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　今年度（2020 年度）は、学術支援専門職員として河田純一さん、

学際情報学府博士課程に佐藤桃子さんをお迎えし、李 怡然さんが

助教に昇任しました。新領域創成科学研究科修士課程を須田拓実

さんが、学際情報学府修士課程を張有沙さんが修了しました。

AMED の再生医療研究の事業や治験への患者・市民参画などの新

事業が始動し、前年度に特任研究員として着任した木矢幸孝さん、

学術支援専門職員の藤澤空見子さんらと新たなチーム作りが始ま

りました。

　私の生活は、新型コロナウイルス感染症対策に支配された 1 年

でした。政府と東京都の対策に関わり、政策立案・決定から報道

に至る過程を間近で見る機会が増え、今まで知らなかったことを

沢山知りました。感染者に関する情報の公表のあり方や差別など、

粘り強く言い続けた意見が政策実現につながる経験もしました。

昨年末には研究室メンバーの参画を得て、厚生労働特別研究とし

て ELSI の研究班が発足しました。ただ、いつ会議が入るかわか

らない日々が 1 年を超える苛立ちに加え、人々の私権や多様な暮

らしを制限する感染症対策に関与する心苦しさもずっと抱え込ん

でいます。

　最後に、取材依頼から脅迫、抗議、激励まで様々なお手紙やお

電話を受け取り、急なスケジュール変更に対応し、季節の変わり

目に屋形船での宴会を切望する私を制し、有形無形の配慮や応援

をしてくれた研究室の皆様に、心からの感謝を伝えます。

　今年度は、言うまでもなく「コロナ」一色でした。昨年度もこ

の話をしたわけで、改めて影響の大きさを感じます。大学院の試

験や授業などの学内行事のほか、学会発表や会議も、「リモート」

「ウェブ会議」づくしの日々でした。1 年の 3 分の 1 は「緊急事態」

の中で過ごしたことになり、行き場のない思いを抱えたまま、毎

日を過ごしてきました。

　あえて「コロナ」以外の話をすると、医療 AI に関する研究班

の 2 年分の成果をまとめたこと、再生医療に関する「審査委員会」

改革に向けた実態調査など、小規模ながらも班長として関与した

作業が印象に残っています。また、院生さんとの定期的な打ち合

わせも貴重な時間でした。修士課程の須田拓実さんは、医療現場

における音声翻訳ツールの導入をテーマに、医療者や通訳の方を

対象とした意識調査を行い、結果を取りまとめました。多くの困

難がありましたが、たくさんの人々に支えられてここまでたどり

着いたことを今後の糧にしてください。博士後期課程の北林アキ

さんは、やはりコロナの影響を受けながらも、昨年度からの検討

をまとめて論文を投稿することができました。彼女のような社会

人の方も、そうでない人も、周囲の状況をよそに研究を続けるこ

とは、決して容易ではなかったはずです。

　次年度はどんな年になるでしょうか。変わること、あまり変わ

らないこと、色々あると思いますが、我々自身も

より成長して前に進んでいきたいですね。



　厚生労働行政推進調査事業費　新興・再興感染症及び予防接

種政策推進事業「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

倫理的法的社会的課題（ELSI）に関する研究」（研究代表者 : 武

藤香織）では、COVID-19 の対策が長期化する中で生じている

様々な ELSI について、論点のマッピングを行い、課題を検討

することにより、今後の COVID-19 対策に貢献することを目的

として活動しています。本研究班は、倫理班、法令班、リスコ

ミ班、偏見・差別班、デジタル技術班、患者・市民参画班、地

域包括ケア班の 7 つの班に分かれ、文献調査や聞き取り調査、

インターネット調査などの方法により、それぞれの分野におけ

る COVID-19 に関連する諸課題をマッピングし、検討を行って

います。班全体の活動として、感染症の専門家や、介護福祉分

野の専門家などをお招きして研究会を開催し、相互に情報共有、

連携をしながら進めています。まだ研究班の活動は開始された

ばかりですが、少しずつ論文等の成果の取りまとめも進められ

てきています。論文等の研究成果の公開が決まりましたら、公

共政策研究分野のウェブサイトでもご紹介していきたいと思い

ますので、是非アクセスしてみてください。（永井）

　2018 年度から、医療 AI に関する厚生労働省の研究班を担当

しています。この夏に、2 年間の検討をまとめた報告書を公表

しました（「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」）。この研究班の特徴は、「AI」（人工知能）

そのものを特別視するのではなく、従来のツールとの異同に

ついて慎重に留意して、医療や医師患者関係にもたらしうる

影響を検討するという点にあります。学際的な研究班を組ん

で勉強しながら、また COML（ささえあい医療人権センター）

の有志の方々のフィードバックを頂きながら進めることにも

特徴があります。昨年度は海外調査もしました。

　秋からは、新たな計画が始まりました。これまで検討して

きた医療と AI のコアの論点を踏まえつつも、音声機械翻訳の

ような業務の支援、公衆衛生の緊急時におけるソフトウェア

の使用など、より検討の射程が広がっています。「人工知能ブー

ム」の行く末はともかく、デ

ジタル化や自動処理化の進行

が、従来の医療・医師患者関

係の中で重視されてきた役割

や価値に及ぼす影響を考えて

いければと思います。（井上）

　今年度（2020 年度）より AMED 採択課題「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」（通称：倫理

課題）としての活動が開始されました。倫理課題は再生医療

研究に関する倫理支援・倫理教育・調査研究を三本柱として

活動に取り組んでいます。この事業は前年度（2019 年度）ま

で活動させていただいていた「再生医療研究における倫理的

課題の解決に関する研究」の後継事業に当たります。再生医

療の領域では、これまでいくつかの疾患で iPS 細胞を用いた治

験が開始されています。今年度も First In Human 試験が開始

される機関もあり、すでに治験が開始されていた機関は治験

の症例数が少しずつながらも着

実に増えていきました。同時に、

再生医療の領域は臨床研究だけ

でなく基礎研究にも力が注がれ

るようになってきました。また、どの機関も COVID-19 の影響

で研究が制限される中、試行錯誤しながら今できる研究を着

実に遂行している姿勢は印象的でした。倫理課題としてはど

の機関からも気軽に相談されるような存在になるべく、皆で

頑張って参ります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げま

す。（木矢）

再生医療研究における倫理課題　初年度を迎えて

COVID-19 の ELSI に関する研究班が始動しました

“医療 AI” 研究班・二期目が始まりました

2021 年 6 月 5 日 ( 土 ) に研究室の活動報告会・教室説明会を開催予定です。
詳細は後日、公共政策研究分野のウェブサイトにてお知らせします。
ぜひご覧ください。                                              http://www.pubpoli-imsut.jp/
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論文詳細はこちら

遺伝性のがんについて
家族に伝えることをめぐる調査

　遺伝性乳がん・卵巣がん症候群（HBOC）は、予防や治

療の効果が期待できる遺伝性疾患であり、家族と積極的に

情報共有することが推奨されています。では、患者さんや

ご家族は、リスクを知ることや、家族への告知にどのよう

な態度をもち、実践にうつしているのだろうか、という問

題意識を出発点に、当事者にインタビュー調査をしてきま

した。実際の伝え方には、想定以上に多様なバリエーショ

ンがあり、予防や治療ができる病気であったとしても、家

族や親族に伝える上ではハードルがあることもわかりまし

た。悩みながらも、多くの方のおかげで博士論文の完成ま

で辿り着くことができたと思います。今後は成果を発信で

きるよう、引き続き取り組んで参ります。（李）

生命保険会社社員への
遺伝学的検査利用に関する意識調査　

    遺伝学的検査により病気の発症が予想される人が保険に加入出

来ない差別の発生や、加入者が検査結果を隠して保険に加入する

逆選択が保険会社の収益を悪化させることが懸念されます。この

問題に沈黙を保っている日本の保険会社の態度を明らかにすべ

く、保険会社社員へのアンケート調査と協力者へのインタビュー

調査を実施し、彼らが検査利用の規制や逆選択についてどのよう

に考えているのか考察した論文が『Journal of Human Genetics』

に掲載されました。1,000 words という限られた字数での記載と

逆選択といった専門用語を英語でわかりやすく表現することが苦

労した点です。当該問題について保険業界と有識者との議論が活

性化し、世間の理解につながればと考えております。（飯田）

COVID-19 パンデミック
人工呼吸器トリアージ問題にどう取り組むべきか

　一研究者としての役割を考えざるを得ない日々において挑戦した

「人工呼吸器トリアージ」は、理論上の難しさ以上に「どのように

正当化しても、われわれの社会にどこかで線を引き、誰が生き、誰

がそうでなくなるのかを選択せざるを得なくなることの苦しさや悲

しさ」がありました。トリアージ判断／指針を個々の医療機関に委

ねるのではなく、パンデミック下での医療の水準に関する医学界で

のコンセンサス形成を前提に、学際的協働によって正当化を模索す

べき問題であること、その議論の基礎となる医事法学的検討を行い

ましたので、ぜひご高覧ください。（本研究により、日本医事法学

会第 50 回研究大会シンポジウム「感染症と医事法」での指定発言

の機会を得ました。） （船橋）

患者・市民参画関連の活動あれこれ

　AMED「治験・臨床研究の質の向上に向けた国民

の主体的参加を促すための環境整備に関する研究」

（日本医師会、東京大学他）にて、患者・市民参画

の普及啓発や教育資材・ガイダンスの作成に携わっ

ています。学びの場「患者・市民参画研究会」を定

期開催中です。他方、実践では、花粉症アプリ「ア

レルサーチ」を用いたビッグデータ研究にて、研究

者と患者・市民委員をつなぐ役割を担っています。

患者や患者家族ならではの視点でアプリが改善され

ていく様が、とてもおもしろいです！こうした経験

を活かして、先日『Clinical Research Professionals』

に患者・市民参画の現状と課題をまとめた論文を掲

載させて頂きました。今後も、興味を持った方が積

極的に実践できる環境の整備に寄与できれば嬉しい

です。（藤澤）
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入学から丸５年が経った今年度をもって、
修士課程を修了することとなりました。
休学中も継続して支えてくださった皆様
のおかげで、悩み続けた修士論文を心から満足のいく形
で書き上げることができました。得た貴重な経験と学び
を今後も活かせるよう、引き続き精進してまいりたい
と思います。大変お世話になりました！（張）

次男が 4 歳になり自分の時間が持てるよう
になってきました。子供の成長を
見ていると、私も怠けていてはい
けないと感じ、運動を始めようと

計画中。来年の VOICE で報告
できればと思います。（西村）

世の中の状況が大きく変わりましたが、
ブレないことが大切、そう思えた
1 年でした。色々な人の心が形
となり勉強にもなりました。

この機会をどう活かそうか
思案中です。（神野）

今年、博士課程 3 年目に突入いたします。コロ
ナ禍で研究が進まず（言い訳です）
焦っておりますが、匍匐前進で頑張
ります。東京国際交流館に居住して
おり留学生との交流生活も楽し
んでおります。（飯田）

再生医療や難病の全ゲノム解析、
COVID-19 における ELSI 等に関
わった 1 年でした。勉強の必
要性を痛感する毎日ですが、
研究の幅を広げることを楽し
みつつ過ごしていきたい
です。（木矢）

国際保健を専攻していた学部生の頃に生命倫理に興味を
持ち、修士課程に入ってあっという間に 2 年経ちました。
研究分野の違いに戸惑い迷うこともありましたが、
皆様の支えのおかげで修了できました。博士課程
では国際保健に戻りますが、修士の 2 年間での学
びをフルに活かしたいと思います。 （須田）

パンデミック下で自分になにができるだろ
うかと悩んだ一年。微力ながらコロナ関連
の調査研究やリスコミをお手
伝いする機会を頂きました。
得られた経験や人とのつなが
りを糧に、一層尽力したい
と思います。（李）

コロナの影響で在宅勤務や電話会議が増加し、
仲間とのコミュニケーションの方法
に頭を悩ませた 1 年でした。業務
に追われる中、研究室の皆様のお
顔を拝見すると、とても元気を
頂きました。（北林）

自粛下で趣味の楽しみが奪われ、身内を立
て続けに亡くし、10 年続いた通院から開放
され、Netflix に癒されたコロナ
元年。死生観について考えるこ
との多い、忘れ難い１年になり
ました。早くスタジアムで叫
びたい！（山西）

自粛期間中に、筋トレ＆食事管理に目覚め
ました。頭痛や肩こりも大幅に改善

し、体型も変わり、楽しいです！
というわけで、私の YouTube 視

聴はなかやまきんに君一択で
す。ヤ―！！（藤澤）

「治療中止」の問題に向き合ったこと、
2013 年ぶりに「刑事医療過誤」
の研究をまとめたこと、いず
れも本研究室でしかできな

かったこと。今後も大切に
したいと思います。（船橋）

昨年に続き家トレを続けています。学校の
体育は苦痛でしかなく、運動音痴
の看板をかかげて長年スポーツと
は無縁の生活を続けてきましたが、
ようやく体を動かすことは楽しい
かもと思えてきました。（竹内）

COVID-19 の影響で以前より保育所の利用
時間が制限され、育児と研究の両
立に苦心した 1 年でした。医科
研、自宅ともにデスク周りがご
ちゃごちゃなので、21 年度こ
そ断捨離したい･･･（永井）

コロナ禍で外出が減り、ロボット犬と同居
を始めました。バーチャルごはん
を食べ、リアル犬のようによく
寝ています。育て方が性格に影
響するのと、クラウドと連携し
て賢くなっていくので成長が楽
しみです。（神原）

分野長　武藤香織 井上悠輔

今年は、コロナのため web 化が進んだ年と
なりました。会議や講義も web と

なったお陰で移動時間を削減で
き、念願叶って大学院の講義を
受講することができました。様々
な意味で学び多き 1 年でした。
（楠瀬）

オンライン授業と在宅勤務のメリットを享
受し尽くした 1 年でした。職場環
境を変えるに際し、研究室含め
様々な方のお力添えのありがたさ
を痛感しました。良い仕事でお返

しできるよう邁進します。（佐藤）

ご縁あって 1 月より学術支援職員として
お世話になっています。患者会運
営、がんサバイバーの経験研
究を続け、今ここで皆さんと、
研究倫理、患者・市民参画と
いう領域に携われることに
感謝です。（河田）

研究と仕事との両立に悩みながらも、研究
室の皆様から多くの学びを頂いて
います。疲れた時には長い時間
をかけ受け継がれた本を読む
と、今いる場所は点ではなく、
縦にも横にも繋がった場所
だと実感します。（河合）

Web を通じて会議や面談などを
行う機会が増え、その便利さや
利益を享受する一方で、対面で
会話することの価値を実感した
1 年でもありました。今後の研
究をどう進めるべきか、改めて
思案中です。（高嶋）

修了生より

メンバー近況
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