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◆お願い◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

こんにちは～～！

今回からお読みいただく皆様、はじめまして。

漢方の健康堂薬局の店主　長澤昭と申します。

すでに前回以前からお読みいただいている皆様、今週もよろしくお願い

します。


　読者の皆様に、誠に勝手なお願いがございます。先週号に引き続き、また今週も、

別のお願いがございます。

当メルマガの配信元であります「まぐまぐ」さんが「まぐまぐBooksアワード」

というのを12月7日から開催しております。 この企画は、まぐまぐで発行中の

メルマガの中から、良いメルマガを商業出版するという企画です。

　そこで、お願いなのですが、私のメルマガが「商業出版出来る内容だ」とお思いい

ただけるようでしたら、ぜひ、ご推薦いただけませんでしょうか。

本当にあつかましいお願いですが、よろしくお願い申し上げます。


【推薦の方法】

１．下記アドレスにアクセスしてください。
http://books.mag2.com/dynamic/m/0000128457/index.html" http://books.mag2.com/dynamic/m/0000128457/index.html 

２．そこの「皆さんの応援コメント」の欄に、私のメルマガに対する応援コメントを
お書きいただけますと幸いです。

３．貴方のメールアドレスをご記入ください。

４．その上で、「投票する」をクリックしてください。


読者の皆様のお役にたてるようにと一生懸命に書きました私のメルマガに対して

「投票」という形でご評価をいただけましたら、この上ない喜びです。ぜひ、

ご推薦いただけますと幸いです。なお、推薦の締め切りは、１２月２１日（水）です。

重ね重ねの勝手なお願いで申しわけありませんが、「忘れちゃった」とならないよう、

なるべく早くご推薦いただけますと幸いでございます。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　　　　　　

―――今週の内容――――――――――――――――――――― 

８８号  　再生医療とクローン人間（３回シリーズの第３回目）

―――――――――――――――――――――――――――――
３回シリーズで、再生医療・幹細胞・クローンのことについてお伝えして

おります。


その内容は、・・・・・・

３回シリーズの１回目（８６号でお伝えしました）

１．トカゲに近づくための研究（再生医療の歴史）

２．幹細胞の種類

３．胚性幹細胞を、どのように使う研究が進められているか



３回シリーズの２回目（８７号でお伝えしました）

補．クローンとは

５．胚性幹細胞を利用することの倫理的問題点

６．胚性幹細胞を利用することの倫理的問題点を解決する方法



３回シリーズの３回目（今週の内容）

７．最近発表された幹細胞に関する研究内容、報道内容

８．まとめ



１回目と2回目の内容は、こちらからご覧いただけます。

こちらからどうぞ→　http://www3.ocn.ne.jp/~kenkodo/m-magazine.html



では、ではさっそく第３回目をお伝えいたします。

なお、文中の「コメント」は、報道内容ではなく、当メルマガの筆者による

コメントです。


６．最近発表された幹細胞に関する研究内容、報道内容

    ◎2000/11/30 　ＮＨＫニュース速報

　　　クローン規制法が成立　科学技術研究を罰則規定で規制の法律

　　　　　○いわゆるクローン技術を用いて同じ遺伝子を持つ人間を作り出すこと

　　　　　　を禁止する「クローン規制法」が、きょうの参議院本会議で賛成多数

　　　　　　で可決成立しました。

　　　　　○クローン規制法は、同じ遺伝子を持つ生物を人工的に作り出すクロー

　　　　　　ン技術を用いてヒトのクローンを作り出すことを禁止するもので、

　　　　　　違反した場合には十年以下の懲役か、一千万円以下の罰金を科すと

　　　　　　しています。

　　　　　○科学技術に関する研究そのものを罰則規定を設けて規制する法律は、

　　　　　　国内で初めてのケースです。

　　　　　●コメント

　　　　　　クローン技術は、とても大きな危険性と、とても大きな可能性の両方

　　　　　　を内包していますそれゆえに、国内で初めて「科学技術関する研究

　　　　　　そのものを罰則規定を設けて規制する法律」となったのでしょう。
　　

　　◎2001/08/29　毎日新聞ニュース速報

　　　クローン牛精子のテロメアの長さ通常の牛とほぼ同じ

　　　　　○大分県畜産試験場で９８年１１月と９９年４月に生まれたオスの体細

　　　　　　胞クローン牛について、農業技術研究機構畜産草地研究所（茨城県茎

　　　　　　崎町）と農業生物資源研究所（同県つくば市）は２９日、この２頭か

　　　　　　ら２歳時に採取した精子のテロメアの長さが通常の牛とほぼ同じだっ

　　　　　　たと発表した。

　　　　　○テロメアは細胞の核にある染色体の両端にある遺伝子配列で、細胞

　　　　　　分裂のたびに短くなり、寿命に関係するといわれる。クローン羊

　　　　　　「ドリー」ではこのテロメアが短かったとされ、クローン動物の寿命

　　　　　　が、普通の動物とは異なるのではないかという考えも出ている。

　　　　　○今回の２頭は、誕生時の体重や発育曲線、精液の性状などが正常なう

　　　　　　え、精子のテロメアの長さも普通の牛と変わらなかった。また、９８

　　　　　　年に生まれた体細胞クローン牛の精子を通常のメス牛に人工授精して

　　　　　　昨年秋生まれた９頭も、白血球のテロメアの長さが通常牛とほぼ同じ

　　　　　　だったという。

　　　　　●コメント

　　　　　　クローン羊「ドリー」の場合は、テロメアが短かったのに対して、

　　　　　　上の記事の２頭の牛の場合は、普通の牛と長さが変わらなかったとの

　　　　　　ことです。つまり、通常に生まれた牛と同等の寿命を持つクローン牛

　　　　　　を作ることに成功したという所に、この記事のニュース性があると

　　　　　　いうことなのでしょう。


　　◎2001/08/30　毎日新聞ニュース速報

　　　ＥＳ細胞　国産化が解禁　総合科学技術会議

　　　　　○国の総合科学技術会議（議長、小泉純一郎首相）が３０日開かれ、

　　　　　　ヒトの「万能細胞（ＥＳ細胞）」の取り扱いに関する指針案を了承

　　　　　　した。文部科学省は９月中に指針を公布する予定で、ヒトＥＳ細胞の

　　　　　　国産化が解禁されることになる。

　　　　　○ＥＳ細胞は体のさまざまな細胞に変化できる能力を備えており、臓器

　　　　　　の再生などの応用が期待されている。指針ではＥＳ細胞に変化させる

　　　　　　細胞を、不妊治療の体外受精を目的に作られたが使用予定のない受精

　　　　　　卵（余剰胚）に限定。ＥＳ細胞の作製、使用とも、事前に施設内の

　　　　　　倫理委員会での審議を経た上で、文科省に報告、確認を受ける二重の

　　　　　　審査を義務付けた。

　　　　　●コメント

　　　　　　最先端の技術である「万能細胞」。この分野で「勝つ」ことは、ビッ

　　　　　　グマネーが入り込んでくることにもなります。ただし、倫理的に大き

　　　　　　な問題を内包しているだけに、国家権力による規制と統制が必要だと

　　　　　　いうことなのでしょう。


　　◎2001/11/04　朝日新聞ニュース速報

　　　日本初の「万能細胞」作製へ　京大再生研

　　　　　○京都大学再生医科学研究所の倫理委員会（委員長＝星野一正・京大

　　　　　　名誉教授）は４日、さまざまな臓器や組織になる可能性を持ち、「万

　　　　　　能細胞」と呼ばれるヒト胚性幹細胞を、人間の受精卵から作る国内初

　　　　　　の計画を了承した。今後、文部科学省の専門委員会での審議などを

　　　　　　経て、早ければ来春にはヒトＥＳ細胞作製が始まる予定だ。

　　　　　○ＥＳ細胞を、ねらい通りの細胞に変化させて体内に移植することによ

　　　　　　り、アルツハイマー病やパーキンソン病、糖尿病など根本的な治療法

　　　　　　のなかった病気を治すことができると期待されている。欧米では、す

　　　　　　でにヒトＥＳ細胞から神経細胞や血液細胞、筋肉などを作ることに

　　　　　　成功している。

　　　　　○ただし、ＥＳ細胞は生命の芽である受精卵を壊して作るため、作製や

　　　　　　使用の是非をめぐり各国で議論になっている。日本では今年（2001

　　　　　　年）９月、文部科学省が、厳しい条件付きで認める「ヒトＥＳ細胞の

　　　　　　樹立及び使用に関する指針」を出した。

　　　　　○この指針に基づき、京大再生研の中辻憲夫教授が計画を申請した。

　　　　　　これまでのサルやネズミのＥＳ細胞を作った実績を生かし、不妊治療

　　　　　　目的で作製されたが使われず廃棄が決まった凍結受精卵の提供を受け

　　　　　　て、特殊な条件で、分離、培養してヒトＥＳ細胞を作る。受精卵の

　　　　　　提供は慶応大学病院など国内の３施設を想定している。

　　　　　○作製された細胞は、文部科学省から承認を受けた施設に無料で配布さ

　　　　　　れる。対象には民間企業の研究所も含まれる。

　　　　　●コメント

　　　　　　この技術を応用することにより、人類が享受できる恩恵は、とてつも

　　　　　　なく大きなものになる可能性を秘めているのです。
　

　　◎2002/01/03　時事通信ニュース速報

　　　ヒトへの細胞・臓器移植に道＝拒絶反応ないクローンブタ開発－英社

　　　　　○クローン羊「ドリー」を誕生させた英バイオテクノロジー（生物工

　　　　　　学）会社ＰＰＬセラピューティクスは２日、遺伝子組み換え技術を

　　　　　　応用し、ブタの細胞や臓器をヒトに移植する際に拒絶反応を引き起

　　　　　　こす遺伝子の働きを抑制したクローンブタを誕生させることに成功

　　　　　　した、と世界で初めて発表した。

　　　　　○同社では今回の成功を受けて、糖尿病治療用のインシュリンを分泌す

　　　　　　るブタの細胞のヒトへの移植について、４年以内に臨床試験に入る

　　　　　　ことが可能とみており、将来はヒトの移植用臓器の量産にも道が開か

　　　　　　れる可能性がある。

　　　　　●コメント

　　　　　　移植用臓器の量産における一番大きな問題点は、拒絶反応をいかに

　　　　　　克服するかという点でしょう。その問題の解決へ向けての大きな

　　　　　　第一歩となる研究成果だと言えるではないでしょうか。


　　◎2002/01/11  毎日新聞ニュース速報

　　　マウス体細胞クローンの生存率９割以上に　東工大などが成功

　　　　　○体細胞クローン技術を使って作成したマウスの生存率を９０％以上に

　　　　　　高めることに、東京工業大の石野史敏助教授と国立感染症研究所の

　　　　　　小倉淳郎室長らの研究チームが成功した。

　　　　　○これまでは先天異常などが多発し、半数以上が死ぬことがほとんど

　　　　　　だった。研究チームは「クローン技術の実用化に向け、一つの関門を

　　　　　　越えた」としている。１１日発行の米科学誌「サイエンス」で発表さ

　　　　　　れる。

　　　　　○利用した核移植技術は従来と同じだが、新鮮な細胞を使い、培養液の

　　　　　　アミノ酸濃度などを厳格に管理したことが高い生存率につながった。

　　　　　○ヒトやマウスでは父親と母親の双方から遺伝子を一つずつ受け継ぐ。

　　　　　　このうち特定の遺伝子については、片方の親から受け継いだ遺伝子だ

　　　　　　けが働くことが、受精卵の正常な成長に欠かせない。先天異常などを

　　　　　　起こした体細胞クローン動物はこの働きが乱れていたが、今回のクロ

　　　　　　ーンマウスでは、このような乱れは見つからなかった。

　　　　　●コメント

　　　　　　理論的には正しいことも、その実際の運用で、その理論を上手に具現

　　　　　　化できないことには「絵に書いた餅」にしかすぎません。そういう

　　　　　　意味で、「絵に書いた餅」を現実の「餅」に昇格させることの出来る

　　　　　　のが、この記事の「９０％以上の生存率」を達成した技術ということ

　　　　　　でしょう。


　　◎2002/03/09　朝日新聞ニュース速報

　　　体細胞クローン使い遺伝子治療　米でマウス実験成功　

　　　　　○遺伝病のマウスから体細胞クローン技術を使って、さまざまな細胞に

　　　　　　分化する能力をもつ胚性幹細胞を作り、遺伝子治療を加えた後にマウ

　　　　　　スに戻して病気を治すことに、米国のグループが成功した。米専門誌

　　　　　　セルの８日付オンライン版で発表した。

　　　　　○原理的にはそのまま人間に応用可能だが、体細胞クローンはクローン

　　　　　　人間につながりかねないため、議論を呼びそうだ。

　　　　　○米ホワイトヘッドバイオメディカル研究所（マサチューセッツ州）な

　　　　　　どのグループは、遺伝子異常で免疫機能が働かないマウスの皮膚の

　　　　　　細胞核を採取。核を除いた別のマウスの卵子に移植して、クローン胚

　　　　　　をつくった。これを培養してＥＳ細胞を作製。このＥＳ細胞に、遺伝

　　　　　　子治療によって正常な遺伝子を組み込んだ。

　　　　　○その上で、ＥＳ細胞を、免疫細胞のもとになる細胞に分化させてか

　　　　　　ら、もとの病気のマウスに移植した。体内でこれが免疫細胞になり、

　　　　　　免疫反応を起こす抗体もできた。

　　　　　○グループは、「免疫機能が完全に回復したわけではないが、クローン

　　　　　　胚を使う治療法が原理的に人間にも有効であることを示した」として

　　　　　　いる。患者本人のクローンを使うこの方法なら、移植による拒絶反応

　　　　　　もない。

　　　　　○人のクローン胚は、子宮に戻すとクローン人間につながる。一方、

　　　　　　クローン胚からＥＳ細胞をつくると移植医療に使える可能性がある

　　　　　　ことから、その是非をめぐり国際的な議論になっている。

　　　　　●コメント

　　　　　　映画の題名は忘れましたが、007シリーズに、クローン人間を題材にし

　　　　　　た作品があったように記憶しています。ヒットラーの再来（クローン

　　　　　　人間？）は、優秀な遺伝子を持った「アダムとイヴ」たち（遺伝子

　　　　　　操作の産物？）を、宇宙空間に一時避難させた間に、地上の普通の

　　　　　　人間を始末してしまって、人類が全て優秀な遺伝子を持った人間だけ

　　　　　　で構成されるようにしようと計画した。その計画を打ち砕くべく007と

　　　　　　ヒットラーの再来との戦いが始いがはじまる、というような内容だっ

　　　　　　たと記憶しています（もし、私の記憶違いでしたら、どうか、映画に

　　　　　　詳しい方からのご指摘をお待ち申し上げます）。いろんな「悪事」を

　　　　　　も可能にしてしまうことも事実です。そんな怖さも持っているのが

　　　　　　クローン技術です。


　　◎2002/09/26　共同通信ニュース速報

　　　「夢の医療」実現を加速　幹細胞採取には課題も　文科省

　　　　　○再生医療では、既に関節や骨、皮膚など一部で臨床応用が始まり、

　　　　　　研究成果も相次いでいる。今回、文部科学省が打ち出したプロジェク

　　　　　　トは、この「夢の医療」の実現を加速させようとするものだ。民間か

　　　　　　らの出資も見込み、先端技術をてこに経済活性化につなげる狙いも

　　　　　　ある。

　　　　　○ただ主役となる幹細胞の扱いには不透明な面が多い。最も有望なヒト

　　　　　　胚性幹細胞（ＥＳ細胞）は、受精卵からつくるため倫理面の問題が

　　　　　　ある。研究目的の提供すら一部の機関に限定され、バンクで一元的に

　　　　　　扱うのは難しい。

　　　　　○このため文科省は、白血病治療などのため既にバンクができているさ

　　　　　　い帯血に着目した。さい帯血には白血球などになる造血幹細胞のほか

　　　　　　に、他の組織に育つ幹細胞も含まれるからだ。その後、臓器や組織に

　　　　　　含まれる体性幹細胞や神経幹細胞もバンク化する。

　　　　　○ただ、保存されているさい帯血の本来の利用目的とは異なるため、

　　　　　　既存バンクや所管する厚生労働省との調整、提供者からの同意の再取

　　　　　　得など、実現にはまだ多くの課題が残っている。

　　　　　●コメント

　　　　　　いずれにしましても、問題も山積です。しかし、この技術は、将来的

　　　　　　に「不死」を現実のものにするかもしれないという「夢」さえ内包し

　　　　　　ています。でも、「『不死』って本当に良いことなのでしょうか？」

　　　　　　なんて、ちょっと考え込んじゃいそうな問題でもありますよね。本当

　　　　　　に不死になってもみんなが幸せでいられる世界になっていればよいの

　　　　　　ですけれど・・・。私は、この技術の恩恵で、今までは治療法のなか

　　　　　　った病気に罹っていた方に、新たな治療法が確立されることを否定し

　　　　　　ているわけでは、もちろんありません。



　　◎2004/02/12 12:00 　朝日新聞ニュース速報

　　　ヒトクローン胚からＥＳ細胞作成に成功　韓国の研究者ら

　　　　　○ヒトの体細胞の核を卵子に移植してつくったクローン胚（はい）か

　　　　　　ら、様々な組織になりうる胚性幹細胞（ＥＳ細胞）をつくることに

　　　　　　韓国と米国の研究者が初めて成功し、米科学誌サイエンス電子版に

　　　　　　１２日発表した。拒絶反応のない移植用の臓器づくりにつながる

　　　　　　半面、倫理的な問題が指摘されている。

　　　　　○成功したのは韓国ソウル大学や米ミシガン州立大などのチーム。女性

　　　　　　１６人から提供を受けた２４２個の卵子の核を取り除き、女性の体の

　　　　　　細胞から取った核をそれぞれ移植してクローン胚を作製した。３０個

　　　　　　は子宮に着床できる段階の胚盤胞（はいばんほう）に成長。取り出し

　　　　　　た細胞から一つのＥＳ細胞を作製できたという。

　　　　　○クローン胚は、子宮に戻せばクローン人間につながる。一方で、遺伝

　　　　　　的に同じ組織や臓器が作れる可能性があるため、拒絶反応のない移植

　　　　　　治療の実現が期待されている。

　　　　　○日本や仏独ではヒトクローン胚の作製は禁止、米国でも政府予算を

　　　　　　使った研究は禁止されており、ヒトのＥＳ細胞は、受精卵から作製し

　　　　　　研究が進められてきた。再生医療を進めるにはクローン胚研究が不可

　　　　　　欠として、国の総合科学技術会議でも作製解禁の是非が議論になって

　　　　　　いる。韓国では研究目的のヒトクローン胚作製は禁止されていない。

　　　　　●コメント

　　　　　　この技術は、人類全体の「これから」を左右するような「大問題」で

　　　　　　す。にもかかわらず、それぞれの国の国内法で是か非かが決まるので

　　　　　　すね。「何か変」と感じるのは私だけでしょうか？


　　◎2004/07/14　毎日新聞ニュース速報

　　　ヒト胚、難病研究か、生命倫理か　研究目的容認

　　　　　○「難病で苦しんでいる人の治療法開発のために有用だ」「人の生命の

　　　　　　萌芽を、幸福追求の手段として使うべきではない」――丸３年、計

　　　　　　３１回に及ぶ審議は、研究推進派と慎重派の意見がかみあわないま

　　　　　　ま、最後は「時間切れ」で終わった。

　　　　　　調査会がヒト胚やヒトクローン胚の議論を開始したのは０１年８月。

　　　　　　同年６月施行のクローン人間作りを禁じたクローン規制法が「３年以

　　　　　　内に受精卵の扱いを検討し、必要な措置をとる」と定めたためで、

　　　　　　０３年秋までに結論を出す予定だった。

　　　　　○審議の焦点は、ヒト胚やヒトクローン胚の研究は許されるか▽許され

　　　　　　るならどんな条件か▽ヒト胚の法的保護は必要か――など。２１人の

　　　　　　委員の意見は割れた。調査会は宗教、科学、医学などの専門家や市民

　　　　　　団体の延べ約６０人から意見を聴いたが、議論は空回りした。

　　　　　○期限とされた０３年秋を過ぎると、調査会の議事運営に「荒っぽさ」

　　　　　　が目立つようになる。同年１２月の中間報告は、委員を対象とした

　　　　　　アンケートで多数が容認したとして、会合で合意もなされていない

　　　　　　ヒト胚の作成容認を盛り込んだ。着床前診断も中間報告で容認した

　　　　　　が、その後、委員から「審議もされていない」との批判が相次いだ。

　　　　　○さらに今年６月２３日にはヒトクローン胚の作成容認を薬師寺会長の

　　　　　　判断で「強行採決」する。最終報告も同様だ。研究の規制は、ほとん

　　　　　　ど議論せずに「法律では規制しない」とした。「ボランティアからの

　　　　　　卵子提供を禁止する」など、議論を経て合意されたことはわずかしか

　　　　　　なく、ヒト胚に必要な精子や、クローン胚に必要な体細胞の提供に

　　　　　　関する問題は全く審議されなかった。

　　　　　○具体性のない「ゴーサイン」に、研究推進派の委員からも「これでは

　　　　　　いつまでたっても実際の研究は始められない」と、不満の声が漏れて

　　　　　　いる。

　　　　　●コメント

　　　　　　本当に複雑な問題なのですね。特にこの審議会は、宗教、科学、市民

　　　　　　団体と、立場を異にする人たちで構成されていたわけですから、一つ

　　　　　　の意見に集約するということは、会が発足する時点で、不可能と分か

　　　　　　っていたような気がします。しかし、委員長による「強行採決」に

　　　　　　は、とても大きな違和感を感じます。


　　◎2005/03/09　毎日新聞ニュース速報

　　　＜ヒトクローン＞全面禁止宣言を採択　国連総会

　　　　　○国連総会は８日、加盟各国に医療目的の胚（はい）性幹細胞（ＥＳ

　　　　　　細胞）研究を含めたヒトクローン技術の全面禁止に向けた法制化を

　　　　　　求める宣言を賛成多数で採択した。医療目的のヒトクローン技術の

　　　　　　有効性を主張する欧州諸国などが猛反発しており、加盟国間の亀裂は

　　　　　　かえって深まった。

　　　　　○この日の総会では先月１８日、国連総会第６委員会（法律委員会）で

　　　　　　採択された宣言を基に議論が進められ、土壇場まで全面禁止派と部分

　　　　　　容認派が対立した。最終的に投票され、米国のほか８４カ国が賛成、

　　　　　　日本や英国など３４カ国が反対、３７カ国が棄権した。

　　　　　○採択された宣言は「加盟国は人間の尊厳に反する遺伝子技術の応用を

　　　　　　禁止する必要な措置を取るべきだ」と明記している。採択後、パリー

　　　　　　英国連大使は「今回の宣言は国連総会の総意を反映しておらず、拘束

　　　　　　力のない声明に過ぎない。ＥＳ細胞研究を強く支持するわが国の立場

　　　　　　に影響はない」と述べた。


　　　 
　　◎2005/11/04　共同通信  

　　　細胞バンクに患者殺到　クローン技術に治療期待

　　　　　○患者の細胞からクローン技術で胚（はい）性幹細胞（ＥＳ細胞）を

　　　　　　作成、治療研究する世界初の細胞バンク「世界幹細胞ハブ」（本部・

　　　　　　ソウル大）が１日、患者からの細胞提供の受け付けを開始、３日まで

　　　　　　に１万人以上が登録した。

　　　　　○ＥＳ細胞は、皮膚組織などから採取した体細胞をもとにつくるクロー

　　　　　　ン胚から得られ、どのような細胞にも成長できる万能性を持つ特殊な

　　　　　　細胞。ハブの責任者の黄禹錫ソウル大教授がこの分野で先進的な成果

　　　　　　を挙げ、韓国政府が全面的に研究を支援している。

　　　　　○募集枠はパーキンソン病患者ら１００人だが、初日の受け付け開始直

　　　　　　後には治療につながると期待する患者らのアクセスが殺到しホームペ

　　　　　　ージが一時ダウン。ソウル大には「回復の最後の望み」と考える患者

　　　　　　らが夜明け前から並んだ。

　　　　　●コメント

　　　　　　科学の進歩はすごいですね。この技術の成果が、いよいよ現実のもの

　　　　　　となって来たと言えるでしょう。病気に悩む多くの方が救われる日

　　　　　　も、そう遠い話ではないのかも知れません。


　　◎2005/11/08　毎日新聞

　　　＜軟骨の形＞自由に再生　リウマチなど治療に応用へ

　　　　　○物質・材料研究機構生体材料研究センターは８日、ウサギを使った

　　　　　　実験で軟骨を思った通りの形で再生させることに成功したと発表し

　　　　　  た。変形性関節症やリウマチなどでヒトへの臨床応用を目指すとして

　　　　　　いる。同センターはこれまで、微小重力を発生させる回転培養装置

　　　　　　で、ウサギの幹細胞から軟骨を培養することに成功していた。 

　　　　　●コメント

　　　　　　着々と基礎研究も進んでいます。


　　◎2005/11/15　読売新聞

　　　米韓共同のクローン胚研究、韓国側倫理違反に米側反発

　　　　　○世界初の人クローン胚（はい）を使った胚性幹細胞（ＥＳ細胞）作り

　　　　　　に成功した韓国ソウル大が、生命倫理に反する形で同大研究室の女子

　　　　　　学生の卵子を用いて実験していた疑惑が浮上し、同大が米国に開設す

　　　　　　る初のＥＳ細胞バンクに協力を表明していた機関や研究者が次々と

　　　　　　協力を取りやめる事態に発展している。

　　　　　○騒動のきっかけは、同大のクローン胚に使われた卵子を、チーム内で

　　　　　　の立場が弱い女子学生に提供させた疑いが発覚したこと。英科学誌

　　　　　　ネイチャーが告発し、「インフォームドコンセント」のあり方に疑問

　　　　　　を投げかけた。

　　　　　○ＡＰ通信によると、１４日には同バンクが開設されるカリフォルニア

　　　　　　州の不妊治療機関が「ソウル大と一切の関係を絶つ」と明かした。

　　　　　　この騒動では、米国の民間医療財団がバンクへの補助金拠出を見合わ

　　　　　　せたほか、カリフォルニア大やスタンフォード大などが、同バンクへ

　　　　　　の協力を要請されたが、断ったといわれている。

　　　　　●コメント

　　　　　　この研究に携わる研究者は、たとえ、「針の穴」ほどでも、疑義を抱

　　　　　　かれるようなことはしてはいけない、というのが研究者に課せられた

　　　　　　「倫理」だと私は思います。



７．まとめ

　　　ここ数年の間に再生医療の分野はめざましい発展を遂げています。

　　　太古の海の中で発生した「生命」は、淘汰や滅亡、適応や変異といった自然

　　ままの経緯をたどって、現在のようなさまざまな生物へと進化してきました。

　　それは、地球の歴史の中で、本当に気の遠くなるような長い時間をかけて出来

　　上がってきた姿であり、存在なのです。
　
　　　しかし、今や人類はとうとう新しい生物を作り、自分自身の複製まで製造し

　　ようとしています。それは、いったいどこまで許されるのでしょうか・・・？

　　不治の病や難病に苦しむ人々が救われ、世の中の人がみな幸せになる為の科学

　　技術の進歩は大いに望まれます。誰でも、健康で幸せな人生を送る権利がある

　　のですから・・・。

　　　しかし、万が一、人類が「生命」への畏れの念を失った時、その短い「ヒ

　　ト」「ホモサピエンス」の繁栄した時代が過去のものとならないとは、いった

　　い誰に断言できるでしょうか！進化したブタに、それを語られる世界なんて、

　　例えSF映画でも見たくはありませんね。

**************************************************************
当メルマガ　薬剤師だから知っている。３分間の薬と健康の裏情報の目次

☆過去に発行済みの内容です。

発行済みのメルマガは、当店ホームページからご覧頂けます（一部を除く）。
　　　　↓  ↓  ↓  ↓
http://www3.ocn.ne.jp/~kenkodo/m-magazine.html

創刊号　リノール酸は、猛毒の油に変身する！！

２号　抗ガン剤。効く癌・効かない癌

３号　絶対にウソを付くような人ではない友人の勧めで買ったその商品。
　　　でも、知らないうちに貴方は騙されているのかも！！

４号　「イワシの頭も信心から」。鰯は「どうでも良い物」の代表のよう
　　　に言われますが、そんな鰯からアトピー・慢性湿疹の薬が出来まし
　　　た！新発想が生み出した副作用の非常に少ない薬です。

５号　女性の髪は若さのシンボル。男性にとってフサフサの髪は「女性に
　　　もてる」必須アイテム。大○製薬のリ○ップなんか目じゃない、男
　　　性にも女性にも効く育毛剤があった！！

６号　太りにくく痩せやすい体質の作り方

７号　沖縄の長寿は、遺伝か環境か？

８号　高血圧の話。３回シリーズの第１回目

９号　高血圧の話。３回シリーズの第２回目

１０号　高血圧の話。３回シリーズの第３回目

１１号 「身体のしくみ」━わかりやすさを最優先した場合、こんな内容
　　　　になります（厳密に言うと、ちょっと違う表現がありますが）。

１２号 梅雨時は物が腐りやすい。我々の身体の中でも「腐る」という現
　　　 象が起きます。活性酸素の話。３回シリーズの１回目

１３号 梅雨時は物が腐りやすい。我々の身体の中でも「腐る」という現
　　　 象が起きます。活性酸素の話。３回シリーズの２回目

１４号 梅雨時は物が腐りやすい。我々の身体の中でも「腐る」という現
　　　 象が起きます。活性酸素の話。３回シリーズの３回目

１５号 医食同源「クスリ」になる身近な食べ物／柿・ゴマ・ダイコン

１６号 薬と食べ物の危険な「食べ合わせ」その１／解熱鎮痛剤とあんこ
       ★緊急報告「『にがり』取りすぎ健康被害の恐れ」

１７号 薬と食べ物の危険な「食べ合わせ」その２／便秘薬と牛乳

１８号 「葛根湯医者」はヤブ医者？それとも名医？　「葛根湯医者」に
　　　　学ぶ漢方のカゼ薬の上手な使い方。

１９号 顔の汗を、即効で、引かせる方法

２０号 【１】食品別、食中毒を起こさないための注意点
      　　　　 第１回  ハム・ソーセージ・自家製野菜などのビン詰め・な
　　　　　　　　　　　 れ寿司（魚を使って発酵させた保存食品）
　　　 【２】当店を訪れたお客様の話シリーズ。
　　　         第１回「臭わないにこしたことはない？」

２１号 【１】食品別、食中毒を起こさないための注意点
　             第２回「牛肉・サラダ・和えもの・漬け物」
       【２】「やせた男性は、ガンに注意」という記事が８月１２日の日経
　　　　　　 新聞に載りました。「疫学調査」の結果だそうです。
    　　　 　　「疫学調査」って何？　疫病つまり伝染病の調査？

２２号 【１】「寝る子（供）は育つ」、「寝る大人は美肌になる」
　　　 【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
             変身をするためのダイエットの基礎知識」
　　　           ４回シリーズの１回目－「『体脂肪率』の本当の意味」

２３号 【１】薬と食べ物の危険な「食べ合わせ」
　　　　　　　　　　その３／風邪薬・解熱鎮痛薬と、アルコール（お酒）
　　　 【２】イボ痔又はキレ痔の方は必見－漢方薬で痔を治す方法
                 ４回シリーズの一回目
                    「漢方の痔の飲み薬「レンシン」は、『どのような症状
　　　　　　　　　　　だったら、早く効くか？良く効くか？』」

２４号 【１】薬と食べ物の危険な「食べ合わせ」
　　　　　　　　 その４／コーヒー・紅茶・日本茶と喘息の薬他
　　　 【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
             変身をするためのダイエットの基礎知識」
　　　       ４回シリーズの２回目
　　　　　　　　「寝る前の体重と、朝起き抜けの体重との差の意味するもの」

２５号 【１】知ってて欲しい、「エイズ」の正しい基礎知識－第１回目
　　　 【２】イボ痔又はキレ痔の方は必見－漢方薬で痔を治す方法
　　　　　　 ４回シリーズの２回目
　　　　　　　　「『やったーっ！　お尻スッキリ！　気分もスッキリ！』と
　　　　　　 　　いう方のお話」

２６号 【１】知ってて欲しい、「エイズ」の正しい基礎知識－第２回目
　　　 【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
             変身をするためのダイエットの基礎知識」
　　　       ４回シリーズの３回目
　　　　　　　　「マイク○ダ○エットの、より効果的な使い方」

２７号 【１】知ってて欲しい、「エイズ」の正しい基礎知識－第３回目
　　　 【２】「イボ痔又はキレ痔の方は必見－漢方薬で痔を治す方法」
　　　　　　４回シリーズの３回目
　　　　　　　　「『激しい痛み』プラス『ひどい出血』という状態でも、
　　　　　　　　　飲み薬『レンシン』は有効か？」

２８号 【１】今話題のコエンザイムＱ１０。多種類が販売されています。
             選択のポイントは何？
　　　 【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
             変身をするためのダイエットの基礎知識」
　　　       ４回シリーズの４回目
　　　　　　　　「痩せやすく、太りにくい体質を手に入れる方法」

２９号 【１】糖尿病４回シリーズの第１回「糖尿病とは」
　　　 【２】「イボ痔又はキレ痔の方は必見－漢方薬で痔を治す方法」
　　　　　　４回シリーズの４回目
                    「便器が真っ赤になる！」そんなひどい症状の場合でも
　　　　　　　　　　レンシンは有効か？

３０号 【１】今話題のコエンザイムＱ１０の働き
　　　　　　　 （１）コエンザイムＱ１０と老化
　　　　　　　 （２）コエンザイムＱ１０と美容
　　　 【２】糖尿病４回シリーズの第２回「糖尿病は、何故恐い？」

３１号 　糖尿病４回シリーズの第３回
　　　　　　「糖尿病は遺伝する－身内に糖尿病の人がいる方は要注意」

３２号 【１】コエンザイムＱ１０の「効用」／その１回目　　　　
       【２】糖尿病４回シリーズの最終回
                 「糖尿病にならないための日常生活」

３３号 「食物繊維の話－全く違う働きのある２種類の食物繊維」
　　　　　　　２回シリーズの１回目「食物繊維とは」

３４号 「食物繊維の話－全く違う働きのある２種類の食物繊維」
　　　　　　　２回シリーズの２回目「食物繊維の上手な取り方」

３５号  【１】コエンザイムＱ１０の「効用」／「愛用者の声」
　　　　【２】糖尿病に関してのご質問に答えて。
　　　　　　　　　ＨｂＡ１c（ヘモグロビン・エー・ワン・シー）とは？

３６号  【１】肝炎の種類と予防法
　　　　【２】コエンザイムＱ１０に関するご質問にお答えして、
　　　　　　　　　そもそも「コエンザイムQ１０」って何？

３７号  ＤＮＡ鑑定とは？

臨時号  【１】訂正とお詫び
        【２】血液製剤「フィブリノゲン」でＣ型肝炎の危険

３８号  ペットと人間に共通の病気－その第１回
　　　　犬の７５％、猫の９７％が持っている（保菌している）パスツレラ菌

３９号  お屠蘇（とそ）の話

４０号　おせちの「栄養学」

４１号  花粉症について－第一回「花粉症対策の２つの『すごい物』」

４２号  死者１４名、ノロウイルス大流行？！

４３号  ノロウイルスに関連して、「ウイルスって、そもそも何？」の１回目

４４号  ノロウイルスに関連して、「ウイルスって、そもそも何？」の２回目

４５号  インフルエンザウイルスについて

４６号  【１】鳥インフルエンザウイルス
                   「人から人への感染する可能性が濃厚」
　　　　【２】コエンザイムＱ１０配合クリーム

４７号  ガンを「退治」出来る（かも知れない）免疫学の話。その１回目

４８号  ガンを「退治」出来る（かも知れない）免疫学の話。その２回目

４９号  【１】花粉症と漢方薬－「漢方では、同じ花粉症でも、症状によって
              漢方薬を使い分けます。すると、副作用はなく良く効きます」
        【２】花粉症の方の、「症状を軽くするポイント」
　　　　【３】花粉症ではない方の、「花粉症にならないための注意点」

５０号 「『猛犬（もうけん）』ならぬ『盲検（もうけん）』に注意！！」と
        いうお話

５１号  ペットと人間に共通の病気－その第２回・オウム病

５２号 　鳥インフルエンザ（新型インフルエンザ）の最新情報

５３号 風俗産業従事者の３２％、一般女性の１１％が感染している性病
       （その前編）

５４号 【１】風俗産業従事者の３２％、一般女性の１１％が感染している
　　　　　　 性病（その後編）
　　　 【２】以前、当メルマガで紹介させて頂きました痔の漢方薬「レン
             シン」を服用いただいておりますお客様からのご質問にお答
             えして。

５５号　今話題のガ○ュ○に関連して。ガ○ュ○ブームに火を付けた某番組の
　　　　内容の中で、ちょっと変な所があったのに気が付きましたか？

５６号  日本人で初めてヤコブ病（ＢＳＥ）で死亡者。しかし、ヤコブ病より
        も「恐ろしい」（かも知れない）「現実」が日本にある！？（前編）

５７号  日本人で初めてヤコブ病（ＢＳＥ）で死亡者。しかし、ヤコブ病より
        も「恐ろしい」（かも知れない）「現実」が日本にある！？（後編）

５８号　テレビ番組の司会者の「発言」の重要性。司会者の、番組内容に対
        する総評としての発言が、その番組の意味（コンセプト）を１８０度
        変えてしまう。

５９号  【１】肥満は生活習慣病（成人病）の元凶！  
　　　　　　　メタポリックシンドロームと内臓脂肪
　　　  【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
　　　　　  　変身をするためのダイエットの基礎知識」  その５回目
            　　　自分の「基礎代謝量」と「生活代謝カロリー」を知る。

６０号 【１】正しいお昼寝の仕方
　　　 【２】ダイエットを科学する。「視線釘付け！魅力アップと華麗なる
             変身をするためのダイエットの基礎知識」  その６回目
　　　　　　　　　「生活代謝カロリー」を増やす方法      

６１号　コーヒー好きの方にお送りする２つのお話。その１
　　　　　　　「『コーヒーは、糖尿病に良い』って本当？」という話

６２号　コーヒー好きの方にお送りする２つのお話。その後編
　　　　　　　コーヒーを良く飲む人は、ほとんど飲まない人に比べて、
　　　　　　　肝臓癌の発症率が低下する。

６３号 　食中毒に御注意を。食中毒は家庭でも多く発生しています。
         件数で比較すると、旅館の２．４倍、仕出し屋の３．６倍です。

６４号 　代表的な食中毒について（原因食品別に）。

６５号  夏です！　ダイエットにチャレンジしませんか！
　          ダイエットのポイントを知り、少しの努力で大きな結果を
　　　　　　出す方法（３回シリーズの１回目）                        

６６号  夏です！　ダイエットにチャレンジしませんか！
　          ダイエットのポイントを知り、少しの努力で大きな結果を
　　　　　　出す方法（３回シリーズの２回目）                        

６７号  夏です！　ダイエットにチャレンジしませんか！
　          ダイエットのポイントを知り、少しの努力で大きな結果を
　　　　　　出す方法（３回シリーズの３回目）                        

６８号  アスベストって石綿でしょ？　学校の理科の実験で、アルコール
　　　　ランプの下に敷いた「石綿金網」、あれもアスベスト？（その前編）

６９号  アスベストって石綿でしょ？　学校の理科の実験で、アルコール
　　　　ランプの下に敷いた「石綿金網」、あれもアスベスト？（その後編）

７０号　夏風邪に効く漢方薬

７１号  食用油に関する「常識」の誤り（２回シリーズ）
　　　　　第１回　健康にとって、「良いアブラ」、「悪いアブラ」、
　　　　　　　　　「中立のアブラ」

７２号  食用油に関する「常識」の誤り（２回シリーズ）
　　　　　　第２回  バターよりマーガリンの方が健康に良い？

７３号  魚介類とメチル水銀（その前編）

７４号  魚介類とメチル水銀（その後編）

７５号  夏、そして秋、バーベキューで楽しもう！
　　　　　　　バーベキューや鍋料理の際、カンピロバクター食中毒に
　　　　　　　ご注意を

７６号  健康や薬には直接は関係ないけど「貴方は知っていました？
　　　　知らないと損しちゃうかも」という話。その１回目
        　　ある居酒屋さんのキャンペーン「ご利用金額の半額分を
            金券にて払い戻し」というキャンペーン。これって本当に
            半額になる？

７７号  「ＳＡＲＳ（サーズ）？　それって、終息宣言されなかったっけ？」
　　　　ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）の問題は終わったわけではない
　　　　のです。（３回シリーズの１回目）

７８号  「ＳＡＲＳ（サーズ）？　それって、終息宣言されなかったっけ？」
　　　　ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）の問題は終わったわけではない
　　　　のです。（３回シリーズの２回目）

７９号  「ＳＡＲＳ（サーズ）？　それって、終息宣言されなかったっけ？」
　　　　ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）の問題は終わったわけではない
　　　　のです。（３回シリーズの３回目）

８０号  　西ナイル熱と新興感染症。２回シリーズの１回目

８１号  　西ナイル熱と新興感染症。２回シリーズの２回目

８２号  　西ナイル熱と新興感染症。その番外編
　　　　　　「ニパウイルスの立場。『冤罪（えんざい）だ！！』」

８３号　　ピロリ菌発見の二氏がノーベル生理学医学賞
　　　　　「氏は自ら実験台に」。でもその理由は「種差（しゅさ）」だった。

８４号  　動物虐待の現実。
　　　　　知ってました？　毛皮養殖場では、まだ生きたままの動物から
　　　　　　　　　毛皮を剥（は）ぎ取っていることを。　

８５号  　鳥インフルエンザの最新情報。
          　　いよいよ、鳥インフルエンザの「変身前夜」か？

８６号  　再生医療とクローン人間（３回シリーズの第１回目）

８７号  　再生医療とクローン人間（３回シリーズの第２回目）

短編（科学のよもやま話）　第１号
【１】カキの性欲促進作用に科学的根拠
【２】亜鉛は十代の子どもの脳をシャープにする

発行済みのメルマガは、当店ホームページからご覧頂けます（一部を除く）。
　　　　↓  ↓  ↓  ↓
http://www3.ocn.ne.jp/~kenkodo/m-magazine.html


★今週の内容
８８号  　再生医療とクローン人間（３回シリーズの第３回目）

８９号以降も、続々と発行します！

E-mail:　mailto:kenkodo@oregano.ocn.ne.jp


―[プロフィール]―――――――――――――――――[プロフィール]―
■長澤　昭（ながさわ　あきら）１９５２年　静岡県生まれ
１９８０年に薬局を創業。
２０００年、毎日新聞「アミューズ」に、「漢方薬に詳しい薬局」として、
全国わずか３５店のうちの１店として取り上げられる。
２００１年、約３００の病名・症状別の「病気別漢方選薬システム}を完
成させる。
現在は、当店ＨＰにて公開中
―――――――――――――――――――――――――――――――――

-------------------------------------------------------------
□登録／解除の方法　
　　　　↓  ↓  ↓
http://kenkodo.web.infoseek.co.jp/melmaga.html
（E-Magazineからご購読の方はこのメルマガの一番下に解除フォーム有り）
-------------------------------------------------------------

―――――――――――――――――――――――――――――――――
□注意・免責事項
◎一般の方向けの内容なので、厳密な医学用語は使用していません。医学
的な専門性から考えた場合、妥当でない表現があると思いますが、なるべく
平易な表現を使用するようにしてあります。
◎個別の健康相談を行うものではありません。
◎体の状態は個人によって異なっています。現在治療中の方はかかりつけ
　の主治医と相談をしてください。
◎ご自分の責任の範囲でご利用ください。記載内容を利用し生じた結果に
　ついて、当方では責任がとれませんのでご了承ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
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「薬剤師だから知っている。３分間の薬と健康の裏情報」の本文は、
著作権により保護されています。
ただ、個人的にお友達に転送することは自由です。その場合、この
メルマガの一部だけを転送するのではなくて、全文を転送していた
だけると、うれしいです。よろしければ、お知り合いの知人、友人
に教えてあげてくださいね（商用の場合を除く）。
転載の場合はご一報ください。
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