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「臨床研究への患者参画」について考えています
武 藤  香 織

　平成24年度から、臨床試験・治験体験者の声を集めた質的研究

のプロジェクトを実施しています。臨床試験・治験に最後まで参

加した方だけでなく、医学的理由で登録できなかった方、参加を

拒否した方、同意撤回した方、医学的理由で中断した方など、幅

広い体験談を集めています。インタビュアーは、特任研究員の吉

田幸恵さんと大学院生の中田はる佳さんです。少しずつではあり

ますが、多様な体験談が集まっています。現在も募集中です！　

　ただ、「私の治験参加体験を聞いて！」という連絡は、もうちょっ

と殺到するかと思っていました。「病いの語り」と違って、「臨床

試験・治験の語り」は語りにくいのかもしれません。臨床試験・

治験に「いのち」を賭けざるを得ない人たちにとっては、非常に

特別な体験になっているようです。しかし、そうでない人たちに

とっては受動的な経験になっていて、そもそも「語るべきもの」と

いう価値が共有されていないようにも見えます。

　そのようななか、いよいよiPS細胞を使った臨床試験が始まり

ます。そこで、参加するかどうか意思決定するよりも、もっと手

前の研究計画の立案段階に関心を持つようになりました。世界か

ら、やや冷ややかな視線も浴びつつ、日本が世界で最初に挑むと

いう状況下では、患者の意見がもっと取り入れられるべきだと思

うからです。研究計画の立案段階から、患者の意見を聞き、その

意向を取り入れようとする取り組み、これは「患者参画／患者関与」

と呼ばれます。

　2013年9月に、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター

の高橋政代氏と、日本網膜色素変性症協会の皆さんと一緒に、数

年後に予定しているiPS細胞を用いる臨床試験に関して話し合う

ワークショップを開きました。高橋氏は、被験者に選定した理由

や生活上の制限事項を明確に伝える重要性や、精神的なケアので

きる体制・相談窓口の拡充を学んだとおっしゃっていました。また、

参加者の皆さんは、有害事象の発生を予防する生活や、他の研究

の進捗状況を把握する必要性、患者会として被験者にできること

などを考えておられました。私は、研究者と患者の対話に、研究倫

理支援をする立場でファシリテートしたのですが、生活者視点に

立った説明文書の表現の提案、同意撤回の機会の保障の配慮（熱

心になる余り、研究者も患者も忘れがち）などは、研究倫理支援

者にとって大事な仕事だと実感した次第です。

　英国では、「臨床研究への患者参画」 （patient and public involve- 

ment in clinical research）をトップダウンの政策として普及させ

ました。医療を税金で賄っている国だけに、「プロセスに関わるこ

とが大事」という理念なのだろうと、さしあたって理解しています。

でも、現場からは、「患者参画」のゴールが不明瞭だとか、患者を

参画させた効果がわかりにくいとか、苦言も聞こえてきます。

　日本では、医療の政策決定に患者が直接関与しておらず、この

議論が盛り上がる気配はありません。でも、今後、インフォームド・

コンセントの際に、「この研究計画は、あなたと同じ病気の患者さ

んの声も取り入れて作られました」ということが、ごく普通に伝

えてもらえる時代が来ればいいなと願っています。
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　文部科学省「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」の

研究倫理支援を担当しています。本プログラムは、治験によって

承認された治療薬の最適な使用法を臨床研究によって探索するだ

けにとどまらず、その臨床研究のなかで研究対象者から提供され

た試料（例えば、がん細胞）を網羅的にゲノミクス・エピゲノミ

クス解析することで新たなシーズ（例えば、バイオマーカー）を

探索し、その知見をさらに新たな臨床研究へと結びつけようとい

う試みです。非常に多くの研究機関が関わるプログラムであり、

それぞれの機関で倫理審査が行われたうえで研究が実施されるこ

とになります。私の役割は、各機関での倫理審査の状況を把握し、

何か倫理的・法的な疑問や問題が発生した際に研究者にアドバイ

スすることです。また現在は、この研究を通して得られるがん細

胞の遺伝子に関するデータを、本プログラムに参加していない研

究者にも一部公開し、これからのがん研究に有効活用するために

はどのような倫理的な問題をクリアする必要があるのかを検討し

ているところです。このような試みは、日本でも本プロジェクト

が先駆けているものであり、今後の様々なプロジェクトの指針と

なるような決定を下してゆく必要があるところです。

　本プロジェクトは、以上のように基礎研究から臨床研究へとい

うトランスレーショナルリサーチと、臨床研究で得られた知見を

再び基礎研究へと還元するリバーストランスレーショナルリサー

チの両方の側面を持っています。私自身は前職で約5年にわたっ

てもっぱら医薬品の製造販売承認を目指す治験に関わる部署に勤

務していましたので、本プロジェクトでは遺伝子解析を含む幅広

い医学研究の現場に関わるという経験をいただいています。私と

同じように研究支援をしている方々と交流する研修会も本プロ

ジェクトで開催しており、これも有益な機会となっています。（丸）

教室行事・活動紹介

基礎研究から臨床研究へ、そして再び基礎研究へ

　公共政策研究分野では、iPS細胞等の幹細胞を用いた研究の臨

床応用を目指した「再生医療実現化ネットワーク事業」の一部を

担っています。同事業は、「iPS細胞研究中核拠点」、「疾患・組織

別実用化研究拠点（拠点A・拠点B）」、「技術開発個別課題」、「再

生医療の実現化ハイウェイ」、「疾患特異的iPS細胞を活用した難

病研究」の5つの研究課題に大きく分けられます。その中で私た

ちは、「再生医療の実現化ハイウェイ」課題Dとして関わってい

ます。

　「再生医療の実現化ハイウェイ」の課題A、課題Bでは、1～7

年までに臨床研究に到達することを目指して、体性幹細胞、iPS

細胞、ES細胞を用いた研究が行われています。課題Cでは「再

生医療の早期実現化と国際展開に向けた研究支援」が、そして、

課題Dでは「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」を行っています。（より詳

しい情報は、科学技術振興機構の「再生医療実現化ネットワーク

事業」のホームページをご覧ください。）

　本事業では、産官学の協力のもと、少しでも早く患者さんに再

生医療を提供するための研究が行われています。しかし、これら

の研究は、患者さんや、研究を後押ししてくれる一般の人々の協

力なしには成り立ちません。課題Dでは、中立的立場から研究

者や研究機関を支援し、研究者と患者さんや、一般の方々の架け

橋となることを目指して活動しています。具体的には、国の定め

た倫理指針に則って研究が進められるよう、また、被験者（研究

参加者）保護が十分に図られるよう研究倫理コンサルテーション

を提供したり、倫理審査等の研修や教育の機会を提供するほか、

国内外の研究者と交流を図り研究における様々な倫理的問題につ

いて研究を行っています。また昨年からは、研究者と患者会の方々

との意見交換の機会の提供も行っています。今後も、再生医療の

研究に関わる倫理的・法的・社会的課題に取組み、再生医療の実

現化に向けて活動していく予定です。（楠瀬）

再生医療実現化に向けた活動のご紹介



【礒部】2013年4月から日本学術振興会特別研究員PDとして、

公共政策研究分野に所属しています。これまで自分がやりたいと

思ったことは色々してきましたが、紆余曲折を経て今に至ってい

ます。もともとは哲学・倫理学への関心が高かったのですが、段々

と関心が社会科学寄りへと移行してきました。研究分野としては、

科学技術社会論とELSI研究（倫理的・法的・社会的問題）が中

心的な研究領域です。その中でも、脳神経科学の中で萌芽的科学

技術であるBMI（Brain-Machine Interface）と呼ばれる技術に

着目し、この技術に対してアップストリーム・エンゲージメント

研究とELSI研究を行ってきました。現在は、BMIだけではなく

他の萌芽的な科学技術と社会の関係や、関連する倫理的・社会的

問題について、特に、被験者・患者さんの視点を汲み取る形で研

究を行っています。

【吉田】2013年4月に特任研究員として着任しました。私のバッ

クグラウンドは社会学、人類学です。日本および朝鮮半島のハン

セン病療養所や社会復帰したハンセン病元患者さんの聞き取り調

査を行っていました。「地域」と「病い」との関係に注目し、そ

れぞれの地域で、それぞれの背景を持つひとたちの話を聞き、語

りを分析することで、ひとと社会はどのように関わっていけるの

か／いくべきなのか、ということを今も模索しています。現在、

公共政策研究分野では臨床試験・治験の被験者へのインタビュー

調査（「臨床試験・治験の語り」データベース・プロジェクト／

1ページ目参照）に携わっています。このプロジェクトは、語り

の分析を通じて、臨床試験・治験を取り巻く倫理的問題を明らか

にし、被験者保護の質向上を目指すことを目的としています。日々

勉強させていただきながら、倫理的な問題の解決に社会学の立場

から貢献できればと考えています。

【髙嶋】再生医療に関する研究倫理支援や倫理的問題の研究に取

り組んでいます。内科病棟で看護師をしていた頃に、終末期の意

思決定に関する様々な問題に直面した事から医療倫理に興味を持

ち始めました。その後、英国の大学院で学位を得て、2年間就業

可能なビザを取得し、英国のCRO（薬品開発業務受託機関）で

働く機会を得た際に、病棟で新しい医薬品や治療法による様々な

影響を目の当たりにした事等を思い出し、臨床研究や研究倫理に

興味を持つようになりました。時々、臨床研究の内容を確認して

いるときに、ふと、関わりの深かった患者さん達の顔が浮かんで

きて、「あの頃にこういう研究をしてくれていたらねぇ…」など

と言われている気がしますが、そんな方々の顔を思い浮かべつ

つ、臨床からは少し遠い場所から裏方として、倫理面からの研究

支援を行い、研究を進めていきたいと考えています。

【神原】以前は地方の病院でオーダーメイド医療実現化プロジェ

クトのリサーチコーディネーターをしておりました。このプロ

ジェクトをきっかけに、遺伝学の勉強をしたいと思うようになり、

2012年に病院を退職し、都内の大学院に通い始めました。プロ

ジェクトには8年間関わっていたため、とても思い入れがありま

した。そのような折に、武藤先生にお会いし、公共政策研究分野

を通じて、プロジェクトに再び関わる機会をいただきました。病

院勤務の頃は、公共政策研究分野の役割がよく分かっていなかっ

たのですが、現在は社会との接点ワーキンググループの皆さんと、

プロジェクトのリクルートツールや広報物の作成、協力医療機関

からの意見収集などの業務をさせていただき、プロジェクトを支

える重要な役割を担っているところだと感じています。また、様々

な研究分野の先生から多くのことを学んでいきたいと思っており

ます。

【岩本】昔から、「生／死」や「生命」、「生物」と呼ばれるものに

興味があり、学部では生命科学 ( 発生生物学 ) を専攻していまし

た。生命科学の立場だけではなく、社会科学や人文科学といった、

いわゆる「文系」の立場を含んだ、より幅広い視点から「生／死」

や「生命」、「生物」について捉えてみたいと思い、多くの葛藤を

乗り越えて、大学院から思い切って進路を変更しました。現在で

は人の遺体を医学研究に利用することに関する諸課題について検

討していきたいと考えています。専攻を大きく変更したため、最

初のころは何から手をつけていいのか全くわからず途方にくれて

いましたが、様々な方のお力添えのお陰で、少しずつではありま

すが着実に研究者への道を歩むことができています。公共政策研

究分野という、大変恵まれた環境に身をおけることに感謝しなが

らこれからも精進してまいりたいと思います。

【江】2013年4月から、大学院生として公共政策研究分野のメン

バーになりました。出身は台湾で、中国医薬大学で薬学部漢方薬

学を専攻していました。大学院に入学する前に、日本語学校に通

い、日本語を学んでいたので、日本に留学して2年3ヵ月が経ち

ました。日本での生活や大学院に慣れるまでは、大変なこともあ

りましたが、武藤先生と研究室のメンバーの方に暖かく接してい

ただき、出会えたことに感謝しています。また、公共政策セミナー

やジャーナルクラブなどで、研究室で行われているいろいろな研

究を知ることができ、とても興味深く思っています。大学院では、

ファーマコゲノミクス（PGx）研究やPGx医薬品の利活用につい

て、特にPGxに関するELSIに関する議論や、臨床研究の環境整

備などについて注目して、研究を進めていきたいと思います。

教室員近況



　2013年11月、すみだ水族館を見学させていただきました。水

族館や動物園、科学館などの博物館は、科学と一般市民をつなぐ

科学コミュニケーションの場として重要な役割を果たしています。

すみだ水族館は2012年に誕生した、完全人工海水化した水族館で

す。館内には飼育員の方の働く姿や飼育設備を見たり、飼育員の

方と直接コミュニケーションをとったりできる「ラボ」と呼ばれ

るスペースが設置されています。今回の見学では飼育員の方がク

ラゲに餌やりをしていたり、餌となるプランクトンやクラゲの様

子を観察していたりする姿を拝見させていただくことが出来まし

た。ラボの周囲に設置されている水槽には、俗に言うクラゲ、サ

カサクラゲという傘が下になったクラゲ、イソギンチャクが並べ

られていました。いずれも刺胞動物と呼ばれる生物であり、姿形

が似ています。三種類を並べてみると、類似している点と相違す

る点が良くわかります。

　博物館を運営する方々の工夫や努力で、私たちはより深く科学

を楽しむことが出来るのだな、

と感心するとともに、これから

生命科学が更なる発展を遂げた

ときに、博物館に負けないくら

い科学を楽しめる場を別の形で

提供できるだろうか、と考えさ

せられる一日でした。【岩本】

所感・雑感

（No.3より続く）

＜講　演＞
■2012年9月
＊東京大学大学院医学系研究科・研究倫理集
 中コース（東京）：井上
＊筑波大学倫理研修（つくば）：神里

■12月
＊京都生命倫理研究会（京都）：丸

■2013年2月
＊再生医療倫理講習会（東京）：神里
＊Clinical and Research Ethics 
 Consultation in Singapore and Japan
 （大阪）：神里
＊次世代がん第 1回研究倫理支援者研修会
 （東京）：神里

■3月
＊アボットジャパン倫理研修（千葉）：神里

■4月
＊筑波大学倫理研修（つくば）：神里

■5月
＊群馬パース大学・ヒトを対象とした研究・
 調査に関わる生命倫理（高崎）：礒部

■7月
＊筑波大学東京キャンパス倫理講習（東京）：
 神里
＊京都大学 iPS 細胞研究所上廣倫理研究部
 門開設記念シンポジウム（京都）：神里

■8月
＊国保旭中央病院臨床研究セミナー（千葉）：
 丸

■9月
＊次世代がん第 2回研究倫理支援者研修会

 
（東京）：神里

■10月
＊コニカミノルタ倫理研究（東京）：神里

＜学会発表＞
■2012年9月
＊ESAO XXXIX（Rostock, Germany）：中田

■10月
＊日本生命倫理学会（京都）：神里、井上、丸、
 楠瀬
＊日本人類遺伝学会（東京）：武藤
＊日本公衆衛生学会総会（山口）：永井

■11月
＊日本臨床薬理学会（沖縄）：丸
＊日本人工臓器学会大会（福岡）：武藤、中田
＊科学技術社会論学会（逗子）：武藤、佐藤

■2013年1月
＊日本疫学会学術総会（吹田）：武藤、永井

■2月
＊CRB Bioethics seminar （Uppsala, Sweden）：
 井上

■5月
＊東京大学医科学研究所創立記念シンポジウム
 （東京）：武藤、洪、趙

■6月
＊日本神経科学大会（京都）：礒部
＊第15回日本医療マネジメント学会学術
 総会（盛岡）：楠瀬

■8月
＊日本質的心理学会（京都）：武藤、 吉田、
 中田

■9月
＊JSAO/IFAO 2013（横浜）：中田

＊International Society for Stem Cell 
 Research（Firenze, Itary）：楠瀬、髙嶋
＊CRCと臨床試験のあり方を考える会議
 （舞浜）：武藤、丸、吉田、中田

＜年中行事＞
＊医科学研究所研究成果発表会（5月）
＊公共政策セミナー（月例）
＊定例ゼミ （月例）
＊研究倫理研究会（月例）
＊ジャーナル・クラブ（隔週）
＊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、合同ゼミ、新入生歓迎会、納涼会、
 鰻の会、ハロウィン、忘年会など

医科研創立記念シンポジウム（2013年5月）

発行元　東京大学医科学研究所公共政策研究分野
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▶ 教室ウェブサイト:http://www.pubpoli-imsut.jp/

▶ 代表連絡先:pubpoli@ims.u-tokyo.ac.jp

主な行事（2012 年度下半期～13年上半期）

情報学環・学際情報学府　佐倉統研究室との
合同ゼミ（2013年11月）


