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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２１年５月１３日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  大阪大学大学院医学系研究科  

（ふりがな）          しもだ もとむ 

職・氏 名  准教授・霜田 求       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関： CNRS ） 

 

 

2． セミナー名 先端医工学の臨床応用をめぐる倫理的・法的・社会的課題：ナノテクノロジー 

       を中心に                                 

 

 

3． 期   間  平成 21 年 4 月 17 日 ～ 平成 21 年 4 月 19 日（3日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）   福岡市 西南学院大学西南コミュニティセンター                         

 

5． 参加者数   日本側               22  名 
（代表者を含む） 

相手国側      17  名    計  41  名 
 

その他の国            2   名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

霜田求＊ 

粟屋剛＊ 

甲斐克則＊ 

虫明茂＊ 

石原孝二＊ 

上田昌文＊ 

紀平知樹＊ 

山口富子＊ 

柿本佳美＊ 

阪本恭子＊ 

竹村誠洋＊ 

北垣徹 

中川晋作＊ 

加藤穣＊ 

森本誠一＊ 

本田まり 

浅田淳一 

丸山マサ美 

玉井真理子 

伊佐智子 

波多江忠彦 

山崎喜代子  

大阪大学大学院医学系研究科・准教授 

岡山大学医歯薬学総合研究科・教授 

早稲田大学法務研究科・教授 

就実大学人文学部・教授 

東京大学総合文化研究科・准教授 

NPO 法人・市民科学研究室・代表 

兵庫医療大学共通教育センター・講師 

国際基督教大学教養学部・准教授 

大阪産業大学・非常勤講師 

ノートルダム清心女子大学人間生活学部・講師 

独立行政法人物質・材料研究機構企画部国際室・室長 

西南学院大学文学部・教授 

大阪大学大学院薬学研究科・教授 

大阪大学大学院医学系研究科・博士課程院生 

大阪大学大学院文学研究科・博士課程院生 

芝浦工業大学工学部・助教 

筑紫女学園大学文学部・教授 

九州大学医学研究院・講師 

信州大学医学部・准教授 

久留米大学・非常勤講師 

日本薬科大学薬学部・教授 

西南学院大学人間科学部・教授 

生命倫理学 

医事法学 

刑法学 

哲学 

科学哲学 

科学技術論 

倫理学 

科学技術論 

哲学 

倫理学 

材料工学 

社会思想 

薬学 

生命倫理学 

臨床哲学 

法学 

哲学 

看護学 

臨床心理学 

法哲学 

哲学・倫理学 

生物学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名   Paris Court of Appeal, Judge, Christian Byk               

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Joachim Schummer 

Andre-Yanne Parent 

University of Darmstadt, Prof., Germany 

University of Montreal, Prof., Canada 

哲学・科学技術論

法学 

 

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Christian Byk 

Stephanie Lacour 

Hervé Chneiweiss 

Bernard Frontero 

Jean Noël Jouzel 

Isabelle Poirot-Mazères 

Anne-Marie Duguet 

Silvia Visciano 

Eric Gaffet 

Dorothe Benoit Browaeys 

Marina Maestrutti 

Caroline Moricot 

Michel Botbol 

 

Luc-Henry Choquet 

 

Hervé Hamon 

Catherine Maisse 

Marie-Rose Richardson 

Paris Court of Appeal, Judge 

CNRS , Research fellow 

Collège de France, Prof. 

French National Commission for UNESCO, Scientific Advisor 

Science Po and CNRS, Researcher 

University of Social Sciences, Toulouse I, Prof. 

Faculty of Medicine, University of Toulouse, Prof. 

University Paris I, Researcher 

CNRS UMR 5060 Nanomaterials Research Group, Researcher 

VivAgora, Journalist 

University Paris X Nanterre, Prof. 

University of Paris1-Panthéon-Sorbonne, Prof. 

Ministry of Justice, Directorate for the judicial protection of the 

youth 

Ministry of Justice, Directorate for the judicial protection of the 

youth 

Paris Juvenile Court, President 

Paris Bar Association, Barrister at law 

International College of Law and Mental Health, Chair 

法学 

工学 

生物学 

生命科学政策 

工学 

法学 

法学 

哲学 

工学 

ジャーナリズム 

社会学 

社会学 

法学 

 

法学 

 

法学 

法学 

精神医学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

１）目的 

本セミナーは、生物医工学、情報工学、ロボット工学、ナノテクノロジー、ニューロテクノロジーなど生

命科学・工学技術を医療分野に応用する試みである臨床医工学をめぐる科学的・倫理的・法的・社会的諸問

題の解明を目的とする研究プロジェクトの一部をなす。主に日本とフランスの関連分野研究者の報告と討議

をとおして、とくに幅広い応用可能性が見込まれるナノテクノロジーに定位して、それに関連する異なるレ

ベルの現場（研究／臨床／公共空間）でのコミュニケーション・モデルを構築するために必要な教育プログ

ラムと人材育成プログラムのモデル案策定を目指すものとして構想された。 

２）内容  

(ア)研究者・技術者のための倫理社会教育プログラム策定…本セミナーは、各領域の工学研究者・技術者と

その臨床応用に関わる生物医学領域の研究者・臨床家、そして倫理・法律を軸とする人文・社会系研究者と

の間で、ナノテクノロジーに焦点を当てて集中的に討議することで検討すべき問題点を洗い出し、教育プロ

グラムに組み込む可能性を探る。 

(イ)臨床研究の審査体制の充実化と現場教育プログラムの策定…先端医工学技術の人への臨床応用のために

は、厳格なルールに従った臨床試験が要求されるが、技術それ自体の抱える問題点を十分に理解した上で進

める必要がある。とくに日本では、こうした新規分野の研究は、新薬の治験に先立って法律に基づかない医

師主導の「臨床研究」という形で行われることが多いため、審査体制の確立が急務である。本研究では、被

験者保護を中核とする医学研究の包括的法制度の整備と、臨床現場における医学研究者・医師と被験者・患

者との間の、そして医工学技術の開発研究に従事する技術者とその現実的ないし可能的ユーザーとの間を仲

立ちする現場コミュニケーターの人材育成プログラム作りを目指す。 

(ウ)社会的合意の形成のための公共的コミュニケーション・モデルのプラン策定…研究／臨床の医療現場を

支えているのは社会公共空間における討論・意見形成のプロセスであり、それをどのように構築するのかが

重要な課題となる。とりわけ先端テクノロジーに付いて回る「未知の将来リスク」やメディアによって誇大

に宣伝される可能性の多い技術の恩恵をどのように評価するのか、治療法のない患者・家族による研究促進

への強い要請をどのように受け止めるのかといったことを、専門家・非専門家を含めて開かれた場で議論す

ることが必要であるため、NPO 法人の協力も得て公共的コミュニケーションの具体化を図る。 

３）成果 

（ア）科学的知見や概念についての自然科学者と人文社会学者の評価の違いに起因する異分野専門家間での

議論の困難さなど、臨床医工学研究者・技術者への教育プログラム策定における課題が浮き彫りにされた。 

（イ）臨床研究の審査体制の充実化については、インフォームド・コンセントの対象および手法を始めとす

る、臨床研究の倫理的・法的・社会的諸問題を組み込んだ人材育成プログラムの課題が明らかとなった。 

（ウ）社会的合意の形成のための公共的コミュニケーション・モデルのプラン策定では、NPO 法人関係者と

ともに、コンセンサス会議やサイエンスショップの実施経験者の提言を踏まえ、専門家と非専門家との間の

対話の枠組み（メンバー構成等）についてのモデルプラン策定に向けた構想の見取り図が確認された。 


