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の思いが近い将来実を結ぶことを心から願っ

います。バイオバンク・ジャパンが我々の

を様々な研究者に利用してもらうのが次

子供たちの財産となるよう、
これからもご

の目標です。引き続き日本の医療・研究

支援いただきますようお願い致します。

に役立てるように頑張ります。

東京大学

理化学研究所

村上善則

久保充明

研究者

研究者

別化投薬を確立していきます。

鎌谷洋一郎

の収集は終了しますが、皆さん方の貴重な試料と情報は、
今後も個人を特定しない形で、医学と医療の発展のために
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の実現が近づいていることを実感致しま

いただき誠にありがとうございました。ま

す。これまでご協力いただいた皆さんに、
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研究に初めて触れた病院スタッフ、患者
さん、事務局、みんなで日本で初めての

1期の花粉症時期にエントリーが1日18
名。オーダーメイド医療室は戦場化しま
した。患者さんに少しでも負担が掛らな
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スタッフ一同

んと一緒にそれを目指した気がします。
ゲノムとか遺伝子とか難しくても、
「みん
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このプロジェクトが始まった当
初に比 べると遺 伝 子という存
在 が かなり一 般 の 人にも近く
なりました。国立病院機構の 1
病院としてプロジェクトに参加
することができ嬉しく思ってお
ります。

オーダーメイド医療・DNA・遺伝
子、ゲノム・
・
・15 年経て身近に
感じられるようになりました。1
人でも多くの方にこのプロジェ
クトを知って頂く事も MC の役
割の 1 つと最初の MC 講習会で
聞いた事が思い出されます。
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ていくのを目の当たりにし、多くの患者さんや

イオバンク・ジャパンに届けられ、MCさんが入力し
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た臨床情報は試料と共に研究機関へ渡り、研究者
の先生方が解析する――ここに関わった皆さん方
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ださり本当にありがとうございました。厚く御

の情熱と知識と労力の凄さに触れることができ、た

未 来へ医 療のたすきを繋げた
いと願う患者さんがプロジェク
トの支えです。一日でも早く実
現して、健康な人生を送れたら
最 高ですね 。医 療 の 仕 事に関
わり、沢山の人との出会いに感
謝、感謝です。

多くの患者さんのお力で研究が
進み論 文という形で成 果に繋
がっていると思います。今後も医
療・研究の発展に生かされていく
と思います。一人の MCとして、
患者さん・研究者・事務局・全国の
MCの皆さんに感謝しています。

礼申し上げます。

いへん勉強になりました。ありがとうございました。

