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倫理学（ethics）とは？	

•  道徳哲学（moral	  philosophy）。倫理、道徳、規範な
ど（法、政令、規則、掟、戒律、習慣、金言などを含む）につ
いて扱う哲学の一部門　　Cf.	  法哲学、政治哲学	

•  「～することはよい／わるい」「～すべきだ／すべき
でない」「～しなければならない／しなくてもよい」な
どということについて、どうしてそういえるのか、理由
や根拠を問い詰める	

•  メタ倫理学（道徳や倫理とはどういうことか考える）、理論
倫理学（首尾一貫した規範の体系やその原理を考える）、
応用倫理学（実際の問題の解決を探る）	
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Ⅰ．研究審査の目的と	  
　　研究審査が必要になった	  

歴史的背景	
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なぜ研究審査が必要なのか？	

　「科学技術研究は研究者の良心に任せて自由に行
えるようにすべきで、研究審査など必要ない」	  

　　という考えは、今日では通用しない	

•  公的研究助成を受けた以上、研究は公的な営み	

•  たとえ私的研究であっても、被験者の人権侵害は許
されない	

→	  20世紀後半（とくに1970年代以降）研究審査が科学
技術研究の必須条件になっている	

　（「倫理的配慮」をすることが法的に強制されている）	
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「臨床研究」とは？	

人を対象とした実験・研究（「人体実験」）	

　 人間の身体や精神（心）を対象とし、その状態を観
察しデータを得て、新たな知見を獲得すること。	  

＊治療法の開発や科学的知識の獲得が目的	

＊観察の前後に人為的な操作を行って、それによる
変化を調べることもある（介入研究、「実験的」研究）	

＊研究開始前に起こった人為的ないし自然的な出来
事の結果を調べることもある（事後的研究、自然史
研究）　	
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「臨床研究に関する倫理指針」における
「臨床研究」の定義	

　「医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療
方法の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患者
の生活の質の向上を目的として実施される次に掲げ
る医学系研究であって、人を対象とするものをいう。」 
［以下略。下線引用者（以下同様）］	  

同＜ 細則＞	

１．「医学系研究」には、医学に関する研究とともに、歯
学、薬学、看護学、リハビリテーション学、予防医学、
健康科学に関する研究が含まれる。	

	  
	



看護研究は臨床研究である	

•  「臨床研究」＝人を対象とする研究	  
•  看護研究は人（患者、住民、看護関係者、
etc.）を対象とする。つまり「臨床研究」	  

＊日本看護協会「看護研究における倫理指針」 ＝「看護ケアの提供者で
ある看護者が、看護ケアの受け手を対象として行う研究の倫理的指針」	  

•  研究対象となる「人」とは？	  
・研究を実施される、あるいは実施されることを求められた人	

・血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれらから抽出したＤ
ＮＡ等の人の体の一部（亡くなった人のものを含む）	

・診療情報（亡くなった人のものを含む）	  
（「臨床研究に関する倫理指針」）	  
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日本看護科学学会	  
研究倫理審査委員会規程	

第一条	

 　学会員による人を対象とした看護研究が
、「臨床研究に関する倫理指針（厚生労
働省）」ならびに「看護研究における倫理指
針（日本看護協会）」を考慮しながら倫理的
配慮のもとに行われるかどうかを審査する
ことを目的とする。	  

［下線引用者］	
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臨床研究の必要性	

•  人を対象として（「実験台」として）研究を行わなけれ
ば、人の心身についての知識を獲得したり、人の病
を癒したり苦痛を和らげたりするための方法（治療
法）を開発したりできない	

•  人以外の動物などを用いた実験・研究で得られた知
識や効果は、あくまでも動物についての知識や効果
であって、人についての知識や効果ではない	

→人を対象とする科学･技術にとって人体実験（臨床
研究）は欠かせない。「人体実験なんてとんでもな
い」は偽善	

＊「人を対象とする実習」も同様（→教育倫理）	



医学の根本的な倫理的ディレンマ	

•  医学の目的：人の病を癒す、人の苦しみを和らげる	

•  しかし、その「善い」目的を果たすためには、人を「実
験台」「実習台」にする（人を「道具」として扱う）という
「悪い」方法を避けられない	

•  医学はこの根本的な倫理的ディレンマを抱え持って
いる	

→	  医学倫理の根本原理「人を人として扱え」	

＊「人」とは何か？「人として扱う」ということはどういう
ことか？ が倫理学的課題になる	

	  



治療的研究と非治療的研究	

•  「治療的研究」：研究対象者は患者、研究に参加す
ることで直接的な利益（病気の治癒、症状の緩和など）

が生じる可能性がある	

＊あくまで可能性。利益が生じることが明らかならすでに治療と
して確立しているわけで、研究する必要はない。利益が生じ
ると期待できるが、本当にそうかどうかわからないし、害のほ
うが大きいかもしれないから研究する	

•  「非治療的研究」：研究に参加しても本人には直接
的利益はない。他の患者や人類全体の利益のため
に行われる	



診療（業務）と研究の区別	

l 診療（検査、治療、ケアなど。教育も同様。業務）：	  
　 すでに有効性が確立していることを、その患者に利

益をもたらす（＝病を癒し苦痛を和らげる）ために行
う。	

l 研究（臨床研究、治験、実験的治療など）：	  
　 まだ有効性が確立していないことを行う。	  
　 第一の目的は、その患者に利益をもたらすことでは

なく、治療法の開発や医学的知識の獲得によって、
他の患者や人類全体に利益をもたらすことにある	  



臨床研究審査は何のため？	

１．研究対象者（被験者）の保護	

	  
２．研究機関の危機管理	

	  
３．研究者の不利益回避	



１．研究対象者（被験者）の保護	

•  科学研究や技術開発のために、研究対象者
（被験者）の人権が侵害されてきた歴史	

→被験者を保護する政策や法の制定	

　（全米研究法、ヘルシンキ宣言、など）	

→被験者を保護しなければ、研究自体を行うこ
とができなくなる	

＝研究を推進するためにも被験者の人権を護
ることが必要になる	



反人道的な臨床研究	

被験者を「人として扱わなかった」典型例	

•  とくに「医学犯罪」＝医師によって、医学の名
の下に行われた反人道的行為	

•  ナチス･ドイツ：ニュルンベルク医師裁判	

　　　　　→ニュルンベルク綱領	

•  日本：石井機関（731部隊等）など（→隠蔽）	

•  米国における問題事例	  
　→インフォームド･コンセントと施設内委員会による研究審査	



ナチス･ドイツの医学犯罪（１）	

強制収容所の被収容者などを被験者にして致死的臨床研究を行う	

•  低圧実験：戦闘機の操縦士が高空でどうなるかを調べるため被験者を気
密室に入れ高度２万ｍに匹敵する低気圧にさらした	

•  長時間冷却実験：低体温状態からの蘇生法を調べるため被験者を氷水
に浸けたり冬の戸外に裸でさらしたりした	

•  海水飲用実験：兵士が海水で生き延びる方法を探るために被験者を４群
に分け，(1)全く水分を与えない，(2)通常の海水を飲ませる，(3)塩味を隠
しだけの海水を飲ませる，(4)塩分を除去した海水を飲ませる，という条件
を強いて実験し結果を比較	

•  発疹チフス感染実験：ワクチンや治療薬開発のため	

•  肝炎ウイルス研究：同上	

•  スルフォンアミド治療実験：被験者の足を切開してガス壊疽の病原体を単
独または木くずやガラス片と共に擦り込んだ後に治療	



ナチス･ドイツの医学犯罪（２）	

•  骨の再生および移植実験：女性の被収容者から腓骨や肩胛骨などを摘
出して再生するかどうか調べたり他者への移植を試みた	

•  毒ガス実験：イペリット（マスタードガス）の治療法開発のため。毒ガスの
液体を肌に塗られただけでなく、細菌を患部に植え付けられた場合も	

•  ユダヤ人の頭蓋骨収集：写真を撮られ人体各部分を計測された後に毒
ガスで殺害。死体はシュトラスブルク帝国大学に送られて解剖され、さま
ざまな検査や臓器の計測が行われたあと，標本として保存された	

•  障害者・患者の「安楽死」：ドイツおよび占領地各地で，７万人以上の障
害者・高齢者・末期患者・先天性障害児などをガスや注射で殺害	

•  断種実験：ロシア人・ポーランド人・ユダヤ人その他の人々を、本人に気
づかれず安い費用で大勢断種できる簡便な方法を開発するため、アウシ
ュヴィッツ，ラフェンスブリュックほかの強制収容所で数千人にＸ線照射や
手術や薬剤投与を行う	

	  



「医師裁判」	

•  戦後、ニュルンベルク国際軍事裁判で、米国が単独
で担当した事件の第一法廷として裁かれた（「医師
裁判」）	

•  1947年８月20日、７人の被告（うち医師４人）に絞首
刑、５人に終身刑、４人に禁固10年から20年を言い
渡し、７人の被告を無罪とした	

•  だが、絞首刑は執行されたものの、東西冷戦の緊
張が高まるなか、終身刑および禁固刑は1951年1月
末に減刑	



ニュルンベルク綱領	

医師裁判の判決は人体実験が満たすべき10の条件を示す	

(1) 被験者の自発的な同意が絶対に欠かせない	

(2) 他の方法では得られない社会的成果がある	

(3) 自然経過と動物実験の知見に基づく	

(4) 不必要な身体的・心理的苦痛を避ける	

(5) 死や障害を引き起こすと事前に予測されるなら行わない	

(6) 危険の大きさが実験のもたらす利益を上回らない	

(7) 適切な準備と設備がある	

(8) 科学に熟達した実験者が行う	

(9) 被験者はいつでも自由に実験から離脱できる	

(10)  傷害や障害や死が生じるとわかれば即座に中止する	



日本による医学犯罪	

　 15年戦争期（1931～1945年）、日本の医師た
ちは主に海外で、総計何千あるいは何万とも
いわれる人々を、実験の材料や手術の練習
台にして殺害	

•  「石井機関」（731部隊など）	

•  陸軍病院	

•  大学（九州帝国大学医学部など）	

＊海軍も？	



「石井機関」における医学犯罪	

　「石井機関」：石井四郎軍医中将（階級は終戦時）が組織し
た「関東軍防疫給水部（満洲第731部隊） 」をはじめ
とする陸軍の軍事医学研究ネットワーク。中枢は陸
軍軍医学校防疫研究室（東京・戸山）。生物兵器開
発だけでなく、広範な医学研究を行う。	  

　　（Cf.『陸軍軍医学校防疫研究報告』）	

•  疾患の解明（細菌学、生理学、衛生学など）	

•  治療法開発（ワクチン、手術法、止血・輸血、	

•  兵器開発（生物兵器、化学兵器、毒物）	



731部隊における反人道的研究の例	

•  流行性出血熱の病原体の決定（笠原ほか『日本

病理学会会誌』34(1-‐2):	  3-‐5,	  1944）：用いた「猿」とは人のこと	

•  破傷風感染実験（池田ほか「破傷風毒素竝ニ芽胞接種

時ニ於ケル筋『クロナキシー』ニ就テ」年月不詳 [復刻1991:	  
45-‐57])：被験者14人「死亡の直前」「死の直前」	

•  被験者の50％を感染させる病原体最小量
[MID50]	  の測定（Fell	  Report,	  1947)	  

•  凍傷研究（吉村「凍傷ニ就テ」満洲医学会哈爾濱支部特

別講演、1941年10月26日）	

	  



石井機関──戦後の隠蔽	

•  1945年８月８日ソ連の侵攻により石井機関は崩壊。陸軍は
被験者を全員殺害、施設を破壊して証拠隠滅。隊員は日本
に逃げ帰る	

•  GHQは生物兵器のデータを入手するため調査。人体実験の
証拠を掴めぬまま戦犯免責を与える	

•  1947年1月ソ連は石井たちの身柄引き渡しを要求、生物兵器
データの入手を図り東京裁判での訴追を示唆。米国はソ連
の要求を拒絶し、石井機関員を改めて尋問し人体実験のデ
ータを得る。その引き換えに戦犯免責を確認	

•  石井機関の医学者たちは戦後医学界の要職に就く	

　→「人体実験」は日本の医学界のタブーになる	

	  
	  



九州帝国大学医学部事件	

•  1945年５月～６月、九州帝国大学医学部第一外科
の石山福二郎教授らが、米軍B29の搭乗員捕虜８
名に手術実験を行って殺害。片肺全摘、胃全摘、開
胸心マ、心臓手術、胆嚢摘出、肝葉切除、三叉神経
遮断、肺縦隔手術、代用血液注射など	

•  戦後「捕虜虐待」として戦犯に。石山教授は獄中自
殺。1948年８月、軍幹部２人と医学部教官３人が絞
首刑、軍幹部１人と医師２人が終身刑、軍幹部５人
と医師８人と看護婦長１人が重労働刑の判決。だが
朝鮮戦争勃発により減刑、死刑には処せられず	



米国における問題事例と対策	

•  1963年：チンパンジー腎移植、ユダヤ人慢性疾患病
院事件（生きた癌細胞を末期患者に注射した免疫研究）	

	  →被験者のインフォームド・コンセントと同僚による相互審査を
連邦による研究助成の条件とする	

•  1970年代初め：ウィローブルック肝炎研究（養護施設に入

所する知的障害児を肝炎に感染させ研究）、タスキギー梅毒研
究（約400人のアフリカ系米国人梅毒患者を41年間治療せずに自然経

過を観察）	

	  →全米研究法（施設内審査委員会の設置を義務づけ、被験者
保護全米諮問委員会→ベルモント報告	  [人格の尊重：IC、善行：危険

と利益の評価、正義：公平な被験者選択]）	

	  



世界医師会の臨床研究政策	

•  1947年設立、各国医師会の連合体	

•  1948年「ジュネーヴ宣言」：ナチスへの反省	

•  1954年「人体実験に関する決議：研究と実験関係者のため
の諸原理」	

•  1964年「ヘルシンキ宣言」第1版	

　　現副題「人を対象とする医学研究のための倫理的諸原理」	

＊診療のための指針ではなく、医療倫理一般の原理にはなら
ない！医学研究以外の臨床研究も扱っていない	

•  1975年ヘルシンキ宣言東京改訂：ICが原理に。「独立した委
員会」による審査と、宣言に反する論文の不公刊を求める	



研究に参加する権利？	

被験者の権利	

１．人権を侵害されない権利 ←基本的人権	

２．研究に参加する権利？ ←医療を受ける権利？	

•  研究倫理の基本としての被験者の権利は人権を侵
害されない権利。研究に参加する権利は副次的	

•  参加の目的は、治療的研究の場合は本人の利益の
可能性、非治療的研究の場合は人類への貢献	

•  歴史的には、AIDS発症予防薬azidothymidine	  (AZT、
別名zidovudine)の成功以後、強調されるようになる	

	  



２．研究機関の危機管理	

•  被験者を保護する政策や法が定められたの
で、被験者の人権を侵害する研究を行えば、
研究を実施した者のみならず、その所属機関
も責任を問われる	

(1) 問題のある研究を実施させない	

(2) 問題が起こったときに、万全を期していたこと
を証明する	

(3) 被害を補償する	



３．研究者の不利益回避	

•  研究成果を公表したときに非難され評価されないと
いうことを未然に防ぐ。学内できちんと審査され承認
されていれば、（少なくとも倫理的配慮については）
学会や、学界外の一般社会の批判に耐えうる水準
の研究になっているはず	

•  学生（とくに大学院生）の場合、教員の指導をしっか
り受けることが重要。審査委員会の検討に耐えるよ
うに十分指導してもらう。きちんと担当教員に指導し
てもらい、しっかりした研究審査をパスしていれば、
本人も安心できる	



Ⅱ．「臨床研究に関する倫理	  
指針」の内容確認	
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臨床研究に対して委員会による事前審査が求
められる行政上の根拠：「倫理指針」	

•  遺伝子治療→遺伝子治療臨床研究に関する指針（H6厚生省と文部省で
別指針、H14指針統合～）	

•  ヒトゲノム･遺伝子解析研究→ヒトゲノム･遺伝子解析研究に関する倫理
指針（H12厚生省と文部省で別指針、H13経済産業省加え「三省指針」に
統合～ ）	

•  ヒトES細胞研究→ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針（H13文科省
～）	

•  疫学研究→疫学研究に関する倫理指針（H14厚労省＆文科省～）	

•  ヒト幹細胞臨床研究→ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（H18
厚労省～）	

•  ヒトiPS細胞・ヒト組織幹細胞から生殖細胞を作成する研究→ヒトiPS細胞
又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針
（H22文科省～ ）	

•  その他の臨床研究→臨床研究に関する倫理指針（H15厚労省～ ）	  
★これらすべてが臨床研究について規定した指針であることに注意！	  
	  



なぜ次々と倫理指針が作られたのか？	

　 日本で2000（H12）年以降次々に研究倫理指
針が作られたのは、 バイオテクノロジー （BT）
研究推進という国策のため	

•  H12～「ミレニアム・プロジェクト」：BT関連では
ゲノム解析による「テーラーメイド医療」と再生
医療	

•  H14～「BT戦略」：遺伝子治療、細胞医療、ゲ
ノム創薬、脳研究なども	



「臨床研究に関する倫理指針」	  
（平成１５年７月３０日厚生労働省告示、平成１６年１２月２８日

および平成２０年７月３１日全部改正）	

第１　基本的考え方	

第２　研究者等の責務等	

第３　倫理審査委員会	

第４　インフォームド・コンセント	

第５　試料等の保存及び他の機関等の試料等
の利用	

第６ 細則　　第７ 見直し　　第８ 施行期日	

	  



指針における「臨床研究」の定義	
　「医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改

善、疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上
を目的として実施される次に掲げる医学系研究であって、人を
対象とするものをいう。	

①	  介入を伴う研究であって、医薬品又は医療機器を用いた予防、
診断又は治療方法に関するもの	

②	  介入を伴う研究（①に該当するものを除く。）	

③	  介入を伴わず、試料等を用いた研究であって、疫学研究（明
確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な
事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明ら
かにする科学研究をいう。）を含まないもの（以下「観察研究」と
いう。）」　[下線引用者。以下同様]	  

＊厚生労働省の管轄下のみ、他の指針の範囲外のみ。いわば「隙間埋め指
針」。すなわち「他の指針の対象とならない、厚生労働省管轄の、臨床研
究」に関する指針	  

　　	  



「臨床研究」の定義（つづき）	

「＜ 細則＞	

１．「医学系研究」には、医学に関する研究とともに、
歯学、薬学、看護学、リハビリテーション学、予防医
学、健康科学に関する研究が含まれる。	

２．観察研究には以下のものも含む。	

　　通常の診療の範囲内であって、いわゆるランダム
化、割付け等を行わない医療行為における記録、結
果及び当該医療行為に用いた検体等を利用する研
究」	

＊人を対象とした研究でも、心理学、教育学、社会学、文化人
類学、人間工学などにおける実験・研究はカバーしていない	



「臨床研究」の定義（つづき）	

「介入」とは？	

「予防、診断、治療、看護ケア及びリハビリテーション等につい
て、次の行為を行うことをいう。	

①	  通常の診療を超えた医療行為であって、研究目的で実施す
るもの	

②	  通常の診療と同等の医療行為であっても、被験者の集団を
原則として２群以上のグループに分け、それぞれに異なる治
療方法、診断方法、予防方法その他の健康に影響を与える
と考えられる要因に関する作為又は無作為の割付けを行っ
てその効果等をグループ間で比較するもの」　	

 ＊「通常の診療を超えた」「医療行為」とはどういうことか？	



第１　基本的考え方	

•  指針の目的	

　「医学系研究の推進を図る上での臨床研究の重要性を踏ま
えつつ、人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び
科学的観点から臨床研究に携わるすべての関係者が遵守
すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、
臨床研究の適正な推進が図られること」	

•  適用範囲	

「次のいずれかに該当するものは、この指針の対象としない。	

①	  診断及び治療のみを目的とした医療行為	

②	  他の法令及び指針の適用範囲に含まれる研究	

③	  試料等のうち連結不可能匿名化された診療情報（死者に係
るものを含む。）のみを用いる研究」	



指針の適用範囲（他指針との関係）	



第１　基本的考え方（つづき）	

•  日本の研究者が海外の人に対し研究を実施する場合	

　「日本国内において実施される臨床研究を対象とするが、日
本国外において実施される臨床研究も対象とし、これに携わ
るすべての関係者は、当該実施地の法令、指針等を遵守し
つつ、原則としてこの指針の基準に従わなければならない。	

　　　ただし、この指針と比較して当該実施地の法令、指針等の
基準が厳格な場合には、当該基準に従って臨床研究を実施
しなければならない」	

＊しかし、その国の指針が日本よりも緩くても、日本の指針を守ることが困
難であり、インフォームド･コンセント、個人情報保護、研究計画の科学
性･倫理性について現地の承認が得られることについて、日本の倫理審
査委員会が承認し、研究機関の長が許可した場合はOK	  



第１　基本的考え方（つづき）	

•  「被験者」（研究対象者）とは？	

「次のいずれかに該当する者をいう。	

①	  臨床研究を実施される者	

②	  臨床研究を実施されることを求められた者	

③	  臨床研究に用いようとする血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれら
から抽出したＤＮＡ等の人の体の一部（死者に係るものを含む。）を提供
する者	

④	  診療情報（死者に係るものを含む。）を提供する者」	

★研究参加を承諾した人だけに限らない！　たとえば、	

　 ・インタビュー調査について説明を受けたが拒否した人、実名入りのアン
ケート用紙を受け取ったが提出しなかった人	

　 ・コード対応表と照合すれば氏名等がわかる検体の提供者	

　 ・カルテを閲覧される人	

　などはすべて研究対象者である！	

　	



第２　研究者等の責務等	

１　研究者等（研究責任者、機関の長等、研究に携わる者）の責務	

（１）「被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守る」	

（２）「一般的に受け入れられた科学的原則に従い、科学的文献
その他科学に関連する情報源及び十分な実験に基づ」く	

（３）指針に従い「インフォームド・コンセントを受け」る	

（４）医薬品や医療機器を用いる介入研究の際には「あらかじめ、
当該臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補
償のために、保険その他の必要な措置を講じ」ておく	

（５）環境に影響する場合、動物を使用する場合「十分な配慮」
をする	

（６）事前に「臨床研究に関する倫理その他臨床研究の実施に
必要な知識についての講習その他必要な教育」を受ける	



第２　研究者等の責務等（つづき）	

２　研究責任者の責務等	

　「個々の臨床研究機関において、臨床研究を実施するとともに、その臨床
研究に係る業務を統括する者」。十分な専門的知識と臨床経験をもつ	

•  「被験者に対する説明の内容、同意の確認方法、その他のインフォーム
ド・コンセントの手続に必要な事項を臨床研究計画に記載」する。実施計
画と作業内容を明示	

•  「危険が予測され、安全性を十分に確保できると判断できない場合には、
原則として」研究を実施しない。危険が高い場合や成果が得られた場合
は中止･終了する	

•  研究機関の長の許可を得、報告する（とくに有害事象や不具合）	

•  臨床研究データベースに登録する	

•  個人情報の保護	

•  研究終了後も被験者が最善の予防、診断及び治療を受けられるよう務
める	



第２　研究者等の責務等（つづき）	

＜細則＞研究計画書に記載すべき事項	

イ　被験者の選定方針	

ロ　研究の意義、目的、方法及び期間、研究参加により期待される利益及び起こり得
る危険並びに心身に対する不快な状態、研究終了後の対応、個人情報保護の
方法	

ハ　共同臨床研究機関の名称	

ニ　研究者等の氏名	

ホ　インフォームド・コンセントを得る手続	

ヘ　説明事項及び同意文書	

ト　資金源、起こり得る利害の衝突及び研究者等の関連組織との関わり	

チ　[医薬品や医療機器を用いる介入研究の場合]	  被験者に生じた健康被害補償の
ための必要な措置等	

リ　試料等の保存及び使用方法並びに保存期間	

ヌ　代諾者を選定する場合はその考え方	

ル　[IC取得が困難な場合]　当該臨床研究の重要性、被験者の当該臨床研究への
参加が当該臨床研究を実施するに当たり必要不可欠な理由	

	  



第２　研究者等の責務等（つづき）	
a.  臨床研究機関の長の責務等	

（１）倫理的配慮の周知	

（２）被験者の健康被害等に対する補償等の確保	

（３）臨床研究の適正な実施の確保（手順書作成）	

（４）臨床研究計画の審査	

（５）[自機関で審査しない場合]他の倫理審査委員会への審査依頼	

（６）研究責任者からの適正性･信頼性情報を倫理審査委員会へ付議	

（７）研究の許可ないし不許可	

（８）有害事象等への対応	

（９）厚生労働大臣等への報告	

（10）自己点検・評価	

（11）厚生労働大臣等の調査への協力	

（12）研究者等の教育の機会の確保	

（13）臨床研究計画等の公開	



第２　研究者等の責務等（つづき）	

４　組織の代表者等の責務等	

　「臨床研究機関を有する法人の代表者及び行
政機関の長等の事業者及び組織の代表者」	

（１）個人情報の保護	

（２）個人情報を安全に管理する措置を講じる	

（３）苦情・問い合わせ等に対応するための体制
を整備する	

（４）個人情報を開示する際の手数料の徴収等	



第３　倫理審査委員会	

　「臨床研究の実施又は継続の適否その他臨床研究に関し必要な事
項について、被験者の人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的
観点及び科学的観点から調査審議する」「合議制の機関」。「文書
により意見を述べなければならない」	

　「学際的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委員によって、
公正かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成され、かつ、運
営されなければならない」。適合性を実施ないし書面で厚労省に
審査される	

•  軽微な事項については迅速審査可。実施中ないし終了後の研究
について調査できる	

•  設置者は、手順書、委員名簿、記録および概要を作成し、公表し、
年１回厚生労働大臣等に報告する。委員の教育･研修に務める	

•  委員は守秘義務を負う（退任後も）	



第３　倫理審査委員会（つづき）	

「＜細則＞	

１．倫理審査委員会は、医学・医療の専門家等自然科学の有識者、法律学
の専門家等人文社会科学の有識者及び一般の立場を代表する者から
構成され、かつ、外部委員を構成員として含まなければならない。また、
その構成員は男女両性で構成されなければならない。	

２．審議又は採決の際には、自然科学分野だけではなく、人文・社会科学分
野又は一般の立場を代表する委員が１名以上出席していなければなら
ない。	

３．臨床研究機関の長など審査対象となる臨床研究に携わる者は、当該臨
床研究に関する審議又は採決に参加してはならない。ただし、倫理審査
委員会の求めに応じて、会議に出席し、説明することはできる。	

４．臨床研究機関の長は、必要に応じ、会議に出席することはできる。ただし、
当該者は倫理審査委員会の委員になること並びに審議及び採決に参加
することはできない。」	



第４　インフォームド・コンセント	

　「被験者となることを求められた者が、研究者等から
事前に臨床研究に関する十分な説明を受け、その
臨床研究の意義、目的、方法等を理解し、自由意思
に基づいて与える、被験者となること及び試料等の
取扱いに関する同意」	

※informed	  consent	  (IC)＝情報を理解した上での同意	

　 主語は必ず患者や被験者であって、医療者や研究
者ではありえない。医療者や研究者を主語にして
「ICを行う」という表現は、ICの本質をまったくわかっ
ていない（しかも英語力不足を露呈した恥ずかしい表現）。
医療者や研究者が行えるのは「説明」にすぎない	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

•  目的、方法、資金源、利益相反（起こりうる利害の衝突）、関
連組織との関わり、研究参加により予測される利益及び危険、
必然的に伴う不快な状態、研究終了後の対応、補償の有無
その他必要な事項について、十分に説明しなければならな
い	

　（人体試料を用いる観察研究で侵襲性のない場合には文書同意に代えて
説明内容と同意の記録でよい。人体試料を用いない観察研究の場合は
ICは要せず研究実施情報を公表すればよい）	

•  医薬品や医療機器を用いる介入研究の場合は、健康被害の補償のため
の保険その他の必要な措置の内容についてもICを受ける必要がある	

•  経済上又は医学上の理由等により不利な立場にある被験者の場合、自
由意思の確保に十分配慮しなければならない	

•  被験者はいつでも不利益を受けることなくICを撤回する権利を有すること
を被験者に説明しなければならない	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

「＜細則＞	

被験者又は代諾者等に対する説明事項は、一般的に以下のとおりとする。ただし、臨床研究の
内容に応じて変更できるものとする。	

イ　当該臨床研究への参加は任意であること	

ロ　当該臨床研究への参加に同意しないことをもって不利益な対応を受けないこと	

ハ　被験者又は代諾者等は、自らが与えたインフォームド・コンセントについて、いつでも不利益
を受けることなく撤回することができること	

ニ　被験者として選定された理由	

ホ　当該臨床研究の意義、目的、方法及び期間	

ヘ　研究者等の氏名及び職名	

ト　予測される当該臨床研究の結果、当該臨床研究に参加することにより期待される利益及び

起こり得る危険並びに必然的に伴う心身に対する不快な状態、当該臨床研究終了後の対
応	

チ　被験者及び代諾者等の希望により、他の被験者の個人情報保護や当該臨床研究の独創
性の確保に支障がない範囲内で、当該臨床研究計画及び当該臨床研究の方法に関する

資料を入手又は閲覧することができること	

リ　個人情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であること等につい
て倫理審査委員会で審査した上で、当該臨床研究の結果を他の機関へ提供する可能性が
あること」	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

「＜細則＞（つづき）	

ヌ　当該臨床研究の成果により特許権等が生み出される可能性があること及び特許権等が生
み出された場合のその権利等の帰属先	

ル　被験者を特定できないように対処した上で、当該臨床研究の成果が公表される可能性があ
ること	

ヲ　当該臨床研究に係る資金源、起こり得る利害の衝突及び研究者等の関連組織との関わり	

ワ　試料等の保存及び使用方法並びに保存期間	

カ　当該臨床研究に関する問い合わせ、苦情等の窓口の連絡先等に関する情報	

ヨ　第１の３(1)①に規定する研究 [医薬品や医療機器を用いる介入研究]（体外診断を目的とし
た研究を除く。）にあっては、当該臨床研究に伴い被験者に生じた健康被害の補償のため
の保険等必要な措置（第１の３(1)①に規定する研究のうち体外診断を目的とした研究及び

第１の３(1)②に規定する研究 [それ以外の介入研究]	  にあっては、補償の有無。）	

タ　観察研究にあっては、試料等の採取が侵襲性を有する場合には、補償のための保険等必
要な措置の有無等十分な説明の上、インフォームド・コンセントを受けるよう留意すること。	

【被験者からインフォームド・コンセントを受けることが困難な場合】	

レ　当該臨床研究の重要性及び被験者の当該臨床研究への参加が当該臨床研究を実施する
にあたり必要不可欠な理由」	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

代諾者等のインフォームド･コンセントでよい場合　	

　「被験者からインフォームド・コンセントを受けることが困難な
場合には、当該被験者について臨床研究を実施することが
必要不可欠であることについて、倫理審査委員会の承認を
得て、臨床研究機関の長の許可を受けたときに限り、代諾者
等からインフォームド・コンセントを受けることができる」	

　　＊代諾者等の選定方針も記載する	

	  
　「研究者等は、未成年者その他の行為能力がないとみられる

被験者が臨床研究への参加についての決定を理解できる場
合には、代諾者等からインフォームド・コンセントを受けるとと
もに、当該被験者の理解を得なければならない」	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

＜細則＞	

　　代諾者等からインフォームド・コンセントを受けることができ
る場合とは	

イ　被験者が疾病等何らかの理由により有効なインフォームド･
コンセントを与えることができないと客観的に判断される場合	

ロ　被験者が未成年者の場合。ただし、この場合においても、
研究者等は、被験者にわかりやすい言葉で十分な説明を行
い、理解が得られるよう努めなければならない。また、被験
者が16	  歳以上の未成年者である場合には、代諾者等ととも
に、被験者からのインフォームド・コンセントも受けなければ
ならない。	

【被験者が生存しているときにインフォームド・コンセントを受けることができない場合には】	

ハ　被験者の生前における明示的な意思に反していない場合	



第４　インフォームド・コンセント（つづき）	

＜細則＞	

代諾者の一般的な候補	

イ　当該被験者の法定代理人であって、被験者の意思及び利
益を代弁できると考えられる者	

ロ　被験者の配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉妹若しく
は孫、祖父母、同居の親族又はそれらの近親者に準ずると
考えられる者	

【被験者が死亡している場合には】	

　　死亡した被験者の配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉
妹若しくは孫、祖父母、同居の親族又はそれらの近親者に
準ずると考えられる者	

＊家族関係や生活状況を考慮し、被験者の最善の利益を図る	

	  



第５　試料等の保存及び他の機関等
の試料等の利用	

１　試料等の保存等	

•  保存する場合は計画書に記載し、整然と管理する。廃棄する
場合は必ず匿名化する。保存期間が定められていない場合
は研究終了後研究機関の長に、名称、保管場所、責任者名、
ICの内容等を報告する	

•  研究前に得られた人体試料を用いる場合は、改めて被験者
からICを得て記録するのが原則。ただしICが得られない場合
は、連結不可能匿名化されているか、関連研究で同意が得
られており当該研究実施情報を公開しているか、被験者が
拒否できるよう情報を公開し公衆衛生上特に必要であるか、
のいずれかの場合に限り、倫理審査委員会の承認と組織の
代表者等の許可を得れば、用いることができる	



第５　試料等の保存及び他の機関等
の試料等の利用（つづき）	

２　他の機関等の試料等の利用	

•  提供を受ける試料等の内容および必要性を計画書に記載	

•  提供する場合は被験者からICを得て記録するのが原則。た
だし以下の場合はICが得られなくても提供できる。	

　①連結不可能匿名化されている	

　②被験者に通知ないし公開して拒否できるようにしていること
を倫理審査委員会が承認し組織の代表者等が許可している	

　③社会的に重要な研究で、他に方法がなく、被験者に日常的
な危険しかなく不利益にならないよう他の適切な処置を講じ
ていることを、倫理審査委員会が承認し組織の代表者等が
許可している	



Ⅲ．研究を審査する際に留意	  
しているポイント	
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研究審査でまず留意するポイント	

１．研究の目的に意義があるか	  
２．目的を達成できる研究方法を用いているか	  
３．大きな負担を研究対象者にかけないか	  
４．研究対象者を公平に選んでいるか	  
５．研究対象者にわかりやすい説明をしている

か	  
６．強制力がかかることなく依頼できるか	
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１．研究の目的に意義があるか	

•  何を調べたいのか不明確ならば、研究とい
う名に値しない	  

•  学術的に意味がない研究は行う必要がない	  
　（先行研究との関連における位置づけ）	  

◎こうした研究は研究対象者に無駄な負担
を強いることになるので行ってはならない	  

　［研究目的や方法が不明確＝何をしたいのかわか
らない→再審査（「明確に説明して」というメッセージ）］	  
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２．目的を達成できる研究方法
を用いているか	

•  研究目的は明確でも、その目的を達成でき
る方法を用いなければ、行ってもしかたがな
い	  

◎やはり研究対象者に無駄な負担を強いる
ことになるので行ってはならない	  

•  たとえば、ある介入の効果を調べるのなら、その
介入をした場合（実験群）としない場合（対照群）
を比較する必要がある。介入をした場合だけ調べ
たのでは、他の要因のせいかもしれない。単な
る「やってみました研究」では効果はわかるはず
がない	 61 



倫理性と科学性	  
──倫理性のみを審査する？	  

•  科学的に意義のない研究を行うのは反倫理
的。したがって、科学的な意義があることは
倫理性の必要条件	

•  だから、倫理性を確保するためには、最低限、
科学的に意義がある研究かどうかという点に
踏み込まざるを得ない	

•  しかし、科学的でありさえすれば倫理的であ
るわけでもない（十分条件ではない）が	



３．重い負担を研究対象者に	  
かけないか	

•  研究対象者に重い身体的/精神的/社会的
負担をかける研究は、慎重に審査せざるを
得ない	  

（それだけの研究をする意義があるか、その
方法でなければならないか、研究対象者
への配慮は十分か、etc.）	  

　［意義や必然性が不明確＝そこまでしなければな
らない理由がわからない→再審査（「もう一度わかる

ように説明して」というメッセージ）］	  
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４．研究対象者を公平に	  
選んでいるか	

•  「手近にいるから」「調査しやすいから」「拒
否されにくいから」というのは、研究対象に
選ぶ理由としては不適切！研究対象者の
人権侵害を引き起こしてきた温床	  

→どういう人たちを何人選ぶのか、なぜその
人たちでなければならないのか（選定理由）
、を明確に説明しなければならない	  

★勤務先や附属病院の患者やクライエントや職員、学生、知
り合いetc.の場合はとくに注意が必要	
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５．研究対象者にわかりやすい	  
説明をしているか	

•  有効なインフォームド・コンセント（研究対象
者が熟知した上での同意）を得るための説明	  

•  少なくとも臨床研究指針の条件を満たすこと	  
•  事情を知らない素人にも十分にわかるように	  
•  正確でわかりやすい自己紹介（自分は何者で、何

のために研究協力をお願いするのか）	  
•  研究対象者への敬意を（正しい敬語）	  
•  不適切な日本語表現（「てにをは」の誤り、誤字、

脱字）や、文書の不備がないように十分に確認を	  
	 65 



研究を審査する際の有力な観点	

公共性	
（研究対象者に理解できるか）	

→「一般の立場を代表する者」が審査に加わる理由。	

•  研究対象者は専門家でなく素人（一般人）。研究の
目的や内容等が一般人に理解できないなら、研究
対象者に理解できるはずがない。従って、一般人や
専門外の委員に理解できることが、研究対象者に
理解してもらえるための必要条件　（ただし十分条件では

ない）	



研究に関するICは診療(業務)に関す
るICとは別	

l 診療（業務）に際して：	  
　 その患者が医療者と結ぶ診療契約（医療者は患

者の利益を図るという約束）に沿う	

l 研究に際して：	  
　 診療契約の範囲外なので、診療上のインフ

ォームド･コンセントとは別途に、改めてその
研究に関するインフォームド･コンセントを患
者から得なければならない	  
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インフォームド･コンセントを	  
構成する７つの要素	  

	  (Beauchamp	  &	  Childress,	  Principles	  of	  Biomedical	  Ethics,	  6th	  
ed.,	  2009,	  pp.120-‐121)	

前提条件となる要素（２つ）	  
1.	  能力（理解し決定できる能力をもつ患者や研究対象

者が）	  
2.	  任意性（他者の支配を受けず自発的に決定できる

状況において）	  
情報に関する要素（３つ）	  
3.	  開示（医師ないし研究者から決定するために必要な

情報を開示されて）	  
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インフォームド･コンセントを	  
構成する７つの要素（続き）	

情報に関する要素（３つ、続き）	  
4.	  推奨（提案された治療を受ける、ないし研究に参加

するよう勧められ）	  
5.	  理解（説明・推奨された内容を理解し）	  
同意に関する要素（２つ）	  
6.	  決定（その治療を受ける、ないし研究に参加するこ

とに決めて）	  
7.	  権限付託（その治療ないし研究を行う権限を医師な

いし研究者に与える）	
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何を、どこまで開示すべきか？	  
──３つの基準──	

1.医療専門職の基準：	  
　医療界の慣行として伝えるべきとされること	  
2.	  合理的人間の基準：	  
　平均的な一般人（合理的人間）が判断を下すために

必要だと想定されること	  
3.	  主観的基準：	  
　当の患者ないし研究対象者にとって必要なこと	  
◎1→2→3と発展。コミュニケーションが重要	  

2011/7/28	
大阪府医師会勤務医部会	 70	



６．強制力がかかることなく	  
依頼できるか	

•  研究対象者が任意（自発的）に、研究に協
力しなければならない	  

•  「拒否すると不利益になりそう」だから協力
するというのは自発的とはいえない	  

→拒否や中断をしても不利益は全く被らない
ことを強調しなければならない	  

＊「治療的」研究の場合は「協力すればいいことがありそう」
と期待されるのは避けがたいが、少なくとも「いいことは何
もないかもしれない」ということは十分に強調する必要がある	
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まとめ（これだけは忘れないで！）	

u 看護研究は臨床研究である	  
u 研究審査の第一目的は被験者保護である	  
u 研究審査は研究機関の危機管理上必要

である	  
u 十分な研究審査を受けておくことは研究者

自自身の利益になる	  
u 意義のない研究や、方法が不適切な研究

は行ってはならない	  
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