米国のES細胞研究助成
仮差し止め命令、国外にも波及
US stem-cell chaos felt abroad
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ES 細胞研究への連邦政府助成を差し止める米国連邦地裁の仮処分決定で、
国際共同研究が危機に。
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が、今後の法廷闘争や議会での論戦を
考えると、この研究分野は、最低でも
数か月は不確実な状況が続くことにな
る。「米国政府の方針が、最長 4 年に一
度の頻度で変わりうるということは、ヒ
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研究を立ち上げたばかりだった。こうし
た遺伝子の変異は、先天性心疾患、不整
脈や心不全に関与すると考えられてきて
おり、このプロジェクトに対する熱意が
高まりつつあった。
この共同研究では、Pedersen が、遺
伝子操作で疾患の原因となる変異を起
こ さ せ、 蛍 光 標 識 し た ヒト ES 細 胞 を
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ES 細胞から十分に成熟した心筋細胞に
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なっていた。Bruneau は、自分の担当研
究の資金として、NIH の大型コンソーシ
アム助成金を充てる予定にしていた。と
ころが、8 月 23 日、米国連邦地方裁判
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降に立ち上げた、あるいは現在計画中の
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請を行い、即座に棚上げされた後のこと
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一部の外国人ポスドクは、あきらめず

当時を振り返って、Pedersen は、次
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のように語る。「あれが正当だったとは

給与をもらって、ヒト ES 細胞から腎臓

る。カリフォルニア大学サンフランシス

思いません。むしろ、理不尽だったと

前駆細胞を誘導する研究を行った。「私

コ校糖尿病センターに所属するオランダ

感 じ て い ま す。 米 国 は 私 の 母 国 で す。

の研究キャリアは、この助成金によって

人ポスドク Dennis Van Hoof は、民間

今回の件で、米国は痛手を受けたと思

本格的にスタートしました。現在の共同
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研究者に出会ったのも、自分で最初の助

身も 1 型糖尿病患者である Van Hoof は、



■
（翻訳：菊川要）

成金を獲得できたのも、NIH の助成金
によるポスドク時代のおかげです」と
Laslett は話す。だからこそ彼は、米国
にいる共同研究者の一部が、助成金を受
け取れなくなったというニュースを聞い
て、
「身が縮む思いをした」といっている。
米国内で働く外国人ポスドクは、さら
なる不確実性に悩まされている。米国内
で研究を続けるべきかどうかを直ちに判
断しなければならないのだ。「今は、す
べてが落ち込んでしまっているような感
じです」。こう話す Adam Goulburn は、
Elefanty の 研 究 室 で PhD を 取 得 し、8
月からコーネル大学ウェイル医学校（米
国ニューヨーク）の Stewart Anderson
研究室で、ポスドクとして働き始めたと
ころだ。Goulburn は、ヒト ES 細胞か
ら純粋な介在ニューロン集団を誘導する
ことをめざしている。発生中の脳におけ
る介在ニューロンの移動や機能の異常
は、自閉症、てんかん、統合失調症といっ
た疾患に関与すると考えられている。こ
のプロジェクトが直ちに危機的状況に陥
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