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Abstract
　　Consideration of medical research from an ethical viewpoint has become increasingly important, especially
in this age of radical advances in medicine. Because most patients expect medical research to provide dramatic
new therapies for their diseases, and have a tendency to trust the claims of medical researchers implicitly
regardless of how farfetched these claims are, it is the duty of researchers and medical practitioners to understand
and maintain strict ethical standards.
　　Two cases of medical ethics violation are reported in this article：one involving a clinical trial carried out in
a university hospital without informed consent, and the other an attempt by a famous moral philosopher to
suppress free debate concerning the ethics of embryonic stem cell research in regenerative medicine.
　　These two cases throw light on current practices related to clinical trials in university hospitals and the
attitudes of some“experts”who are called upon by society to set ethical guidelines.
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はじめに

　「学問の自由は，これを保障する」．これは，憲法23条によって定められた基本的人権の一つである．こ

の条文は大学での研究内容やその発表，人事に対する国家（権力）の介入を排除する規程であると一般に

は解されている1）．よってこの条文を以って大学自治の論拠となるわけだが，憲法の保障する学問の自由

は，思想・信教・表現の自由に対比されるものでもあることから，その自由は大学という集団にのみ保障

されるのではなく，個人個人においても保障されるべきとなる．このように個人に学問の自由が保障され

なければならない理由は，産学協同が喧伝される時代においては尚更，科学的な公正さを担保しなければ

ならないからで，蓋し利益相反の調整は必須であり，研究者の身分の独立と研究内容への不干渉によって

始めて学問の公正が得られると考えられるからである．

　しかるに今般，研究者の独立性が失われ，科学的な公正さへの疑念の生じうる事例を体験したので，こ

こに報告することとした．

　まず，筆者の関与した金沢大学病院人体実験訴訟について，その概要を述べる．

　次に筆者が朝日新聞に ES 細胞研究についての小論を寄せた後の経緯を述べる．

　そして最後に，研究者の独立性確保の重要性と社会的な意思決定の方法論を模索することの必要性を述

べる．

1．患者の明確な同意無き「臨床試験」─金沢大学病院人体実験訴訟について

1.1　治験以外の臨床研究の現状

　我が国では医薬品の承認申請を目的とした臨床試験（薬事法上の「治験」）に関しては，比較的厳密な法

規制が設けられている．しかしながら，治験以外の臨床試験については，これまで研究参加者の保護は曖

昧で，研究者の倫理感にのみ依拠してきた現実があった．臨床の場で実験性の高い臨床研究が，それを規

制する法の整備もなく実施されてきたのである．この現実を認識することは大学病院などの研究施設では

特に重要であり，そこで行われる診療行為には研究的性質を帯びるものが少なくない．

　社会的には，確かに大学病院などには「医学の進歩」を目指して，新しい治療法や診断法を探索する義

務が課せられている．しかし，それら大学病院などで研究する医師が「医学の進歩」の名の下に，患者に

研究への参加を依願する際のインフォームド・コンセントの質は，全ての場合に担保されているとは言え

ない．診療の質の向上には全く役立たないような，医学者の純然たる興味に発する研究であっても，大学

病院などの医師からその研究の対象者になって貰いたい旨の申し出があった場合，ほとんどの患者は医師

への信頼感と医学の進歩への貢献と言う利他心のために，自らがその研究対象者となることを比較的容易

に受諾している．加えて，研究倫理審査委員会でもそうした研究の計画やインフォームド・コンセントの

質のチェックは，残念ながら十分に出来ていないのが実情のようである．比較的専門家が多い大学病院で

さえ，ある科の教授から研究申請があった場合，それを専門とする者が当の教授しかおらず，研究自体の

意義が十分に審議されないままに研究倫理審査委員会を通ると言った事態が往々にして生じている．

　治験外の臨床研究が手続き上の厳密さを欠いていることの実例として，筆者の所属する金沢大学病院産

婦人科で起きた事例をここに紹介したい．2004 年 6 月 14 日付の薬事日報には「北陸に臨床試験ネット構
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築」と題され，「金沢大学病院を基盤とする臨床試験の地域ネットワークが，新しい形で動き出している」

「北陸地域での治験の環境作りに取り組んでいる」と紹介されている．しかし金沢大学病院では，本稿に述

べる裁判が高裁で未だ審議中であることを銘記すべきであると考える．

1.2　金沢大学病院無断臨床試験訴訟 2）

　本訴訟の詳細解説については，平成 16 年 2 月 11 日号の判例時報にある「臨床試験の対象とすることに

ついて患者の明確な同意を得ないで行った場合に，医師が患者の自己決定権を侵害し，診療契約にも違反

したものであるとされた事例」（No1841　123-135）を参照されたいが，以下に概略を述べることにする．

なお，筆者は金沢大学病院産婦人科井上正樹教授の下で講師として現在も勤務している．筆者の担当は産

科領域であったため，当該臨床試験が行われていた事実は承知していたが共同研究者として参加していな

かった．本件に関与する直接の契機は，抗ガン剤の副作用が余りに酷いとの相談を患者の夫から受けたこ

とで，裁判の進行過程では患者側証人として出廷した経緯がある．

1）プロトコルとその問題点

　金沢大学病院では，1995年から1998年まで卵巣癌に対するCAP療法（シクロフォスファマイド＋塩酸

ドキソルビシン＋シスプラチン）と，そこから塩酸ドキソルビシンを除いた CP 療法の高用量無作為化比

較臨床試験が「クリニカルトライアル─卵巣癌（�）─」として産婦人科・井上正樹教授の責任の下に行わ

れていた（Table 1）．しかし，このCAP療法とCP療法の比較や用量の検討は1990年代初めまでには尽く

されており，この臨床試験の必要性は乏しかった3 ～ 9）．また，本臨床試験では，そのプロトコルに「患者

本人またはその代理人に同意を得られた症例」と明記されていたのだが，実際には，少なくとも当該の患

者に対しては，そのような説明は全く行われていなかった．さらに，裁判の原告となった被験者の腎機能

はプロトコルの減量基準（Table 2）に抵触していた（51.3ml/min）にもかかわらず，腎毒性が周知されて

いるシスプラチンが全く減量されずに高用量で投与されていた．

　なぜこのような杜撰な臨床研究が行われなければならなかったかを考えるに，この臨床試験には隠され

た意図があり，高用量プロトコル同士の治療効果の比較がメインではなく，G-CSF市販後の特別調査を行

うことが真の目的（ノイトロジン特別調査�（卵巣癌））だったようである（Table 3）．すなわち，両者に

ある目的から推断すると，高用量のプロトコルにより（意図的に）惹起した薬物性好中球減少症という副

作用を，ノイトロジンの投与（2 サイクル目以降は「予防的投与」とし，day 7 より G-CSF の投与を開始）

（Table 1）により何処まで軽減できるのかを見ようとしていたとも言えるのである．このクリニカルトラ

イアルの真相を筆者は後に，本試験の責任者である井上正樹氏の陳述書（乙第 32 号証，乙第 69 号証）お

よび平成 16 年 8 月 25 日の証人尋問のやり取りの中で知ることとなる．

2）臨床試験の定義とインフォームド・コンセント

　井上正樹氏は平成12年12月25日付けの陳述書（乙第32号証）のなかで，まず「北陸GOGで行ったCAP

療法とCP療法の治療効果の比較は，臨床試験に当たりません」と断言し，その理由として「なぜなら，臨

床試験とは厚生省令で次のように定められており，北陸 GOG の比較研究は，次のどれにも属さない一般

的な医療行為にほかならないからであります」と述べている．つまり，厚生省令によって定義された「臨

床試験」である（a）新薬開発試験，（b）市販後調査（適応拡大や再評価のための試験調査），（c）市販後

調査（副作用などの調査）の，何れにも北陸 GOG の比較研究は属さないから「臨床試験」ではなく，と

すると井上氏にしてみればそれらは「通常の一般的な治療法」となることから，「格段のインフォームド・
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Table 1  Outline of Clinical Trial－Ovarian Cancer（�）by Hokuriku Gynecologic Oncology Group（HGOG）

クリニカルトライアル－卵巣癌（�）の概要（Hokuriku Gynecologic Oncology Group：HGOG）

●→ゴチックアンダーラインの部分は，著者によるプロトコル違反部分についての記載．Table 2, 3 も同じ．

目的：高用量 CAP療法（Arm A）と高用量 CP 療法（Arm B）の比較，および高用量化学療法における G-CSF の臨床的有用性
の検討．●→研究目的（高用量）が伝えられていない．

研究対象者：以下の全てを満たす者．
　（1）組織学的に上皮性卵巣癌（low potential malignancy を含まない）であることが確認されているステージ 2 以上の症例．
　（2）75 歳以下．
　（3）Performance Status（PS）0-3 であること．
　（4）十分な骨髄・肝・腎機能を有すること．
　　（a）白血球数 3000/μl 以上．
　　（b）血小板数 10 万 /μl 以上．
　　（c）血色素量 10g/dl 以上．
　　（d）GOT，GPT 正常値の 2 倍以下
　　（e）総ビリルビン 3.0mg/dl 以下．
　　（f）クレアチニン 2.0mg/dl 以下，あるいは
　　　　　　　クレアチニンクリアランス　　60ml/min 以上．
　　●→当該被験者のクレアチニンクリアランスが51.3ml/minであったにも拘わらず，研究対象者として症例登録票に名前が

記載された．
　　（g）BUN 30mg/dl 以下．
　（5）少なくとも 2 サイクル以上投与可能であること．
　（6）患者本人またはその代理人に同意を得られること．
　　●→抗ガン剤副作用の説明があったが，臨床試験についての説明は無し．

介入の割付
　（1）割付法
　　「術後，残存腫瘍が 2cm 以下（�群）と，2cm 以上（�群）に層別した上で，化学療法を無作為に割付ける．」
　（2）登録方法
　　登録事務局である中外製薬株式会社に電話もしくは FAX で，どちらの群に割付けるのかについて指示を受ける．

投与スケジュール
　初回手術後できるだけ早期（2 週間以内）に投与を開始する．

・Arm A（高用量 CAP 療法）
　　Cisplatin（CDDP）　　90mg/mm2（day 1）
　　THP- adriamycin（THP-ADM）　　45mg/mm2（day 1）
　　Endoxan（CPM）　　500mg/mm2（day 5）

・Arm B（高用量 CP 療法）
　　Cisplatin（CDDP）　　90mg/mm2（day 1）
　　Endoxan（CPM）　　500mg/mm2（day 5）

以上を Arm A，Arm B とも 4 週間毎に連続して 4 サイクル実施した後，4 週間空けてさらに 4 サイクル投与し，計 8 サイク
ル投与する．その後，second look operation を行う．

なお，G-CSF を 2μg/kg 皮下投与する．ただし，1 サイクル目の G-CSF 投与は「治療的投与」であり，好中球数が 1,000/μ
l 未満に減少した時点より開始する．2 サイクル目以降は「予防的投与」とし，day 7 より G-CSF の投与を開始し，好中球数
が 5,000/μl 以上に増加した場合は症状を観察しながら中止してよいものとする．

評価項目
　（1）再発確認時期，生存の有無．
　（2）化学療法剤の一般的な副作用に関する評価．

目標症例数
　各群 60 例．

経過観察
　（1）プロトコルの終了後，1 年に 1 回，5 年後まで経過を追跡する．
　（2）経過観察中には維持経口化学療法は実施しない．

（注：この表は同試験のプロトコルより筆者にて表にまとめたものである．●→以下はプロトコル違反とみられる点．）
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腎機能に関する減量基準

（1）血清クレアチニン 1.2-1.5mg/dl またはクレアチニンクリアランス 40-60ml/min のとき
　　　CDDP　75％
　　　THP-ADM　100％
　　　CPM　100％
●→本件のCcrは51.3ml/minであったにも拘わらず，「患者腎機能は“少ししか”低下しておらず，尿量測定が不正確だった」

として，この減量基準を遵守せずに「高用量」シスプラチンを投与した
（2）血清クレアチニン 1.5-2.0mg/dl またはクレアチニンクリアランス 30-40ml/min のとき
　　　CDDP　50％
　　　THP-ADM　100％
　　　CPM　100％

（3）血清クレアチニン 2.0mg/dl またはクレアチニンクリアランス 30ml/min 以下のとき
　　　化学療法中止，または延期．

Table 2  Protocol for Dosage Modification by Hokuriku Gynecologic Oncology Group（HGOG）

コンセントは不必要である」と主張した．

　また，プロトコルに明記されている「無作為化」については，「CAP療法及びCP療法は／保険で認めら

れている治療であり，さらに，世界的にも優劣の付け難い最も有効な化学療法であります／したがって／

医師自身もどちらが良いか決めかねる状況にあります．そして，CAP療法とCP 療法のどちらを選択する

かは，医師個人の考え方／で異なっているのが現状であります」と述べて，事務局で行われた「無作為化」

を「医師でも決めかねるのだから“くじ”で決めても同じだ」との論法で正当化しようとした．

　一方，シスプラチンの投与量については，「世界的なスタンダードの投与量は，25mg/m2/週であり，北

陸 GOG 比較研究のそれは，22.5mg/m2/ 週であります」として，dose intensity の面から，卵巣癌の標準

投与量とされる 3 週毎「75mg/m2」よりも「高用量」にあたる「90mg/m2」4 週毎を標準量である，と断

言しようとしたのである．

　確かに，今は亡き研究対象者の家族によれば，本臨床試験の研究対象者への説明は，通常の卵巣癌患者

が受ける一般の抗ガン剤療法に関してのみで，CAP療法とCP療法の無作為比較臨床試験が行われる事は

勿論のこと，抗癌剤の投与量が標準的な使用量とは異なって高用量であり，したがってその副作用も強く

発現することが予測されることなど，患者や家族にとって重要な情報についての説明は，文書はおろか口

頭においても一切なかった．この事実を説明する論拠として井上氏は，（a）それらの情報を例え説明した

としても専門的すぎてどうせ患者には解らない，（b）（例え副作用が酷くても）高用量の方がより治癒する

と（井上氏自身が）信じている，と本裁判を通して主張してきた．こうした井上氏の主張から敷衍される

のは，患者本人やその家族が受けた説明が患者にとって十全のものであったかどうかは，その説明内容が

専門的になればなるほど，また，その治療法が患者自身の生き方に直接に拘わってくればくるほど，患者

側としては事後的にしかそれが判断できず，よって，事前のみのインフォームド・コンセントには大きな

問題点が潜む事実であろう．

3）訴訟提起と第 1審判決，その後 10）

　筆者が本件に関与するようになった契機は，1998年春ごろ，金沢大学病院に入院中の卵巣癌を患った女

性の治療法についてその夫から筆者に対して疑義の紹介があったことであった．その人物は妻が憔悴する

様子を見て，妻の受けている治療法にただならぬものを感じたのであった．患者本人とも面接したところ，

抗癌剤の臨床試験に参加していることを全く理解しておらず，当然のことながら標準的な投与量よりも高

用量で治療されているということも知らなかったのである．その後，彼女は本件に関して訴訟を起こすこ
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G-CSF特別調査�（卵巣癌）の概要

目的：
　（1）高用量 CAP 療法・高用量 CP 療法における G-CSF 注の投与タイミングを好中球数回復効果および QOL（発熱など）に

より検討すること．
　（2）G-CSF の併用により，高用量 CAP 療法・高用量 CP 療法が完遂可能か否かを，奏効率・安全性を併せて検討すること．
　　●→井上氏はこのG-CSF特別調査�（卵巣癌）とクリニカルトライアル─卵巣癌（�）との関連性を否定している

研究対象者：
《組み入れ基準》
以下の全てを満たす者．
　（1）組織学的に上皮性卵巣癌（low potential malignancyを含まない）であることが確認されているステージ2以上の初回治

療症例．
　（2）75 歳以下．
　（3）Performance Status（PS）0-3 であること．
　（4）十分な骨髄・肝・腎機能を有すること．
　　（a）好中球数　　1500/μ l 以上（白血球数　3000/μ l 以上），血小板数　　10 万 /μ l 以上，血色素量　　10g/dl 以上．
　　（b）GOT,GPT　　施設正常値の 2 倍未満，総ビリルビン　　3.0mg/dl 未満．
　　（c）クレアチニン　　2.0mg/dl 未満，クレアチニンクリアランス　　60ml/min を超えるもの，BUN　　30mg/dl 未満．
　（5）少なくとも 2 サイクル以上投与可能であること．
　（6）患者本人またはその代理人に説明の上，同意を得られていること．
　（7）活動性重複癌のないこと．
　　●→本件被験者には子宮頚癌の膣断端再発があったが，前医から摘出標本を取り寄せ確定診断するという医師としての当

然の責務がなされないままに，手術と抗ガン剤投与が行われた．
　（8）原則として入院患者であること．

《除外基準》
　（1）肝機能・腎機能・心機能などに重篤な障害を持つもの．
　（2）G-CSF 皮内試験により，試験担当医師が本剤の投与を不適当と判断したもの．
　（3）その他，試験担当医師が本剤の投与を不適当と判断したもの．

研究対象者に対するインフォームド・コンセント
以下の事項について患者本人に対し十分に説明をした上で，文書での同意を得ること．
　●→中外製薬株式会社は，明確にここで文書による同意を強調している
　（1）本試験の目的・方法．
　（2）予期される効果・副作用．
　（3）他の治療法の有無およびその比較．
　（4）試験の参加に同意しない場合でも不利益を受けないこと．
　（5）試験に同意した場合でも随時これを撤回できること．
　（6）その他患者の人権保護に関し必要な事項．
　（7）その他

同意文書には説明を行った医師・説明を受けた患者の署名捺印，同意を得た日付を記載して保管する．本人に説明ができな
い場合は家族（法定代理人）からよく説明を行った上で文書による同意を得る．

試験方法
　（1）オープン試験である．
　（2）化学療法剤投与スケジュールおよび化学療法減量規定はクリニカルトライアル─卵巣癌（�）の通り．
　（3）G-CSF 投与方法もクリニカルトライアル─卵巣癌（�）に準ずる．（ただし，好中球数の 2 倍に相当する白血球数も投与

基準に指定されている．）

・登録事務局の中外製薬株式会社に FAX で症例登録する．

中止基準
以下の場合は試験担当医師の判断により試験を中止してもよい．
　（1）明らかなアレルギー症状の出現．
　（2）症状が増悪し，試験の継続が困難であると判断した場合．
　（3）各観察・検査項目に異常が見られ（副作用の発現を含む），試験の継続が困難であると判断した場合．
　（4）重篤な他の疾患が併発した場合．
　（5）患者またはその代理人がその自由意志により試験の参加継続を拒否した場合．
　（6）その他，試験担当医師が試験の中止が必要であると判断した場合．

Table 3  Outline of“NeutroginTM Special Investigation�（Ovarian Cancer）”by Hokuriku Gynecologic
Oncology Group（HGOG）
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とを家族に依頼し，転院先で死亡した．こうして翌年，本訴が提起されたのである．訴訟技術上の問題か

ら，本試験の責任者の金沢大学医学部産婦人科教授・井上正樹氏個人に対する損害賠償ではなく，国家賠

償責任を問うことになった．

　本訴を提起するにあたっての争点はインフォームド・コンセントが十分に行われたかどうかであったが，

2003年2月17日の金沢地方裁判所の判決では，裁判長は「当裁判所は，医師が患者を試験ないし調査の対

象症例とすることについて患者に対するインフォームド・コンセントが必要か否かは，その試験ないし調

査が『比較臨床試験』に該当するか否かによってアプリオリに決まるものではなく，具体的な試験ないし

調査のプロトコールの内容，実際にその患者に施された治療の内容等が，インフォームド・コンセントの

趣旨に鑑みて，その説明を必要とするものであるか否かによって，判断されるものであると考える」と述

べ，「インフォームド・コンセントが必要かどうかは比較試験であるかどうかによってアプリオリに決るの

ではない」という判断の下，165万円の支払いを被告である国に命じたのである．この判決は，「国際人権

規約で同意のない科学実験が禁じられている」ことからすると至極当然であったのだが，しかし国はこの

判決を不服として，（a）この臨床試験は一般治療であるから臨床試験についての格段のインフォームド・

コンセントは要しない，（b）亡妻はこのクリニカルトライアルには登録されていない，（c）大学病院の診

療には教育，研究と言った他事目的が始めから存在する，とする従来の主張の下に，2003年3月 3日控訴

したのであった．本訴訟の原告や弁護士それに筆者にしてみれば，この控訴は理由無きものにしか映らな

い．しかし判決が確定していない事を理由に，本稿執筆中の現在も井上氏が責任者として金沢大学病院産

婦人科は運営されている．1999年6月に訴訟が提起された際，同僚や知人より筆者を危ぶむ声が聞かれた

が，なるほど何よりも上司である井上教授からの譴責は今に至るまで執拗かつ峻烈であり，まさしく筆者

にとっては職を賭しての証言などの訴訟支援だった．

4）裁判資料ねつ造の疑い

　先日行われた平成16年8月25日の井上証人尋問では，クリニカルトライアル─卵巣癌（�）─（Table 1）

とノイトロジン特別調査�（卵巣癌）（Table 3）との関連性解明が大きな焦点になるはずであったが，控

訴人（国側）はそれを防御する意図があってか，乙第66号証として「受託研究完了届」を提出し「金沢大

学病院産科婦人科におけるノイトロジンの受託研究（市販後調査）は，亡妻に化学療法を開始する前に完

了していたこと」を主張した．

　ところが，この乙第 66 号証「受託研究完了届」には，研究期間として平成 8 年 6 月 1 日から平成 9 年 3

評価項目
　（1）好中球（白血球）回復日数，減少期間
　（2）感染症発生頻度
　（3）口内炎
　（4）発熱頻度・期間
　（5）治療的抗生物質の使用頻度・期間
　（6）末梢各血球の変動・感染症についての評価
　（7）化学療法完全施行率
　（8）奏効率：抗腫瘍効果判定
　（9）安全性

目標症例数
　60 例．

（注：この表は同調査のプロトコルより筆者にて表にまとめたものである．）
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月31日と明記されているにも拘わらず，地裁の審議段階で乙第29号証として提出されていた43通の症例

登録票中，乙第29号証の6として出された症例登録票には「ノイトロジン特別調査症例登録」と明記され

ており，その日付は「受託研究完了届」の研究期間外の平成8年1月12日であった．したがって被控訴人

らは，高裁段階になって突然提出されてきたこの乙第 66 号証の真正性も疑わしいと考えている．

　つまり，上述の井上氏陳述内容，並びに乙第13号証として提出され地裁によりその成立の真否が疑問視

された亡妻の卵巣癌登録票と登録一覧表（乙第18号証），そうして高裁段階になって突然に提出された「受

託研究完了届」（乙第66号証），これらは何れも本研究代表者である井上正樹氏によって提出されたと思わ

れる裁判資料であるが，専門家が一瞥すれば直ぐにでもその論理矛盾を指摘することが可能なこうした書

類が裁判資料として提出された事には驚きの念を感じざるをえない．

5）今後の問題

　本臨床試験施行にあたり，依頼元である中外製薬株式会社はそのプロトコルの「被験者に対する説明と

同意」の欄に，被験者保護の観点から，わざわざ下線までを引いて「文書による同意取得」を試験担当医

に義務付けていたのだが，実際にはこうした指示内容は無視されていた疑念が，本裁判によりにわかにク

ローズアップされてきた．こうした疑念の発生は，新GCPといった法令により規制されないところの，例

えば医師主導の臨床試験と言ったものへの社会的信頼性を極端に損ねるものと考えざるを得ない．今後社

会としては，これからも起こるかも知れないこうした臨床試験担当医の不正をいかにして予防し，そうし

た不正から被験者をどう防御するのかが，大きな問題点となってくるように思われる．

　なお，本試験の責任者である井上正樹氏を大会長として，2004年10月29日から31日を会期として，金

沢市にて第7回日本補完代替学会が開催される予定であるが，氏はこの学会に関するインタビューの中で，

今後，補完代替医療の臨床試験を積極的に実施していく旨，明言している11）．しかし，井上氏自身が責

任者を務めた臨床試験に関して訴訟を提起（一審被告側敗訴）された同氏が，社会的にも問題点の色々指

摘されている補完代替療法の臨床試験を推進することの妥当性については十分に検討する必要があるので

はないかと考える．

2．朝日新聞【直言】欄の小論とその後

2.1　朝日新聞【直言】「ES細胞研究，慎重に審議を」12）

　さて，上述の裁判が進行中の2002年10月，筆者は朝日新聞【直言】欄に「ES細胞研究，慎重に審議を」

と題する小論を寄せた．以下に，本小論をめぐり関係者より筆者に対して向けられた批判の顛末について

述べたい．

　本小論の論旨は，ES細胞研究を推進する前に，体性幹細胞研究を十分に実施すべきであるというもので

ある．すなわち，ES細胞は本来ならば独立した人間になりうる胚を破壊して得られるものであり，対して

体性幹細胞は治療を受ける個人由来のものであるから，体性幹細胞を用いて再生医学研究ができる可能性

がある以上13，14）は，体性幹細胞の研究利用を優先し，ES細胞を用いた研究は拙速であるとしたのである．

2.2　中辻氏による反論

　拙論に対し，京都大学再生医科学研究所・中辻憲夫教授より同じく朝日新聞【直言】欄に反論が寄せら

れた15）．氏は小論で問題視した京都大学ヒト胚性幹細胞作成プロジェクトの責任者である．その論旨は，
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�体性幹細胞の再生能を主張する論文は多いが，再現性に乏しい　�現時点で無限増殖能・万能性を持つ

ことが確実な細胞はES細胞のみであり，既に難病治療に使うための細胞をES細胞から作る研究も急速に

進んでいる　�少数の ES 細胞が得られれば，それを増殖することで十分に研究の用に足りる　�京大倫

理委員会は政府指針に従って外部者を加えた倫理委で慎重な審査をし，審議内容も既に公開されている　

というものである．

　拙論では，京都大学倫理委員会の審議内容の公開が不十分であると主張しているわけであり，中辻氏か

らの投稿は本筋とは逸れているようにも感じられた．中辻氏は反論の中で「再生研の研究計画や倫理委審

議をインターネット上で公開する準備も進行中だ」と述べているが，実際に公開されている京都大学再生

医科学研究所のホームページ16）をみると，そこには再生医科学研究所における倫理委員会審議として「ヒ

ト幹細胞に関する倫理委員会議事録」なる掲載はあるのだが，その掲載内容は単なる議事録の域から出な

いものでしかなく，審議の経過は多少窺われるものの，審議内容の詳細はなおも不明なのである．さらに，

これに星野一正氏の反論が続く．

2.3　星野氏の反論「研究者の議論のルール」17）

　「研究者の議論のルール」というのは，「時の法令」誌に掲載された，京都大学再生医科学研究所「ヒト

幹細胞に関する倫理委員会」委員長であった星野一正氏による拙論への批判を述べた論文のタイトルであ

る．その趣旨は，�筆者が文部科学省の「ヒトES細胞の樹立および使用に関する指針」を読んでおらず，

ES細胞・幹細胞に関して筆者が無知であること　�拙論で挙げた「京大倫理委員会」なる名称の組織は存

在せず，本来は京都大学再生医科学研究所に設置された「ヒト幹細胞に関する委員会」と呼ぶべきであり，

筆者は杜撰な議論をしている　�筆者が ES 細胞・幹細胞に関する権威なのではないかと言う誤解を一般

市民に与えた　�体性幹細胞はES細胞ほどには分化能は高くはない　�「通り一遍のインフォームド・コ

ンセント」とはいかにも失礼な物言いであって，実際は星野氏を中心とした関係者が条理を尽くして議論

している　といったものである．

　本稿で星野氏の論考に対して逐一反論することはここでは差し控えるが，上述した倫理委員会審議の公

開が不十分ではないかという問題に加えて，インフォームド・コンセントに関する看過し難い問題点を二

点述べておく．

　第一の問題点は，提供候補者への説明用に作成されたビデオ18）には，ES 細胞研究のネガティヴな側面

が述べられていないことである．すなわち，「胚を壊す」ことの倫理的な問題については述べられているが，

ES細胞が人に移植された場合に腫瘍を形成するであろう危険性については触れられていない．また，サル

ES 細胞の実験については述べられているが，善意の提供者の「子供になるかもしれなかった胚」由来 ES

細胞が，意図的に機能を破壊された実験動物の体内に移植される可能性についても述べられていない．ビ

デオのナレーションでは「近い将来」治療に利用することも考えられている，とあるが，病に苦しむ人に

治療目的で移植する実験を開始できるまでにはあまたの胚を壊さなければならないことや，実際に移植を

受けた人がその実験的治療のために苦しむことになるかもしれない可能性などについても述べられていな

いのである．

　第二としては，樹立されたES 細胞の分配が開始され，「ヒト ES 細胞プロジェクト　情報公開ページ」19）

として，細胞の形態，染色体の核型，細胞分化した状態，などの画像がホームページで公開されているが，

このような形で自らの提供した細胞が公開され，分配されることについての説明は，果たして提供者に十
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分になされたのだろうかとの疑問がある．これは「包括的同意」として許容されうる範囲なのかどうか，甚

だ疑わしいのである．

2.4　星野氏からの私信

　以上は，学術的な論争の範囲でありいずれの論点についても両論がありうるものであると考えられる．し

かしながら，学術の領域を超えた手段による反論が，拙論掲載の後，筆者の元に書簡の形をとって送付さ

れた．平成14年10月8日付で，筆者宛に「朝日新聞　2002-10-2付け　『直言』に関して」という書状が医

学博士・京都大学名誉教授・イメリタスクラブ・星野一正名にて送られてきたのである．この中に，「貴殿

に必要な善後策について」という項があり，筆者に送付した氏の私信と同じ内容の書状を金沢大学医学部

長・馬渕宏氏にも送付するので，「善後策」を馬渕氏と協議せよ，という趣旨の文章があった．また，氏の

書状には確かに馬渕氏宛ての書状のコピーも同封されており，その中には「貴大学として，打出喜義殿の

出処進退を決めて，朝日新聞に発表して頂きたく，よろしくお願い申し上げる次第でございます．」とある．

　この後，金沢大学大学院医学系研究科科長・福田龍二氏宛てに，平成 14 年 12 月 3 日付で星野氏名の書

状が送られており，この中にも「打出講師は，病院勤務を継続されていらっしゃるのでしょうか？」云々

と筆者の辞職ないしは解雇を促すとも取れる文面がある．

　これらの書状は私信として送付されたものであるが，学問の自由を脅かす可能性があるという意味で私

個人の問題として留めるべきではないと判断し，なおかつ，筆者の所属する学部長および研究科科長宛て

にも送られたことから公的ともみなせる場に置かれたものとみなし，ここであえて実状を公表することと

した．同じような星野氏の論調は，『総合科学技術会議生命倫理専門調査会「ヒト胚の取扱いに関する基本

的考え方」（中間報告書）に対する御意見集』20） にもみられるし，聞き及ぶところによると，同様の私信

を受け取った研究者が過去にも複数存在するようである．星野一正氏といえば，日本の医療倫理・生命倫

理の草分けである．これが真実だとすれば，生命倫理学という学問の基盤さえ危ぶまれるように感じられ

る．科学および生命倫理に関する論争は学術の場で行なわれるべきであり，それを超えて，学術以外の手

段により反論を封じ込めようとする行為は，学術を放棄したことになるのではないだろうか．

　ES細胞研究についての中央審査を行なう文部科学省生命倫理・安全委員会では，信州大学の倫理委員会

の審議において，ES細胞指針の意図を十分に解していないことが当初の申請を承認できない理由とされた．

そうであるならば，倫理委員会の委員長が，自らの委員会における審査や，承認した研究の妥当性に対す

る批判を，学術的論争のルールを超えた威圧的な手段によって封じ込めようとするといったような実態が

ある限りは，当該機関の ES 細胞研究は，社会の信頼を得て進められるようなものであるとは考え難い．

　加えて，2004年7月，総合科学技術会議・生命倫理専門調査会において，クローン胚研究についての「強

行採決」により容認の方向性が示され，その最終報告書21）の中に，人クローン胚から樹立するES細胞の

使用について「余剰胚由来のES細胞に対する規制の考え方や手続きの適用が適当であるため，現行のES

指針を改正することにより，対応すべきである」とされたのだが，しかし本稿に述べたような問題が，今

日に至るまで社会に問われることのない規制および審査の体制であるとするならば，こうした記述は，上

記報告書が，現状を精査する能力が乏しく机上の考察のみで下案をまとめあげる行政官および，“学者”で

ある委員の議論によりまとめられた結果であることを示しているように思われてならない22）．
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3．おわりに

　本稿にて筆者は，自身の所属する大学病院を舞台とした臨床試験にまつわる訴訟と再生医療に対する拙

論を巡る体験を述べた．ともに，筆者が医師としての良心とそれに基づく見解を述べたところ，筆者の職

を危うくするような威圧を受けた．裁判官には身分の独立が憲法で保証されている．建前上，そのような

身分保障は大学教官にも与えられているとは言え，実態は医局講座制によって縛られている大学病院勤務

医には，ほとんど身分保障はないと言ってもよい．よって自由に良心に従って意見を述べることは，医師

として，大学人としての生命を絶つことになってしまう危険を孕んでいる．これでは学問の進歩も患者の

人権遵守も全く不可能となる．幸いにして筆者の場合は，支えてくださる方々や理解を示してくれる同僚

に恵まれたため，未だ細々とながらも大学に籍を置いている．しかしながら，いつまでもそれを続けられ

るとはなかなか思われない．日本の医学界ではこうした不条理が長年にわたって繰り返されており，この

不条理はひとり筆者だけの問題ではない．第一の事例に関して言えば，そもそもが，臨床医が故意に有害

とも言える「治療」を行うこと自身，倫理に悖る行為である．第二の事例に関して言えば，倫理の大家が

その圧倒的な地位の差を以って大学教官の職を危うくすることを意図したかとも受け取れるような威圧を

与えることは，学問の自由・学問の公正さに対する脅威ではないだろうか．このように，生命倫理・研究

倫理・学問の公正さの基盤をも危うくするような行為をなす“学者”が権威の座にあるとすれば，我が国

のこれからの医学・医療がいかなる方向に進むのかと危ぶまれてもそれは当然であろう．また，そのよう

な状況によって公衆に大きな損失がもたらされる事態は回避しなければならないことも当然である．学問

の自由と独立性の保障とともに，今後，医学研究を巡る社会的な意思決定のより良い方法を探って行かな

ければならない．
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