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事務局：
議

廣瀬誠

松尾浩道大臣官房審議官、長谷部和久参事官

事：１．開

会
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題

（１）第１１３回「生命倫理専門調査会」議事概要（案）について
（２）第１４回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等
に係るタスク・フォース議事概要（案）について
（３）「ヒト受精胚に遺伝子情報改変技術等を用いる研究に関する
倫理指針（案）」の制定について
（４）「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の
分配及び使用に関する指針」の改正について
（５）「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタ
スク・フォースにおける検討状況について
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３．閉

会
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議事概要：
（長谷部参事官）それでは、おはようございます。
定刻となりま したので、 ただいま から総合科 学技術・イ ノベーシ ョン会
議、ＣＳＴＩの 第１１４ 回生命倫理 専門調査会 及び第１５ 回「ヒト胚 の取
扱いに関する基 本的考え 方」見直し 等に係るタ スク・フォ ースの合同 会議
を開催させていただきます。
本日は福井会 長が御欠席 のため、 生命倫理専 門調査会運 営規則第 ７条３
項に基づき、五 十嵐専門委 員に会長代 理として進 行をお願い しておりま す。
よろしくお願いいたします。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。おはようございます。会長代理で
進行を務めさせていただきます。
お忙しいとこ ろをお集ま りいただ きまして、 ありがとう ございま す。初
めに、今日の委員等の出席状況の報告をお願いいたします。
（長谷部参事官）お手元に生命倫理専門調査会の名簿を配布させていただいて
おりますので、御参考に御覧ください。
本日の会議の委員の御出席の状況を御報告いたします。
欠席が上山Ｃ ＳＴＩ議員 、松尾Ｃ ＳＴＩ議員 、福井専門 委員、久 慈専門
委員、小出専門 委員、神 里専門委員 、石原構成 員、金田構 成員から御 欠席
連絡を頂いております。
それから、御 出席という 連絡を頂 いておりま すが、町野 構成員が 遅れて
来られるようでございます。
遅れて来られ る１名の方 を加えま すと、本日 の会議は２ ３名中１ ５名が
出席予定であることを御報告いたします。
では引き続き、関係省庁からの出席者を御紹介させていただきます。
文部科学省研 究振興局ラ イフサイ エンス課、 前澤綾子室 長、厚生 労働省
子ども家庭局母 子保健課、 平子哲夫課 長、厚生労 働省大臣官 房厚生科学 課、
廣瀬誠研究企画官に出席いただいております。
なお、事務局 の内閣府松 尾浩道大 臣官房審議 官において は、公務 のため
遅れての出席予定となっております。よろしくお願いいたします。
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事務局からの出席者の報告は、以上でございます。
（五十嵐会長代理）ありがとうございました。
では、今日の配布資料の説明をお願いいたします。
（長谷部参事官）引き続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。
資料は議事 次第にあ りますよ うに、１４ 種類ござ います。 資料が９種類
で、参考資料が ５種類で ございます 。過不足、 落丁等がご ざいました ら事
務局までお申し出ください。
なお、お手元 にあるドッ チファイ ルですが、 利用頻度の 高い資料 をまと
めたものです。必要に応じて御覧いただけますと幸いでございます。
続きまして、 当会議室の マイクの 使用法につ いて御説明 させてい ただき
ます。
発言される際 には、お手 元のマイ クのスイッ チをオンに して御発 言くだ
さい。なお、発 言終了後 はマイクの スイッチを オフにして いただきま すよ
うお願い申し上 げます。 一部使用で きない固定 マイクがあ る可能性が ござ
いますので、そ の際には 、恐れ入り ますが、ワ イヤレスマ イクの御使 用を
お願いいたします。
傍聴及び取材 の皆様にお 伝えしま す。円滑な 議事の進行 のために 、これ
以降の写真撮影 等はお控 えいただき ますようお 願いいたし ます。御協 力の
ほどよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
（五十嵐会長代理）ありがとうございました。
では、早速で すけれども 、議事次 第に従って 進行させて いただき たいと
思います。
まず議題１と 議題２です けれども 、議題１は 第１１３回 生命倫理 専門調
査会議事概要及 び第１４ 回「ヒト胚 の取扱いに 関する基本 的考え方」 見直
し等に係るタス ク・フォ ース議事概 要（案）で ございます 。資料１と 資料
２がそれなんで すけれど も、既に先 生方の御発 言の部分に つきまして は、
事前に御確認を 頂いてい ますけれど も、何かこ の場で御意 見等ござい ます
でしょうか。
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特に修正等は ないようで すので、 これで承認 とさせてい ただいて よろし
いでしょうか。 ありがと うございま す。では、 そのように したいと思 いま
す。
この議事録は、生命倫理専門調査会 運営規則第１０条、そ れからタス
ク・フォース運 営規程第 ８条に基づ いて公開す ることにな ります。ど うぞ
よろしくお願いいたします。
それでは、議 事３に移り たいと思 います。「 ヒト受精胚 に遺伝子 情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針（案）」の制定について。
御確認の作業 になるんだ と思うん ですけれど も、事務局 から説明 をお願
いいたします。
（長谷部参事官）本日は、調査会とタスク・フォースの合同開催となっており
まして、タスク ・フォー スのみ所属 の構成員も 同席されて いますが、 議題
３と次の議題４ につきま しては、後 ほど理由を 御説明させ ていただき ます
が、生命倫理専 門調査会 としての運 営になりま す。御理解 のほど、よ ろし
くお願いいたします。
資料３−１「 ヒト受精胚 に遺伝子 情報改変技 術等を用い る研究に 関する
倫理指針（案）」の制定についてをお手元に御用意お願いいたします。
審議に先立ち まして、本 日この議 題について この会議に お諮りす る趣旨
について御説明させていただきます。
本指針は、こ の専門調査 会での審 議を経てま とめました 平成３０ 年３月
の「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る 報告（第一
次）、具体的に は、「生 殖補助医療 研究」を目 的としまし た「余剰胚 」へ
のゲノム編集技 術等を用 いる基礎的 研究に係る 「指針」の 策定を行う こと
が望ましいとの 結論に対 応する形で 、文部科学 省、厚生労 働省におい て指
針の検討が行わ れ、今般 指針案が策 定されまし た。生命倫 理専門調査 会に
おいて一次報告 の内容に 沿ったもの かどうか、 本日は御確 認を頂くも ので
ございます。
事務局からの説明は、以上でございます。
（五十嵐会長代理）御説明ありがとうございました。
では、両省を 代表して、 文部科学 省から「ヒ ト受精胚に 遺伝子情 報改変
技術等を用いる 研究に関 する倫理指 針（案）」 の制定につ いて、資料 ３−
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１と３−２だと思いますけれども、御説明をお願いいたします。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））文部科学省生命倫理室長の前
澤でございます。
本日御説明に 使います資 料は、資 料３−１、 ３−２、こ れを並べ て御覧
になれるようにしていただければと思います。
この件につき ましては、 昨年の９ 月に１度検 討状況をこ ちらの専 門調査
会に御説明して ございま して、その 折にいろい ろと意見を 頂戴してお りま
す。その御意見 も踏まえ まして、文 科省、厚労 省として最 終案を取り まと
めてございます ので、御 説明いたし ます。また 、参考とい たしまして 、参
考資料１でござ いますが 、平成３０ 年３月にこ ちらの専門 調査会でお まと
めいただいてＣ ＳＴＩで 決定いただ きました第 一次報告書 、それから 委員
の先生方からこ の指針案 についてど のようなパ ブリックコ メントの御 意見
があったのかを 知りたい という御意 見を頂いて おりますの で、参考資 料２
になりますけれ ども、指 針案に対す るパブリッ クコメント の概要、そ れか
らそれに対する政府としての回答を参考資料２としてつけてございます。
それでは、基 本的に資料 ３−１に 沿いまして 、指針全体 の内容を 御説明
しながら、ポイ ント、ポ イントで資 料、参考の ２の指針案 、本体の方 の条
文を御説明してまいります。
まず資料３− １の「１． 趣旨」で ございます けれども、 この指針 は、ヒ
ト受精胚に遺伝 情報改変 技術等を用 いる基礎的 研究につい て、ヒト受 精胚
の尊重、遺伝情 報への影 響その他の 倫理的な観 点から、当 該研究に携 わる
者が遵守すべき 事項を定 めることに より、その 適正な実施 を図ること を目
的としてござい ます。な お、研究の 要件として は、当分の 間、胚の発 生及
び発育並びに着 床に関す るもの、ヒ ト受精胚の 保存技術の 向上に関す るも
のその他の生殖 補助医療の 向上に資す るものに限 るものとし てございま す。
なお、研究の 要件として は、当分 の間、胚の 発生及び発 育並びに 着床に
関するもの、ヒ ト受精胚 の保存技術 の向上に関 するものそ の他の生殖 補助
医療の向上に資 するもの に限るもの としてござ います。「 ２．経緯等 」で
ございますけれ ども、一 番上の「○ 」でござい ます。ヒト 受精胚の取 扱い
につきましては 、これま で平成１６ 年に総合科 学技術会議 で決定いた だき
ました「ヒト胚 の取扱い に関する基 本的考え方 」を踏まえ まして関連 の指
針等を策定し、具体的な対応を図ってきたところでございます。
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２つ目の「○ 」でござい ますけれ ども、近年 、ゲノム編 集技術が 開発さ
れまして、いろ いろな疾 患の治療法 や研究に資 する知見が 得られる可 能性
というのが示唆 されてご ざいます。 しかし、一 方で、ヒト 受精胚につ いて
は未解明な点が 多く、ま たこのゲノ ム編集技術 には後の世 代にまで及 ぶ遺
伝的な影響とい う懸念課 題もござい ますため、 適切に研究 を実施する ため
の仕組みの構築が求められてございます。
３つ目の「○ 」でござい ますけれ ども、平成 ３０年３月 、ＣＳＴ Ｉにお
いて、それまで の御検討 結果をまと められまし て、生殖補 助医療研究 を目
的とするゲノム 編集技術 等の利用に 関する見解 が示され、 文科省及び 厚労
省において指針の速やかな策定が求められてございました。
２ページに行 っていただ きまして 、この御見 解を踏まえ まして、 両省に
おきまして合同 による委 員会で検討 を行い、平 成３０年９ 月に指針案 を取
りまとめてござ います。 その後、１ ０月から１ １月にパブ リックコメ ント
を実施いたしま して、最 終的には１ ２月に両省 としての制 定案をこの 資料
３−２のとおり まとめて ございます 。なお、両 省におきま して御検討 に携
わっていただき ました委 員の名簿は 、資料３− １の参考３ から５につ けて
ございます。
「３．指針の概要」でございます。
「（１）目的 、研究の要 件及びヒ ト受精胚に 対する配慮 」でござ います
けれども、まず 目的とい たしまして は、ヒト受 精胚に遺伝 情報改変技 術等
を用いる基礎的 研究につ いて、ヒト 受精胚の尊 重、遺伝情 報への影響 その
他の倫理的観点 から、当 該研究に携 わる者が遵 守すべき事 項を定める こと
により、その適 正な実施 を図ること を目的とす るとしてご ざいます。 こち
らは、資料３−２の指針本体におきましては、３ページ目、 「第１

目

的」のところに規定してございます。
こちらは、資 料３−２の 指針本体 におきまし ては、３ペ ージ目、 「第１
目的」のところ に規定し てございま す。それか ら、概要に 戻っていた だき
まして、２つ目 の「・」で ございます けれども、 この研究と いいますの は、
当分の間、生殖 補助医療 の向上に資 するものに 限るものと するとして ござ
いまして、これ は指針案に おきまして は７ページ 、「第３

研究の要件 」。

７ページから８ ページに かけてござ いますけれ ども、こち らに規定し てい
るとおりでございます。
それから、９ 月に生命倫 理専門調 査会で藤田 委員、それ から伊藤 委員か
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ら、やはりヒト 受精胚、 貴重な受精 胚を使わせ ていただく 研究でござ いま
すので、その受 精胚の尊 重というも のをしっか りと定めて ほしいとい う御
意見を頂戴いた しました 。それを踏 まえまして 、ヒト受精 胚に対する 配慮
といたしまして １条項を 追加してご ざいまして 、「ヒト受 精胚を取り 扱う
者は、受精胚が 人の生命 の萌芽であ ることに配 慮し、人の 尊厳を侵す こと
のないよう、誠 実かつ慎 重にヒト受 精胚の取扱 いを行うも のとする」 とし
てございます。 こちらは 、具体的に は指針案の ８ページ、 「第４

ヒ ト受

精胚に対する配慮」に定めてございます。
こちらは、具 体的には指 針案の８ ページ、「 第４

ヒト 受精胚に 対する

配慮」に定めて ございま す。それか ら、概要の 「（２）遺 伝情報改変 技術
等」の定義でございます。
本指針の対象 となる遺伝 情報改変 技術等とは 、ゲノム編 集技術そ の他の
核酸を操作する 技術とし てございま して、こち らは指針案 ですと４ペ ージ
目、「第２

定 義」の（ １）に定め てございま すけれども 、ＣＳＴＩ 第一

次報告書で示さ れた技術の 範囲は全て カバーする ようになっ てございま す。
概要の３ページ、「（３）ヒト受精胚の取扱い等」でございます。
こちらは指針 案におきま しては、 ８ページの 第２章に定 めている ところ
でございますけ れども、 まず第１と いたしまし て、提供を 受けること がで
きるヒト受精胚 は、生殖 補助医療に 用いる目的 で作成され たヒト受精 胚で
あって、当該目 的に用い る予定がな いヒト受精 胚、いわゆ る余剰胚で ござ
います。それか ら、ヒト 受精胚の要 件としまし て、受精後 １４日以内 （凍
結保存期間を除く。）としてございます。
それから、指 針案ですと 、「第２

取扱期間 」でござい ますけれ ども、

「原始線条が現れるまで」、又は「最大１４日」としてございます。
それから、指 針案の９ペ ージ、「 第３

胎内 への移植等 の禁止」 でござ

いますけれども 、研究に 用いたヒト 受精胚は、 人又は動物 の胎内への 移植
は禁止してございます。
概要の「（４ ）インフォ ームド・ コンセント の手続等」 でござい ます。
こちらは、指針 案におきま しては１０ ページの第 ３章に定め てございま す。
ポイントとい たしまして は、ヒト 受精胚の提 供は、提供 者による ヒト受
精胚を滅失させ ることに ついての意 思が事前に 確認されて いるもので ある
こと、それから 、説明事 項は、研究 の目的、方 法及び実施 体制、ヒト 受精
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胚が滅失するこ とその他 提供される ヒト受精胚 の取扱い、 個人情報の 保護
の方法、インフ ォームド ・コンセン トの撤回手 続に関する こと等とす ると
しまして、指針案の第３章に定めてございます。
概要の「（５ ）研究の体 制」でご ざいます。 こちらは指 針案の１ ４ペー
ジ、第４章に定めてございます。
まず「第１

研究機関」 でござい ますが、研 究機関の基 準を定め てござ

います。ヒト受 精胚を用 いる研究を 行うために 必要な施設 及び設備、 当該
研究等に関する 十分な実 績及び技術 的能力等を 有するもの とする、と して
ございます。
それから、１ ９ページで ございま すけれども 、第２に提 供機関の 基準を
定めてございま す。ヒト 受精胚の提 供機関とい たしまして は、医療法 に規
定する病院又は 診療所で あり、ヒト 受精胚の取 扱いに関し て十分な実 績及
び能力等を有するものとするというのが内容でございます。
それから、指 針案の１６ ページの 第１の４、 こちらに研 究機関の 倫理審
査委員会につい て定めて ございます 。倫理審査 委員会の構 成要件及び 成立
要件について定 めている ものでござ います。内 容といたし ましては、 同じ
くヒト受精胚を 取り扱う ＥＳ指針、 それからＡ ＲＴ指針に 倣ったもの とな
ってございます。
それから、提 供機関の倫 理審査委 員会につき ましては、 指針案に おきま
しては２０ページの第２の３に同様の要件を定めてございます。
それから、概 要に戻って いただき まして、最 後の「・」 でござい ますけ
れども、研究責 任者の要 件でござい ます。こち らは、指針 案におきま して
は、１５ページ の第１の ３に定めて ございます 。研究責任 者は、ヒト 受精
胚の取扱い及び ヒト受精 胚に遺伝情 報改変技術 等を用いる 生殖補助医 療研
究に関する十分 な倫理的 な認識、そ れから十分 な専門的知 識及び経験 を有
するものとするとしてございます。
概要の「（６ ）研究の手 続」でご ざいます。 こちらは、 指針案で は２０
ページの第５章に定めてございます。具体的には、２０ペー ジの「第１
研究計画の実施 」、それ から２３ペ ージの第２ に計画の変 更の手続を 定め
てございますが 、要点と いたしまし ては、研究 計画の実施 、それから 変更
に当たっては、 倫理審査 委員会の意 見を求める とともに、 文部科学大 臣及
び厚生労働大臣の確認を受けるものとするということでございます。
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さらに、指針 案の２４ペ ージの第 ３、それか ら２５ペー ジの第４ に定め
てございますけ れども、 研究の進行 状況及び終 了について は、文科大 臣、
厚労大臣に報告するものとするとしてございます。
概要の４ペー ジの「（７ ）雑則」 でございま す。こちら は、指針 案にお
きましては、２６ページの第６章に定めてございます。
まず「第１

指針不適合 の公表」 でございま すが、この 指針不適 合があ

った場合は、文 科大臣及 び厚労大臣 がその旨を 公表するも のとすると して
ございます。
さらに、第２ でございま すが、こ の指針が、 関連研究の 進展、ヒ ト受精
胚の取扱いに関 する社会 的情勢の変 化等を勘案 して、必要 に応じ見直 しを
行うこととすると定めてございます。
さらに、９月 に御説明し た時点か らの修正点 を追加で御 説明いた します
けれども、まず指針案の４ページをあけていただきまして、 「第２

定

義」の「（４） 提供者」 のところで ございます 。こちら、 ９月に御説 明し
た時点では、「 提供者」 というのは 「ヒト生殖 細胞を提供 した夫婦」 とし
てございました けれども 、小出委員 から、これ ですと精子 と卵子その もの
を提供していた だいて新 規胚をつく るような、 そういう誤 解を生む可 能性
があるという御 指摘を頂 きましたの で、「ヒト 受精胚を提 供した夫婦 」と
修正してございます。
それから、指針案の５ページ、同じ く定義のところでござ いますが、
「（６）研究機 関」でご ざいます。 こちらは、 厚労省の方 の審議会で 少し
御意見がござい まして、 なお書きで ございます が、「複数 の機関にお いて
共同研究を行う 場合には 、それぞれ の機関をい う」と、こ のような規 定を
念のために入れてございます。
それから、８ページでございますが 、「第４

ヒト受精胚 に対する配

慮」という条項 を１つ追 加したこと は、先ほど 御説明した とおりでご ざい
ます。
それから、２５ページの「個人情報 の保護」、それから２ ６ページの
「遺伝情報の取 扱い」の 規定のとこ ろでござい ますが、９ 月に米村委 員か
ら、「ゲノム指 針に準じ た措置を講 ずるものと する」とい う、この書 きぶ
りが準じた措置 の範囲が 少し曖昧な ので、記載 を検討して ほしいとい う御
意見がございま したけれ ども、結論 といたしま しては原案 どおりとさ せて
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いただきますが 、ただ、 研究現場で 混乱のない ように、そ の辺はゲノ ム指
針のこの条項を このよう に適用して ほしいとい うことをガ イダンスに おい
てしっかり解説したいと考えてございます。
指針案の内容 の御説明は 以上でご ざいますが 、概要にま た戻って いただ
きまして、「４ ．今後の 予定」でご ざいます。 本日御審議 を頂きまし て、
御了解が頂けま したら、年 度内にＣＳ ＴＩの本会 議に報告を いたしまし て、
文科大臣、厚労 大臣より 指針を告示 いたします 。４月１日 の施行を予 定し
たいと考えております。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。
それでは、た だいまの御 説明につ きまして、 何か御意見 、御質問 等ござ
いましたら、お願いいたします。
阿久津専門委員、どうぞ。
（阿久津専門委員）おまとめ、ありがとうございます。
ガイダンスも とても大切 になって くると思い ますが、こ れは同時 という
ことでしょうか 。今後の ガイダンス 掲載の予定 といいます か、教えて いた
だければと思います。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））施行と同時に、もちろんこう
いう研究を考え ておられ る方に御覧 いただきた いと考えて おりますの で、
４月１日に同時に出せるようにしたいと考えております。
（五十嵐会長代理）他はいかがでしょうか。
藤田専門委員、どうぞ。
（藤田専門委員）意見を取り入れていただいて、ありがとうございます。
指針案の方の ８ページ、 「ヒト受 精胚に対す る配慮」、 これは非 常に重
要な理念だと思 っており ます。ただ 、これを現 場でどう具 体的に守る か。
何をしたら、こ れ守れた ことになる のか、実現 したと確認 することが でき
るのか非常に難 しいとこ ろでもある かと思いま す。なので 、是非ガイ ダン
スの方に─ まあ、 幾つかの パブコメ でもあ ったと思 うんで すけれど も、
どうしても胚で ないとで きない研究 に限るとい うこと、そ れだけの意 義の
ある研究であり 、どうし ても胚を滅 失しなけれ ばいけない 必然性があ るこ
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とということを できるだ け分かりや すいところ に御記載い ただければ とい
うふうに思います。
というのも、 私も幾つか 倫理審査 委員やって おりますし 、事務局 に関わ
ることがあるん ですけれど も、そこで 指針を全部 読んで、指 針に書かれ て、
引用されてある 報告書も 全部読んで 、ガイダン ス、Ｑ＆Ａ 全部読んで とい
うことはなかな かできな い場合が少 なくないの で、できる だけ分かり やす
いところに御記載いただければと思います。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。青野専門委員、どうぞ。
（青野専門委員）今の藤田専門委員の意見に私も大変賛成します。それは今お
っしゃったのに 含まれて いると思い ますけれど も、単に受 精胚という こと
ではなくて、ヒ トの受精 胚を使わな くてはでき ないという ことがきっ ちり
示されているということが大事だと思います。
それから、こ れは質問と いうか、 確認なんで すけれども 、資料３ −１の
２ページの一番 下にＣＳ ＴＩ第一次 報告書から の参考とい うことで技 術の
範囲が示され ていて、 その一番 下、一次 報告ですと 、④というふうに なっ
ている「ヒト受 精胚への ミトコンド リア移植（ 導入）に関 する技術等 」と
いうのがござい ますけれ ども、これ はこれまで 「ミトコン ドリア置換 」と
いう用語でも検討されてきた─ことでしょうか。
ここだけです と、細胞質 移植みた いなものも ここに含ま れている ように
読めるんで すけれ ども─ま あ、これ は、だ から一次 報告が そもそも こう
なっているとい うことで すから、そ の段階にさ かのぼって 確認してし まう
ことにもなるか と思いま すけれども 、つまり、 現在の、今 議論してい る指
針は、最初にご ざいます ように、「 当分の間、 生殖補助医 療の向上に 資す
るものに限る」 というこ となんです けれども、 そうします と、核置換 、ミ
トコンドリアの 核置換に よって行う ようなミト コンドリア 病の予防と いっ
た、そういうも のはここ には入らな いというの が私の理解 なんですけ れど
も、それでいい のかとい うことと、 もし、細胞 質移植のよ うなものま でこ
こで読み込んで しまうと 、それは「 生殖補助医 療の向上に 資するもの 」と
いうものの中に 含まれて きてしまう 可能性があ るのか。つ まり、その 辺の
関係といいまし ょうか、 それをどの ように読む のかという ことが、私 は何
となく混乱する のではな いかという 懸念がある ので申し上 げています が、
もし、そういう 懸念があ るんでした ら、やはり ガイダンス できっちり 書い
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ていただければと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））この技術の定義につきまして
は、基本的に、 まずこち らの生命倫 理専門調査 会で御議論 いただいた その
結果を踏まえて 、それが全 て入るよう にしている ということ でございま す。
その上で、今 青野委員か ら御指摘 いただきま したミトコ ンドリア に関す
るものは、これ は取扱い については 、今オンゴ ーイングで こちらの調 査会
で御議論いただ いている ことでござ いますので 、今回の指 針の対象と はさ
れてございません。
その上で、ミ トコンドリ アの細胞 質、細胞の 導入につい ては、こ れは定
義には入ってい る。これ はＣＳＴＩ の第一次報 告書を踏ま えて入って いる
ものでございま すけれど も、ただこ ちらにつき ましても研 究の目的は 生殖
補助医療に資す るもので ございまし て、生殖補 助医療その ものではご ざい
ません。そのこ とはきち んと分かる ようにガイ ダンスに明 記したいと 思い
ます。
この生殖補助 医療に資す るという ものが何な のかという のは、文 科省の
審議会の方でも 御議論が ございまし たので、そ こは誤解の ないように きち
んと説明したいと考えております。
（青野専門委員）分かりました。では、フォローアップですけれども、とりあ
えず今回の指針 そのもの の対象とし ては、今は ミトコンド リアをいじ ると
いうか、操作す るものは 、いずれに しても対象 ではないと いうふうに 思え
ばよろしいということですね。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））恐らく技術としては幅広く、
いろいろなもの の抜けが ないように ということ で技術の定 義をさせて いた
だいております けれども 、あくまで も研究の目 的の範囲が 生殖補助医 療に
資する研究の範 囲だけに 限られてお りますので 、病態解明 みたいなも のは
絶対入ってこないということだと思います。
（五十嵐会長代理）よろしいですか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））青野専門委員の御質問、それ
はイエスかノー かというこ とだと思い ますので、 はっきり申 し上げます と、
青野専門委員の 御指摘の とおりだと いうことで ございます 。現時点に おい
て、ミトコンドリアの核置換はこの指針の対象ではございません。
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（青野専門委員）分かりました。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
そのほかはよろしいでしょうか。加藤専門委員、どうぞ。
（加藤専門委員）最初の藤田委員の御指摘に関連して、１６ページの一番上な
んですけれども 、ここが 「研究実施 者は、倫理 的な認識及 び経験を有 する
者でなければな らない」 ということ になってい ると思うん ですが、こ こは
「ヒト又は動物 の受精胚 の取扱い」 になってい るんですが 、そうする と、
ヒトを知らなく てもいい のかなとい うことにな るんですが 、ちょっと 確認
させてください。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））指針全体の趣旨を捉まえまし
て、もちろん、 これはヒ ト受精胚の 取扱いに関 する十分な 倫理的な認 識、
それはもちろん 研究計画 の方にも、 その研究の 内容という ものを書い てい
ただく。その場 合には、 第一次報告 書、それか らさかのぼ りまして平 成１
６年におまとめ いただい た基本的考 え方という のをきちん と踏まえて 書い
ていただくと、そういうことでございます。
もし、誤解を 生じるよう でしたら 、そちらも ガイダンス において きちん
と説明させていただきます。
（加藤専門委員）よろしくお願いします。
（五十嵐会長代理）そのほかはよろしいですか。
委員の先生方 の御意見及 びパブコ メの意見も 十分に踏ま えて、今 回改定
したものが出てきているのではないかと思います。
幾つか御質問 あった点は 、ガイダ ンスの方で お示しして いただけ るとい
うことになりま した。も し４月１日 にこの指針 を出す場合 に、一緒に ガイ
ダンスも出すこ とになっ ております 。そのよう に御理解い ただきたい と思
います。
特段の御意見 がないよう でしたら 、あとの作 業は会長代 理の私に 御一任
いただくという ことで、 生命倫理専 門調査会と しては文部 科学省、そ れか
ら厚生労働省の 指針案を 了承すると いうことで よろしいで しょうか。 あり
がとうございます。では、そのようにしたいと思います。
では、両省に おかれまし ては、今 日の議論の 内容も踏ま えまして 、ヒト
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受精胚に遺伝情 報改変技 術等を用い る研究に関 する倫理指 針（案）の 運用
を行うようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、 議題４「ヒ トＥＳ細 胞の樹立に 関する指針 」及び「 ヒトＥ
Ｓ細胞の分配及 び使用に 関する指針 」の改正に ついての討 議に移りた いと
思います。事務局から御説明をお願いいたします。
（長谷部参事官）資料４−１から４−２、４−３、４−４の御用意をお願いい
たします。
資料４−１がＥＳ細胞指針の改正の概要についてになっておりまして、資料４
−２から４−４ までがそ れぞれの告 示案になっ てございま す。本議題 につ
きましても同様にお諮りする趣旨を御説明させていただきます。
本指針は、平 成２６年の 前回指針 改正時にお けるＣＳＴ Ｉの指摘 、具体
的には「研究に 係る国際 協力等の観 点も踏まえ ると、ヒト ＥＳ細胞を 、海
外機関に提供し 、医療目 的での利用 に供するこ とについて 、速やかに 検討
を行うことが望 まれる」 に基づきま して、文部 科学省、厚 生労働省に おい
て検討がなされまして、改正案が取りまとめられました。
ＣＳＴＩの指 摘は、過去 にＣＳＴ Ｉが示した ＥＳ細胞に ついての 考え方
に沿った形での 改正案と なっている かどうか、 生命倫理専 門調査会に おい
て内容の確認を行うものでございます。
事務局からは以上でございます。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
では、両省を 代表して、 文部科学 省から「ヒ トＥＳ細胞 の樹立に 関する
指針」と「ヒト ＥＳ細胞 の分配及び 使用に関す る指針」の 改正につい て御
説明をお願いいたします。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））文部科学省の生命倫理室長で
ございます。
それでは、基 本的に資料 ４−１の 概要に沿い まして、資 料４−２ から４
−４まで、こち らが指針 案の本体で ございます が、ポイン トを御説明 申し
上げたいと思います。
まず概要の「 １．趣旨」 でござい ますけれど も、こちら は今内閣 府から
御説明がありま したよう に、平成２ ６年１１月 のＣＳＴＩ の指摘を受 けま
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して、ヒトＥＳ 細胞の海 外機関への 臨床目的で の分配を可 能とすると いう
のが１つ目の趣旨でございます。
また、平成１ ２年の基本 的考え方 における趣 旨、これは 具体的に はＥＳ
細胞の使用につ いては、 研究の進捗 に伴って、 その手続を 見直すこと もあ
り得べしという ことでご ざいますけ れども、こ の基本的考 え方の趣旨 に鑑
みまして、これ までのＥ Ｓ指針の運 用状況、そ れから研究 機関の要望 を踏
まえまして、計 画書の記載 ・変更に関 する手続等 の合理化を 行うととも に、
指針の利用しやすいという面からの整備を行うというものでございます。
「２．経緯等 」でござい ますけれ ども、平成 ２５年１１ 月に「再 生医療
等の安全性の確 保等に関 する法律」 などが新た に制定され まして、国 内に
おける再生医療 に関する 制度が整備 されました 。これに伴 いまして、 ヒト
ＥＳ細胞の医療 目的での 利用を可能 とするため 、平成２６ 年にＥＳ関 係指
針の改正を行っ てござい ます。その 改正案に対 するＣＳＴ Ｉの指摘に おい
て、今後の検討 課題とし て「研究に 係る国際協 力等の観点 も踏まえる と、
ヒトＥＳ細胞を 、海外機 関に提供し 、医療目的 での利用に 供すること につ
いて、速やかに検討が行うことが望まれる」とされてございました。
これに基づき まして、文 科省及び 厚労省にお いて、この 指摘事項 に関す
る見直し、それ からヒト ＥＳ細胞の 使用責任者 に対するア ンケートを 行い
まして、そのア ンケート 調査に基づ いて、計画 書に関する 手続の簡素 化等
の検討を行ったものでございます。
３つ目の「○ 」でござい ますけれ ども、平成 ３０年１０ 月に指針 案を取
りまとめた後、 １０月か ら１１月に パブリック コメントを 実施してご ざい
ます。こちらの パブリッ クコメント の概要、そ れからそれ に対する政 府の
回答としましては、参考資料３にまとめてございます。
そして、この パブリック コメント の結果も踏 まえまして 、特定胚 等研究
専門委員会及び その親部 会並びに、 これは厚労 省の方でご ざいますが 、ヒ
トＥＳ細胞の樹 立に関す る審査小委 員会及びそ の親部会で の検討、了 承を
経て、１２月に両省としての改正案を取りまとめたところでございます。
「３．改正の概要」でございます。
「Ⅰ．ヒトＥＳ細胞の海外機関分配関係」でございますが、まず
「（１）海外機 関への臨 床目的での 分配につい て」でござ います。こ ちら
の内容としまし ては、Ｃ ＳＴＩで御 指摘いただ きましたと おり、研究 に係
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る国際協力等の 観点も踏ま え、海外機 関に分配す るヒトＥＳ 細胞につい て、
従来の基礎的研 究目的に 加え、臨床 目的に供す る扱いも可 能とするも ので
ございます。
指針案への具 体的な反映 でござい ますけれど も、資料４ −２、樹 立指針
ですと２１ペー ジ、それ から資料４ −３の使用 指針ですと １４ページ 、そ
れから資料４− ４の分配 機関指針で すと８ペー ジにござい ますが、全 て並
びの規定でござ いますけ れども、「 海外機関に 対する分配 」といたし まし
て、例えば資料 ４−２の 樹立指針の ２１ページ を見ていた だきますと 、第
２３条の５に「 基礎的研 究」に追加 しまして、 「医療目的 」という言 葉を
追加しまして、 この２つ の目的以外 の利用を行 わないこと と定めてご ざい
ます。
それから、概 要に戻って いただき まして、「 （２）無償 分配の在 り方に
ついて」でございます。
こちらにつき ましては、 趣旨とし ましては、 使用機関か らの分配 につい
ては、臨床応用 を目的と したヒトＥ Ｓ細胞の使 用により、 このヒトＥ Ｓ細
胞に、例えばこ れは臨床 目的に使え るという安 全性の確認 をした上で 、そ
ういう医療上の 安全性に 係る情報等 の付加価値 が生じる場 合があるた め、
必ずしも無償分配は求めないこととしてございます。
なお、ヒト受 精胚の無償 の提供と いいますの は、これは 基本的な 原則で
ございますので 、それと のバランス をとる、ま たヒト受精 胚の樹立機 関で
すとか分配機関 というの は、いわば 公の性格も 持っている ものと考え られ
ますので、樹立 機関及び 分配機関か らの分配に ついては、 従来どおり 無償
を原則としてご ざいます。 こちらは、 資料４−２ の樹立指針 の２１ペー ジ、
それから資料４ −４の分 配機関指針 ですと８ペ ージに、そ の無償原則 の規
定を置いてございます。
こちらは、資 料４−２の 樹立指針 の２１ペー ジ、それか ら資料４ −４の
分配機関指針で すと８ペー ジに、その 無償原則の 規定を置い てございま す。
概要の２ページ に行ってい ただきまし て、「（３ ）その他」 でございま す。
１つ目の「・ 」でござい ますが、 国内におい ても使用機 関から他 の使用
機関への分配と いうのを 可能として ございます 。こちらは 、資料４− ３、
使用指針の１３ ページに 第１７条「 分配の要件 」というの がございま すけ
れども、「使用 機関は、 分配機関へ のヒトＥＳ 細胞の寄託 のほか、他 の使
用機関、臨床利 用機関又 は海外機関 に対してヒ トＥＳ細胞 を分配する こと
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ができるものとする」としてございます。
概要の「（３ ）その他」 の２つ目 の「・」で ございます けれども 、ＥＳ
指針が直接適用 されない 海外機関へ の分配につ きましては 、これまで 海外
分配計画という 形で事前 確認してご ざいました けれども、 これをこの たび
ＥＳ指針に準じ た取扱い 要件という のを分配元 の機関と分 配先の機関 との
契約等により担 保いたし まして、事 後に文部科 学大臣に報 告すること とい
たしております。
こちらにつき ましては、 例えば、 これも３つ の指針の並 びの改正 でござ
いますが、例え ば資料４ −２の樹立 指針でござ いますと、 ２１ページ と２
２ページ、先ほ ど御覧い ただいたと おり、こち らに「海外 機関に対す る分
配」の規定を置 いてござ いますけれ ども、その 冒頭に、「 海外機関へ のヒ
トＥＳ細胞の分 配は、分 配先との契 約その他の 方法により 、次に掲げ る要
件を満たす場合 に限り、 行うことが できるもの とする」と してござい まし
て、第１号から 第７号ま で国内と同 等の取扱い を担保する ための規定 を置
いてございます。
それは、例え ば１号です と、分配 するヒトＥ Ｓ細胞の使 用が、海 外機関
が存する国又は 地域の制 度等に基づ き承認され たものであ ることでご ざい
ますとか、２号 は、当該 海外機関が 存する国又 は地域の制 度等を遵守 する
こと。
それから３号 におきまし ては、分 配を受けた ヒトＥＳ細 胞を、他 の機関
に対して分配しないこと。
第４号は、ヒ トＥＳ細胞 を使用し て作成した 胚の人又は 動物の胎 内への
移植その他の方 法による 個体の生成 を禁止し、 さらに、ヒ トＥＳ細胞 から
作成した生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。
それから、第 ５におきま しては、 先ほど御説 明しました とおり、 基礎的
研究及び医療目的以外の利用を行わないこと。
第６につきま しては、個 人情報の 保護のため の十分な措 置が講じ られて
いること。
それから、第 ７号としま して、要 件に反する ことになっ た場合に おいて
は、直ちにヒトＥＳ細胞の使用を終了することとしてございます。
この条文の第 ２項、第３ 項におき まして、海 外機関に対 してヒト ＥＳ細
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胞を分配したと きは、樹 立責任者が まず報告書 を樹立機関 の長に提出 し、
樹立機関の長は 、この報 告書の提出 を受けたと きは、速や かに、その 写し
を樹立機関の倫 理審査委 員会及び文 部科学大臣 に提出する ものとする とし
てございます。
４−１の概要 に戻ってい ただきま して、「Ⅱ ．ＥＳ細胞 を使った 研究の
進捗を踏まえた規定の見直し」でございます。
「（１）計画 書の記載項 目につい て」でござ いますが、 これは樹 立指針
ですと１０ペー ジ、使用 指針ですと ９ページ、 それから分 配指針です と３
ページに置いて いる規定 の関係でご ざいます。 内容といた しましては 、実
態に合わせた手 続の合理 化としまし て、使用計 画等におい て「研究者 の氏
名・略歴・研究 業績」の 記載を研究 責任者のみ とすること 。それから 、こ
れは指針により まして研 究責任者又 は樹立責任 者、使用責 任者となっ てご
ざいます。
それから、「 使用の終了 後におけ るヒトＥＳ 細胞の取扱 い」につ きまし
ては、使用終了 報告書に 記載すると いうことで 足り得るの で、使用計 画書
には書かないということにするということ。
それから、「 ヒトＥＳ細 胞株の名 称」につき ましては、 国内で使 用実績
のないＥＳ細胞 のみ、そ れがきちん とした手続 に基づいて 樹立された もの
であるのかどうかを確認する。そういうことでございます。
（２）でござ いますが、 「計画書 の実質的な 内容に係ら ない変更 につい
て」でございま す。こち らは、樹立 指針ですと １４ページ 、使用指針 です
と１２ページ、 分配指針 ですと８ペ ージに置い てある規定 の関係でご ざい
ますが、機関の 長の異動 に伴う国へ の届出の提 出は不要と するととも に、
計画の実質的な 内容に直 接関わらな い変更。こ れは例えば 計画書の修 辞の
変更ですとか、 法令等の 名称変更に 伴う形式的 な変更を想 定してござ いま
すけれども、こ ういう変 更につきま しては、倫 理審査委員 会への意見 聴取
は特に要しない旨の規定を設けてございます。
それから、「 （３）倫理 審査委員 会関係」で ございます 。こちら は、ま
ず樹立指針です と８ペー ジ、それか ら分配指針 ですと５ペ ージ、使用 指針
ですと８ページ にござい ますけれど も、趣旨と いたしまし ては、人を 対象
とする医学系研 究に関す る倫理指針 に合わせま して、倫理 審査委員会 の男
女構成及び専門 分野に関 する要件等 を再整理す るというこ とが１つ目 でご
ざいます。
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これは以前の指 針から実 質的な内容 を変更する ものではご ざいません で、
飽くまで規定ぶりの整理でございます。
したがいまし て、例えば 樹立指針 を御覧いた だきますと ８ページ でござ
いますけれども 、倫理審 査委員会の 構成要件と しまして、 自然科学の 有識
者、人文・社会 科学の有 識者、一般 の立場に立 って意見を 述べられる 者が
含まれているこ とでござ いますとか 、樹立機関 が属する法 人に所属す る者
以外の者が２名 以上含ま れているこ と、それか ら５名以上 で構成され 、男
性及び女性がそ れぞれ２ 名以上含ま れているこ と、それか ら利害関係 を有
する者が審査に参画しないこと、このような要件を定めてございます。
なお、構成要 件のうち、 男女の規 定でござい ますけれど も、これ は樹立
指針につきまし ては、や はりヒト受 精胚の尊重 という観点 から、男性 及び
女性それぞれ２ 名として いるところ でございま すが、使用 指針、それ から
分配機関指針に つきまし ては、医学 系研究に関 する倫理指 針のとおり に、
男女両性で構成するとしてございます。
さらに、計画 内容の軽微 な変更等 については 、書面によ る迅速審 査が可
能であることを 明確化す ると。これ も医学系指 針に合わせ た規定とし てご
ざいまして、こ ちらは樹 立指針でご ざいますと ９ページ、 使用指針で ござ
いますと９ペー ジ、それ から分配機 関指針でご ざいますと ７ページに 規定
を置いてございます。
概要の「（４）指針の整備について」でございます。
こちらも研究 機関の要望 に応じて でございま すけれども 、特に「 ヒトＥ
Ｓ細胞の分配及 び使用に 関する指針 」といいま すのが、こ れまで分配 機関
に関する規定、 それから 使用に関す る規定とい うものを１ つの指針に 置い
ていたわけでご ざいます けれども、 この規定が 複雑になっ ておりまし て、
要は分配機関が 見るべき 規定、それ からこれが 一番指針の 利用者とし ては
多うございます けれども 、ヒトＥＳ 細胞の使用 に関する、 使用を行う 方が
見ていただく規 定と、こ れに分けて 整理した方 が分かりや すいんでは ない
かと、そういう 利用者の 目線に立っ ての観点か ら、分配機 関を対象と する
規定、それから ＥＳ細胞 の使用機関 ・使用者を 対象とする 規定の整理 を行
いました上で、 指針を「 使用に関す る指針」と 「分配機関 に関する指 針」
に分けて整備してございます。
「Ⅲ．その他 」でござい ますけれ ども、特定 胚の取扱い に関する 指針の
改正に伴い、引 用する条 項を修正す るですとか 、その他、 記載の適正 化・
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簡素化を行うなど、形式的な所要の改正を行ってございます。
「４．今後の 予定」でご ざいます けれども、 こちらも本 日の専門 調査会
で御審議いただ きまして 、御了承い ただけまし たら、年度 内にＣＳＴ Ｉの
本会議に報告い たしまし た上で、文 科大臣及び 厚労大臣よ り告示を行 いた
いと考えております。
なお、これは 現行の指針 の改正で ございます ので、少し 移行期間 としま
して３か月を置 きまして、 公布は告示 から３か月 後を予定し てございま す。
この間に改正内容につきまして周知を行いたいと考えております。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。
それでは、何か御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。
（米村専門委員）こちらの件につきましては、私もきちんとフォローしており
ませんでしたの で、かな り初歩的な 質問で大変 恐縮ですが 、分配機関 の役
割ないし位置づけについて少々お尋ねしたいと思います。
先ほどの御説 明、あるい は指針案 を拝見しま すと、分配 機関は他 機関か
らの「寄託」を 受けたヒ トＥＳ細胞 を分配する という規定 ぶりのよう です
けれども、この 分配機関 は、ある種 の分配業務 のあっせん を行うだけ であ
って、独自の立 場で分配の 判断をする わけではな いというこ とでしょう か。
基本的に、分配 する主体 はもともと の樹立機関 であるとい う位置づけ なの
でしょうか。ちょっと教えていただければと思います。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））政策的な位置づけといたしま
しては、分配機 関といい ますのは、 ＥＳ細胞の 樹立機関に しましても 、使
用機関にし まして も、例え ば研究計 画が終 わった後 で─ま あ、これ はＥ
Ｓ細胞を使って いたもの を廃棄する か、あるい は取ってお くかという こと
でございますけ れども、 取っておく にいたしま しても、保 管管理とい うも
のがなかなか大 変でござ います。か つ、１回樹 立しました ＥＳ細胞と いい
ますのは、やは り系列が ございまし て、それは それできち んと保管を する
ことが必要になってございます。
こういう観点 から分配機 関という ものを置き まして、現 在、理研 のバイ
オリソースセン ター（Ｂ ＲＣ）でご ざいますけ れども、き ちんとこう いう
ところでヒトＥ Ｓ細胞の 国内で樹立 された系統 が保管され る、それか ら必
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要に応じて分配される、そういうことを確保しているものでございます。
なお、分配に つきまして は分配機 関指針に規 定があるん ですが、 分配機
関は基本として 、その分 配を求めら れた場合は 分配をしな ければいけ ない
ということを定めてございます。どこだったかな。
（米村専門委員）その点は後ほどお答えいただくとして、私がお聞きしたい内
容をもう少し説 明させて 頂ければと 思います。 ここでは「 寄託」とい う表
現になって いるの ですが、 法律上の 「寄託 」という のは─ ＥＳ細胞 につ
いて所有権 が成立 するかど うかは重 要な問 題なので すが─ 普通の物 の寄
託の場合に は、寄 託者に所 有権が残 ってい て、寄託 を受け た人─こ れを
「受寄者」 と呼び ますけれ ども─は その物 に関して は何の 権利も持 たな
いのです。です から、受 寄者が勝手 にほかの第 三者に提供 すると、そ れは
横領になってしまいます。
ですから、指 針の「寄託 」という 表現は、実 際の法律関 係と適合 しない
可能性がありま す。もち ろん、場合 によっては 本当に法律 上の寄託関 係に
なっているケー スもある かもしれま せん。樹立 機関から、 「これは保 管だ
けお願いしてい るのだか ら、ほかの 機関に移転 しないで下 さい」とい う趣
旨でＥＳ細胞の 移転を受 ける場合も あるかもし れません。 しかし、恐 らく
理研のＢＲＣも 含めて、 通常想定さ れている分 配機関の位 置づけはそ のよ
うなものではな く、むし ろ、分配機 関の独自の 判断で他の 研究機関に ＥＳ
細胞の分配業務 を行うこ とが想定さ れているの ではないか と思ったわ けで
す。それは「寄託」ではなく、通常の譲渡であると思います。
ですから、こ れは表現の 問題です ので今回は これで結構 ですが、 次回以
降の指針の見直 しの際に 、通常の法 律上の用語 に合わせて 、「寄託」 では
なく「譲渡」に していた だいた方が いいかと思 います。ま た、ガイダ ンス
等において、そ の点を明確 にしていた だけると大 変ありがた いと思いま す。
（五十嵐会長代理）現実にＥＳ細胞を樹立した施設は、京都大学と成育医療研
究センターの２ つです。 ＥＳ細胞を 第三者機関 にお預けし て、そこか ら分
配をしていただ くという 構図です。 阿久津先生 、補足の御 説明をいた だけ
ますか。
（阿久津専門委員）指針では、ＥＳ細胞を樹立した細胞株については、使用計
画を承認された 方に対し て、施設に 対しては無 償で分配す るというこ とに
なっております。
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当初は樹立機 関から直接 送られて いたのです が、負担が 大変にな ってき
ましたし、きち んとした 管理の上提 供すること が必要だろ うというこ とで
分配機関というものができた経緯があります。
もちろん、樹 立機関と分 配機関の 中で手続を して、それ でＥＳ細 胞を指
針の承認された施設に送るという流れになっています。
（五十嵐会長代理）加藤専門委員、どうぞ。
（加藤専門委員）確かｉＰＳも「寄託」という言葉を使っていたと思います。
理研ＢＲＣに細 胞を送る ときに。疾 患ｉＰＳの かなり大き な事業が動 いた
ときでした。
（米村専門委員）実は、この問題は根が深くて、もともとバイオバンクの仕組
みができたばか りの萌芽 の時期に、 「寄託」「 分譲」とい う表現で生 体試
料等のやりとりをあらわすケースが多かったのです。
以前私の方で由 来を調べ ましたら、 知的財産権 に関する制 度なのです が、
微生物特許に関 するブダ ペスト条約 の仕組みが 、この「寄 託」「分譲 」と
いう表現を使っ ていまし た。新たな 細菌やウイ ルスを作成 すると、そ の微
生物自体が特許 対象とし て認められ る場合があ るのですが 、そのよう な場
合に、特許機関 に特許対 象の微生物 を寄託しな ければなら ないという 規制
があります。その仕組みの表現をそのまま持ってくる形で「 寄託」「分
譲」という言い方がされたようです。
しかし、これ はバイオバ ンクの法 律関係をあ らわすには 極めて不 適切な
表現でした。「分譲」は法律用語としては余り使わないので すが、「分
譲」も含めて、 「寄託」 「分譲」と いう言葉か ら通常想定 される法律 関係
とバイオバンク の法律関 係は全く異 なっていて 、その乖離 がだんだん 無視
できなくなって きている というのが 昨今の状況 だと思いま す。そのよ うな
ことから、この 「寄託」 という表現 はなるべく 使わない方 がいいと考 えて
おります。
（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。
（町野構成員）今の米村さんのご意見について。普通、バイオバンクでは「バ
ンキング」とい う片仮名 を使ったり していると 思います。 銀行に預金 をす
るときにはその １万円札 の所有権は まだ自分の ところにあ ると言う人 は誰
もいません。ガ イダンス などで説明 されるのな ら、それは 民法に言う 「寄
託」とは違って いるとい うことを書 かれた方が 良いと思い ます。所有 権の
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ほか、バンクし た者の権 利について まで踏み込 んで書いて いいかどう かは
私は判断つきかねますけれども。
（五十嵐会長代理）これもガイダンスはつくるんですか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そうでございます。
それから、そ こまで精緻 に私ども も一般の法 律用語との 違いとい うよう
なところまで分析しておらずに申し訳ございません。
これは、ガイ ダンスに記 載するか 、あるいは 今回可能で あれば、 この指
針自体の文言を 変えられ るのか、事 務局の方で 少し検討さ せていただ きた
いと思います。
重要な御指摘をありがとうございました。
（五十嵐会長代理）甲斐専門委員、どうぞ。
（甲斐専門委員）今の点で、町野先生が指摘されたところは大事かと思います。
米村委員の御指摘も同様です。
ｉＰＳ細胞は やっぱり人 工的なも のですから 、そこで使 われた用 語とい
うのがＥ Ｓ細胞 ─Ｅ Ｓ細胞 とは似 てはい ますけ れど も─本 質が違 うと
ころがあります よね。し たがって、 同じような 表現を使っ てよいかと いう
と、そこは慎重にやった方がよいのではないか。
根本は、深い問 題があり まして、ｉ ＰＳ細胞自 体の法的性 格というの と、
ＥＳ細胞自体の 法的性格と いうのが法 律家から見 ると本当に 同じかとい う、
ここのところの 議論に結 局帰着する ので、「寄 託」という 言葉を安易 に使
うと、そこに誤 解を招く という懸念 があります 。その辺、 関係がある とい
うことを補足させていただきます。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））ありがとうございます。
今私ども改めて確認いたしましたけ れども、いわゆる民法 などで言う
「寄託」とは、 この指針 上の「寄託 」は違う。 要は所有権 のお話でご ざい
ますね。米村先 生のおっ しゃるとお り、所有権 が寄託した 方に残って いる
ということでは ございま せんので、 その辺は今 後修正、あ るいは補足 の方
法をきちんと考えさせていただきたいと思います。
（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。
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（青野専門委員）私も一つ基本的なことの確認で恐縮ですけれども、使用機関
から使用機関へ の有償の分 配。新たに 加わるもの だと思うん ですけれど も、
それが具体的に どういう ものが想定 されている のかという のを１つ教 えて
いただけないでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））例えばでございますけれども、
一番分かりやす いのがあ る使用機関 におきまし てＥＳ細胞 を加工する 。そ
れが臨床利用に できるよ うなクオリ ティのもの であること を何回もテ スト
をして確かめる 、あるい はＥＳ細胞 を加工する 。こういう ところにコ スト
がかかることがございます。
ですので、そ の分をまた 別の使用 機関にお渡 しするとき に、これ はもち
ろん双方合意の 契約とい うことにな ろうかと思 いますけれ ども、上乗 せを
した形でお渡し できるよ うにすると 、そういう ものでござ います。例 えば
でございますが。
（青野専門委員）例えばＣｉＲＡが海外の使用機関にそのＥＳ細胞を分配する
みたいなイメー ジなのか なと思うん ですけれど も、有償と いうからに は、
それに何か価値 が付加さ れていると いうことな のかなと思 うんですけ れど
も。すみません、具体的にイメージできなかったので伺うんですが。
（五十嵐会長代理）どうぞ、どなたか補足をお願いします。
（阿久津専門委員）補足です。
例えば、今樹 立機関で樹 立された ものは無償 で分配して います。 ただ、
一旦これが再生 医療の原 材料、もと になるよう な細胞にな った場合、 普通
の培養じゃなく て非常に きちんとし た施設、あ るいは特に 検査です。 ウイ
ルス等の検査で すと非常 に莫大なお 金がかかっ てきます。 そういうも のを
ある程度保 証した 形の─同 じＥＳ細 胞では あります が、そ こに附随 する
価値が全然異なってくるものがあると。
そういうものを 使用機関 から使用機 関へ送る場 合に諸費用 を計上する と。
要は利益を得るためというわけではないというふうには理解しています。
（青野専門委員）分かりました。更にその先を伺いたいんですけれども、その
ようにこの指針が改正されるということについてですが、イ ンフォーム
ド・コンセント から見て 、何か注意 すべき点が あるのかど うかを確認 した
いんですけれども。
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余剰胚から樹 立している わけです ね、ＥＳ細 胞は。その 余剰胚を 提供な
さっている方々 のインフ ォームド・ コンセント というのが 存在してい るわ
けですけれども 、既にそ れは最初の インフォー ムド・コン セントでこ うし
たものまでカバ ーされて いるという ふうに考え るのか、そ れとも何か 再同
意が必要な場合があるのかというのをちょっと確認させてください。
（阿久津専門委員）それもお答えします。
既に樹立され たＥＳ細胞 は再同意 が不可能に なります。 これは連 結不可
能、当時連結不 可能匿名化 ですので。 新たに樹立 するものに 関しまして は、
樹立機関、提供 機関も含 めた形での 樹立計画の 中での判断 なんですけ れど
も、そういった ことも含 めて同意説 明をしてい ると、する 計画になっ てい
ると思います。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））具体的に補足させていただき
ます。
具体的な指針 案、これは 樹立指針 ですと第２ ５条にイン フォーム ド・コ
ンセントの説明 書の内容 を書いてご ざいますけ れども、こ ちらの…… 失礼
いたしました。 これは改 正後ですと １９条です 。１９条の 第３項でご ざい
ますが、こちら の１１号 に「ヒトＥ Ｓ細胞から 有用な成果 が得られた 場合
には、その成果 から特許 権、著作権 その他の無 体財産権又 は経済的利 益が
生ずる可能性が あること 及びこれら が提供者に 帰属しない こと」と。 これ
はインフォームド・コンセントの内容として含まれてございます。
阿久津専門委員に御説明いただいたとおりでございます。
（青野専門委員）つまり、今の１１号は、既存のＥＳ細胞の樹立の際にもこれ
が含まれているということでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そうでございます。
先生方の御参 考に、条文 の新旧の 比較表とい うものを机 上に配布 してご
ざいますけれど も、こち らを見てい ただきます と、改正後 の１９条が 旧の
第２５条に当た りますけ れども、現 行の規定に も全く同様 の条文が置 かれ
てございます。
（青野専門委員）この１１号は今質問させていただいた内容とはちょっと違う
ような。有効な 成果が得 られた場合 の何か特許 権とかとい うことだと 思う
んですけれども。
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いずれにして も、新規の ＥＳ細胞 樹立につい ては、そう した同意 をとる
ということは今の阿久津専門委員の御説明で分かりました。
既存のＥＳの 場合には、 連結不可 能だという ことで再同 意をとる ことが
できないという ことも理 解いたしま したが、最 初の、もう 連結不可能 にし
てしまった既存 のＥＳに ついても、 この辺まで のコンセン トは得られ てい
たというふうに 理解をさ れているの かどうかと いうのを１ 点だけ確認 させ
てください。
（阿久津専門委員）
当然ながら、 ＥＳ細胞を 樹立する 際には、こ ういうこと まで範疇 に入れ
た形で十分 ─まあ 、その計 画自体は 審査さ れて、同 意手続 きもそれ も含
めた形で行っております。
ただ、大事な のは、現存 する指針 にのっとっ た形で適切 に運用す るとい
うものも大前提として御理解いただいていると思います。
（五十嵐会長代理）そのほかはいかがでしょうか。
加藤専門委員、どうぞ。
（加藤専門委員）海外機関への医療応用での分配ができるということが今回あ
ります。ちょっ と曖昧な 質問なんで すが、そこ では、契約 をして、し っか
り使っていただ けるとこ ろに出すと いうことだ と思います 。、例えば 、分
配指針の方で９ ページの ところ、「 当該海外機 関のある国 又は地域の 制度
等を遵守するこ と」とい うことで、 そうした条 件で使って いただくと いう
ことだと思うん です。と ころが、何 かいいかげ んな使い方 をされて、 医療
ビジネスのよう なことが 起こって、 いいかげん な形で患者 さんへ投与 され
るというような ことがな されるとい うのをどの ように日本 側でコント ロー
ルするのかというのが気になるんですが、いかがでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））この規定につきましては、こ
の海外機関への 分配につ きましては 、文科省の 審議会の方 でも結構時 間を
かけて御議論い ただいた ところでご ざいますけ れども、こ の第２号の 「当
該海外機関の存 する国又 は地域の制 度等を遵守 すること」 というのは 、こ
れは日本よりも 更に厳し い規定があ る場合には 、そっちを 守ってくだ さい
よと、そういうことを想定してございます。
そのほかは、 そのほかの 号を見て いただきま すと、先ほ どちょっ とあえ
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て読み上げ ました けれども 、国内と 同等の ─もうこ れは取 扱いとい うの
を海外で遵守し ていただ く、それを 契約の中に きちんと盛 り込んでく ださ
いということで ございま すので、そ こで、海外 でだらしの ない使い方 をさ
れないということを担保しているということでございます。
（加藤専門委員）すみません、それがどこに書いてあるか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））これは分配機関指針の第１３
条でございます けれども 、第３号と しまして「 ヒトＥＳ細 胞を、他の 機関
に対して分配を しないこ と」ですと か、第４号 の方は、要 は胎内移植 をし
ないということ ですとか 、あるいは 「ヒトＥＳ 細胞から作 成した生殖 細胞
を用いたヒト胚の作成を行わないこと」、それから第５号で 、そもそも
「基礎的研究及 び医療目 的以外の利 用を行わな いこと」と 、このよう にる
る定めてございます。
（加藤専門委員）まあ、そうなんですけれども、いわゆる再生医療として分化
させた細胞を移 植すると いうことが 行われてし まうときに 、日本はし っか
りとした規制を 持ってい ると思うん ですけれど も、そこが 日本より緩 やか
である場合、どうなるのかなという。
例えば、ほか の指針では 、海外に ＤＮＡや何 かを出すと きには、 同等の
ことが守られる という議 論があった と思うんで すけれども 、それが明 文化
されているでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））その御趣旨で、審議会での議
論の上、この条文をお定めいただいたわけでございますが。
ですからここ に、契約で 定めてい るような内 容が守られ なければ 、直ち
にＥＳ細胞の使用を終了することということもございます。
（加藤専門委員）分かりました。当面は、例えばガイダンス等で、そういう趣
旨で議論してつ くったも のであるの で、そうい うことをし っかり見た 上で
契約をして細胞 を出すこ とにしてく ださいとい うふうなこ とをちょっ と入
れておくといいのではないかと思います。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））御意見ありがとうございます。
加藤専門委員 の御懸念と いうのも 理解はいた します。そ ういう御 懸念、
それから─ ただ一 方で、Ｃ ＳＴＩか ら指摘 を頂きま したと おり、海 外と
の共同研究、あ るいは日 本でつくら れたＥＳ細 胞が世界で 需要がある とい
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うこと、こうい うことの バランスを とるために 適正手続を 定めておる のが
今回の指針だと 考えてお りますので 、その運用 につきまし ては、ガイ ダン
スにおいて確保されるようにしたいと思います。
（加藤専門委員）私も、もちろん、日本からすばらしいＥＳ細胞が臨床応用も
含めてできて、 世界で使 われるとい うことを非 常に望んで いるという か、
期待していると ころなん ですけれど も、同時に いろいろ押 さえておか ない
こともあるというふうに考えています。
以上です。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございます。
その他はいかがでしょうか。阿久津専門委員、どうぞ。
（阿久津専門委員）ＥＳの使用指針、これは意見といいますか、コメントなん
ですけれども、 使用指針が 大分改正さ れまして、 これまで研 究に携わる 人、
ＥＳ細胞を扱う 人の登録 というのが 逐一明記、 登録しなけ ればならな かっ
たんですけれど も、そう すると、特 に大学なん かですと、 学部生であ った
り、大学院生が 実質本当 であったら 行ってほし い、あるい はES細胞を扱い
たいのが、科学 的な理由 じゃなくて 、手続の理 由だけで行 っていなか った
というのがこれまでの日本の現状だと思うんです。
ただ、今回は そういうこ とをかな り簡素化し ております ので、も ちろん
責任は使用計画 の責任者 にあるので すが、ヒト のＥＳ細胞 がより扱い やす
く、研究しやすくなったというのが実際のことだと思っています。
ただ、ここ で改正 案が出 た後も─ 私もよ く質問を 受ける んですけ れど
も、機関の人だ ったりと か、指針を 運用する倫 理審査委員 会の事務の 方だ
ったりというの がまだ非 常に多いと いうのが、 ＥＳ細胞の 指針が一昔 前の
状況だと思って いるのが 現実的にご ざいます。 それは文部 科学省様も 、せ
っかくできた指 針の運用 というのに も、引き続 き御協力い ただきたい なと
思います。
（五十嵐会長代理）アナウンスメントしてくださいという意見でもあるわけで
すね。はい、分かりました。よろしくお願いいたします。
その他にはいかがでしょうか。
そうしますと 、今日の委 員会で御 指摘も幾つ か頂きまし たので、 特に、
「寄託」という 言葉の使 用について 、もう一度 事務局の方 で鋭意検討 して
−29−

いただいて、場 合によっ ては変更す ることも考 える、ある いはガイダ ンス
の方で説明するなどの配慮をしたいと思います。
両省におかれ ましては、 今日の議 論の内容も 踏まえまし て、ＥＳ 細胞に
関する各指 針の運 用─まあ 、まず検 討して いただい て、修 正がある 場合
にはそれを示し ていただ いて運用を 行うように お願いした いと思いま す。
ありがとうございました。
それでは、議 題５「ヒト 胚の取扱 いに関する 基本的考え 方」見直 し等に
係るタスク・フ ォースに おける検討 状況につい ての検討に 移りたいと 思い
ます。
説明をお願いいたします。
（長谷部参事官）では、資料５をお手元に御用意お願いいたします。
この議題５か らは、再び 調査会と タスク・フ ォースの合 同会議と しての
運営になります 。初めに 、本議題を お諮りする 趣旨につい て御説明い たし
ます。
平成３０年９ 月２８日の 第１１２ 回生命倫理 専門調査会 において 、ヒト
胚へのゲノム編 集技術の 適用等につ いてのタス ク・フォー スでの検討 事項
を資料としてま とめまし て、タスク ・フォース での検討を お願いして いる
ところでございます。
本日は、この タスク・フ ォースで の検討状況 につきまし て、まだ 検討中
の段階ではあり ますが、 これまでの 検討状況を 生命倫理専 門調査会に 御説
明させていただ き、今後 のタスク・ フォースで の検討、取 りまとめを 行う
に当たり、お気づきの点など、御意見を賜りたいと考えております。
それでは、具体的な説明をお願いいたします。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））それでは、厚生労働省厚生
科学課の廣瀬と 申します 。具体的な 検討状況に つきまして 、御説明を させ
ていただきます。
お手元の資料５を御用意いただければと思います。
昨年９月２８ 日に生命倫 理専門調 査会でおま とめいただ きました 「ヒト
胚の取扱いに関 する基本 的考え方」 見直し等に 係るタスク ・フォース にお
ける検討事項に ついてに 従いまして 、具体的に タスク・フ ォースでの 検討
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を進めてきたと ころでご ざいます。 これまでの 議論の内容 を検討事項 の一
部ではございま すが、お手 元の資料５ にまとめさ せていただ いておりま す。
これまでの議 論の内容を 検討事項 の一部では ございます が、お手 元の資
料５にまとめさ せていた だいており ます。１枚 目が余剰胚 を用いた疾 患の
病態解明と治療 法開発に 関する議論 、２枚目が 新規作成胚 に関する議 論と
なっております 。それぞ れの議論を する上で「 ヒト胚の取 扱いに関す る基
本的考え方」で 示されて いる内容を 理解した上 で、第一次 報告でどの よう
にまとめられたかを確認しつつ、議論を進めてきております。
字が小さくて 申し訳ない のですが 、一番左側 の黄色のカ ラムでご ざいま
すが、こちらに は「ヒト 胚の取扱い に関する基 本的考え方 」が記載さ れて
おります。
１枚目の疾患 に対する病 態解明や 治療法開発 に関しては 、ヒト受 精胚尊
重の原則があり 、例外が 許容される 条件が満た されれば、 この分野に 関し
ての研究が許容されるとしておりました。
左から２番目 の薄い緑色 のカラム でございま すけれども 、平成３ ０年３
月に出されまし た第一次 報告のまと めを記載し ております が、病態解 明や
治療法開発を目 的とする 基礎的研究 に関しては 、生命倫理 専門調査会 にお
いて、これらの 疾患にか かる学会等 からの見解 が得られ次 第、タスク ・フ
ォースにおいて速やかに検討を行うとしております。
右側の青色のカラムに移りますが、 これらのことを受けま して、タス
ク・フォースでは具体的な議論を行ってまいりました。
まず基本的考 え方の例外 が許容さ れる条件と いたしまし ては、青 のカラ
ムが３つに分か れていま すが、青の 一番左のカ ラムを御覧 いただけれ ばと
思います。１番 として科 学的合理性 が認められ ること、２ 番として、 人へ
適用する場合に は安全性 に配慮され ていること 、３番とし て、社会的 妥当
性が認められることとなります。
そういった観 点を議論す るために 、具体的対 象疾患の例 示やヒト 胚を用
いなければなら ない科学 的知見、ｉ ＰＳ細胞な ど、他の細 胞を使うこ とで
も解決しない研 究なのかと いった代替 不可能性。 動物実験の 状況ですと か、
１４日間、すな わち原始 線条の形成 の前までの 研究で成果 が得られる のか
なども構成員か ら意見を 頂きつつ、 様々な有識 者からのヒ アリングを 続け
て議論してまいりました。
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その次の右側 、真ん中ぐ らいです けれども、 構成員の方 から出ま した意
見を列記したも のと、そ れから各ヒ アリングか ら得られた 議論すべき 倫理
的観点を、さら に、ヒア リングの内 容と具体的 な検討事項 ということ で事
務局でまとめております。
こういった倫 理的課題の 議論を行 うのと同時 に、実際の 審査体制 はどう
するのか、海外 での規制 状況はどう なっている のかという ことも議論 して
きましたので、 それは別 途、一番下 の段のとこ ろにまとめ ております 。ヒ
アリングにおき ましては 、海外にお ける現在の 規制状況に ついてまと めて
いただいたこと もありま したし、そ れをもとに 日本での規 制の在り方 の議
論等も行ってきましたので、そのようなことを記載しております。
余剰胚を用い た疾患の病 態解明・ 治療法開発 を目的とし たゲノム 編集技
術の基礎的研究 に関しま しては多く の意見を頂 き、またた くさんの有 識者
の先生方から科 学的知見 、社会的妥 当性の御意 見を頂き、 倫理的課題 につ
いて議論してまいりました。
具体的な対象 疾患といた しまして は、染色体 異数性変異 に関する 疾患で
すとか、単一遺 伝子異常 による疾患 を例示して もらい議論 してきまし た。
単一遺伝子異常 による疾 患は１万以 上あり、対 象となり得 る疾患は多 数考
えられるようでございます。
ここで、一方 、２枚目の 方に移ら せていただ きたいと思 いますが 、こち
らもまとめ方は １枚目と 同様の形で 、ただ内容 としては新 規作成胚を 用い
た研究に対して 行ってき た議論を同 じようにま とめさせて いただいて おり
ます。「ヒト胚 の取扱い に関する基 本的考え方 」では、「 研究材料と して
使用するために 新たに受 精によりヒ ト胚を作成 しないこと 」という原 則か
ら始まっております。
「ヒト胚の取 扱いに関す る基本的 考え方」で は、「研究 材料とし て使用
するために新た に受精に よりヒト胚 を作成しな いこと」と いう原則か ら始
まっております 。一方で 、この「ヒ ト受精胚尊 重の原則の 例外が許容 され
る条件」は、先 ほどと同 じで、科学 的合理性、 人への安全 性の配慮、 社会
的妥当性という条件であります。
平成３０年３ 月の第一次 報告では 、生殖補助 医療を目的 としたも のであ
っても、ゲノム 編集技術 を行う研究 は余剰胚に 限定して容 認しており 、新
規作成胚の基礎 的研究へ の利用等に ついては生 命倫理専門 調査会にお いて
引き続き検討を 行った上 でタスク・ フォースに おいて検討 を行うとい うふ
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うにしております。
先ほどの余剰 胚に対する 疾患研究 のときと同 様に、構成 員から様 々な御
意見を頂き、ヒ アリング においても 、新規作成 胚を用いた 研究の必要 性に
関しても提示し ていただ きましたの で、同様に 右側の青色 のカラムの とこ
ろにまとめてあります。
この分野でも 倫理的課題 を検討す る上で基本 的考え方の 例外が許 容され
る条件に沿って、これまでの議論をまとめさせていただきました。
初期胚の発生 における様 々なメカ ニズムはヒ トとマウス で異なる という
科学的知見があ り、ヒト 胚を用いな ければ分か らないとい う御意見も ござ
いました。また 、ヒト受 精胚の初期 の状態を把 握すること は、余剰胚 を用
いた研究では不 十分であ り、新規作 成胚を用い た研究も必 要であると いう
御意見もありました。
事務局では、 これらのタ スク・フ ォースでの 議論をこの ２枚にま とめさ
せていただきま したので 、タスク・ フォースか らの生命倫 理専門調査 会へ
御報告をさせて いただき たいという ことで本日 お諮りする ものでござ いま
す。
また、この資 料５の最後 には、縦 の一枚紙で ございます けれども 、御参
考までに、平成 ３０年３ 月以降、Ｃ ＳＴＩ第一 次報告以降 の検討経緯 をお
示ししてございます。
生命倫理専門 調査会とし て、これ らの議論に 対して御意 見を頂け ればと
思います。
余剰胚を用い た疾患の病 態解明・ 治療法開発 に関するゲ ノム編集 技術を
用いた基礎的研 究に関し ての議論は 十分である のかどうか 、今後タス ク・
フォースにおい て議論す べき方向性 とか、問題 点などを御 提示いただ けれ
ばというふうに考えております。
また、同様に 新規作成胚 に対する タスク・フ ォースでの 議論につ きまし
ても御検討いた だきまし て、今後の 方向性を生 命倫理専門 委員会とし て御
意見を頂ければと考えております。
事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。
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それでは、今 後、このタ スク・フ ォースで取 りまとめを 行うわけ ですけ
れども、今まで 様々な角 度から検討 、あるいは ヒアリング をしてまい りま
した。今後更に 検討を行 うことが必 要な内容、 あるいは留 意すべき点 等が
ございましたら、それを中心に御意見を頂きたいと思います。
（青野専門委員）私はタスク・フォースのメンバーでもあり、本会議の方の親
会議の方のメン バーでも あるので、 どちらの立 場で申し上 げるかとい うの
は難しいところ なんです けれども、 とりあえず 、幾つか確 認したい点 とか
提案したい点を 申し上げ させていた だきたいと 思います。 まず非常に 基本
的なことなんで すけれど も、今の御 報告の中に もありまし たが、第一 次報
告の中には基本 的に具体 的には大体 ３つあった と思うんで すけれども 、ま
ずは生殖補助医 療に資す る研究につ いては容認 して指針を つくるとい うこ
とで、案が今日提示されたということですよね。
そのときに積み 残してい るテーマと して、１つ は遺伝性疾 患などの研 究、
がん等の疾患研 究を目的 とする基礎 研究という ことなんで すけれども 、も
う一つは新規胚 の作成と いうことだ ろうと思い ます。まず 遺伝性疾患 、が
ん等の疾患研究 を目的と する基礎研 究なんです が、一次報 告に生命倫 理調
査会において、 これらの 疾患に係る 学会等の見 解が得られ 次第、タス ク・
フォースにおい て速やか に行うとい うふうにな っているわ けですが、 実際
には学会等の見 解という ものが医学 会からは中 間報告とい う形で頂い てお
りますが、その 後はまだ 頂いてもい ないという のが現状で はないかと 思う
んですが。
ですので、そ れはまだ途 上にある というのが 私の理解な のですが 、そう
いう認識でよろしいかどうかということです。
また、新規胚 の基礎的研 究利用で すが、生命 倫理専門調 査会にお いて検
討を行った後に タスク・ フォースで 検討という ことになっ ております が、
新規胚の検討と いうのは 、これまで 余り具体的 に何か検討 されたとい う認
識が私にはない んですが 、もう少し きちんと基 本から検討 するべきで はな
いかというふうに思っております。まず最初の基本的な確認です。
（五十嵐会長代理）厚生労働省廣瀬研究企画官、どうぞ。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））まず１点目につきまして、
学会等からの報 告でござ いますけれ ども、事実 関係として は、青野委 員お
っしゃられたように中間報告の形で頂いている状況でございます。
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ただ、これで まだ終わり ではない のではない かという部 分の御意 見がご
ざいましたけれ ども、中 間報告の中 でいろいろ 具体的な疾 患名など少 し薄
い部分につきま しては、 ヒアリング の中でいろ いろ個別の 、さらに別 途有
識者の方にも御 出席いた だきまして 議論させて いただきま したので、 ある
程度その条件と いうのは 満たされて いるのでは ないかなと いうふうに 考え
ております。
ちなみに、２ 点目の新規 胚のとこ ろにつきま しては、タ スク・フ ォース
の方でもいろい ろ議論さ せていただ いたんです けれども、 この２枚目 の紙
を見ていただい てもお分 かりかと思 いますが、 項目として はちょっと 薄い
内容になってお りますの で、もうち ょっと検討 が必要なの かなという ふう
に思っております。
さらに、その 点につきま して生命 倫理専門調 査会の先生 方からも コメン
トを頂けますと幸いでございます。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
いかがでしょうか。山口構成員、どうぞ。
（山口構成員）今の議論も含めてなのですけれども、この生殖補助医療の方は
１つ、もう片が ついたと いうふうに 僕は理解し ております けれども、 難病
と疾患（がん等 ）の、こ れに適用す るかどうか という話に ついては、 学会
等からの答えを 聞かない といけない のかという 点について は、実際に 幾つ
かヒアリングを した経緯 の中で、幾 つかの候補 はある程度 見えてきた とい
うふうには思う んです。 ただし、そ のところで 議論になっ たのが、こ うい
うふうなものに 適用でき るかもしれ ないんだけ れども、具 体的に例え ばゲ
ノム編集でノッ クアウト する、ノッ クインする とか、ある いは別の遺 伝子
改変技術を用い るといっ て、こうい うことをす れば、こう いうことが 分か
りますというと ころまで はまだ分か らない。要 するに、そ ういいった 具体
例は出てこないというふうに今の現時点では思っております。
ただし、これ はこの会議 で現時点 でそこまで 明確にしな いと結論 ができ
ないかという話 とちょっ と分けて考 えた方がい いような気 がするんで す。
むしろ、例えば こういうゲ ノム編集を こういうふ うなところ に適用すれ ば、
少なくともこの １４日間 という短い 期間の中で 少なくとも 答えがきち んと
出せるような、 しかも前 もった基礎 研究がきち んとできて いるもので あれ
ば、そういうも のに適用 できる可能 性はあるだ ろうという ふうには思 って
おります。
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ただ、例えば 先ほど、大 きな課題 である疾患 （がん）と かは、こ ういう
１４日間で答え が出るか というと、 私なんかは ほとんど不 可能であろ うと
いうふうに思っ ています ので、これ このテーマ に入る課題 を全てでき ると
いうふうには正直言って思えません。
むしろ、先ほ ど報告をい ただきま した阿久津 専門委員に も講演い ただい
た染色体の異数 性とか。 ただし、そ のときに何 をノックア ウトするの まで
ここで見えない とできな いのか。そ れとも、そ ういうとこ ろを、基礎 デー
タがあったら次 のステッ プとして行 っていいん だという、 そういうと ころ
を明確にするこ とができ れば、これ はそういう 基準が明確 にできれば 、例
えば委員会で審 議をする というとき にも、そう いう基準に 沿って委員 会で
審議をするんだ ろうとい うふうに思 いますので 、むしろ、 そういうと ころ
を議論した方がいいんではないかなというふうな気がいたしております。
それから、あ と新規作成 に関して は、これは タスク・フ ォースで もまだ
十分、僕は議論 ができて いないし、 どこまで新 規作成のと きに技術的 に適
用できるのか。 要するに 、新規作成 するときに 、あらかじ め遺伝子を ノッ
クアウトした卵 とか、そ ういうもの を使ってま でやるのか 。その辺の 議論
が全然できていないような気がいたしております。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
他はいかがでしょうか。
（松原臨時構成員）山口先生が御指摘になったことについて、私の意見を述べ
させていただきます。
山口構成員も 御指摘にな ったよう に、この遺 伝子にここ をこうい うふう
にノックアウト すれば、 １４日間で こんな結果 が出るとい うのは、こ れは
もう個別の研究 事項にな ると思うん です。それ をここで一 々出してき て一
つ一つ議論して いくとい うことは、 ちょっと方 向性が違う と思うんで す。
実際の個別の研 究に関し ては、私は 相当厳しい 基準でセレ クトすべき だと
思います。いい かげんな 研究は絶対 認めるべき ではないと 思います。 ここ
では、研究を審 査する委 員会でこう いう条件を 満たせばや っていいと いう
大きなこと、そ れを決め ることがこ この義務じ ゃないかと いうふうに 思い
ます。
その大きなこ とを決める に当たっ ては、ゲノ ム編集に関 しては物 すごい
勢いで今進んで いますの で、将来的 なことも見 越した上で 非常に包括 的な
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概要を決めてお くべきで あろうとい うふうに思 いますし、 今の私たち が知
り得ている限定 された知 識だけで小 さいものを つくるより は、もっと 大き
なものを決めて おくべき だろうと思 います。そ こには厳し い倫理性と か、
そういったもの を求めら れるのは当 然ですけれ ども、今の 限られた知 識だ
けで小さいもの をつくっ てしまうと 、結局は研 究の発展の 足を引っ張 るこ
とになるかというふうに思います。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
どうぞ、町野構成員。
（町野構成員）本当にますます基本的なことで申し訳ないんですけれども、私
はタスク・フォ ース委員 会に所属し ております けれども、 我々のタス クと
いうのは一体何 だったん だろうかと 。基本的に 私が了解し たのは、受 精胚
についてのゲノ ム編集技 術の適用に ついて方向 性を示せと いうことで あっ
たと理解しております。
そうすると、 非常に狭い ものだっ たんですけ れども、御 議論を今 ずっと
伺ってまいりま すと、つ いに、ヒト 胚一般につ いての取扱 いについて の考
え方を出せとい うような 話になって きますけれ ども、我々 のタスクと いう
のはそうだった のか、おま えが狭く理 解し過ぎて いたんだと 言えば、は あ、
分かりましたということになりますが。
もう一つは、 一番最初の 基本的考 え方はとに かく基礎研 究しか議 論しな
いと。臨床応用 とか、そう いうことは 考えないと いうことだ ったわけで す。
その中でこの三 本の柱が 出て、２番 目のところ で安全性と いうのがあ るか
ら、これでかなり話がややこしいことになってきたということです。
私は、第１と 第３、社会 的妥当性 と科学的合 理性、それ だけが柱 でヒト
胚の研究だけを 考えていけ ばいいのか なというぐ あいに思っ ておりまし た。
しかし、今日ま でに改正 された指針 などを見ま すと、ＥＳ 細胞を臨床 に用
いるということ まで含ま れておりま す。そうだ とすると、 ここから先 の全
体的な議論の中 で臨床ま で見据えた 議論をする ということ に行くんだ ろう
かと、あるいは まだそれ は早いから 基礎だけに とどめると いうことな のか
と。
（五十嵐会長代理）厚生労働省廣瀬研究企画官、どうぞお願いします。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、事務局でござ
います。
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御指摘でござ いますけれ ども、今 回タスク・ フォースの よりどこ ろとい
うのは、あくま でも９月 ２８日に生 命倫理専門 調査会でお まとめいた だい
た検討事項によ っている ところでご ざいまして 、基礎的研 究、しかも 病態
解明とか─ まあ、 治療法解 明という のも物 としては 入って いるわけ です
が、ただそうは いっても 、それも当 然治療する わけではな く、基礎的 な研
究に限られての検討であるというふうに理解をしております。
ただ、タスク・ フォース で考え方を 整理させて いただくに 当たりまし て、
たびたびヒト胚 の取扱い そのものの 議論がベー スにならず に、いろい ろな
意見が出てくる ことがあ りましたも のですから 、もう一回 再構築とい いま
すか、再確認の意味合いで、そういう背景などもベースにき ちんとタス
ク・フォースが 検討事項 を進めてき ましたとい う整理のた めに、この 資料
の構成になって いるもの でございま すが、ご質 問の趣旨に 合っていま すで
しょうか。
（町野構成員）結論としては、要するにみんなやれということですか。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））みんなするということでは
なく、すみませ ん、基礎 的研究の部 分について 、その病態 解明などの 部分
です。
（町野構成員）基礎的研究の部分ですね。分かりました。
基礎的研究に 限ると。そ れは事務 局のお考え でしょうか 、それと も座長
のお考えでしょうか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））すみません、補足させていた
だきます。
それはＣＳＴ Ｉのお考え でござい まして、今 やっていた だいてい る議論
というのは、去 年の３月 に１度一次 報告という 形でまとめ ていただい てお
ります。その中 に当面、 それはもう 技術の安全 性、それか ら倫理的な 議論
が尽くされてい ないとい うことで、 まだ臨床は 時期尚早で あると、こ れは
明示していただ いており まして、そ の後の議論 というのは 、そこを土 台に
その上に積み重 ねられた ものである と、そうい う御理解を 頂ければと 思い
ます。
（五十嵐会長代理）私もそのように理解しておりますので、よろしくお願いし
ます。
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伊藤厚生委員、どうぞ。
（伊藤構成員）ちょっと教えてほしいんですが、この文章がちょっとおかしい
かなと。
資料５は非常 に簡略化し て書かれ ているのだ と思うので すが、「 ヒト受
精胚尊重の原則 の例外が 許容される 条件」とい うのは、そ うすると、 むし
ろ、この例外が 許容され るというの はこういう ことなのか というのが 分か
らない。これは 「満たさ れなければ ならない条 件」という のなら分か るの
ですけれども、 何かこれ だと、これ を例外とし て許容され るという意 味な
のかどうか。ち ょっと言 葉としてお かしいので はないかと 思うのです が、
いかがでしょうか。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））これは、基本的考え方の報
告の中に具体的 に「ヒト 受精胚尊重 の原則の例 外」という 言葉が記載 され
ておりますので 、この記 述に基づい て今回こう いう使い方 をさせてい ただ
いております。
（五十嵐会長代理）山口構成員、どうぞ。
（山口構成員）多分、これ基本的考え方の例外として許容される条件というこ
とではないんですか。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そういう意味合いでご
ざいます。
すみません、 この資料は 分かりや すくまとめ ることを優 先しまし て、少
し言葉が足りなかったようで申し訳ございませんでした。
平成１６年の 基本的考え 方の中で は、きちん とヒト受精 胚の尊重 という
ものがもう第一 原則であ りまして、 ただし、例 えば人間の 福祉のため にそ
の例外が、例外 として許 容される場 合があると 。そのとき に満たされ るべ
き３要件として 、ここに あります科 学的合理性 、安全性の 配慮、社会 的妥
当性が挙げられているという伊藤委員の御指摘のとおりでございます。
（五十嵐会長代理）よろしいですか。
（伊藤構成員）それから、これも簡略化して書かれているからなのでしょうか、
ちょっと分から ないのは 、人への安 全性の配慮 があれば、 それで全て が満
たされるのかというようなこと。
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それから、社 会的妥当性 というの があるので すけれども 、社会的 妥当性
というのは、社 会という のはすごく いろいろ変 化するんだ と思うんで す。
ある時代では妥 当であっ たとしても 、別な時代 になると、 それは妥当 でな
いというような ことはよ くあること だと思うん ですが、こ こで言う人 への
安全性の配 慮とい うような ものと─ 安全性 の確保じ ゃない ですね。 配慮
とか、社会的妥 当性をい つどこで誰 がどのよう に判断する のか、そう いう
ことまで書かれ るのか、 そうでない のかがちょ っと分から ないので、 どう
いう方向性をと ろうとして 、こういう ことになっ たのか、分 からないの で、
お聞きしておきたいと思います。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、御指摘の件で
ございますが、 正に未来 永劫にわた って社会的 判断がどう 変わるのか まで
を今の時点で考 慮するこ とはなかな か難しいか と思ってお りますので 、や
はり現時点とい うことを 念頭に置い た上で、そ の時点にお ける人への 安全
性に対しての十 分な配慮 ですとか、 社会的に妥 当なもので あるかとい うこ
とを十分考えた 上で判断 していくこ とになるの かなという ふうに考え てお
ります。
（伊藤構成員）それは十分信用したいとは思うのですが、例えば障害者に対す
る不妊手術 みたい な─まあ 、優生保 護の思 想に基づ いたも のは、そ の当
時はそれは妥当 だと思わ れてされた んだと思う のですが、 結局それは ひど
い人権侵害であ った。異 常な優生思 想に基づく ものであっ たというよ うな
ことがあります ので、例え ばそういう 場合でもも う少し先を 見据えてと か、
あるいはこれは 譲ってはい けない観点 だというよ うなことを 書かれるの か、
このような表現 のままだ けでいかれ るのか、そ れもお聞き したいと思 うの
ですが。
（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））伊藤委員の今の御意見、大変
重く受け止めたいと思います。
これは平成１ ６年の「ヒ ト胚の取 扱いに関す る基本的考 え方」、 いわば
科学技術行政の 枠組みの 中で検討さ れ、おまと めいただい たものでご ざい
ますけれども、 恐らく私 どもの社会 、日本国に おいては、 もちろん憲 法で
もそのような差 別の禁止 というもの も定めてご ざいますし 、何といい ます
か、この「ヒト 胚の取扱 いに関する 基本的考え 方」の更に その大前提 、本
当に更にその奥 の基本的 考え方とし て今御指摘 いただいた ようなこと があ
ろうかと思います。
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ちょっとその 御意見を踏 まえて、 最終的なこ の専門調査 会、ある いはＣ
ＳＴＩとしての 取りまと めにどのよ うに書くの かは、引き 続き先生方 の御
意見も伺いながら考えてまいりたいと思います。
（五十嵐会長代理）米村専門委員、どうぞ。
（米村専門委員）昨年のこの会議で、私から、基本的考え方の例外許容の３要
件を維持するか どうかが まず問題に なるので、 その点から 議論を始め ては
どうかという問題提起をさせていただきました。
その際、私自 身はこの３ 要件は維 持してよい のではない かという 意見を
申し上げました が、他の 委員の方々 からは特段 の御意見が ありません でし
た。それを受け て、恐ら く事務局で は、この３ 要件自体は 維持すると いう
前提でお考えに なり、そ れぞれの要 件が満たさ れているか どうかを個 別的
に検討する段階 に入った という御認 識で、この 資料を作成 されたので はな
いかと思います。
今の伊藤構成 員の御意見 は、平成 １６年の基 本的考え方 の例外許 容３要
件自体を見直すべきではないかという御意見であろうと思います。
もっとも、そ こから見直 すという ことになり ますと、恐 らくは先 ほどの
町野構成員の御 懸念のこ とが実現す ることにな り、一般的 にヒト受精 胚尊
重の原則の例外 をどのよ うな場合に 認めたらよ いのか、と いう根本に 立ち
返った検討をしなければならなくなるだろうと思います。
そこまで今回 のこの会議 体で検討 するのがよ いかどうか は問題に なりそ
うで、私自身は 、昨年の 段階で申し 上げたのと 同じく、現 状ではこの ３要
件の枠組みの中 で判断す るというこ とで足りる のではない かと考えて おり
ます。この基本 的考え方 の例外許容 ３要件にま で立ち返っ て再検討す ると
いうことは、今 回の会議 体では行わ ないという ことでよろ しいのでは ない
か、３要件の適 用段階の 問題として 、今回のゲ ノム編集の 規制の在り 方を
考えていけばよいのではないかと考えている次第です。
（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。
（町野構成員）別にタスク・フォースでもっと議論しろというのだったら、私
は暇ですから別 に構いま せんが。「 報告書」が 出たときに は、今のよ うな
ことまで具体的 に考えて いたわけで はなかった と思います 。私はその 会議
体にいて生き長 らえてい る、おそら く唯一の人 間かもしれ ません。も ちろ
ん、青野専門委 員はずっ と傍聴席に いられて、 ずっと聞い ておられま した
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から、そこらはお分かりだろうと思いますけれども。
あの時点では 、およそヒ ト胚研究 というのは 絶対駄目だ という考 え方が
世界的な潮流で あったわ けです。そ れを例外的 にどう許容 するかどう かの
議論であって、 日本もそ れに巻き込 まれていた わけです。 そこで余剰 胚か
らのＥＳ細胞の 樹立だけ を認めると いう非常に 狭いところ で落ち着い たの
です。
日本でも、ド イツ法のよ うにこれ は絶対駄目 だという人 がいても 不思議
はないんですが 、現実に は一人もい なかった訳 です。ただ 、議論の仕 方と
して、これは早 く決め過 ぎるうんぬ んという議 論になった 。私が代表 して
言うわけではあ りません んが、三要 件について 詰めた議論 が行われた とい
うことはなかったと思います。
受精胚を棄滅 してＥＳ細 胞を樹立 するという ことは基本 は本当は 許され
ない。しかしな がら、こ れは科学的 に必要なこ とであって 、これはほ かの
方法ではできな いもので ある。だか ら科学的合 理性がある 。社会の人 々も
これを是認する だろう。 だから社会 的妥当性も ある。当時 は古い「社 会的
合意論」がまだ はやって いた時期で す。こうい うような表 現の枠組み にな
っているわけで すから、 当然その段 階では特に 社会的合理 性の内容に つい
て何を考えてい たのかは 明らかでな かったと思 います。こ れからは、 もう
少し考えるべき じゃない だろうかと いうのが伊 藤構成員の 御議論だろ うと
思います。３要 件の枠組 みの論理的 構造につい ては、私は 少し疑問が あり
ますが、枠組み 自体につ いては維持 すべきであ るというの は米村さん と同
じです。また、 その中身 については もうちょっ とこれから 議論する必 要が
あるのではない かと思い ます。「ら い予防法」 「優生保護 法」の問題 が社
会的にもようよ うに認識 されるよう になってき ました。私 も、日本社 会が
少し鈍感であっ たと思い ますけれど も、それが 出てきたと きですから 、今
は昔のような平 成１６年 の段階での 議論にとど まることは できないだ ろう
と思います。
（五十嵐会長代理）廣瀬研究企画官、どうぞ。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、過去の反省に
も立ち返りまし て。恐ら く過去のい ろいろな問 題の根源と いいますか 、余
り個人の自由み たいなも のを認めず に、こうあ るべきだと して、全部 そち
らにしてしまっ たというこ となどが結 構問題があ るのかなと 思いますの で、
やはり今の社会 において は、個人の 方の選択が 尊重される ような形で つく
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られていくべきだろうと思います。
伊藤構成員の おっしゃら れている 意見という のも、３要 件そのも のを否
定しているので はなくて 、社会的妥 当性の中の 一部として そういう考 え方
もあるのではないかという問題提起かというふうに理解しております。
（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。
（青野専門委員）私も今町野構成員がおっしゃったことにかなり同感な部分が
あるんですけれ ども。た だ、つまり 、そもそも の今回の議 論がヒト胚 の取
扱いに対する基 本的考え 方を土台に 始めて、し かも、それ の全部を見 直す
んではなくて、 一部を見 直すんだと いうことで 始まってい るわけです 。こ
こまで議論が進 んでくる と、やっぱ り本当は根 本的に見直 さなければ 済ま
なかったはずだ と思うん です。今の ように考え 方が変わっ たと言うん であ
れば。
例えば、先ほ ど松原臨時 構成員が おっしゃっ たような個 別の具体 的な研
究内容まで踏み 込んでは決 められなく て、もっと 大枠でいい んじゃない か。
というか、大枠 であるべ きだとおっ しゃったと 思うんです けれども、 私も
個別の本当に細 かい、こ ういう研究 だったらい いとか悪い とかをここ で話
し合うべきだと 思ってい るわけでは ないんです 。ただ、そ の大枠を考 える
に当たっては、 具体的な ことが念頭 になければ 話し合う土 台がないと 思っ
て、そういうことを少し必要だと申し上げてきたわけです。
では、その大 枠を考える 上でも、 平成１６年 とは違うん だと言う んであ
れば、そこを議 論しない 限り、その 大枠でさえ も私は決め られないん では
ないかという印象を今持っているんです。
例えば、研究 計画が出て きたもの を個別に厳 格に審査す ればいい んじゃ
ないですかとい うと、も うそれはヒ ト胚の研究 ではなくて 、通常の体 細胞
とどこのレベル で違って くるのかな という。も ちろん、そ れが全然違 わな
いというふうに なるとは 思いません けれども、 やはりその 根本に違う んだ
ということがあ って始ま った議論な ので、そこ を何か目を つぶって議 論し
ているからおかしくなるんじゃないかなという気が実はしています。
今大枠のこと を申し上げ ましたけ れども、も う少し個別 具体的な ことで
も申し上げたい ことがあ るんですけ れども、例 えばタスク ・フォース の方
で議論している 中に、遺 伝性疾患な どの研究と いうことで 先日もヒア リン
グの中に出てき ましたけ れども、例 えば遺伝性 疾患の子供 の出生予防 をそ
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もそもの目的として行われている基礎研究というのがあるわけです。
例えば、先日ヒ アリング で出てきま したアメリ カのオレゴ ンでしたっ け。
Ｍｉｔａｌｉｐ ｏｖのグ ループがや っているも の。これは 、遺伝性疾 患を
対象にして、そ の疾患を 持つ子供の 出生予防を 念頭に置い た基礎研究 をや
っているという ようなも のですよね 。それとは 別に遺伝性 疾患の治療 に資
するとかという 研究とい うのも我々 は念頭に置 いて議論し ているんだ と思
うんですけれど も、例え ばその区別 をやっぱり つけるべき なんじゃな いか
というふうに私は思ったんですけれども。
というのも、 この中にも 日本学術 会議の議論 に御参加に なった方 々がい
らっしゃると思 うんです けれども、 私の理解に 間違いがな ければ、日 本学
術会議では たしか そこを分 けて─間 違って いたら御 指摘い ただきた いん
ですけれども、 そういう 遺伝性疾患 の子供の出 生の予防を 目的とした よう
な基礎研究につ いては、 当面は控え るというよ うな御議論 だったと思 うん
です。
そうしますと 、やはりそ の辺も考 えていかな きゃならな いんでは ないか
と思うので、も う少し、 つまり先日 来、ヒトと マウスは違 うんだと。 ヒト
を使わなければ 分からな いので、ヒ トの受精卵 を使ったゲ ノム編集基 礎研
究には、遺伝性 疾患であ れ何であれ 、それは意 味があるん だという研 究者
の方々の御紹介 を頂きま したけれど も、例えば 、では日本 学術会議で はそ
ういう結論が出 たという ことであれ ば、それに ついてもう 少し違う面 から
のヒアリングをしていただきたいというふうに思うんです。
当然研究者の 方から見れ ば、それ はヒトを使 わなければ 分からな いとい
う議論があるの は当然だ と思うんで すけれども 、それだけ でこの議論 を進
めるわけにはいかないというのが私の意見です。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
どうぞ、加藤専門委員。
（加藤専門委員）この時間が何を目指してやっているのかというのが分からな
くなってきたん ですけれ ども、中身 の議論をど ちらかとい うとタスク ・フ
ォースにいる人 たちがや っていると いうことで して、多分 今日の目的 は調
査会にタスク・フォースの議論を報告するとではないでしょうか。
もちろんここ でも中身の 議論をし ていいと思 うんですけ れども、 、議論
をして、そして 、調査会 で何をすべ きなのか、 タスク・フ ォースで何 をす
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べきなのか、、 ちょっと 整理をしな いと。タス クフォース のほうでは 、根
本的な町野先生 の御意見 を含むよう な昔の話を 含めた検討 から、多数 のヒ
アリングをやっ て、それ で難病に関 して情報が あって、そ れらの情報 が今
日、調査会の方 々のみの メンバーの 方々に、こ の資料５の 内容として 報告
されているのだ と思うん ですけれど も、そこを ちょっと整 理したらい いん
じゃないかと思うんですが。
新規胚のこと や基本的考 え方につ いて戻って 検討すると いうのは 恐らく
調査会でやるべ きで、余 剰胚を使っ た難病のと ころを例外 として許容 する
かどうかに関し てはタス ク・フォー スに落とし てやってい くというの がい
いんじゃないか なと思う んですけれ ども、その 辺事務局、 そして座長 とい
かがでしょうか。
（五十嵐会長代理）事務局、何か意見ありますか。
（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））加藤専門委員の御指摘のと
おりかと思います。
（加藤専門委員）ちょっと話は長いんですけれども、少なくとも、タスク・フ
ォースでやった 内容を前 提に議論を してしまう と、調査会 のみの方々 は困
惑されているのではないかと思います。
（五十嵐会長代理）私も基本的には加藤専門委員の意見に賛成です。
ただ、今日は 非常に奥深 い御指摘 を頂いてお り、それら を全てタ スクフ
ォース委員会で決めることはできることではないと考えています。
米村専門委員、どうぞ。
（米村専門委員）今日のこの場は、今後タスク・フォースで何を検討すべきか
をある程度具体 化した形 でお示しす ることが目 的なのでは ないかと私 は認
識しておりました。
そういうこと でいいます と、町野 構成員から ヒト胚の取 扱いの根 本原則
に立ち返った検 討をこれ からタスク ・フォース でしなけれ ばならない のか
というお尋ねが あったわ けで、それ に対してイ エスかノー かというこ とは
お答えしておく方がよいのだろうと思っております。
もしかすると 、青野専門 委員の印 象とは異な る部分があ るのかも しれま
せんが、私自身 は、これ までのタス ク・フォー スの検討に おいてかな り精
力的なヒアリン グ調査が 行われた結 果、科学的 合理性つい ては一定程 度明
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らかになってき ていると言 ってもよろ しいのでは ないかと思 っておりま す。
ただ、他方で 人への安全 性の配慮 と社会的妥 当性の側面 について 十分な
御議論があったかというと、そうではなかったように思います。
人への安全性 の配慮とい う要件が なぜ必要な のかについ ては、確 かに、
先ほどの伊藤構 成員の御 指摘のとお り問題が残 されており まして、と りわ
け臨床応用を前 提としな い研究に関 して人への 安全性に配 慮するとい うの
は一体どういう 意味であ るのか、問 題となりま す。そこは もう少し突 っ込
んだ検討が必要 であると 思いますが 、いずれに せよ、科学 的合理性以 外の
要素については 、タスク ・フォース の検討が必 ずしも十分 ではなかっ たよ
うに思います。 ですから 、今後は、 その点をし っかりと検 討する必要 があ
ると思います。 その中で 、これまで のヒアリン グでご提示 頂いた科学 的な
背景を十分に踏 まえて、 あるいは医 学会から追 加の御報告 などがあれ ば、
それも当然考慮 に入れる 形で、検討 を進めてい くことにな るのではな いか
と思っております。
従いまして、 町野構成員 のお尋ね に対しては 、もし私自 身が答え る立場
だったら、根本 に立ち返 って御検討 いただく必 要はないと いうように お答
えしたいと思っているところです。
（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。
（町野構成員）平成１６年の報告書のときも、最初は「ヒト胚とはどうして尊
重されなければ いけない か」「ヒト 胚の尊厳と は何か」と いう非常に 漠と
したことから始 まって、 議論がにっ ちもさっち もいかなく なったとい う経
緯があります。 私はその ときの経験 があります ので、、こ の問題から 始め
るべきだという ことを言 われる方が 出てくるた びに絶対反 対であると 言っ
ていました。こ の問題は 、ES細胞の樹立、ヒト 受精胚のゲ ノム編集な どの
個別的問題から アプロー チすべき問 題です。タ スク・フォ ースとして ヒト
受精胚研究の要 件を具体 的に検討す るときに、 そのときに 適用される ３要
件、３つの条件 の内容を はっきりさ せるという ことはやは り必要にな って
きます。その点は伊藤構成員のおっしゃられるとおりだと思います。
余剰胚からの ＥＳ細胞の 樹立、新 しくヒト受 精胚をつく って生殖 補助医
療研究をするこ とについ ても、ほと んど科学的 妥当性が中 心で、そこ でほ
ぼ勝負がついて いるとい う感じでし た。その背 景には臨床 応用をおこ なわ
ないということ がありま す。しかし 、基礎研究 が臨床応用 を見据えた 上で
行われることが ほとんど である以上 、そのよう なことでい いんだろう か、
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科学的妥当性も やはりき ちんと議論 しなきゃい けないとい うことにな るだ
ろうと思います。
ただ、米村専 門委員が言 われます ように、平 成１６年の これにつ いて、
その基本を全部 見直すと いうことは 、これはタ スク・フォ ースがやる べき
ことではないと思います。
（五十嵐会長代理）どうぞ。
（藤田専門委員）これまでの議論が科学的合理性に焦点が非常に当てられたも
のであったとい うのはお っしゃると おりかなと いうふうに 私も思って おり
ます。
人への安全性に ついては 、「人に直 接関わる場 合には」と ありますの で、
個人的にはこれ 、臨床応 用される場 合にはです とか、人に 投与される 場合
にはですとか、 そういう ことを想定 されている のかなとい うふうなイ メー
ジでこれまでお 聞きして おりました 。ですから 、個人的な 理解ではあ りま
すけれども、基 礎研究に 限って議論 するのであ れば、確か にこの部分 とい
うのは重点的に 議論する 必要がどれ だけあるか どうか。も ちろん、将 来的
な臨床応用を見越して視野には入れておくべきことかとは思いますけれど
ただ、その次 の社会的に 妥当なも のであるこ とというの は、確か にもう
少し議論してい く必要が あるかと思 いまして、 というのも 、私が背景 が文
系ですので、こ れを進め ていけば何 かいいこと がある、科 学的には非 常に
可能性に満ちた ものであ る、それは 理解できま したけれど も、ではそ れが
具体的にどのよ うにどれ だけいいこ とかという のは、なか なかイメー ジが
しにくい。です から、こ れまでの議 論のように 具体的な疾 患名が挙が って
いたりすると、 ああ、そ うなのかと いうことが 少しはイメ ージするこ とが
できる。
ですから、こ れまでの議 論のよう に具体的な 疾患名が挙 がってい たりす
ると、ああ、そ うなのか ということ が少しはイ メージする ことができ る。
ただ、倫理的な 妥当性と いうものを 考えたとき に、科学的 な合理性だ けで
はなく、それを やって胚 を滅失する わけですか ら、それを 滅失してま でど
れだけ意味のあ るいいこ とがあるか どうかとい うことを具 体的にイメ ージ
しながら議論できた方がいいなということは個人的に思っておりまして。
だとすると、 せっかくこ の疾患名 が挙がって きたので、 その当事 者とな
るような方、関 係の深い 患者さんで すとか御家 族の方とか 、患者会の 方で
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すとか、そうい う方の中 にこの技術 が実現しそ うになって 、どういっ たニ
ーズがあって、 どういう ことに困っ ておられて 、どういっ た期待があ るか
ということと同 時に、や はり予防に ついて議論 する場合、 先ほどから 指摘
のあったような 優生学的 なそういっ た思想に踏 み込むこと にもなり得 ると
なったときに、 どういっ た懸念があ るのかとい うこともお 聞きできる 機会
があればいいなというふうに思っております。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございます。
前回の委員会 でも、社会 的妥当性 や倫理的妥 当性につい てのヒア リング
が必要との御指 摘は頂い ております 。現在、事 務局が準備 中と思いま す。
次回以降に向け て実現して いただくよ うにお願い したいと思 っておりま す。
伊藤構成員、どうぞ。
（伊藤構成員）そんな大それたことを言ったつもりでもないのですけれども、
ただ、「配慮」 という言 葉というの は非常に主 観的な表現 ですね。「 私は
配慮しました」 と言えば 配慮したこ とになるの かどうか。 というより も、
安全性はむしろ 確保とい うか、どう しても守ら なきゃなら ないもので あれ
ば別な表現をされるとかということが大事なのではないかと思います。
それから、社 会的妥当性 について も私が言い たかったの は、現時 点で妥
当だと思っても 、将来妥 当でないか もしれない という予想 と推測とい うの
もどこかで必要 なのでは ないだろう か。それは 過去から現 在に来てみ ない
と分からなかっ たことな のだけれど も、そこか ら学ぶこと はできるだ ろう
という意味で発 言をさせ ていただい たのです。 言い方もち ょっと変だ った
かもしれませんが。
ですから、３ 要素につい ては特に 問題はない のですけれ ども、そ ういう
ような意味で発言しました。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
山口構成員、どうぞ。
（山口構成員）３要素についてのこれまでの議論というか、昔の議論をちょっ
と教えていただ いて、そ の辺は私自 身は全然知 っていない ことでござ いま
すけれども、た だ、この ３要素自体 がそのまま 維持される ということ 自体
は、もう当然そうだろうというふうに思っていますけれども。
ただ、この中 での、特に 社会的妥 当性の中の 具体的な疾 患の例示 という
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のは、多分具体 的にディ スカッショ ンするとき には、そう いうものが なけ
れば、どういう 範囲まで 認めるべき かという、 そういう議 論がなかな かで
きないから多分やっているんだろうというふうには思っています。
それから、難 病というと 、１万を 超える難病 があるとは 思うんで すけれ
ども、その中で 全部が対 象になると はとても思 えないです し、割と限 定さ
れたものでしょ うし、だ から、例え ばがんとか 、そういう ものに適用 でき
るようにはとても思えません。
もう一つは、 変わったと いうとこ ろで言えば 、平成１６ 年からこ れまで
の間にゲノム編 集という 新たな技術 が入ってき たためにこ れをやって いる
んだろうと。そ ういう意 味では社会 的な技術が 変化してい るというと ころ
はやはり考慮し ていく必 要があるん だろうと思 います。や っぱり技術 の確
実性とか、そう いうこと も含めて、 どれを適用 したときに 、それだけ の社
会的な成果が得 られるか ということ は評価の中 のポイント になるよう な気
がいたしました。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
その他はいかがでしょうか。松原臨時構成員、どうぞ。
（松原臨時構成員）具体的な疾患ということで御指摘がありましたけれども、
それを日本医学 会の方で 今ほとんど まとめてお ります。副 会長の飯野 先生
がおまとめにな ったもの がございま すので、そ れを飯野先 生に発表い ただ
いて議論するこ とで少し参 考になるん じゃないか なというふ うに思いま す。
それに関して １つ申し上 げたいん ですが、前 回飯野先生 が発表さ れたと
きに、例えばタ ーナー症 候群という のが挙がっ てきて、そ こで何か皆 さん
御質問されたと 思います けれども、 私は個人的 にはターナ ー症候群は ほと
んど病気だとは 思ってお りません。 そんなもの にゲノム編 集とはとん でも
ない話だと思い ます。そ ういうとこ ろに話が行 ってしまう と方向性が すご
くずれてしまう ので、慎 重にしてい ただきたい と思います 。余りにも 具体
的過ぎると、議論が変な方向に行くことを私はとても懸念しております。
（五十嵐会長代理）２月のこの会に飯野先生から御報告を頂ける可能性は高い
ですか、松原臨時構成員。
（松原臨時構成員）恐らく大丈夫だと思います。
飯野先生が、 もうほとん どおまと めになって いるはずで すので。 事務局
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の方から問い合わせてみてください。
（長谷部参事官）事務局の方で確認いたしまして、間に合うようなら御報告さ
せていただくよう調整させていただきます。
（五十嵐会長代理）ありがとうございます。
今日は今後の タスク・フ ォースの 検討で足り ないところ は何かと いうこ
とを皆さんにお 伺いいた しました。 その中で、 ３要素の中 で社会的な 妥当
性についての検 討が足り ないので、 ヒアリング をしていた だきたいと いう
御要望が強かったと思います。
それから、人 への安全性 の配慮、 あるいは確 保という点 について は、臨
床研究を今ここ で許容し ているわけ ではありま せんので、 深く議論す るこ
とが本当に妥当 かどうか もう一度考 えたいと思 います。現 時点では具 体的
にヒアリングが必要な状況ではないという判断でよろしいと思います。
科学的合理性 、あるいは 妥当性に ついてはか なり十分な 検討がさ れたと
思います。ただ し、松原 先生からは 、委員の先 生はヒアリ ングの内容 を必
ずしもうのみに はしない 方がいいと いう御指摘 も頂きまし た。重要な 御指
摘だと思います。
これらの点を 踏まえまし て、次回 、委員会で また検討す べき内容 を事務
局と一緒に考えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
（加藤専門委員）すみません、五十嵐会長代理。ちょっとこだわって申し訳な
いんですが、ちょっとよかったら、今日の資料５の裏を。
新規胚のこと までタスク ・フォー スで全部議 論するのか どうかと いう点
なんですけれど も、ここ の昨年３月 のまとめに ある中では 、やはり生 命倫
理専門調査会で 研究用の 新規胚、こ れはあくま で研究用の 話で議論す ると
いう話で来て、 しかし、 私も先ほど あのように 単純な切分 けを申しま した
けれども、切り 分けられ ると思って いるわけで はなくて、 タスク・フ ォー
スで今回いろい ろ議論し てきたこと は必要だっ たと思うん ですが、そ こは
ちょっと重点を 変えると いうか、そ れぞれの中 心的テーマ を分けた方 がい
いのではないか と思うん ですが、そ の辺は今日 はどう議論 する、どこ まで
議論したらいいんでしょうか。
（五十嵐会長代理）先生の御意見は、新規胚に関しては親委員会の方でやるべ
きではないかという御意見ですか。
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（加藤専門委員）そういう同じレベルの２つに分けたという話ではなく、基本
的考え方の例外 として、 新規胚まで 本当に例外 として許容 する方向に 行く
のかどうかとい う議論を 大きな日本 の中のヒト 胚をどう扱 うかという 問題
として１つレベ ルを上げ て生命倫理 専門調査会 の中で責任 を持って議 論す
るということが 必要で、 それに関連 した内容を 、例えば科 学的合理性 につ
いての議論はヒ アリング の中でもや ってきたと 私は思って います。そ れを
やるのはいいと 思うんで すけれども 、新規胚を 利用すると いう大きな 線を
─次へ踏み 込むか どうかと いうよう な言い 方になる と思う んです。 それ
に関しては、親 会議の方 が責任を持 って議論す る必要があ るので、幾 らタ
スク・フォース で議論し ても、上で の決定には ならないと いうふうに 私は
思っています。
ある程度枠組 みができた ものをタ スク・フォ ース、とし てまさに タスク
としておろして 、それを また上げて くるという のはあると 思うんです けれ
ども、いかがでしょうか。
（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。
（青野専門委員）私は加藤専門委員の今の御意見に賛成です。
やっぱりレベ ルがちょっ と違うも のをタスク ・フォース で両方一 緒くた
にするとどうし ても混乱 が生じてし まうと思い ますので、 それは新規 胚の
方は親委員会で 、一次報 告にもある ように親委 員会でまず それなりに きち
んと議論してか ら関連の 部分をタス ク・フォー スでという のがいいと 私も
思います。
（加藤専門委員）もう一言。
別にタスク・ フォースが 根本的な ことを議論 してはいけ ないとい うこと
は絶対なくて、 それを議 論しないと いろいろな ことが決め られないと 思い
ますので、それ はした上 で上げれば いいと思う んですが。 そこはちょ っと
誤解のないように。
（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。
（町野構成員）恐らくそういうことになると思うんですけれども、具体的には
先ほど難病につ いての議 論があって 、その過程 で今のよう な問題が出 てき
得るということ です。こ れについて は、もしか したら新規 作成胚が必 要に
なることがある んじゃな いかと。だ けど、その ときはこち らで深く議 論す
るのではなくて 、そこら 辺は親委員 会がきちん と対応して もらいたい とい
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うことを言うことになると思います。
同時に、先ほ どの３要件 も、どう いう点がや っぱり問題 なんだろ うかと
いうことで踏み込むということになると思います。
例えば優生思 想の議論は 社会的妥 当性の内容 ということ になるだ ろうと
思いますけれど も、その 議論があっ たり、それ からさらに 、将来の、 次世
代についての遺 伝子の影 響という問 題もそうで す。これは 現段階では 臨床
は行わないとし ても、こ のような研 究をすると いうことは 、そっちに つい
て遠からず影響 を及ぼす 可能性があ るから、そ れを認めて 構わないの かと
いうことの中で 検討しま す。そうす ると、やは り「人への 安全性」は 、目
の前の患者さん とか、被 験者につい てのそれだ けではない ということ にな
ります。
（五十嵐会長代理）今後の方向性について貴重な御指摘を頂きました。ありが
とうございました。
それでは、今 日の議論は ここまで として、事 務局の方に 、今日決 まった
ことを含めまして、今後の方針をお願いいたします。
（長谷部参事官）本日頂きました御意見をもとに、またタスク・フォースの方
で検討させていただきます。
先ほどの２つ の御審議い ただきま したガイド ラインにつ きまして は、本
日御了解いただ きました ので、今後 総合科学技 術・イノベ ーション会 議の
本会議で報告する予定としてございます。
次回の会議の 日程と会場 等につき ましては、 追って連絡 させてい ただき
ますので、また御出席のほどよろしくお願いいたします。
最後に、本日 の議事録に つきまし ては、委員 の先生の皆 さんに御 確認い
ただき、次回の 会議で皆 様の了承を 得た上で正 式版として 公開させて いた
だきます。
事務局からは以上でございます。
（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。
それでは、今 日の会議を これで終 了したいと 思います。 どうもあ りがと
うございました。

−52−

