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研究成果の概要（和文）：21世紀型の新しい医学研究の仕組みの構築を目指し、患者が主体的に健康状態などの
情報を入力し、医学研究者と継続的につながる双方向コミュニケーション用のシステム作りを行った。英国と米
国で始まりつつあった同様の活動の調査と、日本におけるICT利用に関する患者対象のアンケート調査から、日
本でも難病領域において潜在的需要があることが明らかになった。実際に日本で利用可能なウェブシステムの作
成を開始し、患者団体のメンバーの意見などを聞きながら改良を進めることで、神経筋疾患の難病患者を対象
に、まもなく稼働させることができる状態にすることができた。

研究成果の概要（英文）：In order to establish new medical research governance for 21st century, we 
have developed a new interactive system in which patients continuously communicate with medical 
researchers and input their heath data for medical research.  We first carried out survey and 
analysis of similar activity in the UK and the US, and also conducted an opinion survey of Japanese 
patients about use of ICT.  These research works showed that there is potential for patient-centered
 activities for medical research in Japan.  We then constructed an actual web-system and consulted 
members of patient groups about the contents of the system and procedures for utilization that need 
amendments.  The system is now almost ready for the implementation with rare disease patients with 
neuro- muscular diseases. 

研究分野： 医学倫理・生命倫理
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１．研究開始当初の背景 
 少子高齢化の進展や疾病構造の変化が進
む日本において、疾病原因や病態、健康と環
境や生活習慣との関わりを明らかにし、疾病
の予防・診断・治療法の有効性を検証するた
めの医学研究はますます重要になりつつあ
る。これまでに以上に多くの患者や市民に研
究協力を得ることが必要になり、幅広い研究
目的や対象範囲や利益・不利益などの詳細を
あらかじめ特定することが難しくなってき
ている。その結果、研究を進めるシステムを
変えていくことが必要になってきている。例
えば、一度限りのインフォームド・コンセン
トには限界が生じている。 
こうした中、欧米では患者・市民との双方

向コミュニケーションを中心に置くシステ
ムの構築が模索されて始めていた。英国オッ
クスフォード大の法学者 Jane Kaye 博士らは、
インフォームド・コンセント（IC）において
継続的に研究参加者が意思表明する「ダイナ
ミック・コンセント」を提唱し、継続的なコ
ミュニケーションにより患者が研究への同
意を経時的に変化させていけるシステムの
必要性を提唱していた。また、米国の患者団
体 Genetic Allianceは、PEER (Platform for 
Engaging Everyone Responsibly)という患者
と医学研究者との双方向対話システムを構
築し、運用が始まっていた。こうしたダイナ
ミック・コンセントを実践する活動では、同
意について継続的に変更できる（ダイナミッ
クに変化させる）だけでなく、患者自身が主
体的に健康状態の情報を入力することで、医
学研究に必要な情報を集めることが可能に
なるシステムが構築されつつあった。 
一方、日本では、そうした患者参加型の研

究システムについては、ごくわずかな例を除
いて具体的検討は行われていなかった。そも
そも、そのような、患者が主体的に参加する
仕組みが欧米とは異なる社会的背景を持っ
た日本で実施可能かどうかは本格的な検討
は行われていなかった。そこで研究代表者ら
は、以前から国際ネットワークのパートナー
として交流のあったオックスフォード大学
の Kaye 博士らとともに、患者と医学研究が
ICT 技術でつながるシステムについて、日本
向けにデザインし、日英 2か国での実践を通
して、共通点と相違点を明らかにし、医学研
究の新しい仕組みづくりに向けた留意点の
抽出や具体的方策の提案を行うことを目指
した。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、患者参加型の新しい医学研究
ガバナンスの構築のために、以下の３つの点
について研究と実践を通した分析を行うこ
とを目指した。 
 
(1)患者や市民といった研究協力者の継続的
なコミュニケーションや参加を維持しなが
ら、医学研究を患者と医学研究者がパートナ

ーとなって進める活動の現状を把握するこ
と。 
 
(2)日本において、患者参加型の対話型イン
ターフェイス・システムのモデルシステムを
構築すること、およびその実際の運用を通し
て、こうしたシステムの利点や欠点を明らか
にすること。 
 
(3)日本と英国の情報的・政策的・社会的基
盤の相違点と共通点を明らかにし、医学研究
のグローバル化を進めるための留意点を明
らかにすること。 
 
３．研究の方法 
１）患者参加型の医学研究の仕組みを利用し
た活動の現状を文献および先駆的な活動を
行っている研究者への聞き取りなどを通し
て把握し、システム構築のための留意点や運
用の際の課題などについて把握を行う。 
 

２）また、難病患者を対象に、患者参加型の
コミュニケーションシステムへの興味や ICT
技術の利用可能性などに関する意見の調査
を行う。 
 

３）実際の双方向コミュニケーションのため
のモデルシステムを先行して同様の活動を
行っている英国の研究者の意見を取り入れ
ながら構築する。 
 

４）さらに構築したウェブシステムについて、
患者や医学関係者など、多様な分野の人々か
らの意見聴取を行うことで、実際の運用に向
けた課題を明らかにする。 
 
４．研究成果 
１）初年度は、患者参加型の医学研究システ
ムについて先行して活動を行っている英米
の状況を把握することを行った。同様の活動
を報告する文献を収集、分析するとともに、
実践的活動に携わる関係者からの情報収集
を行った。オックスフォード大学では、整形
外科領域の難病について、患者がウェブシス
テムを介して健康状態や骨折記録などを入
力する RUDY というシステムを稼働させてお
り、それに携わる研究者を日本に招き、公開
セミナーを開催した上で、システム構築のた
めの課題や知見の共有を行った。また、日本
において、同様の患者主体のデータ入力シス
テムを構築・運用している研究者やそうした
システムに興味を持つ研究者も招き、情報共
有を行った。 
明らかになったことの一つは、システム構

築の初期や具体的に実際の患者が登録を行
う前の段階で、患者関係者に意見を求めるこ
とが重要であるということであった。患者は、
インターネットを通して繋がるだけではな
く、ビデオ会議を含む対面のコミュニケーシ
ョンの機会を研究者と継続的に持っており、



それが患者と研究者側との信頼関係の構築
に寄与していることも明らかになった。 
なお、先行して活動が行われている英国

（オックスフォード大学）の研究者との情報
共有・意見交換は、2 年間を通して頻繁に行
った。具体的には、お互いの訪問や、インタ
ーネット会議などによる。 

 
２）日本でも、患者参加型の医学研究システ
ムが有用となる可能性があるかどうかを調
べるために、筋強直性ジストロフィーの患者
が集まるフォーラムにおいて、ICT 技術の利
用に関するアンケート調査を実施した。その
結果、フォーラムに参加した患者の多くが日
頃、医療者から得たいと考えている情報を得
られていないと感じていること、ICT 技術を
用いて医学的情報を得たいと考えているこ
と、そして、自分のデータがどのように使わ
れるかについて知らせてほしいと考えてい
ることなどが明らかになった（Coathup et al. 
2016）。これにより、日本においても、患者
参加型のデータ入力システムや継続的なコ
ミュニケーションシステムを運用すること
の需要がある可能性が示唆された。 

 
３）上記の１）、２）を踏まえ、実際に日本
において、難病患者を対象に患者参加型のデ
ータ入力・コミュニケーションシステムを構
築するために、平成 27 年度にオックスフォ
ード大学で稼働中のシステム（RUDY という）
のソフトウェアを大阪大学に導入し、日本語
版の作成を開始した。患者の登録画面、情報
提供サイト、健康状態を入力したもらうため
の質問紙についても日本語表記に変更する
作業を進めた。日本語サイトを構築する過程
では、患者団体の関係者にサイトの使いやす
さなどについて意見聴取を行った。また、医
学研究の関係者にも意見を聞き、サイトの改
良のための参考意見とした。 
 
４）まとめと今後に向けた展望： 
平成 28 年度末の時点では、システム（日

本語版）はほぼ完成に近づいており、平成 29
年中には実際の患者の登録を開始できるよ
うに進める予定である。また、さらに完成版
に近づいた時点で、患者団体関係者などに聞
き取りを行い、一層の改善を行っていく予定
である。 
研究開始時点では、患者参加型の医学研究

の仕組みが、果たして日本でも実現可能かど
うか、関心や需要があるのかどうか、まった
くわからない状況であった。患者が集まるフ
ォーラムでのアンケート調査や、具体的なサ
イト構築の過程での患者団体関係者などの
意見聴取などを通して、日本でもこのような
システムに興味を持ち、その有用性を理解す
る人が多数存在していることが明らかにな
った。そのような患者側に興味が存在すると
いう点においては、日英の違いは現時点では
それほど明確になっていない。 

当初から検討してきた神経筋領域の疾患
以外でも、こうしたシステムを使いたいと考
える患者関係者がいることも明らかになっ
てきている。 
今後は、実際にシステムを稼働させた際に、

登録する患者がどの程度出てくるのか、また、
ウェブシステムのコンテンツや使い易さな
どの改良をどのように加えるのが良いかな
ど、実践を通した知見が得られると考えてい
る。 
研究の過程で協力していただいた患者関

係者にお礼を申し上げる。 
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