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開会のご挨拶

近年、画像診断技術の向上やシークエンス解析技術の進展とともに、脳科学やヒトゲノム解析研究などの分野
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公共政策研究分野）

では、参加者自身の健康や生殖の意思決定に関わる膨大な量の「発見」がなされるようになり、
なかには、予防法

講演

や治療法のない疾患、家族性の疾患に関する情報も含まれている。
また、実用化が進んでいるヒト幹細胞治療研

Ellen Clayton（Vanderbilt University）

究でも、移植される細胞には様々な種類の感染症検査を実施することが求められており、細胞の提供者への情報

"Return of research results to participants ‒ from the clinic to research"

提供のあり方が問われるようになった。

指定質問者討論

研究参加者に対して、
どのような結果を返却（フィードバック）すべきか？ この問いについては、諸外国でも、いま

髙嶋 佳代（東京大学医科学研究所

公共政策研究分野）

"Issue of Returning Results of Regenerative Medicine Research"
三成 寿作（大阪大学大学院医学系研究科

医の倫理と公共政策学）

だに結論が得られていない。研究領域ごとに様々な議論がなされているが、Ellen Clayton氏は主要な論者の１
人であり、有益な知見を提供しつづけている。
幸いなことに、CITI Japanプロジェクトの協力により、東京でClayton氏を招聘する機会を得ることができた。
日

"Feedback of individual genetic results to research participants in personal genomics"

本において、ELSI (Ethical, legal and social implications) 研究者の層は薄く、
また所属する学術的なコミュニ

高島 響子（東京大学大学院医学系研究科

ティも多岐にわたっているため、相互交流の機会が限られている。そこで、招聘にあたり、Clayton氏の講演会のみ

医療倫理学分野）

"Incidental Findings in Neuroimaging Studies"

ならず、
日本の若手ELSI研究者との対話型集会として開催することとし、その趣旨については、Clayton氏からも

INDEX

快諾を得ることができた。
3

開催の辞

武藤 香織（東京大学医科学研究所

公共政策研究分野）

4

"Return of research results to participants ‒ from the clinic to research"

ンセプトのもと、脳科学、
ヒトゲノム解析研究、幹細胞治療研究という３つの異なる研究領域（そして近年、著しく融

Ellen Clayton（Vanderbilt University）

合が進んでいる研究領域）における論点を、
日本の若手ELSI研究者から提示してもらうこととした。本報告書は、

34 "Issue of Returning Results of Regenerative Medicine Research"
髙嶋 佳代（東京大学医科学研究所

公共政策研究分野）

44 "Feedback of individual genetic results to research participants in personal genomics"
三成 寿作（大阪大学大学院医学系研究科

医の倫理と公共政策学）

58 "Incidental Findings in Neuroimaging Studies"
高島 響子（東京大学大学院医学系研究科
74 Ellen Clayton氏からのメッセージ

医療倫理学分野）

そして、研究領域ごとに閉じた議論をしてきた研究結果の返却をめぐる議論を、一度、
「横串」にしてみるというコ

この集会のエッセンスをまとめたものである。
研究結果の返却をめぐる議論は、そもそも研究参加者と研究者の関係性は、
どのようにあるべきかを問い直すこ
とでもある。そして、人の試料・情報を用いる観察研究から臨床試験まで、
さらには直接的に人体に侵襲を加えない
質問紙調査やインタビュー調査、
フィールドワークも含め、人の協力を得て実施する研究分野に共通の倫理的課題
でもある。
この集会を契機として、今後、領域横断的に議論が進展することを願いたい。

謝辞
本集会開催と報告書作成にあたり、
（ 独）科学技術振興機構 再生医療の実現化ハイウェイ 課題D「再生医療
の実現化に向けた研究開発における倫理上の問題に関する調査・検討・支援」による財政的支援を得た。
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日本語
要約

Return of research results to
participants from the clinic to research
しかしもっとも驚くべきことは、多くの検 査 機

立 衛 生 研 究 所（ N I H ）は、研 究 助 成 金を出す

関、臨床医がACMGの勧告に署名しておきな

際に、研究者がプロジェクトに関与する全ての

がら、その内 容に従っていないということであ

研究者に対してデータの共有を許可しなけれ

Vanderbilt University

る。患者の選択に関する問題が大きいというこ

ばならないという提案を検討している。本案が

Craig-Weaver Professor of Pediatrics

と、あるいは勧告に従うために行うべきデータの

最終決定されれば、研究者はIC時にデータ共

Professor of Law

解 析が本当に大 変だと認 識し始めたことなど

有や他の研究による利用についても同意を得

Co-Founder, Center for Biomedical Ethics and Society

が理由である。一試料を解析するのに10時間

ねばならないことになる。

研究参加者への結果の返却に関して
エレン・クライトン MD、JD

以上かかる場合もある。
本日の発表では、
まずさまざまな「結果」につ

とは 違 うもの で あ る 。こ の 場 合 、二 次 的

別の影響として、多くの臨床家は、余計な結

果返却の際に実際に返却する必要のあるもの

いて定義し、臨床と研究における違いを踏まえ

（secondary）な結果、あるは追加的解析とい

果を得なくて済むよう、全ゲノム・エクソームの配

は、情報の信頼度が高く、かつ、臨床的に有用

列を調べることを避けるようになった。

であるということが分かっているものということで

ながら、昨年のAmerican College of Medical
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もう1つ合意が得られていることとしては、結

う言葉の方が適切と考える。

Genetics and Genomics（ACMG）
の勧告によ

他の問題としては、科学的なエビデンスが不

臨床において、
アメリカでこの議論はまだ終

る論争の変化や、研究の文脈で返却されるべ

十分ということである。56遺伝子のいくつかは

わっていない。A C M Gの勧 告に対 するバック

き結果について説明する。

エビデンスがあるが、エビデンスがないものもあ

ラッシュは、驚くべきものである。

ある。
このように合 意が取れている点もある一 方
で、問題は残されており、それは、実際にどの結

結果の種類として、第一に、研究や治療の目

る。
また、ACMGの勧告が出されたプロセスに

的に対する本 来的な結果がある。第二に、本

も問題がある。患者は入っておらず、遺伝子学

研究の目的に対する本来的な結果を返却する

めるのかということである。
アメリカでは、IRBが

来的な結果を得る過程で見つかることが予想

者が委員会にいたにすぎなかった。
さらに、
これ

問題として、結果の再現性や検証がなされてな

主要な役割を果たし、決定する。

されているものがある。
これら二つの結果は、事

らの検査が日和見的（opportunistic）なスク

い こ と 、そ し て 研 究 と 治 療 と の 誤 解

結果返却についての議論において、Susan

前に同意を得た上で開示すべきである。問題

リーニングであることから、被検者に変異が見

（therapeutic misconception）がある。研究

Wolfらが2012年に出版した論文は重要であ

は、
これら以外の偶発的所見と呼ばれるもので

つかった場 合でも、家 族 歴が明らかな場 合の

と治療との誤解とは、研究参加者が、
自分が治

る。彼 女らの提 案では、バイオバンクには結果

ある。

浸透度のようにはいかないことも問題である。

療を受けていると誤解することを意味する。

返却の義務がある。つまり、研究結果が研究参

ここから、研究について話を移したい。
まず、

果をいかにして返却するのかについて、誰が決

現 在、アメリカで大きな問 題となっているの

しかし、ACMGの勧告でもっとも大きな問題

次に、本来的な結果を得る過程で見つかる

加者に返却されるよう確保する必要があること

は、遺伝学検査において、追加の解析が必要

は、選択を否定していることである。つまり、患者

ことが予想される結果については、検査の機関

を意味しており、バイオバンクの試料を使用した

となるような「結果」についてである。ACMGの

に残された道は、全部を見てもらうか、全く何も

や機械が臨床的な解釈に適していないことや、

二 次 研 究を行う研 究 者までもが 含まれる。一

勧告によると、臨床の場でゲノム・シーケンシン

見ないかの二者択一しかないのである。患者

研究者が臨床家でない場合が問題となる。

方、現在、CSER-eMERGEから出されている

グを実施する際は、検査の目的とは別に、56の

の選択肢や医師の自律性を愚弄するものとい

最後に、二次的結果、すなわち目的を超えた

新しい提案は、先のWolfらの提案よりも焦点を

遺伝子変異についても調べなければならない。

える。多くのグループが勧告に対するに声明を

（beyond the target）結果である。
このような

絞ったものである。そこでは、二次利用の研究

これらに対して、偶 発 的 所 見（ i n c i d e n t a l

発表した。
カナダの人類遺伝学会（Canadian

結果への対応として合意が得られている点も

者は含まない。
このような変更があった理由は、

ﬁndings: IF）
という言葉は適切ではないと考

Society of Human Genetics）や、米国の大

ある。それは、返却を念頭に置いている場合に

ゲノムデータの解析が本当に大変なものだとい

えられる。探索していなかったものを全く偶然に

統領生命倫理評議会などが、患者は追加検査

は、事前のインフォームド・コンセント
（IC）
におい

う経験に起因する。そのため、米国での結果返

発見するのが偶発的（incidental）であり、意

の実施に関して選択肢を持つべきだと述べて

て明示しなければならないという点である。大

却の議 論はこの1 年で劇 的に変 化し、結 果 返

図的に追加の分析を行った結果分かったもの

いる。

規模プロジェクトの場合はより複雑である。米国

却を義 務 化するという方 針は退 歩した見 方と
5

Return of research results to
participants from the clinic to research
Ellen Wright Clayton, MD, JD
Vanderbilt University

who has a disorder like cancer, like pulmonary hypertension; and as in a protocol that is to try
to find out what is causing the cancer or how best to treat the cancer or to treat the disease of
interest. This is the one that the participant is likely to be most interested in. The first kind
of finding that I want to talk about is the reason you did the test in the first instance.

Craig-Weaver Professor of Pediatrics
Professor of Law
Co-Founder, Center for Biomedical Ethics and Society

The next sets of findings that you can talk about are what we can call anticipated findings.
Now what I mean here are the findings that you would come up with in the process of
answering the clinical question or doing the research. For example, in the context of doing
Genome Wide Association Studies, and I’m going to use most of my examples from genomics
because that’s what I do but I’m going to talk about some other kinds of research shortly.

I can't tell you what a pleasure it is to be here. I actually didn’t know what the policy was

When you do Genome Wide Association Studies as a matter of quality control, that’s what QC

inJapan for return of results. And you will not be surprised to find out that the point of my

means, you automatically find sex chromosome anomalies like Turner’s syndrome having just

talk is to suggest that it’s not a good idea. But what pleases me more is the opportunity to

1 X-chromosome; Klinefelter syndrome, a male condition where you have 2 X-chromosomes

speak with so many young researchers here in Japan and to learn about some of the concerns

and a Y. Just as a matter of doing the research, you have to find that.

that you have and to share with you some of the thoughts that I have over the years of
working with this. I am so grateful to be here. I am so honored for the invitation and I really

The other kind of thing that we are beginning to talk about in the area of genomics is the idea

am looking forward to hearing what you all have to say for the rest of the day.

of Pleiotropy. This is the idea that one gene can have more than one effect. For instance, you
can have a drug-metabolizing gene that mutations affect the metabolism of lots of different

The goals that I have for this talk are several. First of all because I have heard that there is

drugs. If you find a variant in one of these genes, it may affect a number of things. The point

uncertainty about the language that I’m going to try to define what kinds of results we are

that I’m not talking about here with anticipated findings is that there are some things you

talking about and how they are found and why this makes a difference.

know you were going to find that are unrelated to the clinical question or the research
question but that you were absolutely positively going to have to find in the course of doing

We have not come to complete consensus in the United States about how these various

your research or clinical care.

findings were to be characterized. But it certainly makes a difference and I’m going to suggest
ways that we can go forward. I’m going to discuss a little about what results to look for and

These two kinds of findings, those that are pertinent to the question that you were trying to

disclose in the clinic.

answer, those that you absolutely are going to have to uncover in the process of answering the
question. These are ones that absolutely have to be disclosed in the context of your consent

Now I know that this talk is about research. But frankly, we need to talk about what’s going

process.

on in the clinic for a couple of reasons. One of them is that the debate in the United States
has required much more disclosure in research than it has in the clinic until very recently.

So clinical roles, for instance for genomic sequencing which is what the debate in the United

The other reason is that the proposal by the American College of Medical Genetics and

States has recently been about have fallen into a couple of different categories. One of them is

Genomics (ACMG) last year was so radical and so unfounded that it has dramatically changed

that you can do this for diagnosing and to drive therapy in cancer.

the conversation in the United States in ways that I will explain to you. And then finally, I
will talk about what kinds of results that I think ought to be returned in the context of

You can do this using whole genome sequencing or, increasingly, you can use targeted testing.

research.

At Vanderbilt, for example, when we have patients who are newly diagnosed with cancer, they
have a test for mutations in 174 genes that can help to diagnose the cancer and help to direct

First of all, let’s talk what kinds of results we’re talking about. Now the first are those that

therapy.

are pertinent the clinical or research question. For instance, if you have a research participant
6
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We can also look for variants that help us direct how we use drugs. Drugs like Warfarin,

But the point that is really important to make here is it is essentially as if you are doing a

which is a blood thinner, drugs like Clopidogrel, which is another blood thinner and some

blood test to look at somebody’s hematocrit or their level of hemoglobin in the blood. And just

cancer chemotherapeutic drugs; these approaches are typically targeted.

in addition, you decide that you also have to look for something completely different like their
serology for HIV or for any other things. This is extremely unusual in the state of medicine.

Then the final thing that we typically use sequencing for are diagnosing people, generally

Usually when a physician orders a test, the answer they get back is what they ordered and

children, who have undiagnosed disorders that appear to be genetic. This is a citation that’s

nothing else. This is completely different from that.

in your book for a discussion about how this has recently been done.
So they go further. They actually call these incidental findings. You’ll see that that is a
But the main thing and the thing that we spend a lot of time talking about are not the kinds of

misnomer that is not the correct word to use for reasons that I’m going to talk about in a

disorders that you find because that’s what you’re looking for or because you absolutely

minute. They say that the laboratory must examine the 56 extra mutations and that the

positively have to find them, but results that are beyond the target, that are beyond what

clinician and the patient do not have any choice about this additional analysis even though

you’re looking for.

labs typically don’t do tests that weren’t ordered. And then they are told that the result has to
be returned to the clinician who then has the obligation to “contextualize” the results to the

And I’m using two examples here from Radiology to make the point. In this picture of a chest

patient.

x-ray, the circle, which might have been taken as it, was in my mother’s case because they
were looking for a broken rib or as they might have been looking for something else. But

Now I have to tell you that in the United States, as a matter of law, patients have absolute

incidentally, they found a lung cancer. That’s what is in the circle.

right to get all their lab results that have been ordered by a physician. The idea that somehow
patients aren’t going to find out about these results is a mistake.

Or you might have done a head MRI for some reason and what you find there, using the wrong
thing there, is an arteriovenous malformation. That is an area where the arteries and the

I’ve hinted to you already that there are problems with this proposal. And now, I’m going to

veins don’t connect to each other correctly and they may suddenly have a hemorrhage there,

tell you some of what they are. First of all, this is not incidental. Incidental means something

which can cause a lot of problems including death.

that you stumbled upon; means that something that you weren’t looking for and accidentally
found. This is the result of a deliberate decision to look, to do extra analysis. This is not like

So these are not the reasons you did study, you just incidentally find them. These are what we

incidental findings in an imaging study. This is not finding a lung cancer in a chest x-ray or

call stumbled upon. It’s as if you were walking along and there is a stick in the road or a rock

an arteriovenous malformation in an MRI. It is like having to do a lab test that wasn’t

in the road and you stumble upon it. These are what we call incidental findings.

ordered. The better term for this is secondary finding or extra analysis. And, basically, what
the American College of Medical Genetics did was that you have to look for these secondary

Now the big problem in the United States and the big problem that we have talked about in

findings. There is nothing incidental about this.

genetics is that there are some findings that in order to find them you have to do extra analysis.
It’s not as if you stumble upon them in the road. It’s as if what you do is you take a sample, and

Other problems, there was inadequate scientific evidence for the 56 genes that they came up

I’m going to say a little more about this, but this is what the American College of Medical

with. Some of them, of course, there are a lot of evidence for like BRCA1 and 2. But for

Genetics and Genomics came out with recommendations for last year. They argued that when a

others, there was not nearly enough scientific evidence. None of these genes are routinely

lab is doing genome sequencing in addition to looking for the variants that will answer the

screened for in the population. All of these genes, when they are looked for, are looked for

clinical question, in addition to looking at the variants that you need to look at for quality control

because the person is already having problems or because there is a pertinent family history.

to make sure that you’re doing the right person that you have to look for variants in 56 other

This is opportunistic screening for which there is no basis.

genes. And they argue that this is a duty to hunt. That you have to look for these 56 genes

8

eventhough they’re not necessary to answer the question that you’re trying to answer. They

Another problem, I’m a lawyer, among other things. And another problem with this proposal

argued that it is because of what they caught. They come up with a couple of arguments for it.

is that they did not have adequate process for coming up with their recommendations. There
9

Return of research results to participants from the clinic to research

were no patients. There were no pairs. There were just medical geneticists on the committee

Why does this matter? Because we cannot assume that everybody wants all this information.

who came up with these results.

We have a lot of information that people, when given a choice, will sometimes choose not to get
it. Now in many cases for people who are at high risk for cancer syndromes, the majority of

And then the other thing that’s a problem is that because this is opportunistic screening,

people will get testing. But in other settings, either where there’s nothing you could do or

because this is looking for variants in families that may or may not have a pertinent family

whether the variant is incompletely penetrant or where the risk is not completely clear; they

history, it is very likely that these variants are not going to be as penetrant as they are in

may choose not to pursue it. I’m happy to give you more evidence about that but there’s

families where the disease is present.

plenty going back over decades.

For those of you who aren’t geneticists, let me back up a little bit. The history of Genetics is

But the most amazing thing about this is that many labs and clinicians in the United States

this, when the gene, for instance BRCA1 which is one of the genes that is really affiliated with

including many clinicians who signed the ACMG recommendations are not following them.

breast cancer, was defined; it was identified in very high-risk families. And about 85% of

And there are a number of reasons for this. One of them is that they realize the implications

women who had variants in this gene developed breast cancer during their life. But when

for patient choice are really problematic. The other reason they’re not is because it’s become

they started looking for this gene, this variant in other populations, what they found was that

very clear that analyzing this data is extremely hard. I go to a lot of meetings with genome

other women with these mutations, yes, they had a higher risk of breast cancer but it wasn’t

scientists in the United States and I hear over and over and over again that although

85%. It was 50%. It was 30%. And this finding that looking at variants in genes where there

sometimes the results are really pretty easy to understand; in other times, it will take the labs

is not a pertinent family history turns out to be very common. So I’m just saying that when

upwards of 10 hours per sample to try to analyze this data. Increasingly, the labs are

you do opportunistic screening even if you find a variant, it may not be as bad as it is in a

avoiding doing this.

population that has a high-risk family.
Another result is that many clinicians are actually avoiding whole genome and some exome
But the biggest problem by far with the ACMG recommendations is denial of choice. They

sequencing altogether. And they are actually turning to more targeted approaches as we are

said that clinicians did not have the ability to order the test without getting the additional

at Vanderbilt for cancer screening or cancer diagnosis in order to avoid getting all of these

testing. And they said that patients did not have the opportunity to get the test unless they

extra results. Although we have talked about the $1000 genome which, of course, Illumina

agreed to get the extra 56 genes tested as well. Basically what was left to patients who were

now says it can do; the complications of doing whole genome sequencing are now so grave in

possibly interested in whole genome sequencing was to say you either get it all or you can't

light of the ACMG statement that, in point of fact, were backing away from this and turning

have any.

to more targeted approaches.

Think about what this means for a parent who has a child with unexplained developmental

The message that I want to bring you here is that in the clinical settings, this debate is not

delay. To say, you can find out these results .We can try to find out what’s wrong with your

over. And that where we really are in the United States is going to be what, if any secondary

child but just by the way, you have to find out all these other results. Or to say to someone

findings, we’re going to look for and how are we going to decide which ones to look for and how

who has a new diagnosis of cancer, we can do genome sequencing to find out exactly what kind

to interpret them and why. But the backlash against the ACMG statement has been

of cancer you have or to find out exactly what would be the best drug for you; but, just by the

remarkable.

way, you have to find out all these other test results as well. This completely abrogates, that’s
not a good word. This completely makes a mockery of patient choice and physician autonomy.

Now let me talk about return of results in research which is, after all, the purpose of this
conference and to see what we’re talking about here. First, Let’s go back to the kinds of

10

And that a number of other groups have come out with recommendations that specifically say

results that we were talking about. In some ways, the easiest ones to talk about are the

that physicians and patients ought to have a choice about whether they get this additional

purpose of the research; the reason that someone entered in a research protocol in the first

testing or not including the Canadian Society of Human Genetics and, then in the United

instant. The major reason to be concerned about this, I mean there are a few but the major

States the Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues.

reasons are 1) that the lack of replication of many research results so we know that many
11
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research results that are reported are not confirmed by later research.

we may or may not get to in the discussion. For a lot of research, this conducted without
consent and it certainly has as broad implications for some of the very big projects that we’re

Another thing that we worry a lot about is the notion of therapeutic misconception. The idea

talking about now.

that people will engage in research because they will believe that they are getting something
that’s clinically useful which is typically not the case. We have an additional problem in the

Let me tell you about a research project that I’m involved in at the moment. The National

United States which I’ll talk about in a minute but which doesn’t exist in Japan. Here that of

Institutes of Health have come out with a proposal last year, which requires as a conditional

CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) .

funding, that all investigators get broad consent from research participants for broad data
sharing. So what does that mean? That means that if I am getting clinical data or DNA

So the first thing we’re talking about are those that are the purpose of the research. The

samples or whatever that in order to get funding from the NIH, I have to get the research

second are the kinds of incidental findings that I’ve already talked about, those that are

participants to give consent that those samples and that data can be shared with anyone and

necessarily found in the course of research. Here I think radiology and other imaging studies

can be used for any kind of research.

fit very comfortably here. Because as I’ve mentioned when you get a chest x-ray and there is a
thing in the lung field that looks like a lung cancer, you know, you can't miss it. It’s right

This is a proposal that is not been finalized yet. But if this comes to pass, it certainly does

there. Or when you have an MRI of the head and you have a thing that looks like an

mean that a variety of research that’s been done without consent in the United States is going

arteriovenous malformation and it’s right there. And so as you look at the image, you’re going

to have to stop. I’ll say a bit more about that.

to see it.
Another area of consensus is that the kinds of results to be returned have to be ones of high
Now one real dilemma in imaging studies, which I suspect we will hear about, is that many

clinical utility. Clinical utility means that the information is actually reliable, that it is useful

imaging studies are not of the same quality as clinical studies. So the studies that are done

clinically and that there is something that you can do to alter outcome. Now there is

for instance for fMRI, functional MRI, do not give you pictures that look as wonderful as the

consensus about that. Other people, however, think that much more data ought to be

one I just showed you back there.

returned including data pertinent to reproduction or including data that people just want.
But there is at least consensus that highly clinically useful information needs to go back.

The other problem is that many people who do MRI studies, in fact, are not neuroradiologists

And there also is consensus that there needs to be a high level of oversight and accountability

and in fact are not doctors at all. One of the big dilemmas in radiology and in imaging studies

for the use of these data samples so just not DNA information but actually all information and

now is do you have to have all of your films reviewed by a neuroradiologist and what is the

accountability in avoiding problems with security.

neuroradiologist going to do when the study is not as of high clinical caliber as those in clinical
studies. Nonetheless, what we are talking about in the context of radiology and imaging is

Now they are questioned about who decides about what results to return and how to do it.

exactly the kinds of things that you stumble upon, the things that you have to see because

Now at least in the United States, Institutional Review Boards often play a major role in

they are absolutely captured in the image that you’re looking for.

deciding this, in deciding what consent form say about return of research results. It is
interesting that there evidently is a study coming out shortly in the United States that they

And then, of course, the final kinds of finding that we’re talking about are the secondary

interviewed IRB chairs who say that they are requiring return of results. I have to tell you

findings, which are the big issues about what we talk about in genomics. These ones that are

that my experience in the United States is that they are not. So I don’t know what they’re

beyond the target, that are the result of looking at things that weren’t necessarily to look at in

talking about. But this is what’s coming out in deciding which results to return.

order to do the research.
Here I want to make a comment about CLIA, which is something that applies to the United

12

We have some agreement actually about return of results in research. One of them is that

States but not to you. CLIA says that if you are going to return results that people are going

there is complete consensus that if you are planning to return results in research, you must

to act on to affect their healthcare, they must be done in a particular kind of laboratory

address it in the informed consent process. And that this has very complex implications that

environment that has very high sample tracking and quality control. The big debate in the
13
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United States is whether results that have been attained in research labs that are not
CLIA-appropriate can be returned. This is not your issue but it’s a very big issue for us.

it was important to offer, and I want to emphasize the word offer here, important clinically

So I want to talk with you about a statement that we have just submitted for publication in

this information. People have a choice about whether they get it, as you’ll see shortly and that

response to the ACMG statement. So let me tell you who these people are. The CSER
consortium is the combination of two groups. It stands for Clinical Sequencing Exploratory
Research. These are people who are doing whole genome sequencing and returning results.
It is joined by a group of investigators who were specifically funded to look at returning

valid and useful information. The emphasis is on offer because it is not obligatory to disclose
as we said that research participants have the right to refuse results. Those were our
premises and we went on from there.
Here are our recommendations. One of them is that it is important to offer important

research results.

clinically valid and actionable results if discovered purposely. That is if it is the reason for the

eMERGE is a consortium that I’ve been a part of now for many, many years which is looking

findings, no disclosure of secondary findings; only the research results and if they are

at doing Genome Wide Association Studies in combination with electronic medical records.
The initial hypothesis was that we could take electronic medical records and that we could use

research or incidentally stumbled upon in the course of research so no looking for secondary
clinically valid and useful which means if they have been replicated or incidental findings.
We also recommended that that obligation last no longer than the duration of the original

information with that in combination with Genome Wide Association Studies to do discovery.

study; that is the reason why the samples are collected in the first instance. I will talk about

So these are a very large group of investigators who have been engaged in a variety of ways,

downstream researchers. I’ll come to that in a minute but this is a very important and

that have been doing research for a while. And what we and what this group did under the
leadership of Gail Jarvik at the University of Washington, actually put together guidelines for

more about why this is important and, importantly, not at all from secondary researchers or
distinctive recommendation.

return of results from genome sequencing. And it’s about to come out I think shortly.

We also concluded that participants have broad rights to refuse results. The possibility of

So here were our fundamental premises. One of them is that, remember backing up, the

And they have the right to withdraw it any time including if the investigator says we’ve found

ACMG statement applies just to clinical care. What we were finding, and as I’ve already told
you, there are a lot of people who don’t follow the ACMG recommendations in clinical care
already. However, many researchers thought that the ACMG recommendations applied to
them and were beginning to apply those recommendations in the research space.
Let me tell you how our analysis proceeded. One of them is that research is not clinical care.
Now this might seem self-evident but it turns out that there has been a tremendous blurring
between the research and the clinical space. But we wanted to affirm that the research
endeavor is separate from the clinical space. And that the primary goal of research is discovery
and to create new knowledge that we can then translate into clinical care. This led us to
conclude and led the Presidential Commission to conclude that there is no duty to hunt for the
extra 56 genes in the ACMG recommendations. That fundamentally the goal of research is to
generate new knowledge and not to create clinical obligations in the research space.
Another premise was that much more research is needed about return of results. And what it
means because we know that one of the things that returning results means is that people will
use more clinical care, that it may have other impacts outside of the clinical space and we
14

need to learn more about what returning these results means for people. We can believe that

return of results needs to be disclosed in the consent process. We’ve said that repeatedly.
something; do you want to know it? The participant has the right in that setting to say no.
We also concluded that it may be ethically and scientifically permissible to return much more
information. Again or I guess I should say offer to return, so that it may be permissible to do
this but certainly not obligatory. Again, more research is needed about return of results
including about what the risk and benefits are.
Now I want to make a comment about why this is such a dramatic statement. I imagine most
of you have seen this article by Susan Wolf and you’ll see why this is remarkable here in just a
minute. This is an article that she published. She and a whole huge group of people
published in genetics and medicine in 2012. And what she proposed here is that biobanks,
which is what these are here, have an obligation to insure that research results are returned
to participants.
And I want to say several things about this. First of all, not only from the research that’s done
by the primary researcher but actually any research that’s done with samples in the biobank
so including secondary researchers. So supposed this sample is collected at Vanderbilt, it goes
to a biobank, somebody at Harvard uses it, find something interesting and then it goes back to
15
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the biobank. And the biobank then has the obligation to figure out who the participant is at

“recommendations” and the result of finding out just how hard this is has met; that I think

Vanderbilt and return the result.

there has been a significant retreat from some of the broad proposals that are out there.

Moreover, the length of the obligation here is the life of the biobank. So you can imagine that

Susan is an old friend of mine. She went to law school with me and I haven’t really asked her

there are biobanks, for instance Corriell, I was involved in collecting samples for the HapMap

if she meant to retreat that far from her proposal in 2012. But I have to say that I think

from Japan, with Eiko’s help actually, that are in Corriell now in cell lines that it’ll probably

there’s much more caution. And that the research debate I think about return of results is

be there forever or at least as long as we know forever. But she was recommending at this

going to be made much more complicated if the broad requirements for data sharing go

time that the primary responsibility for return of results ought to be from the biobank.

forward because it’s going to mean that everybody is at risk for getting return of results sort of

It includes all results that are obtained by anybody and it goes for the length of the biobank.

whether they want it or not and how are you going to go forward in that space.

This is the proposal that was made in 2012. Let me make clear to you why this new proposal

So here’s some take home points. One of them is that it is absolutely essential to address

is so different from that. The new proposal is much more focused. First of all, it deliberately

return of results in the consent process. If you are in a consented biobank, you must talk

says not from the downstream researchers. The sample that was collected at Vanderbilt,

about this. Now in the question and answer period, we can talk about whether it make sense

there may be some obligation to offer at Vanderbilt but the research that’s done at Harvard

to have all research using clinical samples and a clinical data require consent. I think the

doesn’t go back. It’s also not focused on the biobank. It’s really focused on the source of the

answer to that is no because it threatens epidemiology but I’ll set that aside. But where you

primary collection, Vanderbilt or University of Washington or whatever it is that you’re

have consent, you must address return of results.

talking about, and the period of time is much shorter.
Another thing is you have to create transparent and accountable oversight. At Vanderbilt, we
Now why is this new proposal so much different? And I’ll tell you what’s remarkable about

have a very large biobank, which I’d be happy to talk with you about later. But one of the

this is that Susan Wolf who was the author of this is on this. Why has there been such a

things that we have started doing is posting on the Internet all the research projects that we

dramatic change? I think that the change is because of the experience of the ACMG proposal.

are doing with that resource so that people can find out what we’re doing with that biobank.

I think it’s because of the experience in which we have learned that analyzing genome data is

And I think that we needed to consider other factors in deciding which results to return

really, really, really hard. We also have learned that much of the data that’s in our main

whether it can affect the patient’s care, whether it increases the individual overall health in a

databanks like ClinVar, like some of the others, is wrong.

significant way.

We have also learned to give you another example, as you well know BRCA1 is no longer

How it affects the function of healthcare delivery system? I think there is a very real risk that

patented in the United States but that the only company that has all the data about variants

people are going to go swarming to their doctors wanting work ups for things that prove to be

in BRCA1 is Myriad and they’re not sharing. You can find variants in BRCA1 but unless you

unfounded in a way that is going to be very costly for the healthcare system. I think that is a

send a sample to Myriad to get it analyzed, you don’t know what they mean. We really

moral issue that we have to take into account and also to attend to the impact of the

haven’t solved that problem yet.

information outside of the healthcare system.

I think what we’re finding in the United States is that this idea that somehow it was going to

And here’s my final point and I’m going to say this tomorrow but I’ll say it to you here. I

be easy to flow back data from secondary researchers to biobanks to primary institutions to

would be very cautious about following the ACMG recommendations. I think they’re

find patients with results just turns out it isn’t that easy. We’ve seen a major change.

problematic in a lot of ways. And I would really be cautious about following them in the
research setting. In my view, they have no place there. Thank you very much.

I guess what I want to say is that, at least in terms of conclusions for you all to think about,
the debate about the return of results in the United States has changed dramatically in the
last year. That far from requiring return of results, the impact of the ACMG
16
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Q&A

質疑応答

思ったわけですが。
しかし本当のことをお話ししたい

疾患を抱えているので、
これ以上の情報は聞きたく

と思います。

ないだろうと。つまり例えば、言わないと夜も眠れない

遺伝カウンセラーとか遺伝子学者が十分な数は

数か月前にある人と会いました。
この人は医師で

というような情報があったとしても、それからまた、実

世界中におりません。ですから何が必要か。いくつ

非常に問題を抱えていました。つまりサウジアラビア

際にラボの責任を軽くするために作ったと。そういう

か必要です。
まずそのうちの一つ、研修せねばなりま

に家族がいて、そして子どもが3人いて、3人とも肺

動機があったと考えます。

せん。他の人たち、他のスペシャリストに、その分野

胞たん白症という予後の悪い疾患にかかっていた。

それからまた、彼らは本当にこのリストが重要だと

でスペシャリストになってもらわなくてはいけない。が

非常に興味深い情報をありがとうございました。

肺がタンパクで充満してしまうという疾患で、唯一の

考えていたわけです。ただ、数人の人にはそうかもし

んの専門医などの分野で今、専門性を高めている

先ほど、例えばACMGの勧告を使うというのは

治療方法は肺の洗浄、1カ月に1回、気管支鏡下で

れませんけれども、全てに価値ある情報ではなかっ

人たちがいますが、例えば実際にがんの担当医が

注 意 深くす べきだということは分かったので す

洗浄する。そしてタンパク質を排出しなければいけ

たということです。

何か重要なことを、がんでは関係ない遺伝子でも見

が、それではなぜこのような勧告が出たのでしょ

ないというものだけでした。
しかも、それをしても長く

うか 。何を契 機としてこのような 勧 告をした の

は生きられないという疾患です。

か、ご存じか教えてください。

つけたとき、そのときにはスペシャルケアのために紹
ちょっと基本的な質問になるんですけれども、結

介をするということも必要です。

子どものうちの1人があまり経過が悪くならなかっ

果を開示するっていうときには、研究協力者サイ

あともう一つ必要なのは、ITのサポートを開発し

たので、全ゲノム解析を行いました。
この1人の子ど

ドのほうのことも考えなきゃいけないと思うんで

ていくということです。つまり臨床家が人々に対して

Clayton：はい。
よく理解できるご質問です。彼らは

もと父に行ったところ1つの遺伝子変異があって、だ

す。そこでは、どのようにそのリテラシーを高め

アドバイスしている人たち。
この人たちが必要な情

もともと、
こうしたかったわけです。ACMGというのは

からこそ、他の2人の姉妹に比べて症状が軽いんだ

て いくかということも大きな課 題 だと思うん で

報を得られるようにすることや、
どうやってやるかとい

ラボ、
シーケンシングを行うラボも加盟しております。

ということが 分 かりました 。そしてそ れと同 時 に

す。それについて少しコメントをいただければう

うことが分かるようにするということです。

それからまた遺伝子変異のリストを作るという仕事も

BRCA2の変異も見つかったのです。

れしいです。

委託されていました。そしてそのようなリストを返却
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スを与えられ得る人ということです。

例 え ば ヴ ァ ン ダ ー ビ ルト で は 、P G x 、
pharmacogeneticsのテストをやっておりまして、サ

この医師は本当に絶対にお父さんに伝えたいと

するということも委託されていました。そこで彼らは、

いう、気持ちを持っていました。私とその他の小児科

Clayton：わぁ、
これはすばらしいご質問です。思

ポートを出しています。つまりclinicianがこの試験と

やはりラボの責任をできるだけ少なくしようということ

医、それからまた遺伝医と一緒のミーティングでお父

い出しました。アナウンスメントをしなくてはいけな

いうものをオーダー出すと、そしてある薬剤で何か変

で出したんじゃないかと思います。

さんはこういうふうに言いました。
「私は知りたくありま

かったんです。
この場に加藤さん（大阪大学）がい

異で影響を与えるような場合に、そのときにはインス

まず最初に56の遺伝子変異のリストを作っておい

せん」。
しかしこのミーティングに参加した医師は、
こ

らっしゃらない理 由なんですけれども、今オックス

トラクションが出るように、投与のやり方などについて

て、例えばこれを返却してドクターに戻しておけばい

う言ったわけです。
「駄目です。言わずにはいられな

フォード大学ですばらしい国際協力、ELSI2.0という

です。

いじゃないかと。そうすれば彼らは責任がないので

い」
と。
とにかく彼が言うには、
「これをお父さんに言

のが行われています 。E L S I 2 . 0に関してのコラボ

3番目、
まず公衆に対してインターネットに情報を提

訴訟も起こされないだろうと。彼らはちゃんとリサー

わなければ、
とてもとても、居ても立っても居られませ

レーターは世界中にいます。加藤先生もそのおひとり

供していくことが必要です。皆に対してです。前のご

チをやりました。それからまたそれを医師にまでは返

ん」
と言ったわけです。

です。

質問にお答えしましたけど、消費者が遺伝子テスト

却をしました。
リストを持っています。従って自分たち

部屋にいた他の人たちが、その医師に向かって

彼らは本当に熱心に若い研究者を探していらっ

を直 接やってもらうというのは、
これは私は慎 重で

はそれ以外の責任は持たなくていいんだ、
ということ

こう言いました。
「サウジアラビアから子どもをアメリカ

しゃいます。
ということで、ぜひぜひ皆さんご覧になっ

す。いろいろ問題があるからです。曖昧なところがい

を言いたかったんだと思います。つまり最初の段階

に連れてきたお父さんですよ」
「3人とも本当に致命

てください。
これは本当にバーチャルな国際組織で

ろいろあるからです。

でラボが返却すべきものを限ろうとしたんだと思いま

的な疾患を持っているんですよ。なので、知りたくな

あって、皆さん全員がコラボレートできるようになって

逆に私が完全にいいと思っているのは何かという

す。

いと思うじゃないか」
「いいじゃないですか」
と。
ところ

います。世界中でのコラボです。
なので、
ゲノミクスに

と、適切な遺伝子テストを行って、必要なものに関し

もう一点ありますのは、多くの人たちがこのリストを

がその医師は聞く耳を持たない。
「言わなかったら

ご興味がおありだったら、
まさにこれこそされるべき

てはアクセスができるようにし、そしてそれに関して

作るのに貢献したわけですが、実際にその結果とし

夜も眠れない」
「 開 示しなければ夜も眠れない」と

です。

適切な解釈が与えられるようにするということ。
これ

て、
このような情報を知るというのが非常に重要であ

言ったわけです。

さて、
リテラシーをどうやって高めるかということな

はいいと思っています。直接消費者がやるのはよく

ると。そして重要なので、実際にその結果の返却を

そういうことに対して私が言いたいのは、
この家

んですが、いくつか申したいと思います。先ほどすば

拒絶するというのは不適切であるということです。つ

族に対してお父さんはあらゆる権 利を持っている

らしいご質問をしてくださいました。私が思いますの

まり彼らは非常に熱意を持ってリストを作ったわけで

じゃないか。
このような追加的な変異を知らない権

に、結果を返却するときに返却する人が実際にその

これはもうほとんど異端だと言われてしまうかもしれま

す。そしてその理由は価値があると考えて作ったわ

利を持っている。知りたくないという権利を持ってい

結果を解釈できる人であることが重要だと考えてい

せんが、
まず公に啓発活動として必要なのは、健康

けなので、そのような返却は誰も拒否しないだろうと

るじゃないかと。
もう3人も子どもがいて、
これだけの

ます。人々に対して適切なフォローアップのガイダン

に対して遺伝子だけではなくて、遺伝学的なこと以

ないと思っていますが。
教育、啓発活動で必要なものは何かといいますと、
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外、たくさん影響を与えるものがあるんですよ、
という

結果を拒否する権利について、または通知しな

すなわちCraig Venterは全ゲノムをネットに載せ

いるわけですが、そこにアクセスする。DNAにアクセ

ことを教えることです。
スライドが別にあるんですが。

いといったことについてで、もちろんその権利も

ているので、それを同定しようとした。ただ難しかった

スする人とそれからまたカルテにアクセスする人は

これ、考えてみるとわれわれの健康というのは、い

また保護される、守られること、非常に大事な点

ので、ユタにあるCEPHのコレクションを使い、1000

データ利用契約に署名しなければなりません。その

ろいろなものから影響を受けます。
自分のゲノムもそ

だと思うんですが。これだけ結果とかゲノムシー

Genomes Projectの人たちの同定を試みようとしま

場合には、
この再同定はしませんという合意をしなけ

の一つ。あとマイクロバイオームもそうです。DNAの

ケンスの 結 果 が 公 表され てきて 、去 年ちょうど

した。

ればなりません。

99％はヒトのものではありません。バクテリオ、
ウイル

Natureで一部公表データから個人特定も、一

CEPHは何かということなんですが、
このCEPHと

ス、菌です。それが全部、私の健康に影響を与える

部だけど可能だったみたいなペーパーも出てい

いうファミリーがあります。
これは数十年前にジェネ

アクセスの行動もモニターされます。今までのところ、

んです。吸う空気、食べる食物、
これが全て、
われわ

たと思うんですが。

ティック・リサーチを行うためにサンプルをとりました。

誰一人として再同定した人はいません。
というのも、

そういったことが進んでいったときに、そもそ

そして匿名性を保障されて行いました。
しかし1000

そういうことをした人はすぐ捕まえられるからです。

もその権利自体守ることは、ほぼ不可能なんじゃ

Genomes ProjectでDNAを使ってもいいというこ

そしてもっと重要なのが、
ライフコース、生きている

ないか。そういう時代に来ているんじゃないかと

とでICを取りました。

間に、変わっていくということです。若い子どものとき

いうふうに考えたときに、その結果を拒否すると

それによりますと、NIHはあらゆることを行って個

いいますと、解雇します。毎年解雇しています。つま

に重要だったことが、大人になると、皆さんのような

いうところを、もしくは誰もが知りたくないという

人 情 報を保 護します 。
しかしながら、
もしも既 知の

りやはりここで必要なのはデータ利用契約を刃とし

若い成人のときと違います。そしてまた私の子どもた

権利をどうやって。前提には立てない。知りたく

DNAの操作があった場合に、再同定される可能性

て使う。武 器として使うわけです 。そしてY a n i v

ちがよく言っていたんですけど、私みたいな年寄りに

ない権利もあるといったところをどうやって守る

はあります。

Erlich、それからまたNIHも受けられないよと。それ

なってくると違う。
こういうものが全部重要なんです。

のか、結構難しいんじゃないかと。そこのところ

れに影響を与える。われわれの行動、挙動、文化も
影響を与えるのです。

だから遺伝子あるいは遺伝子学、
これはわれわ

をどういうふうに守っていくのか。

実際にヴァンダービルトの人でカルテに不適切に
アクセスした人はいます。そうした人に何をするかと

90年代の終わりには、それがどういう可能性かは

からまた解雇されるよと。そしてもしかしたら刑事罰

分かっていませんでした。そして私自身もこのICのド

も受けるようになるよということです。すなわち米国の

れのポテンシャルがどういうことになるかに関して洞

またもっと言 えば 、ちょっとでも何 か 情 報を

ラフトづくりに関わりました。Yaniv Erlichが言って

情報、Privacy Actによっての刑罰を科されるという

察を与えてくれるけれども、
われわれがどうなるか決

知ってしまったら、知りたくなるというのもまた人

いるのは、
この可能性について、実際に再同定の可

ことです。
これだけ実際に深刻な問題です。

定するものではありません。その遺伝子が全てを決

情だろうと思うので、そこの部分も含めてどう考

能性をICで言っているということは、再同定をこれら

私だってデータは知りたい。データファンとして知り

定 するものでないということが重 要なメッセージで

えていくのか。難題なんじゃないかなと思うんで

の被験者が同意したということになると言っていま

たい。好 奇 心はある。
しかしやはりここで必 要なの

す。
これを重要なやり方で言っていかなくてはいけな

すが、どのようにお考えでしょうか。

す。
しかしそうではありません。絶対にそうではありま

は、
プライバシーの保護に対しては罰則規定もある

せん。

べきということだ。そして罰則も組み込んだシステム

い。
遺 伝 子を科 学 者はある意 味 売り込んだわけで

Clayton：すばらしい質問ありがとうございます。
ま

す。つまり、ゲノムが分かれば全部が分かるというこ

ず最初に、今おっしゃったゲノムシーケンスのリサー

このDNAの再同定の可能性について。
これはヴァ

す。つまり、誰か例えば匿名化されている人が、常に

とを売り込んだ。
しかし、
これほど真実から遠いこと

チがNatureに出ましたが、
これは全く倫理にかなっ

ンダービルトもEMRもそうですけれども、それについ

匿名のままでいられるわけではありません。
したがっ

はありません。なので、たくさん啓 発 活 動が必 要で

ていません。非倫理的です。
これについては、
もう曖

て申し上げますと、例えば私が私のDNAのサンプル

てソリューションとしてはやはりペナルティをかけると

す。あらゆるレベルで必要です。

昧さを排除して申し上げます。
ここには関係も出てき

を飛行機に持って上がる。あるいは個人が同定され

いうことです。

ます。

たカルテを飛行機に持っていく。
どっちを心配するべ

テストをする人がその結果をどう扱うべきか分か
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それからまた、彼らの活動、例えば他のEMRへの

そこでこの視点に合わせていきたいと思います。

きですか？それはDNAではない。

がないと、その他の解決方法はないというところで

Yaniv Erlichにかけられた軽い罰は、本当は起
訴されるべきであったと思いますけれども、それが正

るようにせねばならない。
またカウンセリングをどう

まず最初に、
この試験の非倫理的なところ、そし

やってやったらいいか分かるようにしなくてはならな

てそれに対してどうするかということについて述べま

つまり臨床情報の同定は簡単です。そして息をす

しいやり方だと思います。
日本では違うかもしれませ

いし、そしてIT、ヘルスケアの提供者に対してITが

す。
ご承知のように、
まあご存じでないかもしれませ

ればすぐに分かるのと同じぐらい、臨床情報というの

ん。実際にこの種のデータを使う人は基本的にいっ

役に立つようにせねばなりません。それからIT、消費

んけれども。Yaniv Erlichらが行ったものは、彼らは

は再同定ができるものです。つまり答えは、やはりここ

て、本当に聖なる信頼感を醸成していかなければい

者に対してITが助けになるように担保していく必要

公表されているDNAを使って、例えば祖先のDNA

では罰則を科さなければいけないというものです。

けない。そうでなければ非常に重篤な罰則を受ける

もまたあるのです。

をインターネットに載せている人もいるわけなんです。

どのような罰則かといいますと、われわれがヴァン

そしてそれらの公に利用可能なDNAを使うことに

ダービルトでやっているもので、
もっとこれを幅広くし

よってCraig Venterを同定しようとしたわけです。
ヒ

ていく必要があると思うんです。実際にこのデータバ

トゲノムのシーケンシングをしたCraig Venterを。

ンクで実際にその中に17万5千のサンプルが入って

べきであるということです。
私としても熱意を持ってこのリサーチをやっていま
すので、質問していただいてよかったです。
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〜感染症の結果返却に関して〜
東京大学医科学研究所

髙嶋

公共政策研究分野

佳代

ティブの結果が出た場合の取り扱いに関する

受ける事を理由に研究に参加するということは

規定は特に定められていません。

考えにくいということです。
また、結果の返却方

実際にこのプロジェクトに関連する先生方に
確認をしましても、やはり施設ごとに対応が違う

臨床研究の場合は特に、医師・患者関係に非

という事が分かってまいりました。そこで、何か

常に近いと考えられますので、書留ではなく、返

準拠できるものがあるとよいのではないかという

却する方法の選択肢が色々あると考えられま

事で、
まず日本赤十字社（日赤）の献血の場合

す。

について確認いたしました。

ただ基礎研究に関しては、おそらく献血の状

東京大学の髙嶋佳代と申します。Clayton

があります。
この研究は加齢黄斑変性症の患

日赤では、結果返却に関して、B型肝炎、C型

先生、本日は大変貴重なご講演を、
ありがとうご

者さんに対して、患者さんの細胞から樹立した

肝炎、梅毒とHTLV-1の感染症に関してパンフ

基礎研究での感染症の結果返却に関しまして

ざいました。
（ 飛行機のトラブルがあったにもか

iPS細胞で作製された網膜色素変性上皮細胞

レットが用意されています。
もし献血の提供者の

は、今後の検討課題と考えております。

かわらず）無 事に日本にお越し頂けて本当に

を移植するというもので、世界で初めてのiPS

方が、献血を行う前に、感染症の結果を返して

また、先ほど、
日赤の例で事前に提供者の方

嬉しかったです。
また、本日このような機会をい

細胞を使った臨床研究となる予定です。

ほしいと意思表示をされた場合、陽性、偽陽性

の意 思の確 認を行うという話 がございました

等の結 果は、献 血 後 1カ月以 内に書 留にて返

が、事前に意思を確認する場合に、考えておく

却をする事になっています。

べき事があると思います。

ただきましたことを心より感謝申し上げます。
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法に関しては、研究者と被験者の方の関係が、

この再生医療実現化ハイウェイ事業の中で、

今日私からは、再生医療研究における結果

東京大学医科学研究所公共政策研究分野、

返却の問題の中から、感染症の結果返却に関

東京大学大学院医学系研究科医療倫理学、

してお話をさせていただきます。

況に比較的近いのではないかと考えられます。

この場合、例えばB型肝炎とかC型肝炎の場

まずはご本人が全部の結果の返却を希望さ

昭和大学研究推進室のメンバーで支援部門を

合は、受診を推奨するパンフレットと、現時点で

れる場合は、本人の健康上の利益が全くない

まず、
日本の再生医療研究についての国家

担当しており、事 業における研 究 倫 理 支 援を

は受 診の必 要はない状 態（ 偽 陽 性など）です

場合でも全て返すべきかどうかということと、逆

予算についてですが、2006年に山中先生がマ

行っております。今日お話しする結果の返却は

が、今 後 気をつけるべき点など必 要 時な情 報

に本人が一切知りたくないと意思表示された場

ウスでiPS細胞を樹立、2012年にノーベル賞を

支援に関わる研究ということで取り組んでいる

提供を行うためのパンフレットが用意されていま

合に、本人の意思を越えて結果を返却すべき

受賞された事や、
さらに日本の再成長戦略にも

ものの一つになります。

す。HTLV-1に関しては潜伏期間が40年程度

場合についてを、あらかじめ考えておかなけれ
ばいけないと思います。

関与すること等もございまして、現時点では10

再生医療における結果の返却につきまして

と結構長いので、すぐに受診が必要とはならな

年間で1,100億円の予算と発表されています。

は、
この感染症の結果の返却に加えまして、今

いのですが、情報提供のパンフレットが用意さ

この件については、Clayton先生やWolf先

この予算で実施されているプロジェクトの一

後はゲノムに関する結果の返却についても取り

れています。ただしHIVに関しては、原則として

生たちが2008年に出された論文で示されたこ

つに、再生医療実の現化ハイウェイという事業

組んでいくことを予定しておりますが、
まずは現

結果を返却しない方針がとられています。理由

とを応用して、考えてみたいと思います。

があります。
これは再生医療の臨床応用をより

在取り組み始めている感染症の結果の返却に

としては、HIVの検査を受けることを目的とした

早く実 現することを目的として、文 部 科 学 省と

ついて、お話をさせていただきます。

献血を防止するためです。

厚生労働省、経済産業省が協働して2011年

まず、感染症の結果の返却を取り上げる事

に発足したものです。
９課題10施設の先生方

まず健康上の利益があると考えられるケース
は、HIV、HBV、HCVがポジティブの場合だと

この日赤の事例を再生医療研究における感

思われます。HTLV-1に関しては、やや2番目に

になった経緯からお話しいたします。
日本には

染 症の結 果 返 却の問 題に応用して考えると、

近いかも知れません。家 族 内 感 染、母 子 感 染

が取り組まれているのですが、その中でもiPS

「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」

いくつか異なった面もあります。例えばHIVの

の予防という事と、
このHTLV-1というのは白血

細胞の臨床応用に最も近いと考えられている

というガイドラインがございまして、所定の感染

検査に関して言えば、おそらく再生医療研究の

病から脊 髄 症、ぶどう膜 炎と様々な形で発 症

課題として、理研の高橋政代先生のグループ

症の確認が定められています。ただ実際にポジ

被験者になろうという方たちが、HIVのテストを

し、
しかも
（成人T白血病の場合）発症が40歳
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感染症ということは、他の人たちに感染するかも

Q&A

質疑応答

しれないわけです。そういうことを考えますと、やはり
HIV、梅毒、
またパルボB19などであったとしても、そ
れはオプト・アウトというのが可能な場合もあると思い

以上のキャリアで年間に1000人に一人か、
（脊
髄症では）更に少ないという状況ですので、実

そこで、Clayton先生への質問ですが、
まず

際 に 症 状 が 出 たときに 病 院を受 診しても、

再生医療研究の中で、基礎研究と臨床研究ど

HTLV-1感染が原因だと突き止められない可

ちらも適格性の確認のために感染症検査を行

能性も多いかと思います。

うのですが、感染症検査の結果に返却義務が

このような場 合に、ご本 人がキャリアだと分

あるのかどうか。
もし結果の返却の義務がある

かっていれば、適切な受診行動がとれる可能

とする場合は、基礎研究と臨床研究で医師が

性があるという点ではベネフィットがあると考え

関わるかどうかで違いがあるかどうかについて

られるかも知れません。

ご意見を頂きたいと思います。

その次の段階の本人の健康上の利益があ

そして4 番の質 問に飛びます が、日本には

るであろうと考えられる場合というのは、おそらく

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

以前B型肝炎に感染していた形跡があって、現

療に関する法律」という法律がありまして、
もし

在も若干残っているか、抗体ができているという

医療施設で医師が感染症と診断した場合、各

状態と考えられます。
この場合は、現在は健康

都道府県の保健所に届け出をしなければなら

上特に問題はない状態なのですが、例えば抗

ないという規定があります。
このような場合に、

がん剤の投与を行ったり、免疫抑制剤を使うな

医療施設ではない研究所で感染症が判明した

ど、免疫機能が低下する状態になる場合に、肝

場合の通知の義務についてもご意見をいただ

炎が再発する可能性があるということで、将来

けたらと思います。私の質問は以上になります。

的な利 益としては、結 果を知る事が本 人の健
康上の利益になると考えられるかと思います。
パルボウイルスやEBウイルスなど、
もともと幼
少 期 等に多く感 染するような感 染 症に関して
は、特に本人のベネフィットがないと考えられる
と思います。
ここでスライドは終わりになりますが、今後こ
のような議論をもう少し深めまして、
この後、実
際に幹細胞研究をされている先生方ともいろい
ろ意見交換をしながら、
どの結果を返却するの
か、そもそも返却しないのか。
また、
インフォーム
ド・コンセントにどのように記載をするのか。結果
を返却する場合はどのように返却するのか。そ
して返却した後の対応という様なことを、
さらに
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検討していきたいと考えております。

ますが、
しかしあくまでも感染性が高いという場合に
Clayton：すばらしい発表ありがとうございました。
こういう問題、
これまで考えたことありませんでした。
ありがとうございます。
もちろん参加者に対して、
「これから感染症検査
を行いますよ」ということは言わないといけないと思
いますが、質問させてください。
この参加者は例えば
自己移植ですか？

は、
オプト・アウトはおそらくないのではないかと思い
ます。私は彼らにその結果を返却しないという権利
を与えるということはしないと思います。報告義務が
あって、
しかも伝えないということは、やはり感染度を
考えて決めるのではないかと思います。
しかし治療法があり、その感染症も治療可能であ
るということを伝えた上で、
この質問に答えるべきで
す。実際に例えば「このような治療を行えばアウトカ

髙嶋：自己の場合と同種の場合と、両方あります。

ムがいいですよ」と。
「その場 合には知りたいです
か」
と確認して同意を取るべきだと思います。

Clayton：分かりました。それでは同種の場合を考
えます。
この場合にはもちろん、
この検査を行うと言う
ことは必要です。それからまた、そのことについて最
初に説明しておきます。そして、検査することに対し
ての同意を取ります。
この場合、例えば移植したい
人は、感 染 症があったりすると困るからです 。
した
がって、
「まず検査を行います」
と言っておく必要は
あります。
正直に言って言わないというチョイスを与えるとい
うのが、ちょっと驚きです。感染症は報告すべきとさ
れているものだと思います。例えば特に規制条件と
して法律で決められている要件、通知義務があるの
であれば言うべきです。つまり臨床サービスであり、
それから研究のプロトコールであって、臨床のサー
ビスで必要とされるものだと思います。おそらくこのよ
うなreportableな結果については言うべきだと思う
し、言ったほうがいいと思います。
「これからまず検
査を受けますよ」
ということも言っているべきですし、
それからまた、その結果については報告義務もある
かもしれません。それを知らなくてもいいかもしれな
いのですが、ただ、知らないというチョイスを与えると
いうのは、
よくないのではないかと思うのです。

本当に興味深い質問ですので、発表ありがとうご
ざいました。本当にいろいろと考えなければいけない
問題だと思いました。
これでお答えになりましたか？

髙嶋：ありがとうございました。それから、追加で
お伺いしたいのですが、その場合、例えば基礎研
究で、健常人の幹細胞を採取した場合に、全く医
療者が関わっていない場合、その研究者がダイ
レクトに知らせることが可能か、それとも一度、医
療者を介してから伝えるべきか、ご意見をお聞か
せいただけますでしょうか。

Clayton：一般的に言えば、やはりそれを返却する
能力のある人が返却すべきだと思います。例えば医
師であったり看護師であったり臨床的なトレーニング
を受けた、臨床的な意味合いが分かっている人だと
思います。Ph.D.のリサーチャーの場合にはどうかと
いうのは問題です。
もし返すということであれば、例
えば治療のためにどこかに紹介をするということま
で、やれますか？
ありがとうございました。すばらしい発表でした。
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寿作

をコードしている領 域のみを読むというもので

を返すべきではないという主張もみられます。
こ

す。
この領域は全ゲノムの1.5%程度であるた

のように、開示に関する理論面における論点は

め、前者と比較して、多くの方のゲノムを安く読

集約されてきており、現在、開示に対する具体

めるという利点があります。

的な方針の検討に焦点が当たっています。

このような解析手法が何をもたらしているか

例えば、
この論文では、開示の話は研究の目

についてなのですが、
まずゲノム全体を読める

的や方法などを含めた研究の文脈によって大

ようになったことがあります。
また、ただ読めるよ

きく異なるはずだという主張が出されています。

うになったわけではなく、かなり詳細にかつ高精

ここでは、家系解析と現行のバイオバンク、
また

大阪大学の三成です。本日はよろしくお願い

ゲノムの解析に約100億円もの費用がかかって

度に読めるようになったことがあります。結果と

データベースにおける開示の話は、それぞれ切

致します。エレンさんの後でゲノムのELSIにつ

いたことが 試 算されています 。この解 析 費 用

して、今日、話題になっているように、偶発的所

り分けて開示方針を検討していく必要があるこ

いて発表するのは大変恐縮いたしますが、温

は、2005年頃からの新型シーケンサーの登場と

見を含め、研究結果の開示に関する対応が問

とについて言及しています。

かい目で見守っていただければ幸いです。

ともに激減し、近年では数十万円にまで下がっ

題化してきています。
ここでは、研究の実施にあ

これに関係する話題として、先程のエレンさ

まず最初に、本日の発表の流れについてな

てきています。
また最近では、
イルミナがこのよう

たり、
〝 必ずしも解析する必要のない領域を包

んのお話にもありましたように、バイオバンクを利

のですが、
まずゲノム研究がどのように進んで

なシーケンサーを10台繋げたHiSeq X Tenと

含した個人のゲノム″
を解析しなくてはならなく

用する研究者にまでも研究結果の開示を義務

きているかについて紹介し、それから、現在、問

いう装置を開発したという記事が注目を集めて

なったところに、一つの重要なポイントがあると

付けるべき、
という内容の論文が2012年に出さ

題になっている研 究 結 果の開 示について触

おりまして、
これを使えば約10万円で解析を行

思います。

れ、最近、注目を集めています。ただ、
これに対

れ、
ここでは日本の状況も少し説明させていた

えるようになるそうです。
またこれに関連した話

これまで、開示についてどのようなディベート

しては、エレンさんの論文でも指摘されています

だいて、最後にエレンさんに質問をしたいと思

題として、Craig Venterが最近、新しく会社を

が行われてきたかについてですが、例えば、
こ

ように、
このような議論の先には、研究者に対す

います。

設立しており、
この装置をすでに2セット購入し

の論文では、原則開示と原則非開示に関する

る開示への法的義務を生じさせてしまうおそれ

私 が 工 学 部 出身ということもありまして、
ま

ているという話があります。彼は、
これから10年

これまでの議論の論点が整理されています。前

があるため、
より慎重な議論が求められていま

ず、技術的な側面から紹介させていただきた

間で100万人のゲノムを読むとまで宣言してい

者 に お い て は 、研 究 協 力 者 に よる 自 律

す。

いと思います。最近、
ゲノム研究がなぜこのよう

るそうです。現在、
ヒトゲノム研究はこのような状

（ a u t o n o m y ）や 研 究 協 力 者に対 する善 行

他方で、国際的にどのような法や倫理に関わ

に進んできているかについてなのですが、
この

況にいたっており、新型シーケンサーの出現に

（beneﬁcence）、それから研究の実施における

る規 制 があるかを調 べる研 究も始まっていま

背景にはシーケンサーが新しくなったことがあり

よって、パーソナルゲノム時代が到来していると

研 究 者と研 究 協 力 者 の 相 互 依 存 関 係

す 。ここ で は 、特 に 、カ ナ ダ の B a r t h a

ます 。次 世 代シーケンサーとか 新 型シーケン

言われています。

（reciprocity）などの理由で研究結果を返す

Knoppers達が積極的に取り組んできていま

サーなどと呼ばれているのですが、
とりわけ、
こ

次に、新型シーケンサーを使って具体的にど

べき、
という主張が見られます。その一方で、後

す。
まず2006年には2つの論文が発表されてお

の技術の登場によって、個人の全ゲノムを解析

のように研究を進めていくかについてなのです

者では、先程のエレンさんのお話にもありました

り、
この内の1つは2011年に更新されています。

できるようになってきています。
ここで、大事なこ

が、主には、全ゲノム解析と全エクソーム解析と

ように、研究協力者が研究を誤って診療として

それから、最近、偶発的所見やバイオバンクを

ととしましては、
これまでよりも、極めて安く早くゲ

いう2種類のアプローチがあります。一つ目の全

認 識してしまう、診療との誤 解（ the ra pe utic

介した結果の開示に関するものも論文としてま

ノムを読めるようになったことがあります。

ゲノム解析は、皆さんも想像しやすいかと思い

misconception）
を招いたり、
また臨床的に精

とめられています。

これは、N H G R I、国 立ヒトゲノム研 究 所の

ますが、個 人のゲノムを全 部 読むというもので

度が不確かな結果を返すことで研究協力者に

また国際的な実践的取組みとしましては、先

データなのですが、2001年では、
このように、
ヒト

す。
もう一つの全エクソーム解析は、
タンパク質

害を招いたりする可能性もあるため、研究結果

程、エレンさんから紹介いただいたように、ELSI
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2.0という活動が始まっています。
これは、世界

て作られているため、三省指針とも呼ばれてい

加しているゲノム支援というプロジェクトについ

ここからは、エレンさんの質問になるのです

中のELSI研究者を繋げていくことを目的とする

ます。
まずこの指針において重要なことは、
これ

てですが、幾つもの研究機関の様々な研究者

が、
まずアメリカの法体系において個人情報と

ものです。情報通信技術（Information and

が直接的な法的な効力を持つものではないと

の研究を支援するため、具体的な開示方針は

遺伝情報がどのような関わりを持つのか、につ

Communication Technology：ICT）
を用い

いうことです。それから、
この指針は、2004年と

定めないことになりました。他のコホートやバイ

いて教えていただきたいです。代表的なものと

ることも検討している最中なのですが、結局のと

2 0 1 3 年に全 面 改 正 が 行われましたが、特に

オバンク研究を見てみますと、その多くは、原則

してHIPAA Privacy Ruleがありますが、
これが

ころ、ELSI研究はローカルに考えるだけはなく、

2 0 0 4 年の改 正は、個 人 情 報 保 護 法の制定を

的には非開示の方針をとっていることがわかり

アカデミックの研究にどこまで影響を与えている

世界中で共有していくことによって、研究や活

受けて行われています。
ここで注目すべきこと

ます。ただ最近、開始された東北メディカル・メ

のか、
もちろん医 療 面であれば 分かるのです

動の効率化を図れるのではないかということが

は、個人情報と遺伝情報との関係性が指針上

ガバンク機構では、開示することを前向きに考

が、
まずこのことについて教えていただきたいで

考え始められているわけです。
この活動のコン

で整理されたことです。

え始めているようです。

す。

セプトは最近、論文化されていますのでご覧い

次に具体的な開示に関する方針についてな

そして、
これまでの話を見渡した際に何が最

次に、研究結果がもしCLIA認証された研究

ただければ幸いです。
また具体的には、
これま

のですが、指針が策定されて以来、
日本では原

重要課題になってきているかについてなのです

室で得られた場合には、返却できることは想定

でに以 下のような会 議 が 開 催されてきていま

則 開 示の方 針がこれまで設 定されてきていま

が、個人的な意見としては二つの課題があると

できるのですが、CLIA認証されていない研究

す。
ここで宣伝になりますが、今度の5月にアメリ

す。
これは、研究協力者が自身の研究結果を求

思っています。一つは、
クリニカルシーケンスへ

室で得られた場合には、研究者はこのような結

カのインディアナポリスでミーティングがありま

める場合には、原則、研究者はその結果を開示

の対応です。基礎的な研究というよりも、やはり

果を合法的に返すことができるか、
について教

す。その詳細情報はまだ明らかになっていない

する必要があることを意味しています。その一

診療に近い研究や診療についての対応が重要

えていただきたいです。

の で す が 、このことに 関 す る 情 報 は P 3 G

方で、例外規定もあります。
もし非開示について

だと思います。エレンさんのお話にもありましたよ

最後に、GINA、遺伝子情報差別禁止法の

（Public Population Project in Genomics

のインフォームド・コンセントが得られる場 合に

うに、米国にはCLIA（Clinical Laboratory

ことなのですが、
この法 律 制 定 後の実 際の効

and Society）のウェブサイトで閲覧することが

は、以下の状況下においては必ずしも開示しな

Improvement Amendments）
という制度が

果についてお答えいただければ幸いです。特

できます。

くてよいというものです。端的には、一つ目の例

あります。一方、
日本にはそのような制度がない

に現時点で、除外されているものとして私が理

それでは、
日本の状況について見ていきたい

外規定は、生命や身体、財産などの権利を害

ため、診療面における開示の質をどのように確

解している生命保険や長期介護保険、
これら

と思います。倫理的な枠組みとしては、
ご存じの

する場合であり、
もう一つは研究の適正な実施

保していくかが課題になってきていると思いま

への対応は、将来的にどうように進んでいくの

方も多いと思いますが、主だったものが二つあ

を著しく妨げる場合です。なお、
このような開示

す。

かについても教えていただければありがたいで

ります。一つは、基本原則と呼ばれているもので

に関する規定は、個人情報保護法の影響を大

もう一つの重要な課題は、法的な枠組みの

す。
これは、
ヒトゲノム研究にあたっての概念的

きく受けております。
また二つ目の例外規定に加

検討です。今、お伝えしましたように、行政指針

な枠組みを提示するものであり、具体的なガイ

えて、今回の改正で加わった興味深い規定は、

というのは、それ自体が直接的な法的効力を持

ダンスを目的とするものではありません。開示に

研究者が開示方針を事前に検討し、
この方針

つわけではありません。
このままの対応で、研究

関して重要なこととしては、
この基本原則が、研

について研究協力者の理解を得るように求め

が科学的にも社会的にも上手く進んでいること

究協力者が自らの研究の結果について知る権

ていることです。
したがって、
このような開示規

もあるかと思うのですが、今後も、従来の対応で

利と知らないでいる権利を持っているということ

定に基づき、研究者はある程度自由に開示方

よいかについては検討が必要だと思います。
ま

を記載している点です。

針を作っていくことができます。

た日本には、遺 伝 子 情 報 差 別 禁 止 法のような

それから、
この基本原則を具体化した行政

次は、大規模ゲノム研究プロジェクトの現状

法律もありませんので、
この必要性についての

指針がその翌年に作られています。三省によっ

について見ていきたいと思います。
まず私の参

議論を進めていくことも重要だと考えています。

す。
以上、
よろしくお願いします。ありがとうござい
ました。
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質疑応答

ただ私の私見ではありますが、少なくともこれが明

個人がApoE4のアレルを持っているということが分

Clayton：ではちょっと挑発的な質問をさせてくだ

すばらしい質問をたくさんいただきました。できるだ

確になって、
しかもinvestigatorが例えばCLIAに

かり、その結果、
アルツハイマー発症のリスクが高く

さい。遺伝子情報っていうのは、そんなに他の情報

けお答えしたいと思います。

準拠するようになる、あるいはサンプルをとる場合に

なっていることが分かった。

よりもリスクが高いと思われますか？私自身は、
これか

Clayton：すばらしい発表ありがとうございました。

まずジェネティック・インフォメーションと個人情報

は、そのうちの一部をCLIA認証のラボで確認する

そして、その人たちは実際に、それ以上の結果は

は、GINAを例外として違うようには使われていませ

ということになればいいと思うのですが、
しかし今の

何も考えなかった。つまり、
というのも長期ケアの保険

心配しているのは遺伝子のエクセプショナリズム

ん。GINAについてはまた後で話します。
アカデミック

ところは答えを導くことは出来ません。

料が6倍になってしまうからです。すなわち結果とし

です、
このGINAに基づいての。遺伝子は特別だと

リサーチの設定の状況のもとでは問題は、HIPAA

それからまた3 番目の質 問ですが、おそらくこの

て、
このように介護保険にかける、そしてリスクが高く

いう考え方です。考えるんですけれども、本当に遺

はおそらくアカデミックリサーチセンターにも当てはま

GINAの実際の効果はあまりないと考えます。
ご承

なるのが分かっていてそれを言わないと詐欺罪に問

伝子情報、特にこれは特別だという形でこれが世の

ると思います。それからまたアカデミックリサーチにも

知と思いますが、遺伝子情報、
このGINAはジェネ

われてしまいます。

中のためになるんでしょうか。州はちょっとはやりまし

当てはまると思います。

ティック・インフォメーションを使って雇用あるいは健

そこでアメリカの介護保険の会社は実際に今、危

たけど、あまり多くのことは行っていません。部分的

康保険のために使うということは禁止されています。

機 的 状 況で、保 険 料があまりにも高くなり過ぎてし

には何が理 由かというと、その防 衛ラインを引くの

当てはまらないところもあると思いますが、例えばヴァ

症状がない限りは禁止されています。ですから疾病

まった。実際にこのような情報を得る人がだんだん

が、遺伝子情報とそれからその他のことで、線引き

ンダービルト、ハーバード、
カリフォルニア大学サンフ

を発症すれば例外でありますけれども、そういう意味

増えますと、例えば実際に開示することもできなくな

が難しいからだと思っています。

ランシスコ校、
これらの場所では患者さんがいるわけ

では効果はありません。

る。あるいは介護保険の市場が完全に機能しなくな

というのも、施設によってHIPAAが当てはまるし、

なので、
したがって、
このような場所で取られた情報

それからまたこのGINAは実際に1人反対しまし

るという結果にもなりかねません。

G I N Aに関してですが別のお話をさせてくださ
い。
これもアメリカの話です。
テリー・サージャーという

た。それ以外は賛成したのですが、
ただ議会立法で

ですから、
もちろんこの健康保険と、生保と介護

女性がいました。彼女はGINAによって保護された

そして例外としては実際に2つの場合のみです。1

ありますので、
あまり効果はなかったと言えます。例え

保険は違うというかもしれませんけれども、生保と介

人の一人ですが、
このテリー・サージャー、保険のブ

つの場合は18のidentiﬁerをのける、あるいは情報

ば生保、それからまた介護保険に導入されるかとい

護保険の場合には、
これは経済、計画が関係してい

ローカーの仕事をしてたんですね。そして、軽度の喘

が統計家によってde-identifyされた結果です。で

うことでありますが、
これは必ずその方向にはならな

る。
ところが医療保険のほうはそれとは違って、
アメリ

息で喘鳴なども伴っていました。そんな彼女には兄

すから、そのようなものでない限りはHIPAAが当て

いと思っています。

カだったとしても、
どちらかというとこれは必ず少なく

弟がいまして、
α1-antitrypsinの欠乏症という診断

なぜかといいますと、非常にアメリカでよく知られ

とも最低の保険はかけなければいけないものと理解

を受けました。
これは機能不全で、肺疾患や肝障害

それからまた2番目の質問についてですが、
これ

たREVEAL試験があります。Robert Greenがこ

されているものなので、
この2つの保険には違いがあ

を引き起こし得るというものです。

については非常に大きな論争になっています。法律

のREVEAL試験を行いました。そしてその中で、そ

ります。ですからGINAがこの下の2つに適用される

が言っているところでは、私の考えでは、CLIAで認

れぞれの個人でアルツハイマー病の素因のある人

可能性はゼロです。

証されていないラボの結果については、
メディケイド

が見つかり、家族に分かりました。そして発症した家

あるいはメディケアのサービスでは、
この法律が適用

族はAPOE/e4のアレルが高くなっていまして、
アル

三成：ご回答いただきありがとうございました。一

くいい仕事も持ってましたし、
よい業績も上げていま

されなければいけないということになっています。そ

ツハイマーのリスクが高まっていました。そしてこの

つだけお聞きしたいのですが、そのようにGINA

した。そしてこの疾患は非常にお金がかかる。彼女

れからまたinvestigatorによっては、
これは法的に

家族の人に対して、実際にこの試験に入りたいかと

があまり効果を持たない領域が残っていると思

は診断を受けたその次の月に解雇されてしまったん

妥当であると言っている人もいます。
また弁護士に

聞き、そしてまた、その前に詳しいカウンセリングも

いますが、このような領域について州法が対応し

です。

よっては、結果を返すという権利は憲法で守られて

やった。そしてその試 験の後にもカウンセリングを

ていく可能性はあるのでしょうか。

いると言う人もいます。

行った結果、分かったことでありますが。実際にこの

はHIPAAでカバーされることになります。

はまると思います。

48

ら今の仮定的な質問に自分で答えます。

医 師は、彼 女もテストを受けるべきだと言いまし
た。そして、彼女にもその欠乏症があることが分かり
ました。10年間保険会社で仕事をして、彼女はすご

興味深いのは何なのかというと、
これは提訴され
ませんでした。
というのも、
これは遺伝子差別だとい
49

うことがあまりにも明白だったからです。彼女は本当

三成：例外主義に関する回答は、現時点では私自

はこのGINAではカバーされていませんでした。何

身整理しきれていないため、今後、検討してお答

でこんなことを申し上げているかというと、彼女にはも

えしていきたいと思います。今から勉強を深めて

ともと気管支喘息の症状があったんです。
テストされ

いきたいと思います。

たのは彼女の兄弟がテストを受けたから。それはα
1-antitrypsinの欠乏症であるという、その結果だっ

Clayton：いえ、すばらしい発表をありがとうござい

たんです。彼女は診断を受けた結果、結局解雇され

ました。例外化という問題については、全てがわれわ

ました。
リスクがあるときには、そういった診断が早く

れが問題だと思っているからです。
これは諸刃の剣

なされる。

だと思います。つまり一方では遺伝子情報を一つの

診 断が早くされるということは、通 常はいいんで

ものとして重点化するということ。そして、それが怖い

す。それは早く治療を受けられるからです。でも診断

ものであると考えるというのが一つの問題だと思いま

されると、その瞬間から症状があれば、
もうGINAは

すけれども、
これからまたお話ししましょう。今日解決

適用されないんです。だから、
ある意味難しい。大変

するような種類の問題ではありません。ありがとうご

な難題、難問なんです。

ざいました。

残念ながら、
この答え、GINAに対する答えという
か、あるいはGINAの問題、何かということをアメリカ
で考えると、
これは医療制度改革なんです。新しい
医療制度の法律のもと、今まであった既往症に関し
て、状況に関しては除外されないからです。
これは
ヘルスケアの答えであって、遺伝子情報を他の情報
と比べて特別に取り出して、
ということではありませ
ん。
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脳画像研究における偶発的所見
東京大学大学院医学系研究科

高島

響子

私からは、脳画像研究における偶発的所見
に関 するお話をさせていただきたいと思いま

科学研究が行われております。今後もこのプロ
ジェクトは続いていく予定です。

にずっと増えてきているというのが分かるかと思

機 関が多 様であるという状 況を踏まえて複 数

います。

の選択肢を提示して、その中でそれぞれの研

こうした画像技術を用いた研究の際に、偶然

究者が合った対処法を選べるようにということ

に腫瘍であるとかグリオーマであるといった研

を2005年の段階では考えていました。
ところが

究参加者の健康上の大きな問題を示唆するよ

近年になって、結局自分たちはパンドラの箱を

うな所見が発見されるということが報告されるよ

作ってしまった、統一的な対処法を設けていか

うになってきました。

ないと意 味がない、
ということを語っておりまし

こうした偶発的所見にどうやって対処したら
いいかということが、脳科学研究者、倫理学者、

た。
こうした状況の中で現在のコンセンサスとい

法学者含めて議論されてきたのです。
まず、
ど

たしましては、脳 画 像 研 究を行う研 究 者たち

科学研究における倫理的な問題の解決という

れくらい発見されるかという発見率については、

は、
自分の研究の中で偶発的所見が発見され

れてきたかという概要をお話しし、その後にわ

ことを研究テーマに挙げておりまして、その一つ

報告によってかなりばらつきが多いのが現状で

る可 能 性というものを認識し、あらかじめ対処

れわれが研究チームとして取り組んできました

として画像研究における偶発的所見の問題に

すけれども、大体健康上の問題がないような軽

法を考えておいて、それを研 究 計 画 書 、イン

対処法の研究についてご紹介いたします。
ど

ついても取り組んでまいりました。

微なものまで含めると、参加者の30〜40％には

フォームド・コンセントの書式、説明文書の中でき

す。内容ですけれども、はじめに脳画像研究に

私たちの研究チームは、
この脳プロの中で脳

おいて偶発的所見の問題がどのように議論さ

のように偶発的所見に対処するかということの

まず偶発的所見の定義については、すでに

見つかる、中でも非常に健康上の問題が大き

ちんと明示し、参加者の方に説明し同意を得る

お話です。その後、検討した対処法を実際の

エレンさんのお話の中でありましたので簡単に

いようなものについては、2％ほどの方に見つか

ことです。
このように、発見される前の段階につ

脳 画 像 研 究で実 践し検 討した研 究について

いたしますと、研究の目的を越えたところにある

るということがいわれてきております。

いて、
どういった対処法をとるべきか、
というとこ

簡単に2つご紹介させていただき、エレンさんへ

発見ということが、個人への結果の開示とは異

脳 画 像 研 究を行う研 究 者は必 ずしも臨 床

の質問をさせていただきます。

なる点です。偶然に研究の過程で発見された

家、医療者ではない。あるいは医療者であって

所見ということです。

も画像を診断するトレーニングを受けてきた方

全ての画像を読むべきなのか、
あるいはちょっと

まず脳科学研究ですけれども、現在非常に

ろはコンセンサスが得られてきております。
しかし、
じゃあ実際に誰が画像を読むのか。

世界的に研究が盛んに行われています。
ヨー

この定義から分かるように、画像研究に特化

たちだけではない。そうではない研究者も多い

怪しい所見が見つかった参加者の画像だけ、

ロッパではHuman Brain Projectというのが

した問題ではないのですが、脳科学研究にお

ということから、研究者がこうした偶発的所見に

専門の方に読んでもらうのか、
といった具体的

昨年から10カ年の計画で始まっておりますし、

いては、画像技術を用いた研究というのが非常

対処する義務があるのか。あるとすれば、
どう

な対処法。あるいは、見つかった所見を参加者

また昨年アメリカではオバマ大統領がBRAIN

に盛んに行われるようになってきました。特に

やって対処したらいいか、
ということが議論の中

の方に何を返すべきか、あるいは誰がいつどう

Initiativeというものを掲げまして、ゲノムの次

fMRIというものが1990年に登場して以来、放

心になってきました。

やって返すべきかという通知については、
また

はブレインマッピングだということで研究投資が

射線被曝を伴わない技術ということで、健常ボ

進んでおります。

ランティアを含め、患者さんはもちろんのこと、非

2005年にワーキンググループが開催されまして、

常に多くの研 究で使われるようになってきまし

望ましい対処法の選択肢というものが提示され

OECDのデータによりますと、
日本のMRIの保

た。

ました。
このグループを率いていたJudy Illesと

有台数というのは世界で群を抜いて多いという

日本におきましては、2008年から文部科学省
が脳科学研究戦略推進プログラムというものを
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医療倫理学分野

早い段階では、NIHとスタンフォード大学で

議論されている段階にあります。
日本の状 況ですけれども、
日本においては

行っていまして、脳プロというふうにわれわれ呼

こちらはfMRIを使った研究の発表論文数で

いう方が脳画像研究における偶発的所見の問

現状がありまして、臨床の領域あるいは検診の

んでおりますが、
この脳プロにおいて多くの脳

すが、90年に技術が登場して以来、右肩上がり

題で先 駆 者なのですが、彼 女たちは、研 究の

領 域における偶 発 的 所 見の論 文というのは、
59
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ある程度、見受けられます。一方で、研究にお

た。
こちらの方針は2012年から、現在も引き続き

ました。現在までにインタビューを行ったのは、
こ

いうことが原因だったことが分かりました。です

いての偶発的所見の議論というのは、実態調

採用されています。

ちらの機関Cで通知された22名のうちの参加

ので、
こうしたリスクを回避するためには、通知

このような方針を採用するに当たっては、
イン

協力が得られた16名の方にインタビューを行い

方法であるとか、通知の際にお伝えする内容と

国のガイドラインとして参照されるものが疫学

フォームド・コンセント文書に方針の内容をきち

ました。
この16名のうち3名の方は、緊急度はそ

いうのが非常に重要である可能性が示唆され

研究に関する倫理指針と臨床研究に関する倫

んと明記する、つまり、場合によっては見つかっ

う高くないけれども、念のためにさらに医療機関

ました。

理指針という指針がありますが、
こちらは現在

たものを通知する場合があること、研究目的の

を受診したほうがいいというレベルのことを勧め

こうした研究の結果を踏まえてエレンさんへ

改訂の作業が進んでおりまして、
もう少しで新し

撮像であって臨床の検査とは異なるということ、

られた方たちでした。残りの方々は、特に医療

の質問です。二つあります。
ひとつが知らされな

く、2つを1つに統合した形で新しくなるというふ

それから、見つかったものをお伝えはしますけ

機関を受診する必要のない、非常に軽微な所

い権利、
もうひとつが personal utility という

うになっておりますが、その中で偶発的所見に

れども、追加で必要となる検査については研究

見が発見された方々でした。

ことについてお伺いしたいと思っています。

ついても項目が 設けられる予 定になっていま

のほうでは費用は負担いたしません、
というよう

こちらにお示ししたインタビューの結果は非

詳しくご説明します。
こちらはエレンさんのお

す。

なこともあらかじめインフォームド・コンセントの中

常にごく一部なのですが、通知を受けた方々が

話の中にも出てきましたWolfが2008年に発表

で説明するということを同時に求めました。

偶発的所見の通知にどういった意義を見出し

した論文の中での対処法の議論ですが、偶発

査もほとんどなされておりません。

それ以外の指針として、
アカデミックから、
日
本神経科学学会が2009年に偶発的所見の項

こうした対処法を実践した中で、実際に偶発

ていたか、
ということについて、一つは、
自分の

的 所 見が発 見されたら通 知すべきかどうかと

目を含めたガイドラインというのを出しておりま

的所見がどれくらい見つかったのかということ

今後の人生の設計、生活を考えていく上での

いうのを3段階に分けてまとめていました。特に

す。
しかしこちらは学会の指針という性質上、拘

について調査した結果がこちらになります。細

材料になるということが一つ。
もう一つは、研究

偶 発 的 所 見を通 知 することのベネフィットとし

束力というのはありません。

かいことは、本日は割愛いたしますけれども、
こ

参加に対する返答ということが挙げられました。

て、疾患を避けることができるということを非常

そこで私たちの研究グループではこうした現

ちらは2012年度、1年間に脳プロの中で行われ

特にMRIの研究に参加された方々は、MRI

に大きく取り上げていたために、致命的なほど

状を踏まえまして、脳プロというのが国のプロ

た脳画像研究における偶発的所見の発見状

であったり自分の体のことの状態ということに非

重 篤で対 処する方 法がある場 合には通 知す

ジェクトであるということから、統一的な対処法

況になります。

常に興味を持って、好奇心から参加したという

る。ただし本人たちが、参加者の方が通知され

を定める必要があるというふうに考えまして、海

全部で14機関において脳画像研究が行わ

方がいらっしゃいまして、そういった方々という

ないことを望んでいない限りにおいては通知す

外、北米を中心とする議論の先行研究の検討

れ、そのうち11機関で偶発的所見が発見され

のは、特に治療につながるような所見ではなくて

る、
というようなことになっていました。

を重ね、
また本日はちょっとご紹介できないです

ました。全体では、1,921人中230名の方に何ら

も通知してほしい、
というようなご意見を持って

けれども、国内の研究者、そして一般成人を対

かの偶発的所見が見つかりました。注目すべき

いらっしゃいました。

象とする調 査を実 施いたしました。そうした結

は、施設によって発見率が大きく異なるというこ

一方でこれまでの偶発的所見をめぐる議論

知してもいいけれども、義 務ではない。それ以

果を踏まえて、脳プロ内ではこちらにお示しした

とと、見つかった所見のうち対象者の方に通知

の中で、研究参加者に偶発的所見を伝えるリス

外については通知するべきではない、
というふう

対処法をとることに決めました。

した割合になるのですが、その通知率が施設

クとして懸 念されていたのは、通 知することが

になっていました。

によって大きく異なるというところも非常に面白

参加者に不安を与えるということです。今回の

2012年の論文、
これエレンさんのスライドにも

い結果として出てきました。

対象者の方の中にも、確かに通知を受けたこと

出てきた論文ですけれども。そちらの中では、ベ

さらに、
この通知を受けた研究参加者の方た

で不安を一時期覚えたという方もいらっしゃい

ネフィットのところにこの personal utility と

その発 見された偶 発 的 所 見を研 究 参 加 者に

ちが、実際にその通知をどう受け取ったかとい

ました。そうした方々というのは、その多くが通

いうものの項目についても非常に紙幅を割いて

通 知するというような方 針をとることになりまし

うことに関するインタビュー調査というのも行い

知された内 容の理 解が十 分にできなかったと

説明されていました。2008年の段階で真ん中

その対処法というのは、脳プロの中で行われ
る全ての脳画像研究は、撮像した全画像を医
師が読む。そして必要と判断される場合には、
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重症だけれども対処する方法が必ずしもな
いようなものは、本人たちが知りたいと言えば通
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Q&A

のmay discloseになっていた箇所に2012年で

味・関心を持って研究に参加されており、そうし

Clayton：すばらしい発表ありがとうございました。

らです。
リサーチの目的は新しい知見を一般化する

は personal utility があり、参加者の方の観

た方にとっては、治療につながらないような所見

では申し上げたいのですが、私も2008年のWolf、そ

ことです。別に自分の興味深い情報を与えるために

点から見て重要だというものについては、本人

であっても、非常に満足度を向上させる結果に

れから12年のWolfの研究の一部に入っていました

リサーチをやるわけではありません。例えば医療で

が希望すれば返してもいいというふうになって

なっていたわけです。

し、2008年の著者でもありました。2012年はそうでは

MRIを受けてもらう理由は、それについて何らかの

ありませんでした。
というのは合意しなかったので著

診断ができるからです。

いました。

そうした好奇心を満たすような答えというの

そうしたことを踏まえて私の質問ですが一つ

も、
この personal utility 、あるいは研究参

目は、研究参加者の方の知りたくないという権

加者の観点からみたベネフィットに含まれるの

まず知らない権利ですが、私がこのような状況に

利というのは、非常に重症な偶発的所見が見

かどうか、
というところをお伺いしたいと思いま

対処する場合、そしてその場合のコンテクストがこの

それは新しい知見を得たいということです。それが目

つかった場合にも認められるべきだというふうに

す。以上です。

研究のようなものであった場合、すなわち研究者の

的ですよと言って、その結果で、すぐに臨床的な管

心配を防ぐために。私だったら最初の段階で、ある

理ができるような情報であれば提供しますけれども、

例えば脳画像研究でいうと、動脈瘤が見つ

いはインフォームド・コンセントプロセスの中でこういう

他の研究結果は戻しませんよ、
と言っておきます。

かった、
しかし研究の場では手術できるかどう

ふうにします。つまりこれからこのプロジェクトに参加

私のこのことについての意見は、Susan Wolfをさ

か分からないけれども、
もし放っておいたらいつ

していただきますと、
これから何か所見が見つかっ

らに超えるもの、あるいは違うやり方だと思います。
ま

か破裂する可能性があるかもしれないというよ

て、その所見が重篤であった場合には、それをお知

た私に反対の人もいるということを知って、
こういうふ

うな場合に、
インフォームド・コンセントで本人が

らせしますよと。

うに言っています。ただ私の考えでは、やはり個人的

お考えでしょうか。

者には名前を入れませんでした。

ということになりますと、
ここで自問すべきは、われ
われのリサーチプロジェクトで何をやりたいかです。

知らせてほしくないというものを選択していた場

もちろん参加しないという権利もあるわけですの

に重 要だと考えて情 報を知りたい人であれば 、
リ

合には、それを通知しなくていいのか、
というこ

で。
したがってそのようなことを条件として研究に参

サーチに参加することをもってその好奇心を満足す

とについて、エレンさんのご意見を伺いたいと思

加してもらうということになります。私はそういう解決

べきではないと考えます。

います。先ほどサウジアラビアのお医者さんの

法がいいですけれども、
できるかどうかは別です。

事 例 が出ていましたけれども、研 究 者の側に

例えば 最 初の段 階でそういうことを言わずに、

つまりそれに対する反論として、例えばいろんなこ
とを知りたいと思っている人がいるのは確かです。
し

とってもそうした致命的な所見が見つかった場

「絶対知りたくありません」
と言われたとします。その

かしそうだからといって、
この personal utility

合というのは、言わないことにストレスがあるとい

場合には、必要とされるのは彼らの言ったことに従う

だけでこの結果返却ということの理由になるとは考え

うことと、研究者の義務として、そうしたものまで

ということです。本当に救 命ができると考えていれ

ません。やはりコンテクストによって違います。ゲノミク

言わなくていいのかということが議論になってお

ば、
もちろん彼らの自主性を阻害しても言うということ

スのコンテクスト、
あるいはNature Neuroscienceに

ります。

はあり得るのですが、私だったら言わないと思いま

出た記事で、
この参加者は全てを戻すことができると

す。
こういうリサーチの場 合には言わないと思いま

言っている人もいますけれども、私はこれに疑問を提

す。

示したいと思います。
リサーチはそのリサーチ自身の

二つ目は、Wolfの論文のほうに書かれてい
た personal utility といった場合に、
どういっ
たものを指 す の かということについてで す 。
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次に personal utility についてです。おそら

価値を持っていると考えるからです。

Wolfの論文はゲノムのお話ですが、私のインタ

くこれは本当に興 味 深い問 題を提 起すると思いま

なので、
日本でうまくなされて、Judy Illesはうまく

ビュー調査の中では、研究参加者の方がご自

す。
もともとリサーチに何で参加するのか。
またリサー

いかなかったというところは、
日本は成功されてすば

身の体への関心であるとか、MRI自体への興

チは何を目的に行うのかということがかかってくるか

らしいと思います。例えば専門家が読影をし直すと
63

いう部 分ですけれども、
これは非 常に興 味 深いで
す。

が違うということが分かっていただけると思います。
もう一点あります。例えば脳あるいは脳画像のリ

それからまた私が知りたいこともあります。皆さん

サーチというのは、本当にいろいろな倫理的な問題

が例えばリサーチのスキャンは臨床ほどいい質では

が出てきまして、それを見てみますと、ゲノミクスのほ

ないですよ、
と言って、それを参 加 者は理 解します

うがずっと簡単だと思うぐらいです。
どういうふうに言

か？ その質問に答えていただきたいのですが。

えばいいのか分からないのですが、通訳がうまくや
れるかも分からないですけれども、事実を申し上げま

高島：ありがとうございます。それも非常に興味

すと、脳というのは実際にわれわれにとってゲノムよ

深い結果としてインタビューの結果出てきていま

りも近い存在だと思います。DNAは目に見えないけ

す。参加者の方はインフォームド・コンセントの段

れども脳画像は見えるわけです。
ということは、脳の

階で 、研 究目的だと説 明されたことは覚えてい

MRIのほうが自ら人として立脚しているところに近

らっしゃいました。ただ、その得られるデータが臨

いわけです。
ところが遺伝子情報はそうではないと

床用のものとどう違うかというところまでは、や

いうところを考えますと、やはりわれわれが定義して

はり十分に理解していなくて、研究者は知ってい

いかなければいけないのは、例えばもちろんゲノミク

ると。自分の脳画像の結果について検診レベル

スを理解できない人は多い。そして他のいろいろな

のものまで知っているけれども、研究だからその

要素も入ってくる。それに対して画像の場合には、実

全てを聞くことはできない、という形で納得され

際にその画像が物理的にあって見ることができる。

ていたという方もいらっしゃった。全員がそうで

そしてその画像で、人が人としてのリンケージをとる

は な い で す け れ ど も 。こ れ は 、い わ ゆ る

ことができるわけです。
自分自身の価値観と直接結

therapeutic misconceptionとは違うの

びつけるものを見ることができるということ。

ですが、やはり説明内容について十分に理解で

となりますと、
もしかしたら刑事法の分野になってく

きていない部分も残っているということは分かり

るということもあり得ます。
したがってパンドラの箱こ

ました。ですので、教えてくれないことについて

そ、
この脳画像ではないでしょうか。Judy Illesは本

納得はしている、けれども誤解は残ったままだと

当にすばらしい人ですけれども。
まあ、
これは関係な

いうところです。

いですが。
すばらしい発表でした。本当にありがとうございま

Clayton：はい、当然だと思います。私はその対処
方法を考えたことがあります。対処の方法としては、
ICのプロセスでリサーチスキャンは、画像はこういう
ものですよと。通常のMRIはこういうものですよ、
と見
せれば、違いを見取っていただけると思います。質
64

した。
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Ellen Clayton 氏からの
メッセージ
Message

せん。サイエンティストがELSIを好かないという

経験に入る。それからまた、
より幅広い学際的

おっしゃる通り、やはりこの人たちともっと話をし

ELSIに関わっている者であると思いますが、非

こともあります。他方、
この部屋にいらっしゃる皆

なグループの中でこの研究を行っていく。

ないといけないんだ、
というのも、
このELSIの人

常に大きな義務があります。やはり一般の人と

さん、それからまた皆さんがこれから研修をす

話をしなければいけません。話をして、バイオメ

る人、あるいは一緒に働く方々は、一つのチャン

例えば日本神経科学学会のリコメンデーション

して、
われわれの仕事をより明確にしてくれるで

ディカルとは何か、バイオメディカルリサーチとは

スを持っています。そのチャンスを生かして真の

が出た場合、それからまた、その中から画像は

はないか。そしてサイエンスと社会、それからま

何か、
を伝えなければなりません。そしてこれら

貢献をすることができると思います。

読影されるべきだということを言ったりする場合

たサイエンスが持つ社会への影響をより明確に

に、その話をしたときに、話された人が分かる。

してくれる、
ということを分かってもらう。それが
皆さんの仕事です。

われわれはサイエンスに関わる者であって、

たちは話をより明確にしてくれるではないか。そ

の結果の返却には、再現性も必要である。そし

その貢献とは、
われわれのサイエンスの影響

てそれを経て臨床ケアにその知識が応用され

を知るということです。そしてその中から社会を

そしてこのリサーチというのは、
まだディスカバ

るのであるということを言わなければいけませ

作っていって、そのような社会ではサイエンスが

リーの段階であって臨床ではないんですよ、
と

ん。

人類に役立つような社会を作ることができ、か

いうように理解ができるようになるということは、

の人間が反対の声をあげました。批判の声をあ

それからまたリサーチとクリニカルケアの境

つ、そのような社会ではサイエンスを不適切に

皆さんが大きな違いを作り出すことができるとい

げました。そしてそれによって違いが出てきて、

界についても話し合う必要があります。そしてま

は使わないというような社会を作る。そして研究

うことです。

人々が耳を傾けてくれました。ですから私が言

たそれと異なる努力を行うことによってEBMを

者に倫理的な仕事をしてくださいと言うことが

進めていくべきだと思います。私もこの考え方に

できる。Yaniv Erlichなどの例がありました。そ

がら、
コラボレーションしながら、
またサイエンス、

すばらしい仕事だということ、素晴らしい寄与を

完全にコミットしております。

してこのようなやり方でわれわれの研究を進め

サイエンティストと、それからまた地域の人たち

なさっているということを言いたいと思います。
し

ていくということです。

と一緒に協力していくことによって、皆さんのや

たがってベストを尽くしていただいて、そして常

ることが本当に違いを作るということを実証する

に目標を忘れずにやってください。すなわちその

ことができます。

目標は、サイエンスは倫理的に行うべきものであ

またもう一つ必要なのは、一般の人がこのサ
イエンスのガバナンスについて知るということ。

さて、それをどうやって成し遂げるのか。皆さ

そしてそのようなやり方でお互いに競合しな

ACMGが勧告を出したときに、われわれ多く

いたいのは、皆さんがやっていらっしゃるのは、

それから透明性。そして、
どうやってやっている

んはこのような世界でどうやって生き延びていっ

のか。それからまたアカウンタビリティについても

たらいいんでしょうか。言いたいことはあるけれ

サイエンスをよりよくし、社会をよりよくし、それ

り、サイエンスを使う場合には人々に害をなさな

お話をしました。
これら全て重要でありまして、

ども誰も聞いてくれない。聞きたくないというよう

が皆さんの目的であり仕事でもあります。本当に

いということである。そしてそれを担保するのが

そして今までにないようなサイエンスの分野だと

なところで、皆さんは何をすればいいのかとい

高 邁な仕 事だと思 います 。そして皆さんがリ

皆さんの仕事です。
これは面白いでしょうか。面

思います。ですので、話をしなければいけないと

いますと、
まず最初に皆さんはサイエンスを皆さ

サーチを行うとき、そして皆さんが方針を作ると

白いです。ありがとうございました。

思います。

んの研究に入れるということです。つまり、
そのよ

き、その方針が違いを作るものになるようにする

うに理解しないということも分かっている。それ

こと。

それでは私の皆さまへの激励の言葉です。
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したがって、その結果、勧告を出すとすれば、

ELSIの研究者、
アメリカの人たちでも日本の人

からまた、
より大きなコミュニティを関わらせて、

たちでも、簡単なことをしているわけではありま

そして公共の利益になるということを皆さんの

そして、そのように違いを作り出すことができ

思っていたよりも本当に楽しかったです。本
当にすばらしかった。皆さん本当にありがとうご
ざいました。

れば、他の人も耳を傾けてくれます 。本 当だ、
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