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拡大する着床前診断  それは当事者たちに幸せをもたらすのか？ 
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「着床前診断は誰のため？対象拡大で当事者は幸せになれるのか？」 
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「不安ビジネスの実態とＧｏＴｏ産科」 

司会：島薗進さん 上智大学特任教授／東京大学名誉教授 

 

 

はじめに  島薗進 

本日のテーマは、「拡大する着床前診断  それは当事者たちに幸せをもたらすのか？」ですが、着床

前とは卵子と精子が合体して受精卵、胚になるのですが、それが子宮に着床する前ということです。 

そもそも女性の身体の外で受精が行われる、つまり体外受精というものを使ってその受精卵に遺伝子

検査を行う。そこに染色体異常も含めて問題がある。そのことによって生まれない方が良い、そういう胚を

選別する。こういうことが広がっていく。その傾向がどんどん進んでいる。これでよいのかということで、今日

は、この問題に当事者としてかかわってきたり、質の高い主題探究をしてこられた方々にお話をうかがえる

ということです。 

 私は上智大学に勤めており、宗教と科学技術の関わりという問題を考えてきました。1997 年から政府の

生命倫理委員会、今は生命倫理専門調査会に変わっていますが、7～8 年関わってきました。その中で

着床前診断を許容する、ただこれは非常に限定しなくてはいけないと 2004 年に決めました。その時に、

その議論にいくらか関わってきたということがあります。 

 この時から比べると 15～6 年経っていますが、その間に大きな変化がありました。日本産科婦人科学会

（日産婦）が、非常に慎重な姿勢を取っていたのに、今やこれをどんどん広げていくという方向に転換して

います。もともと懸念していたことがあったが、それがよくわからない中でどんどん進めている。こういう状況

だと認識しています。 これは生まれてこない方が良い命があるという考えへの傾きを持っている。いわゆ

る優生思想に変わってくるわけです。 

 そのあたりのことを今日は 4 人の講師の方々に 25 分ずつお話をしていただいて、議論を深めていきた

いと思います。最初は利光恵子さん、そして見形信子さん、須賀ナオさんにお話しを頂き、そこで休憩を

少し取り、その後、千葉さんにお話を伺うという順番です。 

 まず最初は利光恵子さんです。女性と障碍者の立場からこの問題にかかわってこられた。もともと薬剤

師でいらっしゃいましたが、立命館大学大学院に社会人入学して着床前診断の日本への導入の歴史に

ついてまとめ、その後、同大学の生存学研究所で研究を続けてこられました。 

 

 

Ⅰ．「着床前診断をめぐる現状」 利光惠子 

 

私からは、最初に全体の大まかな見取り図を示すということで、「着床前診断をめぐる現状」についてお

話しさせていただきます。 



まず、着床前診断とは何かを整理した後で、着床前診断をめぐる論点を明らかにするために、日本へ

の導入から拡大・普及にいたる経緯について簡単に振り返ります。そして、ここ１０年ほどの間に着床前診

断をめぐって何が起こっているのか、その問題点は何かについてお話ししようと思います。 

 

1. はじめに  着床前診断とは 

着床前診断は、女性の身体に、排卵誘発剤の投与などの操作を加えて卵子を取り出し、体外受精で

胚を作り、胚の一部の細胞を取り出して、遺伝子や染色体の診断を行います。 

当初は、排卵から 3 日目の 8 個に分割した胚から 1～2 個の細胞を採取していましたが、最近では、5

～6 日後の１２０細胞程度になる胚盤胞といわれる段階まで育てて、栄養外胚葉という胎盤になる部分か

ら 5～10 個ほどの細胞を採取して調べることが多くなっています。 

そして、「正常」と診断された胚のみを女性の子宮に戻す技術です。いわば、「選択的妊娠・出産」を可

能とする技術とも言えると思います。 

 

着床前診断は、大きく分けると二つの目的で行われます。 

ひとつは、遺伝性疾患の発症を防ぐ目的、ふたつめは、不妊治療の一環として流産を防ぎ出生率を上

げるという名目で行う場合です。 

表 1 の一番左側、遺伝性疾患の回避を目的とする着床前診断（PGT－M）は、重い遺伝病のある子ど

もが生まれる可能性をもつ保因者を対象に、原因と考えられる特定の遺伝子や染色体を調べます。 

表の一番右側、不妊治療の一環として行われる着床前スクリーニング（最近では PGT－A と言われて

いますが）は、流産を防ぎ出産率を上げることを目的に、不育症・不妊症の患者を対象に、体外受精で得

られた胚の全ての染色体の数の変化を調べます。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                      表 1  3 つの着床前診断 

 

また、真ん中の PGT-SR は、日本では、歴史的に、表の左の遺伝性疾患回避の範疇として扱われてき

ましたが、実質的には着床前スクリーニングとの中間に位置するものです。両親のいずれかに染色体の

一部が入れ替わる転座という特徴があるために、子どもに染色体の変化が生じたり、習慣流産（流産を繰

返すこと）を起こす場合に、特定の染色体の構造の変化について調べる検査です。 

従来は、遺伝性疾患回避のための着床前診断には、非常に煩雑な手間と高い技術が必要だが、着床

前スクリーニングは比較的簡単に実施できるとされてきました。が、最近では、全ゲノムを増幅して、マイク

ロアレイ法という新たな技術や、高速で大量の遺伝子配列を一気に読みとる「次世代シーケンサー」とい



われる機器によって網羅的に解析することで、幅広い情報を一度に得ることが出来るようになってきたとい

う状況です。 

 

2. 着床前診断の日本への導入・拡大の経緯 

着床前診断の日本への導入・拡大の経緯をおおまかにたどると、表 2 に示すように、4 つの時期を経

て現在にいたっています。1998 年に、日本産科婦人科学会（「日産婦」と略す）が「着床前診断に関する

見解」を出して、遺伝性疾患回避のための着床前診断（PGT-M）を認める。2004 年に、日本で第 1 例目

の臨床実施を許可する。2010 年には、「見解」を改定して、習慣流産への適用（PGT-SR）も認めるように

なるという流れです。                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               表 2 着床前診断の日本への導入・拡大の経緯 

 

そして、2010 年代以降、産科医療の現場に、網羅的な遺伝子検査・解析技術が導入されてくるのと並

行して、着床前診断も確実に拡大してきました。そのひとつが、不妊症・不育症患者を対象とした着床前

スクリーニング（PGT-A）を大規模な臨床研究として実施するという方向、もうひとつが、今、日産婦の

「PGT-M に関する倫理審議会」で検討されている、「重篤」の定義を変更して、着床前診断の対象となる

遺伝性疾患の範囲を一気に広げようという方向です。 

各時期について、もう少し詳しく見てみましょう。 

 

（1）１９９２年～１９９８年 「生命の選別」技術をめぐる論争期 

日本では、1990 年代初めから、着床前診断の導入をめぐって、医療サイドと障害者団体・女性団体と

の間で激しい論争が行われました。 

導入を計画した医療サイドは、「着床前診断は、胎児診断の結果による選択的中絶に比べて倫理的問

題は少なく、女性の心身への負担も少ない。『生命の選別を行う手技』だとしても、診断対象を『重篤な遺

伝性疾患』に限定することで、倫理的に容認できる」と主張しました。 

これに対し、障害者団体や女性団体は、「着床前診断は“いのちの選別”であり、女性の心身に過重な

負担を課して遺伝的に健康な子どもを産むことを強いる『差別の技術』だ」と主張した。また、「重篤さ」の

程度は、社会的なサポート体制の有無や、障害や遺伝病への差別・偏見の有無によっていかようにも変

化する。そもそも、「重篤」であれば、なぜ、生れないようにしてよいのか？と問い続けました。この問いへ

の医療側からの回答は、いまだなされないままです。 



また、医療サイドは、着床前診断は、健康な子どもを産みたいという女性やカップルの強い希望に応え

るためだとして、自己決定権の尊重を強調し、強制を伴わず、女性の自発的選択により行われる限り、優

生思想によるものではないと主張しました。 

医療側のこのような主張に対して、障害女性も含めて女性たちは、「子どもをもつかどうかの選択」と「子

どもの質を選ぶこと」を明確に弁別し、「子どもを持つかどうかの選択」は女性の自己決定だが、「子どもの

質を選ぶこと」は女性の自己決定権には含まれないし、自己決定権によって正当化もされないと主張しま

した。 

1998 年に、日産婦は、これらの反対意見を押し切って、「着床前診断に関する見解」を発表し、診断対

象を「重篤な遺伝性疾患」に限定し、臨床研究として実施することを承認、実施にあたっては、ひとつの症

例ごとに日産婦に申請し許可を得ることとしました。 

 

（2）１９９９年～２００４年 臨床実施に向けた準備期 

 着床前診断実施を容認する見解をまとめたものの、根強い反対運動が続く中、6 年間にわたって申請

を承認することはなかったのですが、2004 年はじめに、神戸市の不妊クリニックが、無認可のまま、男女

産み分けと着床前スクリーニングを行っていたことが明らかになります。これを契機に、日産婦は、２００４

年７月に、本邦初の実施例として、慶応大学によるデュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象とした着床前診

断を許可しました。 

一方で障害者団体等の強い反対の動きが続いており、他方で、「見解」で認めていない男女産み分け

や着床前スクリーニングを行う不妊クリニックがでてくるという状況でのなか、日産婦は、第 1 例目の遺伝

病回避のための着床前診断（PGT-M）実施承認にあたって、その正当性を示すために、「重篤性」の定

義の厳格化を図ります。 

審査小委員会の答申として、重篤な遺伝性疾患とは、「成人に達する以前に日常生活を強く損なう症

状が出現したり、生存が危ぶまれる疾患」とし、「日常生活を強く損なう状態」というのは、生命維持が極め

て困難な状態を目安にすることが定められます。当時、名古屋市立大学と慶応大学が着床前診断

（PGT-M）の申請を行っていたのですが、この基準によって、名古屋市立大学が申請していた筋強直性

ジストロフィーは重篤な遺伝性疾患とみなすことはできないとして却下され、慶応大のデュシェンヌ型筋ジ

ストロフィーの着床前診断が、第 1 例目として許可されました。 

以後、PGT-M の適用は、成人になるまでに命が危ぶまれる遺伝性疾患に限って承認されてきました。 

 

（3）２００５年～２０１０年 「流産防止のための着床前診断」普及期 

2005 年以降、神戸の不妊クリニック医師らは、「着床前スクリーニングは、流産を繰り返さないための不

妊治療の一環」であり、「これを用いるのは、女性（カップル）の幸福追求権である」と主張し、既成事実を

積み重ねていきました。こうして、「倫理的問題が少ない流産防止のための着床前診断」という言説が生

み出されていきます。 

2006 年２月には、日産婦は「染色体転座に起因する習慣流産を、着床前診断の審査の対象とする」と

いう見解を発表します。 

2010 年、日産婦は「見解」を正式に改定し、着床前診断の対象として、「重篤な遺伝性疾患」（PGT-

M）に加えて「転座に起因する習慣流産」（PGT-SR)も認めました。ただし「見解」には、「診断する遺伝情

報は、疾患の発症にかかわる遺伝子・染色体の遺伝学的情報に限られ、スクリーニングを目的としない」

と記されており、着床前スクリーニング（PGT-A）は明確に禁止しています。 

 

3. ２０１０年代以降の着床前診断をめぐる現状 

（1）着床前スクリーニング（PGT-A）の拡大実施 

さて、2010年代以降の現状について、お話します。 

2013 年春に、新型出生前検査（NIPT、妊婦の血液検査によって、胎児が染色体の変化をもつ可能性

を調べる検査）が臨床研究として全国で実施され始めたのをきっかけに、不妊クリニック関係者らは、



「NIPT を認めて、着床前スクリーニング（PGT-A）を認めないのはダブルスタンダードだ」と声高に主張し

始めました。つまり、染色体変異を調べるのは同じなのに、選別的中絶の可能性を伴う新型検査が認めら

れて、その必要がない着床前スクリーニングが認められないのはおかしいという主張です。 

そこで、日産婦は、2015 年 2 月に、倫理委員会で「特別臨床研究」として着床前スクリーニング（PGT-

A)を実施することを承認しました。 

さらに、同じ 2015 年６月に「見解」を改定し、遺伝子・染色体の解析を検査会社に委託することを認め

ました。それまでは、体外受精をして胚の一部の細胞を取り出し、それを検査・解析をするという一連の操

作を同じ施設内で行うのが前提でしたので、大学病院など研究医療機関でしか行えなかったのですが、

検査・解析の外注が認められたことで、不妊クリニックや中小病院の産婦人科でも容易に着床前診断が

できるようになったんですね。 

2018 年には、 「見解」を改定し、それまでの臨床研究の枠組みを取り払い、一般医療という位置づけ

にしました。 

こうして、着床前診断の拡大・普及可能な状況がつくられていきました。 

着床前スクリーニング（PGT-A）の拡大実施をめぐる詳細な経緯については、後ほど、千葉さんが詳しく

ご報告くださると思いますので、ここでは触れません。が、着床前スクリーニング（PGT-A）が拡大実施され

ることで、不妊治療の場で、受精卵の「遺伝学的な質によるふるい分け」が恒常化する、そのような状況が

つくられ始めているということです。 

 

（2）遺伝性疾患回避のための着床前診断（PGT-M）の適用拡大について 

 

A. PGT-M の対象拡大への経緯 

さらに、遺伝性疾患回避のための着床前診断（PGT-M）についても、その適用範囲を拡大しようとの動

きもあります。 

2018 年 6 月に網膜芽細胞腫についての着床前診断の申請がされたのが発端です。これまで、PGT-

M は、「重篤な遺伝性疾患」に限定し、「成人になるまでに命が危ぶまれる病気」に限って認められてきま

した。網膜芽細胞腫は、がん抑制遺伝子の変異によっておこる目の悪性腫瘍ですが、化学療法が効果

を示す場合も多く、視力の低下がみられるものの、早期に治療が行われれば生命が脅かされることはない

といわれています。そこで、いったん「重篤とはいえない」として非承認になりました。 

ところが、申請医療機関と患者支援団体が納得せず、審議内容の公開を要望したんですね。そこで、

日産婦は、2019 年 4 月に、「日常生活を強く損なう疾患も審査の対象とする」こととし、許可するかどうか

は症例ごとに判断することとしました。7 月に、再度申請が出されたものの、日産婦の審査会や倫理委員

会では結論を出すことができず、昨年１月から今年２月にかけて３回の倫理審議会が開かれ、判断基準

や審査体制の見直しが議論されています。 

グラフ 1は、2005 年から昨年までの PGT-M の申請数と承認数の変化を示しています。日産婦から送

られてきた倫理審議会第 3 部の追加の添付資料の中に含まれていました。初めて見る表だったのでびっ

くりしたのですが、2013～2018 年は、毎年 20～30 件の申請・承認が行われていましたが、2019 年に一

挙に申請件数が約１００件まで増加し、６０件ほどが承認されています。コメントには、「特定の施設からの

申請が急増、非承認は第三者カウンセリング不備などの照会のため」と記されていました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              グラフ１  PGT-M 申請数・承認数の変化 

 

B. 「重篤性」の定義の変更をめぐって 

倫理審議会での主な論点のひとつに、「重篤性」の定義の変更があります。2004 年の本邦初の PGT-

M 臨床実施承認のところでお話したように、これまでの「重篤な遺伝性疾患」の定義は、「成人に達する以

前に日常生活を著しく損なう状態が出現したり、生命の生存が危ぶまれる状況になる疾患」で、「日常生

活を著しく損なう状態」は、死亡に至らないまでも、人工呼吸器を必要とするなど生命維持が極めて困難

な状態を目安にして判断していました。 

現在提案されている「新しい定義（案）」は、「成人に達する以前に」を削除して、「日常生活を損なう場

合」を文字通り解釈するとしたうえで、「日常生活を強く損なう症状が出現したり、生存が危ぶまれる状況

になる疾患で、現時点でそれを回避するために有効な治療法がないか、あるいは高度かつ侵襲性の高

い治療を行う必要のある状態」にするという案が提案されています。この定義ですと、網膜芽細胞腫も適

用になりますし、多くの遺伝性疾患や遺伝性腫瘍、特に成人になってから発症する遺伝病も新たに着床

前診断の対象になり、適用範囲は一気に拡大します。 

しかしながら、考えてみて下さい。「日常生活を損なうかどうか」は、まさに社会のバリアフリー化の度合

いで大きく変わってきます。「日常生活を損なう」から出生させないのではなく、障害のある人もその人らし

い日常生活が出来るよう社会の側が変わるべきだと思います。 

本来、生物としての人間のありようは多様性にあります。「重篤性」の定義を変更し、生まれてこないよう

に線引きする範囲を広げるというのは、共生社会を根底から否定するものではないでしょうか。 

 

C. 「当事者」の尊重について 

次に、当事者の尊重について述べます。倫理審議会の中で繰り返し強調されていたのですが、今回の

日産婦案の基本的立場は、「当事者は、PGT-M 実施について相談にきた夫婦」を指すとしたうえで、「当

事者（クライエント）の考え・立場は最重要」ということでした。そして、それを反映するために、「重篤性」の

定義変更や審査方法の変更が提案されています。 

もちろん、施設に相談に来られるカップルの考えや立場も大切ですが、それが最も重要というわけでは

ない。しかも、着床前診断実施を望む患者だけが当事者ではありません。同じ病を抱えていても、病気を

早期に発見し治療につなぐなど生まれてきた子どもへの支援を望む人や、「どんなに重度の障害があっ

ても、充分なサポートがあれば人生を豊かに生きることができる」として PGT-Mそのものに反対する遺伝

性疾患をもつ障害者達も「当事者」です。PGT-Mを実施する医療側にとって都合の良い患者グループの

みを「当事者」として取り上げ、「当事者の自己決定がなにより大切」と主張するのは、医療側の欺瞞では

ないでしょうか。 



さらに、PGT-M の拡がりは、障害や病をどのようにとらえるか、さらには「いのち」をどのようなものとして

まなざすかという社会の「生命観」にも大きな影響を与えます。PGT-M の適用拡大が社会に与える影響

について熟慮するべきだと思います。 

加えて、PGT-Mでは、自然妊娠可能な女性も体外受精・胚移植を行う必要があり、身体的精神的経

済的に大きな負担を強いることになります。しかしながら、PGT-M を受けた人が、赤ちゃんを産める率（生

児獲得率と言われていますが）は、非常に低いんですね。日産婦が発表している 2015 年までの PGT-M

の実施成績によれば、184 例の PGT-M が行われて、妊娠したのが 33 例、生まれた赤ちゃんが 17 人、

約 9％に過ぎません。 

グラフ 2は、2013 年から 17 年までの

PGT-M の成績について報告した医学論

文から引用していますが、臨床的妊娠率

が 5％から 13％程度です。臨床的妊娠率

というのは、胚移植を行った全症例の中

で胎児の心拍が確認された割合ですの

で、全ての治療周期あたりの赤ちゃんが

生まれた割合はもっと低いはずです。                                    

                           グラフ 2 PGT-M の胚移植周期あたりの臨床的妊娠率 

 

つまり、PGT-M を行っても、赤ちゃんを産める率は 1 割以下と非常に低く 、実際には、大半の女性は

赤ん坊を手にすることはできないのが実状です。このような情報が、患者や市民に分かりやすい形で公表

されているのか疑問です。 

以上のことから、私は、PGT-M はこの問題の解決にはならないし、当事者を真に尊重するならば解決

法として提示すべきではないと思います。 

 

4. おわりに 

 最後に、着床前診断の技術は、複数の胚から遺伝的に「生存に値するとされる胚」の選択を可能とす

る、「選別のまなざし」を内包する技術であり、優生学と非常に近い関係にあります。 

現在、旧優生保護法下で行われた障害を理由とした優生手術（不妊手術）が、著しい人権侵害を引き

起こしていたことが問題とされ、国賠訴訟も提起されています。優生学と医学が組み合わさって優生手術

につながったことに鑑みれば、今一度、着床前診断という技術がはらむ差別性について問い返し、広範

な人々を交えて社会的論議を尽くすべきであると強く思います。 

 

 

Ⅱ．「障害のある命の選別を許さない!～いのちが豊かに育まれる社会へ転換を～」  見形信子 

 

 私には脊髄性筋萎縮症という遺伝性疾患があります。『治すため』という理由で国立療養所で１２歳～１

６年の長期入院生活を送りました。そこから地域に出てひとり暮らしをして 25 年あまり。 

２００４年～着床前診断による障害を理由とした命の選別に反対する神経筋疾患ネットワークの活動を約

15 年くらいやってきました。その活動とは逆行するように着床前検査が大きく拡大し、命の選別が堂々と

行なわれている。人間にとって暗黒の時代に突入している今、ふるいわけで落とされる障害のあるひとりと

して自分の体験からみんなに伝えたい…。 

 

数十年前、私が 20～25 歳くらいだろうか？国立療養所で筋ジス患者さんに対しての遺伝子情報を亡く

なったあとも病院に保管しておいて、その患者の家族（兄弟姉妹）が結婚して子どもを妊娠する際にその

家族の血液を調べて、照合する検査がある。筋ジスの子が生まれてこないかどうか調べられるのだ。 

 



 当時、入院中だった私は亡くなった患者さんの家族が、何年もしてからデイケアに診察に来ているのを

何組かよく見かけるようになる。とても言いようのない不安と怖さがあったことを思い出す。その意味はあと

から分かったのだが、筋ジスの子と゛もが生まれるのは、そんなに嫌なのか。兄弟だったのにと思うといたた

まれなかった。自分の存在を否定されたと感じた。寒気がして気持ちが悪かった。「障害を持って生まれ

てこなければよかった。生きていないほうがいいのかな」と思った。 

 

 地域で自立してからピア・カウンセリングや自立生活プログラムを体験する中で「障害は個性だ」とか「障

害を持っていても大事な存在で自分らしく生きていこう」と障害者同士で支えあってきた。自分の気持ち

（意志）を大切にありのままでいこう！それは認められない社会。小学１年生の時、障害を理由に学校に

通えなかった。初めて分けられたと実感した。そしてデイケア外来に来る筋ジス患者家族の人たちが遺伝

子検査を受けると知った時も人生で二回目に衝撃の出来事だった。 

やっぱり五体満足で生まれてこないと社会は受け入れられない、親は障害児を生むか生まないかの選択

が出来て良かったという声も聞く。望まない出産をしてかわいがられない子供がかわいそうという人もい

る。本当はどんな子供が生まれてもそれをサポートできる社会があればその家族も安心して育てられる。

現在も障害のある人たちのおかれている環境は壁ばかりで生きにくい。 

 

 だから命の選別と言われようと親は検査にやってくる。社会から「障害児は育児が人一倍大変」「苦しく

てつらい」という不安もあおられる。着床前検査はひとつドアが開けばどんどん他のドアも開いていく。優

生思想が根づよく残っている。法律的には日本は母体保護法に近年変わったけれど旧優生保護法と体

質は変わっていない。優生の遺伝子あるいは正常な遺伝子を持っている者が選ばれる。 

しかしそれは将来障害者が居なくなることであり、今生きている障害者の存在が否定されていくこと。この

検査がメジャーになれば健常者の世界に入れてもらえるように障害を克服し、または障害がないように見

せていくことが喜ばしいことになる。ノーマルってなに？異常って何を基準にしてるの？ 

 

 社会は命の選別という危険な一歩を踏み出し、さらにスピードをあげて人類の破滅に向かって爆走し始

めた。誰もが豊かに自分らしく安心して過ごせる地域社会にするために私は声をあげる。 

 

「生きようとする命を誰も侵すことはできないのだ」と。 

  

以下にしんきんネットからのメッセージを載せます。 

 

わたしたちは出生前診断・着床前診断に反対しています。 

 

●他人事ではなく自分事として考えませんか？ 

これはあなたの未来の家族の話です。 

あなたも高齢になったら、事故にあったら、病気になったら、障碍者になるかもしれません。 

あなたの子どもや、大好きなパートナーにも、障害があるかもしれません。 

あなたはわたし／わたしはあなた 

多様な人がいるってことは、みんなにとって大切なこと。 

それは安全で健全な社会なんだ。 

障害を持って生まれるって、案外おもしろいよ。 

 

●インクルーシブな社会って、ともに過ごすだけじゃないよね！ 

わたしたちはお客さんじゃなくて、社会の一員だよ。 

だから、特別扱い・やさしさ・おもてなしはいらないんだ。 

本当のインクルーシブは、ただ一緒にいるだけじゃなくて、人権が守られて、サポートがあること！ 



障害者だけじゃなくて、すべての人たちが助けをもらいながら生きていける社会がいいね。 

守られるだけの人はいない。 

「一人ひとりが、ただ、そこにいるだけで、輝いている社会」 

「お互いを知り、認め合える社会」を目指していこう。 

 

●命の選別には反対しまーーーす！ 

わたしたちを殺さないで（抹殺反対！） 

いのちすべてを花開かせて（まったく賛成！） 

誰も仲間はずれにしない・されない WORLD（世界）（迷わず賛成！） 

 

【お問い合わせ先】 

しんきんネットワーク Facebook ページ 

https://bit.ly/2N5k0ni 

※ポスターには QR コードが掲載されています。 

 

【イラストの説明】 

・車いすユーザーの花嫁と健常の花婿 

・補聴器をつけている女の子 

・電動車いすに乗っている女性 

・男性が白状を持ち、左側にはガイドヘルパーが付き添っている 

・3 人の子どもが肩を組み歩いている 

・目線入力をしている、ストレッチャー型の車いすに乗っている男  

の子 

・様々な世代の人たちが手をつないで輪になっている 

・様々な国籍の子どもたちが手をつないで輪になっている 

                                                   ポスタ 

 

 

 

「着床前診断は誰のため？対象拡大で当事者は幸せになれるのか？」  須賀ナオ 

 

 遺伝性疾患の当事者の立場からということで話をさせていただきます。私は常染色体優性遺伝の骨関

節疾患の当事者です。軽度障害ということでこれまで福祉サービスとの接点はありません。DPI 女性障害

者ネットワークには 10 年ほど前からかかわっています。この問題については、ものごごろついたときからず

っと考えてきたところがあります。去年（2020 年）1 月から着床前診断（PGT-M)についての日本産婦人科

学会の倫理審査会から DPI 女性障害者ネットワークへ倫理審議会への傍聴依頼が来たということでこれ

を傍聴しました。傍聴のみで発言権はありませんでした。DPI 女性障害者ネットワークのメンバーとして審

議会の第 3 部の資料に意見を出していますので、そちらも後でぜひ読んでください。 

 DPI 女性障害者ネットワークの紹介ですが、障害のある女性が軸となって 1986 年に発足した国内の緩

やかなネットワークです。障害種別をこえて、障害のある女性にかんする情報収集、発信、法律や政策へ

の提言、国際会議や国連に出かけて働きかけたこともあります。障害の有無や障害の違いを超えた活動

を通して障害のある女性をエンパワーメントし、個々の人が尊重され人権が守られる社会の実現を目指し

ています。 

 遺伝性疾患は遺伝子や染色体の異常から起きる疾患のことです。遺伝性疾患といいますが、かつては

一部の人の問題と考えられてきましたが、、今はだれでも数十個の遺伝子変異を持っているということで

す。単一遺伝子疾患というのは 1 つの遺伝子の変異でおきる病気ですが、最近のデータによると 1 万 6



千以上あると言われて、調べれば調べるほど出てくる。私は常染色体優性遺伝なんですが、片方のみの

変異で発症する、５０％の割合で遺伝するという優性遺伝ということです。ただ両親にそういう変異がなく

ても人間の遺伝子は変異しやすいので、突然変異で病気になる人もいる。そのほかに染色体の変異があ

ります。21 トリソミーのダウン症や１８，１３トリソミーなどの常染色体 22 組の変異や性染色体の変異があり

ます。（注：変異があるからといって必ず症状があるわけではない。） 

多因子遺伝子疾患としては口唇口蓋裂、先天性心疾患、アルツハイマー、生活習慣病などがあるそう

です。 

 遺伝性疾患の当事者が着床前診断をやりたいという気持ちになるのは、わからなくはない、と思います。

たぶんそれを望む人たちというのは、私自身と同じように障害がありながら軽度の人、もしくは子どもに障

害は出たけれども自分自身には疾患を持っていない人が多いと思います。自分も含めてですが、特徴と

しては障害のない人の社会に合わせて生きている、いわゆる“健常者”、障害のない人を基準に考えて人

生を生きてきて、、自助努力で何とかしようと、無理してでも適応しようということで人生を生きてきた人が多

いのではないかと思います。 

 自分自身もちょっと足が悪いのですが、タクシー代がかさんでしまってもタクシーに乗ってまでも障害の

ない人に合わせようとしてきました。特に企業に勤めていた時は身体がしんどい状態になるとお金がかか

っても他の人なら趣味に使うお金をそういうものに使って、無理していたんだなと思います。 

 自分の人生を振り返ってみると、いわゆる世間から遺伝させてもいいと肯定されたことはなかった、、今ま

で様々な機会で否定的な発言を受けてきました。 

 一例として学校の授業で、高校の授業でメンデルの法則をやった際に生物の教師からこういうことを言

われました。「６本の指の男性と恋仲になった。それが優性遺伝だったら５０％、劣性遺伝だったら２５％の

確率で遺伝します。その男性とは結婚してはダメだよ」という授業でした。。私はその発言に衝撃を受けま

したが、一方で反発も感じました。たぶん生物の先生は私のことを知らないで話をしたと思いますが、これ

って何かおかしいのではないかと思いました。ただ、「先生、それはおかしい」とまでは、その時はできませ

んでした。どちらかといえば、その言葉を内面化していくということになりました。 

 自分の人生設計としては他の同級生が当然のように考えていた、いわゆる結婚、出産というのではない

道を進まなくてはならないと思いました。自分が子どもを持つとすれば自分の障害や人生を肯定できるよ

うにならなければいけない。子どもに遺伝していても子どもには大丈夫だと言える人である必要があるとい

う、そういう覚悟を持たないと子どもも作ることができないと思いました。。 

 なので着床前診断を初めて知った９０年代の時には、これはいい技術なのではないか、日本でもできる

ようになるとよいと思っていました。 

 私の周囲には、自分と同じ疾患を持っている人がいませんでしたし、障害のある人はいませんでした。

大学に入って点字サークルに入り、初めて視覚障害の人に出会いました。その中で目が見えなくてもいろ

んなことができるんだ、楽しく生きられるんだと、はじめて明るいもの、今まで障害のある人はダメ、自分は

ダメと思っていたのが、こんなに明るいんだと思いました。 

 私は大学卒業後、病院の相談員として勤めてました。そこで自分以外のさまざまな遺伝性疾患の患者さ

んたちと接する機会を持ちました。遺伝性疾患は自分だけのような気がしていたけれども、こんなにたくさ

んの人たちがいるのが現実なんだと知りました。。 

 そして考え方が大きく変わったのは障害者運動に出会ってからです。安積遊歩さんという人の本『癒し

のセクシー・トリップわたしは車イスの私が好き』、『命に贈る、超自立論ーすべての体は百点満点」という

本があり、自分と同じ疾患を持つ子どもを育てている人がいるというのを読んで、目からうろこが落ちる思

いでした。障害者運動や障害の「社会モデル」を知って、その中で障害は個人の問題ではなく社会の問

題であるということで、遺伝性疾患の当事者が産めないと思うこと、周りからも反対されることが当然だ、し

ょうがないと思っていたことが、実は差別であること、差別されながら差別に気がつかなかったのが、差別

だとようやく気づきました。 

 障害の社会モデルですが、障害というのは個人の心身機能の制約ではなくて、あるグループの人々（障

碍者とカテゴリー化される人）に制約を強いている物理的・社会的な環境が障害なのだ、。障害を個人の



身体と切り離して考えてみる、障害を個人レベルでの本人との相互作用でとらえることそのものへの批判

です。障害の個人レベルで考えると、、個人の中に存在するもの、乗り越えられるべきもの、なくすべきも

のですが、障害の社会モデルで考えると、誰もがなりうる自然な状態の一つであり、社会が障害のある

人々を考慮しないことから生まれているものです。 

 私はピアカウンセリングという当事者同士のカウンセリングがあるのですが、その中で神経筋ネットワーク

のメンバーに出会いました。これまで職業柄、福祉系、心理系様々な手法のカウンセリングに接する機会

がありましたが、こんなに深く話を聴いてもらえる経験はありませんでした。ピアカウンセリングにはいつも

エンパワメントされているなと思います。私は神経筋ネットワークのメンバーが大好きで、みかちゃん（見形

さん）もこの世にいてくれて良かったと思っています。 

もちろん疾患を持っていることと人間的に素晴らしいこととは直接関係があるわけではないですが、その

人が自らの疾患、障害に向き合い人生を切り開いてきたこと、作り上げてきたこと、その人が生きてきた人

生の過程で培ったものだと思います。そう考えると疾患と切り離して考えることもできないと思います。彼ら

を社会から排除しようとする技術には賛成できません。 

 障害ってそんなに悪いことなのか。今では、障害はあってはならないものということから、人間にとって特

別なことではない、普遍的なものという認識に変わってきていると思います。 

 世界でも世界銀行とＷＨＯが 2011 年にだした「Worｌd Ｒeport on Ｄisability(世界障害白書)では世界

人口の１５％は障害のある人で、今後も増加していくと報告されています。日本でも身体、知的、精神障

害などの３障害を合わせると約 1000 万人になり、発達障害や難病も合わせるともっと多くなる。特に精神

障碍者の数はストレス社会のせいか、うなぎのぼりで身体障碍者の数にどんどん迫っている状況です。 

 

 着床前診断を望む声の気がかりな点があります。声を聴くと本当に胸がつぶれる思いがします。 

 その一つに「自分たちは障害のない子を普通に産むことができない。自分たちは他の人と違っている」と

思っている。これは実は間違っている。だれも障害のない子だけを産むことはできないし、その権利もな

い。すべての女性の妊娠、出産に障害のある子が生まれる可能性があるし、遺伝性疾患の当事者でも障

害のない子が生まれる可能性がある。すべての命は一回性であると思います。 

 もっと気がかりなのは遺伝させたことに強い罪悪感を持ってしまっていることです。遺伝性疾患は自身が

コントロールできる範疇にないことなのに、なぜそこまで罪悪感を持ってしまっているのか。障害者の権利

条約でも遺伝性疾患の人も含めて、すべての人に性と生殖の権利、家族形成の権利がある。そういうこと

が遺伝性疾患の人に知られていない、伝わっていない。これは非常に大きな問題ではないかと思いま

す。 

 これらに特徴的なのは「社会を信頼して社会のサポートにゆだねればいい」という考え方がほとんどな

く、「自分たちだけ、家族だけでなんとかしなくてはいけない」という意識を強く感じました。社会を信頼す

るということは未来に希望を持つということになるし、社会を信頼できなければ社会からのサポートを期待

できない。結局子どもを産めなくなる。 

 今の日本が少子化になっているのは、社会が信頼できないこと、不安が根本原因ではとも思います。 

 患者会からの要望書が「障害の個人的悲劇モデル」、「遺伝性疾患=不幸」となっています。、要望を通

す意図かもしれませんが、患者の不全感も強め、患者にとって良いこととは思えません。患者にかかわっ

ている医療側がそのような考え方を強化しているのだとしたら非常に良くないです。患者さんが障害の社

会モデルを全く知らないのではないかと思いました。 

 当事者が着床前診断に吸い寄せられてしまう背景として、差別の体験というのがあります。2017 年厚労

省研究班の代表である東京大学の武藤香織さんがインターネットで遺伝性疾患について調べたものがあ

ります。２０代～６０代の男女１万８８１人の回答で３５０人（約２％）が遺伝情報による身体的な差別の経験

があると回答しています。医療保険加入を断られた、高い保険料の設定、交際を反対された、婚約破棄

や離婚、妊娠・出産を思いとどまるように言われた、内定取り消しに会ったなどがあった。 

 私の疾患の患者にも妊娠したけれども相手の家族から猛反対にあった、結婚を認めないという話があり

ました。自分の子の世代には差別を経験させたくないということがあるのではないか。 



 これに対して PGT-M 倫理審議会の議論はどうなっているかというと、驚いたのは、倫理の議論をしてい

ない。最初から賛成派の当事者のみ委員として発言させ結論ありきの議論です。障害者差別をしないと

言いながら障害のある子を産むこと、遺伝させることを肯定する言葉が一切なかったのは、本当に恐ろし

いと感じました。。科学的に言えば障害のある子が生まれるのは自然なことであるのに障害のある子を産

むことを悲劇にしてしまっているのは誰なのか。社会や医療側の加害性に無自覚ではないか。患者同士

が対立しているとか、女性と障害者（障害胎児）が対立しているというが、対立させていることに無自覚で

はないかと思います。 

 ２００４年着床前診断の始まった当初の審議会の当時の日本産婦人科学会の見解の中では「産婦人科

医師は生命を選別することに苦痛を感じている」「患者が希望するからと言って生命を残したり葬ったりす

ることは医師がロボットになってしまうことであり、できない。PGD についても哲学を持ってやりたいと考え、

悩んでいる」「患者の希望だけで PGD を行うなら学会の見解も倫理委員会も必要ないということになる」と

かの意見がありました。 

 それが２０２０年１１月、日本産婦人科学会の PGT-M 倫理審議会第二部資料によると「この女性のかけ

がえのない権利をサポートする責任がある。メディアがいつも持ち出す「命の選別」、「優生思想」、「声な

き声」という見出しは女性に対するパワハラではないか」と言ってます。 

 さらには今回の NIPT に関する議論では学会は女性の権利を守る立場から産婦人科医が NIPT につい

て適切なカウンセリングを行い、希望があれば検査を含めて十分なカウンセリングを行って、今後のことを

女性自身で決めることのできる体制を作りたいと考えているというふうに変化しています。 

 疑問なのは、なぜ優生的な事のみを取り出して女性の権利を言うのか。女性個人に「命の選別」「優生

思想」というのがパワハラならば、女性に「障害のある子を産むな」「遺伝させるな」というのもパワハラで

す。遺伝性疾患の当事者はずっとこの方向のパワハラを受け続けてきたわけです。 

「障害のない子を産むのが良い妻、母」というジェンダー規範がありますが、これは人間の生物学的現実と

異なっています。異なっているにも関わらず、このような規範をそのままにしておいて、それどころか補強し

て、女性にすべての責任を押し付ける、女性の自己責任化を強化するものでしかないのでは。 

 なので女性 VS障害者、賛成派 VS反対派の対立で、反対している人たちは女性の意見を聞かないと

いうロジックになっていますが、対立させているのは誰なのか。女性の性と生殖にかかわる自己決定権と

いうのは、産むか産まないか決められ、障害があっても産み育てることができる、社会的サポート・環境が

あって、はじめて選択の権利として成り立つものです。 

 出産を希望していた女性のおなかを検査して、何か見つかれば中絶させたり、自然妊娠では産ませな

いようにする。それは女性が本当に望んでいることなのか。 

 権利として考えるならば、まずは遺伝性疾患の当事者であっても妊娠、出産を周囲から反対されず、子

育てに十分サポートを得られること。そのためには障害差別のみならずジェンダー差別の両方に対するこ

とが不可欠です。 

 医療側が本来成すべきことは、女性に対する間違ったプレッシャーをなくすこと（障害のない子を産めと

いうのは科学的ではない）、遺伝差別をなくすこと（障害のある人の生まれない家系などない）です。 

 選別的中絶や着床前診断は、医療や支援の敗北としてとらえるべきではないか。医療側は着床前診断

を提示した時点で中立ではないということを自覚すべきだと思います。医療側の障害観の変換が必要で

す。 

 わたしたちはどういう社会を求めるか。 

 原理的にはすべての人が保因者です。チェックしだしたら際限なくなる。選別したところで産まれ落ちる

その瞬間から先のことは誰にも予測できないことが山ほどあります。子供を産み、育てるということはそうい

うことを引き受けるということだと思います。障害のある人とともにある社会を目指すのかどうかです。   

 重篤な障害があっても周囲から受け入れられ、十分な社会的サポートさえあれば生きていけるし幸せに

なれる。「障害疾病がないほうがいい」というのは容易に「障害疾病のある人はいない方がいい」に転換さ

れやすいというのは歴史が証明していると思います。すでに生まれている障碍者の人権・尊厳は守ろう。

だが、これから生まれてくることは防ぐということを両立させることは成り立たないのではないか。 



 この問題が複雑なのは国がきちんと規制をしてこなかったことにあります。日産婦の認可外施設でアン

ダーグラウンド（水面下）で既に実施が進んでしまっていることが問題です。アンダーグラウンドの情報は

負の情報が全く出てこない。着床前診断して子どもを授かった人の事例ばかりが発信されているようで、

授からなかった人の方が圧倒的に多いはずなのに、その人たちについての情報がない。生じた問題がす

べて患者の自己責任とされてしまっているのではないかと思います。国はすべての医療機関に対して負

の情報も出させるべきです。 

 最後に遺伝性疾患の当事者に伝えたいことですが、本当にあなたの苦しみは疾患自体からくるものな

のでしょうか？ということです。「産んではいけない」という社会、周囲からの圧力のせいではないでしょう

か。だったらそれに立ち向かってほしい。でも自分一人で抱えなくてもよい。頑張らなくてもよい。 

 是非 DPI 女性障害者ネットワークにコンタクトをとってくれればと思います。視覚障害やいろいろな障害

をもっている子供を産んで育てている人たちがいますので、そのひとたちと繋がってもらえればと思いま

す。 

 

Ⅳ．「不安ビジネスの実態とＧｏＴｏ産科」 千葉紀和 

 

 演題からしてふざけていると思われるかもしれませんが、その真意は後ほどお伝えしたいと思います。 

 「命の選別」をめぐる問題は、幅広くありまして、日本は優生保護法が 21 世紀目前まであった人権意識

の乏しい国ですけれども、一方で、「命の選別」に慎重な議論もあったという不思議な国です。 

 先ほどご紹介があった障害者運動と女性運動による議論を踏まえて医療者や医学界も慎重な面もあり

ました。それがここ 10 年、特にこの 5 年で急にたがが外れたようになっています。本日のテーマである着

床前診断の対象拡大、着床前スクリーニングの事実上の解禁、テーマに近い話では、新型出生前診断と

呼ばれる NIPT が 2013 年に国内導入されましたが、それもどんどん拡大が進んでいます。一番気になる

のは、これらの動きが、優生保護法の反省の裏で同時並行で進んでいるということです。 優生保護法の

被害者救済や、2016 年に相模原殺傷事件が起きた時には「どんな命も大事だ」とか「内なる優生思想に

あらがえ」とか言っているのに、その前には障害者解消法もできているのにこのようなことが進んでいる。ま

ず、この全体の流れを押さえていただきたいと思います。 

 

 着床前診断と、着床前スクリーニングとは何か？ですが、利光さんからご説明があったので割愛します。

重篤な遺伝性疾患を対象としたのが、PGD と呼ばれていた着床前診断で、これが見形さんと須賀さんの

お話です。着床前診断はもう一つ、染色体の数ではなく形の異常による習慣流産を対象にしたものがあ

って、今は PGT-SR と呼ぶようになりました。それとは別に、染色体の数の変異を網羅的に調べるのが着

床前スクリーニングです。最近は PGT-A と呼ばれますが、今日の話の中では従来からの PGSで通した

いと思います。 

 ポイントは PGD と PGSは「目的が違う」と言って区別していますが、やっていることは事実上同じというこ

とです。お示ししている図は国内でビジネスを展開している業者さんの図を拝借してきましたが、PGD も

PGS も同じなわけです。その上に「ご希望の受精卵の選別」と書いてあります。本日、私は PGSの方をメ

インにビジネス化の問題をお話したいと思います。 

 

 この技術の初報告は 1990 年英科学誌ネイチャーでイギリス・ロンドンにあるハマースミス病院で男女産

み分けを目的に行いました。単純に男の子、女の子のどちらかがほしいというわけではなく、生まれる子供

の遺伝病の発症を防ぐためにやりました。X連鎖劣性遺伝疾患と言いますが、通常男の子だけに発症す

る病気があります。男性は X染色体を 1 本しか持っていないので、遺伝子の変異があった場合に、その

影響を打ち消す遺伝子がないことから男性だけ発症します。この母親は診断の後、双子の女の子を出産

しています。日本では 2004 年に大谷クリニックという病院でやっていたことが読売新聞の報道で発覚しま

した。単純な男女産み分けと障害児出産防止のために行いました。この時は、日産婦の「重篤な遺伝性

疾患の回避」を目的とした PGD を国内初実施する目前のタイミングでした。PGDでも問題視され慎重に



進めてきたのに、その指針とは異なることを既にやっているということで大問題となりました。「重篤な遺伝

性疾患」を対象にした話とは異なります。 

 今や何でもありの日産婦なんですが、日産婦もスクリーニングには慎重な議論をしてきました。1998 年

に PGD の解禁を決めたときにガイドラインを出しています。「重篤な遺伝性疾患を診断する以外の目的

に使用してはならない」。なぜ審査が必要かというと「将来予想される受精卵の遺伝子スクリーニング、遺

伝子操作を防止することを目的にしているからである。目的以外の男女産み分けなどに使ってはならな

い。当然のことながら遺伝子操作は行わない」と書いてあります。これが今 PGS やゲノム編集が出てきて

問題になっているという現実があります。こうなることをこの時点で予見していたから書いてあるわけです。

日産婦のガイドラインというのはたびたび変わりますが、建前上は今もスクリーニングは禁止になっていま

す。ただこれは学会の自主規制なので指針を犯しても違法ではありません。このことはずっと前から問題と

されています。欧州ではドイツ、フランス、スイス、イタリアなど法規制している国が多いです。日本はこうい

う状況なので指針違反が繰り返されてきました。問題は日産婦がそれを罰すると言いながら実際には追

随してきたということです。2004 年に大谷医師を日産婦が除名処分とし、その後、訴訟となって、大谷医

師が敗訴しました。しかし、その後もこっそりやっている医師もいて、諏訪マタニティークリニック院長の根

津八紘 医師も有名なのですが、堂々と違反してやっていました。実は他にも公表はしませんが、こっそり

違反してやっている医師もいまして、私は取材で把握していました。2017 年には着床前スクリーニングは

禁止だと言って日産婦は大谷医師を資格停止処分にしながら自分たちは特別臨床研究という名目で始

めました。2020 年には日産婦が特別臨床研究を大幅拡大しました。当然、大谷医師も怒るわけです。大

谷氏は「日産婦は私を追認している状況で、処分は不当で矛盾している。PGS を続けることが医師の使

命だ」と記者会見で主張しました。これに対して、当時日産婦の倫理委員長である苛原稔氏は「有用かど

うか結果を見ないと倫理的な検討に進めない」と述べていました。倫理的ではなく、指針違反したことを理

由に大谷医師を処分したわけで、大谷医師の肩を持つ気はありませんが、日産婦の言い分はよくわかり

ません。日産婦側の事情を斟酌するならば、多くの不妊治療クリニックが禁止に対して不満を持っていて

一部は勝手にやっているわけで、このままではもたない、制御できなくなるという危惧があったのでしょう。 

  

 PGS の有効性については、論争がずっとありました。理屈上は、染色体に異常があると多くの場合は流

産しますので、そういう受精卵を除いて選んで妊娠すればいいということですが、現実はそう単純ではあり

ません。卵子は精子と違って新たにできないので、女性の年齢が上がっていくと言い方は良くないですが

「卵子の老化」によって変異の割合が増えるとされています。欧州ヒト生殖学会議（ESHRE）は 2010 年に

声明を出しています。「反復流産や着床不全、高齢女性に対するＰＧＳの有用性を示す科学的根拠が見

出されないことから多施設共同のランダム化比較試験（RCT)が必要である」と述べています。また、2012

年の日産婦声明では「PGSについては最近のメタアナリシス（過去に発表された多数の論文の解析）で

妊娠率や生児を得られる率の向上に寄与しないことが明らかにされた」と述べています。これに対して有

用性を強調する論文もあります。例えば推進派がよく引き合いに出すのは、2018 年に国際誌「Fertility 

and Sterility」に出た論文で「PGT-Aは治療費用を軽減し、治療期間を短縮し、胚移植の失敗や流産の

リスクも下がる」と書いています。これは先ほどの話と一見矛盾するように思われますが、この間、検査技術

が飛躍的に進歩してきました。主流は次世代シーケンサー（NGS）を使う方法です。こちらは次世代シー

ケンサーをつくっている米国イルミナ社を私が取材したときの写真です。機械も試薬も高いですが、装置

は大型だと 1 億円くらいするものです。ただ、セットすれば全自動で検査してくれます。数をこなせばボリ

ュームディスカウントが効きます。NGSの出現によって遺伝学的解析が進み、低コストと安定性が実現で

きるようになりました。このグラフのように、誰が見ても一目瞭然のような形で結果が出るわけです。さらには

検査技術だけではなくて胚培養士による培養技術の発達や胚生検の技術の発達もあります。こういった

複数の技術の進展が背景にあるので効果があるのではないかと言い出したわけです。 

 さきほどから出てきている日産婦の特別臨床研究ですが、2017 年にパイロット試験として始まりました。

その結果が 2019 年に医学誌「Human Reproduction」に報告されています。正確を期すために英文をそ

のままお示ししています。「着床前スクリーニングは出生率を改善し、流産率を減らすことができるか」とい



う問いに対して、結論の部分は「出生率も流産率も改善できなかった」と書いてあります。有意差はありま

せんでした。もう少し具体的にみていきます。習慣流産と体外受精反復不成功例という 2 つの症例で、そ

れぞれ対照群と比較するというデザインです。結論に影響するのは流産率と登録当たりの出生率です。

移植当たりの出生率というのもあって、こちらの数字は変化が大きいです。移植当たり、登録当たりとは何

のことかと言うと、体外受精をするので、まず女性から採卵して受精卵を作って着床させるわけですが、対

移植当たりの臨床成績は改善するが対採卵当たりでは差がないという意味です。さきほど申しましたよう

に妊娠できる卵がないということがあり得るからです。卵子を取って受精卵を作りますが、そのうち全員が

移植して着床できるとは限りません。移植できない人も多いわけです。移植できた人だけ見ると 2～3 割し

か出産できていないということで、スクリーニングありとスクリーニングなしではあまり変わらないということで

す。こういう結論であるにもかかわらず、移植当たりの出生率の部分だけを強調して PRするクリニックが多

いことが問題なのです。 

 

それなのに、なぜ特別臨床研究を大幅に拡大するのでしょうか。このように参加人数も 83 人から 3000

人規模へ、参加施設も 4 から 92 施設（2020 年 12 月現在）へと増やすことになりました。効果が出るかど

うかわからず、少なくとも前の特別臨床研究では有意差がないものにお金を払わせる。この中には移植に

適した受精卵がなくて妊娠できない人も多数含まれます。 

 先ほどのデータから見ると 7 割から 8 割は成功しないということで

す。効果があるかどうかを調べる「研究」なのに、その費用はカップ

ル持ちです。それで大幅に拡大する臨床研究とはいったい何なの

でしょうか。これを容認した倫理委員長の苛原さんは研究責任者で

もあります。データをとって論文を書いて業績を残すことができま

す。「有意差が出なかったのは症例数が少なすぎたため。有用性

を証明するためにさらに大規模な研究が必要である」と言っておら

れますが、「鴨が葱を背負ってくる」とはこういうことだと思います。こ

れは事実上の解禁と言っていいのではないでしょうか。図 1 は毎日

新聞に載せたものですが、特別臨床研究の仕組みはカップルの卵

子と精子を体外受精し、できた受精卵の一部の細胞を取り出して染色   図 1 特別臨床研究の仕組み 

体の数を検査して、「適」と「不適」に分けるわけです。この「適」「不適」という言い方が気になります。「不

適」にはダウン症、ターナー症候群なども含まれます。生まれて家族に愛され、社会に出て働いて活躍さ

れている方もたくさんおられるわけですが、その人たちが「不適」なのでしょうか。このことが「命の選別」で

なくて何なのでしょう。これこそが、かつて日産婦が懸念して戒めてきたことではなかったのでしょうか。 

 

 「妊婦のため」だとクリニックは PR しています。しかし、流産防止とか不妊治療の成績向上とかいう PR

の仕方は少なくとも現時点では詐欺です。控えめに言っても不当表示です。前にも述べたように対移植

当たりの出生率はよくなっていますが、対採卵当たりでは効果がないという結果が出ています。「研究」な

のにお金を支払うのはカップルです。受精卵 1 つ検査するのに最低 5 万円、大体 10 万円くらいかかりま

す。1 つの事例としてある女性のブログから持ってきたものですが、この人が通うクリニックは 2 個で 11 万

円、これは安いですね、良心的な方です。通常 1 個だけ検査するということはありません。受精卵は複数

作ります。できた受精卵は凍結しておかないと保存はできないので、これもお金がかかります。この女性の

場合 1 回で約 32 万円かかっています。それで成功するとは限りません。ですのでこの女性はこの繰り返

しを行っています。このように、PGSは不妊治療に組み込まれて新たなトッピングのようなものになっていま

す。 

それから、海外でのスクリーニングの手配、輸送を手掛ける仲介ビジネスも存在します。規制について

は受精の瞬間に命が吹き込まれるという考えを持つカトリックの国やナチスの記憶がある国では規制が厳

しいです。しかし、規制が緩い国もあります。その一例がウクライナ、アメリカ、タイなどです。そういった国

に凍結した受精卵もしくは細胞、DNA を輸送して調べます。本人は渡航しなくていい仕組みです。ただし



100 万～250万円の高いお金がかかります。特別臨床研究が大幅に拡大されたことでどうなるかというと、

不妊の定義に該当しない人でダウン症児を回避したいとか、男女を産み分けたいということであれば、こ

っちの仲介ビジネスを利用するのでしょうか。いずれにしても今後パイは広がっていくでしょう。 

このビジネスを利用した方にお話を伺うことができました。都内の金融機関に勤める 42 歳の女性で、2

年近く不妊治療しているが成功せず、焦っておられます。既に 200 万円超投入しています。「命の選別」

という批判もあると質問したところ「妊娠するためだから命の選別とは思っていません。でも苦労した末の

子供だから障害児を避けたいのは偽わらざる気持ちです」と答えが返ってきました。都内のクリニックで採

卵し、アメリカに輸送したそうです。検査結果は「すべての受精卵に染色体異常がある」と分かってこの時

には妊娠できませんでした。 

  

ここまでの話を踏まえると、「『命の選別』拡大スパイラル」（図 2）ができ

ているのではないでしょうか。まず、「不安・欲望」があって、「不安ビジ

ネス」が生まれます。そのビジネスがさらに不安をあおります。そして不

安ビジネスに日産婦が追随して「命の選別」がなし崩し的に拡大してい

くという拡大スパイラルです。この構図は新型出生前診断（NIPT)でも同

じです。NIPT は産科医でなくてもできるので、もっと露骨です。美容外

科が続々と参入してやっているという実態を 2 年前に報道しましたし、

本にも書きました。                                              図 2 命の選別拡大スパイラル 

 何が問題かというと、これは「際限のない選別への道」につながっています。いま検査技術が驚くほど進

化しています。今は少なくとも PGSでは染色体レベルしか調べていませんが、遺伝子レベルまで調べるこ

とができます。世界的に注目されているのがアメリカで 2017 年に創業されたベンチャー企業の

GENOMIC PREDICTION 社です。DNA 解析、AI,計算モデルを駆使していろいろな病気の因子がわか

ると言います。   

彼らは、expanded-ＰＧＴ、つまり拡大版 PGT と呼んでいますが、受精卵の段階であらゆるリスク予測をし

ようとしています。技術精度についてはまだ確実ではないでしょうが、これからもっとわかるようになるでしょ

う。この会社はビジネスそのものです。共同創業者は物理学者でイギリスのガーディアン紙のインタビュー

にこう語っています。「今後 10 年間で正確に IQ（知能指数）の予測が可能となる」。実際に天才的数学

者らの遺伝情報を解析する計画を進めています。なので、受精卵の段階で健康や IQ をランク付けする

時代がやってきます。よく引き合いに出されるアメリカの SF 映画「ガタカ」がありますが、その世界が現実

になるのが迫っています。 

着床前診断やスクリーニングについてはよく、出生前診断と比較して「中絶しないから問題ないのでは

ないか」という意見がありますが、そう単純ではありません。産科医の中にも疑問を持たれている方がいま

す。日産婦の元理事長で安倍政権の内閣参与でもあった吉村泰典慶大名誉教授は、2004 年に重篤な

遺伝性疾患の PGD を国内初実施した慶応チームを率いていた張本人でもありますが、「NIPT は産む選

択肢が残る。PGSは残らない。この違いは大きい」と。カテゴリーごと消すみたいな感じが問題だということ

を仰っていました。日産婦倫理委員で NIPT 拡大を決めた小委員会の委員長を務めた墨東病院の久具

宏司医師は「母体保護法は胎児条項を認めていない。この理念からは受精卵の段階なら排除できるとい

うことにはならない。PGS で個人の特徴や特性を胚に求めることが可能になる」と仰っていました。一方、

「NIPT のように中絶を伴う技術が容認され、中絶を未然に防ぐ技術が禁止されているのは二重基準だ。

科学技術の進歩の恩恵を日本の患者が得られないのはおかしい」という意見の産科医も多くおられま

す。 

 

 ようやく、ここから「GO TO 産科」の話をしたいと思います。 

 菅政権が発足してから、なぜか不妊治療推進に躍起になっています。治療 1 回あたりの公的助成額を

15 万円から 30 万円に引き上げるとか、回数制限の緩和とか 2022 年度から保険適用の対象にもすると

かです。ともかく大判振る舞いなのですが、なぜ進めるのでしょうか。 



 少子化対策や出生率改善は確かに大きな問題ではあります。体外受精で誕生する子供も 15 人に 1 人

と増えています。根拠のデータがよく分かりませんが、夫婦 5.5 組に１組が不妊治療経験者という調査も

あります。特定不妊治療の平均費用が 193 万円と高額で、300 万円以上の人も結構いて、ともかくお金

がかかります。だから「英断」という歓迎の声もあります。一見いいことずくめで誰も反対しづらいことです。         

ただ、日本医師会の中川俊男会長は菅政権の方針ついて以下のような

ことを述べています。「不妊治療は医療保険が適用されず、経済的な負

担が大きいのが現実。菅総理の方針は重い費用負担に悩んでいた当

事者には朗報であり、少子化対策への思いという面でも素晴らしい。一

方で、有効性・安全性の担保や、年齢制限などのルールを整備する必

要がある」と。 

  これはどういう意味でしょうか。日本の成功率は低すぎるということで

す、生殖補助医療の実施件数は世界最多ですが、出生率は世界最低

レベルです。これは統計データから明らかです。（グラフ１）なぜこんなこ

とになっているのでしょうか。妊婦さんの高年齢化、妊娠率の低下、内膜  グラフ 1 生殖補助医療の 

症などの合併症と、不妊症の増加要因はいろいろ挙げられています。        実施件数と出生率 

 しかし、実際には不妊治療を手がける施設のレベル差が非常に大きいのです。全国に不妊クリニックは

約 600 施設あります。日産婦に登録     

が必要で体外受精だと 613 施設、顕微受精だと 576 施設ありますが、技術差があるわけです。生殖医療

の専門医がいないクリニックもあります。これが何をもたらすのでしょうか。                                    

 ここからが本日のお話で最もお伝えしたいところです。 

 日産婦の特別臨床研究でわかったもう一つの現実があります。不妊治療に使う受精卵は胚培養士が顕

微鏡で状態を目視して妊娠に適していると判断されてきました。ですが、実際に検査してみると実はその

多くが適していなかったことが分かりました。成功率が低い現状は「無駄な不妊治療」に対してカップルに

費用を払わせている状態です。それも酷いわけですが、その上に国や自治体からの多額の助成金が実

際はクリニックを潤しているということになります。公的助成金は国だけでなく自治体も出していて、総額は

年間数百億円になります。 

 不妊治療のパイオニアの一人でもある宇津宮隆史セント・ルカ産婦人科院長は「当院の計算でも助成

金の 3 分の 2 は妊娠していない周期に交付されている。着床前スクリーニングで不要な移植を減らせば

公的助成金の有効利用につながる」と仰っています。菅政権は不妊治療を進めたいわけです。でも日本

のクリニックは出生率が低すぎます。公的助成を増やしても金がクリニックに流れるだけです。では着床前

スクリーニングを導入した方がいいというロジックで繋がるわけです。逆にやらないと無駄遣いになるという

疑問があるかもしれませんが、そもそもレベルの低い不妊治療の体制を放置していることが問題だと思い

ます。 

 もう一つ、昨年（2020 年）末に生殖補助医療で出生した子の親子関係に関する民法特例法が成立しま

した。この内容が「優生思想だ」と話題になりました。基本理念を記した第 3 条 4 項に「生殖補助医療によ

り生まれる子については心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるも

のとする」。この「心身ともに健やかに」という文言に批判が出たわけです。この文言も問題ですが、その先

の意味するところが大事だと思います。法律の趣旨は第三者の精子・卵子を使った不妊治療の親子関係

を定めることです。第三者から提供された卵子、精子を体外受精して妊娠します。この法律では第三者の

卵子で妊娠出産すると卵子提供者ではなくて出産した女性を母親と規定しました。親子関係を安定させ

て、提供を進めたいという狙いがあります。ただし、卵子・精子提供と着床前スクリーニングは親和的で

す。第三者の卵子で作った受精卵で妊娠してその子に障害や病気があったらもめやすいので、規制が

緩く卵子提供が盛んなアメリカでは PGSがセットになっていることが多いです。この視点からも着床前スク

リーニングを推進する動機があります。 

なぜかあまり報道されていませんが菅政権の新年度予算で厚労省がこのような新事業を始めます。「安

心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援する体制」という名称で、NIPT を受ける妊婦らへの相談支



援体制を整備する、これを全国で進めるということです。確かに第三者の相談機関を求める声はありま

す。ただし、やり方が難しい。国がやるとなると、ともすれば検査を推奨し、お墨付きを与えたように受け止

められ、受ける方向に誘導することになりかねません。「皆が受けるもの」と思われるようになって出生前・

着床前診断による「命の選別」が当たり前の社会になってしまう恐れがあります。 

  

本日のまとめです。 

・「命の選別」が同時並行で拡大しています 

・不安を煽る不安ビジネスに日産婦が追随する構図は共通。「命の選別拡大スパイラル」ができています 

・妊婦のため。費用負担を減らすため。国家財政のため・・。「優生社会化」は耳触り良く、婉曲的に進ん

でいきます 

・菅政権の不妊治療偏重政策は「命の選別」拡大と表裏一体の側面があります 

・技術の進展は不可避です。「際限ない選別への道」に歯止めが必要です 

少子化対策で出生数を増やすためには、産み育てやすい環境が必要です。女性側はもちろん男性側

の対策も含めて、地道な環境整備こそが必要だと思います。 

 

 

 

Ⅴ．質疑、討論 

発言者１：現場のことを取材して今日の講師の方々の意見には全面的に賛成しています。優生思想が流

れていることもそうだし、医療がどんどん発達し、そういうことができるようになっていることが問題だと思い

ます。ただし、私が言いたいのは今日のシンポジウムで言われているまっとうなことが現場の若い夫婦に

伝わらない。現実には誤解と無知と欲望によって進んでいくのではないかと思います。マタニティクリニッ

クにも取材に行ったのですが、大谷氏にしてもそうですが、「目の前にやりたい人がいるから行うのであり、

どこが悪い」という論理です。先ほど千葉さんが言われたことが非常にわかりやすいのですが、「命の選別

の拡大スパイラル」、これを断ち切るには全体的な論議をしているだけでなく、個別の夫婦の「考えている

ことはちょっと違うのではないか」ということをきちんとわからせる、教える、教育あるいはシステムが絶対に

必要だと思います。それを誰がするか、どういう風にするかも視野に入れていかなければならないと思いま

す。 

 追加で言わせていただくと「障害があっても楽しく過ごしている人もたくさんいる」とかをどんどん伝えて

いくことが近道ではないかと思います。そういうことを考えずに全体的な論議をしてもなかなかしんどいとい

うのを私は現場で感じます。そういう欲望に従って動いている人がいる。ネットの情報から安易に流される

人が現実にいるわけです。いくら無知だバカだと言っているだけでは何の役にも立たない。ビジネスを増

長させるだけだと思います。 

 

見形：私たち障害者に対していろいろなマイナスなイメージを持っているというのが本音だと思うし、私た

ちもそういうカップルや女性、若い人たちにどうやったら障害がある人が生き生きと社会でありのままで生

きているのかということを伝えられるかということを常に考えて発信していきたいと思っています。今日お配

りしている資料も一般の皆さん向けというか、障害のある人を知らない人たちにも知ってもらえるようになれ

ばと思って作りました。あまりにも社会が障害者に対してネガティブなことを押し付けていくというか、プレッ

シャーを与え続けることが問題なのです。教育や社会システムから根本的に変えていかなければいけな

いと思います。 

 

発言者 1：心強いお言葉ありがとうございます。情報を広く流すことが一番大きいと思います。今日、話さ

れる中身のことをしょっちゅう書いているのですが、果たして若い人たちに伝わっているのかと思うことが良

くあります。前に新型出生前診断の関係で日本ダウン症協会のシンポジウムで東京に行ったことがありま

すが、そこであるダウン症のお子さんを育てているお母さんが、「自分の家族が楽しく生きているのをもし



ダウン症を理由に中絶した女性が見たらとてもショックを受けるでしょうね」と言われて非常に感動しまし

た。そういう風に幸せに生きているのを見ないから、怖い、新型出生前診断で確定的に陽性と診断された

人の 9 割が中絶したということが独り歩きして、逆にそれほど怖いという誤解が増殖して、中絶してしまう。

本当に無知は怖い。それを何とかしないといけない。 

 

須賀：DPI 女性障害者ネットワークはこの問題は障害者差別と女性差別の両方が絡まっている。女の人

が自分のおなかをいじくられるという問題なのに、検査をして中絶を迫られたりする。本当に女性がそれを

したいと思っているのか？女性の性と生殖の権利ということについて日本の教育が基本的になされていな

い。女性は人口の半分いますからその人たちが、これは女性差別だと思うようになったなら、すごく変わる

のではないか。それを私は期待しています。この問題について当事者個人に対して優生思想だからやめ

ろという北風を言っても効果がない。障害があることがマイナスではないという、太陽となるメッセージを伝

えていかないといけない。「やるな」というより、「やらなくてもよい」といった方が良いのではないか思ってい

ます。 

 

発言者 2 私の子供は施設に入っていますが、土日曜は家に帰ってきます。今、コロナで帰れない状況で

す。子育てで大変な面はあります。でも、いろいろなことを子供から教えてもらますし、あまり彼女は言葉が

出ないのですが、それでも精いっぱいコミュニケーションして生きている。養護学校に行っていたのです

が、皆にかわいがってもらっているようです。能力はそれほど高くはないですが、みんなと精いっぱ生きて

います。普通の親の人はいのちの選別をすると思いますが、それはあまり止めようがないかもしれません

が、実際に精いっぱい生きている子供たちを見たらやっぱり考えるのではないか。きれいなことを言ってい

るわけではないですが、生きている子供たちを見てくださいといった気持ちです。 

 

島薗：今日はこのような問題を研究している方々もいらっしゃいます。専門的な問題究明に近い質問も来

ております。 

土屋貴志先生からは着床前診断と出生前診断では胚の発達の違いで、生命倫理的な議論から言うと受

精直後とある程度人間に近づいてきた時のパーソン論というものがあり、違いがあるのではないかという質

問があります。あるいは木村浩章さんから障害者権利条約 23 条、25 条についてご質問があります。ま

た、ドイツのことを研究されている小椋さんからは千葉さんや須賀さんにドイツで発達しているカウンセリン

グについてご質問が来ています。 

   

千葉：受精卵のお話は、問題の１つは、日本では受精卵の法的地位が明確に定められていないというこ

とがあります。クローン技術規制法の附則や政府の総合科学技術会議がまとめた「ヒト胚の取扱いに関す

る基本的考え方」には、受精卵は「人の生命の萌芽」と位置付けられています。これは受精卵を研究材料

として使うことには慎重であるべきという文脈で、「『人』そのものではないとしても、『人の尊厳』という社会

の基本的価値の維持のために特に尊重されるべき存在」と説明されています。しかし、２０１９年には衆議

院の特別委で当時の科学技術担当相が、体外にある時は「人間じゃなくて単なるモノ」と明言していま

す。このように日本で受精卵はとりわけカトリックの国々と比べれば軽んじられがちです。先程、産婦人科

医の吉村さんと久具さんらのお話を紹介しましたが、胎児の中絶だからダメで、受精卵は切り捨ててもい

いという単純な考え方ではないと現場でやってきた方々が悩んでたどり着いた答えは、非常に意味がある

と思っています。受精卵段階の選別は単に一つの受精卵を亡きものにするだけではなくて障害のある人

たちの存在、カテゴリーそのものを失くしてしまうような感じがするという吉村さんの言葉は、意味があること

だと思います。 

 

発言者 3：全般的に障害のある方に接する機会が少ないという問題だけではない。情報が社会によって

偏っていることが問題で「命の選別」というキーワードで訴えていくということは非常に大事なことだと思い

ます。千葉さんのスライド 28 枚目の NIPT とか陽性診断の中絶が認められているのに着床前診断を認め



ないのはおかしいという形で議論されてしまったときにどう答えるかは考えておいた方が良いと考えて問題

提起として質問します。 

 

利光：着床前診断と、NIPT も含めて胎児診断というのはどう違うのか。１つ大きな違いは、着床前診断は

複数の受精卵から選ぶということだと思います。NIPTであろうと何であろうと、胎児診断というのは女の腹

の中にいる胎児の状態を調べて、その胎児の妊娠を継続するか、中断するかを選択する。吉村さんも言

われていますが、胎児に障害があると分かっても産むという選択もありうる。でも着床前診断の場合は、複

数の受精卵から「正常」だと判断されたものだけを選ぶ技術なので、検査をしようと思った時点で既に選

別する方向が決まってしまう。あるいは、体外で複数の受精卵から選ぶということなので、選別のやり方が

非常に苛烈になるだろうと思います。選別の目的や範囲も、どんどん拡大する可能性があるということで

す。 

  

発言者 4：今日の話を聞いていても胎児の選別が命の選別につながるというのは障害者差別と大きくか

かわりますが、他方で日産婦の第 3 回審議においてもハンチング病の本人者が切々と文書を書くわけで

す。受精卵とか胎児とか発達段階において価値に違いがあるのかという問題に対して正直私は決められ

ない。当事者（妊産婦）は着床前診断を望んだり、出生前診断を望む当事者はすでに悩んでいて、葛藤

しているというのは本当だと思います。彼女らにサポーティング（支援的な）カウンセリングを提供する。し

かも産婦人科のクリニックが、やった方が良いですと進めたりするのをいったんせき止めて、その当事者が

本当に思っていることを引き出してもらう。 

 最近気になったことは、千葉さんの『命の選別』の本を読ませてもって、遺伝カウンセラーがカウンセリン

グの前に当事者（妊産婦）は答えを決めてきてしまっているので、徒労感を感じるというコメントがありまし

たが、本当のカウンセリングは本人が自らが納得できる答えを探すためにそれをサポートするためにやる

ので、そこで徒労感を感じるとか、あるいは当事者から話を引き出せないということは力量のなさではない

かと思います。特に須賀さんは取り組まれてきたと思いますが、いったいどうやって当事者にカウンセリン

グを進めていったらよいのか、悩ましいところです。 

 

須賀：本当にサポーティブなカウンセリングが必要であると思います。今、このようになってしまっているの

はそのようなカウンセリングがないということではないか。遺伝カウンセリングまで行くとなるとその目的があ

る程度定まって行っているものもある。以前、助産婦さんと NIPT について話をしたときに検査して結果が

わかる、その短期間の間に本当に決めるということは難しくて、それまでその人が培ってきた考え方で決ま

るというふうに言われていました。もう少し前の段階で私もそういうことを考えてきましたが、やはり思春期の

ときに、なにかもう少し相談できるとか自分目線の所で相談できたならすごく違ったのではないかと思いま

す。それより子どもの時から世の中に周りに障害のある人もない人もいて、障害がある人も楽しく生きてい

るという人間観を育成するのが一番大事だと思います。 

 

発言者 5：私も障害者です。この問題は僕のライフワークです。今、見形さんの話にもありましたが、障碍

者権利条約から言えば障害者差別だと思います。インクルーズ社会と言われても実際には障碍者の差別

が昔より少なくなったとみんなが思っても、次にある差別がなくなっても着床前診断などで障害者の生きる

権利を奪っていると思います。差別がなくなっていないしむしろもっと深刻な問題になっていると思ういま

す。 

 

見形：実際皆さんがおっしゃるように障害を持っていると大変だとか生きていくことがつらいだろうとか思わ

れていて、若い人たちにはもちろん子供の時から私たちは分けられているので、多くの人には障害者に

近づいてはいけないという風に私も小さい頃言われて育った。自分も差別意識というのは持たされている

し、親御さんから植え付けられたもの、そういうものを持って育ち、大きくなってしまう要素がすごくあるんで

す。、障害があっても楽しく普通に生きられる。当たり前に生きている社会、それは人が放置されて生かさ



れる社会ではなくて人はいろいろなサポートをもらって生きるものなのです。私たちにも状態にふさわしい

適切なサポートをもらって障害のない人も、もちろん社会的サポートが必要なわけなので、普通にだれも

が共有できるのがインクルージョンであり、みんなで支えあう社会というものに育っていくのではないでしょ

うか。私たちはいまだ人間としての権利を得られていないのではないかと感じてます。 

 

発言者６：私は視覚障碍者です。今日、網膜細胞腫の話がありまして、責任を感じていますが、視覚障碍

者の中でも網膜細胞腫の方はかなりいまして、しかも昔からいて、普通に生きている。ぼくらは、盲学校で

したが地域の学校に暮らしてきた人たちもいるし、何代も網膜細胞腫に罹りながら生きている人たちもい

る。僕らからするとガンを摘出する手術は必要ですが、別に生活としては、どうってことはない。ぼくら障碍

者の間でも着床前診断を必要とする人と障碍者同士ぶつかり合わないとだめです。 

 もう一つは、根本的にはますます能力主義が強められている社会のように思える。そういうものを作り出

している経済体制そのものが根本的な問題かと思います。現在、障害者、高齢者の施設でもコロナウイル

スに感染したら救命するための病院に運ばれず、死んでます。あるいは自治体もそのようにすることを推

進するようなものも出している。そんなことを見た時に人間って障碍者もいるし、高齢者にもなっていく。だ

れが ALSになるかわからない。認知症だってその通りです。それ全体が人間であると思うような思考という

ものを、きちんと取り戻し、人間という類は、何だと。優性思想を煽り立てるものにぶつかっていくしかない

と思っています。 

 

発言者 7 子：弟がダウン症で 50 歳で亡くなってしまいました。非常に自分の世界をもって豊かに生きて

いた人でした。最期までほぼ在宅で過ごした状況で、それを姉としてはあまり十分には支えられなかった

けれども彼が生きていたことで私は看護師になったのですが、自分の人生としても豊かであるなと思いま

した。そんなに障害があったら生きにくいとか、そういうことではなくて前向きに生きていける、そういう医療

の体制が必要であると本当に思いました。生まれた時にピュアーな援助が必要であると、こういう風に生き

ていかれたら幸せな未来もあるということがもっともっと知られていかないといけないと思うし、情報発信が

必要であるとすごく実感しました。 

 

発言者 8：私は 20 歳のダウン症の息子がいます。小中学校を地域の普通の学校に過ごしてきまして、

今、定時制高校に通っています。小学校の時に新型出生前診断のニュースが報道されていた時があっ

て、その時にテレビでそのニュースを見て、息子の友達が「自分の大切な友達と同じ障害の命が生まれな

いようにさせられてしまっていいのか」ということでテレビのニュースを見て泣いていたと、その子のお母さ

んからあとで聞きました。その子にとって息子が障害のある子ではなくて障害があっても当たり前に普通に

遊んだり勉強したりして過ごしている友達の一人であるということが大きかったのだろうと思います。やはり

小さいうちから一緒にかかわると障害のある人であるという感じではなくて一人の人として見えるという部分

があるのかなと思っています。私は友達と妊婦さんに対するカウンセリングを親の立場からやってはどうか

というのをグループの何人かで試みましたが相談に来る人が誰もいませんでした。それはその時点でなか

なか行っても説得されるのではないかと妊婦さんにとってはそういうこともあったのではないかと思います。

その時点になってからのカウンセリングでは、その人の小さいときからの培ってきたものをそこで変えること

は難しいのだろうと感じました。 

 

発言者 9：千葉さんに質問です。脱炭素化社会にシフトしたように産業構造が生殖補助医療などのバイ

オテクノロジーヘシフトしていると考えてよいのか？もう一つは放課後デイサービスと言いまして発達にち

ょっと障害があるお子さんにあずかるところに働いています。本当に軽いお子さんもいらっしゃいますので

異質なものを社会からどんどん排除して見えなくしていくような社会がこのまま進むのではないでしょうか。 

このまま進むと排除して包摂するという社会がどんどん進むという気がしますが、皆さんどのようにお考え

になっていますか。 

 



発言者 10：私は特別養子縁組でダウン症の娘を育てています。お母さんがダウン症があるということを理

由に育てられないと決断されて特別養子縁組の制度で子供を養子に出すことを決めたケースです。 

おなかの中にいる出生前診断でダウン症であると分かったお子さんとかがもう中絶ができない時期に来て

いるときに産んだけれどもおなかの中にいたときからもう育てられないと決断てしまうことがやっぱりありま

す。 

 私が斡旋を受けた段階で、ただ両親の希望する特別養子縁組と特別養子縁組を受けることを希望する

方は、なかなか障害児を受け入れることが難しい状況があり、障害があるというだけで、命のテーブルに着

くことができない子供たちがたくさんいる。このような現状を私も特別養子縁組を進めるにあったて本当に

たくさん相談を受けているということを聞きます。このような現状を当事者もそうですが支援者としてもたくさ

んの人に発信していきたい。障害があることを社会がどれほど受け止めて変わっていくかを知っていく、ど

ういう社会資金が使えるかとか障害があるからこそ子育てが必要かがわかれば知識的不安を払拭する。

本当に知る機会がたくさんあるように、いろいろなところでこのことを発信していけたらと思っています。 

 

利光：倫理審議会を傍聴していて、ご自身が網膜芽細胞腫の患者で、自分の病気が息子に遺伝して発

病したことをきっかけに、次子を産むときに着床前診断を使いたいと希望している女性の話を聞きました。

その時、非常につらいなと思ったのは、彼女が息子に自分の遺伝病を伝えてしまったことに「罪悪感を持

った」と言われたことです。彼女を苦しめているのは、障害者差別ももちろん大きいですが、やはり女性差

別もあると思います。障害のある子どもを産んだ女性に対する社会からの風当りは、相当強い。彼女が

「罪悪感」とまで言わざるを得ないほどの圧力があるということです。この社会が、彼女を着床前診断に向

かわせているんだと、その時すごく思いました。この問題はいのちの選別の問題でもあると同時に、やはり

女性差別の問題とも強くつながっていると思います。 

 カウンセリングについてですが、やはり現実問題として、相談に来られる若いカップル・女性に対して、ど

のように葛藤に寄り添うかは非常に大事だと思います。医療側は遺伝カウンセリングであったり、行政も

NIPT の相談所をつくろうとしています。が、医療という狭い範囲でしか考えられないカウンセリングであっ

たり、政府の意向を反映するようなカウンセリングであれば問題です。そこに、障害や病を自分の一部とし

て生きている当事者や、障害のある人と一緒に暮らしている親や友達、そういう人たちが一緒に入ってい

くような形のカウンセリングもできないものかと思います。 

 

見形：とにかく障害があっても生まれたい、暮らしたい、殺さないでくれということを伝えたい。しんきんネッ

トの仲間の話を聞いてください。 

 

発言者１１：私自身も私の仲間も生まれてきて本当に良かったと思っているし、誰にとっても暮らしにくいこ

の社会を変えていく原動力になっていると思ってます。私たちがこの体だからできる活動というのがあっ

て、障害があって生まれたことが財産だと思っています。生まれる前から殺される状況には恐ろしさを感じ

ます。何としても止めたい。 

 

発言者 12；見形さんと一緒に神経筋疾患ネットワークで活動させてもらって本当にありがたいと思ってい

ます。なぜ殺されるのかという前に障碍者の生き方を本当に知ってもらえるような社会を私たちは望んで

います。本当に私たち、普通です。面白いことも言ってますし、旅行も好きなように行ってますし、私など休

日はエステなどして楽しんでいます。障害を持っていない人と同じような生き方で生きていますので、そう

いう風に接してもらえると生まれてくることに対して何も不幸であるという先入観が取れると思います。皆さ

んの力で障害者の不幸でないというアピールをしていけたらと思います。 

 

須賀：差別はもしかしたら変わっていないかもしれません。、審議会を聞いていて、医療側が 50 年前と全

く変わらない障害観だったのがすごく衝撃的でした。しかし一方で当事者の人たちの声を聴いたら、50 年

前は当事者の人たちが表立って声をあげる、発信することもなかった。そういう意味では少しは進んだの



では。障害者運動とか障害がある人の情報を知ってもらえば、変わるのではないか。審議会は倫理を審

査していない倫理審議会というちょっと不思議な審議会で哲学・倫理学の人は入っていない。学会の外

から言っていかないといけないと思いました。国としてこれまで規制してこなかったゆがみが、日産婦の議

論でもゆがみとして出てきてしまっている。アンダーグランドで行われていた、これを国民がみんな知って

議論するような、そこまでいっていないのが一番大きな問題だと思います。 

 

 

Ⅵ．補足およびまとめ 

 

千葉：ご質問で産業構造がシフトしているのかということですが、シフトしているかどうかはわかりませんが、

拡大していることは間違いないと思います。NIPT は 6000 億円産業という調査がありますし、ゲノム編集は

もっと莫大です。遺伝子、DNA のビッグデータもビジネスとして注目されています。これは何がドライブし

ているかというと技術の進展が大きいわけです。検査で言えば詳しく調べられるようになるだけでなく、コス

トがかからなくなりました。検査企業にとっては一度に大規模に解析した方が良いわけで、ボリュームディ

スカウントがききます。そこに仲介業とかが入ってきて、本では NIPT の黒幕はカーテン屋という話を紹介

しましたが、様々なプレイヤーが参戦しています。人々の不安をあおって儲けにつなげる仕組みがありま

す。  

それは、やっぱり規制が必要だと思います。 

 それから、なぜ「命の選別」が拡大していくのか、今後どうしていくのかについてですが、足がかりとして

は、先程の「拡大スパイラル」を逆に考えていくのが一つヒントになるのではないでしょうか。「不安ビジネ

ス」に日産婦が追随していく理由は会員の不満があって、それは儲けられないからです。いま産婦人科も

厳しいです。お産が減っていて、出産トラブルは訴訟リスクもあります。 

 次に「不安ビジネス」がなぜ広がるかというと当然儲かるからで、しかも簡単に儲かる仕組みだからです。

さらにさかのぼると「不安と欲望」の話になってきて、これは様々な要因があります。人間の本性かもしれま

せんし、晩婚化晩産化、女性にプレッシャーがかかりやすい環境もあるかもしれません。時代や政治のせ

いにするのは簡単なんですが、不安となる対象のことをよく知らないというのも大きいと思います。情報が

あふれている時代なのに、情報があふれているからこそ、ステレオタイプになるのかもしれません。検査し

てまでダウン症の子を回避したいと思っているのに、実はダウン症の子と会って話したこともないという人

は少なくありません。 

 もう一つは、他人事ではなくて自分の問題だと考えることが大事なのかなと思っています。それには２つ

の意味があって、人は事故や病気で後天的な障害を負う可能性もありますし、高齢化すれば誰もが障害

のある形になっていきます。そうなって生きにくい世界は誰にとっても良くないですよね。２つ目は、どんど

ん技術が進むと選別の対象はきりがないわけです。先ほどの企業の話もありましたが、IＱとか健康因子と

かでランク付けされたら私もあなたも切り捨てられますよということです。そういう世界が目に見えているの

で、この辺でそろそろ止めませんか、ということをもう少し広げていけたらいいのかなと思っています。 

 

島薗：チャットにはいろいろな発言があって非常に豊かな内容がありますが拾えていないものもあります

が、全体として豊かな話し合いの場ができたかなと思います。是非、これを産科、婦人科をはじめとする医

療関係者の方々に今日のような話が届くように。そして一般市民、様々な立場の人たち、まだ関心を持た

ない人たちにこういう問題を考えることが、実は今の生きづらさを考える大事な手掛かりになるというそうい

うことを伝えていけるといいなと思います。 

 ゲノム問題検討会議というのはゲノム編集の問題からはじまっていますが、こういう深く関連する問題も

取り上げて議論の場を持ようにしていまして、さらにこういう輪を広げていきたいと思っています。 

 



利光；最後にお知らせしたいことがあります。日本産婦人科学会の倫理審議会 PGT-M に対する倫理審

議会が一般の方の意見を募集しています。その期間が本日の夜中の 11 時 59 分です。本日の話し合っ

たことなどを、どんどん投稿してください。 

 

                                                         以上 

 

「着床前診断をめぐる動向」 利光惠子  

 

＊日産婦は、３回の倫理審議会の議論を踏まえて、2021 年 4 月に「PGT-M に関する倫理審議会報告

書」を公表した（以下の日産婦 HP 参考）。 

https://www2.cstorage.jp/public/tTtoAADj6IbA9lYBC0x542GCsTxqUjvuiOtIIMqHab07 

 

 「重篤性」の定義については、倫理審議会の終盤になって、日本神経学会等から「『成人に達する以前

に』を外すと対象となる疾患が大幅に広がり、社会的影響が大きい」とする強い反対意見が出された。「報

告書」では、これを考慮して、「重篤性」の定義を「原則
・ ・

、成人
・ ・

に
・

達する
・ ・ ・

以前
・ ・

に
・

日常生活を強く損なう症状

が出現したり、生存が危ぶまれる状況になる疾患で、現時点でそれを回避するために有効な治療法がな

いか、あるいは高度かつ侵襲性の高い治療を行う必要のある状態」と修正した。加えて、成人発症の疾患

も含めて「今までに審査経験のない疾患」については、専門学会からの意見も聞くこととした。また、審査

小委員会の委員の間で PGT-M 実施についての判断が不一致であったり、いったん非承認と判断された

ものの申請者や PGT-Mを希望するカップルから再審査の要望が出された場合には、「PGT-M臨床倫理

個別審査会」で議論するとされた。 

一気呵成の適用拡大は免れたものの、成人になってから発症する遺伝病や、命に別条がなくとも日常

生活に不便をきたす疾患も PGT-Mの対象になる可能性はあるということだ。今後、日産婦内で、「着床前

診断に関する見解・細則・内規」の改定を行い、運用を開始するという。動向から目が離せない。 

 

https://www2.cstorage.jp/public/tTtoAADj6IbA9lYBC0x542GCsTxqUjvuiOtIIMqHab07

