいて、条件を
守っていない、ということで返還請求が出る
という、法律に基づいた取り消しの効果です。
　しかしながら、これは日本の国内の研究者
にとっては、かなり厳しいものです。倫理指
針はソフト・ローだと言ってはいますが、「実
際には、めちゃくちゃにハードである」と言
われるくらいです。しかし、処罰はされない
ということです。

倫理指針が規制の中心になる理由

　「日本はイギリスのHFEAとか、ドイツの
Embryonenschutzgesetzとか、韓国の国家
生命倫理法のように法律ではなくて、どうし
て指針でやってしまっているのですか」と海
外からの研究者に聞かれますが、これに対す
る返事はかなり難しいのです。研究医療に対
して、法律が自己抑制的であるのが、おそら
く日本の伝統であり、さらに日本の研究者と
いうのは、行政の言うことを文句を言いなが
らもかなりよく聞く、アウトローというのは、
なかなか生じにくいところがあります。
　もう 1つは、これはES指針に関係してい
ることで、ヒトの受精胚の余剰胚について、
使用を認めたわけですが、このときに生命の
棄損なので、これは法律によるべきではない
かという議論は当然ありました。しかしなが
ら、日本では母体保護法が存在しています。
現在の運用では、妊娠満22週未満の胎児は、
事実上法的に保護されていないという状態が
あります。これを知らんふりをして、研究の

ときだけ、胚を守るというのは、かなりおか
しなことなのではないかと考えます。これを
法律でやるよりは、倫理指針でやるというこ
とが適切ではないかと思われます。
　日本のルールにつきましては、いくつかの
問題があります。具体的に少し触れていきた
いと思います。（図表15）
　これはおそらくすでにご存じだろうと思い
ますので、問題の整理ということになるだろ
うと思います。

ヒト胚の作成に対する認識

　出産を目的としないヒト胚の作成につきま
しては、これはいかにタブーであるかという
のは、「カントの定言命法」で、｢人間は目的
のための手段としてはならない、人間はその
存在自体が目的でなければいけない｣ という
ことに由来すると言われています。
　例えば、これからいろいろ研究するために、
ES細胞を作りたいから、どこかでヒト胚を
作ろうというのは、結局出産させるためでは
なくて、研究のために行うわけですから、お
そらく完全なタブー違反です。ほとんどの国
では基本的にこれを認めていません。
　1990年にドイツの“Embryonenschutzgesetz”�
図表15
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という法律ができたときは、私は刑法の人間
なので、これが世界の常識だと思っていたの
です。しかし、実は同じ1990年、イギリスで
できた法律、HFEA法“Human�Fertilization�
and�Embryology�Act”はこれを認めていた
のです。つまり、不妊治療など、生殖医療の
研究のために、ヒト胚を作ることを認めてい
たわけです。しかし、日本のお医者さんのほ
うが、これが普通だと受け取られたのではな
いかと思います。
　しかしながら、日本は幹細胞研究目的での
人の生命の創造を、かなり早い時期に認めて
いました。クローン技術規制法の 4条は、研
究目的を限定することなく、特定胚の作成を

認めています。ここのところで、特定胚はヒ
ト胚ではないと考えた人も、もしかしたらい
るかもしれません。
　しかし、それは正確ではないのでしょう。
これらのほとんどはヒト胚で、そこから個体
が生じ得るものですから、ヒトの胚なのです。
　そうすると、クローン技術規制法ができた
ときというのは、個体の産生については厳罰
にして、それ以前の胚については、指針で規
制するということにしたために、指針による
胚の作成を認める結果をここで招いたわけで
す。おそらくこの点がタブーの違反であった
ということは、多くの人は意識せずに、法律
が作られたというわけです。（図表16）

図表16
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作成できる胚の限定

　そして、特定胚指針の 2条では、現在のと
ころ作成できる胚を限定しています。
　動物性集合胚は最初から認めていたのです
が、人クローン胚がここに入ったということ
です。これ以外のものは、依然として禁止を
しています。これは、おそらくは法律違反で、
無効な措置ではないかと思いますが、そのよ
うになっています。
　そして、生殖医療研究の目的ということで、
ヒト胚の作成を認めるように倫理指針ができ
ました。ヒト受精胚の作成を行う、生殖補助
医療研究に関する倫理指針です。これを作っ
ていたときには、多くの人は、これは生殖補
助医療研究のための問題であると考えていま
した。しかし、実はそうではなくて、「ヒト

胚を生殖医療の研究のために作ることは認め
る」という、イギリスの初期のHFEA的な考
え方、それに倣ったものであったわけです。

ES細胞の樹立と分配指針

　幹細胞研究目的での、ヒト胚の侵害の問題
に入ります。（図表17）
　現在、ES指針は余剰胚、そしてプラス人
クローン胚からのES細胞の樹立を認めてい
ます。余剰胚からの樹立については、ES指
針は第 1種樹立と言い、人クローン胚からの
は、第 2種樹立と言って区別をしています。
　ES指針は、法律ではありません。また、
ヒト胚保護に関する包括的規制ではないとい
うことです。これは、母体保護法の運用との
均衡にあることは明らかです。

図表17
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幹細胞の使用の問題

　次に幹細胞の使用の問題です。（図表18）
そのうちの 1つが、キメラ個体等の作成の禁
止です。クローン技術規制法の 3条は、何度
も繰り返していますように、人クローン胚ば
かりではなくて、ヒト動物交雑胚とヒト性融
合胚、またはヒト性集合胚を作って、人また
は動物の胎内に移植してはならないというこ
とです。
　この条文の主旨は、胎内への移植を直ちに
処罰するということではなく、基本は出産さ
せる目的で胎内に着床するということです。
最初の案はそうでしたが、そういう主観的な
目的で書くと、偽造の目的、行使の目的を持
って行われた偽造を処罰するようなもので、
刑法犯であることが、非常にはっきりしてし

まうので、もう少し技術的に書けということ
で、こうなったと聞いています。何のために
胎内に着床させることを処罰しているかにつ
いて、皆さんの意識の中では飛んでしまい、
要するに胎内に着床させること自体が悪いと
いうような発想になってしまったところがあ
ります。
　もう 1つは、個体が作成され、出てきてし
まうことの禁止です。ですから、特定胚指針
はそれ以外の胚についても、特定胚について
全部着床を禁止しているのは、結局そのよう
な主旨からです。
　ヒト幹細胞を臨床に用いることの規制につ
いては、図表18があります。｢ヒト幹細胞を
用いる臨床研究に関する指針　第 2（用語の
定義）｣ のところで対象は、ヒト体性幹細胞、
ヒトES細胞、ヒトiPS細胞、この 3つが主な
ものとして挙げられています。

図表18
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　改正前にはヒトES細胞と、ヒトiPS細胞は
なかったのですが、加えるように改正されま
した。ただ、幹細胞の中でも、造血幹細胞は、
一般の医療行為として対象外とされていま
す。つまり、安全性および有効性が確立され
ており、一般的に用いられる医療行為にあた
るとして、対象外にされているのです。
　そして、再生医療の安全性のための法律を
作るべきかについては、議論があるというの
が現状です。

日本の生命倫理の将来

　ここから先は、日本の再生医療の問題がど
こに行くかという問題です。（図表19）
　日本の生命倫理は、外国の人には分かりに
くいばかりではなく、日本の人にもなかなか
分かりにくいものです。特に法律家には、分
かりにくい状況にあります。さらに研究者に
ついても、どうしてこのような規制があるの
か分からないということがあって、非常に多
くの人に対して、透明性が欠けていると言え
ば、たしかにそのとおりです。ヒト幹細胞研
究を起点として見たときに、日本の生命倫理
の将来をあえて見ていきます。
　結論的に言いますと、日本の美徳とされる

曖昧さを、生命倫理の領域から除くことが、
まず必要ではないかと思います。
　もう 1つは、日本で重視されてきた人々の
福利と安全を、さらに重視していく必要があ
るのではないかと思います。

多能性幹細胞の倫理的問題

　多能性幹細胞の倫理的問題で、一番大きい
のは人と動物のキメラ個体の産生です。これ
は最初には、かなり言われていました。ES
細胞が開発されたときに、クリントンが大統
領委員会の委員長に手紙を送りまして、「こ
れからキメラができるから大変だ。何とか考
えてくれ」ということがあったのを覚えてい
ます。その後はあまり大きな問題になってい
ませんが、 1つの問題であることは間違いあ
りません。それ以外の倫理的考慮を要するこ
とがあるのか、これが問題です。
　旧ES指針はヒトES細胞の樹立と分配、使
用、その 3局面を 1つの指針で同じように規
制していたわけです。そして、その前文を見
ると、「ヒトES細胞の樹立及び使用は、人の
生命の萌芽であるヒト胚を使用すること」と
あります。これは少し分かります。樹立する
ためですから、ヒトの胚をぶっ潰しますから、
ということです。
　しかし、ヒトES細胞が全ての細胞に分化
する可能性があること等の生命倫理上の問
題、ヒトES細胞は全ての細胞に分化する可
能性があることが、どうして倫理的な考慮を
要するのか、というのは今一つ分かりません。
あるとすれば、人と動物のキメラ個体の産生
を可能にすることだろうということです。
　旧ES指針は、使用まで 1つに含んで同じ

図表19
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ような審査のやり方をとっていた、というこ
とで多くの批判がされました。（図表20）
　一体どういう意味があるのかと、ヒト受精
胚を棄滅することについては、たしかに倫理
的な配慮が必要で、その点についての審査と
いうのは、やはり必要だということはわかり
ます。しかし、そこから樹立されたES細胞は、
細胞ですから、これを普通の細胞と違う扱い
をするというのは、ES細胞の樹立のときと
同じように、受精胚をいじるときと同じよう
に審査するのは、非常におかしいということ
です。ほかの国では、このようなことは、ほ
とんどやっていないという議論がされ、 2つ
に分かれたわけです。これで使用指針がそこ
から独立しました。

細胞の出自や多能性に
倫理的な意味はあるのか

　しかしながら、「ヒトES細胞が、ヒト胚を
滅失して樹立されたものであり、また、すべ
ての細胞に分化する可能性があること等」と
いうのが、依然として残っています。一体こ
れは、どのような意味があるのかということ
です。しばしば言われるのは、出自の違いが
あるということです。
　普通の細胞と違って、あるいはiPS細胞と
違って、出自が受精胚からきている、これが
違いなのだということです。しかし、私はこ
れがどうして違いになるのか、全然分かりま
せん。それは私の体の一部から採った人間も、
出自は個人の人間ですから、細胞として別の
考慮を要するか、出自が町野ですから、別の
考慮を要するかと言ったら、そんなことは全

図表20
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然ないわけです。これもよく分かりません。
こういうわけの分からない議論が通用してい
るところが、かなり問題です。
　私の先生であります平野龍一という人は
「ゆがみ」という言葉が好きでしたけれども、
「日本の生命倫理の歪みがあると言えよう」
という話になるわけです。
　もう 1つは、多能性があるというのは、倫
理的に意味がどこにあるのかということで
す。先ほど言いましたとおり、これによって、
キメラが作られてしまう可能性がある。これ
は分かります。しかし、多能性があることが、
受精胚と同じように尊重されなければいけな
いと、どうしてみんなが考えるのか。これは
よく理解できないところがあります。

生死の間の朧げな境界線

　要するに、ちょっと生命の神秘を感じさせ
るからヒト胚と同じなのだと言う、そういう
発想があるのかもしれません。しかし、これ
は日本流のアニミズムの世界ではないか、と
私は思います。そう言えば、「中絶胎児は生
きている」と言う人もいたぐらいですから、
そういうことは、あるのかもしれないです。
　したがって、これは昔から、私が何回も言
っていることなのですが、要するに生と死と
の間、日本で境界線が、非常に朧げになって
いるということです。もちろん、人の生命に
ついての議論は不十分であって、継続する必
要があるというのはたしかです。（図表21）
　それは脳死の問題についても、結局議論は
終わっていないと言えば、たしかにそのとお

図表21
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りです。議論することが必要になることはた
しかで、これは継続する必要があります。し
かし、どの局面から入るかというと、人工妊
娠中絶のほぼ事実上の完全な自由、それとヒ
ト胚研究のような、具体的問題から入る必要
が、私はあるように思われます。
　ヒト胚研究のほうで、ヒト胚の尊厳に反す
るから認められないと言い、ちょっと疑問が
ある、倫理的に問題があると言いながら、中
絶の問題については、ほおかむりするという
のは、これは欺瞞以外の何ものでもないと、
私は思っています。

ヒト胚に対する不毛な議論

　そして、それをヒト胚の尊厳とは何かとか、
ヒト胚は、人か物かというような不毛な議論
というのは、おそらくすべきではありません。
　不毛というのは、私は最初から不毛と決め
つけているわけではなくて、経験に基づいて
不毛と言っています。
　先ほどのCSTPの報告書を作り始めたとき
は、ヒト胚の問題を議論しなければいけない、
これをしないと日本の生命倫理は、不幸であ
るということで始めました。しかし、「そん
なことをしても何もなりませんよ」と私は、
そのとき言ったのですが、やはり何もならな
くて、出てきたのはヒト胚が何であるかとい
うことです。
　例えば、物とは違う、物とは例えばどうい
う物か。眼鏡とか六法全書とか、そういう物
が物である。それから、人がある。そのどち
らとも言えない中間的な存在であるという、
愚にもつかないと言ったらそのとおりなので
すが、これは中間報告の中で、今のような文

章があります。これは「ヒト胚もびっくり」
です。「眼鏡と人間の中間が俺かよ」という
話です。
　したがって、やはり具体的な問題から入っ
ていって、議論をしなければいけないだろう
ということです。その中の 1つは、要するに
態度決定を 1つずつ明らかにしながら進めて
いかなければいけません。
　「生命の萌芽」という表現ですが、現在は
図表21にありますように“emerging�potential”
という言葉が使われています。
　最初は“beginning�of�human�life”であり
ました。これは文科省の中で作られた訳なの
ですが、“beginning�of�human�life”というと、
ヒトの発生は“human� life”そのものです。
ところが“potential”というと、そうではあ
りません。要するに、はっきりしないのです。
　「人の生命の萌芽である」というのは、非
常によくできた表現であると、作った当時は
多くの人がこれでよいのだ、これは非常によ
い表現であると言っていました、私はそのと
きも、ちょっと疑問がありましたが、今から
考えると、やはり不幸な表現であったように
思います。しかし、これは法律の文言になっ
ていますから、法律をあまりばかにしてはい
けないという話になります。

生命倫理の問題を
３つの局面に分ける

　もう 1つは、生命倫理の問題というのは社
会的合意論、ガバナンス論に解消し得るとい
う傾向が、日本では強かったように思います。
　例えば臓器移植法問題のときに、脳死臓器
移植は、日本の社会的合意を得ていないとか、
日本に定着していないという言い方がかなり
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されるわけです。
　これに対して、ビートたけしが言った言葉
らしいのですが、「赤信号みんなで渡れば怖
くない」という、これをそのまま用いて、社
会的合意論を批判したのが、生命倫理懇談会
の最初の座長である加藤一郎先生です。「要
するに、社会的合意論は『赤信号みんなで渡
れば怖くない』というようなものだ」という
ことを言ったので、ものすごい反発を招いた
記憶がありますが、私はおっしゃっているこ
とは正しいだろうと思うわけです。
　それに代わって、少し前に出てきているの
が、ガバナンスが大切だと言われるものです。
要するに、生命倫理がガバーンされていると
いうこと、これが統治されているということ
がやはり重大なので、それがあればよいのだ
という議論があります。これは、一部の生命
倫理の人がおっしゃったことです。
　しかし、ガバナンスとは、統治されている
という状態ですから、生命倫理そのものの代
わりにはなり得ないわけです。独裁国家は、
最高のガバナンスを持つとも言えるわけです
が、倫理的であるわけでは当然ありません。
　したがって、生命倫理の問題を議論すると
きには、 3つの局面に分ける必要があるだろ
うと思います。
　 1つは、規範内容の倫理性の問題。これが
今まで言っていた、生命倫理の問題。そして、
規範を作るときは、国民の理解を得ながら作
るべきだという意味で、社会的合意というの
は、その限りでは必要だと言えるでしょう。
　しかし、社会的合意論があれば、倫理的に
正しいなどということはないだろうと思いま
す。「お前は極端なことを言う」と言われま
すが、ナチスの頃は、90％近い人間がナチス
を支持していたのです。社会的合意はあった。

しかし、それが正義だという人は、誰も今は
いないわけです。
　そして、規範を実行していく。つまりルー
ルを実行しているとき、そのときの倫理性が
どのように保たれているかが、ガバナンスの
問題だろうと思われます。

医療・福祉を受ける権利の重視

　最後に、日本のもう 1つの伝統についてで
す。日本の伝統ということで「朧げだ」と言
いました。川端康成がノーベル賞をとったと
きの講演で、「美しい日本の私」というのが
ありました。これに対して大江健三郎がノー
ベル賞をとったとき、「曖昧な日本の私」と
いうのを書きました。そして「川端康成の『美
しい日本の私』というのは、どういう意味か
よく分からない。自分のことを言っているの
か、日本の中にいる私のことを言っているの
か、よく分からない。これは非常に曖昧だ。
私はそれは嫌いだ」と言ったのです。私もそ
の点は、まさに賛成のところがあります。
　別の日本の伝統というのは、医療・福祉を
受ける権利の重視が、おそらく日本の中心で
あったことです。私は精神医療のほうから医
療と法の勉強に入ったという点もあります
が、そちらではその傾向が非常に強いと思い
ました。
　最初に呉秀三が、「日本の精神障害者とい
うのは、この病を得たる不幸ばかりではなく
て、『この国に生まれたる不幸が』という、
二重の不幸を重ねている」と言ったのです。
それに続けて「海外のように、日本でもちゃ
んと医療を受ける体制、特に病院をちゃんと
作らなければいけない。放置されている状態
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を避けてはいけない」と言いました。
　今様に言えば、医療を受ける権利なのです
が、医療を与えるということが、非常に重視
されていて、その点がパターナリスティック
だとされ、患者の自己決定権というところか
ら、対立軸が出てくることになったわけです。
　しかし現在では、医療・福祉を受ける権利
はやはり重視されなければいけないことは、
誰でも認めているところです。自己決定だけ
で、その人が救われるわけではないことも、
たしかなわけです。
　それからもう 1つは、安全ばかりではなく
て、安心も重要だという日本独自のものです。
日本学術会議は「安全と安心に関する報告書」
というのを、何回か出しています。このとき
に、英訳しようとすると、安全という言葉は
“security”ですが、安心という言葉に適当
なものがないのです。おそらく海外ではこう

いう感覚があまりなく、“easy�feeling”とか、
あるいは“comfortableness”とか言うこと
になるわけです。言わば、基軸とされるほど
の概念ではないのです。（図表22）
　精神科医の土居健郎先生が、英語が非常に
上手な日本人の患者が、それまでずっと英語
で話していたのに突然、「この子は甘えませ
んでした」と、日本語になったということか
ら「『甘え』の構造」を着想し、執筆された
ということです。「ああ、これは日本独自の
ものだな」と。それにちょっと、近いものが
あるのかもしれません。
　そして生命倫理の重点は、ヒト胚のほうか
ら安全性の議論へと軸足を移しつつあるよう
に見えます。これは、iPS細胞の登場が大き
いだろうと思います。そして、ES細胞の樹
立と使用を分離する、という指針の改正が行
われたのも、象徴的な出来事のように思われます。

図表22
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　iPS細胞の登場は、結局、ヒト受精胚を棄
滅せずに、クローン胚も棄滅せずに、多能性
を持った幹細胞を作ることができたのですか
ら、次はますますその使用の方向に向かって
きたということになります。
　再生医療の推進と安全性のための立法への
動きは、特に幹細胞についてあります。いく
つかのところで事故が起こっています。特に
海外に拠点を置く医療機関によって、海外か
ら来た人が幹細胞治療を受け、死亡したとい
うことがありました。そのとき言われたのは
「自家の幹細胞移植については、韓国では薬
事法の規制がかかっている。しかし、日本で
はかかっていないので、日本に来てやったの
だ」と言われたということです。
　通常であれば、このようなことが起こった
ときには、法律の対応では業務上過失致死と
なります。
　医療には裁量制があると言っておいて、失
敗したとき果たして、これに過失があったか
どうかということでやるということです。昔、
美容整形手術で胸を大きくするなどで、事故
がものすごく起こったことがあります。その
ときは「これは危険な医療ですから、全部や
ってはいけない」というわけではなくて、「事
故が起きたら、業務上過失致死でやる」とい
うことになったわけです。
　しかし、今回、このような事故が起こった
ときについては、これでは対応できない。な
ぜかというと、因果関係が証明できないとい
うことがありますし、予見可能性についても
どうかということがあり、刑事責任を追及す
るのは非常に難しいのです。そうすると、事
前規制の手段をとるべきではないか、という
議論になります。

新しい規制のあり方

　しかし、その場合に薬事法か、あるいは医
療法かと言われますが、薬事法は基本的に、
私の誤解がなければ、医薬品を製造して、販
売することについての規制です。医薬品を使
用することについては、書かれていないとい
うことに、気をつけなければいけません。
　従来の日本のやり方だと、医業の規制で対
応してきました。つまり、エックス線技師法
とか、医師法が一番上にあって、保助看法が
あってというように業務で規制をし、この資
格を持っていない人間がやると、処罰されて
きました。
　しかし今回は、従来の規制では対応できま
せん。医療の内容に踏み込むということにな
りますから、事前の許可制で、いくつかの段
階に分けていこうという話のようです。
　これが今、議論されています。薬事法の改
正では、一部には今の通常の医薬品とは違う、
別の類型の幹細胞系統のカテゴリを作り、別
の規制を作ろうという動きがあります。同時
に、今の医療内容の規制を許可制に結びつけ
て、これを取り入れようということです。
　安全性についての考え方というのは、日本
では重視せざるを得ないところがあると思い
ます。
　しかし、繰り返しになりますが、法律によ
る規制を 1つ行うことは、次に同じようなこ
とが起こったときに、同じような規制をする
ということが避けられません。どこに違いが
あって、どこに規制する理由があるかを明ら
かにしていかなければならないだろうと思い
ます。
　ご清聴ありがとうございました。
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個人情報保護法は特別な枠を

石井　パネルディスカッションを始めさせて
いただきます。
　本日のお話の内容は、まさにこの国という
か世界が今、現実に直面している様々な事象
が盛り込まれた非常に肉厚な話だったと思い

ます。この中で様々な切り口があると思いま
すが、最初に先端的研究それからデータベー
スといったものの中で、個人情報保護と同意
というテーマがありました。この点について、
髙久先生、まずはいかがでしょうか。

髙久　私は個人情報保護法につきまして、樋
口先生が指摘されたとおりの問題があると思
っています。例えば、がん登録が遅々として

� ◦� パネリスト �◦

� 日本医学会長／髙久　史麿

�東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター長／幹細胞治療分野教授／中内　啓光

� 東京大学大学院法学政治学研究科教授／樋口　範雄

� 上智大学生命倫理研究所教授／町野　　朔

� ◦� 座　　長 �◦

� 日本医師会常任理事／石井　正三

� 日本医師会常任理事／石川　広己

「先端医療と遺伝子情報」
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進まないのは、個人情報保護法が非常な妨げ
になっているのではないかと思います。
　それから、東日本大震災のときに患者さん
の情報が十分に提供されなかったという問題
がありました。
　ぜひ医療に関する個人情報保護法を、別な
枠で作っていただきたいと考えています。
石井　町野先生、その点はいかがでしょうか。

町野　実は私にはまだ、よく分からないこと
があります。具体的にどのような点が、がん
登録について、個人情報保護法がネックにな
っているのでしょうか。
髙久　登録がうまくいかなかったのは、もち
ろん病院のほうの問題もありますが、市町村
によっては禁止したところもあります。個人
情報保護法に抵触するから、がん登録はやら
ないようにということで、その結果、日本の
がん登録の率が非常に低くなっています。
　個人情報保護法を心配するあまり病気の情
報も出さない、しかもそれが、医療者の判断
ではなくて、行政の判断でなされた市町村も
あったということを聞いています。
町野　要するにそれは個人情報になるので、
保有したくないという市町村長の考えがあっ
たということと、もし保有したとしても、そ
れを研究のために第三者提供してはいけない
という、それが強かったという話ですか。
　これは法律を変えればうまくいく話なので
すか。

医療に関するデータが不十分な日本

髙久　がん登録に関しては、もし積極的に登
録するような法律を作れば、市町村も協力す
ると思います。ですから、法律の内容を変え
ていただきたい。医療に関して個人情報保護
法は、特別な枠を作っていただきたいと前か
ら思っていました。その必要があるからです。
　例えば、日本では患者さんが何の病気で死
んだという全国的な統計もありません。アメ
リカなどは、何万人が何の病気で死んだとい
うデータがちゃんとあります。日本にはアメ
リカのCDCのような組織がないので、医療
に関する統計データが非常に不十分です。
　アメリカですと、喫煙のパーセンテージが
何％下がったら、肺がんで死ぬ人が何％下が
ったというデータがどんどん出てくるのです
が、日本にはそのようなデータもありません。
　新しい治療法や政策の提言は、正確なデー
タがなかなかな出てきません。その事に、個
人情報保護法の問題が関係しているのではな
いかと思います。もう一つの問題は、日本で
は役所がバラバラにデータを集めているだけ
で、アメリカのCDCのような全国の医療情
報を集めるという体制がない、その事は感染
症などの場合でも言えるようです。

個人情報保護法が
研究に与える影響は

石井　樋口先生、お願いします。
樋口　今の関連で中内先生に 2点質問があり
ます。
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　 1つは、今日、私は一般的に個人情報保護
法と医療のような話で、実はそれが大半だっ
たのです。ただ、この再生医療等、あるいは
遺伝子治療等は、まさに究極的な個人情報な
ので、いろいろな問題はあるということだけ
並べてみました。中内先生がこれまでの研究
等の関係で個人情報保護法、あるいは個人情
報保護との関係で、やはり何か問題を感じら
れたことがあるのかということをお聞きした
いのが 1つ。
　それから 2つ目に、今日のシンポジウムの
題名が「先端医療と遺伝子情報」となってい
て、この遺伝子情報については、普通の個人
情報と非常に違うところがあります。例えば、
私が遺伝病を持っている場合には、娘にも、
もしかしたら遺伝しているかもしれないとい
う要素があって、一体遺伝情報というのは私
個人だけのものなのか、あるいは家族・親族
等のものなのかという、それは本当に未解決
の問題なのですが、その点については、遺伝
子治療そのほかの関係で関与されている専門
家は、どのように感じているのかということ。
この 2つ、ちょっとお聞きしたいのですが。

ルール徹底が窮屈なことも

中内　私の現在の研究に関して、個人情報保
護法が直接的に影響を与えたということは、
今のところありませんが、間接的には例えば、

われわれが遺伝子治療を目指している患者さ
んがいた場合に、今のレベルでは、非常に稀
な遺伝性疾患をターゲットとしていることが
多いです。
　そこで、たとえ個人情報を保護して患者さ
んの名前を伏せたり、いろいろな努力をして
も、ある地域のこういう患者さんということ
で、ほとんど本人が特定されてしまう状況が
あります。
　つまり、いくら連結不可能・匿名化をした
ところで、現実的に誰の細胞なのか分かって
しまう、誰を治療しているのか分かってしま
う、そういう状況が実際にあり得ます。
　もう 1つ、先ほどのアメリカのデータベー
スの件で、法律の規定と倫理的というか、常
識的な規定が両方あり得る。現実には、常識
的なところで判断しているというのが、アメ
リカのような単純明解な社会で、非常に印象
的だったのですが、それに比べると日本の社
会というのは、みなさん非常に真面目で、何
かルールを作ると徹底的にそれを守ります。
　そのために、現場の余裕がすごくなくなっ
てしまって、それが研究者とか、あるいは社
会全体を非常に窮屈にしていると、そういう
印象はあります。
　しかし、それはある意味で、日本人の非常
によい特性でもあるので、簡単にそれをいい
加減にやれとはなかなか言えません。私は現
場にいる研究者として、そこがちょっと窮屈
に感じる 1つの理由でもあるのです。
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HIPAAプライバシールールについて

樋口　「遺伝情報は誰のものか」という言い
方をすること自体が、本当は問題なのかもし
れませんが、家族・親族との関係などではど
う思われますか。
　これは私の誤解かもしれないのですが、つ
い先頃アメリカのHIPAAプライバシールー
ルが一部改正され、遺伝情報についても「そ
れは本人の」ということで、親族にも言わな
いというルールを明確化しているらしいので
す。しかし、そういうところに焦点を当てた
ものをアメリカがはっきり出してきたもので
すから、もし間違いなら逆の話になりますが。
しかし、そういう点は日本ではという……。

医療に関しては連結不可能・
匿名化は疑問がある

中内　おそらくケース・バイ・ケースではあ
ると思うのですが。例えば、たしか臍帯血バ
ンクでは、一応連結可能な匿名化になってい
て、その臍帯血を使って移植を行って、その
患者さんに例えば白血病が起こったとか、何
か大きな病気が起こったときは、遡って連結
をして、その家族に伝えるというような、た
しかそういうシステムがあると思います。
　そのように使っている場合もあるのです
が、連結不可能にすると、それができなくな
ります。例えば、その臍帯血を提供した本人
とか、あるいはその兄弟の将来に影響を与え
る、予防し得る場合もあると思いますので、
そういう意味では、やはり医療に関しては、
連結不可能・匿名化というのは、必ずしもあ
まりよいシステムではないかなと思っている

方が多いと思います。

遺伝子の個人情報は家族全体に
影響を与えることも

髙久　たしかアメリカで、世論調査をやった
結果が2010年のNature誌に出ていました。
質問の内容は「あなたのゲノムが全部解析で
きるようになって、1,000ドルで解析できる
と言われればあなたは受けたいと思います
か」と聞いたら、20％の人が1,000ドルなら
受けると答えています。その値段が100ドル
となるとしたら、30％の人が受けたいと答え
ています。一方、同じ30％の人はタダでも受
けない、それから10％の人はお金をもらって
も受けないと答えたという結果でした。
　すでに2010年にアメリカで 4人家族の全員
の遺伝子を解析したという報告が出ていまし
て、そのときには 5万ドルくらいでできたと
報告されています。その結果、その一家の人
は隠れていた劣性遺伝子を持っている事が見
つかったとの事です。それから、有名なクレ
イグ・ベンター氏がだいぶ以前に自分の遺伝
子を解析しています。たしか 1億ドルくらい
かかったようです。彼は金持ちですから。そ
のときも自分の遺伝子の中に、将来アルツハ
イマーになりやすいという異常があることが
分かったということが報道されていました。
　おそらく近いうちに非常に安く各個人の全
ゲノムが解析できるようになります。今でも
個人の遺伝子の解析を商売にしている会社が
あり、それもいい加減な会社が多いのですが、
そうではなくて、本当に全部解析しますとい
う会社が出てくることはたしかだと思いま
す。その結果は、究極の個人情報で、しかも
個人だけはなくて、家族全体に影響を与える



88

情報ですから、そういうときにどのように対
応するかということは、やはりみんなで考え
る必要があるのではないかと思っています。

メガデータベースと個人情報

石井　誰のものかという疑問よりも、まずメ
ガデータベースと個人情報という関連の議論
になっていると思いますが、この点、石川常
任理事もいろいろ関わっていますのでお願い
します。

石川　いろいろなところでナショナルデータ
ベースの議論がされていまして、これはかな
り厳しい有識者会議というのを通して、第三
者活用のときにレセプトから50億件のデータ
が今、もう出揃ってきています。
　それを使うには、有識者会議に申請し、そ
こで審査をして、提出するということになっ
ています。数少ない研究者しか、そこを通れ
ないことになっているのですが、そのときに、
どのような結果や目標を持ってその研究をす
るのか。それから、どういう結果の出し方を
するのか、そこまでチェックしています。そ
して、実際に、個人情報が個人と特定できる
ような結果にならない出し方まで、注文をつ
けてやっているような状況です。
　要するに、ビッグデータから、われわれも
未来に役立つような公衆衛生的なデータなど
を、いろいろと出したいということはたしか

です。しかし、特に医療に関する個人情報に
ついては、私たちは何を一番懸念しているか
と言いますと、遺伝子情報がもう足音をたて
て、こちらのほうにどんどんやってきている
時代で、医療に関わる個人情報をもっと新し
いものにしなければ絶対にだめだということ
です。そうしないと差別医療、優生医療にど
んどん変な形でつながって、私たちの子ども
の時代、孫の時代はそういう差別医療、優生
医療のようなものが跋扈する時代になっては
いけないということです。今は先生方に新し
い法律を作っていただきたいと、私は要望を
しているわけです。
　いずれにしても、個人が特定できるような
ビッグデータでさえも、個人が特定できるよ
うな結論の出し方というのは注意していると
いうことです。
石井　このへんがデータベースとしてしっか
り残すことと、それからデメリットを減らす
という、非常にデリケートな話になるのだと
思うのですが、何かコメントをいかがでしょ
うか。

レセプト情報をデータとして
使用する

町野　質問ですが、医療情報については、や
はり別に考えなければいけないと言われたの
ですが、この医療情報のことが議論された最
初のときは、要するにセンシティブ情報の最
たるものであるから、この取り扱いは厳格に
ということでした。むしろもう少し厳しめに
やるべきだという議論が、最初にあったわけ
ですが、先生が言われたのはそのことも踏ま
えながら、要するにもう少し使えるようにと
いうことだろうと思います。具体的には、ど
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のようなことをお考えなのでしょうか。
石川　がんの登録についても同じですが、私
たちが実際にレセプトという限られた、これ
はいつも言うのですが、医師が、あるいは医
療機関が保険医療を行った請求書を保険者に
出します。データとしては大変無理があるの
ですが、一括りにしますと、その病気の発生
率、それから治療の傾向などが結構出ます。
それを次の時代に、あるいは次の医学・医療
に応用できるかどうかということを、いろい
ろな研究者が行うことになるわけです。
　そのときに、レセプトの中には珍しい病名、
それから精神的な疾患だとか、そういったい
ろいろな人たちの生活に関わるような病名な
どが、もちろん出てくるわけです。それもデ
ータの中に入って交じってしまうわけですか
ら、そこを注意しながらも、データを今後も
使えるようにしたいということです。そこの
ところで、一生懸命考えているというのが現
状です。

個人情報の規制について

石井　町野先生、どうぞ。
町野　せっかくの機会ですので勉強させてい
ただきたいと思いまして。
　現在、個人情報の取り扱いについての規制
は、 1つは本人の承諾の範囲を超えてはいけ
ないという大きな記載があります。承諾の範
囲を超えることがあっても、正当な理由があ
るときは認められる。ところが、正当な理由
というのは、法律の中で非常に狭い書き方を
されていて、「公衆衛生のために」というよ
うになっています。役所の解釈では、公衆衛
生の目的とは非常に狭いのです。どこかで伝

染病が流行っているとか、せいぜいその程度
ですので、もう少し研究なども含めた上で、
承諾するという具合に、法律を変えるという
ことなのでしょうか。それで済むのかという
のが、私はちょっと分からないところですが。

ガイドラインに沿った情報の使用

石川　私の今までの議論ですと、高齢者の医
療の確保に関する法律、それに基づく医療費
適正化計画に資するものという形で、レセプ
ト情報、このビッグデータを使おうというこ
とになっています。
　そこから出てくる第三者活用、第三者の二
次活用と言いますか、それについてはきちん
とガイドラインで、有識者会議を通すことが
必要だとされています。公衆衛生で最初から
ということではありません。
石井　なるほど。その財政上の理由というの
はわれわれ医師、医学関連の人間から見ると、
少し筋が違うような気もしますが、そういう
議論も政府の中ではされているということで
すね。

データ使用に対する
規定の整備が必要

町野　よくわかりましたが、そうすると法律
の条文を書き直さなければいけないと同時
に、そういう要件に当たるときはいってもよ
いのだというわけには、簡単にはいきません。
何らかの倫理委員会だとか、何か手続き的な
規定を整備する必要が当然生ずるということ
になると思いますが。
石川　そのとおりだと思います。私たち医師
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会側の意見としては、例えばいろいろなとこ
ろの遺伝子のメガバンクが作られようとして
いますが、きちんと包括同意とか、いろいろ
なことがありますが、第三者機関とか、その
大学の中での倫理委員会だけではなく、第三
者機関などを作るべきだと私たちは考えてい
ます。

遺伝子情報は誰のものか

石井　これはオンゴーイングの話ですので、
結論というよりは、方向性という話になると
思いますが、もう 1つの樋口先生がおっしゃ
った「遺伝子情報は誰のものとするべきか」
という議論は、これもまた実は、非常に大き
な議論です。
　アメリカで特許を申請して、遺伝子情報の
フラグメントは、もう企業のものであったり
研究者のものであったり、いろいろな状態が
現状あるわけです。このへんの状態について、
樋口先生のお考えは何かございますか。

遺伝情報に対する法律の制定

樋口　「あなたの情報でもあるから」といっ
て、何でも知らせればよいという話ではあり
ません。しかし、「あなたの情報を知りたい
ですか、知りたくないですか」とまず聞くこ
と自体が一種何かありますよね。何にもない
ような真っ白の情報だったら、わざわざ聞い
てこないのではないかという、それだけで非
常に不安になるので、それすら難しいという
ことにもなりますが。
　ただ遺伝子情報ではなくて、遺伝病のほう

は何か、対処ができるものとできないものが
はっきりとあります。それから、遺伝病とし
ていろいろな要素があるものと、比較的シン
プルなものがあります。確率であれ何であれ、
優性・劣性のような話です。そういうものと
の組み合わせで、やはり個別に考えないとい
けないのではないかと思います。
　これは今のところは絶対不治ですが、あな
たは知る権利がありますからと言うような簡
単な話ではありません。この人の情報だけで
はなくて、こちらの情報でもあるのだからと
いって、知らせないといけないかというと
……。アメリカ人ですら相当のパーセンテー
ジで、それが安価に検査ができても、自分は
知りたくない。それでなくても人生って本当
にいろいろ心配があるのに、わざわざ心配の
種を増やすようなものだと考える人もいるの
で、日本の中でも、もう少しきめ細かな議論
が必要なのではないかと思うのです。
　ただその前提として、アメリカで、すでに
それは法律が作られています。ご存じかもし
れませんが、遺伝情報によって差別されませ
ん。アメリカの場合は、雇用の関係と保険に
入れるかどうかですが。まずそれだけはちゃ
んと決めておくことが、重要なのかなと思っ
たりもします。

メガデータベースの管理責任

石井　今のお話の中で、今の医療では治せな
い、しかし、それを治したいという強い研究
の立場というのは、中内先生の立場ではない
かと思います。そのような観点からは、遺伝
子情報について何か考えがありますか。
中内　遺伝子情報で考えると、つまり個人の
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情報と、それから個人の情報が集まったメガ
データベースとしての情報と、またちょっと
違うと思うのですが、基本的にはメガデータ
ベースというのは、われわれの研究、あるい
は将来にとって非常に重要だと思います。
　研究に関与した人、組織はデータを厳重に
管理する、特に個人情報が決して分からない
ようにするということが大事だと思います
し、責任があると思います。セキュリティー
を厳重にして、そのデータをきちんと守ると
いうことが、非常に重要だと思います。しか
し、もし、それが国の機関で行われた研究で
あれば、そのデータベースは、やはりいろい
ろな人に使ってもらえるような形にすべきで
はないかと思います。
　われわれの研究分野では細胞を作ると、細
胞バンクというものが今できていまして、そ
のバンクに預ければ、あとはきちんと、バン
クがその細胞を管理するシステムができてい
ます。そういう細胞が、みなさんの共通の財
産として使えるようになっているわけです。
それと同じような形で、遺伝情報も遺伝情報
バンクのようなところを作って、厳重なセキ
ュリティーを完備し、リーズナブルな研究で
あれば、積極的に使ってもらうというシステ
ムが必要だと思います。
　もし、その機関だけで、その研究の正当性
がよく分からない場合は、国レベルとか、あ
るいは専門家レベルの委員会にアウトソース
して判断する。そのようなシステムを作って
おけば、よいのではないかと思います。
　研究者がいくらメガデータを集めたとして
も、個人レベルで管理するというのは、非常
に危険だと思います。何でも国がやればよい
とは思いませんが、正式な機関が責任を持っ
てフォローできるようなシステムが必要かな

と思います。
髙久　何らかのと言いますと、パブリックな
システム作りとか、という意味でしょうか。
中内　そうです。例えば、細胞の場合は文部
科学省がお金を出して、理化学研究所にiPS
細胞バンクとか、疾患iPSバンクなどを作っ
ています。個人レベルの研究では、本人が違
うことを始めたら、管理がおろそかになって
しまうというのでは困りますので、できれば
安定した、きちんとしたinstituteで管理する
ということが重要かと思います。

個人情報の管理体制について

石井　国でないパブリックとなれば、当然医
学会、または医師会がサポートをしながらと
いうこともある得るかと思いますが、それに
関しましては町野先生、いかがですか。
町野　先ほどから、いろいろと考えているの
ですが、そもそも個人情報という概念は、私
から見ますと、非常に広がりきった概念なの
です。それまでは、プライバシーなどは知ら
れたくないものを暴かないでほしい、という
権利だったのです。しかし個人情報において
は、とにかく本人のものであると分かれば、
全部がそうだという具合に広がって、しかも
分かり方が文字で書いてあるだけではなく、
例えば犯行現場に血液があったとすると、そ
の血液型を分析すれば犯人が分かるといった
こと、これも個人情報だということになりま
す。だからゲノムの分析もそうだということ
になって、情報が化体しているもの全てとい
うことになると、そういう状況で個人情報を
合理的に使う、正当な範囲内で使おうとする
と、連結化不可の匿名化というのは、あまり
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意味がないということが分かってきます。そ
うなってくると、もうあとは管理でやるしか
ないのかなと思います。
　そのときに今、盛んに言われているのは包
括同意という、これは個人の自己決定だけに
任せるという考え方ですから、これはちょっ
と不当だろうと思います。個人が決定権を持
ち、「何でも使ってもいいよ」と言えば本当
にどんどん使ってしまってかまわないかとい
うと、そういうことではないでしょう。イン
フォームドコンセントの議論まで本人に来て
しまって、何もかも本人の責任にして被せる
というのは、やはりおかしいと思うのです。
　やり方としては、明らかに本人の意に反す
ることはできないでしょうが、正当な範囲内
で使用でき、厳重な管理をする体制を作ると
いうことになると思います。
　やり方としては管理体制を厳重にして、し
かも、その使われ方というのが、一般の人た
ち、つまり国民から見て、「これは不当では
ない」と納得できるような体制をとることが、
必要ではないかと思います。

医療における個人情報の問題

石川　医療における個人情報の問題では、社
会保障と税の一体改革に関して、マイナンバ
ーの問題があり、医師会は医療情報を、いわ
ゆる現物給付のところまで突き抜けるマイナ
ンバーは反対である、という議論を猛烈に展
開してきています。
　そこで一番問題になるのが、基本的には現
状の個人情報保護の問題です。われわれとし
ては心配なことが多々あり、税と年金などの
現金給付の情報と、医療情報が筒抜けになる

ような一体的なナンバーの使われ方は、絶対
反対だということです。
　このデジタル時代で、一気に個人情報が漏
れる可能性もあります。例えば遺伝子の情報
なども、電子化されたものであれば、先ほど
話の中に出てきた、遺伝子の欠けた部分があ
るなどの個人情報が、searchすると一部の人
にすぐ分かってしまいます。こういった一人
ひとりにナンバーをつけていくのは大変心配
で、そのときに個人情報の新たな個別法だと
か、そういったものが必要だという議論をし
てきました。
　今の時代で、またなぜ個人情報か。医療に
おける個人情報か。そして、遺伝子の情報に
ついて、私たちはそこまで来ているから、医
療に関わる個人情報を、個別法を早くして作
ってもらいたい、という要求を出しているわ
けです。
石井　今のお話というのは、例えば徴税機関
がコンピューターを使うと健康情報まで全部
出てくる、また、交通事故に出合った瞬間に
も健康状態などの情報までが全部出てしまう
という状況は回避したいという、片方の思い
もあるわけですね。制度設計というのは、な
かなか難しいと思うのですが、今の全体の議
論をお聞きになっていて、髙久先生いかがで
すか。
髙久　先ほど、石川先生がおっしゃったレセ
プトの50億件というのは、相当な数ですね。
何年間もかけているということになります
ね。
　私は例えば特定の、イギリスなどではたし
か50万人を対象にして、病気の患者さんの情
報と、その患者さんがくれた血液のDNAを
解析するという計画が進んでいると聞いてい
ますが、やはりそういう機関が調整をして、
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DNAの情報と疾患との関連などを解明する
という方向は、やむを得ないのではないかと
思います。
　ですから、ある程度法律で決めて、着々と
進めていかないと、外国のほうがどんどん進
んでいるのに、日本にはそうした情報が手に
入らないという事態にはならないように
……。せっかく日本には進んだ医療技術があ
るのに、それが現実の場に応用されない可能
性がある。ですから、そこのところはもう少
し積極的に進むべきではないかと。そういう
意味では、個人情報の今の法律をぜひ変えて
いただく必要があるのではないかと思ってい
ます。

包括同意と個人の権利

石川　私もそう思います。 1つは、例えば先
ほどのレセプトデータ。今の段階で50億件と
いうことですが、これは 1月に 1回レセプト
を出すので、ナショナルデータでどんどん膨
らむわけです。それを追いかけていくと、い
ろいろなことが分かります。分かる可能性が
あるということでやっています。それで遺伝
子データで15万件。東海のメガデータバンク
構想は15万件、15万人ですね。そのようなこ
とで計画しています。イギリスでは50万人。
　このときに問題になってくるのが、包括同
意で、 1回「あなたは提供していただけます
ね」と言ったら、研究というのはどんどん進
化しますので、その方が亡くなってから、こ
の検体をもう 1回違うことで使いたいとき
に、最初の同意で、OKになるかどうかとい
うことです。
　そこで私たちは、その倫理委員会だけでな

く、提供者が安心できるような第三者委員会
の設置と、やはり一番大事なことは、最初に
同意した方がいて「どうしても私は嫌だ。私
のこの検体が使われることは嫌で、何とかや
めたい」という、オプトアウトできる権利に
ついても、きちんと話していくかどうかとい
うことが大事だと思います。
髙久　途中でやめる権利は、当然あると思い
ます。私はそれがないと成り立たないと思い
ます。自分の遺言でも変えられますから、そ
れと同じことだと思います。
石井　樋口先生、いががですか。
樋口　本当に難しいですね。同意に頼りきっ
ていることは、本当はできない。とりわけこ
の情報化が進展してくると、先ほどEUの話
をしましたが、EUで考えているのは、別に
医療だけではなくて、まさに町野先生がおっ
しゃったように個人情報、データプライバシ
ーという、データ自体がプライバシーになっ
てしまっています。本当に広いのです。
　ですから、何か通販で買ったようなものも
全部入っているのですが、みなさんも経験が
あると思いますが、何かのアプリケーション
をダウンロードするときに、同意欄というも
のが出てきて、「こういうプライバシーポリ
シーを読みましたか」と。実際に何かのサー
ビスを受けようと思うと、「はい」という同
意を押さない限りは次へは行けません。今度
のEUの規則案というのは、その同意をもっ
と強めようという話で、やはり少し意味のな
い話になっているのではないかという感じが
するわけです。
　ただ、今与えた同意というのが、フューチ
ャー・コンセントと言いますが、どこの将来
まで拘束するのかという話はあります。それ
については石川さんがおっしゃったように、
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何らかの別の歯止めもないといけないのだろ
う、とは思っています。

包括同意だけに頼らない仕組みを

石井　今のお話は、世界医師会WMAヘルシ
ンキ宣言の、現在進行中の見直しのプロセス
の中でも、あります。倫理委員会の機能をど
こまで広げていくか、という所にも関連する
と思うのです。第三者機関というのは、実は
倫理委員会のアップバージョンのような、も
ともと、倫理委員会そのものが第三者的な機
関であるべきである、という議論にもつなが
っていくと思いますが。
　そこでハードルを高めると、実際の研究で、
前のデータベースから新しい研究に展開する
ときにやりにくくなっても困る、それから、
そのやる場所というのが同じ日本ではなく
て、地球の裏側だったり、ある時代が経った
上での研究だったりするという難しさがあり
ます。このへんのシステム作りというのは、
世界医師会の中の議論でも、収斂まではなか
なかいかないのですが、検討する必要はある
だろうと言っているところなのです。実際に
同意という一言で、どういう同意、どのよう
なフォーマットの運営という点は、町野先生、
いかがでしょうか。
町野　インフォームドコンセントとか、同意
の概念は非常に拡散していますが、もともと
は身体侵襲、身体を傷つけるときについての
ものが、インフォームドコンセントだったわ
けです。
　それがどんどん広がって、個人情報をどの
ようにやるか。あるいは利益相反のような事
実も告げなければいけないとかいうように広

がってきて、そうすると、そういうところで、
もし包括同意という言葉を使うと、「これか
ら煮るなり焼くなり自由にしてくれ」という
ように聞こえてしまうのです。
　ですから、 1つは、今のような個人情報の
点について、インフォームドコンセントとい
う言葉を使うのは結構ですが、これは本人が
「いい」と言ったら、「何でも使っていいよ」
という話ではありません。そこで、包括同意
だけに頼らない仕組みを作らなければいけな
いだろうと思います。
　先ほどのマイナンバー法と切り離すという
話は、役所でもちょっと聞いたことがありま
す。今の話を聞いて、おそらくこれは妥当な
やり方でしょう。 1つに登録したら全体のデ
ータにその情報が広がるというのは、非常に
危なくて、使えないだろうと思うのです。や
はり個別的にどのような情報を、という具合
にやっていかなければいけないでしょう。多
くの国では、例えば精神科医療だとか、医療
の部分では、いろいろなところでネットワー
クは組まれていたと思います。
　それだけではおそらく足りずに、ある範囲
では包括的な医療情報というのは、それをど
のように作るか。そして、どこが管理するの
か、というのはかなり難しい問題だと思って
います。

がん登録の問題について

石川　最初に、がん登録の問題がありました。
このがん登録は、日本はたしかにうまくいっ
ていなくて、私のところにも、東京都の病院
などから、がん登録を進める側の方が来て、
いろいろと相談をしています。私たちも、進
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める方向で間違いありません。
　しかし、今までのシステムがよろしくない
と言いますか、先ほど個人情報の問題があり
ましたが、役所はやはり個人情報の保護の問
題があるためか、なかなか亡くなった方の情
報などを出しません。そのため、がん登録が
ぶつ切りになってしまうという話がありま
す。それから、病院もたしかに複雑な書類が
たくさんあるので、ちょっと嫌だなとなって
しまいます。
　 1つは、がん登録の意義について、国民的
な議論になっていないということがありま
す。それと、やはりきちんとした説明責任で
す。現場の医師たちが、がん登録にあたって
は、ときに応じて何回も説明をするというこ
とが大事なのに、そこがうまくいっていない
ということです。こうした理由などから、日
本のがん登録は、うまくいっていないという
ことになるのですが。
　先ほど町野先生がおっしゃったように、立
法化すれば、それがうまくいくかと言ったら
また別もので、がん登録は、先生がおっしゃ
いましたように、やはり必要なものだという
ことで、きちんとみなさんが理解をしていく
ことが大事だと思うのです。それと同じよう

に、いろいろなデータベース作り、未来に対
して役立つということがあるかもしれません
が、場合に応じて、時に応じて、やはり細胞
を採取する人などに、きちんと説明を繰り返
すことが大事だと思います。
　そうしないと、やはりその人の人権などを
守るのは、なかなか難しいと思います。私た
ちはそこを怠りなくやるということと、いろ
いろなデータをいただく方について、「こう
いう利益があります」「こういう未来に利益
があります」という理由をきちんと話すこと
です。「安全に守られています」と言うことが、
新しい個別法などを作る過程で、追求してい
かなければいけないのではないかと思います
が、いかがでしょうか。
石井　樋口先生どうぞ。

バランスのよい研究の進め方が必要

樋口　ちょっと別の話を中内先生にうかがい
たいのですが。
　今日はiPS細胞とかES細胞の話があって、
ES細胞については、倫理的にいろいろ問題
があったが、iPSである程度のところはクリ
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アされた、何しろiPSでノーベル賞をいただ
いた。とにかくすごく嬉しい話があって、
iPS一辺倒ということはないと思うのですが、
私は素人ですから分かりませんが、やはり
iPS研究だけでなくて、ES細胞研究と両方や
らないといけないという話がありますが、そ
れはどういうことなのでしょうか。
中内　日本では、いろいろな条件が重なって、
iPSが特に注目されていますが、やはりiPS細
胞というのは、ES細胞があったからできた
細胞なのです。本当にES細胞とよく似てい
ますが、全く同じか、未だによく分かりませ
んし、欧米の考え方としては、こういった幹
細胞を治療にもっていくときは体性幹細胞、
例えば造血細胞のような体性幹細胞というの
は、一番安全と考えられます。まずそれで十
分に検討をしてから、次にES細胞、それか
らいろいろなノウハウを学んでから、iPSと
いうように考えている人が非常に多いわけで
す。
　やはり、iPSというのはすばらしい技術で
すが、かなり人工的に作ったものですので、
比較的自然に近いES細胞と同じかどうかと
いうのは、まだよく分からないところがあり
ます。そういったことを考えますと、先生が
おっしゃるように、iPS一辺倒ではなくて、
やはりバランスのよい研究の進め方というの
は、非常に重要かなと思いました。
髙久　山中先生がノーベル賞をもらわれる
前、私がいた自治医大で講演をされたときは
京都大学とアメリカの大学とを併任しておら
れました。アメリカのほうが、ES細胞の研
究ができやすいからだということでした。
iPSを進めるためには、ES細胞の研究もやら
なければならないということで、日本とアメ
リカの間で、行ったり来たりされていました。

やはり両方をやらないとまずいと思います。

規制のグローバル化について

中内　逆に、樋口先生に教えていただきたい
のですが。学生さんからの質問でしょうか、
実質的なレギュレーションの規制の意味とい
うのが変わってきてしまう。例えばES細胞
を作る技術がだんだん一般化してきて、それ
こそガレージでもできると。そのようなこと
をおっしゃっていましたが、私自身もかなり
似たようなことを考えています。実際に、私
は今までの研究者生活で初めて、自分の研究
がガイドラインのためにできない状況となっ
て、 2年くらい経っているのですが、そのと
きに例えば同じ実験をほかの国に行けば、す
ぐにできるという状況もあるわけです。
　例えばES細胞を作るのもそうですし、キ
メラを作るのもそうですが、国内でいろいろ
議論をしているうちに時間が経ってしまって
いますが、実質的にこれだけグローバル化が
進んでくると、国内でいろいろ規制を作って
も、ちょうどドイツの研究者が、ドイツで
ES細胞を樹立できないから、アメリカに大
勢行ったのと同じように、科学者自体が、研
究者自体がどんどん移動してしまう。そうい
う可能性も出てきたと思います。
　そのように考えると、倫理観というのでし
ょうか、その変化がある程度スピード感がな
いといけないかなと。もし、それをゆっくり
やっていると、実質的にはNOということに
なってしまいますので、それによって研究者
はどんどん移動してしまう。つまり、グロー
バルな規制がないと、国レベルでいろいろ考
えていても、あまり意味がないような時代が
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くるのではないかと考えているのですが、そ
の点はどうでしょうか。
樋口　私もまったくそのとおりだと思ってい
ます。私だけではなくて、生命倫理調査会で
したか、そこでも海外調査を今やっていて、
この年度内には、今のような日本の規制がよ
いのかどうか、ということを中心にして、ほ
かの国の状況なども調べてきてくれるという
ことにもなっています。町野先生がお詳しい
ので、今の点について一言お願いします。
町野　ある範囲でグローバル化というのは、
すべきだろうと思います。しかし、どうして
も残るところはあります。例えば、ドイツは
ES細胞を作ることを、依然として禁止して
います。輸入だけを認めています。要するに、
ヒト胚は保護されなければいけないという前
提に立って、これは、がんとして曲げないわ
けです。ほかの国に合わせろというと、ほか
の国が俺に合わせろ、という話におそらくな
るだろうと思います。ですから、ある範囲で
これは不可能なところがあるだろうと思いま

す。ただ、グローバル化というのは、日本の
規制の仕方が、ある範囲で不合理なところが
あるということを認めたら、やはりそうせざ
るを得ないだろうと思います。
　ES細胞の使用について、これを切り離し
たというのは、非常によいことだったと思い
ます。それでも、現在でもES研究者の若手
から出るのでは、ESのほうは、指針とそれ
からクエスチョン＆アンサーで、これが非常
にギリギリ締めあげて、もう締まらない。設
備もセルソーターだとか、いろいろなものを
備えるのに、非常にお金がかかるというよう
な話をして、それに比べたらiPSは楽だと、
そういう話はよく聞きます。
　セルソーターを作るなどは、最初のときに、
動物のものと混ざるのが、人間の尊厳に反す
るというバカバカしい発言があったために、
こうなってしまっているところがありますか
ら、そういうのを少しずつ除いていかなけれ
ばならないでしょう。そうすると、おそらく
自ずから、クローバル化はされると思います。
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石井　ありがとうございます。今日のお話は、
グローバル化の中で、世界医師会WMAのヘ
ルシンキ宣言見直しの中でも、ぜひ考えてい
きたいと思います。
　大きな話の中でもう 1つ、セルフレギュレ
ーションとしてのautonomyか法規制による
議論もかなりあります。髙久先生、まとめと
いうような意味でも、そういうことにも触れ
ながら、ぜひ総括をお願いできればと思いま
す。
髙久　私はやはり医師の集団としてautonomy�
でやるべきだと思っています。法律や指針で
すと、どうしても納得できない場合が出てく

ると思います。医療に関してはわれわれが、
自己規制をしてやるべきだと基本的には思っ
ています。これで総括とさせていただければ
と思います。
石井　ありがとうございます。改めまして、
われわれは、そういうことを自律的に考える
必要があるというお言葉で締めさせていただ
ければと思います。また、それを国民ととも
に一緒に考えるという、今日のようなチャン
スが、またそのためのよい機会になればと願
っています。
　本日はお忙しいなか、みなさま参加いただ
きまして、本当にありがとうございました。

総括

 日本医学会長

髙久　史麿
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