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◆ スタッフ：

武藤 香織（分野長）、井上 悠輔、洪 賢秀、永井 亜貴子、髙嶋 佳代、

楠瀬 まゆみ、吉田 幸恵、高島 響子、船橋 亜希子、神原 容子、竹内 君枝、

山西 たか子、神野 浄子、藤澤 空見子、原田 早季

◆ 大学院生：

小林 智穂子（学際情報学府博士課程）、　李 怡然（学際情報学府博士

課程）、内山 正登（メディカル情報生命専攻博士課程）、張 有沙（学

際情報学府修士課程）、飯田 寛（学際情報学府修士課程）、菅原 風我

（学際情報学府修士課程）

　2017年度も無事に第8号を出すことができました。今年度は、

大学院学際情報学府修士課程に飯田寛さん、菅原風我さんが入学

しました。また、特任研究員として船橋亜希子さん、学術支援職

員として神野浄子さん、藤澤空見子さん、派遣職員として原田早

季さんをお迎えしました。それぞれの専門性や特技、お人柄から、

また毎日新しい刺激を受けています。また、これまで幹細胞研究

に関する倫理に関する研究に取り組んできて下さった特任研究員

の楠瀬まゆみさんが、理化学研究所医科学イノベーションハブ推

進プログラムに栄転されました。今後はビッグデータサイエンス

の世界で活躍されます。

　今年度はこれまで溜まってきた何かがバクハツするように、そ

れぞれの立場で研究の成果がまとまって世に出ることが多く、非

常に嬉しい年でした。

　他方で新たな挑戦をする人もあり、その一つが高島響子さんを

中心とした、がん研究のデータ共有に関する患者との対話の試み

であったと思います。試料・情報を用いる観察研究は本人にベネ

フィットもリスクも少ないことから患者の関心事とは言い切れ

ず、その用途や同意のあり方について明確な意見を伝えることは

簡単ではないようでした。今後、E-consentやベネフィット・シェ

アリングも含めて、さらに議論が深まればいいなと願っています。

　さて、2017年10月のがん対策推進基本計画（第3次）で、「患

者やがん経験者が研究のデザインや評価に参画できる体制を構築

する」ことが宣言され、日本医療研究開発機構（AMED）では国

内外の調査に着手するなど、臨床研究への患者・市民参画政策へ

の関心が高まっています。私もAMEDの調査に携わりました。

一部の臨床試験については、立案から実施、結果の解釈に至る様々

な段階で、研究者と患者の間で様々な協働が進んでいることも窺

えましたが、がんの場合には患者・家族と協働できるかどうかは

がん種によって異なっていたり、希少難病ではそもそも国内での

研究者探しに奔走する患者の親がいたり、様々な事情が浮き彫り

になりました。

　英国での調査で興味深かったのは、一度育成してアドバイザー

とした患者らを再任しない施策となっていることでした。それは、

意見を陳述する患者の多様性を重視し、常に新鮮な意見を取り入

れるためだそうです。従って、臨床研究への患者・市民参画政策に、

臨床研究を俯瞰する視点をもった「個人」が求められることにな

ります。こうした活動の規範的な根拠、意義、課題は明瞭でない

ため、今後も丁寧な議論が必要です。

　個人的には、先住民族を対象とした研究のあり方を検討する場

に呼んでいただいたことが印象深かったです。北海道アイヌ協会、

日本人類学会、日本考古学協会による「これまでのアイヌ研究の

あり方に関するラウンドテーブル最終報告書」（2016）を受けて、

研究倫理委員会の設置が検討されており、その準備委員会に関

わっています。アイヌの人々とその伝統・文化、そしてご遺骨や

副葬品を対象とする研究のあり方を考える機会を与えられたこと

で、「その人／人々／コミュニティの意に反しない研究」ってな

んだろう？ と考えることが多くなりました。ライフワークとなっ

てきた、「研究対象者の意見を聞く研究のあり方に関する研究」 

（誤植じゃないよ！）ですが、仲間も増やしつつ、もうしばらく

取り組んでみようと思います。

研究対象者の意見を聞く研究のあり方を模索中！
武 藤  香 織

公共政策研究分野オリエンテーション（2017）
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活　動　紹　介

　「オーダーメイド医療実現化プロジェクト（BBJ）」は、文部科学省の委託事業として2003年にスター
トしました。本事業は、日本全国の患者さん約27万人から試料・情報をいただき、病気の発症、薬
の効きやすさ・副作用に関連する遺伝要因を解明することで、ひとりひとりに合った医療の実現を目
指しています。 
　公共政策研究分野が担ってきた研究倫理支援部門では、これまでBBJが社会で信頼を得て適正な推
進ができるように支援活動をしてきました。主な活動として、研究協力者の保護のためにインフォー
ムド・コンセント（IC）及び補助ツールの開発、ICの担当者であるリサーチコーディネーターを養成
しました。
　今年度は、協力医療機関での15年間の試料・情報の収集を終了し、世界最大規模のバイオバンク
として2018年度から新たなステップへ進みます。そこで、今後生じ得る倫理的・法的・社会的諸課
題について、有識者を招きELSI検討委員会で議論を積み重ねてきました。いただいた助言や提言の
もと、対応策を講じるとともに情報発信を行ってきました（https://biobankjp.org/）。
　BBJは、これからもバイオバンクに大切に保管している試料・情報を国内外の研究機関や企業に提供し、ゲノム医療の実現に向けた
基礎研究を継続的に支えていきます。これからもBBJの活動にご注目ください。（洪） 

　文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「システム癌新次元」A02-3班「ゲノム解析の革
新に対応した患者中心主義ELSIの構築」（研究代表者：武藤香織）は、がんゲノム研究における
患者中心主義を学際的視点から検討しています。2017年は中間評価の大事な年でした。この新
学術領域研究としては「A＋」の評価をいただくことができましたが、本班には「今後、学問的
基盤の確立に向けた提言及び、世界に向けてリーダーシップを発揮していくことが期待される」
との指摘を受けました。
　本年度は、K. Takashima, et al., “Japanese public expectations and reluctance on sharing of genomic 

data used in research: A comparative study of general adults and patients.” のポスター賞受賞（第12回国際ゲノム会議：6月、東京）
など、研究成果が花を咲かせています。 
　前年度から行ってきたAI技術に関する意識調査は、患者・市民および医師・専門家の方々のご協力を得て、無事終了しました。現在、
意識調査結果について検討会を何度も重ね、原稿化に向けて進んでいます。
　ゲノムデータ共有をテーマに実施した、市民・患者と専門家との対話フォーラムでは、「システム癌新次元」の他班の先生方にもご
協力いただき、多くの方々にご参加いただきました（3面参照）。ありがとうございました。 
　中間評価を越えて、「データサイエンスにおけるELSI研究の再構築」をキーワードに、一層の調査・研究活動を進めていきます。今
後も本研究班をどうぞよろしくお願いいたします。（船橋） 

　平成28年厚生労働科学特別研究「社会における個人遺伝情報利用の実態とゲノムリテラシー
に関する調査研究」（研究代表者：武藤香織）では、（1）遺伝的特徴に基づく差別的取扱いをめ
ぐる概念整理に関する研究、（2）米国とカナダにおける遺伝情報に基づく差別をめぐる法的規
制の動向に関する研究、（3）遺伝情報の利用や差別的取扱いへの一般市民の意識に関する研究、
（4）遺伝的特徴に基づく差別的取扱いに関する患者・障害者のヒアリング調査、（5）国民のゲ
ノムリテラシーを醸成するための啓発資料制作を行いました。その結果、諸外国で法規制され
ている差別的取扱いの事例は、日本では僅かであり、ゲノム医療への期待が高いと同時に、遺
伝情報に基づく不利益への不安も高いことが分かりました。日本で法的規制が必要な差別的取
扱いの明確化や、現行制度の見直しで解決可能な点の整理を行い、さらに、ゲノム医療の普及に備えて、多様な遺伝的特徴を尊重す
べきという基本原則を国民が共有するための理念法の制定や、国民のリテラシー向上が喫緊の課題であると考えられました。これら
の成果は、厚生労働科学研究の研究報告書としてまとめるとともに、日本人類遺伝学会第62回大会などで発表を行いました。（永井） 

バイオバンク・ジャパン（BBJ）、新たなステップへ

システム癌新次元、中間評価の年を迎えて

個人遺伝情報に関する厚生労働科学特別研究班の活動終了のご報告



他機関・他プロジェクトとの共催企画報告

論　文　報　告

吉田幸恵・中田はる佳・武藤香織, 2017, 「臨床試験に関与した, がん患者
の語り−「治療」 と 「研究」 を区別することの困難さに関する考察」 『生命
倫理』 28（1）: 122-31．

船橋亜希子, 2018, 「治験・臨床研究に関する補償の現状と問題」 伊藤文夫
編集代表 『人身損害賠償法の理論と実際−法体系と補償・保険の実務』 保
険毎日新聞社, 490-508．

Kayo Takashima, Yusuke Inoue, Shimon Tashiro and Kaori Muto, 2017, 
Lessons for reviewing clinical trials using induced pluripotent stem cells: 
examining the case of a first-in-human trial for age-related macular degeneration, 

Regenerative Medicine. （Ahead of print）

Masato Uchiyama, Akiko Nagai & Kaori Muto, 2018, Survey on the perception 
of germline genome editing among the general public in Japan. Journal of 
Human Genetics. （Ahead of print）

永井亜貴子・武藤香織・井上悠輔, 2018, 「本人通知制度の実態と住民票を
用いた予後調査への影響の検討」 『日本公衆衛生雑誌』 （Accepted）

Kusunose, M., Inoue, Y., Kamisato, A., & Muto, K., 2017, A Preliminary Study 
Exploring Japanese Public Attitudes Toward the Creation and Utilization of 
Human-Animal Chimeras: a New Perspective on Animals Containing “Human 

Material” （ACHM）, Asian Bioethics Review, 9（3）, 211-28.

Izen Ri, Eiko Suda, Zentaro Yamagata, Hiroshi Nitta and Kaori Muto, 2018, 
“Telling” and assent: Parents’ attitudes towards children’s participation in a 

birth cohort study, Health Expectations; 21（1）: 358-66.

　講演会「考えてみよう、人の生殖細胞・受精卵へのゲノム
編集の倫理」を日本生命倫理学会と共催しました（11月19
日）。この講演会では、近年患者や市民を交えた議論の必要
性が指摘されている “生殖細胞・受精卵へのゲノム編集” に
ついて、日本科学未来館の科学コミュニケーターの方に技術
の解説をしてもらいながら、著名な生命倫理学者のアラステ
ア・キャンベル先生（シンガポール大学生命倫理センター名
誉所長）をお招きして、倫理
的な課題などを患者さんや市
民の方々とともに議論を深め
ました。様々なバックグラウ
ンドをもつ方々が参加され、
活発な意見交換が行われまし
た。（内山）

　「倫理審査委員会 一般の委員養成講座」は、COML（コムル）
理事長の山口育子さんと始めた講座で、今年で2年目です。
受講者は14名、1回3時間の講義に計4回参加し、その間に
2ヶ所の倫理審査委員会に傍聴に行き、さらに毎回宿題をこ
なします。苦労するのは傍聴先の調整です。受講者の都合、
地域、審査対象などに応じてバランスのよい経験となるよう
に傍聴先を割り振っています。リアルな倫理審査委員会の多
様な姿にシビアなご意見を頂
くこともあり、受け入れて下
さった倫理審査委員会への
フィードバックが今後の課題
です。この場を借りて心から
御礼申し上げます。（武藤） 

　システム癌新次元（2面参照）の研究活動の一環として、
東島仁先生（山口大学）と共に「がんゲノム研究におけるデー
タ共有」をテーマに、市民・患者と専門家との対話フォーラ
ムを実施しました（12月19日東京、1月20日大阪）。医科学
研究では現在、研究データの共有が進められています。しか
しデータの元となった患者さんや市民にその実態はあまり知
られておらず、社会の意見を取り入
れた仕組み作りが必要です。フォー
ラム当日は、まず専門家からの講義
にて基礎知識及び研究の最新情報を
提供し、後半は参加者と専門家が共
に意見し話し合う対話を行いました。
今後も社会の声を研究者に、研究者
の声を社会に届ける活動をめざしま
す。（高島響子）

　日本科学未来館「みらいのかぞくプロジェクト」は、
2016年にスタートした科学技術がもたらす変化や可能性を
切り口に、誰にでも関わりのある「家族」の多様性を考える
プロジェクトです。武藤先生が監修を務められ、これまで「出
生前検査」、「ヒト受精卵へのゲノム編集」、「第三者が介入す
る生殖補助医療」などの科学技術をテーマに家族について考
えるイベントが開催されました。今年度をもってプロジェク
トが終了するため、1月にこれまでの2年間の活動のまとめの
トークイベントが開催されました。これまでの活動を振り返
りながら、参加者それぞれが
家族のあり方に関する様々な
質問に答えながら、“誰もが
生きやすい社会” に向かうた
めに必要なことを会場全体で
考えました。（内山）

考えてみよう、人の生殖細胞・受精卵への
ゲノム編集の倫理

専門家と患者・市民が一緒に考える対話
フォーラムを開催！

認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML
「倫理審査委員会 一般の委員養成講座」

日本科学未来館「みらいのかぞくプロジェクト」

論文詳細は
           こちら
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バイオバンク通信第20号を発行し、いま
“BBJロス” です。約15年前にBBJに関わっ
たのをきっかけに一介の看護師がゲノム研
究や遺伝医学へ関心を持つよう
になりました。BBJには言い
尽くせないほど感謝してい
ます。（神原） 

今年度は原稿執筆、各研究班の仕事、講演
や授業のスライド作成でほぼ終わりまし
た。在外研究で滞在していたウプサラを久
しぶりに訪問し、お世話になった
先生方と再会できたのが
うれしかったです。（井上）

4月より法学分野（刑法・医事法）の特任
研究員として、「システム癌新次元」にお
けるELSI研究に携わっております。慣れな
い環境の中、研究室のみなさん
のサポートに感謝する日々で
す。どうぞよろしくお願い
いたします。（船橋） 

今年度は、厚労特研の武藤班の活
動やBBJ第3期終了に向けた活動
で、あっという間に過ぎたように
思います。1月には20年ぶりにイ
　　　　　　ンフルエンザにかか
　　　　　　り、家庭内での予防
　　　　　　の必要性を再認識し
　　　　　　ました…。（永井） 

患者・市民と専門家の対話フォーラムの企
画・実施に奔走した1年でした（3面参照）。
患者・市民の声を届けるという本研究室が
　　　　　大切にしている活動を在籍4年
　　　　　　目にして初めて主催できたこ
　　　　　　とに感無量、ただただ感謝で
　　　　　　す。（高島響子）

再生医療の倫理問題に関わり始めて早5年。
新しい分野だからこそ直面する課題に対応
　　　　しつつ、新規性に惑わされずに問
　　　　　題の本質を掘り下げていきたい
　　　　　と思う今日この頃。このような
　　　　　　環境を頂いている事に感謝。
　　　　　　（髙嶋佳代）

4月から再生医療の倫理問題に関する研究
の事務局を担当しています。世の中の関心
も期待も高い再生医療。倫理面の重要性を
感じる1年でした。休日はもっぱら趣味に
　　　　　　　勤しみ、オンオフを切り替
　　　　　　　えて楽しんでいます。
　　　　　　　（山西） 

研究室の皆さまの温かい応援を励みに、「シ
ニアの社会参加阻害要因の把握と促進のた
めの実践研究」（笹川科学研究助成）を行
　　　　　　うことができました。深く感
　　　　　　　謝し、来年度も精進してい
　　　　　　　きたいです。（小林） 

豊かな緑と聡明な皆さまに囲まれ、
日々楽しく、日々成長させて頂い
ております。このご縁を大切に、
何事にも真摯な姿勢で取り組んで
　　　　　　参りたいと思います。
　　　　　　　今後ともよろしく
　　　　　　　お願いいたします。
　　　　　　　　（神野）

はじめまして！今年度から武藤研にお世話
になっている菅原風我です。幹細胞研究を
めぐる倫理的諸問題に関心
を寄せています。大学院生
活は、研究室のメンバーの
サポートもあり大変充
実しています。 （菅原）

最近の楽しみは、近隣の保育施設から医科
研構内にお散歩にくる子どもたちとすれ違
うことです。緑の中で走り、笑い、ころび、
泣き、眠り、虫やどんぐりを
つまみ…。朝に遭遇すると
笑顔で一日が始められます。
（竹内） 

修士課程で在籍していた藤澤です。社会人
として、仕事の傍ら研究に関連する興味関
心を追及してボランティア活動等を行う中
で、学術界に関わる仕事がし
たいと思い、学術支援職員
として2月から戻ってきま
した。修行僧として頑張
ります！（藤澤） 

今年度はゲノム編集に関する一般市民・
患者を対象とした意識調査を実施し、論
文にまとめることができました。博士課
　　　　　　　程3年目では、今回の結
　　　　　　　果をもとにしてゲノム編
　　　　　　　集に関する啓発プログラ
　　　　　　　　　ムの作成に全力投球
　　　　　　　　　します！ （内山） 

2017年12月より理化学研究所で勤務してい
ます。武藤研では再生医療の倫理のお仕事
でしたが、今度は倫理審査委員会関係や医
　　　　　　　療ビッグデータ×AIの倫理
　　　　　　　のお仕事です。武藤研で学
　　　　　　　んだ経験を活かして頑張り
　　　　　　　　ます！（楠瀬） 

昨年4月に入学してから社会人から学生へ
のマインドセットと単位取得に苦しみまし
たが、皆さんのおかげでおじさん大学院生
は何とかここまでくること
ができました。これからは
研究と論文作成に勤しみ
ます！（飯田）

多くの方々のご協力を得て「エコチル調査」
参加者インタビューが論文になりました。
今年は遺伝やゲノム医療について新たな学
びの多い充実した一年でした。
研究室内外の皆さんとの交流
を楽しみに、博士3年目も頑
張ります！ （李）

入所当時から関わってきた「臨床試験・治
験の語り」研究の論文をようやくまとめる
ことができました。また、
「倫理審査委員教育」研究
という新たなジャンルにも
関わることができ、充実
した2017年度でした！
（吉田）

15年間続いてきたプロジェクトの終了準
備をとおして、ゲノム研究を取り巻く社会
環境の変化や、プロジェクト
が多くの方々によって支え
られてきたことを実感して
います。感謝以外の言葉が
見つかりません。（洪）

分野長　武藤香織


