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講師 ：久具宏司 医師 日本産科婦人科学会倫理委員会委員 日本生殖医学会理事  

小掠宗一郎 東海学院大学人間関係学部心理学科教授 

司会 ：島薗進 上智大学グリーフケア研究所所長、東京大学名誉教授 

 

 

はじめに 

 近年、体外受精の実施件数は急激に増加し、2018 年には約 45万件と過去最多となった（日本産科婦

人科学会データより）。体外受精によって生まれた子どもの数は約 5 万 7000 人に上り、この年に生ま

れた子どもの 16人に 1 人に当たるという。 そのような状況の中、生殖補助医療の基本理念等と民法の

親子法制の特例を定めた生殖医療民法特例法が、2020 年 12 月 4 日、議員立法として国会で成立した。

その基本理念の一つに、「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」というものがある。これに対して、障害者

団体からは「優生思想を想起させる」などの批判が出ている。この法律は、また、多くの問題を先延ば

しにしている。生殖に関する自己決定の確保、出自を知る権利の保障、子どもや障害者の権利に関する

条約との整合性など、多くの課題を残している。弱い立場の女性や生まれる子どもの福利が十分に考慮

されないままに、卵子提供や精子提供、そして代理懐胎等が進められかねない。生殖補助医療の進展に

よって子どもを得る人々がいる半面、搾取や障害者の排除に結びつく危険性もあり、そのあり方につい

て社会的合意があるとはとても言えない状況だ。  

 今回の勉強会は、日本産科婦人科学会倫理委員会委員を務め、『近未来の〈子づくり〉を考える――

不妊治療のゆくえ』（春秋社、2021 年）の著者である久具宏司先生に、産婦人科の医師の立場から生

殖補助技術の拡大は社会をどのように変えるかについて、また、『生命をめぐる葛藤――ドイツ生命倫

理における妊娠中絶、生殖医療と出生前診断』（生活書院、2020 年）を上梓された小椋宗一郎先生に

は、人間の尊厳と妊娠葛藤相談、着床前診 断をめぐるドイツの考え方についてお話しいただく。 

 急速に導入され、変化していく「子づくり」の新たな形にどう向き合えばよいのか、ともに考えてい

きたいと思います。生殖補助医療が私たちをどこへ導いていくのかを考えるよい機会になると思います。 

 

 

１．生殖補助技術の拡大は社会をどのように変えるか？  久具宏司 

１）はじめに 

 今日、紹介いただきました本を 2月に上梓いたしました。書いた理由というのは、いろんな方面で生

殖補助医療技術が進んでいて、卵子提供とか代理懐胎とか 10年以上前からかなり議論がされています。 

着床前診断につきましてもかなり前から議論が進んできています。ところがあまり議論がされない中で

どんどん進行してきているのが卵子の凍結保存という技術です。今日はその点に焦点を当ててお話して

いきたいと思います。 

 まず、最初のスライドは日本の体外受精の治療

周期数の推移です（図 1）。グラフの緑色の部分

が凍結保存して行った体外受精数です。青の部分

は新鮮胚を使った体外受精です。次のスライドに

示すのはそれによって生まれた子供の数です（図

2）。一番最近の数を見てみますとかなりの数が

凍結された胚を使って生まれた子供です。実際に

行われている体外受精というのは、出生の過程の

中で凍結したうえで子供になるという過程が多

いということです。                 図 1 日本の体外受精の治療周期数推移 

 



 

 日本では体外受精が行われるようになってか

ら 40 年近く経つわけですが、体外受精で従来の

不妊治療から大きく変わったことが 3つあります。

１つ目は夫婦の間ではない生殖医療（配偶子提供、

代理懐胎）、２つ目は凍結保存することが可能と

なったこと（精子、卵子、受精卵）、３つ目は出

生前（妊娠成立前）に児の情報を知ること（着床

前診断）です。今日はこの二番目の凍結保存につ

いて焦点を当ててお話します。 

                           

 まず、一目でわかる日本での生殖医療の歴史という表です。1983 年体外受精が行われたはるか前の

1949 年に AID 児誕生（精子提供人工授精児）がありました。30 年以上が経ち体外受精が行われるよう

になってから後に、このように次から次といろいろなことが行われるようになりました。いかに体外受

精のインパクトが大きかったかがわかります。 

 それに対して日本産科婦人科学会はきちんとその都度対応した見解を出しています。ただ AIDだけは

50年近く経った 1997年に初めて見解を出しています。この間は結局野放しであったということです。 

 2003年に厚生科学審議会があって精子・卵子・胚提供容認、代理懐胎禁止という政府が初めての報告

書が出されまして、それが、法制化されないままになっていました。ここで代理懐胎禁止というのが決

まりましたので 2003年日産婦は代理懐胎を認めないという見解をだしています。着床前診断は 1998年

頃から徐々に日本でも行われるようになってきて「着床前診断」に関する見解が出されましたが、実際

に最初に行われ妊娠出産してのは 2006 年です。今後は、見解改定を経て着床前診断が容認の方向に向

かっていくようになっています。 

 凍結保存はどうかといいますと 1988 年に不妊治療を想定して胚・卵子の凍結保存に関する見解が出

されています。2008年に生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解として不妊治療時の凍結保存

の義務化を定めています。ここまではあくまで不妊治療における凍結保存だったわけですが、2014年こ

こで医学的適応による未受精卵子、胚、卵巣組織の凍結保存に関する見解が出され、妊孕能温存目的の

凍結保存の見解が出されました。これは不妊治療ではありません。さらに 2015 年に医学的適応のない

未授精卵子凍結保存も行われ、それに関する留意事項も出されました。 

 本日の話の順番を追っていきますと、１．凍結保存の効用はどのような点かということ 

２．医学的でないノンメディカルな凍結保存とは何か ３．凍結保存の現実はどうなっているのか ４．

凍結保存の利点と欠点（医学生物学的、倫理的面から） ５．社会的視点 ６．医学的適応とノンンメ

ディカルの区別 ７．これから行っていくうえで、懸念されること未解決のこと ８．際限なく拡がる

生殖補助医療技術のまとめ ということになります。 

 

２）体外受精により拡がった生殖医療（凍結保存の効用） 

 まず、体外受精により拡がった生殖医療の 1 つとして 2 人の異なる

女性が登場することとなったこと、2 つ目として着床前診断で着床さ

せる前に胚の診断を行い、よい胚を選んで着床させること、3 つ目と

して受精卵を凍結保存することです。 

 まず、このスライドは体外受精によるブレークスルーの一番目です

（図 3）。ここには二人の異なる女性が登場します。次に着床前診断  上図 3 異なる女性 下図 4 着床前 

で、着床する前に一部の細胞を診断して着床するものを選ぶ（図 4）。

さらに次のスライドが凍結保存です。受精卵で凍結保存する（図 5）。

凍結保存する理由は、多胎を防止することと卵巣過剰刺激を防止する

目的があります。そのため不妊治療の中では推奨されています。もう

一つ凍結保存には妊孕能の確保のための凍結保存があります。これは

受精卵、胚の凍結と未受精卵子の凍結、それから卵巣組織の凍結があ

図 2 日本の体外受精による出生児数推移 



ります。もともと受精卵の凍結が主でしたが、未受精卵子の凍結も技術的に確立してきました。凍結保

存の間に卵巣毒性のある治療（抗がん剤、放射線治療など）を行う  

ことを推奨しているわけです。 

 それを念頭に置いて医学的適応による未受精卵子・胚（受精卵）

および卵巣組織の凍結保存に関する見解を日産婦は 2014年 6月に出

し、2016 年 6 月に改定しています。このポイントは、悪性腫瘍など

に罹患した女性に対してその疾患の治療により卵巣機能が低下し、

その結果、妊孕能が失われると予測される場合、妊孕能を温存する 

方法として女性本人の意思に基づき行われる、ということです。      図 5 凍結保存 

凍結保存の対象としては抗がん剤治療、リンパ腫、白血病などです。 

 胚の凍結保存が行われているわけですが、その後、成熟未受精卵子の凍結保存も技術的に確立されて

きました。それぞれについて説明します。 

 胚の凍結保存というのは精子凍結保存と並んで、技術的にはもっとも確立されている妊孕性温存手段

です。ただし、パートナーのいない女性で提供精子使用を受け入れない女性や宗教上の理由で胚の凍結

保存を受け入れない女性には適用できません。ところが成熟未受精卵子の凍結保存ならば、パートナー

のいない女性や受精した胚の凍結保存を希望しない女性にも行うことができます。ただし 2008 年の段

階では、まだ、実験的レベルのもので将来は行われるかもしれないという状況でした。ところがわずか

5年後（2013年）にはもう実験的なものではなくて、確立したものになっています。 

 

３）医学的でないノンメディカルな凍結保存とは何か 

 今日お話ししたいことはがんの治療にともなう凍結保存ではなくて健康な女性の未受精卵子の凍結

保存に関することです。このスライドは平成 28 年 2 月 2 日毎日新聞の記事で、大阪で健康な女性の初

の卵子凍結保存後の出産が報道されています。次のスライドは同じ年の女性セブンの記事ですが、「卵

子凍結の光と影」という記事で、「今は仕事をがんばりたいから、今の彼と結婚できるかわからないか

ら、そんな思いを持つ女性たちから熱い視線が注がれている、卵子の凍結。果たして女性を解放する夢

の技術になりえるのだろうか。それとも・・・」と記載されています。こういう凍結保存をよく「社会

的適応」と言われますが、これはあまり適切ではありません。日産婦では「医学的適応のない未受精卵

子凍結保存」と呼んでいます。英語でも”social freezing”と一時期使われていましたが、これはち

っとも社会的な acitivityではないことから、最近は”non-medical”,”elective”,”self-donation” 

,”age-related”という言葉が使われています。本日は「ノンメディカル卵子凍結保存」という言い方

をします。 

 

４）凍結保存の現実 

 日産婦はこのような凍結保存の実施を基本的に推奨しないとい

う立場を取っています。 

 海外における卵子凍結保存の現況を見てみますと、これは 2013

年のスペインの論文ですが、1035人の女性に関する 1080個の卵子

凍結の内訳をみてみると 60.6％がノンメディカルな卵子凍結であ

ることがわかっています（図 6）。同じスペインの 2007年から 2018

年の推移を見たグラフですが、すべての卵子凍結のうちで自分の  図 6 卵子凍結保存の比率（スペイン） 

卵子の妊孕能保存のためのものが 2008年には 5％もなかったもの

が増えてきて 2017 年には 25％近くになっています。その中でも

悪性腫瘍のための凍結はほとんどん増えていないのにノンメディ

カルな凍結が増えてきています（図 7）。 

 その年齢分布をみると、悪性腫瘍治療のための凍結は若い年齢

でもそれなりにありますが、ノンメディカルの方は、30歳代後半

になって急増しています（図 8）。実際にノンメディカルな卵子  図 7卵子凍結保存の比率推移（スペイン） 



 

凍 結 保 存 し て 子 供                     

を得ることができる 

のかというデータが

ありまして、35歳未満

であれば 20 個～30 個

胚を取っていれば一

人の子供をかなり高

い率で得ることがで

きるが、35歳以上とな

ると、なかなか確実  図 8凍結保存の年齢分布（スペイン） 図 9生児 1人獲得のための採卵時年齢 

とは言えない（図 9）。 

 ヨーロッパの学会がヨーロッパ各国で卵子凍結保存にどのような規制をかけているか。ノンメディカ

ルでの凍結を禁止している国（オーストリア、フランスなど）もあります。Yesという国もありますが、

Noという国が多い。また助成しているかというと、すべての国が助成していない。日本ではメディカル

の卵子凍結は実施していますが、ノンメディカルは実施していないし、助成もしていない。ただし、今

年度からメディカルについてのみ助成しようという動きがあります。 

 ニューヨーク大学でのアンケート調査がありまして、2005 年から 2011 年に健康な女性で卵子凍結保

存を受けた女性が対象で 36 歳以上の方が 8 割を占め、凍結保存の卵子をほとんどの人が使用するだろ

うと答えています。早く妊娠しなかった理由としてはパートナーの不在が 9割近くです。 

 もう一つベルギーのアンケートがあります。これは 2011 年凍結保存した人ではなくて一般女性の卵

子凍結保存への態度調査です。ノンメディカルでの卵子凍結保存をしますかという質問に対して肯定的

な回答が 30％、否定的な回答が 50％でした。必ずしも凍結保存に肯定的ではない。雇われている人（被

雇用者）が比較的肯定的で、主婦や学生など非雇用者は否定的です。 

 実際凍結した卵子が使用されるかですが、スペインのデータ（2007 年—2015 年）では使用率は 9.3％

とかなり低い。そのうち 88％はノンメディカルの使用であり、このノンメディカルの使用例のうち 42％

は提供精子を用いた独身女性でした。凍結保存したからと言ってみんながみんなそれを使うわけではな

いのです。なぜ使わないのかというと「ひとり親を避けたい」とか「自然の妊娠をトライしたい」とい

う理由が多いということがわかりました。 

 

５）凍結保存の利点と欠点（医学生物学的、倫理的面から） 

 まず医学的利点を言いますと、「都合に合わせて出産を先送りできる」、「将来、早発卵巣不全や子

宮内膜症などの疾患になった場合にも妊娠可能性を保持しうる」、「将来の妊娠時に卵子の加齢に伴う

影響（染色体異常など）を回避できる」こと。欠点としては「健康な女性への卵巣刺激・排卵に伴う合

併症の可能性」、「凍結保存された卵子による妊娠の成立が確実とは言えない」、「高年齢妊娠となっ

た場合、ハイリスク妊娠の可能性」、「卵子凍結による児のリスク（エビジェネティック変異や奇形）

が不明である」ことです。 

 ノンメディカル凍結保存の倫理的論点を見ますと、推進する意見として、「女性だけが背負っていた

生殖適齢期から開放される」、「自己決定に基づいて妊娠時期が選べる」、「女性が真に男性と同等と

なりうる」。その結果得られることとしては「妊娠・出産・育児による中断をすることなく教育を受け

たりキャリア達成へのステップを歩める」、「職業や生活を男性と同等に行える」、「パートナーを探

すのに時間のゆとりが生じる」、「育児を始めるのに適した時期を選ぶことができる（高い年齢でゆと

りある生活での育児が可能）」というのがあります。 

 一方、ノンメディカル卵子凍結保存を回避した方が良いという論点としては、「不要であるはずの治

療を受けることにより、その手技に潜む、本来負うはずのないリスクを被る（言ってみれば美容整形の

ようなリスクに似たようなことです）ことの倫理的許容性」、「凍結保存のリスクが解明されていない

にも関わらず、安全と信じる」、「凍結保存をすることにより後の妊娠成立が確実になるわけではない



（凍結保存することが目標となる、根拠のない希望が拠り所となる）」、「凍結保存が普及するとむし

ろ凍結保存が標準的とみなされ、凍結保存以外を選択する自己決定はかえって脅かされる」、「高年齢

での出産により子供が被る様々な不利益」ということがあります。 

 

６）凍結保存の社会的視点 

 現在の出産の状況は、初婚年齢が男女とも年々上昇しています。年齢別未婚率は男女とも年々上昇し、

特に 20 歳代女性の上昇が著しい。結婚後、第一子を出産するまでの平均年数は延長してきていて、最

近の 20 年の延長は特に著しい。この結果、晩婚化に加えて晩産化となっています。この理由の主たる

ものは女性の社会進出であると思います。しかし、妊娠に臨む女性の年齢の上昇も寄与していると思わ

れます。実際に不妊治療を受けている年齢層を 2008年と 2018年とで比較しますと 5歳くらい高齢化し

ていることがわかります。その結果、第一子を出産する平

均年齢が上昇してきます。これは日本だけではなくて先進

国に共通する悩みなのです。次のグラフは OECD各国の第一

子出産時年齢の推移で、日本よりさらに高齢化している国

もあり、どの国も一様に高齢化しています（図 10）。 

 次のグラフは日本の女性の年齢別出生率の推移です（図

11）。出生率のピークの年齢が 1950年の 25歳から 2018年

の 30 歳位に上昇しているだけでなくて 20 歳代の出生率の

ラインがどんどん下がっています。            図 10第 1 子出産時の国別平均年齢とその推移 

30歳代 40歳代では 1950年から 1980年へいったん下がって

から 1995 年、2018 年と上昇しています。1950 年頃という

のは第三子、第四子、第五子を産むということもあって 30

歳代、40歳代での出生も高かった。 

妊娠に臨む女性の年齢が上昇すると妊娠率が下がるとと

もに流産率が上昇します。この図 12は体外受精の場合です。

なぜこういうことになるのかというと、女性の卵子は胎児

の時に作られて、その後は減る一方で新たに作られること 

はなく、減るだけだからです。また、年齢が上がっていけ  図 11 年齢別出生率推移（日本）                             

ばいくほど卵子は古くなる。これが男性と女性の決定的な違いです。卵子は質が劣化していくというこ

とになります。とはいえ何歳で劣化するとか年齢で区切ることはできません。個人差が非常に大きく、

さらに同じ女性の中でも、個々の卵子による差もあります。 

 現代社会においてノンメディカルな卵子凍結への期待が大きい。なぜかというと、自分自身の若い卵

子で妊娠できるからです。現代では、卵子凍結保存が拡がりやすい状況にあり、それは先進国共通です。

また、晩婚化、晩産化が進む時代では凍結保存を行わなかった女性にとっては、卵子提供の需要も高ま

ります。自己卵子の凍結保存は、自治体や企業による助成の動きもあります。企業にとってみれば女性

活用に理解ある企業ということを強調できます。現代社会に不可欠な技術なのではないかと思われるわ

けです。ノンメディカル卵子凍結保存が浸透した社会では、自分の卵子の使用が可能であることから、

卵子提供の要望が減る可能性があり、また高年齢でのハイリ

スク妊娠を避けるための代理懐胎の要望が増える可能性があ

ります。 

 女性の年齢がどんどん上がっていくとある年齢に達すると

妊娠が困難になります。具体的な年齢を示すことはできませ

んが、この年齢がある意味ブレーキになって、ここで妊娠せ

ざるをえないという状態になっているかもしれません。とこ

ろがノンメディカル卵子凍結保存が広まってきますともはや

ブレーキをかける必要はなく、いつになっても自分の卵子で  図 12 体外受精による年齢別妊娠率・ 

子どもをつくることができるのです。女性の妊娠に向けての     生産率・流産率 



選択肢が拡がり、少子化解消につながるので少子化対策の切り札ともいわれています。本当にそうでし

ょうか。これは雇用主にとっても女性にとっても win-winです。しかし、高齢妊娠が増加し、晩産化が

加速することになり、出生数は増加せず、少子化は解消しないと思います。さらに世代間の年齢差が拡

大し、総人口が減少し、労働人口も減少する。これはいわば毒饅頭です。雇用主、女性にとってともに

win と言いましたが、もう一つ医療者にとっても win です。この win が実は一番大きな win です。一方

女性の win は、実際子供ができるかどうかわからないわけ

で、本当に winと言えるかわかりません。 

 世代間年齢差の拡大は人口減少をもたらします。例えば

25 歳で第一子を得る社会で、第一世代が 85 歳まで生きる

と仮定すると、第二世代、第三世代と生まれてきたときに、

3世代（親、子、孫）が同時に生存する期間が 30年近くあ

るわけです。ところが 45歳で第一子を得る社会では、3世

代が同時に生存する期間はなく、孫を見ることなく親は死

んでしまうことになります。また、生産年齢、経済学上で

は 15歳以上から 65歳未満という定義ですが、実状に合わせ   図 13 世代間年齢差の影響 

て 20 歳以上、65 歳未満とした場合、25 歳で第一子を得る社会では、親子が同時就業する期間が 20 年

間くらいありますが、45歳で第一子を得る社会では親子が同時に就業する期間は無くなります。このよ

うに生産年齢人口が減少してしまって経済が縮小していく社会というのも考えられるわけです。凍結保

存が一般化すると出産年齢が上昇し、少子化が加速して人口が減少して経済が縮小していくわけで大き

な問題が生じます。 

 

７）医学的適応とノンンメディカルの区別 

 ただしここまで話してきたのはノンメディカルな卵子

凍結保存のことです。ノンメディカルな卵子凍結保存は推

奨されるべきではありませんが、悪性腫瘍などの疾患の治

療における医学的適応による卵子凍結保存は推奨され、援

助される必要があります。両者の切り分けが重要です。 

 医学的適応とは何でしょうか。医学的適応の有無で卵子

凍結保存を分類するのは適切でしょうか。 

 最近アメリカから出た論文で「計画的卵子凍結保存」と

いう言葉が使われていました。図 14 のように凍結保存全

体を分類すると不妊治療のステップとして必ず行われる      図 14凍結保存の分類 

胚の凍結保存があって、これは推奨される必要があります。それとは別に妊孕能温存のための凍結保存

があって、それが「メディカル」と「ノンメディカル」に分類されます。ノンメディカルは推奨される

べきではありませんが、メディカルなものは推奨されてもいいことになりますが、メディカルの中もよ

く見ると日産婦がいう「医学的適応」とは「緊急凍結保存」であり、それ以外にも医学的な理由がある

かもしれないが、急いで行う必要がないものがあり、これらが「計画的凍結保存」と分類されるもので

す。 

 日産婦のいう医学的適応と医学的適応のないものの”中間”にあるものについて考えると、より緊急

性のあるものから、より緊急性のないものまで幅がある。どこに線を引くか、境界は曖昧です。女性は

加齢により妊孕能は低下するわけであるから加齢だけを考慮して卵子凍結保存の適応があると言えな

くもない。「医学的適応」を根拠として卵子凍結保存を推奨すべきか否かは、きわめて曖昧なのです。 

 これからの社会に求められるものとして「女性が生殖行動と社会行動を両立できる社会」と「女性の

妊孕能（特に年齢との関係）の啓発（女性だけでなく男性も含め広く社会に対して）」が必要です。 

前者は政治や行政の役目であり、後者は医療界と教育界の役目が大きいと思われます。不妊治療を受け

ることを前提にしている社会としての議論が進んでいますが、そうではなくて不妊治療を受けなくて済

む社会を目指すべきであると思います。ただ、今の時期、不妊治療を受けやすくすることは、過渡的に



は止むをえないかもしれません。 

  

 

８）これから行っていくうえで、懸念されること未解決のこと 

 残されている課題として 2つの大きな課題があります。１つは実用上の問題点。もう一つは凍結の期

限です。 

 実用上の問題点は運用・保管にかかわるトラブルに関するものと取り違えにかかわるトラブルです。

運用・保管にかかわるトラブルとは、地震、火災、水害などの不慮の事故や、保管施設が閉鎖されてし

まう恐れです。卵子凍結保存はやり直しがきかないこともあります。取り違えにかかわるトラブルは、

もしも起こっても気づかれにくく、一方その結果は重大です。受精卵の取り違えは区別がしにくく、数

ある取り違えの中では検体の取り違えに近い。また、被害の性質は人格の入れ替わりで、新生児の取り

違えに近い。個々の ART施設における運用・保管でよいのか、体制の強化とや利用者の便利さという双

方向からの視点が必要であると思います。 

 もう一つは凍結保存した卵子の保存期間の問題ですが、いつまで保管するか。日産婦が見解を出して

います。胚の保存期間としては夫婦として継続している期間であってかつ卵子を採取した女性の生殖年

齢を超えないこととし、卵子の凍結期間も卵子を採取した女性の生殖年齢を超えないものとしています。

一方、卵子や胚は、その由来する女性、または由来する夫婦に帰属するとしています。配偶子（卵子、

精子）、胚の凍結保存は半永久的に可能です。配偶子や胚の由来する個人や夫婦に帰属すると規定した

結果、配偶子提供や胚提供に移行してしまう可能性、商業取引の対象となる可能性、優生思想が忍び込

む可能性、死後生殖に移行する可能性があります。 

 死後生殖について説明します。 

 この命題は、生命の始まりと終わりがどこにあるのか

ということにつながってきます。ある人が妊娠 40 週頃

に出生し、何十年かして肉体の死を迎える。その前に胎

児の時期があります。胎児になる前、受精卵、胚の時期

が約 7日間あります。問題はこの受精卵、胚の時期がど

うなるかということです。私たち産婦人科医師は生命と

いうものは着床した段階から始まると考えています。本

来、受精卵、胚と胎児の時期は女性の体内、胎内での出

来事なので操作できなかった。従ってこの時期は母親の

生と生死を共にするわけで母親が死んでしまえば体内の  図 15 生命の始まりと終わり 

胎児も死んでしまいました。しかし、体外受精により前提が大きく変わりました（図 15）。男女が死亡

した後にも胚、受精卵が残っていたら、あるいは凍結胚として存続していたら、この胚が着床するまで

の間は生命なのか？私の考えは、精子は死亡した男性に紐づいている。卵子は女性に紐づいている。凍

結胚も男女に紐づいているものなので、男性あるいは女性が亡くなったら、精子、卵子、凍結胚も無く

なるべきものだろうと考えています。 

９）まとめ 

 生殖医療の近未来を考えますと、現在は自然の生活の中での妊娠を期待して、次にタイミングを指導

して妊娠に臨んでいたのが、排卵誘発、人工授精、体外受精（顕微授精）へと進んでいくわけですが、

そもそも生殖医療とは妊娠することが目的ですからタイミング指導とか排卵誘発、人工授精をバイパス

して直接体外受精すればいいということにもなります。そこに卵子提供、精子提供、代理懐胎、着床前

診断、凍結胚・配偶子の使用（不妊であるか否かに無関係）を適宜行うという風になってくるかもしれ

ない。そしてそこにゲノム編集が導入されるかもしれません。そうするといつでも好みのときに好みの

子どもをつくることができることになります。 

体外受精が始まったことによって様々なキーワードが生まれてきた。こういったことに対して日産婦

で様々な見解を出してコントロールしようとしています。なかなかそれではもう制御できない局面に達

しています。少子化と晩産化が進み、さらに加齢から逃れることはできません。ここに優生思想も影を



落としてきます。国民全体による議論が必要と思います。際限なく拡がる生殖補助技術により子供は「授

かる」ものから「つくる」ものへと着実に変わってきています。Reproductive technology を日本語で

生殖医療と言っていますが、これは必ずしも不妊の患者だけのための技術ではないのです。Assisted 

Reproductive Technology (ART)、これは Assisted ではなく付加価値を与える Additional にはなって

いるのではないか。大事なことは一般には生殖補助医療と言いますが、Assisted Reproductive 

Technologyですから、やはり医療と呼ぶ以前の「技術」であるということを考えておく必要があると思

います。 

そういったことを私は 2 月に『近未来の<子づくり＞を考える―不妊治療のゆくえ』（春秋社）という

本を上梓して書いております。内容は主にこういったことで、本日は卵子提供、精子提供、代理懐胎、

着床前診断の話はしませんでしたが、この本の中には述べてあります。 

 

                                           以上 

 

質疑 

島薗：ノンメディカルな凍結保存は非推奨であるが、それをすることはまかりならんというように産婦

人科学会としての会告というものは出ているのでしょうか。 

久具：その通りです。いわゆる医学的適応、ガンの治療についての推奨というのは見解を出しています

が、その時にノンメディカルの方も見解を出したほうがいいのではないかという意見もあったのですが、

それを見解にしてしまいますと学会としてその存在を容認してしまうことにもなりかねないというこ

とで、きちんとした見解ではなくて「留意してください」という留意事項という形で文章は出していま

す。その中で非推奨と書いてあるわけです。ただ本人の卵子を使って行うことですのでなかなかダメで

すと言いにくい。ですので非推奨という文言の留意事項を出しています。 

鈴木良子：「妊孕能は正しく理解されているか」のスライドですが、こういう場合に紹介するには不適

切なデータではないかということです。他の研究者からは、このデータはこのような場合に使うのは不

適切だと指摘されている面もあり、皆様にご留意頂きたいということでこの質問をさせていただきまし

た。 

久具：確かに提示したデータは、調査の方法も適切なものではなかったかもしれないが、私が言いたい

ことは、妊孕能について日本国内において必ずしも知られていないということです。 

鈴木良子：先生の言われていることはよく理解できます。基本的にはもしご自分が将来お子さんを持ち

たいと思っているならなるべく早くできれば 20 歳後半くらいまでにはお考えになった方が良いと私も

思います。 

別の質問ですが、スペインの凍結保存の事例がありましたが、数字としてスペインの卵子凍結保存の数

が他の国と比べてかなり多い。ドイツの数字がありますがドイツは今でも卵子提供は許可されていない。

卵子単体で凍結するのであれば自分のためということだろうと想像します。それに対してスペインの数

が非常に多いのはドナー、他の人に提供するためなのか。スペインではドナー提供に伴う謝金が多いと

いう話が業界では知られています。普通ドナーというのは渡す人が決まっていて、それから採卵するわ

けで当然受精して胚の状態で凍結保存するわけです。これですとお渡しする相手が決まっていないにも

拘わらず、ドナーとして卵子を保存しておくということが行われているのかなと気になります。 

久具：はっきりしたことは存じません。ただし、卵子バンクという言葉がありますからそれを考えると

スペインに限らず、他の国でもレシピエントが定まっていないけれども卵子をとっておきバンクという

形で保管するシステムが確立している国があるのではないか。スペインがそれだけ多いということはそ

ういうシステムになっている可能性もあります。 

質問：妊孕能について教育することはいいことだとけれども、そうならば早くから卵子を取っておかな

ければいけないというふうに考える人が出てくる。そういう懸念があるのではないか。また、卵子の提

供とは言うが「身体を売る」みたいなリスクを覚悟しながらアルバイトになるという危惧がありうる。 

久具：全くその通りです。卵子を売る、精子を売る、あるいは代理懐胎者になることが商業ベースの形

で行われるようになってくると、実際なっている国もあるわけで、問題であるし、そこに優生思想が絡



んでくる。これは規制していかなければいけない。自分の卵子を自分で使うため保存しておくことは、

なかなか規制できない。私が危惧するのは自分のために卵子を取っておいたとしても、その卵子を 20

～30個取るわけで、実際にはそのうちの 1個を使うわけで、残りは余剰卵子になるわけです。余剰卵子

になったものは、誰かほかの人に譲ればいい。そういう安易な考えが出てきかねない。その時、無償で

譲るのではなくて、お金をもらって譲る商業的な活用になりかねない。そういったことまで含めて自分

の卵子を凍結保存することが、全面的にダメだと言えないけれども、どういう状況なら凍結保存して、

凍結保存した卵子の行方はどうなるのかは、ある程度規制しなければならないと思います。 

北村：不妊治療が受けなくても済む社会は、どんなものでしょうか。 

久具：年齢がどんどん上昇してくると加齢に伴って妊娠しにくくなるというのは、現時点ではどうしよ

うもない事実ですから、子供を欲しいという人はそうなる前に子供を作ることです。子供が欲しい人は

加齢が進むとどうしても不妊治療になってしまう。 

島薗：出産年齢が高くなった方が社会的に有利であるという風な社会の在り方ではなくて、若いうちに

子供を作っても社会的に十分自分なりの願う仕事ができるような社会環境作っていくことですか。 

久具：そういうことです。 

柳原良江：スペインの卵子提供の状況について補足説明したい。今、欧州内の富裕層がスペインに行っ

て、卵子提供を受けるという状況になっています。そこで使っている卵子はスペイン人女性だけではな

くて東欧の女性たちがリクルートされて卵子を提供しているという形になっています。 

久具：私が一番言いたいことは、精子にしても卵子にしても受精卵にしてもそれが単なる人間を作るた

めの部品ではないということを肝に命じて我々医師だけでなく、そういう風に考えておかなくてはいけ

ない。それが最も重要な点だと思います。 

島薗：子供は「さずかる」ものから「つくる」ものということになってくると、あたかも配偶子や受精

卵が道具であるような、あるいは材料であるようなそういう考え方をしてしまう社会のあり方をどう変

えていかなければいけないかというお考えがベースにあってのお話だと思いました。 

 

 

２．人間の尊厳と妊娠葛藤相談をめぐるドイツの考え方について 

  ――日本の生殖補助医療法を視野に入れて――        小掠宗一郎 

  

 予告では着床前診断も扱うと申し上げましたが、

今回は中絶や出生前診断に関する相談について主に

お話することをお許しください。そのうえで、生殖

補助医療法について意見を付け加えるという形にな

ります。生殖医療そのものというよりも、人々がな

ぜそうした技術に食いつかざるを得ないのかという

問題意識を視野に置きたいと思います。 

 先ほどご紹介頂きましたように、拙著『生命をめ

ぐる葛藤』が、ようやく出ました。私はドイツの生

命倫理を研究して、大体 20年くらいになります。 

ドイツの生命倫理は、他の国とは少し毛色が            図 1 著書『生命をめぐる葛藤』 

違って、原理原則に基づいた緻密な議論がなされている。それを理解するにはまず「人間の尊厳」とい

う概念を理解しなければなりません。 

 

１）人間の尊厳 



 「尊厳」は、もともとキリスト教の概念です。キ

リスト教の旧約聖書、創世記に「神の似姿」という

言葉があります。キリスト教徒にとって、すべての

価値の源泉は神です。人間はその姿に似たものとし

て作られたので、他の動物、ましてやモノとは全く

違う特別の価値があるとされます。その価値が「尊

厳」という名で呼ばれます。人間同士がどんなに違

っていても、身分が高かったり低かったりしても、

神の前ではみな平等に尊厳を持つということが出

発点に置かれます。                  図 2 キリスト教の「神の似姿」 

 尊厳概念の起源については、キケロ、トマス・アクィナス、ピコ・デラ・ミランドラ、パスカルなど、

非常にややこしい議論がありますが、今回は割愛します。ドイツ連邦議会「法と倫理」調査委員会答申

は、「すべての人間に尊厳が備わり、決して失われることがないという思想」と要約しています（ドイ

ツ連邦議会「現代医療の法と倫理」審議会（編）、『人間の尊厳と遺伝子情報』、松田純（監訳）中野真紀

／小椋宗一郎（訳）、知泉書館、2004 年、４頁）。 

近代になって、近代的に、つまり宗教的根拠に基

づかない形で尊厳を規定したのが、ドイツの哲学者

イマヌエル・カントです。「価格をもつものには、

その代わりに何かほかのものを、等価値として置く

ことができる。これに反し、あらゆる価格を超え、

したがって等価物のの存在を許さぬものは、尊厳を

持つ」。 

カントが言うには、価値には二種類ある。物には

価格があるのに対して、人間は尊厳をもつ。物の価

格は、たとえ 10 億円相当のダイアモンドであって

も、10億円と交換できるわけです。これに対して     図 3 カントの「尊厳」 

尊厳は絶対に他のものとは交換できない。だから相対的価値ではなく絶対的価値である。人間の価値

はかけがえのないもので、「私」の価値を「他の人」で置き換えることはできません。私の価値とあな

たの価値は、「等しい」というよりも、そもそも比較することはできないのです。なぜそんな特別な価

値が人間にあるのかと言えば、人間は自由な意志を持つ知的存在であるから。より正確にいえば、それ

が「要請される」からです。我々の知性というのは、コンピュータのようにある条件の下で決まった結

果を返すというようなものではない。各々違った意志を持って自由に判断できる。それが尊厳の基盤、

ひいては我々の社会、文化の基盤となっています。 

 しかし現代に入って、カントが思ってもみなかった仕方で抜け道が作られました。ナチズムの時代に、

「生きるに値しない生命」というカテゴリーが作られたのです。前提としては人間には絶対的な価値が

ある。しかし、治療不能な知的障害者などは生きるに値しない生命であり、生きる価値のある人間には

含まれない。従って殺してもよい、という理屈です。これは、ビンディングとホッヘの「生きるに値し

ない命を終わらせる行為の解禁」という学術論文に書かれています（カール＝ビンディング／アルフレ

ート＝ホッヘ『「生きるに値しない命」とは誰のことか』、森下直貴／佐野誠（訳）、窓社、2001年）。

ヒトラーを頂点とするナチズムの体制は、この理屈でもって T4 計画と呼ばれる障害者安楽死計画を遂

行しました。少なくとも 7万人、およそ 20万人とも 30万人ともいわれる障害者が殺されました。その

後、「生きるに値しない生命」は、知的障害者に限らず、ユダヤ人、ロマ族等にも拡大されて、いわゆ

るホロコーストが起きました。犠牲者 600万人と言われています。 

ちなみに彫刻家ジョージ・シーガルの作品「ホロコースト」は、アメリカ西海岸にあります。この作

品を作るのにシーガルは内面的に病んでしまったといわれているくらい、ものすごい作品です。 

（https://www.flickr.com/photos/wallyg/6971049691） 

 その結果としてドイツ基本法（憲法）が作られました。敗戦後のドイツは、ナチズムの蛮行を強く反

https://www.flickr.com/photos/wallyg/6971049691


省して、憲法 1条 1項に「人間の尊厳は不可侵である。それを尊重し、保護することはすべての国家権

力の義務である」、第 79 条 3 項には「第 1 条の原則に抵触する憲法改正は許されない」とし、仮に国

民投票などで正当な手続きを踏んだとしてもこの条文だけは絶対に変えることはできないと書いてあ

ります。尊厳は基本的権利の上位にあって、例えば我々が生きる権利を持つのはなぜかと言えば、それ

は人間に尊厳があるからだ。我々が言論の自由を持つのはなぜかと言えば、それは人間に尊厳があるか

らだ、ということになります。国際規範、たとえば国連憲章とか世界人権宣言にも尊厳という言葉がみ

られ、最も基本的な価値、規範であることは同様です。 

 

２）ドイツの妊娠葛藤相談 

 ドイツの妊娠葛藤相談は、生殖医療というよりも

妊娠中絶とか出生前診断に関係する制度ですが、広

い意味での生殖医療と障害、あるいは優生思想の問

題を考えるためにも、とても重要だと私は考えてい

ます。 

妊娠中絶の歴史に少しふれておきたいと思いま

す。 

妊娠中絶は世界中で、古代から行われてきました。

古い法律用語では「堕胎」といいます。ヨーロッパ

では「麦角」が有名で、麦に麦角菌が寄生すると黒   図 4 ドイツの妊娠葛藤相談所 

い角のようなものが生えてくる。それを集めた成分は劇薬に相当し、それを飲むと胎児だけが排出され

る場合もあれば、飲んだ女性自身が亡くなることもある。日本でもツワブキの茎を差し込んだり、ほお

ずきの根を服用したりする方法がずっと行われてきました。そういう「安全でない中絶」は、現代でも

発展途上国を中心にはびこっていて、毎年 2000 万件行われ、約 4 万７千人が命を落としているという

国連の報告があります。 

中世、ヨーロッパではキリスト教会が教会法

において中絶を禁止しました。その意図は主に、

生涯独身であるべき僧侶が、女性に子供を孕ま

せて中絶させることを規制するためだとされ

ています。必ずしも常に厳格に規制されてきた

わけではありませんが、近代に入ると、1871

年のライヒ刑法典において堕胎に 5 年以下の

禁固刑が規定され、世俗権力による厳しい刑事

規制を受けるようになりました。1933 年から

終戦までは、ナチスの台頭によりアーリア人

（彼らが考えるドイツ民族）の中絶が厳しく取

図 5 ドイツの妊娠中絶の歴史１          り締まられる一方、ユダヤ人等に対する強制堕

胎が行われました。 

1945 年、ドイツは敗戦を迎えますが、敗戦直後、

占領軍兵士による大量強姦が起こりました。特に赤軍

兵士がひどかったようですが、連合軍兵士も、ドイツ

の女性たちを片っ端から強姦しました。その結果、妊

娠した人たちは闇中絶に頼らざるを得ず、死亡、健康

被害が続出しました。またこの時、東西ドイツが分裂

します。 

1972 年、東ドイツでは期限規制が敷かれます。妊

娠 12 週までは女性の意思によって中絶してもよいと

いう規制です。それに対して 1976年西ドイツ      図 6 ドイツの妊娠中絶 2      



では適応規制が敷かれます。医師が妊娠中絶を適当と認める「適応」を確認し、相談を受けた証明書を

持つ女性にのみ中絶が認められる制度です。 

さきほどの久具先生のお話で「医学的適応ある卵子凍結」と言われたのと同じ概念です。「適応」と

いうのは、薬の箱を見ると「適応症」と書いてあるように、この薬は何に効きますよ、医学的には、こ

の薬はこういう症状に適していますという意味合いを持っています。この時に定められた適応は医学的

適応、胎児障害適応（胎児条項）、犯罪的適応、緊急事態適応の 4種類です。医学的理由のある中絶と

は、例えば妊娠を続けると命に関わるとか、重大な健康リスクがあるような場合です。このとき、胎児

に障害がある場合にも中絶が許可されるという条項が付け加えられたところが、1 つのポイントです。

犯罪的適応とは強姦などの場合です。緊急事態適応は、その他の場合です。いわゆる「社会的適応」と

も呼ばれましたが、これは用語として間違っているとドイツ法学でも言われています。緊急事態適応は、

それが胎児の命を犠牲にせざる負えないほどの「緊急事態」であると医師が認めた時にだけ、例外的に

中絶を認めるという規定です。このとき、相談（カウンセリング）を受けることが条件のひとつとして

加えられました。 

1990 年は、東西ドイツ統合の年です。この

とき、2年以内に東西に分かれた中絶法制の統

合をするということが決められました。その後、

ものすごい大論争が巻き起こって、憲法裁判所

に持ち込まれたりもしました。結局、議決され

たのが「相談モデル」というものです。カウン

セリングを受けた後の中絶は、最初、「法に反

しない」と法文に書かれていましたが、連邦憲

法裁に提訴され、法に反しないとするのは間違

っているという違憲判決を受けました。1995

年、相談カウンセリングを受けた 3日後の中絶  

 図 7 ドイツの妊娠中絶の歴史３         は「刑法 218条（堕胎罪）の構成要件は実現さ

れなかったものとする」新制度が成立しました。この時、胎児条項が撤廃されたことも重要です。日本

では、胎児に障害がある場合には妊娠中絶を認める条文を作れという声もあるようですが、ドイツでは

逆に廃止されています。ドイツでは戦後、ナチズムの悪行を反省したと言いましたが、具体的に何があ

ったかを検証して、それに加担した人の追及が行われたのは、ずっと後のことです。1988年に「人間の

価値展」というのが開かれ、そこでやっとナチズム下での人体実験に加担したのは誰で、なにをやり、

その後どうしたかというような検証がなされました。 

 そういう流れがあったので、胎児の障害を理由に

中絶を認めるという理屈はもはや通らなくなりまし

た。なぜなら、病気や障害を持つのは胎児のせいで

はないし、障害者は社会の中で幸せに生きる権利が

あるからです。現状は、障害を持つ子を育てられな

いという親の側の理屈で、親の身体的、精神的健康

を害するという建前で、中絶が行われているわけで

すが、胎児の障害そのものが中絶の理由にはならな

くなった。 

なぜ堕胎罪というのがあるのか。これはフェミニ          図 8  堕胎罪の論理 

ストたちが盛んに攻撃するところですが、ドイツの理屈としてはこういうことです。「人間の尊厳」は

生きているすべての人間に当てはまり、けっして誰も排除されてはならない。ところでヒト胚や胎児は

（生物種としての）人間である。故に胎児は「人間の尊厳」をもち、生きる権利を持つ。妊娠中絶が許

されるのは、胎児の生命権に匹敵する「重大かつ異常な負担が生じる例外状況」においてのみである。 



ただし、一方に胎児の生きる権利があるが、

他方に女性の人格権があります。英米では自

己決定権とかプライバシー権とかいう言葉が

持ち出されますが、ドイツではその言葉は使

われません。なぜかというと、自己決定権と

いうときの〈自己〉は、どこまで及ぶのかに

ついて、英米とは違った議論があるからです。

胎児の命は女性の自分の〈もの〉なのだろう

か？ そうではない。ドイツでは、法律上、

女性が胎児の生命を任意に処分する権利はな

いと考えられています。しかし、女性は人格   

       図 9 女性の人格          を尊重され自分らしい人生を生きる権利（人

格権）をもつ。また、生まれたのちの人間が、生まれる前の胎児・胚と全く同じかというとそうとも言

えません。なぜなら、胎児は栄養も、免疫抗体でさえもほとんど母体に依存していて、女性が妊娠を継

続しなければ生きていられないからです。このことが「一人の中の二人」という言葉で表わされます。

女性と胎児とみれば二人ですが、外から客観的に見たら「妊娠した女性」という一人の存在です。その

微妙な関係が「一人の中の二人」という表現の中に込められているのです。妊娠は他の場合には見られ

ない特殊な状態です。また妊娠、出産というのは女性の人生にとっての重大事で、胎児の命に比べれば

小さな問題だとはけっしていえない。まさにそこで、人格権と生存権の調整を担うために、人間の尊厳

が問題にされます。 

1995年に「相談モデル」が成立したと言い

ましたが、相談モデルというのは、妊娠葛藤

相談所に行って相談した3日後以降の中絶は

罪に問われない制度のことです。〔ドイツ連

邦憲法裁判所判決によると〕胎児の生命権と

女性の人格権を両立させることは、妊娠中絶

において不可能である。なぜなら中絶すれば

胎児の命は失われて、中絶しなければ、ある

意味で女性の人生が失われる。妥協的にそれ

を両立させる余地は論理的に全くない。出産

を望まない女性に、妊娠（健康リスク、受着 

     図 10 相談モデルの論理         形成）、出産（生命の危険）、育児（愛情を

もって負担を受ける強度の義務）を強要することはできない。女性をベッドに括り付けて出産させるこ

とは可能でしょうか。胎児の命の方が大事だから強制的に女性に産ませて、産んだ子供を養子に出せば

いいのではないかという議論もありましたが、賛成できません。しかし、国家には胎児における人間の

尊厳を守るために、できる限りのことをする義務がある。その手段が妊娠葛藤相談の提供です。 

中絶の背景は様々です。無責任な性のかかわりも確かにあるでしょう。セックスしたあげくに逃げる

男、性教育の不備など、いろいろな問題を放置しておくべきではない。妊娠葛藤相談所は性教育にも重

要な役割をはたしています。中絶が問題となる場面で、少なくとも、なぜそういう事態に陥ってしまっ

たのかをカウンセラーと一緒に考えてもらって、今後の人生、社会に生かそうというのがコンセプトで

す。もし、産める可能性があるとすれば、福祉制度などの援助を通じて可能性を探ることでもあります。

胎児が生きる権利を持つということを、カウンセリングの中で伝えなければいけないと法律にも書いて

あります。しかし他方で、女性の人格を尊重するために相談は「結果を問わない」ようにしなければい

けない。誘導したり、操作しようとしてはならない。当事者の話に傾聴して決断をサポートしなければ

ならない。 

 現在の妊娠葛藤相談の体制についてですが、ドイツ全国に民間、公営の相談所が 1600 か所以上あり

ます。相談員は心理学または社会教育学の学位を持つひとが多い（学士であっても日本の大学を卒業す



るよりはるかに大変です。最近では修士程度を卒業

した人が多い）。必要に応じて医師、弁護士、障害

者団体などを紹介します。研修には専門の施設があ

り、定期的にトレーニングを受けます。この写真は

玉井先生、北海道大学の平塚先生と一緒にドイツに

調査旅行に行った時のものです。ベルリンにあるプ

ロテスタント系の研修施設です。マジックミラーの

ある部屋で相談している様を、別室から見えること

ができる部屋があります。その別室には会議室のよ

うなものがあって、20～30 人くらいは入れる広い

部屋でした。私が勤めているのも心理学科ですので、

このような施設はありますが、小部屋を 2つに仕切     図 11 ベルリンにある研修施設  

った程度のものです。 

 今日は生殖医療がテーマですが、こういう相談が、不妊治療をめぐって悩みを抱える人々の役にも立

つ、と私は考えています。少子化、少子化といいますが、女性が自分の命と人生をかけて子供を産み育

てるのは、社会のためだけではありません。子どもが欲しいという気持ち、収入や人生設計の点で今産

んでも育てられないという思いなど、いろいろな気持ちがせめぎあっています。今は昔と違って、親の

生き方からアドバイスすることは非常にむつかしい。雇用も不安定ですし、女性が自分らしい人生を作

っていくのが困難な時代です。『産ませない社会』という本もありますが、日本の困難な状況の中で、

どうしたら子どもを持ちたいという願いを実現できるのか、途方に暮れる人が多い。検査や処置の苦痛

――痛い検査がいっぱいあるそうです――のほか、経済的負担もたいへんなものです。最近高騰してき

て、体外授精 1回で 50万円以上するところもざらだそうです。成功率は 10％かせいぜい 20％くらいで、

繰り返す不妊治療のつらさを誰に話せばいいのかわからず、相談できる人がほとんどいない現状があり

ます。 

 不妊カウンセラーの取り組みが進んでいるとも聞きますが、いかんせん看護師や助産師のバックグラ

ウンドをもつ人が多いので、不妊治療を行う側の人に、なかなか苦しみを打ち明けることができない。

いわゆる利益相反の問題もあります。不妊治療で儲けようと思っている病院に勤めているカウンセラー

が、果たして中立的な立場を貫けるかどうか。ドイツで努力されているカウンセリングは、病院とは異

なる施設で行われ、「心理社会的相談」と呼ばれています。医学的知識があって、患者のケアを心がけ

ればカウンセリングできるという考えを持つ医療従事者は多いですが、そうではありません。臨床心理

学の深い知識をベースにして、心理臨床の訓練を積み重ねなければ、できないものなのです。 

 

３）日本の生殖補助医療法の問題点 

 本日のテーマである日本の生殖補助医療法の

問題点について触れたいと思います。日本の生殖

補助医療法の問題点の第一点として「病者、障害

者の排除」というのがあります。条文を見てみま

すと、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」と書いてあります。これに対して障

害者団体などから一斉に反発があったと報道さ

れています。母子保健法などで、子ども一般につ   

   図 12  生殖補助医療の問題点１      いて「心身ともに健やかでいられるよう配慮すべ

きこと」とされるのは、まだ理解できます。それが医療の役割だからです。しかし、生殖補助医療は病

気や障害を持つ子の排除を可能にする技術であるから、「生殖補助医療により生まれた子については」

という限定をつけたとたんに、そうした排除を正当化する意味を持つ、というふうに私には読み取れる



のです。だから障害者団体の人たちもこの条文

に反対したのではないかと思います。 

これに対してドイツ倫理評議会の答申『遺伝

子診断の未来』では、「身体的または精神的な

障害があるかもしれない子どもに対して、世話

と安心と愛を与えようとする親たちの覚悟は、

社会と国家によって高く評価されるにふさわ

しい」とはっきり書いてあります。障害児を産

むのは世間的に迷惑だという認識とは根本的

に違うのです。果たして日本の審議会がここま

できちんと言い切ることができるのでしょう

か。                              図 13  ドイツ倫理評議会答申 

 他に、幼児期の親たちは「孤立感」を抱きがちであるから、「障害のある子どもの親たちに寄り添い、

負担を軽減するような援助活動へのアクセスを容易にすること」が必要だ、とも述べています。先ほど

の妊娠葛藤相談の役割もここにあります。また、「利用しやすい相談や負担軽減の措置を拡充すること」

が障害者への態度を変化させ、「障害の社会モデルおよびインクルーシブ・モデルを支える」とされま

す。障害の社会モデルは、障害の医学モデルに対立する概念です。障害はその人の身体の医学的構造に

よると考える医学モデルに対して、障害の原因は社会の側にあるというのが「社会モデル」です。要す

るに、障害者がハンディやバリアを感じるのはなぜかと言えば、身体そのもののせいではなく、社会の

せいだという考え方です。たとえ足が動かなくて車いすに乗ったとしても、車いすでどこへでも行ける

街であれば、障害はないわけです。しかし、そのようにはなっていないので、障害を感じてしまいます。

また「インクルーシブ・モデル」には、障害者はどこか施設に隔離しておけばいいという今までの考え

方への反省が込められています。特に学校において、いわゆる障害児とそれ以外の子供を一緒に学習さ

せましょう、仲間に含めましょうということです。これらは、すでに国際規範として一般に認められて

います。そこからすると、ドイツで言われるように、障害のある子に「世話と安心と愛を与えようとす

る親たちの覚悟は、社会と国家によって高く評価されのにふさわしい」ということは、当たり前なので

す。 

 生殖医療法第 3 条 4 項の私なりの改定案を書いてみ

ました。 

 「生殖補助医療は、健康な子どもと同様に、病気や

障害のある子どもを安心して出産し、育てることがで

きるよう、病者および障害者への偏見と差別を取り除

く努力によって導かれなければならない」。これは原

則論ですが、単なる理想論ではありません。病気を持

つ人、障害のある人を排除するということを目標とし 

たり、そういうことに加担するようなガイドラインな  

   図 14 第 3条 1項の改正案       どの規範を作ってはいけないと言っているわけです。 

 生殖補助医療法におけるもう一つの問題点として、相談体制の不備があります。第 3条 2項に「生殖

補助医療の実施に当たっては必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得たうえでその意

思に基づいて行われるようしなければならない」。これは一見当然に見えます。しかしその問題は、「説

明」と「理解」が、通常の医療処置におけるインフォームド・コンセントの条件を一歩も出るものでは

ないということです。生殖補助医療に関して、それよりも一歩進んだ慎重さや努力が必要であるという

ことが一言も書かれていない。第 7条に「国は・・・中略・・・必要な相談体制の整備を図らねばなら

ない」とあります。この条文で本当に相談体制の整備が進むのでしょうか？ 社会的プレッシャーも関

わる不妊のつらさ、成果の出ない治療周期を繰り返すことによる激しいストレス、経済的負担、不妊治

療のための離職問題など、全く考慮されていないように思います。具体的に、誰が、どこで、どのよう

な相談を提供するかが、全く欠落しているので、「図る」などという言葉は空しく響きます。 



 参考として日本の自治体による不妊相談の取り

組みの例を示します。岐阜県の不妊相談センターの

取り組みで、人口約 207万人の岐阜県では、保健所

など 2か所で産婦人科医（非常勤）、助産師（専任

1名）生殖医療の技術者（非常勤 1名）による相談

を提供している。平成 28 年の相談件数は電話相談

144 件、面接相談 72 件、メール相談 168 件。もう

ひとつ、大阪府不妊専門相談センターの取り組みで

は、大阪府男女共同参画推進財団が大阪府の委託を

受け、助産師、看護師、産婦人科医に加え、不妊      図 15 日本の自治体による不妊相談 

を専門とするカウンセラーにより毎週水、金曜と第 4 土曜日に相談受付している。平成 28 年度の相談

件数は電話相談 242 件、面接相談 19 件。また、不妊専門相談センター事業に登録されているのは、全

国で 81 か所。厚労省「不妊のこと一人で悩まないで・・・不妊専門相談センターの相談対応を中心と

した取り扱いに関する調査」（平成 30年 11月）からの情報です。 

ちょっと思い出してください。ドイツの妊娠葛藤相談所は 1600 か所以上です。調べてみますと、う

ち 80 か所を運営するプロファミリアという団体では、来談者 18 万 5 千 838 人に対して、22 万 3 千 17

件の相談を提供したそうです（2008 年）。どうでしょうか、この較差の大きさ。相談件数 22 万件のう

ち 38％が妊娠に関する相談（8万 4千件）。そのうちどれくらいが中絶に関する相談で、不妊相談の割

合がどれくらいかは示されていませんが、仮に 3割くらいとしてもプロファミリアだけでも 2万 5千件

の不妊相談が寄せられている。全部の団体を集めると、何十万件という不妊相談が提供されているわけ

です。 

 

４）日本の不妊相談体制における問題点 

 相談所数、時間、担当者、特に心理職の絶対的不足が顕著です。さきほど大阪府に一人いるという話

がありましたが、公的な心理カウンセラーはそのただひとりかもしれません。治療を推進する医療側の

立場の人には、相談しにくいことが多いものです。まして治療を担当する医師には、治療のつらさなど

を言い出しにくい。そもそも利益相反――相談を提供する人がすなわち治療によって儲かる立場です―

―があるし、きちんと中立的に相談できるのかという疑問があります。 

 ここで一つ取り上げておきたいのが、ドイツのような妊娠葛藤相談や不妊カウンセリングが、病気や

障害者への差別の解消に役立つか、という疑問です。これには、直接には役にたたないだろう、と答え

ざるを得ません。というのもカウンセリングの性質上、障害者差別の不当性を「教え込む」ということ

ができないからです。〔やはり生殖が問題になる以前に、就学期の教育によるしかない。〕ただ、障害

を持つかもしれない子どもを産もうという人にとっては、大いに助けになると思います。カウンセラー

だけでなく、小児科医とかピアカウンセラーという人たちと繋がるきっかけになる。カウンセラーの前

で「私は障害がある子は産めない」と思っている人が、その不安を吐き出すことは、実は自分はこんな

ことを思っていたのか、といった気づきのきっかけになるそうです。その後、健康な子を産んで成長過

程で発病したり、障害をもつようになったり、また自分が患者や障害者になって初めて、病気・障害が

人間の本質に属していることを知ることになる。だ

から妊娠葛藤相談から何十年もたって、障害者差別

の不当さに気づく、その遠いきっかけになるのでは

ないかという希望を抱いています。 

 最後に、不妊相談体制に関する提案です。 

 私は、生殖補助医療を提供する医療機関に、非常

勤であれ、専任の公認心理士または社会福祉士の配

置を義務付けることを提案します。それは不妊相談

だけではなくて、今問題になっている NIPT（出生前 

   図 16  不妊相談体制に関する提案    診断）に関して悩みを持つ人の相談にも言えること



です。今、専門委員会で出ている提案としては、担当医と小児科医と看護師がいて協働すればいいと書

いてありますが、それでは足りない。 

（2021年 3月 17日「第５回 厚生労働省 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会 資料」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16088.html） 

 不妊相談に戻りますと、不妊治療のルーチンとして相談を提供すべきだと思います。その際、相談費

用は健康保険と公的補助によって賄うのが望ましい。不妊治療は本人の希望に基づいて行われるもので

すが、不妊相談が何のためになされるかと言えば、単にその人が不妊治療を受けたいからだけではなく

て、安心して産める社会を作っていこうという取り組みの一部なので、その費用も公的に支出するのが

当然だと思います。相談員の中立性、クライアントへの支持的援助を法律で規定すべきだと考えます。 

以上です。 

 

質疑 

土屋（大阪市立大学）：カントの尊厳の概念は、理性的な存在としての人間に関するものなので、生身

の人間が丸ごと尊厳をもつというものではではありません。今日の参加者の中には生命倫理の専門家の

方々がかなりいらっしゃるとは言え、西洋哲学史というか、西洋倫理学史でカントをしっかり読んでい

る方はほとんどいないのではないかと思います。 

しばしば、ピーター・シンガーは「パーソン論」でけしからんが、カントは人間の尊厳を尊重したか

ら素晴らしいと賞賛されます。しかし、カントは、人間は理性的存在であると同時に感性的存在であり、

感性的な部分をできるだけ排除して道徳法則に従う理性的存在者であることに尊厳があると言ったの

です。だから、たぶんドイツ基本法に言う「人間」と、カントの言う尊厳のある「人間」の意味は違う

と思います。カントは明らかにパーソン論者で、これは読めばすぐわかります。「英米系の功利主義的

なパーソン論は障害者差別をするけしからん理論だが、ドイツや大陸系の人間の尊厳論は全ての人間の

の人権を大事にするんだ」というのは、思想史的には間違いなので、みなさんの誤解を解いておいた方

が良いと思いました。「パーソン論」が含んでいる問題は、単にシンガーなどを批判して済む話ではな

い、と私は 30年くらい前から言っています。 

 

小椋：確かにおっしゃる通りです。特にシンガーを批判して済む問題ではないという指摘には私も強く

賛成します。ただ、カント自体を読んでみても、パーソン論だというのは言い過ぎだと思います。とい

うのも、カントは理性的存在者〔人格〕に尊厳を認めたのであって、感性的な存在に対してではないと

いう点はそのとおりですが、一個の全体としての人間に当てはめることは可能だからです。彼が尊厳を

認めた「人間性」とは、〔カントの文脈を離れれば〕「人間であること」という意味です。感性的であ

りかつ知的存在である人間が、人間性を持たないのかと言えば、そんなことはない。ただ、カントと現

代の人間の尊厳に乖離があることは確かです。カントの理論をドイツの現基本法にそのまま持ってこれ

るかというと全然そんなことはない。 

 私が基礎にしているのは、「法と倫理」調査委員会の答申が、キリスト教から始め、思想史の全体を

めぐって、現在の基本法の意義を規定しているということです。その中でカントは決定的に重要だと言

っています。もっとも、カントと現代の人間の尊厳論の間にはずいぶんな開きがあるというのは認めま

す。 

土屋：一つだけ付け加えると、有馬斉さんが『死ぬ権利はあるか』という尊厳死・安楽死批判の本で、

最後に「人間の尊厳」論で生命それ自体の価値を擁護できるかのように書かれているのですが、私はそ

れは違うと思っています。といっても、私は小椋先生のお話の、特に後半のお話の趣旨には、全く異論

はありません。 

定岡：ドイツではカウンセリングの保険適用、カウンセリングの料金はどうなっていますか。 

小椋：ドイツの妊娠葛藤相談は国費で運用されており、カウンセリング料は無料です。カウンセリング

といっても、精神疾患の心理療法とは違います。ドイツでは妊娠葛藤相談とは別に心理療法士がいまし

て、医師と同等の開業できる資格です。これについて詳しくは調べていませんが、精神病であれば当然、

保険から支払われるであろうと推測されます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16088.html


定岡：日本ではカウンセリングが自由診療という形になっていて、例えば精神科病院でのドクターが指

示するカウンセリングは保険適用がされていますが、それ以外のカウンセリングは自由診療になってお

りまして 60分間で 7千～1万円、かなり高額のカウンセリング料金があります。これを妊娠葛藤の女性

に適用すると精神疾患のカウンセリングを含めて妊娠葛藤の女性のカウンセリングも含めて保険適用

を日本の中では検討していく必要があるのではないか。 

小椋：全く同感です。少なくとも保険適用だし、ドイツの場合も全部税金で賄っています。 

鈴木：ドイツの場合、妊娠葛藤相談が公営、民間ということですが、それぞれの財源についてお尋ねし

たい。公営の方も公費で賄われているのか。民間はどうなのか。日本でもピアカウンセラーというＮＰ

Ｏ的な存在があるわけですが、そのあたりの連携はあるのか。というのは今回の厚労省のプランでは相

談体制にピアカウンセラーの養成みたいなものがあった。どのようにお考えですか。 

もう一つ質問です。不妊専門相談をクリニックに、ということですが、これはまさに利益相反になって

いると思いますが、これを公費、健康保険適用した相談にしてよいものかどうか、その辺をどうお考え

ですか。 

小椋：カウンセリング費用についてはドイツでは〔公営・民間に関わらず〕全額国費。私が日本とドイ

ツが全く違うと思うのは、ドイツはカトリック系、プロテスタント系、その他の社会福祉団体が強固に

あって、所得税の 10 分の１くらいは教会のほうへ、そして社会福祉団体へ行くわけです。そのため教

会系の社会福祉団体などは強固な財政基盤を持っている。さきほど研修施設の様子を見てもらいました

が、妊娠葛藤相談を行う際も、カウンセラーを育て、継続的に研修し、個々の妊娠葛藤相談所を建てる

ことができる。そうした財政基盤が日本では欠けています。 

 ピアカウンセリングについて確かめたわけではありませんが、連携はされていると思います。例えば

出生前診断でダウン症の可能性が確認された場合に、ピアカウンセラーを含め、当事者団体を紹介して

もらえるということをよく聞きます。日本ではピアカウンセリングのあり方については、まだこれから

という所があるようです。先日、玉井邦夫先生のピアカウンセリング講座というのを聞いたのですが、

大変すばらしい内容でした（「2020 年 第 1 回「ピアサポートの心得（基礎編）」ウェビナー開催」 

https://www.fab-support.org/blog/432/）。ただ、本当に何もやったことがない人がそこまでできる

のかといえば、そうではない。研修を積み重ねていって、ピアカウンセラーを育てるのはすごく良いこ

とだと思います。 

 他方、安積遊歩さんのような、すごい技能を持ったピアカウンセラーのプロがいるので、すそ野を広

げていったらと思います。このあいだのゲノム問題検討会議でも、ピアカウンセリングに取り組んでい

る方が参加されていて、「〔出生前診断に関する〕相談受けます」と募集したが、1 件も相談がなかっ

たと言われていました。 

ドイツも以前そういう問題があって、妊娠葛藤相談所と病院との連携が全然なかったので、出生前診

断に関して妊娠葛藤相談に行く人が非常に少なかった。しかし、2009年に妊娠葛藤法が改正されて、出

生前診断を行う場合には必ず妊娠葛藤相談所を紹介しなければならないという規定ができたので、病院

から相談所の方へ回るようになった。ただ、当事者がどうしてもカウンセリングに行く気がない場合は、

一筆取ってやめにしてもいいという規定になっています。最近では普通に患者さんは相談所を訪れるよ

うになっている。 

 もう一つ、不妊相談は特にそうなんですが、クリニックでカウンセラーを置いて、はたして利益相反

が避けられるのかということは大きな問題としてある。看護師さんとか助産婦さんは、病院の組織の中

で医師の指示を受けて仕事する。もちろん独立した立場として誇りをもって仕事をしていらっしゃると

思いますが、どうしてもクリニックに雇われている立場が抜けきらないと思います。しかし、心理士と

いうのは少し違います。カウンセラー自身のディシプリンは心理学であって医学ではない。だから支持

的援助としては、その患者さんのために傾聴し、患者さんのサポートのために仕事する。それが染みつ

いているので、〔他の医療従事者とは〕ちょっと毛色が違うと思います。ただクリニックに雇われる点

は心配なので、NIPTの場合を含めて、できれば基幹病院か保健所から派遣する形にした方が良いと思い

ます。 

鈴木：現実には不妊専門クリニックの臨床心理士の資格を持っている方を配置しているところは結構あ

https://www.fab-support.org/blog/432/


りまして、逆にクリニックの方針に添った相談でなければいけないというプレッシャーがあって、それ

でやめた方も何人も知っています。今後は考えていかなければいけない問題だと思っています。 

 

総合質問 

久具：胎児条項を認める、認めないという問題の中で、胚の段階も生命とみなすのは、ドイツの立場で

あると言う発表があったと思います。私も個人的にはそのように思っていますが、現在日本で進んでい

る着床前診断の進み具合というのは、胚を母体保護法の範囲の外に考えている。胚に障害があることを

理由に排除を是とする、かまわないという風に見えてしまう。その辺についてドイツではどうかをもう

一度確認したいと思います。 

小椋：ドイツでも論争がありまして、例えばカトリック教会であれば受精卵は人なんだ、パーソンなん

だと明確に言います。他方では段階的に保護必要性が高まるという立場があります。ただ受精卵は「人

間の生命」ではないという立場はありません。生物学的にも明らかにホモ・サピエンスに属する生命な

ので、それを言い抜けようとすると無理があるわけです。 

ただ、段階的に保護必要性が高まるという立場は、胚が着床して女性が妊娠するわけですが、それ以

前と以降の段階では女性と胚が結びついているか、いないかで異なるのだと主張します。着床前の胚は、

〔母胎と〕結びついていないので、いわゆる流れてしまう例もたくさんある。だからと言って保護の必

要性がない、全く価値がないというわけではないが、育っていくにしたがって、保護の必要性が大きく

なっていくとされます。他方、絶対的に保護するというカトリック系の立場は、今のところ有力ではあ

るが少数派で、それがある意味ドイツの政策のブレーキになっていると思います。日本の着床前診断に

関して、仮に先生がおっしゃるように、母体保護法の保護の対象外で、それ以前の胎児には価値を認め

ないということをおっしゃる方がいるとすると、ちょっと問題かなと思います。最近の日本の議論では、

日産婦ではなくて各病院の倫理委員会でそれを議論するという風になっている（日本産科婦人科学会倫

理委員会「PGT-M に関する倫理審議会（第 1 部 2020.1.25、第 2 部 2020.11.01、第 3 部 2021.2.7）

報告書」、2021 年 4 月）。その点、ドイツでは議論をする公的な機関が州に置かれるわけです。これ

に対して、〔日本で〕病院内の審議機関がどれだけ公平な審議と報告ができるかが一番心配です。具体

的には、ドイツの法令では障害者団体の代表を入れなさい、文系の学者も入れなさい、となっていて、

もちろん産婦人科医も小児科医も入るわけです。もしかすると日本のやり方だと〔倫理委員は〕みんな

産婦人科医で、ほぼ書類出せば OK のような形になってしまう。すると障害者団体の方々も怒りますよ

ね。なんの理屈付けがあって着床前診断を認めるのか、議論がないこと自体が非難の対象になる。 

久具：現在、学界ではアリバイつくりの会議をしているような状況かなとは思ってはいます。それもこ

れも結局 40 年前体外受精が可能になる前は受精卵が外で存在することはあり得なかったわけで、考え

る必要がなかった。体外受精が可能になったことによって受精卵が身体の外に出てきた。それをどのよ

うに位置づけるかが人類全体としても、まだ統一的な見解が得られるに至っていないということなのか

なと思います。 

柳原良江：久具先生のご発表の中で子供の遺伝子に変異が生じる事について、また、小椋先生の発表の

中で優生思想が述べられたのでお二人にお聞きしたい。 

 先日の民法特例法では卵子提供を、実質的に法律で保障するような形になっていた。その点、私は非

常に問題だと思っているが、実際の法案を議論する段階になると卵子提供による様々な問題の一つとし

て子供の健康リスクが高まることを述べると、それが優生思想であるという批判を受けてしまう。なの

でこういった問題点を述べられなかった。しかしながら生まれてくる子が本来は負わなくてもよかった

健康リスクを負う可能性が高まるという状況をどう扱えばいいのか。この点について悩んでいる。そも

そもこれは優生思想なので、その点を批判してはいけないのか、または批判するとすれば別のアプロー

チでその点を論じることができるのか。この点について意見があれば伺いたい。 

久具：卵子提供の場合の生まれる健康な子供のリスクについてですが、卵子と妊娠する女性が違う女性

であるということで、妊娠した胎児が完全な非自己になってしまうことによって母体の健康リスクが生

じる。母体の健康リスクが発生することの２次的な結果として胎児にもリスクが及んでしまうというこ

とになる。ですから母体にとっての健康リスクというのはあるけれども、胎児は２次的なものです。そ



れはいわゆる優生思想に基づく遺伝子の変異とか染色体の異常とは違う種類のものだと私は思います。

だからそれが優生思想だという批判には当たらないのではないかと思います。 

柳原：私もそのように考えてはいるが、法律という場になると、そのような前提もすべて入れ込んでい

くわけではないので、なかなか表記が難しい。タブー視されがちな優生思想なので、今のような議論を

することすらままならないというのが私の最近の体験です。この法律について、まだ議論が生じると思

いますが、どうやって述べていけばよいのかなと考えているところです。 

久具：医学的リスクの問題だと思っています。 

土屋：卵子は DNAの構成が異なる別の物になるし、もちろん精子の DNAの構成も異なりますから、遺伝

子的には、受精して産まれてくる子は同じ生命体ではないわけです。これは哲学の分野では「同一性問

題」と言われるものですが、そうなると、どの生命体を選ぶかという話になってしまう。同じ一人の子

供のリスクを高めるとか低めるとかという話ではないので、安全性とか危険性の話ではなくて、命の選

別ということになってしまう。それは避けられないと思います。同じ人間に対してリスクを高めるとか

低めるとかいう話ではなくて、別の個体を選ぶということになる。 

久具：それは卵子を選ぶときに、そこにどの卵子を選択するかという意思が加わることによって優生思

想につながっているということはあると思います。どういう風に選ぶか、選び方によって優生思想にな

ると思います。ただ、卵子提供によって妊娠すること自体が優生思想かと言われればそれは医学的な安

全性の問題かなと思います。 

土屋：着床以後ということでしょうか。それだったら同じ胚になるので医学的というか安全性の問題だ

と思います。 

玉井：小椋先生が臨床心理士、公認心理士あるいは社会福祉士をもっと活用した方が良いということを

おっしゃっていたのですが、そうはいっても使える心理士がどこにいるんだろうかと思われている方も

たくさんいるかもしれませんが、少しだけ臨床心理士、公認心理士としてコメントさせていたいただき

ます。出生前診断の領域ではありませんが、すでに不妊治療の領域で活躍されている臨床心理士、公認

心理士は一定程度おります（cf. 日本生殖心理学会 https://www.jsrp.org/）。そのクリニックで雇

われているという問題はあるかもしれませんが、個人のクリニックで雇われて働いている臨床心理士、

公認心理士であっても、そのこととは一定の距離を保つというようなこともトレーニングを受けます。

着実に実績を上げている臨床／公認心理士は、不妊治療の領域にはすでにいます。先ほど鈴木さんが「い

やになってやめた人がいる」という話を紹介されていましたが、もちろんそういう人もいますが。 

 もう一つ出生前診断に関して、臨床心理士、公認心理士、社会福祉士が関わった方が良いという意見

がありました。そんな領域にかかわれる臨床心理士、公認心理士、社会福祉士が本当にいるのかと言わ

れますが、臨床心理士、公認心理士についていえば、出生前診断だけを専門にしているわけではなくて

も、NICU（新生児集中治療室）という所をフィールドにして活躍している臨床心理士、公認心理士は全

国に今は 100人以上になっていると思います（cf. 周産期心理士ネットワーク https://pcpnet.org/）。

ネットワークに加盟して活躍して実績を作っており、産科と小児科も陸続きに参加したりもしています

ので、産婦人科の方から依頼を受けて出生前診断に悩んでいる妊婦さんたちにも関わるということを少

しづつ今、始めている段階です。ですから、人材はそれなりにいるという風に思っていただいていいか

なと思っています。 

島薗：私の領域からしますとドイツの体制はチャプレンの伝統というのが、どこかにあるのではないか。 

ですので相談する相手というのは心理士、社会教育士もありました。そういうチャプレン的伝統が作用

しているのかな思いました。 

森：医療機関に雇われている存在として看護師と心理士さんを分けて論じられたので、看護師を擁護し

たくなりました。いくら限界はあるにしても、影響を受けるにしても、患者さんの意向に沿って相談に

乗っていると思いますので、もう少し現場の看護師の状況も知ってほしいと思います。 

島薗：チャットからの質問で日本ならば誰が妊娠葛藤相談に当たるのかについてのご意見がでています。 

小椋：確かに看護師のケアの技量は目を見張るものがある。医師とは違う専門職であるというのは明ら

かです。ただ、こと中絶の問題になると、例えば産婦人科で産む女性に対しては、看護師は自分の名前

を名乗るけど、中絶の女性に対しては名乗らない。なるべく早く済ませたいという本人の意向に沿って、



なるべく早くすませる手伝いをするというような報告もあって、中絶の処置の一端を担う看護師さんに

はなかなか相談しにくいという難点はあると思います。ただ看護師さんだから相談できないわけではな

くて、看護師であっても心理臨床の訓練を積めば可能であるかもしれないと思っています。 

玉井：森先生からコメントがありましたが、私も心理士の立場から申し上げますと、不妊治療の領域で

活躍している心理士も NICU で活躍している周産期の領域で活躍している心理士も、看護師さんとは協

働していて、それぞれ専門性が違うので、その違いをリスペクトしながら、相補い合いあって、たいて

いの場所ではいい協働ができていると私自身は思っています。 

森：小椋先生のご説明は中絶の話だったので、確かに中絶のケアについてはまだ十分に教育も進んでい

ないと思います。私自身は長く不妊のことをやってきたので、お話させてもらいました。 

島薗：竹本直一科学技術担当大臣（2019年当時）が「人間じゃなくてもの」と明言したとのことですが、

「認識不足であった」と国会発言でありましたが、オーソライズされているようなものではないですよ

ね。 

千葉：失言であったら撤回されるはずですが、撤回されずに議事録にも残っているので、それで問題だ

という話になりました。 

久具：そのことは私は存じ上げませんでした。もし、そうだとするならば今の着床前診断をどんどんこ

のまま容認して認めていこうという流れをある意味作ったということになるかもしれません。 

島薗：土屋先生がチャットで書いていらっしゃいますが、総合科学技術会議の生命倫理専門調査会では

「受精卵は人の生命の萌芽」という定義になっていて生命そのものではないけれど、萌芽という表現に

なっている。そこら辺の曖昧さが、竹本長官の発言では消えてしまっていることは問題があるのではな

いか。 

久具：この点はもっともっと議論しておかないと結局、死後生殖とかそういったことにもつながりかね

ない。非常にデリケートで重要な問題だと思います。 

島薗：胚の研究利用の所で ES 細胞とかクローンを作るとかそういう議論があった時に生命の萌芽とい

うことになったわけですが、その時も研究だけでなく、クローン化のことも考えていたので、研究利用

だけではない生殖の問題と不可分のものとして考えていたというのが、島薗の理解です。 

神野：2～3日前に人間の受精卵の研究を応用研究すると新聞にも出ていますが、皆さん、これだけ一生

懸命議論してくださっているのに、国のイノベーション会議がどんどん進めていく方向になっている。

この問題は皆さんで考えていかなければいけないと思います。なかなか一般の人がつながって議論をし

ていくことができない。だからこそ私たちがいろいろな範囲の中で議論して行かなければいけない。こ

ういう機会をもっと広げて行く必要があると思います。どんどん不良な子がいらないというような国が

進めているのは、怖いことだなと思います。 

 

まとめ 

久具：私は今日は卵子凍結保存の話を中心にしましたが、それだけでなく卵子提供、精子提供、代理懐

胎も含めて生殖医療を行うにあたってともすれば生殖医療の中に優生思想がどうしても入ってきがち

な分野です。そこを十分しっかりコントロールしていくためには精子、卵子それから受精卵が体外に取

り出されたとしても、それは生命なんだと生命の萌芽という表現でもいいですが、ともかくも道具であ

るという取り扱いは絶対にしないようにしていかないといけないといろんな意味で危険な状態になっ

ていくのではないかというのが一番言いたいことでした。 

小椋：厚労省の専門委員会でも入らない限り、なかなかお話しする機会がないわけですが、これだけた

くさんの方々に聞いていただき、どんどんコメントが出され、今、カウンセリングを不妊治療とか中絶、

出生前診断に役立てようという機運がまさに高まっていることが実感できて非常にうれしく思います。 

島薗：あたかも新型コロナで大阪はほとんど医療崩壊になっておりまして、誰の命を生かすかという、

千葉さんの本で言うと「いのちの選別」というが、そちらの方でも現実化している。高齢者から先に死

んでいくんだというのはいいが、障害者もそこに入っているかもしれない。そういうことがあからさま

に進行するような社会になってきている。アドバンス・ケア・プランニングというと医療関係者はみな

勉強するが、そういうことがそこまでかかわっていることをなかなか意識していない。そういう問題が



あると思います。アドバンス・ケア・プランニングというのと妊娠葛藤相談というのがある意味似たよ

うな、どこか通じることがあるかもしれない。私はどちらかというと命の終わりの方にかかわることが

多いので、そんなことも考えました。 

 これは多くの方が実は関心を持っているが、メディアでもしっかり取り上げられていない。政府は都

合よく進めていくという方向でものを済ませたい。久具先生のような医学界からの声がますます上がっ

てきて、皆さんがそれに学びながらともに議論する機会が増えることを願っています。 

 ゲノム問題検討会議は小さな集まりですが、是非、こういう機会を今後も増やしていきたいと思いま

す。 

                                           以上 


