◆教育講演 2◆

看護研究 における倫理 的側面
広島大学医学部保健学科

中 西
私 が倫理 の問題 を手が け始 めたのは,1980年 代後半
ですか ら,ま だ駆け出 しです。 1980年代 は,腎 不全/

1)お
い

植 に難 しい倫理的問題 が生 じて いることを認識 してい

(1)痴

ま したが,実 際 に研究 に取 り組 んだのは90年代 に入 っ

ど

て
呆老人 。子供 などを対象 とす る場 合 の ICを
うす るか

てか らです。 そんなわけで,今 日は十分身 についてい

12)対

ない知識をご披露す ることにな ります ので, ど うぞ批

に

判的 にお聞きいただきたいと思 います。

もいえます。ですか ら,看 護 になぜあ らためて倫理が

)ケ アに焦点をお く研究や患者 ―看護婦関係 に関

に

なみです。それは高度 に倫理的 な性格を もってい ると

る研究 の参加観察時等 に同意を うる対象

す
15)行

必要 なのかといった疑間が,最 初 の頃はよ く聞かれま

え

した。 それは実践現場 の仕組 みをおよそ無視 した考 え

2)お

方 だ と思 います。

輸

知識を創 り出 して い く活動 です。ですか ら,看 護研究
はおのずか ら倫理的であるような錯覚を もって しまい

政的 な悉皆調査 にお ける ICを どのよ うに考
るか

もに対象者 のプライバ シーについて
)看 護記録や診療記録 か らのデ ー タの利用 (IC
プライバ シー保護)
と

その問題 はひとまずお くとして,看 護研究 は,そ の
高度 に倫理的であるはず の看護をよ くして い くための

象者 を擁する施設 の意志が ICに 関す る行動
制限を付す場合 どうするか
験的 アプローチにおける同意 の得かた

13)実

看護やケアは,理 念 としては人間の尊厳 を守 るいと

理的検討 を必要 とする問題
もにイ ンフォー ム ドコ ンセ ン ト (IC)に つ

倫

透析患者 の看護 について研究 を していて,そ こで腎移

睦 子

)回 顧的 になされる事例研究 にお ける ICと プ ラ
バ シー保護 をどのように行 うか
イ
18)学
生 を対象 とす る場合のプライバ シー保護

がちですが,そ れはあ くまで錯覚 に過 ぎません。
日本看護科学学会 の倫理検討委員会 では,1994年 度
か ら看護研究 における倫理 の問題 を検討 してまい りま

間対 象 の 研 究 にお け る人 権 擁 護

2 人

間の尊厳 という言葉 があ ります。 これ は人間の基

人

した。委員長 はきょう座長をつ とめて くださってい る 本

的権利 と並んで登場 して きます。 マ グナカル タに始

片田氏 です。 この検討 のなかか ら,い くつか議論 して ま
お くべ き課題が浮上 してきま した。 そ うした検討 の内 い

る人権宣言 のた ぐいを見 ていきます と,「 尊厳」 と
う言葉 は,1948年 12月10日の世界人権宣言 (国連第

容 なども含めなが ら,私 の話をすす めたいと思います。 3回

総会決議)に は じめて登場 しています。 (つ なが

り考えること)
1 問

題提起

究 における人権擁護 で筆頭に くるのがイ ンフォー
ド・コンセ ン ト,ま たは研究協力 を拒否す る権利の

研

まず最初に,倫 理的にどうあるのがよいか検討すベ ム
き問題を以下 にい くつか列挙 してみます。 これは一例 保 証です。
で して,全 貌 を示す ものではあ りません。 そのあとで
倫理原則 を一 通 り眺 めて,最 初 に提起 した問題がなぜ
問題 であるかを検討 したいと思 います。

こ

1)イ

ンフォーム ド・コンセ ン ト
れは元来法律用語 で,不 法行為 の違法性 を阻却す

る (除 く)要 件 とされてきたそ うです。1946年,ナ チ
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スの人体実験の裁判で厳 しい倫理規定がで き, これが
一般 の医療 の世界 に導入 されたのは, アメ リカの医療

尊重 とい う原則か らお りて くるもので す。 権和1と し
て は 「自己決定権」 の擁護 に 直接 関 係 す る手 続 き

過誤裁判が最初であるといわれます。患者 の同意 な し

(procedure)で す し,「知 る権利」 とも関係 していま

にそのか らだにメスを入れた りすれば,傷 害罪 にな り

す。

ます。医療行為に対 して傷害罪 の違法性を阻却す る前

ICの みな もとには,ナ チスの人体実験 を裁 くため

提条件 が,ICで あるわけで,そ れを形 式化 した もの

に行 われた裁判でまとめ られた厳 しい倫理規定 があ り

がおな じみの手術同意書 です。
日本で この言葉 に関心が向か ったのは,1980年 代 で
すか ら,か な り遅 い といえ ます。 厚 生 省 で 調 査 班

ます。その冒頭部分 に 「
人間を対象 とす る場合, 自発
的な同意 を うることが絶対条件 である (Neuremberg
Code,1946)」 と述 べ られてお ります。

(IC検討会)が 3年 前 につ くられましたが, こ れ は医

これは最初,研 究が実験的であるためただちにその

療法改正絡 みです。医療法 に 「医療 は生命の尊厳 と個

人 の利益 になるとは限 らな い場合 に,人 間 をその権利

人 の尊厳 を旨とし,医 療 の担 い手 と医療の受 け手 との
信頼関係 に基づき〜」 とい うように, は じめて理念規

を守 りなが ら使 うことを可能 に したわけです。ですハ
同時 に,他 の多 くの重要 な研究 を困難 または不可能 に

定が盛 り込 まれたことと関係 しています。 このほどそ
の報告 が 出 されま した。 《元気 の出 るイ ンフォーム ド

もしま した。 自発的同意 を与えることので きない弱者
(乳幼児 ・緊急時 ケアの対象 ・精神障害者 な ど)の 場

コンセ ン ト検討会報告》 と銘 うっています。

合,研 究者 はお手上げとなって しまいます。
これ を 受 け て I R B ( I n s t i t u t i o n a l R e s e a r c h

イ ンフォーム ドコンセ ン トの主体 はあ くまで患者 で
す。患者が専門家に対 して 「
与 える」 ものなのです。

Board, US Dept of Health and Human
Services)が打ちだ したのが,つ ぎの 7基 準 です。

日本医師会 の生命倫理懇談会 は1990年 「説 明 と同意」
とい う訳語 を打ちだ しま したが, この訳語 はいろいろ
批判 されて います。第一,従 来 のムンテラとの基本的
な相違 がぼやけて しまう。 そこで いまは 「インフォー
ム ド・コンセン ト」 というカナ文字英語か, も しくは

人間を対象 とする研究 に関する lRBの 7基 準
1)対 象者 にとっての リスクは最小限 にす ること
2)対 象者 にとっての リスクは期待 され る利益 にて
らして相応 な ものであること

IC」 と呼 ばれ ることが多 いよ うで
頭文字 をとって 「

3)対 象者 の選択 は平等 であるべ きこと

す。

4)各 対象者,ま たは法的 に正 当 な代諾者 か ら IC
を うるべ きこと

ICの 意味 は,「患者や家族 が これか ら受 けようとす
る医療 について十分説明を受 けた上で理解 し納得 して

5)ICは 適切 に文書化 された もので あること

それに同意す る,ま たはひとつの治療法を選ぶ という
こと」 ですが,こ れは ICが ある一時点 で な され ると

6)適 切 と判断 された場合,対 象者 の安全 を保証す
るため,集 め られたデー タの モニ タ リングを計画

い う捉え方です。そのよ うな捉え方 は 《イベ ン トモデ

に組 み入れてお くこと
7)適 切 と判断 された場合,対 象者 のプライバ シー

ル》 と称 されています。
最近 では, もう少 し広 が って,「医療提供者 が受給
者 に,そ の健康や疾病 につ いての医学的な判断 を分か

を守 り秘密を守 ること
もう 1つ 全 米 委 員 会 (National Commission

りやす く説明 し,受 給者 の同意 の もとに,今 後 の対応

for Protection of Human SubieCt Of Bio̲

を決 めるまでの過程,ま たはその過程 の中でつ くられ

medical and Behavioral Research)が

てい く医療者 と受給者 の関係」 とみる捉え方が出てき

れは ICの 過程における 「
選択」 ということをつ ぎの

ま した。それは 《プ ロセスモデル》 にな ります。

ように明確 に述 べています。

あ り, こ

いずれ にせよ ICの 前提 は,患 者 は独立 した個 人 と

「
研究対象者 には, 自分 たちが何 を体験する

して自分のか らだへの医療処置 について判断能力 を行

かを自ら選択 し決 める機会 が与 え られなけれ
ばな らな い」 (1978)

使 できるとい うことです。
倫理原則 では,医 療 における患者 のオー トノ ミーの

ここで もまた,当 人 の 「
能力」 が 問題 とな ります。
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説明 されたことを理解 し,半 」
断す る能力です。

化 されます。 ただ し,義 務論的な立場 に立つ と,必 ず
しもそうではな く,ア メ リカでは心理療法家が クライ

ICは ,先 にも述べ たよ うに,研 究 対象者 のオ ー ト
ノ ミーを守 り,危 害か ら守 り,研 究者 にケアを損 なわ

てクライエ ン トの暴行を受 け被害者が出たかどで訴え

せないための 1つ のプロセスと捉 え られています。 ま

られたとき,裁 判官 は,D心 理の専門家 は クライ エ ン

た。こ れによって研究者 は,研 究 について適切 に情報

トにより被害を受 けそ うな人 たちにその ことを警告す

を伝達 し,患 者 の合理的意志決定 を助 けるとい う専門
職 と しての責任 を全 うす ることにな ります。 それだけ

る義務 を もたない」 として,専 門家 の守秘義務 を優先
させる半1断を示 した, と い うケースがあ ります。

で はな く,一 般社会 の人 々に対 して, 自己決定 とい う

看護研究 について も,同 じよ うな ことが起 こるか も

1つ の社会的価値 を実現す るように働 きかけを してい

知れません。看護研究者 として知 りえた対象者 の個人

ることにもな ります。

情報 があまりに も重大で,公 共 の利益 と大 いに関係 し

エ ン トの秘密を守 るために情報 を秘匿 し,そ れによっ

ているため,誰 かに告 げて しっか りした判断を求めた
2)守 秘/プ ライバ シーの保護
守秘 は,オ ー トノ ミーの原則か ら導かれ るとい う見
方 が, も っとも一般的であるといわれています。守秘
によって守 られるのは, プ ライバ シーの権利 です。 プ
ライバ シーヘの権利 とは,人 は誰 しも自分 に関す る情

くなるか も知れ ません。麻薬を使 っていることがわかっ
た り,ま たは犯罪 の可能性 があった り, 自殺企図が明
らかだ った り,そ の他 いろいろあるで しょう。そんな
場合,看 護研究者 として守秘義務を放棄 し誰 かに相談
す る行為をどのように正当化で きるで しょうか, と い

報 (思考 ・気分 ・感情など)を どの範囲に流 し, どの

うことを ここでは問題 としてあげてお きたいと思 いま

範囲 にとどめてお くかについて 自分 で決定 し,そ のよ
うに コン トロールす ることがで きるとい うことを意味

す。

しています。つ まりこれは自己情報を コン トロールす

ん数 のうえでは少 ないで しょう。数 の上 で 多 いの は,
対象者 の個人情報をデー タ化す る仕方 にあ ります。量

る権利 なのです。
プライバ シーヘ の権利 を このよ うに捉えます と,そ

量的 アプ ローチの研究 :そ ういったケー スはもちろ

的なアプ ローチでは,ふ つ う 「
集合 デー タ」 として処

れはただちに 「
情報 の秘匿 に対す る権利」 へ と結 びつ

理 されますか ら,研 究報告 の中で特定個人や集団がわ

きます。すなわち情報 を知 りえた者 に課 される守秘義

かって しまうことはありません。 ただ し最初 に提起 し

務 ということです。 ただ しこれはひ とつの見方 で,少

た問題 8)の ように,便 宜 サ ンプルを使 ってそのサ ン

し違 った見方 もないわ けではあ りません。 た とえば,
プライバ シーヘの権利 とは, あ る種 の利益 interests

プルが特定できるような情報を明瞭 に掲載 してあると,
たとえば学生であれば,あ の学校 の何年生 ということ

― たとえば安全 など―― の表 現 と密接 に関係 す ると
見 られていた り, あるいは,少 な くともアナロジー上,

がわか って しまいます。 ま して結果 に否定的な解釈 が

これは所有権 と緊密 に結 びういている ものだ, とい う

利 になるばか りか, プ ライバ シーの保護上問題 となる
で しょう。 もっと大 きな問題 は,質 的なアプローチを

見方 もあ ります (Beauchamp&Childress,1983

ほどこされていた りす ると, これ は当事者 にとって不

イエン トの関係 に照準を合わせれば,そ れが信頼の基

とる場合 に生 じます。
質的 なアプローチの研究 :事 例研究 などの質的 なア
プローチをとる研究 は,そ もそ も集合デー タに基 づい

礎 になるものです。 しか し,そ の規則 は,絶 対的な も

て ものを言 うとい う研究ではあ りません。対象 はおの

のではあ りません。

ずか ら明 らかなわけですので, と くに個人を対象 とす

p231) 。
プライバ シーの保護や守秘 の規則 は,専 門家 ―クラ

たとえば伝染病 や幼児虐待 などの場合 は,行 政へ の

る場合 は,扱 われる情報が詳細であればあるほど,そ

届出とい うかたちで秘密 は破 られ, しか も守秘義務が

の個人を特定す る手がか りも豊富 にな ります。 その結

守 られなか ったことを道徳的 に不当 とは され ません。

果,そ の個人が不利を被 りやす くなることは否定で き

これは功利主義的立場 か らは,よ り大 きな利益,つ ま

ません。 いまはまだ想像 の域を出ませんが,研 究論文
のデータベース化 が進み, ますます アクセスが容易 に

り全体 の利益を守 るとい うことですか ら,む しろ正 当
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なって くると,そ うした個人情報が,医 療以外の場で,
たとえば職場その他で悪用 され ることが出て くるか も

る場合の lCを どうするか
私 たちは,1981年

(第 1回 )か ら1993年 (第13回 )

しれ ません。そのようなこともに らみあわせてプライ
バ シー保護 のための原則 を打 ち立ててお く必要 がある

までの 日本看護科学学会 の講演集 に掲載 された発表抄
録734題 の内容を,「研究参加 の承諾」と 「プライバ シー

ように思 います。

保護」 の観点 か ら検討 してみま した。発表抄録にどの
程度倫理的手続 きについて書 くかについては,ま だ コ

3)危 害か らの保護

ンセ ンサスがあ りませんか ら,上ヒ較的 しっか り書 かれ

研究対象者 に危害 を加えないとい うことは,理 念 と

ているもの,あ っさ り書 かれているもの,何 も書 かれ

して当然です。 しか し,厳 密 に考えてい くと,「研究」

ていないもの,さ まざまで した。

であ る以上,純 粋 に対象者 の利益 を考慮 して成 り立 つ

書 かれてあるものについてのみ検 討 してみ ます と,

はず はな く,そ れは対象者 に何 らかの負荷 (コ ス ト)
がかか ると考えるべ きです。 たとえば,ア ンケー ト調
査 は対象者の時間 とエネルギ ーを使 い,そ れが極度 に

痴呆老人 については, ど うも同意がとられて いないこ
親 を代諾権者 として親 の同意 で研究が行 われているも

個人的内容 に及 べば,人 は不快感 を覚 えた り,怒 りを

の もあ ります。 しか し記載 はお しなべて乏 しいとい う

感 じた り,あ るいは過去 の悲 しみを再体験す ることに

現状です。

なるか もしれません。 このよ うな場合 は,精 神的負荷

とが多そうです。子 どもについて は,面 接 などの場合

これ ら自分で理解 し判断する能力 の落ちている人や

がかか ることにな ります。ですか ら人間を対象 とする

まだ未発達な人を,研 究対象者 とす るとき,本 人 に代

研究 が純粋 に無害 ということはあ りえません。 しか し
「どこまでそうした害 の側面 が許 され るか」 とい うこ

わ って研究 の趣 旨や目的を理解 し判 断 して くれ る人,
それ も法的に正 当 と考 え られ る人 一 代諾権者 です

とが倫理的課題 とな ります。

が 一 か ら承諾を うる必要があるで しょう。 たとえば

個人 に還元で きるか とい うことを考えてい くことです。

そ こで必要な ことは,研 究 の結果 が どの くらいその

痴呆老人 の行動を直接観察法 にもとづいて記述 し,そ
れをデー タにするというような研究 の計画 において,

つま り利害 (benefit―
risk ratio)を 見積 もるこ
t o―

ICを どうす るか と言 った問題 を議論 し,道 徳 的 に妥

とです。

当なガイ ドラインをつ くってお く必要があるかと思 い

「
研究者 はその研究 の計画 によるあ らゆる結果を

ます。 そのなかで,看 護責任者 は,患 者 について代諾

考慮 し,内 在す る リスクと対象者その人に与 える
利益 との間でバ ランスをとるように しなければな

権 を もちうるかどうか も検討 される ことと思 います。

らない」

これはつぎの問題 と関係 してきます。
(a 対 象者を擁する施設 の意志が lCに 関す る行動

つ まりその研究では誰 が リスクを被 り,そ れはどん
な リスク (身体的 。心理的 。社会的)で あ り, 一 方,
利益 があるとした らその人 にはどんな禾1益が還元 され

に制限を付す場合 どうするか
施設入所者 ・入院患者を対象 としたい場合,施 設側
の研究協力へ の承諾 はえ られて も,入 所者へ はたとえ

るかなどを想定 して おか なけれ ばな りません。 この

ば 「
研究 をす る」 とは言わないでほ しいとい う注文が

benefit to̲risk ratio"を明確 に しない限 り,人 を

ついた りす る場合があ ります。 それは,施 設側責任者

対象 とする研究 の道徳的正当化 にはつねに疑間がつ き

の研究者 に対す る 「
好意」 か もしれません。 そ して こ

まとう, と 言 われてお ります (ICN,1994 pp 224‑

の責任者 には,「研究 というものは人 を ないが しろに

225)。

す る」 ものだ とい う強 い固定観念があるのか もしれま
せん。 その一方 で,「だけど目の前 にい る研 究者 はそ

3 提 起 した 問題 の 検 討

んなに酷 いことを しないだろ う」 とい う信頼 もあ った

さてそこで,最 初 に提起 した問題 に戻 ります。 いち

ので しょう。 この申 し出 は, こ の責任者 にとっては結

お うICと プライバ シー保護 とに分 けてあ りますが,

構 ジレンマだ ったと思 います。そのジレンマを解決す

で,す べて ICと 関係 があ ります。
ら17)ま
(1)か
(1)痴 果老人 。子供 ・意識のない人などを対象 とす

い うことだけは伏せて もらお うと したわ けで しょう。

るため,研 究者 には施設へ の出入 りを許すが,研 究 と
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苦肉 の策 です。 それは研究者 としてあ りがたいことで

のプログラムを組んで, これ までより体系的 に指導す

はあ りますが,倫 理的に考 えれば問題があ ります。

るとか,新 しく開発 されたマ ッ トを使 って,体 圧分布
を調 べ る,な どです。 その場合,実 践 と研究が プロセ

出せ る範 囲 は, そ の

まず:施 設側責任者 が OKを

施設 へ の研究 目的 による出入 りまでで しょう。その先
個 々の入所者ないし入院患者 に研究者 がアプローチ し

スとして重な ります。患者 は看護 を受 けなが ら,同 時
に研究協力 しているわ けです。 こん な場合,従 来 は

ていいかどうかは,倫 理的 には,そ れぞれの個人 の承
諾 を必要 とします。私 は,施 設側責任者 はクライエン

ICが ほとん ど問題 とされて こなか ったわ けですが,

トの代諾権者になりえない と思 っています。なぜなら,

やはり,患 者 はそ うい う新 しい試み によるサー ビス

彼 らは専門家です。ICの 理念 は,専 門家 とク ライ エ

を受 けてい るということ,そ れは研究 として 自分 たち

ン トの関係 のなかでクライ エ ン トを守 ろうとす るとこ

に関す る情報が使われることを事前に知 り, 自分 の意

ろにあります。それなのに専門家が クライエン トの代

志で諾否を表明す る機会を与 え られるべ きだと思 いま

諾権 まで もって しまうとい うことは, これは, これま
で批判 されて きたパ ターナ リズムその ものです し, ク

す。 その場 合,否 とい う意志表示 があって も,ほ かの
人 と変わ りないサ ー ビスが受 け られることは保証 され

ライエ ン ト個人 の承諾を とるプ ロセ スを削 って しまう

るべ きで しょう。 そ こで差別す るようでは,先 行 き看

と,対 象者が 「
知 らないうちに研究 に協力 させ られて

護 の信頼 はえ られな くなるで しょう。

いたJと い う状況が生れて しまいます。当然,研 究者

これはどう考えた らよいので しょうか。

人間を対象 とす る研究 で,ICの 不要 な研究 とい う
ものはありえないと思 います。他方,滅 菌操作 の違 い

の倫理 も間われ るで しょう。
そ こで研究者 としてなすべ きことは,ま ず施設側責

によって器具 に付着 した細菌数 の違 いを調 べ るなどの

任者 の 「
研究 に関す る固定観念」 を払拭 して もらうこ

研究 は,人 間を対象 としていませ んか ら,ICは

とで しょう。ですが, これ はなかなか難 しいか も知れ
ない。 つ ぎに 「
研究へ の参加承諾」 をとることが,看

にな りません。

護 の研究 では看護ケアと同 じくらい重要 なんだ という

する研究の参加観察時等 に同意 をうる対象

ことを話 します。 その人個 人 の意志を尊重す るとい う
ことです。

問題

14)ケ アに焦点をお く研究や患者 ―看護婦関係に関
実際 にこのような研究 の場合,看 護婦 か ら同意 をえ

「
研究」 にせよ 「
実験」 にせよ,そ れに参加 しても,

たことは明記 されていて も,患 者 か ら同意 をえたか ど
うか不明瞭なケースが多 い。

その個人 にす ぐに利益が返 るわけではないということ,

看護研究 では,当 然なが ら患者 ―看護婦 のあいだに

それをわか って参加 して いただ くわけです。その点を

起 こる現象 をとらえようとす ることが多 くあ ります。

はっきりさせることが必要 だと思 います。例外 は,次
に述 べ る問題 3),看 護実践の過程 イコール研究のデー

その場合,た とえ焦点 は看護婦 の行為やケアにおいた
として も,参 加観察やデー タ収集 に際 しては患者 を巻

タ収集の過程 になる場合です。

き込む ことにな ります。 これを患 者 の側 か ら言 えば,
自分 と看護婦 との多かれ少 なかれプライベー トな空間

そ うい う話を して も,施 設側責任者 が了解 しない場
合 は,研 究者が一方的 にデー タ収集 をすることになる
わけですか ら,看 護研究 としてそ うい う性質 のデ ー タ

に研究者が外部 か ら侵入 して くる ことにな ります。 こ
の場合 もそ うい う状況が もた らされることへ の同意 を

をとることの倫理的 な意味 について,研 究者 としては

うることが必要で しょう。 ただ しこの場合,同 意を う

判断 しなければなりません。
)実 験的アプ ローチにおける同意の得かた

者 がケアを うける場面 に研究者 が入 り込む とい うこと

るのは患者が研究対象 になるとい うことではな く,患
に対 しての同意にな ります。 その点 に関 して患者 に拒

これはお もに行動科学的研究 において実験的 に対象
にアプローチ し (患者教育 ・危機介入等),そ れ 自体
をデー タ化す る場合, どのような内容 につ いて ICを

否 の権利 を保証す ることは,重 要 ではないか とお もい

とればよいか とい うことです。

者 のプライバ シーに深 くかかわ っているか らです。

私 たちは, 日常 のケアを改善 して,そ れを研究 とし
てまとめることがよ くあ ります。 たとえば,患 者教育

ます。 なぜか といえば,ケ アの場面 はその本質上,患
)行 政的な悉皆調査における ICを どう考えるか
これについては,行 政調査 と市民 の権利 ・義務 につ
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いて勉強 しないとわか らない部分があ ります。 もしか
した ら,市 民 として調査 に応ず ることは,行 政 サ ー ビ

ますます乏 しくな り,実 質的 な研究 はできな くな って

スの受 け手 の側 に付随的に生ず る義務 の一端 とい う解

あるか もしれませんが,マ クロで見た場合や,功 利主

しまいます。それは倫理 の問題 ではないとい う見方 も

釈 が あるのかもしれません。 それはお くとして,看 護

義 の立場で見 た場合 には,必 ず しもそ うではありませ

婦 がそれを研究 として行 うとき,そ の行為 が倫理的に

ん。 もしもそれが有益 な研究 であれば,そ の遅 れはケ

どのように正 当化できるかを考 えてお く必要があるよ

アの向上 を阻むわけです。

うに思 います。
デ ー タ収集 に関 しては行政 の権限を一 時的 に委譲 さ

したが って,そ うい うこと も含めて,今 後 どうある
べ きか検討する必要があるか と思 います。

れ るので しょう。 しか し,そ れを研究 デー タとして処
理 し公表するときには,そ れは研究者 としてす るわけ

け)遡 及的になされる事例研究にお ける ICと プ ラ
イバ シー保護

ですか ら,「研究協力への 自発的同意」 の確認 を どこ

従来 は当の患者か ら情報 を研究 に使 うことに同意を

かで,な ん らかのかたちで行 っておかなければな らな

うるとい うことはして いません。事例研究 の主題 は,
たとえばノ ンコンプライア ンス,痛 みへの対処,不 安

いで しょう。 それは最初 に調査協力を依頼す るところ
でや って もかまわないと思 います。たとえば,調 査協
力要請 の文書に 「なお,こ の調査の結果 は調査者 によっ
て公表 されますが,そ れについてあなたの同意 をいた
だ くようお願 い します」 とい うような一文を添えると

など,患 者 自身必ず しも意識化 しているとは限 らない
ものが含 まれ,そ れはまさにプライバ シーの領域 です
か ら,そ れだけに同意 をえようとすること自体 に抵抗
感 が生 じた りします。

い うや り方があります。 ただ しこれです と,対 象者 の

このよ うに事例研究では,個 人の経歴 ・行動 ・思考 ・

側 に選択権がない。その意味で ICと はいえず, た だ

感情 などに関す る詳細 な情報 を扱 います。 ですか ら,
プライバ シーの保護 には,多 かれ少なかれ留意 されて

了解 をとるという行為 にな ります。 この問題 はほん と
に難 しい。地域 を研究 のフ ィール ドとす る方 は,ぜ ひ
この問題 に取 り組んで いただ きたい と思 います。
(0 看 護記録や診療記録 か らのデ ー タの利 用 (lC
とプライバ シー保護)

きたと思 います。ですが,多 くの事例研究 は,過 去を
振 り返 る形で行 われます。 またたとえば,い わゆる間
題患者 として追求 されている場合 もあります。 したがっ
て,そ れをデー タ化す ることへ の本人 の同意が,な か

これ も先 の問題 5)と よ く似 て い ます。 対象者 の
ICが な く,デ ー タが入手できる。 プ ライバ シー保護

研究者 の所属によ って,検 討 されて いる事例 は, ど こ

上 の措置が十分 に講 じられて い る場合 は問題な しとみ
るのかどうか ということです。現状では,デ ー タがす

の誰 かということがわか って しまう場合 もあ り, プ ラ
イバ シー保護が貫 きに くいことが あ ります。

べて集合デー タとして処理 され, したが って個人 のプ
ライバ シーが保護 されていれば,ICの 手続 きはな く

それや これやで,事 例研究 を行 う場合 の倫理的基準
もこれか らは考えて いかなければな らない問題である

ともよいように思 いますが,そ れで もあ らゆるケー ス

と思 っています。

について検討す る必要があるで しょう。
私がアメ リカでデー タ収集を したとき,診 療記録 か
ら血糖値 ・インス リン量 ・指導内容 ・受診回数 などを

4 特 別 な対 象 へ の 特 別 な配 慮

調 べたのですが,そ れは外来で患者 さんを待ち受けて,

をさ します。 このよ うな人 々を研究対象 とする場合 は,

全部,直 接 OKを とりま した。 サ ンプル数 が少 な け

研究者 はその人権擁護 に関 して特別 な配慮 を しなけれ

ればそれが可能 ですが,何 百,何 千件 となると時間 も
お金 もか さみます。2,000件の デ ー タをえ よ うとす る

ばな らない とい うことです。
1)精 神的 ・法的 に能力を もたない状態 にあ る人 々

と,往 復葉書で処理す るとして 1件 100円, じ めて20
万円かか ります。 これに宛名書 きアルバ イ トを雇 うと

子 ども 。精神病者,精 神障害者 ・意識障害者 ・

20日間,時 間給800円で12万 8千 円, あ わせ て約 33万
円かか る計算 です。ICを とるだ けで乏 しい研 究費 が

なか とりに くいとい う問題があ ります。 さ らにまた,

この文脈 でいう特別 な対象 とは,一 般 につ ぎの人 々

痴呆 のある人など。
2)体 制内弱者 (とらわれ人)
医療者 にとっての入院 中,受 療 中 の患者 ・教
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表 1 研 究対象者 における研究承諾記載 の有無

制
抄録数 謝 署
賢
覗
子 m(‰

研究対象者
患者 ・家族

5(128)

34(872)

患者/ク ライエ ン ト

52(205)

202(795)

患者 の家族
医療 ・福祉従事者

9(310)

20(690)

12(164)

61(886)

看護学生

6(61)

92(939)

看護教員
一般人

0( 0)

6(100)

上記 の組み合わせ
その他 (二次資料,記 録類)

3(43)

67(957)

10 ( 92)

99(908)

2(36)

54(964)

99(135)

635(865)

日本看護科学学会倫理検討委員会 による調査 (1994年
)よ り

表 2 研 究方法か ら見 た研究承諾記載 の有無
研 究 方 法
デ ー タ収 集 法

抄 録 数

諾記載
謝

弩

m("

調査研究 (質問紙,ア ンケー ト)

259

37(143)

222 (857)

面接法

190

44(232)

146 (768)

観察法 (参加観察を含む)
記録物分析 (診療 。実習記録)

129

26(202)

103 (798)

129

10(78)

119 (922)

測 定

52

7(135)

45 (865)

実 験

69

5(72)

64 (928)

その他

14

0( 0)

14 (100)

不 明

8

0( 0)

8 (100)

129(152)

721(848)

日本看護科学学会倫理検討委員会 による調査 (1994年
)よ り
注)一 つの研究 で複数 のデ ー タ収集法を採用 しているので実際の抄録数 よ り多 くなっている。

師が研究者 となる場合 の学生 。雇庸主 に とって
の被庸者 ・生活保護 を受 けて い る人 々 ・囚人 ・
発展途上国の人 々な ど。

ろい ろな対象 の組 み合 わせを除 けば,次 に多 いのが看
護学生 です (表 1)。
研究方法 では何 が多 く用 い られて い るか とい うと,

ここで あらためて看護研究 は誰を対象 に しているか
について,デ ータか ら見てみます。 これは過去13年間

質問紙 による調査 が259件で, これが首位 です。 次 に

日本看護科学学会 の集録 に掲載 された ものを調 べた結

5割 と断然多 くな ります (表2)。 それに対 し,測 定

果ですが,当 然予想 されるように,患 者/ク ライエ ン

や実験 によるものは,あ わせて121件ですが, そ れで

トが254件で,総 数734件の約 3割 と圧倒的 に多 く,い

も約14%に な ります。 このように,研 究方法 でみる限

続 くのは面接法を用 いた ものですが,両 方あわせて約
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り,一 般 に精神的 ・心理的負荷 を考慮す る必要 のある

お わ りに

研究 のほ うが,身 体的負荷 を考慮す る必要のある研究

人権を大事 にす るということは,研 究 に限 らず,見

よりはるかに多 いことがわか ります。
ところで問題 は対象者です。看護婦 も含む医療者 に

えな いところに コス トをかけることだと思 います。 そ
れは時間 とエネルギーの コス トに加え,経 済的支出 も

とっての患者,看 護教師 に とっての看護学生 は,上 の
2)に い う ̀と らわれ人 '(captured subjects)で

増す ことにつなが ります。先 ほど問題 6)の ところで,

す。すでに網 にかかっている存在 ですか ら,明 らかに

ノ
ノ
。

特別 な配慮を必要 とす る対象 なわけです。 この人たち

往復葉書 の計算 を してみたのは,そ の 1例 にす ぎませ
さてそ うなると,結 局,研 究が しに くくな ります。

に 「自発的同意」を求 めて も,心 理 的 な圧力がかか り

膨大 な コス トをかけるくらいな ら,つ まらない研究 は

やす く,結 果的 に 「
強制 された同意」 とな りやす いの

しないとい うように,淘 汰 の原理が働 くことは必然 だ

です。 したがって拒否 の 自由の保証 (断って もm

ろうと思います。 それによって研究 の質 が高 くなるな

をどのように確実 にす るかが鍵 にな ります。たとえば

ら,そ れはよいことだと思 います。ですが,そ うい う

当の研究者 には,同 意 した者 とそ うでない者が特定 で

自然的 な経緯を待 つだ けではな く,せ っか く伸 びてき

きな いよ うな方法をとるとか,ICを

とるため の説明

た看護研究を低迷 させずに, しか も対象 となる人々の

役割 を誰か圧力にな らない人 に託す などの工夫が必要

権利を大切 に守 ってい くためにはど うすればよいかを

とな ります。多少荒 っぽい言 い方 をすれば,対 象者が
̀と
'で
らわれ人
あ り, しか も回答率 が非常
明 らかに

考 えなければな りません。それは看護研究 の倫理 ガイ

に高 い場合 は,そ こに何 らか の強制 が働 かなか ったか

のための検討 は,ま さにこれか らであることを申 しあ

どうか,自 他 ともに疑 ってかか る必要 があるというこ

げて私 の話 を終わ りたいと思 います。

ドライ ンという形をとるのではないか と思 います。 そ

とです。
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