
　今年度から二つの科研費の研究班がスタートしました。一つが、

ラーニングヘルスケアをめぐる検討。「観察研究」「公衆衛生」の

研究倫理を見直す試みであり、私が班長をしています。もう一つ

が、生殖・発生医学に関する介入研究の倫理問題についてです。

いずれも医療・研究倫理をめぐるフロンティアの開拓を目指して

います。

　学内の活動としては、隔年で提供している教養学部での授業が

印象に残っています。研究員の船橋さんにもお手伝いいただきま

した。後期にも、別大学でやはり学部生の方を対象に授業を行っ

ていますが、いずれも皆さんの反応を楽しめる貴重な機会です。

　夏には、医療AI（人工知能）の倫理問題を検討する、厚生労働

省の研究班活動の一環として、渡英しました。班員の山本圭一郎

先生や佐藤雄一郎先生にご助力いただきました。オンライン診療

や医療アプリの位置づけなど、大変勉強になりました（寒くて風

邪をひきましたが）。秋以降は、有識者活動がカレンダーの中で

大きな比重を占めるようになりました。

　大学院生の北林さん、須田さんにとっては、それぞれに研究生

活のスタートラインに立った年でもありました。お二人ともそれ

ぞれに戸惑うことも多いと思いますが、考える楽しさに早く気づ

いていただけるようになってほしいと願っています。

　「コロナウイルス」報道に接しながらこれを書いています。来

年度がどのような日々になるか想像もつきませんが、ともかく一

日一日を大事にしたいです。

　今年度（2019年度）は、新領域創成科学研究科の大学院生とし

て須田拓実さん、北林アキさん、飯田寛さん、高嶋佳代さん、楠

瀬まゆみさん、学際情報学府の大学院生として河合香織さんをお

迎えしました。

　今年度は、複数の研究事業が最終年度となり、来年度から始ま

る複数の研究事業に応募するなど、精神的に落ち着かない一年で

した。なかでも重荷だったのはAMED「再生医療研究における倫

理的課題の解決に関する研究（課題D）」という、足掛け 9 年続い

た事業の事後評価ですが、幸いにして「大変優れている」との評

価をいただきました。

　全ての評価や採否が確定して安堵できた矢先、新型コロナウイ

ルス感染症の流行に接し、政府対策本部の専門家会議なる未知の

場所に投入されました。医科研にいる者として、いつか感染症の

仕事はしてみたかったとはいえ、いきなり未知の感染症、しかも

対策本部とは大変な試練です。以来、翌日の予定は前夜まで判明

せず、休日が全くない寝不足の日々となりました。

　感染症疫学のプロの仕事を真横で見ながら、政治と行政と科学

の交差点に丸腰で立たされています。未知の感染症も怖いけど、

人や組織はもっと怖い。でも、支えてくれる人々の優しさはとて

も温かく、小さな応援でも泣けるほど嬉しい。最小限の犠牲や負

担のもとで早く収束でき、この経験をゆったり振り返る日々の到

来を願うのみです。
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　患者・市民の経験や意見を取り入れながら研究を進める取り組

み 「患者・市民参画」が広がりつつあります。

　日本では2019年、AMEDよりガイドブックが刊行されました。

これをきっかけに、国内で研究者・患者・市民・企業と協働する

機会が増えて嬉しい一方、最近は、立場の違う方々をコーディネー

トする難しさも感じる日々です。また、産患官学連携の母体を目

指して、一般社団法人「患者・市民参画コンソーシアム」が設立

され、私も活動準備をお手伝いしています。

　国内の実践に携わりながら、海外で勉強する機会もいただいて

います。写真は、患者・市民参画をテーマにした国際会議（2019

年秋）の様子です。先日は、欧州で患者・市民向けの教育を実践

するEuropean Patients’ Academy（EUPATI）が新しくローンチした、

製薬企業やアカデミア向けの 1 日研修に参加しました！海外に出

向くと、海外の取り組みだけでなく、理念や基礎を振り返る機会

を持てて、非常に勉強になります。

　国際的に見ても、患者・市民参画の基礎や概念は今まさに構築

されつつある段階です。あらゆる立場の方が、あらゆる実践・経

験を共有し、議論し合って

います。今後もこうした海

外／国内の試行錯誤、イン

フラ整備に積極的に関与し

ていきたいです。（藤澤）

　文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「システムがん

新次元」A02-3計画研究：「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、最終年度を迎え、

“International Conference on Cancer Systems Biology Beyond”

や、トークセッション&ワークショップ「どう変わる！？がんと

の向き合い方」（日本科学未来館共催）等が開催されました。

　学会やイベントが次々と中止／延期される中での、医療 AI 検

討会の Web 開催が特に心に残っています（厚生労働科学研究費

補助金「医療における AI 関連技術の利活用に伴う倫理的・法的・

社会的課題の研究」（研究代表者：井上悠輔）研究班との連携、

ささえあい医療人権センター COML 共催）。急遽開催方法が変更

されたことに、不安もありました。しかし、様々なご事情で会場

に直接行くことが難しい方の声を聞くことができたこと、そして、

公共政策研究分野内での研究班を超えた協力によって無事に開催

できたことを嬉しく思いました。

　最後になりますが、これまで本研究班の活動に関わってくだ

さった患者・一般市民のみなさま、ご協力いただいた研究者のみ

なさま、「システムがん新次元」に関わってくださったすべての

みなさまに、心より感謝を申し上げます。（船橋）

　再生医療の実現化に向けて、2011年

度より倫理支援・倫理教育・調査研究の

3 本柱で取り組んできた本事業も今年度

（2019年度）が当該事業のもとで活動す

る最終年度でした。

　今年度より私はこの事業に参加させて

いただいているのですが、社会学を専門

にしていることもあり、しばしば再生医

療用語に戸惑い、議論についていけないときはメンバーの力も借

りながら、何とかやってきた 1 年でした。また、サイトビジット

等に参加したときの PD/PS/PO のコメントは文字どおり「助言」

で、採択課題がより良い結果に繋がるように研究者のことも考慮

しながらコメントしていたのは印象的でした。他者の研究へのコ

メントのあり方について、大変勉強になりました。

　今年度は最終年度ということもあり事後評価が行われ、「再生

医療の発展に大きく貢献したもの」として「大変優れている」と

の評価をいただきました。本事業に関わっていただいたみなさま

のおかげだと感じております。

　来年度（2020年度）からは後継事業として「再生医療研究とそ

の成果の応用に関する倫理的課題の解決支援」事業が始まります。

これまでの経験を活かしつつも、さらなる発展を目指して頑張る

所存です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。（木矢）



論文詳細はこちら

ゲノム編集食品に関する一般市民意識調査

　ゲノム編集食品の表示義務に関する議論が進められる

中、ゲノム編集された農作物や家畜に関する許容性や摂

食への態度を調べるWeb質問紙調査を実施しました。こ

の調査を通して、摂食への態度に関して農作物より家畜

の方が抵抗感が高いことや、約半数近くの回答者が判断

に迷っている現状が明らかになりました。この背景には、

ゲノム編集に関する認知度や理解度がまだ低い現状が影

響しているかもしれません。ゲノム編集食品の流通が進

められようとしている状況もあり、本調査は多くの方々

に興味をもっていただきました。食品表示のあり方は、

私たちの生活と密接に関係していることから、今後も調

査を継続して実施していきたいと思います。

（客員研究員・内山 正登）

医療安全元年から20年の節目を迎えて

　今年度は、「医療者の刑事責任が争われた過去の事例の網羅的

検討」に着手しました。入手可能な限りの裁判例の収集（約810

件！）、整理・検討を繰り返し、医師が実施した医療の「水準」

が問題とされた事例（従来議論の中心）は少数に過ぎず、当該医

療行為を実施する能力不足が疑われる事例が多いことがわかりま

した。これは、実施する医療の「水準」の高さを問題としてきた

従来のアプローチが、実状と相反していたことを明らかにする結

果です。研究成果に応じて、国内外の学会で報告を行いましたが、

法学者、医療従事者ともに肯定的なご意見と激励をいただきまし

た。今後も引き続き、医療分野における法的責任の検討を通じて、

刑事過失論に一般化可能な理論の構築を試みます。（船橋）

「知らないでいる権利」現代的な意義の再考

　ヒトゲノム・遺伝子解析研究や遺伝医療では、1990年代から被検

者が遺伝情報を「知らないでいる権利」を尊重することが原則とさ

れてきましたが、2000年代半ばのシークエンス技術の革新を経て、

専門職の議論に変化も生じています。ゲノム医療が推進される今日、

権利概念の意義とはなにかを、文献調査から検討しました。刊行論

文（李・武藤、ゲノム医療時代における「知らないでいる権利」、

保健医療社会学論集、29(1): 72-82、2018）は、学会奨励賞「園田賞」

を受賞しました。テーマ性を評価していただけたことを嬉しく思う

とともに、これを励みに、引き続き子どものゲノム解析をめぐる議

論の動向を追っていきたいと思います。（李）

がんゲノム医療に対するがん患者・市民の態度
に関する研究

　がんゲノム医療の普及に向けた課題について検討するた

めに、がん患者さんやがん患者さんのご家族、市民を対象

に、がん遺伝子パネル検査の認知度や、期待や懸念などの

態度等について調査を行っています。2018年に実施した

Web調査の結果から、同検査の認知度が低いこと、がん患

者さんと患者さんの家族は同検査のベネフィットをより高

く認識していること、患者さんの家族は同検査の遺伝性腫

瘍に関する結果の共有を希望する人が多いことが明らかに

なりました。2019年 6 月から、がん遺伝子パネル検査が保

険適用され、同検査への認知度や態度が変化する可能性が

あることから、今後も調査を行い、検討していきたいと考

えています。（永井）
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この春、息子が小学校に入学し
ます。書類や持ちものに名前を
書く機会が多くあり、ペン習字
を習っておけばよかったと切実
に感じています。（西村）

今年度は、人とコトが繋がった
刺激ある一年でした。
今後は自分の成長が仕事
に繋がるよう頑張りたい
と思います。(神野)

修士課程に続き博士課程でも武藤先生に指導していただいている
飯田です。2 度目の東京オリンピックを経験す
る身ですが、最近では教授に間違われることもな
く、学生が板についてきたように感じる今日この
頃です。(飯田)

2019年 4 月 1 日より特任研究員として着任いたしました。今回
縁あって武藤研で活動できること、大変嬉しく思います。
今年度は武藤研の院生ゼミでも報告していた「保因者
の語り」研究を論文としてまとめることができたこ
とに安堵しています。また十分すぎる研究環境や研究
室のみなさまのサポートに日々感謝です。（木矢）

4 月から修士課程 1 年としてお世話になっております。3 月までは
学部生で、国際保健という分野を専攻していました。多様なバッ
クグラウンドを持った皆様から色々なことを学
ばせていただいたり、刺激を受けたりするのを
楽しみつつ、研究に取り組んでいます。学んだ
ことを活かせるよう、みなさまのお役に立てる
よう、頑張っていきます。(須田)

大学院生から引き続き特任研究員としてお世話になり、「次世代が
ん医療創生研究事業」の倫理支援に携わっています。慣れ
親しんだ環境で、またフレッシュな気持ちで研究に関わ
れることに心から感謝です！ みなさまに助けられてばか
りの毎日ですが、学んだことを活かせるように、楽しみ
ながら吸収していきたいと思います。（李）

ただいま～。楠瀬です。以前は、特任研究員としてお世話になっ
ていましたが、今回は後期博士課程の大学院生として戻ってき

ました！ 仕事との両立はなかなか大変ですが、
webミーティングも使えて大変助かっています。
仕事と学生生活ともに充実できるよう精進したい
と思います。今後ともよろしくお願いいたします。
(楠瀬)

はじめまして。4 月から博士後期課程 1 年生としてお世話になって
おります。社会人学生ですが、普段の職場とは異なる様々なバッ
クグラウンドの方々と、とても有意義な議論をさせていただける
ことに感謝の尽きない毎日です。1 日でも早くみなさま
のお役に立てるよう、精一杯努めて参りますので、
どうぞよろしくお願い致します。（北林）

人生初、ふくらはぎの肉離れを経験。
歩いていただけで肉離れ（泣）。運動
前だけでなく、日常生活を送るにも
ウォームアップは大事  ! と、この歳に
して初めて知りました。（山西）

産患官学を結ぶコーディネートに奮
闘する日々です。最近、猫からいい
匂いがすることに気付き、愛猫（リ
ンちゃん）を毎日嗅いで癒されてい
ます。（藤澤）

本年度は、学会報告前日拉麺をついに克
服！これも一重に、弛まぬ自主練の
賜物です。ELSI研究における「L」
とは、その役割とは何かを考えさせ
られる日々です。（船橋）

健診の数値が気になるお年頃、明らかに体が錆
びついた自覚もあり、意識的に運動と食事記録

をはじめて半年。ゆっくりとしか
し着実に効果が。ゲームとアプリ
すごい！（竹内）

日に日に口が達者になっていく 5 歳
の娘に、お片付けを促しつつも、自
分も片付けができていないと反省す
る日々です。これから断捨離頑張り
ます！（永井）

発酵食品の効能を期待して、昨年
秋からぬか漬けを始めました。ぬ
か床の手入れが癒し。甘酒や塩糀
も試して健康に生きていきたいと
思います。(神原)

博士コロキウム（学際情報学府の研究報告
の場）での発表を無事終えることができま

した。最近は、読書のジャンル
を広げることとスピードUPに挑
戦中です。（小林）

四半世紀前に大学生だった頃は授業が嫌いで仕方な
かったのに、社会人学生として大学院に入学してみる
と、学ぶことができる喜びと幸せを日々噛み締めてい
ます。人生でやりたいと思うことは、いつから始めたっ
て遅くないのだと改めて感じました。(河合)

分野長　武藤香織 井上悠輔
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平成では特任研究員、そして令和から博士後期課程の学
生として武藤研でお世話になっています。あっという間
に過ぎ去ろうとしている博士過程一年目ですが、仕事と
学業の両立で喘ぎながらも、みまさまのご支援により一
つのテーマにじっくり取り組める貴重な機会をいただい
ている事を忘れずに、感謝しつつ、頑張りたいと思います。
(高嶋)

（教室員紹介）


