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「人工知能」とのおつきあい
武 藤  香 織

　今年も無事に第5号を出すことができました。2014年度は、

学際情報学府修士課程から李怡然さんと藤澤空見子さんを迎えて

スタートし、趙斌さんが新領域創成科学研究科から修士の学位

を、そして中田はる佳さんが博士の学位を取得しました。また、

特任研究員として、医学系研究科を終えた高島響子さんをお迎え

しました。高島さんは「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログ

ラム」の倫理支援業務の傍ら、博士論文の修正作業を進め、同じ

く博士の学位を取得しました。若い方々が研究に専念し、区切り

をつける過程を見守っておりますと、時にやっかみの気持ちも抱

きつつ、大きなやりがいを感じます。

　最近、人工知能の父・アラン・チューリングの人生を題材にし

た映画『イミテーション・ゲーム』（原題 “The Imitation Game”）

を見ました。科学技術、人権、戦争、暴力、多様性などいくつか

のキーワードを包含する素晴らしい映画でした。イギリスでは、

1967年まで男性同士の性行為が犯罪だったため、チューリング

は懲役か強制的治療の選択を迫られました。現在、エルトン・ジョ

ン（歌手）と、ドミニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ

（D＆G 創立者）が、ゲイカップルによる代理出産利用の是非を

めぐって論争中ですが、チューリングが存命ならば、どんな思い

で見守っただろうと思います。

　そして、チューリング・マシンは、当時想像もできなかった様々

な人工知能に結実しています。その代表例であるIBM社Watson

は、ビッグデータを駆使して「自然言語で問われた複雑な質問に

すばやく正確に、確信を持って解答する」システムです（IBM 

公式ウェブサイトより）。Watsonは、米国の子ども向けスマー

ト玩具にも搭載され、日本でも金融機関の顧客相談窓口に試験導

入されました。また、現在、ニューヨークの医療機関では、膠芽

腫患者の診療支援に試験導入され、腫瘍細胞のゲノム配列解析結

果の解釈に加え、様々な先行研究や目標とする治療効果を検討す

る時間を短縮できるかどうかを評価中です。特にがんのゲノム医

療は、計算機だけでなく人工知能ともよきパートナーになれなけ

れば、実現しない世界のようです。

　日本のある研究会の検討結果によれば、人工知能の普及によっ

て、15年後には、知的労働従事者の活躍の場が奪われ、衰退が

加速しているという悲観的な予想と、人工知能の利用方法を制御

でき、新たな雇用を創出できる、という楽観的な予想があるそう

です。私たちが、人間らしいエラーすらも学習した人工知能に嫉

妬すると、18世紀のラッダイト運動の再来につながりかねませ

ん。それを防ぐには、今から様々な準備が必要になります。米国

では、データ科学がもたらす未来について、倫理的法的社会的の

みならず、心理的経済的な影響を検討する研究部門が増えていま

す。果たしてどんな15年後を迎えるか、これまで以上に様々な

専門分野の人たちとつながりながら、勉強しなければならないと

思います。

教室メンバー （2014年度）

◆ スタッフ：

　武藤 香織（分野長）、神里 彩子、井上 悠輔、洪 賢秀、丸 祐一（8月に

　転出）、永井 亜貴子、吉田 幸恵、楠瀬 まゆみ、高嶋 佳代、高島 響子、

　竹内 君枝、帆刈 智子、神原 容子、石川 結、澤柳 芳子

◆ 大学院生：

　荒内 貴子（新領域創成科学研究科）、中田 はる佳（新領域創成科学研

　究科）、趙 斌（新領域創成科学研究科）、小林 智穂子（学際情報学府）、

　岩本 八束（新領域創成科学研究科）、江 念怡（新領域創成科学研究科）、

　藤澤 空見子（学際情報学府）、李 怡然（学際情報学府）
公共政策セミナー（2014年4月）
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【中田】この度、晴れて博士号を取得いたしました。今、武藤研

第一号となる博士の学位記を前に身が引き締まる思いです。武藤

先生のご指導の下、「当事者の視点から見た臨床試験・治験にお

ける倫理的課題の探索」と題した博士論文をまとめました。本研

究では、文献調査・アンケート調査・インタビュー調査を組み合

わせ、臨床試験に対する患者の認識を探

りました。特に、臨床試験の入口で被験

者保護の軸とされるインフォームド・コ

ンセント（IC）に注目したところ、事前

説明は患者の臨床試験への参加判断にあ

まり影響がなく「（参加を前提とした）

手続説明の場」と考えられているようで

した。ICの場が設けられている趣旨を

改めて認識していく必要があると考えま

した。大阪での勤務と博士の研究を両立

できたのは、皆様にそんな院生のあり方

を受け入れていただいたおかげでした。

武藤研での日々は、今後の研究生活の糧

になると思います。皆様、本当にありが

とうございました。

【趙】私の修士論文は、大きく二部により構成されます。まず前

半では、中国の人口管理・優生政策と生命科学政策の歴史的経緯

を概観しました。1995年に施行された母嬰保健法が欧米諸国か

ら批判され、中国政府が国際的な生命倫理の規範の一部も受容し

てきた歴史を整理するものでした。後半では、将来の人口管理・

優生政策に与える影響を倫理的法的社会

的観点から検討するために、NIPTを事

例として、山東省の威海市婦女児童病院

で複数回にわたって行った聞き取り調査

の結果とその含意をまとめました。聞き

取りに協力してくださった医師達は、総

じてNIPTに前向きでしたが、母嬰保健

法の規定とは別に、妊婦のインフォーム

ド・コンセントや自己決定を重視した遺

伝カウンセリングや出生前検査を実施し

てきたという医師としての自負も感じま

した。今後、日本の医師達がどのように

考えていくのか、注目していきたいと考

えます。武藤教授をはじめ、教室の皆さ

んには修論執筆にあたり大変お世話にな

りました。

修了者より

　臨床試験・治験経験者の声を集めた質的研究「臨床試験・治験

の語りデータベース構築プロジェクト」を実施しています。プロ

ジェクト開始から3年が経過し、平成27年度はいよいよデータ

のweb公開に向けてこれまでインタビューした皆さんの語りを

分析する段階に入っています。これまで学会等で経過報告はおこ

なってきましたが、一般の方にも聞いていただきたいと考え、平

成26年度に大阪（1/10）と東京（2/11）で勉強会を兼ねたシン

ポジウムを開催しました。東京会場には140名以上の方にお集ま

りいただき、実際に得られたインタビューデータを紹介しまし

た。参加していただいた方たちからこのプロジェクトへの期待や

不安、疑問等の声を直接聞くことができ、身の引き締まる思いが

しました。有益なwebサイトになるよう、メンバー一丸となっ

て分析を進めていきたいと思います。なお、web公開は平成28

年3月を予定しています。どうぞお楽しみに！（吉田）

活動紹介

公開勉強会＆シンポジウムを開催しました

写真は、中田はる佳さんと趙斌さん

シンポジウム会場風景



【高島（響）】大学・大学院を通じて、生命・医療倫理学や公衆衛

生学を学んできました。博士課程では、人を対象とする研究にお

ける倫理問題を扱う「研究倫理」の中でも、MRIなどの脳画像

技術を用いた研究における「偶発的所見」への対処法をテーマに

研究しました。2014年4月より、特任研究員として公共政策研

究分野に仲間入りしてからは、主に「次世代がん研究シーズ戦略

的育成プログラム」に携わり、がん研究への倫理支援等に従事し

ています。公共政策研究分野は皆さんとても明るくて笑いに溢

れ、私も日々楽しく過ごさせていただいています！

【藤澤】学部時代は理学部生物学科に所属していましたが、勉強

する中で科学や医療の意味を考えるようになり、もっと専門的に

科学と社会の関係性について学びたいと考え、学際情報学府への

入学・当研究室への所属を決意しました。修士論文の研究では、

非侵襲的遺伝学的検査に関わる遺伝カウンセリングについて、科

学コミュニケーションや科学技術社会論的観点から考察を行いま

す。専門分野の変更を経て、学問分野の文化の違いも実感しつ

つ、異なる環境での勉学を楽しんでおります。悔いのない学生生

活を送れるよう、研究に邁進したいと思います。

【李】学部時代は社会学を専攻し、医療社会学や生命倫理学への

関心からさらに研究を続けたいと思い大学院へ進学しました。特

に家族や親子関係との関わりが深い不妊治療・生殖補助医療への

興味を経て、現在は出生コホート研究における子どもの権利につ

いて、制度面と当事者・関係者の意識の両側面から考えていきた

いと思っています。研究倫理、公衆衛生、母子保健政策などさま

ざまな領域が重なるテーマでもあるので、公共政策研究分野で広

がった新たな視点を取り入れつつ、学ばせていただいたことを何

かしら還元していきたいと考えています。

【澤柳】2014年10月1日に着任しました。研究者の方々の研究活

動をサポートしながら、再生医療に関する倫理面の課題の重要性

を日々感じています。再生医療の現状について理解を深め、色々

な側面から積極的にサポートしていきたいと思います。

【石川】事務の仕事をはじめ、様々なプロジェクトのお手伝いを

しています。公共政策研究分野に来てあっという間に約1年が経

ちました。とても温かく明るい皆さんと仕事をすることができ、

感謝しています。これからも皆さんの研究が快適に進むよう、努

めていきます。

　「再生医療実現拠点ネットワーク事業」の研究支援活動の一環

である説明補助ツールについてご紹介します。

　通常、患者さんに臨床研究へのご協力をお願いする場合、研究

の目的、方法、危険性や利益、権利等について説明し、理解と納

得を得た上で、自らの意思で参加を決めて頂くことが重要になり

ます。しかし、説明の内容は多岐にわたり、科学的、専門的な内

容も含まれているため、活字による説明文書は長くなりがちで、

一度では分からないこともあります。そこで私たちは、患者さん

や一般の方々が理解しやすいイラストを用いた説明補助ツールの

作成を行っています。また、お子さんが研究に参加する場合も、

可能な限り研究の説明をし、賛意を得ることが推奨されており、

お子さん向けにもクイズや遊びを取り入れた説明用絵本を作成し

ています。

　このような活動を通して、研究者と患者さんがパートナーとし

て再生医療を推進するお手伝いを行っています。（楠瀬）

新メンバーより

インフォームド・コンセント補助ツールの開発について

再生パンフレットご案内 低学年用パンフレット 幼児用パンフレット



（No.4より続く）

＜講　演＞
■2013年11月
＊日本生命倫理学会（東京）：武藤

■12月
＊Ｐatient Ｓalon（東京）：武藤、吉田

■2014年1月
＊一橋大学院社会学研究科博士課程助成金プ
　ログラム（東京）：洪

■2月
＊シンポジウム「再生医療と研究倫理教育」
　（東京）：武藤、楠瀬
＊研究倫理支援者懇談会（東京）：神里

■3月
＊シンポジウム・オーダーメイド医療の実現
　プログラム（東京）：武藤、洪
＊エレン・クレイトンを囲む会（東京）：武藤、
　高嶋（佳）、高島（響）

■5月
＊スティーブンス・ジョンソン症候群患者会
　（東京）：武藤
＊IMSUT Founding Commemorative
　Symposium（東京）：武藤

■7月
＊厚生労働省・臨床研究の制度の在り方会議
　（東京）：井上

■9月
＊研究倫理支援者懇談会（東京）：神里
＊麻布学園高校（東京）：神里

■10月
＊麻布学園高校（東京）：武藤
＊JST-CRDSワークショップ（東京）：井上、 洪

■11月 
＊サイエンス・アゴラ（東京）：武藤
＊東京学芸大附属高（東京）：武藤
＊国立循環器病研究センター（京都）：井上
＊日本肺癌学会（京都）：武藤

■2015年1月
＊金沢工業大（東京）：井上
＊シンポジウム「臨床試験・治験について語
　り合おう」（大阪）：武藤、中田

■2月
＊日本学術振興会164委員会（東京）：井上
＊生命・医療倫理研究会（東京）：高嶋（佳）
＊シンポジウム「臨床試験・治験について語
　り合おう」（東京）：武藤、吉田
＊日本総合健診医学会（富山）：武藤

■3月
＊名古屋大国際シンポジウム「臨床研究に関
　する正義と挑戦」（名古屋）：武藤　
＊信州大学（長野）：高嶋（佳）

＜学会発表＞
■2013年9月
＊日本医療薬学会（仙台）：武藤
＊CRCと臨床試験のあり方を考える会議
　（舞浜）：武藤、吉田、中田
＊International Society for Stem Cell  
　Research（Italy）：武藤、楠瀬、高嶋  （佳）

■10月
＊日本社会学会（東京）：武藤、吉田
＊公衆衛生学会（三重）：武藤、井上、永井
＊東京財団フォーラム（東京）：洪
＊American Society for Bioethics and
　Humanities（Atlanta）：武藤、高嶋（佳 )、
　楠瀬

■11月
＊日本人類遺伝学会（仙台）：武藤

■12月
＊臨床薬理学会（東京）：武藤、楠瀬

■2014年1月
＊日本疫学会（仙台）：武藤、井上、永井

■2月
＊日本医療コンフリクト・マネジメント学会
　（松本）：楠瀬

■4月
＊日本病理学会（広島）：武藤
＊International Ｃonference for Ｃlinical
　Ethics Ｃonsultation（Paris）：武藤、
　高嶋（佳）、楠瀬
＊東京大学生命科学シンポジウム（BIO-UT）:
　武藤、永井、吉田、中田

■5月
＊The International Union of
　Anthropological and Ethnological 
　Sciences（千葉）：洪
＊日本保健医療社会学会（仙台）：武藤、吉田
＊日本神経学会（福岡）：武藤
＊日本衛生学会（神戸）：武藤、井上
＊IMSUT Founding Commemorative
　Symposium（東京）：井上、岩本

■6月
＊European Society of Human Genetics
　（Milan）：武藤
＊International Society for Stem Cell 
　Research（Vancouver）：武藤、楠瀬
＊日本抗加齢医学会（大阪）：井上

■7月
＊日本動脈硬化学会（東京）：武藤
＊Society for the Social History of Medicine
　（Oxford）：吉田

■9月
＊日本神経科学学会（横浜）：武藤、井上、
　岩本

＊日本癌学会（横浜）：武藤
＊British Sociological Association 
　（Birmingham）：武藤、吉田、中田

■10月
＊日本生命倫理学会（浜松）：武藤、井上、 
　高嶋（佳）、吉田、中田
＊日本質的心理学会（松山）：武藤、吉田、 
　中田
＊American Society of Human Genetics 
　（San Diego）：武藤
＊CRCと臨床試験のあり方を考える会議
　（浜松）：武藤、井上、吉田、中田

■11月
＊日本社会学会（神戸）：李
＊日本人類遺伝学会（東京）：武藤、趙、洪、江

■12月
＊日本臨床薬理学会（松山）：武藤、神里

■2015年1月
＊日本疫学会（名古屋）：井上

■2月
＊アジアのリプロダクションとジェンダーワー
　クショップ（東京）：洪
＊日本臨床試験学会（東京）：高嶋（佳）

■3月
＊日本臨床倫理学会（東京）：楠瀬
＊日本再生医療学会（横浜）：武藤
＊日本薬学会（神戸）：井上

主な行事（2013 年度下半期～14年度）
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