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◆ スタッフ：

武藤 香織（分野長）、井上 悠輔、神里 彩子、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、竹内 君枝、

神原 容子、石川 結、澤柳 芳子、山西たか子、佐藤美樹

◆ 大学院生：

小林 智穂子（学際情報学府博士課程）、内山 正登（新領域創成科学研

究科博士課程）、李 怡然（学際情報学府博士課程）、藤澤 空見子（学

際情報学府修士課程）、佐藤桃子（学際情報学府修士課程）、張 有沙

（学際情報学府修士課程）

　今年も無事に第7号を出すことができました。2016年度は、

大学院学際情報学府修士課程に張有沙さんが入学、博士課程に李

怡然さんが進学しました。新領域創成科学研究科メディカル情報

生命専攻では、博士課程に内山正登さんが入学しました。また、

学術支援専門職員として山西たか子さん、佐藤美樹さんをお迎え

しました。山西さんには第2回「研究倫理を語る会」事務局長と

して、細やかな配慮にあふれ、でも何事にも動じない姿勢でご活

躍いただき、無事に会を終えることができました。佐藤さんには

研究倫理支援室での「前さばき」を黙々とがんばって頂いており

ます。

　今年度は色々な意味で節目の一年となりました。まず、スタッ

フについては、2016年4月に井上悠輔さんが准教授に昇任し、

2017年3月に永井亜貴子さんが特任助教に昇進しました。そし

て、これまで本所の研究倫理支援室の特任准教授として活躍して

きた神里彩子さんが、2017年2月に本所の先端医療研究センター

生命倫理研究分野の准教授となり、当研究室から独立されまし

た。今後も本所の研究倫理支援室の運営や研究では一緒の機会も

ありますが、これからは姉妹研究室として、それぞれの持ち味を

生かしていければと思います。3人とも本所に着任してからの活

躍が客観的に評価されたものですが、非常に数少ないポストの確

保、そして急なセミナーの設定や厳しい審査に可否投票…隘路を

無事に、そして華麗に駆け抜けてくれたことに心から安堵してお

ります。

　新たなプロジェクトとしては、日本科学未来館の皆様と「みら

いのかぞくプロジェクト」が始まり、出生前検査やゲノム編集、

第三者が関わる生殖補助医療など、生命科学・医学と「かぞく」

のかかわりをめぐって、同館で開催される様々な活動をご一緒さ

せていただくことになりました。科学コミュニケーターの腕には

感服することばかりでした。

　また、厚生労働科学特別研究として、個人遺伝情報に基づく差

別的な取扱いについての調査が託されまして、ようやく国が着手

しはじめた施策の第一歩をお預かりしていますが、施策で是正で

きる／是正すべき「差別的取り扱い」ってなんだろう。遺伝性疾

患の当事者が気にしている「差別的取り扱い」や「恐れ」とは違う。

そんな問題に再び向き合っています。

　最後に、私が本所に着任してから、今年度で10周年となりま

した。学術支援専門職員の竹内君枝さんと二人で、夜逃げ後のよ

うなゴミだらけの一室を与えられて呆然としつつ、それでもなん

となく嬉しかった日から早10年…彼女の支援なしにはありえな

かった日々にあらためて感謝したいと思います。様々な節目が重

なり、個人的には一気に老け込むとともに、後は若者に託したよ、

というのが正直な気持ちですが、リフレッシュの機会を増やしな

がら、新たな目標とともに進んでいきたいと思います。

節 目 の 一 年
武 藤  香 織
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システム癌新次元・武藤計画班の活動

「第2回研究倫理を語る会」の開催報告

「臨床試験・治験の語り」ウェブサイト公開＆シンポジウム開催

（武藤計画班メンバー：前列左より東島（山口大）、武藤、井上、
丸（鳥取大）、後列左より高島、吉田、中田）

活　動　紹　介

　2017年2月11日（土）、当室の武藤教授が実行委員代表、国

立がん研究センターの田代志門先生が副代表をつとめました「第

2回研究倫理を語る会」が開催されました。今回は個人情報保護

法改定に伴う研究指針改定の準備が促されるなか、厚生労働省の

矢野好輝様より緊急セミナー「研究倫理指針の改定について」、

米村滋人先生より「医学研究と個人情報保護のあり方－認識のズ

レをどう乗り越えるか」のご講演を頂きました。午後には黒木登

志夫先生の特別講演「研究不正、企業不正の背景を考える」、金

田安史先生、原山裕子先生の教育講演「ゲノム研究ってなんだろ

う」や、倫理審査委員会のあり方に関するグループワークとシン

ポジウムが開催されました。各地の悪天候の影響で交通機関も乱

れた中、400名を超える方がご参加下さいました。大きなトラブ

ルもなく盛況の中で閉会できましたのも、ご参加下さった皆様の

暖かいご協力の賜とスタッフ一同心より感謝申し上げておりま

す。（高嶋佳代 )

　システム癌新次元「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）では、患者中心主義とが

ん研究との接点を学際的な視点で検討しています。発足から約1

年経ち、徐々に成果が蓄積されてきました。家族性腫瘍研究を事

例とした遺伝性疾患研究のデータ共有における課題や、医科研に

導入されたIBM社Watsonを事例とした人工知能（AI）技術の医

療応用上の課題など、がんゲノム研究に関連するELSIを考えて

います。さらなる課題として、患者を含めた市民がこうした課題

についてどう考えるのかを明らかにしようと、意識調査を計画し

ました。ゲノム、データ共有、AIなどホットな言葉が並ぶ中、

最先端の技術・研究とそれを取り巻く人々の考えをうまくつない

でいけるように、メンバーそれぞれが日々知恵を出し合い活動し

ています。来年度もシステム癌新次元チームをどうぞよろしくお

願いいたします！（中田はる佳）

　臨床試験・治験の実態や患者（研究参加者）目線の感想、問題

点を明らかにするため、わたしたち研究班は 2012年から臨床試

験・治験に関与した経験を持つ方たちにインタビューし、日本全

国40名の貴重な経験談を集めてきました。この40名の声を掲載し

た「臨床試験・治験の語り」が 2016年11月に認定NPO法人「健

康と病いの語りディペックス・ジャパン」のウェブサイトで公開

されたことを記念し、同12月にシンポジウムを開催しました。

　当日は臨床試験・治験に関心を持ってくださった100名以上の

方々、そして実際のインタビュー協力者の方々も遠路はるばるお

越しくださいました。会場では、インタビュー協力者の方が本当

に「ご自身の声」で、自分の体験や今後の臨床試験・治験のあり

方への提言を語ってくださり、ウェブサイト公開まで時間はかか

りましたが本当にやってきてよ

かったと感じました。

　「臨床試験・治験の語り」は以

下のウェブサイトでご覧いただ

けますので、是非アクセスして

みてください。

http://www.dipex-j.org/clinical-

trial/　（吉田幸恵）



　修士論文では、出生前遺伝学的検査の遺伝カウンセリングにおいて、認定遺伝カウンセラーが自身の

役割をどう認識し、科学的知識をどのように位置付けているのかという問いを明らかにするために、認

定遺伝カウンセラーを対象に質問紙調査・インタビュー調査を実施しました。認定遺伝カウンセラーは、

自身を遺伝学やカウンセリング技術などの専門的知識を持つ立場であると認識しつつも、来談者には科

学的知識の正しい理解を必ずしも求めていないことが示唆されました。入学当初から厚いサポートで私

を支えてくださった研究室の皆様に心より感謝申し上げます。大学院で学んだことを、今後の社会人生

活にも活かしていきたいと思います。（藤澤空見子）

修　了　者　よ　り

教　室　員　近　況

　修士の研究では、出生前遺伝学的検査の実施の枠組みが、その倫理的な問題点を踏まえてどのように決め

られているかという点に着目し、旧厚生省の審議会や日本産科婦人科学会の議事録などから、ガバナンスの

変遷を探りました。その結果、一貫して遺伝カウンセリングの重要性が強調されつつ、意思決定の中心が

「官」から「学」へ移っていった経緯や、「積極的に知らせる必要はない」と位置づけた日本独特の態度の形

成過程などが明らかになりました。

　とても充実した2年間の研究生活を送ることができました。ご指導頂いた武藤先生、神里先生を始め、研

究にご協力くださった先生方、いつも支えてくださった公共政策のみなさまに心から感謝申し上げます。 

（佐藤桃子）

　修士課程1年の張有沙です。Brain-Machine Interface

（BMI）という脳神経科学技術と社会・人との繋がり方の

研究をしています。学部時代はBMIの活用に関わる理系

研究に携り、2016年度に公共政策分野に所属させて頂

いてから初めて文系的な研究方法に触れるようになりま

した。知識の積み重ね方の違いに戸惑う日々でしたが、

皆様の助けを借りさせて頂きながらなんとか

1年目を乗り越えました。修士論文執筆に向

かって、次の1年間も有意義に使い果たした

いです。（張有沙）

　所内の事務部を経て、2016年4月に研究倫理支援室

に参りました。事務部では、2010年から約6年弱にわ

たり、研究支援課にて動物実験や遺伝子組換え実験など、

主に基礎医学の分野における委員会事務業務を担当いた

しました。そこから一歩進み、このたび研究倫理という

新たな分野に携わる機会をいただけたことに感

謝し、研究活動が適切かつ円滑に進展し、研究

成果が広く社会に還元されることを願いなが

ら、今後も支援業務に努めてまいりたく思いま

す。（佐藤美樹）

　大学、大学院修士課程を通して生命現象を分子生物学

的な手法で研究してきました。その後、高校の教員とし

て教育実践を行う中で、科学的な知識だけでなく、科学

技術の発展とそれに伴う社会的な課題についても生徒と

ともに考えていきたいと思い、博士課程に進学しました。

現在は、ヒト受精胚へのゲノム編集に関する倫理的な課

題やこれからの社会においてどのように規制

していくのかの議論に興味をもっています。

また、このような専門的な議論に一般市民が

どのように関与できるのかを考えていきたい

と思っています。（内山正登）

　2016年4月1日から仲間入りさせていただきました。

学術支援専門職員という聞き慣れない職名に最初は戸惑

いもありましたが、研究員の皆さんが少しでも快適に研

究を進められるよう私自身も学びながら、あらゆる面で

サポートしていきたいと思います。キャンパスには緑も

多く気持ちの良い環境の中、笑いの絶えない

明るい研究室で毎日楽しく過ごしています！

（山西たか子）



＜学会発表＞
2016年4月 ・東京大学生命科学シンポジウム（東京）：李、佐藤
  ・International Congress of Human Genetics（Kyoto）：武藤
　　
 5月 ・European Conference of Human Genetics 2016
   （Barcelona）：
   武藤、高島、李、佐藤
  ・日本衛生学会（北海道）：井上

 6月 ・World Congress of Bioethics（Edinburgh）：武藤、髙嶋、吉田、
   中田、高島
  ・日本家族性腫瘍学会学術集会（松山）：武藤、高島
  ・IMSUT Founding Commemorative Symposium（Tokyo）：
   武藤、井上、髙嶋、楠瀬
  ･ International Society for Stem Cell Research（San 
   Francisco）：武藤、髙嶋、楠瀬

 7月 ・クリニカルバイオバンク研究会（札幌）：井上

 8月 ・日本難病看護学会学術集会（北海道）：武藤

 9月 ・BSA Medical Sociology Study Group Annual Conference 
   2016（Birmingham）：李

 10月 ・日本公衆衛生学会総会（大阪）：武藤、井上、永井
  ・日本社会学会大会（福岡）：武藤、吉田、李
  ・American Public Health Association 2016 Annual Meeting 
   & Expo（Denver）：武藤

 11月 ・科学技術社会論学会年次大会（札幌）：井上、吉田、藤澤、佐藤
  ・日本科学技術社会論学会（札幌）：井上、藤澤、佐藤

 12月 ・日本臨床薬理学会学術総会（米子）：武藤、吉田、髙嶋、中田
  ・日本認知症学会学術集会（東京）：武藤、井上、高島
  ・日本生命倫理学会（大阪）：井上、洪、髙嶋

 2017年1月 ・日本疫学会学術総会（甲府）：武藤、永井
  ・HBOC コンソーシアム学術集会（札幌）：武藤、高島

 2月 ・研究倫理を語る会（東京）：武藤、井上、洪、永井、髙嶋、
   楠瀬、吉田、高島、神原

 3月 ・日本再生医療学会総会（仙台）：武藤、髙嶋、楠瀬
  ・日本臨床倫理学会（東京）：楠瀬

＜講演＞
2016年4月 ・長野市民病院（長野）：髙嶋

 5月 ・日本科学未来館（東京）：武藤
  ・日本産業衛生学会（福島）：武藤

 7月 ・医学系大学倫理委員会連絡会議（北海道）：
   武藤
  ・遺伝子細胞治療学会（東京）：武藤
  ・日本医療研究開発機構・脳プロ（大阪）：井上

 8月 ・高知レックリングハウゼン病友の会（高知）：
   武藤
  ・滋賀医科大学（大津）：井上
  ・国立長寿医療研究センター（愛知）：井上

  9月 ・DIA 日本年会（東京）：中田
  ・研究倫理研修会（群馬）：吉田

 10月 ・遺伝子診療学会（東京）：井上

 11月 ・緑内障若手研究者の会（京都）：髙嶋
  ・現場からの医療改革推進協議会（東京）：武藤
  ・日本分子生物学会年会（横浜）：武藤
  ・京都大学医学部（京都）：井上

 12月 ・AMED臨床研究・治験従事者研修会（千葉）：
   神里
  ・神奈川県医師会倫理研修（横浜）：神里

 2017年1月 ・千葉県がんセンター（千葉）：武藤
  ・日本疫学会学術集会（甲府）：武藤

 2月 ・AMED再生医療公開シンポジウム（東京）：
   武藤
  ・滋賀医科大学医学部附属病院（滋賀）：洪
  ・医薬品医療機器機構（東京）：井上
  ・東京大学医学部（東京）：井上
  ・国立健康・栄養研究所（東京）：髙嶋

 3月 ・日本生殖再生医学会学術集会（東京）：武藤
  ・全国医学部長病院会議（東京）：武藤
  ・再生医療資格認定講習会（仙台）：髙嶋
  ・日本医療研究開発機構・次世代がん（東京）：
   井上、神里

オーストラリアNewcastle大学来訪

遠足（つくば）

公共政策10周年記念忘年会
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主な 行 事（2016年度）

おかげさまで10周年を迎えました！　今年度の主な研究室行事は、【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】オー

プンラボ・教室説明会、【6月】学際情報学府入試説

明会、【7月】納会、【9月】オーストラリアからの学

生来訪、【12月】「臨床試験・治験の語り」公開記念

シンポジウム・10周年記念忘年会、【2月】東京学芸

大学付属高校見学・遠足・研究倫理を語る会です。院

生も、イベント運営に関わる機会が多く、研究室外の

方とも交流を深めています。（李怡然）

　今年は、恒例行事の「遠足」でつくばに行きました。JAXA筑波宇宙センターの構内バスツ

アーでは、「きぼう」運用管制室や、実際に宇宙飛行士の試験や訓練を行った養成エリアを見

学しました。

　CYBERDYNE STUDIOでは、サイバニクス技術を活用したロボットスーツHAL福祉用を、

腕にセンサーを取り付けて遠隔操作する体験ができました。腕の曲げ伸ばしに合わせてアー

ムが伸縮し、「思う」通りに機械を動かす、という不思議な感覚を味わうことができました！

（李怡然）


