
東日本大震災を経て
武 藤  香 織

　2011年3月11日の東日本大震災当日、私は沖縄県の宮古島に

いました。訪問先だった産婦人科医院の方に、「大きな地震が来

たみたい。飛行機が飛ばないかも！」とテレビを見るように促さ

れたのですが、それは既に津波が到達し、田畑を呑み込んでいる

映像でした。そういえば、誰からも電話や携帯メールが来ない、

こちらからも通じない…エメラルドグリーンの海に囲まれた美し

い離島で、得も言われぬ不安にかられ、宮古島空港の公衆電話に

走りました。

　この研究室のメンバーについては、幸いにして、夜までには、

全員とその家族の無事が確認できました。保育園にいた人、自宅

にいた人、引っ越し作業中だった人もいました。所内にいた人の

一部は、帰宅困難を避けて研究室泊となりました。また、「バイ

オバンク・ジャパン」（20万人分のDNA、血清、診療情報を保

管）関係者も無事で、機器は自動停止していたことがわかりまし

た。一安心したところで公衆電話から離れ、深夜に沖縄本島まで

辿り着き、翌日、関西空港を経由して、陸路で帰宅することがで

きました。つまり、私はこの震災の恐ろしさを直接には経験して

いません。その感覚が少し理解できたのは、都民ボランティア派

遣事業で滞在していた宮城県利府町にて、4月7日の夜中に経験

した震度6強の余震、それに続くライフラインの停止でした。

　この研究室からは、各自で事情を調整できる人が各々の判断で

被災地に出向きました。しかし、必ずしも家族が被災地入りに賛

成していなかったという話を聞くと、大きな責任も感じました。

　従来、この研究室では、研究テーマと自然災害との間に、直接

的な結節点はありませんでした。被災地でのボランティア活動経

験は、被災地や被災した方々への想像力を今後も長く維持してい

く力を与え、各自の問題意識や研究の意義を研ぎなおす契機に

なったのではないかと考えています。

　また、被災自治体の困窮につけこんだ「調査」、被災者の負担

や心情を無視した「研究」が批判されました。この震災における 

「研究倫理」は、今も厳しく問われ続けています。しかし、それ

に委縮すべきではなく、この震災が浮き彫りにした課題に取り組

む必要性も感じています。たとえば、犠牲者の55.7％が65歳以

上の高齢者でした（9/9 警察庁発表）。他方、避難誘導中の要援

護者避難支援計画におけるケア提供者の「応召義務」や「サバイ

バーズ・ギルト （survivor’s guilt）」も再考せねばなりません。

また、紀伊半島でも深刻な台風被害があったばかりですが、自然

災害の多い日本での「災害ボランティア」のありかたをWLB

（ワーク・ライフ・バランス）研究の観点から問うことも大切に

なってくるでしょう。放射線影響への不安にかかわる科学コミュ

ニケーションや遺伝カウンセリングニーズの変容、災害時のご遺

体の取扱いやDNA鑑定のありかたなども考慮すべき課題です。

　特に西日本からは、この研究室自身の無事を心配してくださっ

た声も多く、研究室一同を代表して、心から御礼を申し上げます。

また、一日も早い被災地の復興を願うとともに、ささやかではあ

りますが、そのための貢献をしていくことをお約束します。

教室メンバー　　　　　　　　　　　　    ※2011年8月末日現在

◆ スタッフ：

武藤 香織（分野長）、井上 悠輔、洪 賢秀、神里 彩子、張 瓊方、

竹内 君枝、帆刈 智子、五嶋 佑輝

◆ 院生・研究生：

荒内 貴子（日本学術振興会特別研究員、新領域創成科学研

究科D2）、佐藤 未来子（新領域創成科学研究科M1）、趙 斌

（学際情報学府・外国人研究生）

震災復興支援活動の報告会（2011年9月）
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　「台湾人女性は検査が好き」「台湾社会は生殖技術を歓迎」・・・

台湾では生殖技術や出生前検査が広く受け入れられており、この

ことは生殖技術の東アジア社会への影響に関する近年の研究から

も裏付けられています。

　しかし、ジェンダーと医療社会学の分野の先行研究によると、

19世紀末期から戦後初期までの台湾社会では、男性産婦人科医

または病院自体に対して、女性は心理的な抵抗を有していたこと

が指摘されています。1970年に産婦人科医の人数が助産士の人

数を超えたことや、90年代以降台湾人女性の身体の医療化およ

び出産への医学的介入が深刻になったことを経て、今日の生殖技

術や出生前検査を支持する姿勢が顕著に表れるようになりまし

た。戦後初期から50年も経たないうちに、身体に対して保守的

であった台湾人女性が、生殖技術の利用についての権利を主張す

るまでに大きく変化したのです。

　この過程で何があったのでしょうか。このような関心から、3

月にドイツ・ハレの国際ワークショップで報告した発表の内容を

紹介します（タイトル：‘Politics of Reproductive Technology in 

Taiwan: Examined from the Changing Perspective of Modern 

Medicine’）。発表ではまず、医療の近代化と視座から、日本植民

地政府が1895年から1945年にかけて、植民地における台湾人

医師をはじめとするエリートの協力を利用し、近代医療や公衆衛

生制度を展開させたことを検討しました。そこで医療知識＝権力

という概念が台湾に定着していったことを指摘しました。次に、

戦後アメリカの支援の下に大型公衆衛生プロジェクトが多数実施

されたことを挙げました。このうち、最も期間が長く、華々しい

成果を上げたのは家族計画とされています。50年代末期から今

日まで実施され続ける家族計画は産婦人科医の権威的な地位の確

立に寄与し、近代医療による女性の身体の介入を強化しました。

80年代に入ってから、台湾政府はさらに生殖技術の実践を先進

国の仲間入りの手段として推奨してきました。現在、政府は生殖

技術を含む医療ツーリズムを国家戦略プロジェクトとして位置づ

け、生殖技術の展開を推奨しています。こうした一連の医学知識

と政権、社会、女性の相関関係のプロセスは、近代医療の東アジ

アでの展開に一つの切り口を提示してくれます。（張）

教室行事・活動紹介

台湾の女性は生殖技術を好んで利用している？

　 　

　2011年8月21日、教室の一部メンバー（武藤、荒内、佐藤、

竹内）で、東日本大震災による津波の被害を受けた宮城県南三陸

町を訪問し、子どもたちの学習支援の一環（大人も参加可）とし

てサイエンス・カフェのようなイベントをさせていただきまし

た。現地でボランティア活動中の慶應義塾・南三陸支援プロジェ

クトの皆様との共催で、生物系出身の荒内（D2）と佐藤（M1）

が設計した簡易型のDNA抽出実験を行うという来場者参加型の

イベントです。今回は、科学の面白さを伝えるというより、実験

を通じて、被災地の方々と楽しく有意義な時間を過ごせたらとい

う思いでおりましたので、参加者の方から、「DNA鑑定は何を鑑

定しているのか、説明を聞いて理解が深まった」「実験自体も面

白かった」というご感想をお聞きすることができ、大変嬉しかっ

たです。科学への関心は人それぞれなので、今回の経験を踏ま

え、参加者の皆様が知りたいことを考えながらイベントを企画し

たいと思いました。（荒内）

被災地でのサイエンス教室

宮城県石巻市にて（2011年5月）

　このほかにも、教室員は、各自無理のない範囲で様々な被災地活動に

参加しています。都民ボランティア派遣事業には、武藤、井上、五嶋、

趙が参加し、東松島市や石巻

市、気仙沼市で泥やがれきの撤

去作業をしました。東京大学が

大槌町に派遣したボランティア

隊には、洪も参加しました。ま

た、武藤、佐藤は、相馬市、南

相馬市での放射線影響に関する

説明会を手伝いました。

ハレ（Halle）は中世から

製塩業の町として栄えて

いたが、バロック期を代

表する重要な作曲家ヘ

ンデル（Georg Friedrich 

Händel）の生誕の地とし

ても知られる。



　博士課程2年の荒内です。昨年、修士課程で行っていたゲノム

研究から少し離れ、ゲノム情報の利用に関するELSIについて考

えていきたいという思いを胸に、公共政策研究分野に飛び込みま

した。研究分野を変更したため、特に最初のうちは、必要な書籍

を読んで勉強しながら、手さぐり状態で研究する毎日でした。思

うように進まないときもありましたが、これまでのゲノム解析技

術の進展が研究現場にどう影響してきたのか、また、どのような

倫理的問題を生んできたのかという問題意識のもとに、少しずつ

研究を進めてきました。今年度からは、修士課程の佐藤さんが入

室されたこともあり、個々人で行っている研究や勉強の他に院生

セミナーも開催され、知識を吸収しやすい環境が整ってきたた

め、一層頑張って研究生活を送っています。また今年度より、日

本学術振興会特別研究員として採用されましたので、さらに身を

引き締めて研究に力を注いでいく所存です。学振の採用通知は、

これからもこのテーマで研究を続けていくための大きな支えのひ

とつとなりました。勉強し、研究計画を練りながら書いた申請書

は、私の研究の方向性や目指しているところを再認識させる大切

な道標になっています。

◆ ◇

　修士課程1年の佐藤未来子です。学部時代までは微生物の研究

をしておりましたが、この春からは「公共政策研究分野」のメン

バーとなりました。分野転換のきっかけは、学部時代に参加した

ゲノム医学シンポジウムで研究者がつぶやいた「倫理的問題を考

えるにあたって、市民と研究者の懸け橋になってくれるような人

材がいたら助かる」という一言です。自分が以前から興味を持っ

ていた問題は研究者にとっても難しい問題であることを知り、今

その道のエキスパートが求められていると確信し、分野転換を決

意しました。現在は、市民や学生を対象とした「ゲノムや遺伝子

に関するリテラシー」向上活動に対して問題意識を持ち、そう

いった活動の現状把握のための調査を中心に、研究活動を行って

います。

　4月に本研究室のメンバーに加わってから、4カ月がたちまし

た。4か月を振り返ると色々なことがありました。研究テーマの

決定、学会発表に向けた調査、看護大の大学院生さんとの交流会、

臨床検査会社の見学、被災地訪問…。振り返ると、4カ月とは思

えないほどたくさんのことを経験しました。今後も、この研究室

に入ったからこそできる体験を大切にし、自分の軸に沢山の枝葉

を付けていきたいと思います。

教室員近況

　　

　2011年7月8日（金）に行われた、聖路加看護大学大学院の

学生さんとの交流会についてご報告したいと思います。交流会の

テーマは『遺伝学的検査と遺伝医学研究の未来』です。臨床遺伝

学の授業を履修されている看護学専攻の学生さんたち（7名）と

公共政策の学生（2名）が交流するのは初めての試みでした。看

護の学生さんは今まで自分にはなかったような「視点」を沢山お

持ちで、本当に刺激になりました。

　例えばディスカッション（議題：「あらゆる人が遺伝医療に関

与する時代における看護とは」）の際には、既に6年間の看護師

経験を持つ学生さんから「出生前診断を受ける患者さんへの対応

と、（出生前診断によって中絶されうる疾患の）患者会の対応を

両立させることに、矛盾を感じる」というご意見を頂きました。

このご意見によって、看護師さんにこういった葛藤があることに

はじめて気づかされました。他にも、「ヒトゲノム解析技術の

99.9％の精度をより100％に近づけることは、研究者のスペシャ

リティ。それぞれの分野の人が自分のスペシャリティを高めつ

つ、定期的に皆で集まって議論を重ねることが大事だと思う」と

いうご意見もいただきました。「研究成果は一般の人にも分かり

やすく説明されるべきもの」ということにとらわれ続けてきた私

にとって、「スペシャリティを尊重したい」という一言はすごく

意外性があり、研究者が果たすべき責務について改めて考えさせ

られました。

　自分以外の視点というのは、自分一人ではなかなか得られない

ものだと思います。暑い中、足を運んでくださった聖路加看護大

学大学院の皆さまに改めて感謝いたします。今後も是非またこの

ような機会を設けられるよう、私たちも積極的に企画提案してい

きたいと思います。（佐藤）

聖路加看護大学の院生さんとの交流会

新入生歓迎会（2011年4月）



発行元　東京大学医科学研究所公共政策研究分野
〒108-8639 東京都港区白金台４－６－１ 
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター3階
▶ 教室ウェブサイト:http://www.pubpoli-imsut.jp/
▶ 代表連絡先:pubpoli@ims.u-tokyo.ac.jp

　2011年7月、受託臨床検査事業（健康診断や精密検査などの

検体を預かり、分析後、医療機関に結果を返却する業務）を行っ

ている株式会社SRLさんの八王子ラボラトリー群の見学をさせ

ていただきました。この見学会は、SRLの学術企画部の堤正好

さんのご厚意により実現しました。検査結果は治療戦略に役立て

られるため、受託臨床検査に必要なのは、迅速に医療機関と患者

さんに正確な結果を返却することなので、SRLでは、作業を自動

化・分担することで効率化を図っているそうです。一方で、経験

が必要な作業に関しては、技術職の方が手作業で検体の分析をさ

れていました。臨床検査の結果が出るまでの工程は、医療を受け

る側からは見えにくい部分ですが、今回の見学で、作業の自動化

と人の熟練した技術を組み合わせることで、毎日多くの患者さん

に信頼できる結果が返却されていることがわかりました。(荒内)

主な行事 （2010年度下半期～11年度上半期）

所感・雑感

（No.1より続く）

＜講　演＞
2010年9月 
- 日本人類遺伝学会第20回遺伝医学セミ
  ナー （大阪）：武藤
- APREC （Asia Pacific Research Ethics 
  Conference (Orchard Hotel, 
  Singapore）：武藤

10月
- Biobank Workshop （台湾）：武藤
- 医哲Café （岩手）：神里

11月
- 徳島大学病院・臨床研究推進セミナー
  ：井上
- 東京女子医科大学・研究倫理セミナー
  ：井上

12月
- APCHG （Asia-Pacific Conference on
  Human Genetics） （Hong Kong Academy 
  of Medicine）：武藤
- 日本婦人科腫瘍学会・倫理セミナー （佐賀） 
  ：武藤
- 国立国際医療センター・ES細胞に関する
  倫理研修会：神里
- 京都大学医学研究科・社会健康医学セミ
  ナー：井上

2011年1月
- 国立精神神経研究センター・研究倫理セ
  ミナー：井上

2月
- ゲノムELSIユニット公開シンポジウム
  （東京）：武藤
- International Workshop: Medicine as a
  Medium of Multiple Modernities （Halle
  University, Germany）：張

5月
- 日本眼科学会総会シンポジウム （東京）
  ：武藤
- 東日本大震災市民公開医療懇談会 （東京
  大学）：武藤、井上

6月
- 学生及び教職員のための第2回ボランティ
  ア活動報告会 （東京大学）：武藤
- 有識者ヒアリング （ヒトゲノム・遺伝子解
  析研究に関する倫理指針）：武藤、井上

7月
- 糖尿病データマネジメント研究会 （JDDM）
  （東京）：武藤
- 東京大学グローバルCOE・遺伝医学セミ
  ナー （東京大学）：武藤
- 日本弁護士会人権擁護委員会生殖医療法に
  関するプロジェクトチーム勉強会：神里

8月
- 日本難病看護学会公開セミナー （昭和大
  学）：武藤
- 第二東京弁護士会先端医療技術研究会
  ：武藤、井上
- 夏休み南三陸町支援プロジェクト （宮城）
  ：武藤、荒内、佐藤、竹内

9月
- International Symposium： New 
  Reproductive Technology and Social 
  Relationships in Asia: Birth, Kinship, and 
  Gender （国立民族学博物館）：洪、張

＜学　会　発　表＞
2010年9月
- 日本心臓病学会 （東京）：井上

10月
- 日本人類遺伝学会 （大宮）：武藤、洪、張
- 日本生命倫理学会 （藤田保健衛生大学）
  ：武藤、洪、神里

2011年5月
- European Human Genetics Conference
  （Amsterdam, The Netherlands）武藤

6月
- 遺伝医学合同学術集会 （京都大学）
  ：武藤、洪、張
- 日本法医学会 （福島県立医科大学）
  ：井上

8月
- The Society for East Asian Anthropology
  （韓国全北大学）：洪

＜年　中　行　事＞
- 医科学研究所研究成果発表会 （6月ごろ）
- サイ・アート・カフェ （不定期）
- 公共政策セミナー （月例）
- 研究倫理研究会 （月例）
- ジャーナル・クラブ、文献講読会
- BBJメディア向け勉強会 （隔月）
- バイオバンク通信刊行
- オープンラボ （5、6月）
- 入学試験 （新領域創成科学研究科、情報学
  環・学際情報学府） （8月ごろ）
- その他、新入生歓迎会、納涼会、忘年会

　

見学に当たって、SRL
のご担当者の方々に
は、御多忙にもかかわ
らず、非常に真摯にご
対応いただきました。
心より感謝申し上げま
す。どうもありがとう
ございました。（一同）

サイアートカフェ （2011年1月）


