
 

Zoom勉強会 

  ヒトのいのちとからだを人為的に作る研究の進展とその倫理的問題  

日時  ：２０２１年８月１日（日）１３時３０分～１６時 （入場１３時から） 

テーマ：ヒトのいのちとからだを人為的に作る研究の進展とその倫理的問題 

講師 ：髙島康弘先生 京都大学ｉＰＳ細胞研究所 

    ：八代嘉美先生 神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 

司会 ：島薗進先生 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 島薗進 

 医療あるいは生命科学が人間の命の在り方を変えていく可能性、命の尊さという概念に影響を及ぼすのではないか。

その中にはたいそう懸念しなければならないこともあるというような観点から、こういう領域に関心を持っています。 

 1997 年にクローン羊のドリーが誕生しまして人間のクローンもできるという話が広がりまして世界の首脳が驚いてクロ

ーンの人間は作ってはならないということになりました。クローンの人間ができるということは命の元へ返る、初期化とい

う言葉があります。発生していく元の方へ戻っていくということは、幹細胞というものが、利用できる。特に胚性幹細胞、

ES細胞は受精卵から取り出して培養された細胞ですが、これが利用できる。そして 1998年ヒトの胚性幹細胞 ES細胞

が樹立されました。 

 クローンについてそういうことが起こって、ヒト胚の利用ということが大きな問題となりました。この過程で大きな転換は

ノーベル賞を取られた山中伸弥先生の iPS 細胞の研究です。これはヒトの受精卵を壊さなくても、それに匹敵するよう

な幹細胞を人工的に作るとこができる。数年にしてノーベル賞をもらうという研究であったわけです。それはまた、ます

ますヒトの初期の命に介入できるということになる。命を作り変えることができる、あるいはヒトの体を道具のように使って

命を利用できるということでもあります。 

 そういうことが、どこまで許されるのか。あるいはそういうことが進んでいくとどういうことが起こるのか。医療によってヒト

の命が変わっていくことに恐れを抱き、命のとらえ方が変わってしまうことに懸念を持つということは社会全体の問題で

はないかと思います。そのような観点からゲノム問題検討会議で最先端の研究に取り組んでいる方が、あるいはその

辺の事情に詳しい方のお話を伺い、そうした研究の社会的倫理的意味を問う討議を続けてきています。市民社会が、

この問題を研究者とともに考えていく場を広げて行こうという企てと言えます。 

 今年 3月、4月に胚盤胞という、その中から細胞を取り出して ES細胞を培養する、その胚盤胞が作成できるようにな

ったという日経新聞の 4 月の記事があります。「iPS 細胞から胎盤の細胞をつくる京大研究者らが作成に成功」とあり、

これが高島先生らのグループの革新的な研究です。その前後に中国でヒトとサルのキメラができた。キメラというのは

サルの中にヒトの幹細胞を入れる。あわよくばそこから人間の臓器を作る。死んだ人から心臓とか肝臓などをもらう臓

器移植ですが、なかなか提供臓器が間に合わない。生きている人からもらうのはドナーの人に危険が及ぶ。それなら

ば動物の中に造ればいいのではないかという研究がある。多能性幹細胞の研究が医療生命科学を大きく変えていく

一面かと思います。 

 本日は、そのあたりの研究を今、現在進めている、先ほど紹介しました胎盤の形成を人工的に実験して進めるのに

成功したという高島先生のお話を伺うのが後半です。前半には、もともと幹細胞研究に取り組んで慶応大学等で研究

されておられ、その後、科学技術社会論という最先端の科学技術が社会にどういう影響を及ぼすかを問う領域の研究

をしていらっしゃる八代先生にお話を伺います。 

 

 

新たな展開を迎える再生医療 幹細胞研究   八代嘉美 

 

 私は今回、タイトルとして「新たな展開を迎える再生医療 幹細胞研究」としました。この後に高島先生からは具体的

な話をされると思いますが、日本の再生医療研究、幹細胞研究がどのような状況にあるかを私の方からお話していき

たいと思います。 

私は、出身は東京大学医科学研究所におりまして、3 年ほど前、このゲノム問題検討会議でも講演された中内先

生の研究室で血液の研究をしていました。血液というのは再生医療における幹細胞の研究の中で一番古い歴史を持



 

っているものです。中内研で学位をとったのち、もっと建設的に、もっと深く、社会の方々と一緒に再生医療をつくに

新しい時代を作ることを考えるような研究をはじめました。最初に就職した慶応大学生理学教室で神経再生の研究、

あるいは東京女子医科大学ではバイオ・マテリア、2013 年から 2018 年には高島先生がいらっしゃいます iPS 細胞研

究所にもいましたが、再生医療に関わる最先端医療のところで研究してきました。それらの所属で、再生医療を社会

がどう受容するか、といったことを研究しています。再生医療技術は生命の在り方とか一般の人の生命の考え方にも

影響を及ぼすような技術ですので、人々がそれらをどう考えるかの研究や、その考えの基盤となる知識の伝達や社会

の意識を理解するためのコミュニケーションの実践、あるいは再生医療を社会が広く使うためには産業化や医療費、

すなわちお金のことも大事なので、産業や規制にかかわる生態系、いわゆるエコシステムの研究をやっています。 

再生医療あるいは幹細胞と言われているものの倫理的問題にはさまざまな形態があります。生命の在り方はどうあ

るべきかといったいわゆる生命倫理で、考えなければいけない問題があります。また先端医療研究一般でいわれてい

る被検者保護、つまり研究に参加する人の安全性確保やプライバシーの保護、そして研究に参加する際の同意の形

も大事な課題です。 

生命のあり方という点では、再生医療の領域では人と動物、異種動物間の細胞が共存する胚あるいは個体をどう

考えるのか。あるいは「常識」を覆す生命の在り方を変えるかもしれない研究もあり、その中で研究に関する倫理的、

法的、社会的課題いわゆる ELSI（Ethical, Legal and Social Issues）があります。社会の中で研究をどう進めていく

のかを考える時に、私は研究現場と社会の連携、理解が生命科学・再生医療が発展していけるか否かのカギを握っ

ていると考えています。。既存の倫理の話で言えば適切な市民・患者の研究参加ということでは、一般の市民、患者

がサンプルを提供するという形での研究の協力参加というのがあります。つまり、患者由来のサンプルを用いたオミク

ス研究や、疾患 iPS 細胞の樹立というのがそれにあたります。一方、それ以外に臨床試験のアウトカム（成果）といった

ところに一般の方々が本当に満足すること、一般の患者さんが困っていることを解決するための医療は何かということ

も考えていかなければならない。研究の開始にあたって、患者の視点でアウトカムを設定することは、最近患者・市民

参画（PPI Patient and Public Involvement)などとも言われて重要視されつつあります。 

また、社会環境として見ていくと、バルサルタン事件（高血圧の治療薬であるディオバン一般名：バルサルタンの

医師主導臨床研究にノバルティス日本法人のノバルティスファーマ社の社員が統計解析者として関与した利

益相反問題、および、臨床研究の結果を発表した論文のデータに問題。2014年薬事法違反で告訴）について、

訴因となった過剰広告の話では無罪判決が出たりしていますが、一般社会において理解が得られないような、不透明

な形態で研究が行われてしまったことは間違いないわけです。また基礎研究の分野でも、STAP 細胞という形で社会

の大きな問題（外から刺激を加えるだけで、受精卵のときのような、体中のあらゆる細胞に分化できる状態に

変えることができたという研究論文の虚偽、不正問題）になったものもありました。そして、「効くけど高い」薬も増

えてきていて、医学研究の成果を自分たちが享受することができるのか、不安をあたえるような事態もあらわれていま

す。そうした中で。研究の現場が社会から信頼される、あるいは社会に誠実に語るということが、今後の再生医療、生

命科学全般が課題として背負っているものと思います。 

 

このような前提をお話した上で、みなさんに今日お話をしたい内容としては 

・再生医療の現状 

・多能性幹細胞と発生・生殖研究 

・キメラ研究とオルガイド研究 

・社会の意識と 2021年改正国際細胞学会ガイドライン 

の４つの柱です。 

 

再生医療の現状 

 2014 年に「再生医療等の安全性の確保等に関する」法律（安全性確保法）という再生医療の新しい法律が施行され

ました。また、これまでありました薬事法が改正され「医薬、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律」（薬機法）となりました。これらの法律で特徴的なことは、「再生医療の推進」と「安全性確保」をうたっており、そ

のような法律は、世界でもあまり例がなかった、ということです。アメリカでは前オバマ政権で 21 世紀の医療

（21st Century Cures Act）の中で日本の法律を移植するということも起こりました。少なくとも再生医療の推進とい

う点では、他国の見本になるような法律をだったと言えると思います。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E7%A0%94%E7%A9%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D


 

 この法律の仕組みとしては再生医療製品の実用化を促進する仕組み、安全性を確保するための再生医療の届け

出・登録制度の開始です。現在、安全性確保法で「治療」として届け出されている件数は 3800 件以上あり、ほとんど

が自由診療です。日本の診療制度には 3 種類あります。一般に「保険診療」とされるは、日本の政府が公的に治療法

として承認し、いわゆる 3 割負担とか高額医療制度が使えるものです。これに対して治験や臨床研究という有効性、

安全性を確かめる研究段階に参加するものがあり、これはまだ「治療」とは言えないものです。さらに「自由診療」と呼

ばれるものがあります。 

 再生医療とか細胞治療と呼ばれているものを司るのは 2つの法律「再生医療等安全性確保法」と「薬機法」ですが、

「自由診療」というのは再生医療等安全確保法」に基づいているもので、治療を目的とした細胞の投与、あるいは研究

機関の臨床研究が含まれます。一方で、企業による販売あるいは人体に投与する研究であっても販売を目指すため

に行われる治験は「薬機法」にもとづくものです。 

 現在承認された再生医療等の製品として 11製品が承認され、保険適用を受けています。（表 1）新法が施

行され 9 製品が承認されました。新法施行前にも 2 製品が承認されていますが、承認には非常に時間がかか

っていました。現在新しい法律によって条件付・期限付き承認というものがありまして、これはかつての薬

事法では有効性を統計的に証明するために多くの患者さんによる臨床試験をしなければらならかったものが、

安全性がきちんと確認され、有効性が科学的に推定され得るデータが揃えば条件付きで承認が与えられるも

のです。その後に市販後調査ということで 5年ないし 7年という期間の中で目標となる有効性のアウトカム

を達成できるかどうかで最終的な承認を受けるという制度になっています。現在代表的な例としてはテルモ

社のハートシートで、これは心筋梗塞に用いる自由診療のものです。この表の中に入っているものは 1 回あ

たり 1500万円位するものから 1患者当たり 1億 6700万円するものがあり、ものすごく高い。しかし、例え

ばこのハートシートについていえば高額医療制度を使えば 1500 万円かかるうちの自己負担は 45 万円位で

す。ここでも注意しておきたいのは「再生」ということですが、壊れたものを治してくれる、例えばハート

シートとかスチミッチック等はそういうものなのですが、キムリアとかイエスカルタとかプレヤンジとかい

わゆるがんに用いる CAR T 細胞療法（自家キメラ抗原受容体 T 細胞療法）という細胞療法がありますが、

その製品もこの法律の中に入っています。すなわち、再生医療そのものというより、細胞治療の方が主流と

なっています。 

 

  表 1 現在承認されている再生医療等の製品 

 

 

 

 一方、自由診療としてよく実施されているものとして、がんの治療を目的として血液細胞に含まれる免疫



 

細胞を利用するものや PRP（多血小板血漿）を用いて間接の痛みを防ぎ、運動障害を治すもの、また脂肪か

ら取り出した細胞（脂肪由来幹細胞）を用いて、炎症を押さえる作用を期待するもので、COVID19に対する

臨床研究も行われていました。ただし、国としてはこれらを治療法としては承認していません。こうしたも

のの一部には、効果について統計的な知見の積み重ねを並行して患者に提供している場合もありますが、一

般には患者と医師の同意で行われている治療です。 

 自由診療で気を付けておかなければいけないこととして自由診療の一般的なルールとして、事後的なチェ

ックしかないということで基本は当事者同士の話し合い（専門職の裁量）になります。すなわち、事後的に

病院や学会等からの批判を受けたり、裁判になって賠償責任を負うことによる事後的なチェックが原則です。

かつて日本の自由診療の枠組みが悪用された（2010 年韓国人患者に対する MSC（間葉系幹細胞）移植死亡

事例）事例がありましたが、海外の場合ですとアメリカなどは「皆保険」ではないが FDA（アメリカ食品医

薬品局）登録されていない医薬品・製品を人体に投与することは許されていないのです。つまり、日本の自

由診療制度は世界的には特殊なものといえるでしょう。 

 その一方、日本の安全性確保法では、法律に基づく緊急命令や逮捕者も出ています。アメリカなどでは未

承認でも差し止めには訴訟が必要となります。日本の安全性確保法は 2010 年の事例の反省にも端を発する

ものであるため、再生医療の差し止め権限に関していえば、日本の方がより積極的に動くことができる状況

になりました。再生医療推進のために新しい法律ができたということは iPS 細胞の誕生というのが大きく影

響していると思います。国民の中、社会の中で再生医療に対する熱気というものが高まりましたし、その結

果政治家、役所に対してもその期待や熱気が伝わったといえるでしょう。 

 

多能性幹細胞と発生・生殖研究 

 それでは iPS細胞の下敷きになっている多能性幹細胞の研究がどうなっているのかについてお話したいと

思います。 

 島薗先生が 1996 年クローン羊のドリーの話をされましたが、ヒトの多能性幹細胞の研究が活性化したの

もそれと同時期です。それはまた日本の中で再生医療の研究の議論が高まった時期とも重なっています。 

図１：ヒトの多能性幹細胞研究の推移                

 

このスライドのデータは多能性幹細胞の研究が始まってから 20 年を期にウィイスコンシン州のヒト ES 細

胞を世界で初めて樹立したグループと我々のグループが共同で調査・ 分析した論文のものです。基本的に右



 

肩あがりで、論文は、増え続けてきました。世界中の ES 細胞の論文ではさまざまな細胞株が使われていま

すが、その中でも主流になっているのは、やはりウィスコンシン大学のグループで作った株です。日本でも

ES細胞は樹立されていますが、再生医療として使える細胞株は、ここで紹介している京都大学で作られたも

の、国立成育医療研究センターで造られたものの２系統になります。このように広く研究として定着した多

能性幹細胞研究ですが、その「入口」になったのが、生殖細胞・生殖補助医療の研究で、ロバート・エドワ

ーズらの人工受精の成功です。これがなければ多能性幹細胞、ES細胞、iPS細胞などはまず、なかっただろ

うということがいえると思います。こうした技術の普及について、島薗先生は非常に慎重にお考えになって

おられると思いますが、体外受精の実施数というには、世界中から見ても増えている状況です。ちょっと古

いですが、2004 年に新生児の中の体外受精による比率は１．６％であったものが 2010 年には 2.7％に増加

してます。これは今日ではもっと増加してます。 

 

 なぜこれが再生医療に関係するのかというと幹細胞の「分化」という能力を理解すると分かると思います。

細胞がもつ能力を整理すると、受精卵を頂点としたピラミッド型の図にすることができます。受精後数日た

ちますと頂点からやや下がり、胚盤胞という段階になります。シュークリームのような形を想像してもらう

とわかりやすいのですがシュークリームの皮の部分と、クリームの部分に分かれています。クリームの部分

が 10月 10日お母さんのおなかの中で育っていくと、様々な細胞、つまり人体をつくるわけです。その私達

の体を構成する細胞はそのピラミッドでは最下層、もっとも分化能を失ったものたちといえるのですが、そ

の上部には体性幹細胞という集団が位置していますこれは血液だったら血液を構成する、赤血球や免疫のさ

まざまな細胞、かさぶたの原料となるような血小板といったさまざまな細胞をつくることができる細胞です。

ただし、血液の幹細胞であれば血液系の、神経だったら神経系の細胞、心筋だったら心筋という形で、それ

ぞれが系統のものしか作れない幹細胞なのです。胚盤胞とか受精卵は、これらの幹細胞をすべて作り出すこ

とができるわけです。また、母胎と胎児をむすぶ胎盤となりますと、これまでの研究ではさきほどの「クリ

ーム」、専門用語では内部細胞塊と言いますが、そこからつくられる ES 細胞からはつくれないのです。だ

から、受精直後の受精卵と比べると、能力は下がっている、といえるのです。つまり、分化能力はピラミッ

ドの上（受精卵）からした（体細胞）に行くにしたがってどんどん下がっていく。体細胞になってしまうと

基本的には細胞分裂によって自分に全く同じものを作ること以外は作ることができない。幹細胞というのは、

わかりやすく表すと樹木の中の幹にあたる。葉にあたるのは分化を終えたさまざまな体細胞で、幹の根にあ

た能力を持つ細胞を作ることもできるというのが幹細胞といわれている細胞です。 

 また、クローンの話と関連した話をしますと、山中伸弥先生と同時にノーベル賞を受賞したジョン・ガー

ドン先生が 1962 年世界で最初の核移植したクローンを作りました。おたまじゃくしの腸の細胞の核を卵細

胞へ移植することで再びおたまじゃくしを作ることに成功したのです。普通であれば自らと同じ性質の細胞

しかできないはずの腸の細胞から取り出した細胞核を卵細胞の中に移植すると、あたかも受精卵と同じよう

に働く。それが核の内容をリセットした。これが細胞の初期化、と呼ばれているものです。1996年クローン

羊のドリーの成功は、哺乳類でも体細胞の核のなかの情報、つまりゲノムに刻まれた情報を初期化ができる

ことを示したものです。卵子には、細胞の状態をリセットする能力がありそれを利用することで個体が生ま

れる、というのがクローンです。一方、先ほど述べましたように胚盤胞から内部細胞塊を取り出し、その能

力を体外で培養・維持することに成功したのが ES細胞です。 

ES 細胞は、1981 年イギリスのマーティン・ジョン・エヴァンズが世界で初めて成功しました。それからや

や時代が開いて、ドリーが生まれて約２年後となる 1998年に、ジェームス・トムソンがヒトでも成功させま

した。ES細胞は個体を構成するあらゆる細胞へと文化することができますから、神経系、血液、心筋などい

ろいろな細胞を作ることができます。このことから、再生医療研究への応用が着目され始めました。 

 その一方、ES細胞が持つ能力と表裏一体となった問題点として、まず「生命の萌芽」たるヒト胚を破壊し

てしまうことがある点が挙げられます。壊された胚は個体として発生する未来を奪われるということになり、

内在的なヒトとしての尊厳を侵害している可能性が指摘されました。実際のところ、新たな ES 細胞を作る

ためには、その目的のために新たに作る胚ではなく、生殖補助医療、不妊治療という目的のために作られた

人工授精胚を利用しているもので、なんらかの理由によって使われなくなった胚、つまり、提供者の許可が

得られた、ヒトとして生まれる運命を持っていない胚を使って研究しているものです。 ２つめの点は ES細



 

胞は患者にとって免疫学的な他者である、ということが挙げられます。細胞というのは表面にいろいろなタ

ンパク質をもっていて、これが標識となって、個体は自己と他者を見分けています。ES細胞も標識を持って

います。移植を持っている患者さんとは他人の細胞ですから、、患者の体内で標識が認識されれば、現在の

臓器移植と同様の拒絶反応が生じるのです。 

 このような ES 細胞が持つ課題に対して、研究者たちは様々な研究をしてきました。例えば胚を完全に破

壊することなく ES 細胞を得ることはできないか、ということで、受精卵のごく初期の発生段階である 8 細

胞期に、8 つに分割されたうちの一つの割球を取り分けて、残りの受精卵を通常の体外受精と同様にマウス

の子宮内へと移植しました。その結果、７つの割球は正常に発生段階を経て個体を発生させる能力をもって

いることがわかりました。一方、取り出した一つの割球を ES細胞と共に培養したところ、通常の ES細胞と

同様の能力を持つことがわかり、利用できる可能性が示されました。。また、「個体が発生しない」胚から

ES細胞を樹立できれば、「生命の萌芽ではない」というロジックが成立する余地がうまれます。そこで、胚

発生ができないように遺伝子改変を加えた核を、卵細胞に移植することによって胚盤胞を作り、ES細胞を樹

立しました。その結果、個体は発生しないが多分化能を持った細胞を樹立スことができました。ただし、こ

こで示した例も、遺伝子工学的な手法を生命に加えることを忌避する視点にしてみれば、非常に違和感を持

たれるものとも言えるでしょう。 

 そこで登場したのが iPS細胞です。 

 人間の体細胞を出発点に、胚を使うことなくあたかも ES 細胞のようなものを作れるということで、世界

中から注目されたのです。それまで、日本の多能性幹細胞研究、要するに iPS 細胞が登場するまでは ES 細

胞しかないわけですが、2001年 9月に施行された「ヒト細胞の樹立及び使用に関する指針」では樹立のみな

らず使用の要件が厳しく、なかなか進んでいなかったのが現実です。しかし、iPS 細胞が登場することによ

って、2018年に我々が行なった分析では、投下された研究費はアメリカ、EUほどではないが、イギリスよ

りかなり多くなっていることがわかりました。我が国の場合、その研究資金の大半は iPS細胞に関係する研

究に用いられていました。が。ただ、ES細胞の研究がなければ iPS細胞の研究もないということは十分研究

者の間ではコンセサスが得られていることですし、ルールができてから時間が経過し、ES細胞の研究自体も

日本の中で潮流が随分変わってきていました。2009年以降、折に触れてに指針の見直しや改正が行われ、研

究者にとっては悪夢ともいえたヒト ES 細胞の使用に関する二重審査が廃止されるなど、成立時の厳しい内

容から世界の潮流や研究の進歩、世論の変化等を考慮に入れて「研究しやすい」方向に変化しています。も

ちろん、大きな変化のきっかけになったのは iPS細胞樹立をきっかけとした再生医療に政策的、そして社会

からの意識という追い風を無視することはできません。 

 意識の変化は、私達が行なったヒト胚を用いる研究に対する態度について調査からもみてとることができ

ます。1999 年に生命倫理調査会が行ったアンケートと、2012 年我々が行った調査を比較すると、「ヒト胚

を用いる研究をどう思うか」について 1999 年の調査では４０％そこそこで「認めることができる」でした

が、2012年では６０％近くが研究を「認めることができる」と答えてます。母集団が違うことはいたしかた

ありませんが、社会の趨勢として、胚を用いた研究に対する受容度が高くなる傾向をみてとることができま

す。これは、研究に関して新聞、マスメディアが繰り返し報じてきたこと、研究の進捗のみならず、研究へ

慎重な立場を取る人文社会系の立場の方々からの「倫理的問題がある」という警句によって、研究者側がそ

うした配慮や倫理的な教育の必要性・重要性をを強く認識できたことも小さく無いでしょう。研究者自体が

研究の重要性について情報発信を行い社会との関係性の構築に努めるようになるなど、研究者の姿勢、また

監督官庁の姿勢も変化を見せ、受容度が高まった可能性があると思います。 

このように日本では iPS細胞研究が再生医療研究、幹細胞研究の大きな推進力になりましたが、世界を見ま

わすとアメリカ、イギリス、韓国、イスラエル、中国、ブラジル、フランス、オーストラリア等非常に多く

の国々で、ES細胞をリソースとした治療の研究がなされています。かつてフランスは ES細胞の樹立・使用

に厳しい態度をとる国と言われていましたが、すでに ES 細胞を使った研究が解禁され、再生医療への応用

も研究されているのです。日本でも 2014年からヒト ES細胞の臨床利用が解禁され、再生医療について国立

成育医療研究センターでは、肝移植が必要となる新生児を対象に、肝移植が可能な体格まで成長するする間、

ES 細胞でつくった肝機能を持つ小さな塊を作って移植するという国内初の治験申請が出されました。計画

は承認されて移植が行われ、正常に機能しています。また、ES細胞を医療用に作製することを京都大学で計



 

画し、了承されています。 このように、多能性幹細胞を用いる医療研究は大きく動いていますが、ES細胞

研究に関しては、日本にかぎらず、2 つの道徳的な原則のどちらかを選択しなければならないという倫理的

ジレンマがあると認識されています。原則の１つは、他人の苦痛を防止または軽減するための義務がある、

というものです。そしてもうひとつは人間の生命の価値を尊重する義務です。一般的にはこの両方を満たす

ことはなんら矛盾しませんが、ES細胞研究の場合は、そうとばかりもいえません。将来の患者さんに対して

治療法を提供するために研究することは誰かの苦痛を和らげることにつながるものですが、「何人たりとも

殺すな」という立場から考えると、特に受精の瞬間にヒトの生命が成立する、というキリスト教の規範から

考えれば、受精卵を壊して ES 細胞をつくり研究を行うことは命を損なうともいえるわけで、ジレンマを引

き起こすことになるわけです。私は ES細胞の使用者講習会などで講師をすることもありますが、ES細胞研

究は様々な治療法の礎だけでなく、基礎研究の領域でも重要な存在であるので、様々な価値観、さまざまな

考え方があることをわすれてはいけないと話しています。研究者の側は使用する細胞を粗雑に扱わず、科学

的にも意味のあることなのかどうかをよく考え、謙虚に慎重に行わなければいけない、ということです。そ

して現在の研究者は、そうしたことを踏まえて、と研究を行っているのです。 

 

キメラ研究とオルガイド研究 

 さて、発生の研究と切っても切れないものがキメラの研究です。キメラというのはフィクションにもよく

出てきますが、原義はギリシャ神話に登場するライオンの頭とヤギの胴体、毒蛇のしっぽを持つ怪物のこと

であり、生物学的には「2つ以上のことなった遺伝子型の細胞、あるいは異なった種の細胞から造られた 1個

の生物個体」、つまり複数の生物に由来を持つ個体です。 

キメラには同種キメラと異種キメラの 2つがあります。今、iPS細胞、ES細胞で使われているマウスとマウ

スのキメラは同種キメラです。ヒトとヒトのキメラというのは輸血とか臓器移植など他人の血液・臓器など

を体内に持っている状態を言います。例えば骨髄移植を行うということは、白血病治療のために病気になっ

てしまった血液の種、幹細胞を取り除いて健常の人からもらってきた血液の種を入れなおすものです。それ

によって人間の個体の中で、新しく造られた血液がもともとの遺伝子型を持った血液とどのくらいの割合が

あるかを見るときに、キメリズムというものを見なければならない。キメリズムというのはどのくらいの割

合で混ざっているかということです。2 つの遺伝子の型を持った血液が 1 つの個体の中で併存している状態

がヒト・ヒトキメラという状態になるということです。 

iPS 細胞や ES 細胞の『多能性』という能力も、検証するためには実はキメラを作らなければならないので

す。なにをするのか、というと、マウスの受精卵が胚盤胞の段階で ES 細胞や iPS 細胞を胚に注入する、と

いうことをやります。もともと ES 細胞や iPS 細胞は胚盤胞に由来するものですから、胚のなかで他の細胞

と協調して個体を形作ることが可能です。それによって生まれてきたマウスの中で注入した細胞がどれだけ

個体の形成に寄与しているかを確認して能力を見るということを行います。ですので ES 細胞や iPS 細胞研

究とキメラは切っても切り話せないのです。 

  

 さて、このようなキメラは研究の現場で日常的に作られるものですが、生命倫理上の問題として、社会で

一般的に語られるのが異種キメラというものです。これはマウスとラット、ヒトとそれ以外の動物、などと

いったものを指します。以前、このゲノム問題検討会議でキメラのお話をされた中内啓光先生もお話された

内容になるのですが、中内先生は動物の体内でヒトの臓器を作ることによって臓器移植のリソースにしたい

という考えのもと研究をされているのです。まず患者さんから iPS 細胞を作ります。その細胞を、遺伝子操

作をして特定の臓器のみを創れなくした動物（例えばブタ）の中に移植します。さきほど説明したキメラの

作り方と同じことをするわけです。ブタの胚は、ある特定の臓器はできない状態になっていますが、その他

の臓器は正常にできます。言い換えれば、畑は正常だけれど、目的となる作物の種はなくなってしまった状

態といえます。畑がまともなら、種を蒔けばきっと芽が出て作物が実るだろう、という考え方です。 

 こうした操作をおこなって、目論見通り生まれてくれればキメラブタの誕生となるわけです。この研究に

おいて一つ重要な点は、この大型動物の臓器を欠損させるそのような大型動物を作ることができるかという

点と、ヒトの細胞を胎内に持ったキメラが生まれてこられるのかという点です。もちろんいきなりヒトとブ

タというのはハードルが高いので、前段階としてマウスとラットでキメラができるかという研究が行われま



 

した。さきほどマウスとラットのキメラは異種キメラと言いましたが、マウスとラットというのは大きいネ

ズミと小さなネズミというだけじゃないか、とおもわれがちですが、近縁種ではあるものの、内臓の配置や

形成過程が違ったり染色体の本数なども異なっているため、外見以上の違いがあります。こうしたキメラが

うまくいくかどうか危惧されてましたが、果たしてマウスとラットのキメラが生まれてきました。 

 図 2 は 11 年前の論文

からとってきたスライド

ですが、マウスの中でき

ちんとラットの膵臓がで

きていました。膵臓がな

い状態で生まれてくる

と、ミルクを飲むと高血

糖状態になって、すぐ死

んでしまうのですが、iPS

細胞からできた膵臓は血

糖値に応じてインスリン

を分泌し、コントロール

する、要するにきちんと

機能していることがわか

りました。 

 キメラに関して、とい

うより、２つの動物の要

素 

からなる動物というと、           図 2 マウスとラットのキメラ（中内啓光氏の論文より） 

2 つの動物の特徴が混ざり合って生まれてくるのではないか、というイメージを持たれています。しかし実

際のキメラの場合はそうではありません。このスライドのように、マウスの細胞でできた部分とラットの細

胞でできた部分とが、かなり厳密に分かれた状態でうまれてくるのです。スライドの写真を見ると、緑色に

光っている細胞があります。これは、移植した細胞の中に EGFP（緑色蛍光タンパク質）という緑色に光る

タンパク質を作る遺伝子を組み込んであるのです。光っているところと黒いところがあるのがおわかりにな

ると思います。また蛍光だけでなく毛色でも分かります。マウスは黒い毛色のものからつくられているので

iPＳ細胞からは黒色の毛色、ラットは白い毛色のものを用いているので白の毛色を持ちます。。ラットの卵

の中にマウスの細胞を入れたキメラは、毛色が茶色部分と白色の部分があり、全体的な形態というのはラッ

トのサイズになっています。これを逆にマウスの卵の中にラットの細胞を入れますと、白と黒のまだら模様

を持ちながら、マウスのサイズになります。これは何を示しているかといえば、生まれてくる個体の形を支

配しているのは、細胞を受け入れている側になっている、ということであり、決してマウスかラットかわか

らない動物になる、ということではないのです。 

現在、異種の壁を越えて胚盤胞補完が成立しているものとして、ブタ、ヒツジ、ヤギ、マウスがあります。

この方法は臓器移植のリソースとして期待されるとはいいましたがそればかりではなく、臓器形成の過程が

どうなっているのかを発生学的に検討したり検討、ヒト多能性幹細胞の能力の検討、疾患メカニズムの解明、

創薬など様々な科学的知見につながる可能性も持っています。その中で出てきた重要なものとして注目され

たものが、米中チームがヒトとサルのキメラを作製したという報道です。彼らはサルの胚盤胞の中にヒトの

多能性幹細胞を移植・培養しています。出生前に全部廃棄してます。受精後 6 日後にヒトの多能性幹細胞を

移植し、その後 9 日から 19 日までどうなるかを観察したものです。もちろんこの実験の胚は生物の子宮へ

と移植はしていませんので、個体としては生まれてきてはいません。受精卵に免疫染色という方法で、細胞

の中にどれくらい存在しているかを確認していることと、遺伝子がどう発現しているかを見ています。その

結果、胚の中で細胞が発生に寄与しているかを見ていくと、日にちを追うごとにどんどん減っていくという

ことがわかりました。作成した受精卵の個数の変化をみても、キメラ胚になっているものはどんどん低くな

り 19日目にはほぼ 0％になっています。 



 

 こうした実験がうまくいかないことには、いくつか理由が考えられます。多能性幹細胞とは言ってもいく

つかの状態があります。先程お話しているように、人間の ES 細胞は胎盤を作る部分と体を作る部分がはっ

きり分かれていますが、マウスでは培養方法とか細胞を取り出す時期などによって、ES細胞の性質であるに

もかかわらず、胎盤にもなりうる細胞が存在しているかもしれないということがわかってきています。また、

ヒトでもそのように ES 細胞のなかで能力の階層性があることがみえてきています。ですので、この研究で

用いているような細胞より、もっとキメラをつくるために適した細胞がある可能性がある、ということがあ

ります。 

 またかつてヒツジやマウスの胚にヒトの細胞を注入して新生児を得た例があります。彼らはヒト細胞を持

つ個体が生まれてきた、と言っていますが、実は生体において生き残ったヒトの細胞というのはごくわずか

でした。つまり、その細胞は機能をもって、つまり個体を形成するために機能しているのか、ということは

ほとんどわからない状況です。発生の過程で、細胞同士は様々な形でコミュニケーションをしています。例

えば細胞と細胞の間での接着性、隣に変な奴が来たら俺はあいつとくっついてやらないというような感じの

ことも起こりますし、そうすると足場がない細胞は死んでいってしまいます。それ以外にも細胞が分裂して

増えていく周期のタイミングが全く違って、個体がうまく作れないということが考えられるわけです。単純

にヒトとサルの細胞を混ぜましたと言っても、それが本当に個体を形成するかどうかはまだまだわからない、

というのが現在と言えるでしょう。 

ここまで、iPS 細胞、ES 細胞は多能性幹細胞です、人体の細胞をなんでも作れます、と説明してきました。

また万能細胞、と新聞などでかかれることも多いので、、最終的には試験管の中で心臓だとか腎臓のような、

形をもった臓器がポンとできるようなイメージをお持ちになる方が多いかもしれません。しかしそれはなか

なか難しいのです。一般的に、細胞は平板な皿の上にぺったりと張り付いて培養されるか、培養液の中に１

つ１つがふわふわと浮かんだような状態で培養されます。それを発展させてある程度の大きさにすることは

可能ですが、ある程度の大きさを超えてくると、塊の中に栄養や酸素を行き渡らせることが難しくなります

し、逆に老廃物を運び出すことも難しくなります。その結果、細胞の中心部はどんどん細胞が死んでいって

しまうことになり、それ以上の大きさに成長することはできないのです。 

そこで現在注目されているのが「オルガノイド」という研究領域です。臓器のことを英語で organ、そして

○○のようなもの、という意味を表す接尾語として-oid，という言葉があります。SFなどに出てくるヒュー

マノイド、というのは、人間のようなもの、という意味です。すなわち、オルガノイドというのは「臓器の

ようなもの」という状態を表す言葉です。 

現在、腸，腎，膵，肝，脳，網膜といったさまざまな臓器・器官でオルガノイドの作製が報告されています。

その中でも関心を集めるのはヒト胚の発生を模倣する胚オルガノイド研究や、人間の意識の中枢である脳を

再現しようとする脳オルガノイドの 2 つといっても過言ではないでしょう。日本で脳オルガノイドが関心を

集めるきっかけとなったのも、2019年 8月、Muotriらが Cell Stem Cellに報告した脳オルガノイドらがヒ

ト未熟児の脳波と似た活動電位が観測されたとの論文でした。オルガノイド研究にも、幹細胞研究は大きな

関係があります。オルガノイドは体性幹細胞からも、そして多能性幹細胞からも作る研究が進められていま

すが、体性幹細胞の場合はもともとの幹細胞が属する組織を構成するため、比較的研究のターゲットは絞り

やすいという面がありますが、当然のことながら他の種類の細胞が構成する組織はできませんし、多様な細

胞が含まれないために、複雑な形態を作ることは困難である点があります。一方、多能性幹細胞を用いて作

る場合は、狙った臓器に合わせた複数の培養法を組み合わせたり、あらかじめ様々な細胞を生み出して混ぜ

合わせてやるといった必要があり難易度は高くなりますが、そのぶんだけ複雑な形態をつくることができ、

より生体内の環境に近い組織の再現には向いているといえます。 

これまで、ES 細胞や iPS 細胞は内部細胞塊からつくられるために胎盤を形成する能力がない、羊膜をつく

ることができない、というようなことが常識でもあり、そのために発生が可能な胚をつくることは困難であ

ると説明されることが多かったのですが、多能性幹細胞の研究の進展によって、より未分化な状態の細胞を

得ることが可能となり、京都大学 iPS細胞研究所（CiRA）の髙島康弘先生が胎盤形成に関与する細胞を作り

出すなどにより、胚の発生過程の精緻な再現の可能性も生まれつつあります。 

 

社会の意識と 2021年改正国際細胞学会ガイドライン 



 

このように、再生医療、幹細胞研究ではさまざまな新たな知見が生み出され続けています。そのなかで、社

会が「知りたいこと」、そして研究者が「伝えたいこと」の違いを考えておくことは重要です。 

 私達は、先程の異種キメラの作成について、意識調査を実施しています。臓器作製目的のヒト―動物キメ

ラ作製への態度を調査すると、一般市民に比べて再生医療学会会員（研究者）の比受容度は高い、という結

果が得られています。端的に、研究の背景を知っているかどうかによって、かなりその態度は変わってくる

のではないかなと思います。その理由として、CiRA の藤田みさお先生らのグル－プが iPS 細胞を用いたキ

メラの使い道についてきちんと、かなり細かく回答者に説明を与える形での意識調査を実施しており、この

場合は多くの人がキメラ研究に賛意を示します。直感重視ではなく、何に使うのか、どう使うのか、どう研

究に関与するのか、ということがわかってくることによって受け手の態度はかなり変化するということが言

えるでしょう。 

一般の人たちが直感的に気持ち悪いと思っているのは人間ならざる者が生まれてくるのではないか、あるい

は動物ならざる物が生まれてくるのではないか、わたしたちの生活を脅かすものが生まれてくるのではない

か、ということへの懸念だと思います。生命科学に関する「フィクション」、いわゆる SF の出発点として

「フランケンシュタインあるいは現代のプロメテウス」（メアリ・シュリー）にあると言われますが、その

出発点からして生命科学に対する違和感とか気持ち悪さが一つの基盤となっているといえます。ダニエル・

ケリーという哲学者は、「Yuck!」という本の中で、嫌悪や気持ち悪さの本質として、食物を採集していた時

代から伝わる、毒キノコだとかそうしたものから派生して、自分たちの群れを守るために既存の価値観を壊

すようなもの、得体の知れない物事に嫌悪感を示すようにプログラムされているものだ、というように述べ

ています。 

 そうしたところから考えると、命の始まりはどこかも非常に重要になってきます。 

 法律的なもので見ても様々な基準があります。人工妊娠中絶については母体保護法第 2条 2項により人工

妊娠中絶を行う時期の基準は妊娠 22週未満となっています。また 12週未満の中絶胎児は医療廃棄物（感染

性廃棄物）として廃棄することが許されるが 12週以上の死胎は墓地埋葬法に規定する「死体」として火葬埋

葬することが定められています。法的な権利は民法上では胎児が全身を現したとき。刑法では胎児の保護の

ため、胎児の体の一部が母体から取り出したときとされる。特定胚の指針では研究に用いることができる受

精卵は原始線条が出現する受精後 14日以内までとなっています。なぜ 14日以内なのか、という根拠は 1984

年イギリスの「ヒト受精と胚研究に関する調査委員会」がまとめたワーノック報告書で提唱されたものです。

胚発生においてヒトの神経組織の原基となる原始線条が出現するタイミングをもとに線引きしたのが、14日

なのです。痛みだとか感情の源泉になるものが生まれて生きているから、そこからは人となりうるかもしれ

ない、ということを前提とした基準であり、パーソン論的な「人格とは何か」という問いをめぐる議論が埋

め込まれているものです。すなわち、「どのような存在に様々な権利を認めるのか」すなわち「人格=権利の

主体」を論じる議論であり、大前提として「人格を奪うことは許されない」として、ではどのような条件が

そろえば「人格」とみなされるのか、人格は有か無かの二択しかないのか、潜在的人格は「人格」として認

められるのか、という話にもつながってきます。そうしたことで、単純に言ってしまうと受精後 15 日以降、

人格が発生するということになるわけです。しかし、パーソン論でいうと胚、胎児、新生児あるいは植物人

間は人間ではないという結論にもなったりします。それと同時に、14日以前にすでに神経の前駆細胞は出現

しているが、それが認知機能や痛覚などと直結するような生理学的兆候は見られないという科学的な視点か

らの議論もあり、14日ルールは大きな曲がり角にあるともいえます。 

 

 そうした中で 2021年 5月 26日国際幹細胞学会において幹細胞研究・臨床応用に関するガイドラインが更

新されました。現在、私は日本再生医療学会の利益相反・生命倫理委員会の委員長をやっていまして AMED

の再生医療ネットワーク事業がありまして武藤香織先生が代表になっていますがその倫理支援事業と共同で

翻訳作業をしています。 

  

その中で「取り扱い方の一例」としてご紹介しておこうと思います。研究室の中において ES 細胞、多能性

幹細胞を用いるときのレビューのあり方についての助言です。この中でいくつかのセッションがありますが、 

「１A:専門的な監督プロセスによる審査が免除される研究」。「１B:報告義務はあるが通常は専門的監視プ



 

ロセスによる審査は行わない」としてヒト動物キメラ胚の体外培養が該当しています。これは後で説明しま

すが、実は例外規定があります。カテゴリ２で「専門的なプロセスによる審査が必要なもの」いわゆる厳し

い基準を持った倫理委員会の中での審査が必要なものです。この中に受精後 14 日目までの人の体外培養の

研究もここに入ります。カテゴリ 3に「禁止されているもの、現在安全でないもの」として「3A:遺伝にかか

わるゲノム編集でミトコンドリア DNA を改変した（ただしミトコンドリア置換は含まない）胚の支給への

移植とかヒト幹細胞から分化させた配偶子を用いた生殖」、あるいは「３B:認められない。説得力のある科

学的根拠を欠くか、倫理的に問題があるもの」。さらに入ってくるのがヒト生殖細胞を持つ可能性のあるヒ

ト動物キメラの繁殖、それでヒト動物キメラ胚を人やサルの子宮に移植することです。大雑把にいえばヒト

生殖細胞を持つ可能性のあるヒト動物のキメラの繁殖はしてはいけないが、ヒト動物キメラ胚自体は作って

もいいということ、そのかわりサルの子宮には移植してはならない、ということです。異種キメラ研究、そ

れから 3Aとの関係から多能性幹細胞を用いた研究自体はやってもいいし、ヒトの iPS、ES細胞の研究を行

ってもいいけれど、類人猿の胚に導入したものを、類人猿の子宮の中に移植することもやってはいけないこ

とになっています。また、神経系のヒト化に対する抑制的な推奨項目やヒト胚の 14日ルールの再検討を求め

る提言なども述べてられています。 

 

本日のまとめ 

キメラやオルガノイドを使った研究は科学の進歩において有用であり、再生医療研究の成熟のためにも必要

であることは間違いないと思います。ただし、ヒト動物キメラ胚の作製については研究者と一般市民との間

で大きな意識での隔たりがありますし、14日ルールの変更を含め社会との会話が必要であるでしょう。そう

した状況においては、研究者自らが理想的に情報を発信し、正確な知識の普及を図ることとともに社会と継

続的な議論を行うことが必要です。その中で私も考えていきたいことは「より良い科学技術ガバナンスのあ

り方」の模索や ELSI/RRI（Ethical, Legal and Social Issues: 倫理

的・法的・社会的課題/Responsible Research and Innovation: 責任

ある研究・イノベーション）の先見的かつ自律的な取り組みです。 

 写真１は遺伝子改変に関するかつて行われたアシロマ会議の一場

面の写真です。そうした研究者の自律性というものを発揮するよう

な教育の在り方とかシステムと言うものを作っていかなければなら

ないと思っていますし、こうした取り組みを肯定的に評価してくれ

るような科学技術の評価あるいは科学技術政策というものを提言し

ていきたいと思います。                           写真１ アシロマ会議 

 

高島康弘先生の講演『ヒトのいのちとからだを人為的に作る 研究の進展とその倫理的問題』を聴いて    

 

島薗：高島先生のお話をわたしなりの理解をまとめますと 「ヒトのいのちとからだを人為的に作る」には

多能性幹細胞から目的の細胞を誘導・分化させて特定の人体組織を作る技術の開発が最重要な課題で、その

方向でたくさんの研究が行われているということです。 

 そこで多能性幹細胞である ES/iPS 細胞が注目された。1981 年マウスの初期胚から ES細胞が樹立された

が、ヒト胚との相違がありマウスをモデルとするだけでは限界があった。1998年ようやくヒトから取り出し

た ES 細胞が樹立され、試験管内で ES 細胞や iPS 細胞などの幹細胞から人為的に誘導・分化させることが

可能となった。高島先生はナイーブ型 iPS 細胞を用いて胎盤細胞を作製しました。しかし、幹細胞から人為

的に誘導・分化させて作成されたものが、本当に胎内でできたものと同じか簡単には証明できない。胎内と

試験管内と比較し、どの程度一致しているかが重要とのことでした。 

 一方で、胎児の胚を利用した研究が進むと、倫理上の問題が課題になってきた。そこで胎児を利用せずに

ヒト発生モデルとして １）幹細胞を利用した胚モデル：ヒトブラストイドや ２）幹細胞を利用した胚・

器官モデル：オルガノイドを構築した。研究が進むに従い、また新たな生命倫理問題が出現してきた。それ

は 

 ・ヒト胚オルガノイドはヒト個体を細胞から作り出すリスクがある。実際には、現時点ではかなり遠いよう



 

 

です。 

 ・脳オルガノイドは実際に感情を持つ心配はないか。感覚神経がない為、大丈夫ではという議論もある。 

 ・個体として成しえない場合は、研究することは許容される。しかし子宮に戻すことは禁止されている。  

今回、国際幹細胞学会の幹細胞を用いたガイドラインが改正された。 

 今後は、オルガノイド研究というのがヒトの健康を目指したものでメリットもある。ヒト胚オルガノイド

は、ヒト胚を使用する必要がなく、最も生理的な分化誘導方法で最も人間に近いものになるのではないかと

いうことでした。多能性幹細胞を用いた再生医療技術は、人の健康に対する大きなメリットがあり、世界で

は研究が一気に進むだろう。そして高島先生は、研究者として日本においてもその必要性を社会に説明し、

対話する必要がある。ヒト胚・胎児利用に比べ幹細胞を利用した研究は日本社会では許容できるのではない

かと言われました。  

 

質疑 

 

質問者 A：4 つ質問があります。１つは幹細胞の研究は不妊治療の研究にも役に立っているのでしょうか。

２つ目はそもそも細胞自身は人間由来で個人のゲノム情報なわけであり、その利用に関して同意とか許諾と

かの手続きがあるのか。3 つ目は幹細胞などの研究が進展していき、胚形成、個体形成等の研究するうえで

ガイドラインがあると思うが、区分け、基準、線引きなどの背景や科学的根拠などを教えてください。4つ目

はこのようなガイドラインに沿った形で個人、およびプロジェクト、機関のレベルで意識の持ち方、考え方、

倫理的判断などどのように運用されているのか。 

高島：不妊治療には役に立つと思います。トロホブラストとか胎盤の細胞というのは着床期ですが、どうし

て流産がおこるのか、あるいは胎盤の機能不全で妊娠高血圧症がありますが、現時点でどのような治療して

いるかというと安静してくださいと、入院して点滴するしかない。原因が全くわかっていないので治療法も

ない。それは検体を取ることがなかなか難しいからです。患者さんからも状態が悪いし、正常な妊婦さんか

ら胎盤を取ることが赦されることは困難である。そういう意味で iPS細胞から非常に胎盤に近い細胞であれ

ば不妊とか妊娠期の合併症に対して非常に大きな治療が期待できる。 

2つ目の質問では、iPS細胞のリプログラミングをさせる前に確実にインフォームド・コンセントを行ってい

ます。3 つ目では生殖細胞を誘導する研究というのは倫理審査がないと実施できない。なおかつ生殖細胞に

対して分化させてもよいという許可が必要になります。胚オルガノイドの研究に関しては、いままでにない

技術になるので今後議論していかなければならない。4 つ目ではガイドラインの規定に従って倫理申請を行

い、倫理審議会で許可された内容の研究を行うようになる。倫理研修というのがあり、全研究者および研究

に携わる人が毎年 1年に 1度講習を受けることになっています。 

八代：オルガノイド研究はこれまでの研究の蓄積がほとんどないので調整も含めてこれから議論していかな

ければならないと思います。一方で動物性集合胚いわゆるキメラ胚の作製については現段階では直接的に同

意が得られた方の細胞を使うことになっています。社会に対する意識の向上もあり、島薗先生からも慎重な

お話もありましたが、一方で研究する側から進めたいということもあり、そのせめぎあいの中でコンセサス

になっていくのではないか。そういうことを踏み外さないようになっただけでも、あるいはそういうことを

無視していいと思わなくなっただけでも研究者コミュニティもずいぶん変わってきたと思います。 

 

質問者 O 

：：受精胚を人間の命あるいは萌芽と考えた時に、科学者、研究者は自分と配偶者との間でできた胚や胎児

の一部を、研究に利用するという気持ちになりますか。 

高島：私がもし不妊治療で年齢が 40 歳、50 歳位になってこれ以上残っている凍結した受精卵を使って自分

たちが子供を得ることができないという場合に、その受精卵を廃棄する。その廃棄する受精卵を科学のため

に利用されることができたら、私は提供します。ただ生命の始まりであるという大きな問題があって、おっ

しゃる通りだと思います。日本の研究の状態としていえることは、胚の売買は一切禁止されてます。ES細胞

にしてもキメラ胚、iPS 細胞の研究に関して営利団体から購入したものから生殖細胞を作るような研究もで

きない。アメリカと全く違うと思います。患者さんの保護にお金儲けするために受精卵を売るとかは一切で



 

きない日本のシステムになっています。少なくとも世の中には、かなりの数が中絶されていることは確かだ

と思います。それに対して研究に利用するかどうかは私はなんとも言い難い。 

八代：作製した胚が余剰胚で、しかも研究に利用するという形であれば私は提供します。しかし、研究のた

めに中絶することやお金のために中絶することはできませんし、しません。胎児形成がうまくいかず、病死

ということで人工的中絶が必要となった場合、研究に対して適切な形で行うことであれば私は提供すること

に抵抗感はないだろう。 

 

島薗：ISSCR（国際幹細胞学会）の規定でも胚を作ることは限定的に認めているのか 

八代：人間の子宮に戻さないことを大前提として、作成研究自体は認められています。 

 

島薗：不完全な胚は作ってもよいということになっているのか 

八代：例えば栄養膜といった胚を形成するさまざまな組織を再現するような、部分的な再現を目指すような

「非統合胚モデル」に関しては「専門的な監視を必要としない」分類になっていますが、それらを組み合わ

せて胚全体を再現しよういう「統合胚モデル」に関しては、胚発生に関する知見を十分にもった医師や研究

者、倫理研究者などからなる組織の監視のもとで研究をすることが求められています。 

 

島薗：かつては胚を作ること自身が日本では禁止になっていた時代がありました。もちろん子宮に戻す、着

床させるのは論外でした。例えば 14日ルール、つまり受精後 14日までなら研究してよいという限界を超え

ていくのも容認する、というようなことが進んでいます。だんだんと胎児に近いところまで研究を進める。

そのことの有用性ははっきりしているが、生まれる前の命に対する敏感性が失われていく、倫理的配慮が後

退していくことへの危惧がある。 

 

質問者 Y：お二人の先生に医療の可能性と人類の未来という点でお尋ねしたい。臓器の更新、若返り、心臓

とか脳に関して丸ごと更新するようなやり方もあるが、それだと不都合な場合もある。例えば注射のような

形で繰り返し注入することで徐々に変わっていくようにできれば人格も変わらずに若返り可能ではないかと

思います。そういうことも含めて現在どういう可能性があるのか。その先、究極の人類の不老不死も含めて

どうお考えですか。 

八代：臓器を丸ごと替えることは身体的負担も大きいし、微小な血管、末端の神経のところまで入れ替えて

いくことは実際にはできないと思います。一番望ましいことは今ご提案にあったような段階的に更新できれ

ばいい。再生、という視点で考えれば、入れ替える、いいというのは一番シンプルですが、必ずしも入れ替

えにこだわる必要はないのです。ハーバード大学のデビッド・シンクレア研究者がいますが、この人は老化

細胞を除去する、といったアプローチのう研究をやっています。例えばネズミなどで老化によっておこるる

目の病気を、そうした薬剤で治療できると言っています。それが人間でも可能ということであれば、そちら

を研究することも大事だと思います。 

高島：臓器取り換えではなくて個々人の体の中で何らかの薬剤、何らかのものによって病気にかかっている

自分自身の臓器がより健康な状態に戻せるのが究極の再生医療だと思います。 

島薗：再生医療というのは無限に長生きすることを目指して何になるのか。これはエンハンスメントにもつ

ながることだと思います。また、再生医療を発展していくと高額の医療を発展させることになり、差別化を

進めることにならないか。特許を取ることがインセンティブになっていて、そのことが正常な科学の発展に

どういう意味があるのだろうか。こうした問題もある。 

八代；よく再生医療は不老不死を目指す医療か、と聞かれるのですが、そうではないと思っています。老い

と言うものは当然来るものですし、車や飛行機に例えれば、主要な部品を入れ替えていっても、いつかは限

界がくるわけです。ですから、老いて命が尽きるときまで、なるべく身近な家族のかたがたと健やかに過ご

せる時間を伸ばす手伝いができればいい、と考えている研究者が多いと思います。そして、そのような医療

が一部に独占されるのではなく、すべての人に還元する、そういう努力をしていきたいと思います。 

高島；成功した研究が高額で一部の人しか役に立たないということは目指すところではないので、できるだ

けあらゆる人に貢献して何らかの役に立ちたいと思います。iPS 細胞研究所自体はそれを山中伸弥所長が中



 

心になって、できるだけ多くの人に役に立つような形にしていこうとしています。 

 

                                                           

以上 


