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　今年度（2021 年度）は、特任研究員として渡部沙織さんをお

迎えしました。希少難治性疾患を対象にした再生・ゲノム医療に

おける患者・市民参画について活躍していただいています。一方、

特任研究員の船橋亜希子さんが創価大学法学部の講師としてご栄

転となり、学術専門職員の神野浄子さんが本学先端科学技術研究

センターの当事者研究分野にご栄転となります。お二人は当研究

室の様々な活動を、私の気づかないところでも支えて下さいまし

た。寂しい限りですが、新天地でのご活躍を祈念いたします。ま

た、ハンチントン病の当事者を対象とした研究に取り組んだ河合

香織さんが学際情報学府の修士課程を修了され、博士課程に進学

される予定です。私が四半世紀前に取り組んだテーマでしたが、

変わらぬ苦しみとともに時代や価値観の変化にも気づかされま

した。

　私の生活は、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策が中心

となり、先の読めない生活も 3 年目に入りました。野球でいえば、

6 回表の攻撃が終わるかどうかのタイミングでこれを書いていま

す。生まれたてのウイルスの流行は、今後も不連続な変異を伴い

ながら続きます。このウイルスとの中長期的な付き合い方につい

て肚を決める必要があると政府に訴えているうちに、公衆衛生に

とってより悪い事態である「戦争」が始まったようです。

　より多くの人々が、一日も早く、明るい兆しと希望を感じられ

ますように。

　読み返してみると、昨年度も、そのまた前の年も、ここで「コ

ロナ」のことを書いていました。授業等の普段の活動や学会等、

各種の行事への影響は否めませんが、この間普及したオンライン

形式での会議・行事参加の利点を感じることもあります。対面で

こそやりたい、対面でないとできないことも多く感じつつ、この

形式でこそ出会えた人も多くいました。

　温故知新という言葉のとおり、今直面する課題をどう乗り越え

るかを考える際、過去の議論に助けられることがしばしばありま

す。博士後期課程の北林アキさんにとっては、査読論文デビュー

の年でした。ご自身の研究テーマが広く大きな学問の世界との対

話の中で磨かれ、またその一部に加わっていく状況を体感したの

ではないでしょうか。私自身にとっても、今年度は、感染症に関

する全国自治体の「条例」の調査、再生医療・研究開発をめぐる

倫理問題の検討など、新たな展開が加わりましたが、それだけに

過去の検討を振り返る機会も多い年だったと思います。

　その他、今年は、厚労省の研究班（医療 AI の法的・倫理的・

社会的課題）について、話題提供の機会を多くいただきました。

年度末には報告書をまとめることになりますが、日本医師会・生

命倫理懇談会の報告書や日本病理学会のガイドライン等において

も、検討の結果を提供することができました。次年度は、この間

の成果をまとめた論文報告を行い、やはり将来の議論に供したい

と思います。

井上  悠輔武藤  香織
「2021 年度」を振り返ってみました



　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の倫理的法的社会

的課題（ELSI）に関する研究」班は、これまでの COVID-19 対策で

生じた ELSI の論点のマッピングと課題の整理を行い、COVID-19

対策の長期化に備えて、幅広く ELSI について検討・抽出する

ことを目的として活動しています。7 つの班に分かれて各分野

の課題を検討するとともに、研究班全体で外部有識者を招いて

研究会を開催し、分野を横断した情報共有と連携をはかりなが

ら研究を進めています。研究班の活動は 2 年目に入り、各班で

これまでに実施した調査結果などの取りまとめが進められ、学

会や論文等が公表されました。3 月には、7 つの班の活動内

容を紹介し、様々な立場の方々と一緒に COVID-19 の ELSI を

考えるイベント「コロナ ELSI ナイト」を開催しました。また、

COVID-19 の感染者の方々の声を活かす取り組みとして、「新

型コロナウイルス感染症の語りデータベース」のパイロット版

が公開されました（DIPEx-Japan ウェブサイト：https://www. 

dipex-j.org/covid-19/）。COVID-19 を「自分ごと」として考え

るきっかけになれば幸いです。（永井）

医療 AIに関する厚生労働省の研究班（第一期（2018 年度～）：

厚労科研「医療における AI 関連技術の利活用に伴う倫理的・

法的・社会的課題」、第二期（2020 年度～）：厚労科研「医療

AI の研究開発・実践に伴う倫理的・法的・社会的課題」（いず

れも研究代表者：井上悠輔）は、第二期の最終年度を迎えま

した。

　医療 AI 技術の導入によって医療のあり方が変わっていくこ

とを患者・市民はどのように受け止めているのか、患者・市

民の視点を取り入れた ELSI 検討が不可欠です。COVID-19 パン

デミックによって、遠隔診療やソフトウェア・アプリの使用

が進み、より身近な問題となりましたが、まだ理解が進んで

いないこともまた事実です。医療 AI そのものの理解を深め、

患者の懸念を抽出するツールとして、第一期の作成事例に続

いて、新たな架空事例を作成しました。作成にあたっては、

COML （ささえあい医療人権センター）有志の方々のフィード

バックを頂きました。これらの事例を用いて、フォーカスグ

ループを実施して、様々な意見を得ることができました。今後、

これらの事例をもとに患者・市

民コミュニティで議論が進むこ

とを願います。

　最後に、この場を借りて、本

研究に関わってくださったすべ

ての方に御礼申し上げます。

（船橋）

　2020 年度より、AMED 採択課題「再生医療研究とその成果

の応用に関する倫理的課題の解決支援」（通称：倫理課題）と

しての活動を開始しています。倫理課題は再生医療研究に関

する倫理支援・倫理教育・調査研究を三本柱として活動に取

り組んでおり、今年度（2021 年度）は 2 年目にあたります。

　2021 年 5 月に国際幹細胞学会（ISSCR）が幹細胞研究・臨床

応用に関するガイドラインの最新版を公表しました。倫理課

題は日本再生医療学会と協働で最新版のガイドラインの翻訳

をいたしました。2021 年の夏は ISSCR ガイドラインとの格闘

でした。

　秋以降は疾患特異的 iPS 細胞の利活用促進・難病研究加速プ

ログラムの公募に備えて、インフォームド・コンセントのひ

な形を改定し、同意書等を新たに作成しました。さらには、

私たち東京大学と分担機関の山梨大学、東京都健康長寿医療

センターとともに、研究者や患者、市民を対象に質問紙調査

を実施しました。少しずつですが、学会報告等の成果として

取りまとめも進められています。

　来年度は本事業の最終年度です。コロナ禍はまだまだ続き

そうですが、皆で頑張って参ります。何卒よろしくお願い申

し上げます。（木矢）

再生ネットワークプログラム　2 年目を迎えて

COVID-19 の ELSI に関する研究班　2 年目を迎えて

“医療 AI” 研究班・二期目の最終年度を迎えました
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COVID-19 の ELSI に関する研究班　2 年目を迎えてCOVID-19 の ELSI に関する研究班　2 年目を迎えてCOVID-19 の ELSI に関する研究班　2 年目を迎えて

2022 年 6 月 4 日（土）に研究室の活動報告会・教室説明会を開催予定です。
詳細は後日、公共政策研究分野のウェブサイトにてお知らせします。
ぜひご覧ください。                       　　       http://www.pubpoli-imsut.jp/
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患者からの副作用報告制度の日欧比較

　薬を服用後には、効き目（主作用）だけでなく、好
ましくない副作用が生じることがあります。こうした
副作用の情報を、厚生労働省等の規制当局に報告し、
薬の安全な使用のために活用する制度がありますが、
この制度を用いて、近年、新たに患者も報告ができる
ようになりました。この患者からの副作用報告に関す
る制度の現状と課題を、日本と欧州とで比較調査した
論文が、『臨床薬理』に掲載されました。今回の調査
にて、この制度の取組みが進んでいる欧州においても
未だ課題を抱えていて、かつ日本と共通する課題もあ
るということが分かりました。これにより、遅れてい
る日本の状況を改善する手がかりを少しでも見出すこ
とができたなら嬉しいです。（北林）

生命保険における遺伝情報の取扱いをめぐる ELSI

現在、遺伝情報を解析し、個人の体質にあわせた病気の治療や

予防に活用する研究や医療が加速しています。一方で、個人やそ
の血縁者に対し、婚姻や雇用など「遺伝情報に基づく差別」が生
じかねない懸念もあります。他にも、将来病気になるリスクによっ
て保険加入や支払いで不利益が生じてしまう恐れも考えられます。
今回、このうち生命保険における遺伝情報の取扱いについて、諸
外国における規制や国内の現状、市民・患者の意向を調査した論
文が、『腫瘍内科』に掲載されました。日本で差別禁止の法規制が
進まないままゲノム研究・医療が推進される状況下にあって、い
まいちど議論を喚起し、引き続きこの問題を注視していきたいと
思います。 （河田・李）
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主なものを掲載論文報告

希少難治性疾患と再生医療の ELSI

再生医療・幹細胞研究の進展によって、患者由来細胞から作製された

多能性幹細胞を用いてさまざまな希少疾患の研究を実施しうる環境が整
いつつあります。一方で希少疾患の ELSI 研究では、「よくみかける疾患」

（common diseases）を対象とした研究における倫理的配慮に更に加え
て、希少疾患の患者が置かれている環境や脆弱性に配慮し特に留意する
べき点が指摘されてきました。今回、ISSCR （国際幹細胞学会） が 2021
年に改訂した新しいガイドラインや、国内外の幹細胞研究や希少疾患の
ELSI に関する調査研究を整理し、希少疾患患者を対象とする再生医療研
究で配慮するべき論点を論文にまとめ、『再生医療』に掲載されました。
希少疾患の既存治療の選択肢の少なさや患者の社会的脆弱性が「研究と
治療の誤解」を複雑化させる可能性や、患者市民参画の障壁、ベネフィッ
ト・シェアリングの必要性について、今後さらに調査研究を進めていき
たいと考えています。（渡部）

ゲノム研究にまつわる「人種」の ELSI

　2020 年の BLM 運動報道のさなか、ゲノム研究の成果発表を
見て「科学の文脈で『人種』という用語を使うのは妥当なのか？」
という疑問を抱きました。そこで日本の遺伝関連学会の学会
誌で「人種」がどのように使われているかという調査を行い、
2021 年度の科学技術社会論学会で発表させていただきました。
現在は、日本における先住民族のゲノム研究の ELSI を調査す
ることで、ゲノム研究における「日本人」は誰を想定している
のか？という問題に光を当てようとしています。ゲノム解析は
最近の技術かと思いきや、想像以上に歴史的・政治的・社会的
背景の厚いテーマですが、来年度は成果の発信を目指して取り
組んでいきたいです。（佐藤）



語りや事象をどのように用いれば、
社会学的研究になりうるのかを考
えていた 1 年だった気がします。
同時に、数年苦心して
いた研究が論文とし
て形となったことに
少しホッとしていま
す。（木矢）

終わるのかなと思っていたコロナ禍は終
わらず、良くも悪くも在宅勤務や Web 会
議等に慣れてしまった 1 年でした。博士
課程も後半に入り、焦りは募り
ますが、できることを一つ一つ
こなしていきたいです。（北林）

新しく保護猫を 1 名家族に迎えました。
楽観的・社交的で鋼のメンタルの持ち主
で、人も猫も大好きな猫です。猫は人に
学びを与えてくれます。最近は
猫を見てコミュニケーション
や生き方を勉強中です。（藤澤）

公共政策研究分野での日々は、聞きなれない
言葉に溢れ、経験したことのない研
究手法に触れて、まるで留学のよ
うでした。いただいた貴重な経験
には、これからの研究で恩返し
したいと思います。（船橋）

娘がこの春とうとう就職で独立。家族だけで
過ごす時間が増えたコロナ禍の 2
年間、彼女の明るい笑顔とおしゃ
べりにどれだけ助けられたかわ

かりません。寂しいやら嬉しいや
ら寂しいやら。（竹内）

最初の緊急事態宣言の時から娘が見始めた
ポケモンのアニメが 6 シリーズ目に
入り、おかげで妙にポケモンに詳
しくなりました。在宅勤務で活
動量がだいぶ少なくなったので
そろそろ運動しようと思います
…。（永井）

地図アプリを頼りに遠くまで散歩し
ています。目的地は行ったこ
とのないパン屋さん。せっ
かくだからと買い込んで
しまいますが、散歩後は
美味しく背徳感なくいた
だけます。（神原）

猫を飼い始めました。寒くなると布団に
入ってきてくれて幸せですが、脇腹に
1 匹、脚の間にもう 1 匹、身動きと
れず朝から疲労感。ぐっすり眠る
ことと猫と眠ることは両立できない
ものでしょうか…。（西村）

4 月より別の研究室でお世話になる
ことになりました。繋がりを
大切にしながら、今後も武
藤研のお役に立てますこと
を願っています。（神野）

すっかりオンライン体制に慣れ、
移動自体へのハードルが上がりつ
つも、たまにある対面イベントで
の再会に心温まるこの頃。研究も
企画運営も、新しい工
夫をとりいれ、経験値
積んでいきたいです！

（李）

分野長　武藤香織 井上悠輔

今年度は量的調査実施の機会を頂き、統計や
データ分析を学ぶことができ大変勉強になりま
した。今後もデータサイエンスの知識
も深めつつ、研究テーマを多角的視
点から分析できるよう学びを深め
たいと思います。（楠瀬）

過去の研究のまとめと、今後の研究の
道筋をつけることができた 1 年でした。

オンラインとはいえ怒涛の
学会発表・学会参加はやは
りハードなので、体力づく
りに励みたいです。（佐藤）

研究室に来てあっという間に 1 年。
全ゲノム解析に対する患者・市民へ
の意識調査など新たな研究
領域への参加や、研究室の
皆さんの研究に触れ、視野
の広がった年でした。

（河田）

これまで特に興味もなかった存在がある日
突然「推し」になりまして、いとも簡単に
沼りまして、激戦勝ち抜きライブ参
戦！を目標に、推し活を楽しんでい
ます。ありがとう YouTube。立派な
ARMY になります。（山西）

今年度ようやく開始できたインタ
ビュー調査は、コロナ禍にて web
で実施していますが、やはり直接お
目にかかってお話を伺いたいという
思いは募ります。来年度は対面での
調査が叶いますように…。（高嶋）

修 了 生 よ り

修士論文では「遺伝的リスクの告知と結婚出産をめぐる意思決定」を
テーマに、ハンチントン病の患者や病気を受け継ぐリスクのある家族、
配偶者、そして遺伝医療が専門の医療者にインタビュー調査しました。
ご指導頂いた武藤先生を始め、研究室の皆様に心から感謝申し上げ
ます。（河合）

R3 年度から公共政策研究分野の一員になり
ました。毎日慌ただしくも楽しく仕
事をさせて頂いています。時折東
北の山野に出かける事を息抜きに
しつつ、頂く機会を進化の糧にす
るべく精進します。（渡部）

メンバー近況

今年度は COVID-19 の影響で産業医への調査
などができず研究計画の変更を余儀なくされ
ました。そこで博士課程の 1 年延長
を申請しております。研究に精を
出しますので引続き宜しくお願い
いたします。（飯田）
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