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ELSI研究を立て直し、企業ボランティアの役割を再考する
武 藤  香 織

　今年も無事に第6号を出すことができました。2015年度は、

大学院学際情報学府修士課程に佐藤桃子さんを迎えてスタート

し、李怡然さんが修士課程を修了されました。新領域創成科学研

究科メディカル情報生命専攻では、岩本八束さん、江念怡さんが

修士課程を修了され、荒内貴子さんが博士課程を満期取得退学さ

れました。

　また、指導学生として初の博士号を授与された中田はる佳さん

を、特任研究員としてお迎えすることができました。中田さんは、

特任研究員の吉田幸恵さん（同じく、博士号を取得。働きながら

よくやった！）とともに、「臨床試験・治験の語りデータベース

構築プロジェクト」を一挙に仕上げてくれる予定です。卒業生と

一緒に働けることは、非常に大きな喜びです！

　今年度の嬉しいニュースの一つが、文部科学省新学術領域「シ

ステム癌新次元」（代表：宮野悟東京大学医科学研究所教授）の

「ゲノム解析の革新に対応した患者中心主義ELSIの構築」（AO2- 

3）という課題が採択されたことでした。新学術領域は、新しい

学問分野の創出に貢献することが期待される研究への支援を趣旨

とする補助金事業です。ここ数年、再生医療やがん医療の分野で

研究倫理相談・研修に関わる事業に関わってきましたが、「将来

を予測しながら自由に研究して、科学者とコラボしたり、時に対

峙したりして、いい成果を出してよ！」と言って頂ける場に参画

できたことは、とても喜ばしいことです。米国でも欧州でも、自

然科学領域と人文・社会科学領域の望ましい協働のあり方につい

ては、今も熱い議論があります。日進月歩の自然科学に追いつく

だけではなく、その船頭や伴走者の役割も果たせるかどうか（果

たすべきなのか？）を考えつつ、「日本のELSI研究を立て直す」

というキャッチフレーズを掲げて頑張っていきます！

　もう一つの嬉しいニュースは、大学院学際情報学府博士課程の

小林智穂子さんが、「勤労者による社会貢献活動への寄与の現状

と課題」という課題で、全労済協会の公募委託調査研究に採択さ

れたことでした。このテーマは、当研究室の中では異色ですが、

社会学出身の私としては、とても応援しています。小林さんは、

「CSRデータ」（東洋経済新報社）を用いて社会貢献活動の実態を

経年的に分析しているほか、ボランティアプログラムに参加した

従業員、社会貢献担当者らにインタビューを行い、「福祉の担い

手」としての企業の可能性を、ボランティアを受け入れた現場の

視点も尊重しながら探究しています。東日本大震災から5周年を

迎え、彼女の研究を通じて、中長期的な観点からボランティアの

意義が再認識され、働き方の問い直しが進むことを願っていま

す。

教室メンバー  ＊2016年3月末日現在　

◆ スタッフ：

　武藤 香織（分野長）、神里 彩子、井上 悠輔、洪 賢秀、永井 亜貴子、

　吉田 幸恵、楠瀬 まゆみ、髙嶋 佳代、高島 響子、中田 はる佳、

　須田 英子、竹内 君枝、帆刈 智子、神原 容子、石川 結、澤柳 芳子

◆ 大学院生：

荒内 貴子（新領域創成科学研究科博士課程）、小林 智穂子（学際情

報学府博士課程）、岩本 八束（新領域創成科学研究科修士課程）、江 

念怡（新領域創成科学研究科修士課程）、藤澤 空見子（学際情報学

府修士課程）、李 怡然（学際情報学府修士課程）、佐藤 桃子（学際情

報学府修士課程）公共政策研究分野オリエンテーション（2015年4月）
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修 了 者 よ り

教 室 員 近 況

　修士論文では、妊娠中から子の成長後まで長期に追跡が続く出生コホート研究において、親から子に

いつ・誰が・どのように「告知」するのか、という問題意識を出発点に、「子どもの健康と環境に関す

る全国調査（エコチル調査）」の研究参加児の母親と父親にインタビュー調査を実施しました。親は必

ずしも子に伝えることを想定していたとは限らず、伝えたい年齢や内容も多様であったことから、ニー

ズに応じて絵本などのツールの提供やサポートが必要になると示唆されました。ご指導頂いた武藤先生、

エコチル調査の先生方、公共政策の皆様には本当に感謝しております。学ばせて頂いたことを生かし、

引き続き博士課程でも研究に精進してまいります。（李）

　精神・神経疾患の解明に重要なヒト死後脳を収集する機関である「脳バンク」には生前同意登録

の普及や、活動の情報公開の在り方等の倫理的・法的・社会的問題が存在し、一般市民の理解や協

力を得る必要があります。そこで修士論文では、一般市民の情報源である新聞記事上で「脳バンク」

はいかに語られてきたか、米国を比較対象として分析し、市民の理解において必要なことを検討し

ました。結果として、日本では「脳バンク」の研究利用の発信が少ないことが明らかとなりました。

研究活動の責任主体として「脳バンク」は積極的に自らの利用状況を公表する必要があると言えま

す。長きに渡りご指導いただいた武藤先生をはじめ、公共政策の皆様に感謝申し上げます。（岩本）

　2011年に台湾の大学を卒業し、日本に参りました。最初の1年半は、日本語の勉強と大学院の受験

準備が大変でした。

　修士論文は「薬局・ドラッグストアでのPGx検査提供に関する一般市民の意識」というテーマで、

アンケート調査のデータを分析し、市民のPGx検査・ゲノム科学に関する認知度や期待について検討

しました。その結果、「遺伝学・ゲノム科学の理解度」と「遺伝学的検査を受けるかの判断力」に関連

があり、理解度の高い回答者のほうが遺伝学的検査を受けるかの判断力が高いことが明らかとなりま

した。先生方と研究室の皆様に本当にいろいろご迷惑をおかけしたかと存じます。とても未熟で不器

用な私を見捨てずに、この3年間サポートしていただき、心から感謝しています。（江）

　学部では生命倫理について勉強し、「最先端の

医療と社会を繋ぐ」という当研究室の立ち位置に

関心を持ったため、2015年4月に進学しました。

卒業論文では、最初の出生前診断である羊水検査

の歴史を扱ったため、修士論文では今後の出生前

診断のあり方とその対象疾患に焦点を当て、専門

家の方々へのヒアリングを実施しています。生命

倫理だけでなく科学技術社会論、ジェンダー、障

害学なども関わるテーマですので、当研究室で多

様な視点を吸収しつつ、研究に集中したいと考え

ています。（佐藤）

　2016年2月1日から特任研究員として着任し

ました。実はつい昨年度まで、この研究室に博士

課程の学生として所属していたので（2014年度

終了）、ただいま戻りました！という感じです。

縁あってまた武藤研で活動できることになり、と

てもうれしいです。私が博士課程のときから関

わっている「臨床試験・治験の語りデータベース

構築プロジェクト」を完成させることが目下の目

標です。今後は、ばりばり業績をあげて研究室に恩

返しをしたいと思います。改めてどうぞよろしく

お願いいたします。（中田）



　2015年12月12日（土）、澄み渡る青空の下、東京医科歯科大

学生命倫理研究センターの吉田雅幸教授と当室の武藤教授が世

話人代表、副代表として準備を進めてきた「第1回研究倫理を語

る会」が開催されました。日本医療研究開発機構（AMED）の末

松誠理事長及び国立病院機構大阪医療センターの楠岡英雄病院長

に特別講演を、英国 Brunel大学のA. George氏および米国Johns 

Hopkins大学のJ. Sugarman氏には英米における倫理審査の状況

等の講演をしていただき、また、6つの分科会も設けました。初

めての試みゆえに、どのくらいの方にご参加いただけるのかス

タッフ一同ドキドキして当日を迎えましたが、多様な職種の370

名もの方にお越しいただき、大盛況な会となりました。休日返上

でご参加くださった皆様にスタッフの一員としてこの場を借りて

御礼を申し上げます。

　人を対象とする研究の実施にあたっては、各機関倫理審査委員

会の委員長や委員、事務局、研究倫理支援部署、クリニカルリ

サーチコーディネーター（CRC）等多くの人が、各々の役割を持

ちながら研究倫理面で携わります。そして、それぞれご苦労を抱

えながら日々の役割

を果たしていると思

います。そのような

方に、開催を楽しみ

にしていただけるよ

うな会を目指し、ス

タッフ一同力を合わ

せて当会を育ててい

きたいと思います。

ご支援よろしくお願

いいたします。

（神里）

活 動 紹 介

「第 1回研究倫理を語る会」の開催報告

外部交流活動：マレーシアの大学院生来訪と高校生研修

　研究室の外部との交流活動の一部をご紹介します。

　2015年9月にCancer Research Malaysiaから基礎研究に携わ

る大学院生の方々が来訪されました。当研究室の活動紹介や生命

倫理や研究倫理についての話題提供を行ったほか、マレーシアで

の研究生活について私たちの質問にも答えて頂き、エスニシティ

や文化的、宗教的な背景が多様なマレーシアの研究環境を知るこ

とができました。東南アジア圏の方と接する機会は少ないので、

気軽に交流を深める貴重な経験となりました。

　また、2016年2月に福島県立磐城高校の高校生研修の一環と

して、当研究室にて「遺伝子検査」をテーマとしたワークショッ

プを行いました。個人がインターネット等を通じて購入できる

Direct to Consumer（DTC）遺伝学的検査について、受けるかど

うかの選択や社会で普及する際のルール作りなど、皆さんとても

真剣に講義に耳を傾け、活発にグループディスカッションに参加

して下さいました。生命倫理に触れるきっかけになったと思いま

すし、私たちにとってもフレッシュな気持ちで一緒に考えを深め

る良い機会となりました。

　今後もさらに、このような場を通して活動を発信し、国内外の

多くの方と交流を広げていきたいと思います。（李）

マレーシア大学院生来訪 高校生研修



＜学会発表（抜粋）＞
 2015年4月 ・日本医学会総会（京都）：井上
  ・東京大学生命科学シンポジウム（東京）：武藤、須田、李、藤澤
　　
 5月 ・The 2015 International Conference of Gender and Medicine
   （Taipei）：武藤、洪
  ・The 11th International Workshop on Advanced Genomics
   （Tokyo）：武藤、永井、高島
  ・11th Annual International Conference on Clinical Ethics
   Consultation（New York）：武藤、楠瀬
  ・IMSUT Founding Commemorative Symposium（東京）：高島、李

 6月 ・European Society of Human Genetics（Glasgow）：武藤
  ・International Society for Stem Cell Research Annual Meeting
   （Stockholm）：武藤、髙嶋、楠瀬
  ・The US-Japan DIAN Collaborative Workshop in Kyoto（Kyoto）：
   高島

 7月 ・International Conference and Exhibition on Tissue preservation
     & Bio-banking（Barcelona）：武藤、楠瀬

 9月 ・第15回CRCと臨床試験のあり方を考える会議（神戸）：武藤、
   吉田、楠瀬
　　　　　　・BSA Medical Sociology Group Annual Conference 2015（York）：
   武藤、吉田　

 10月 ・UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference BIOETHICS,
   MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW（Naples）：武藤、井上、神里、
   髙嶋、楠瀬
  ・日本人類遺伝学会（東京）：武藤、高島、永井、藤澤

 11月 ・医療の質・安全学会（幕張）：神里
  ・日本科学技術社会論学会（仙台）：井上
  ・日本生命倫理学会（千葉）：井上
  ・日本公衆衛生学会（長崎）：武藤、井上、永井

 12月 ・研究倫理を語る会（東京）：武藤、井上、神里、吉田、高島

 2016年3月 ・日本臨床倫理学会（東京）：楠瀬

＜講演（抜粋）＞
 2015年4月 ・横浜労災病院（横浜）：楠瀬
  ・九州大学病院（福岡）：武藤

 5月 ・早稲田大学（所沢）：井上

 6月 ・大阪大学（大阪）：井上
  ・日本医師会（東京）：武藤

 7月 ・日本難病看護学会（東京）：武藤
  ・横浜労災病院（横浜）：井上

 8月 ・ヒトゲノム解析研究倫理審査を考える会
   （大阪）：井上
  ・東海大学（伊勢原）：高島

 9月 ・日本骨粗鬆学会（広島）：武藤
　　　  ・群馬県立がんセンター（太田）：神里

 10月 ・東京医療保健大学（東京）：神里

 11月 ・FERCAP International Conference
   （Nagasaki）：武藤
  ・滋賀医科大学（大津）：神里
  ・早稲田大学（東京）：井上

 12月 ・日本遺伝子診療学会：武藤
  ・JETROアジア経済研究所（東京）：武藤

 2016年1月 ・日本疫学会（米子）：武藤
  ・東海大学（伊勢原）：高島
  ・筑波総合福祉専門学校（つくば）：楠瀬

 2月 ・神奈川県医師会（横浜）：神里
  ・日本科学未来館（東京）：武藤
  ・日本製薬工業協会（東京）：武藤

 3月 ・新潟大学（新潟）：井上
  ・群馬パース大学（高崎）：吉田
  ・国立精神・神経医療研究センター（東京）：
   髙嶋
  ・家族性腫瘍セミナー（福岡）：武藤

主な 行 事（2015 年度）

遠足（横須賀）

　今年度の主な研究室行事は、次の通りでした。【4月】オリエンテーション・医科研大学院進学説明

会・お花見、【5月】学際情報学府入試説明会・オープンラボ、【7月】納会、【9月】マレーシアか

ら大学院生の来訪、【10月】合同ゼミ合宿、【2月】高校生研修、【3月】遠足です。毎月のように行

事があり、刺激をもらえたり、気分転換ができたりする良い機会になっています。今年度初めての試み

だったものが、学際情報学府の佐倉統研究室と共催した、10月の合同ゼミ合宿です。異なる研究室

のメンバーを交えながらの研究報告や議論はとても新鮮で、学ぶことも多く、非常に有意義な経験に

なりました。（藤澤）

　武藤研の恒例行事の一つに「遠足」があります。研究室を離れ、社会科見学のように街を歩く企画です。

今年度は横須賀の軍港めぐりと猿島クルーズを予定していたのですが、当日に濃霧で欠航してしまったので、

海軍カレーを頂いてから横浜の "Orbi"  を訪れました。「地球を体感する」をテーマとしたミュージアムで、展

示やシアターを楽しめます。特にマウンテンゴリラを捉えた 4Dシアターは、3Dのリアルさと臨場感でとても引

き込まれました！来年はどこに行けるのか、今から楽しみです。（佐藤）
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