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 医学部編入試験 小論文の出題について 
（１）はじめに 

 近年、医学部編入小論文で以下のような出題がありました。 
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2018 年 5 月号 

北海道大学 2016 年 
「医療における人工知能(AI)の可能性とその課題について」 

滋賀医科大学 2017 年 
将来、あらゆる医療場面において、人工知能の下す判断が、人の下す判断よりも優れて

いるということが常態となったとします。また、こうした状況を受けて、我が国では世

論と社会の趨勢(すうせい)に基づき、人工知能による医療行為を主として、医療従事者

による医療行為を従とすることが法的に決定されたとします。そして、そのような社会

において、医療行為の中で医師が人工知能との関係で果たすべき責任として、以下の３

つの責任を設定するという大綱が決定されたとします。 
 
1.法的責任：人工知能の下す判断に対して法律上の責任を負わなければならない 
2.説明責任：人工知能の下す判断について関係者に説明をしなければならない 
3.従属責任：人工知能の下す判断には従わなければならない 
 
 今、あなたは、これら３つの責任について、具体的な内容を示し、医師向けのガイダ

ンスを作成するように命じられたとします。これら３つの責任に関するガイダンスを、

それぞれ 300 字以内で述べなさい。 
※課題文も付されているが、ここでは省略する（筆者注）。 
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近年は人工知能（Artificial Intelligence：AI）に関する話題が世間を賑わせています。例えば、「人工知能

が人間の仕事を奪うのではないか」といった話題ですね。自動運転技術なども AI を用いたものです。 

 医療界においても、AI の導入について盛んに論じられています。北海道大学と滋賀医科大学で上記の

ような問題が出題されたのも、そうした状況を受けてのものでしょう。 

 そこで本稿では、AI の導入によって医療界にいかなる可能性が開けてくるのか、そして導入にあたっ

ていかなる課題があるのか、といった点を述べていきたいと思います。 

 

 

（２）AI 導入による可能性 

 人工知能が患者の命を救ったとして、2016 年に話題となったニュースがあります。東京大学医科学研

究所の医師が 60 代の女性に対し「急性骨髄性白血病」との診断を下し、それに合わせて抗がん剤治療

を続けましたが、思うような成果が出ませんでした。そこで米 IBM が開発した人工知能「ワトソン」を

使って患者の遺伝子解析を行ったところ、わずか 10 分程度で別の特殊の白血病のタイプであると分か

り、他の抗がん剤を試しました。すると見事に効果が出て、この患者は数か月後に回復したということ

です。 

 要するに、人間の判断でなく AI による判断が正しかったということです。遺伝子や新しい治療法、

治療薬に関する知見が膨大に膨らんでいるため、医師がそれを全て調べ上げるのは非現実的です。そこ

で、膨大な情報を学習した AI に助けてもらうのです。 

 また、AI の画像解析システムを使って、より正確な画像診断を行えるシステムも出現しています。例

えば米エンリティック社は、X 線や CT スキャンなどの検査画像から癌を見つけ出す人工知能システム

のサービスを 2015年から提供しています。放射線科医の仕事の在り方も大きく変わるかもしれません。 

 AI は服薬指導においても力を発揮しつつあります。医療ベンチャー企業である情報医療と京都大学が

現在、決まった時間に決まった量の服薬を促すスマートフォンアプリを開発しています。アレルギーや

生活習慣病など、毎日薬を飲む疾患においては、特に高齢者を中心に飲み忘れが多発します。そこで、

スマートフォンの利用状況などをもとに人工知能が患者の生活リズムや性格を割り出し、それに合った

服薬アラートを送るのです。 

 

（３）課題 

 もっとも AI 導入にあたっては課題もあります。例えば人工知能が診断ミスを犯した場合、誰が法的

責任を負うべきでしょうか。医師でしょうか、それとも人工知能開発者でしょうか。また、AI の判断に

医師は必ず従わなければならないのでしょうか。上記の滋賀医科大学の問題は、こういったことを考え

させるものと言えます。 

 AI 導入の際に必要となる法的整備は今のところ全くなされていません。そこで、いわゆる「ロボット

法」や「AI と法」といった学問分野が生まれ、徐々に書籍も出始めています。 

 

（４）終わりに 

 何にせよ、医師は患者と心を通わせる必要がありますし、それは AI には代替されないものです。医

師は今後、AI を上手く使いこなしつつ仕事を進めなければなりません。 

 そのためには、AI についての最低限の知識を備えておくべきでしょう。「AI とはそもそも何なのか」

「機械学習やディープラーニングとは？」といったことを知るために、藤木俊明・山田みらい『マンガ
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でわかる人工知能』（インプレス）をお勧めします。もう少し時間に余裕があれば、松尾豊『人工知能

は人間を超えるか』（角川 EPUB 選書）が良いでしょう。                                                          

池田俊哉 

 

  

事務局より 
 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.14

26300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108 

 

■□トップレベル生命科学テストゼミ お申込受付中■□ 

【https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std】 

（（講座の選択））医学部学士編入＞2018年度試験対応＞新宿本校または通信 

お申込み対象者 ：2018 年実施試験対応講座受講生で、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命

科学」両方の受講履歴がある方（受講中または申込済で受講予定の方含む） 

 

■□公開模試 お申込受付中■□ 

 

▼詳細・お申込はこちらから ▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-thr-151201 
 

※第 1 回・第 2 回の申込は終了しました。 

※第３回公開模試のお申込み及びおお支払い期限は 4/13(金)です。申込み期限を過ぎての受験申込は一切

お受けできません。ご注意ください。 

※校舎窓口でのお申込みはできません。 

※お手続き後の申込内容（受験回、受験形態、会場）の変更はできません。 

 

 

■□完成生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

 完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std
http://school.kals.jp/information/medical-trn-thr-151201
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お申込み： 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 
 

 

■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 開講のお知らせ（予告）■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

 4 月 14 日（土）より申込開始します。 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

 

【テストのお知らせ】 

 

■□第 4 回単語テスト 2０分■□ 

＜新宿本校＞終了しました 

＜名駅校＞5 月 20 日（日）17:00～17:20 

＜新大阪校＞5 月 13 日（日）10:30～10:50 

＜ＷＥＢ通信＞問題：5 月 15 日（火）発送予定／提出期限：5 月 31 日（木）郵送必着 

 

■□実戦生命科学（春速習）中間テスト 70 分■□ 

＜新宿本校＞4 月 29 日（日）11:00～12:10 

＜名駅校＞ 5/19（土）配布開始／6/2（土）答案提出期限 

＜新大阪校＞ 6/1（土）配布開始／6/8（土）答案提出期限 

＜ＷＥＢ通信＞問題：発送済／提出期限：4 月 26 日（木）郵送必着 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

■□第１回公開模試 生命科学 解説講義  9０分■□ 

＜新宿本校＞4 月 15 日(日)10:30～12:00 

＜名駅校＞4 月 19 日（木）～DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞4 月 14 日（土）10:30～12:00 

＜ＷＥＢ通信＞4 月 26 日（木）～配信予定 

 

■□第１回公開模試 英語 解説講義  9０分■□ 

＜新宿本校＞終了しました。 

＜名駅校＞4 月 12 日（木）～DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞4 月 14 日（土）13:00～14:30 

＜ＷＥＢ通信＞4 月 19 日（木）～配信予定 

 

■□第１回公開模試 物理／化学 解説講義  各 6０分■□ 

＜新宿本校＞終了しました。 

＜名駅校＞DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞DVD 視聴可能 

＜ＷＥＢ通信＞4 月 12 日（木）～配信予定 

 

■□第２回完成シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義  各 9０分■□ 

＜新宿本校＞終了しました。 

＜名駅校＞DVD 視聴可能 
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＜新大阪校＞4 月 21 日（土） 10:30～12:00「生命科学」 ／13:00～14:30「英語」 

＜ＷＥＢ通信＞4 月 12 日（木）～配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「東京医科歯科大学 自然科学総合」過去問解説講義（90 分） 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 http://school.kals.jp/student-shn/blog/25692 

【名駅校】http://school.kals.jp/student-mk/blog/25685 

【新大阪校】http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

http://school.kals.jp/student-shn/blog/25692
http://school.kals.jp/student-mk/blog/25685
http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

