
するということ

ゲ � �編集 �いのちの始まりへの介入－ �● － “1 術 ．1 

どもを選び、－作り変える遺伝子医療？ 

床前診断 
一生まれる命を選別 鬱 

）窃 ��　　（立命館大学生 グループ生蒐医療と差別，／優生手 
I l �� 

利光　恵子
学研究センター客員研究員
に対する謝罪を求める会）

Ma2024em旬com

4　於　日比谷図書文化館）

「　　　ふたつの着床前診断 

醐egH各種回目10000日田富〇〇〇g，軸批難藩瑚二瑚臨画田園園田田霞整悶隠避闇認諾範臨露避田圃 

間違掻鮭媒患 ��の回避∴∵ �妊娠率、出産率の向上／（流産防、止）、 

不妊治療を受けている人 
重い遺伝性 疾患の保因者、 �高齢妊娠 

が原因の習慣流産 �体外受描・胚移植の反復不成功 
原因不明の習慣流産 

、十一 � �÷　特定の遺伝 �子や鵜体を検査　車て撒）の染色体を検査 

疾患遺伝子 染色体「異常 �の診断にはPCR法 �多くのプローブを用いたFiSH法 
」や性判定に（抽SH法l 　　　　i 

最近は、全ゲ �‘ノム増幅1マイクロアレイ法や　　　　　　　　　3 
次世代シーーケンサーによる網羅的分析へ 

着床前診断をめぐる論争“前史（1）

優生保護法のもとでの強制不妊手術

●優生保護法（1948制定、1996に母体保護法に改定）

露母性の生命健康を保護することを目的とする

●障害やハンセン病を理由とした不妊手術や中絶を合法化

丁址二二二二二二二歪盤霊： 
i 

一多一通信ii竺疾患（4粂） i 

l 

守人∴　∴∴∴∴∴∴∴∴ ）　　　　　　　　　的 
）。－i）・・・ 書繭寧繭、譲ぜ証書繭薄誓 　　　　　　　　　　　　1 

恩に基づかない
手術も実施

請生年強い1948－59）、『長生倶
善部1960／－95浄e体俣強練持
996）よ）

1．精巣網激と採卵排卵誘
発剤等を殺与し、卵子を取
り出す

i Z体外受精

3　膝生桟i胚の細胞の一部

をとり出す

4　宣伝学的榛査　染色体や
遺伝子の検査

5　腫移植：「正常」とされた胚
のみを子宮に戻す

（。胎児診断による再読轡

着床前診断の倫理的問題

●「出生前診断（胎児診断）／選別的中絶」と共通の問題

1差別にかかわる問題（障害のあるものの出生を回避／障

害のないものを誕生させる）

2　女性の身体への侵蟹をめぐる問題

3　生命の人為的操作につながる問題

●加えて、着床前診断に独自な問題

1診断対象が胎児から複数の受精卵に移行

→適用の範囲や目的が一気に拡大

2．選別の重層性：「障害の排除のための選別」と「着床（妊

娠）させるための選別」が重ね合わさる形で同時に実施轡

診断をめぐる論争“前史（2）

出生前診断（羊水診断）の開始

●経済成長のための優生政策

「人口資質向上対策に関する決議」
「人口構成において、欠陥者の比率を減らし、優秀者の比率を増すように

配慮することは、国民の総合的能力向上のための基本的要請である」
（厚生省人口問題牽強会1962年7月I

●不幸な子どもの生まれない運動と羊水診断

福祉コスト削減のための「障害児発生予防施策」の一環と

しての「不幸な子どもの生まれない運動」

日本で初めて、羊水診断開始（1968）
i農「不良な子孫の出生防止」をめざす視線が、親から胎児（

古不幸な子どもの生まれない運動」に取り込まれる形撥

普及
縛



ふき　9

3∴∴勺

●l●

着床前診断をめぐる論争・前史（3） 

羊水診断導入をめぐる論争（197 

障害者運動 � 
●出生前診断に基つく選別的中絶 �女性運動 ●産む“産まないの自 己決定を求める ●障害者からの問題 提起を受けとめ、共 闘を模索 
は、障害者を「本来あってほなら 
ない存在」とみなし、生存権を否 
定するものだとして、強く反対 

●中絶の自己決定を求めた女性 
運動に対しても、「選別的中絶も 

己ぐ　　　に　　　　のか」と ′ 鋭く問いかけた � 

ぜ紗 

医療界 
●出生前診断の普及やマス“スゲ）一二ング化に憤重な態綴 

着床前診断の日本への導入の経緯

（I）1992年～1998年「生命の選別」技術をめぐる論争期

医療サイドの導入の動きに対して、障害者団体・女性団体を中心とする反対運動

1998　日産婦が「着床前診断に関する見解」発表。

「重篤な遺伝性疾患」に限定、実施にあたっては日産婦に申請し許可を得る

（Ⅱ）1999年～2004年夏，臨床実施に向けた準備期

大学病院など研究医療機関と不妊クリニックが、開始に向けて準備／着手
20047　初めて、デュシ工ンヌ型筋ジストロフィーを対象とした着床前診断を許可

（Ⅲ）2004毎秋－2010年・「流産防止のための着床前診断」普及期
「倫理的問題が少ない　不妊治療の－演としての着床前診断」の受容／普及
2006　染色体転座に起因する習慣流産に適用拡大

2010「着床前診約二関する見解」改定

重篤な遺伝病の子どもが生まれる可能性がある場合や、転座による習慣流産を対舅

に、特定の疾患遺伝子や染色体に限って検査。着床前スクリーニング（PGS）は禁止

（Ⅳ）2011年一・着床前スクリーニング（PGS）実施準備期

産科医療への網羅的遺伝子検査・解析技術の導入

2015　有用性を確かめるために、特別睡床研究としてPGSを実施

第1期（1992年～1998年）

「生命の選別」技術をめぐる論争期

°着床前診断は、健康な子ど王

を産みたいという女性の希望
に応えるため

i－女性（カップル）の

自己決定権の尊重を強調

○強制を伴わず、個人（カップ
ル）の自発的選択により行わ
れる限り、優生思想によるも

or子どもの質を選ぶこと」と
「子どもをもつことの選択」を

明確に弁別。
「子どもの質を選ぶこと」は

女性（カップル）の自己決定
権には含まれないし、自己
決定権によって正当化もさ
れない

のではない

i

L＿）＿ ＿＿」」＿

着床前診断をめぐる論争前史（4）

母体血清マーカー検査をめぐる論争

●1994－96　米国や国内の臨床検査会社が、検査の受注を開始。、i

商業ベースでの普及の兆し。∴∴∴∴モ
ー障害者団体、親の会、女性団体が反対

●1999「母体血清マーカー検査に関する見解」
「胎児の疾患の発見を畠的としたマススグノーニング検査として行われ

る懸念」等の特質や問題点、遺伝カ　∞00「‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾〉‾　‾‾‾‾…‾‾‾

ウング体制が充分でないことを踏　　25000

まえると、

「医師は妊婦に対し本検査の　　害1500

情報を積極的に知らせる必要　　害
はなく、本検査を勧めるべきで

もない」
（厚生科学審議会

出生前診断こ関する専門委員会1999）

一　　母体血病マーカー検査実感薮
SO001－－－－m m一一　一－－　－一　　　　一

主語轟諒犠

第1期（1992年～1998年）

「生命の選別」技術をめぐる論争期

「春霞高話高三五三三番垂
i　的問題も少ない

o選別的中絶に比べて、女性
の心身の負担も軽い

or生命の選別を行う手技」だ
が、診断対象を「重篤な遺
伝性疾患」に限定すること
で、倫理的に容認

＿　　　　　－＿＿＿＿＿＿　　」

両断はいのちあ選
別であり、「差別の技術」

°女性の心身に過重な負担
を課して、遺伝的に「健康」
な子どもを産むことを強い
る技術

o「重篤さ」は、社会的なサ
ポート体制の有無、陸曹者
観などで変わる。「重篤」
であれば、なぜ、生知
ようにしてよいのか？

第1期（1992年～1998年） 

「生命の選別」技術をめぐる論争期 

●1998．10　日産婦、「着床前診断こ関する見解」

適用を「重篤な遺伝性疾患」に限定、実施にあたっては学

会に申請し許可を得るとした

01998年10月「着床前診断に関する見解」と「解説」
（見解）
「本法は重篤な遺伝性疾患に限り適用される。…なお、重篤な遺伝性

疾患を診断する以外の目的に本法を使用してはならない」

（解説）
「本法では、受精卵の遺伝子診断のみならず染色体異常や性判定な

どが可能である。しかしその日的はあくまで重篤な遺伝性疾患を診断
することであり、疾患遺伝子の診断を基本とする」

申請“許可の手続きを必要としたのは、「将来予想される受精卵の

l子スクリーニング、遺伝子操作を防止することを目的としているか
ほる」（日産婦1998：I
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●
瞳，

第2期（1999年－2004年夏）

臨床実施に向けた準備期

●障害者団体“女性団体からの強い反対が存在する中、日産

婦は「見解（金台）」を厳格に解釈して、「重篤な遺伝性疾患」
の原因となる「疾患遺伝子の診断」に限定して許可すること
で、社会的コンセンサスを得て、臨床実施の開始をしようとし
た

●1999－2000

鹿児島大：デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象とした性別

判定による着床前診断、日産婦に申請
一不承認（原因となる疾患遺伝子を調べるべき）

セントマザー産婦人科医院．染色体転座による習慣流産に

つい謀欝纂悪性疾患，とは判断できなし轡

13

m覇た

第2期（1999年～2004年夏）

臨床実施に向けた準備期

ニック（大谷産婿人科）が、

申請しないまま、男女産み
分けと高齢妊娠による染色
体異数性回避を目的に、着
床前診断（PGS）を実施して
いたことが明らかになる。

日産婦は、除名処分。

02004．7日産婦、慶応大学からのデュシェンヌ型筋ジストロフィーを

対象とした着床前診断（疾患遺伝子の診断）を、本邦初の実施
として正式に許可

15

第3期（2004年秋～2010年） 

「流産防止のための着床前診断」の普及期 

●不妊症〃不吉症患者たちの動向 

‥発議護憲字幕憲誌議書 
段の利用を希望 

不育症友の会 
日産婦 i習慣流産への適用鉱 

・着床前診断は、転座に起因する習慣流産患者に 

とって「唯一の治療法とも呼べる積極的対応策」　売血lTふ＿ 

大に向けて検討開始 ‘「諜話籠諒籍謀“諾誓‘ク なること」を希望 

i i i �第2期（1999年－2004年夏） �� 
臨床実施に向けた準備期 

謂謹体重諸藩」量軽業霊 
人に強く反対 �疾患遺伝子の鯵噺に限定　　グ（PGS）を念頭に 　　　　　　　置いた準備／若手 

東邦大学 疾患遺伝子検査に 

鹿児島大学　　　　　　　　　　　　　　　えて、PGSは蹄 

書籍嘉　　　　　　日本筋ジストロフィー協 
慶応大学に腕力会 

第3期（2004年秋－2010年）

「流産防止のための着床前診断」の普及期

〇万休Ri塙多剛を：更ITノsUノiよ、」

れを希望する女性（かソプル）
の基本的人権（幸福追求権）

°着床前診断は「胎児として発育
できる胚を子宮に戻す技術」で
あり、「流産を繰り返さないため
の不妊治療」である

「高而訴諒二
防止」の名のもとに行われる
「いのちの選別」である

○流産による苦痛の回避のた
めというが、着床前診断実施
に伴う身体的・精神的苦痛は
非常に大きい。

「∴　÷÷∴∴∴∴∴ 

着床前診断は、「不妊治療の一環」であるという社会的宰 

1－「倫理的問題が少ない流産防止のための着床前影 
i◆その選択は、女性（カップル）の自由意思／幸福追 

第3期（2004年秋一2010年）

「流産防止のための着床前診断」の普及期

●20062　日産婦、不妊症・不吉症患者の「流産の反復による

身体的”精神的苦痛の回避」のための「選択肢の一つ」とし
て、染色体の転座に起因する習慣流産への適用を承認

占2010年6月改定「着床前診断に関する見解」

上原則として重篤な遺伝性疾患児を出産する可能性のある、遺
伝子変異ならびに染色体異常を保因する場合に限り適用さ

I　れる。

，但し、重篤な遺伝性疾患に加え、均衡型染色体構造異常に
起因すると考えられる習慣流産（反復流産を含む）も対象とす

′結語鵜寵諾築≡擬謀議鱒



⊃i　9

3∴∴亀

章　イヽ

第3期（2004年秋一2010年）

「流産防止のための着床前診断」の普及期

●2010年改定「着床前診断に関する見解」の含意

（1）「疾患遺伝子の診断を基本とする」と明記された1998年「見解」

解説を削除し、「染色体異常」も重篤な遺伝性疾患であるとして、

その保因者も着床前診断の適用範囲に加えた
（2）習慣流産への適用を明示的に承認

（3）着床前スクリーニング（PGS）は明確に禁止

－1990年代初頭からの障害者団体、女性団体からの強い反対

を背景として採用された「厳格な枠組み」を取り払い、患者の

自己決定権によって、着床前診断の使用が正当化される
「新たな枠組み」を用意

着床前診断実施数とその結果

遺伝牲疾患に対する着床前診断　　　　習慣流産に対する着床前診断
140

富木産科婦人払学会倫理婁貴会2017胆本産材偶人科学会粧創69（9）1916－1920
°年度毎の施般からの健吉集計のため＿妊姫の競榊が整年以降になった場合には報告されない足亀から双生児の可能性あり。

2，

第4期（2011年－）着床前スクリーニング（PGS）実施に向けた準備期　≡ 
Å＿　‾鳶）‾ 

●「妊娠しやすく流虚しにくい治療を受ける �� �CNIPTを認めPGSを認めな 

のは患者様の基本的人権」 ���いのはダブルスタンダード 

●中絶を伴うNIPTは認め、中絶を伴わない �� �だと言われても仕方ない　　【 

PGSを認めないのは整合性がない �� �●PGSの有効性は、末だ証 

●義春の高齢 �化に伴い「染色体異常の惑 � �明されていない。　　　　　－ ：文 箱卵も増加。全染色体を調べるPGSは �� �●「倫理的な問題とは別に、 

極めて有効」 �� �医学的検証が必要。医学 

●PGSは、胚移植の回数を減らせる。「全 �� �的な有効性がないのに倫　， 

ての受蒲卵 �こ異常が見つかれば、治療 ��理的な議論をしても意味が 
を終える決心がつく」 �� �ない」　　　l 　　　　　I 

！ ∴∴：∴：亙「； �　　　　　　　　　　　　　　　i ●命の選別は許されない。NiPTもPGSも障害者の存在を否定ir 

する。障害があっても祝福され、育み合える社会をつくりたい。 
虐麗蔭十 

一∵言，∴ 　∴∴「 ‾速萎激怒鰹／〝 �●少しでも高い確率に希望をもつのが患者。PGSを受ける願轡i 

うかの選択を、不妊治療中の患者が冷静にできるかは疑問 

日本産科婦人科学会による着床前診断許可数の変化

ヽ・ 

健一遺伝性疾患 

i・◆習慣流産 l i ＋－ 

ノバ＼∴ノ 
－　　　　　　　　　　　　　Y 

日本産把持人格学会倫理委員会2017
「倫理馨月会費床船形鮒こ関する暮査小宴貝会鈍色廿日太産科婦人科掌会社誌的9（9、1916－1920

20

第4期（2011年～）

着床前スクリーニング（PGS）実施に向けた準備期

・2012．7，大谷レディス烈ニック、着騙綻
アレイCGH法を用いて全染色体
を調べるPGSを実施と報道。
日産婦声明可決して容認しない」

●2013．4．新型出生前検査（NIPT）

臨床研究として開始。
不妊グ）ニック関係者ら、rMPT
を認めて、PGSを認めないのは　『繋盈1
ダブルスタンダード」と声高に主張

●2013．12　日産婦、公開シンポジウムrPGSを考える」開催。

●2014．2．「PGSに関する小委員会」で、検討開始。

●2015．2．日産婦、公開シンポジウム「PGSについて」開催。

倫理委員会、「特別臨床研究」としてのPGS実施を承認。

●2017．2　日産婦、PGS臨床研究の予備研究を開始。

22

第4期（2011年一）着床前スクij一二ング（PGS）実施に向けた準備期 

●「臨床研究」としてのPGS実施 
「PGSが疾患治療の観点から役立つのかというエビデンスを検証する 

ために、従来の見解を変えずに、特別臨床研究を行う。 

結果が出た暁に、倫理の問題も含めて導入するかどうかについて検 
討する」 

（苛原稔日産婦倫理委員会委員長　日産婦公開シンポジウム2015．2．7、での発言） 

〈特別臨床研究一一PGSの有用性に関する多施設共同研究〉 

＞対象患者：体外受箱を3回以上しても着床しない不妊患者、原因不 
明の習慣流産（2回以上流産）。 
PGSを300例、コントロールとして300例。 

＞アレイCGH法を用いて、染色体のコピー数に増加“減少が検出され 

，寮競講読讃美競繕讐露語誌託。鬱 
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着床前スクリーニング（PGS）実施の問題点（1）

●PGS臨床研究開始は、網羅的，包括的な遺伝子検査“解析

技術を「いのちの始まり」の場に導入すること

●遺伝学的に差異をもつものの否定につながる

PGS全ての染色体を網羅的に調べ「正常」な受靖卵のみを子宮に戻す
ことで、流産を防ぎ、出産率を上げようとする

1－染色体に変化をもつ受浩卵を全て排除すること。
一一多様な生の存在を含みこんだ社会を否定することにつながる

●受箱卵（胚）の質によるふるい分けの恒常化

体外受給3回以上不成功、原因不明の習慣流産患者が対象
－●PGSが体外受描“胚移植の手順のひとつとして組み込まれる可能性

不妊や不膏に悩む全ての女性が対象になる可能性
ー様々な疾患や障害、性別、容姿、能力等についての解析・選別へ

受精卵に対する人為的介入（生命操作）への懸念

25

裏声．

●日本では、1970年代の障害者団体による羊水診断

導入への反対運動を起点として、出生前診断には「
生命の選別」、あるいは「優生」という言説が付随し
てきた。

そのようななかで、「不妊治療の一環」という意味付
けが前面に押し出され、それに伴って「生命の選別
」という枠組みが後景に遅くという力点の移動という
局面を経なければ、着床前診断技術自体が容認さ
れ普及に向かう足がかりを得ることは困難であった
と思われる。

27

まとめ（4）

●着床前診断における「選別」の意味

＞着床前診断における「選別」は、「障害の排除のための
選別」と「着床（妊娠）させるための選別」が重ね合わさる
形で同時に実施されるという重層性に特徴がある。

＞しかも、網羅的な検査t解析技術による“包括的な選別”

が可能になってきた。

＞「不妊治療の一環」であろうと、染色体「異常」のある胚を

子宮に戻さないことは、染色体に違いをもって生まれる
機会そのものをなくすること

＞多様な生の可能性を認め、その暮らしを互いに支え
社会を根本から否定することにつながる

29

まとめ（1）

●1990年代初頭以来、「生命の選別技術」と捉えられ日

産婦による「厳格な枠組み」による規制が行われてき
た着床前診断が、不妊治療の場に組み込まれること
で、「生命の選別」から「胎児として発育できる胚を子宮
に戻す技術」へとその意味を大きく移動させ、「倫理的

問題の少ない流産防止のための着床前診断」という言
説が生み出された。

●2004年頃を機に、急速に「不妊治療の一環としての着

床前診断」という枠づけを得て、女性（カップル）の幸福
追求のひとつとして受容され普及しはじめた。

26

●同様の歴史的経緯から、日本では、特に、出生前診断

を不特定多数に対するマススグノーニングとして行うこ
とに、きわめて慎重な姿勢をとってきた。
マススクリーニングが、集団を対象とした「優生学」とし

て把握される傾向が強く、より重大な社会的“倫理的問
題を含むものと捉えられてきたからだと考えられる。

●体外受精で得られる全ての胚を対象としうる「受清卵

の遺伝子スクリーニング」についても、当初から日産婦
の「見解」によって、一貫して禁止されてきた。

●しかし、2011年以降、網羅的な遺伝子検査・解析手法

の登場を契機として、不妊治療の場で、着床前スクリ髪
一二ング（PGS）が行われ始めている。

28

●生まれてくる命を左右する技術とどのように向きあうの

かは、命をどのようにとらえるのか、どのような社会を築
こうとするのかを考えること。障害や病とともに生きる苦

楽や醍醐味を良く知る障害者やその親たちの思いや、
技術の直接の受け手となる女性たちの思いを丁寧にく
み取りながら、広く議論が行われることが望まれる。

●女性たちが、産む／産まない／産めないにかかわらず

、その人として尊重されるとともに、生れてくる子どもに
障害があろうとなかろうと、産もうとする女性（カップル）
に障害があろうとなかろうと、‘‘新たな命が生まれる’’こと

自体を歓待し支える社会の実現に、希望の在りかを態
めたい。
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