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イソフォームド・コソセソト
ー患者の自己決定の意味
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近年，各種の領域で情報公開の動きが盛んである。
医療の領域でも，診断・治療に際してのイソフォー
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のであるのに対して，以下の理由は特に患者側から
の要求という側面を持っている。第三に，情報化社

ムド・コソセソトの必要性が各方面から強く指摘さ

会の到来とも重なって，一般人には多様な情報の入

れており，またカルテ開示をどのような形で進める

手が可能となっており，自分の病気の場合にも，た

かが論議の一つの焦点となっている。

だ医師の指示だけを鵜呑みにするのではなくより詳

イソフォームド・コソセソトがなぜ必要なのか，

しい情報を求めようとする気持ちが患者側には強い。

という点については，いろいろな理由があげられて

これの延長として，患者の権利法の制定を求める動

いる。第一は，かなり古くからの慣行として実施さ

きもある。第四に，医師患者関係の変化があげられ

れてきたものである。手術等の侵襲行為は，一般人

る。日本でも，半世紀前には医師の数はさほど多く

が行うなら傷害罪に問われかねないものであるが，

なく，一共同体に一人の医師がいるだけという形が

医療という目的のもとになされるときには正当なも

大勢を占めており，医師はそれなりの権威を持ちつ

のとされる。それを正当とするのは，単に術者が医

つ同時に地域住民の状態をかなりよく知っていた。

師であるというだけでなく，患者側がそれを承諾し

それに対して，人口増や都市化により多くの人にとっ

ているということが必要であり，患者の同意という

ては多くの医師の中から選択できる状態になったが，

要素が不可欠となる。説明内容や同意の取り付け方

それは裏を返せば，医師と一般人の距離が増大した

に変化は見られるが，外科手術に際して患者の同意

ことを意味する。ある医師と家庭医的な関係を持っ

を得るということは，最近の現象ではなく，相当長

ている場合でも，重篤な場合には大病院に赴かざる

い歴史を持っている。第二は，疾病構造の変化によ
るものである。現在の日本では，疾病全体の中で急

をえず，全くの他人である医師と遭遇することにな
る。情報を求めるということは，患者側が信頼の絆

性的な疾病の割合が減少し，生活習慣病に代表され

を作り出そうとする試みだとも解することができる。

る慢性的な病気が多く見られるようになってきてい

第五に，医療提供者に対する患者のアソビバレソス

る。この種の病気の特徴は，本人が社会生活を営み

がある。病気になったときには，医師に頼らざるを

つつ闘病生活を送ることが可能であるという点であ

えない一方で，医師の行動について医療不信を引き

る。この場合に治療効果を上げるためには，本人が

起こすような事件がいろいろなレベルで発生してい

自分の症状をよく知り健康管理を怠らないことが肝

る。自分でも確認した上でないと，安心して治療や

要である。そのためには，医療者側からの十分な情

投薬を受けられないという状況が発生する。これら

報提供が不可欠とされる。

第三から第五までの理由は，患者の関心が，自分の

以上の二つの理由は医師の側にも支持者が多いも

健康状態を回復することを出発点としつつ，自分が
納得した形での方法により治療を受けたいと願って

1999．6．21受理

いることを示していると言えよう。
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ものとして有名なのは，『シュレソドーフ』判決（1

医療者側はどのような態度をとっているだろうか。

914）での一節である。この裁判は，腹部検査には同

最近の判例は，特に手術等に関して医師の説明義務

意したが手術はしないようにと特に念を押していた

を厳密に考える傾向にあり，患者への被害とは別に

患者にたいして外科医が腫瘍摘出まで行ったことに

他の代替治療についての説明不足自身が賠償の根拠

発するものである。その際の訴因が別の点であった

とされる場合もまれではない。好むと好まざるとに

ために，患者への情報提供や同意の重み等について

かかわらず，このような法的拘束の中で活動せざる

は直接の争点とはなっていなかったが，カードーゾ

をえないという点では，医療者の考え方は一致して

判事は一歩進んで同意の重要性にまで言及した。

いるが，行動の背景となる姿勢という点では，多様
であると思われる。大別すると，患者の自己決定を

成年に達し，健全な精神を持った人間は誰でも，

援助すべきという積極的姿勢と，原則的には賛成し

1自分の身体になされることについて決定する権利

つつもおそらくはそれを実行することの困難さのた

を有する。自分の患者からの同意なしに手術を行

めかその実現についてかなり懐疑的な姿勢さらに
は現代は医療をやりにくくなった時代だとの消極的

う外科医は，暴行を働いているのであり，そのよ
うな行為にたいしてその医師は賠償責任を負う。

あるいは否定的姿勢が見られるだろう。

（5C〃0捌σ∬〃．50C∫6

本論は，懐疑的な医療提供者が示すのとは異なる

quoted

理由ではあるが，現実の患者の自己決定というもの

in

R．

R．

yoアNαθγ磁飾S餌α1S，

Faden＆T．

L．

Beauchamp，

、4舐蕊（剛ッα舷71陀（γッo∫加勉〃z64

が公式論で語られるような理想的なものではないと

（○）ぜord

いうことを示そうとするものである。医療提供者と

University

C（鷹翻，

Press，1986），p．123．酒井

忠昭・秦洋一訳『イソフォームド・コソセソト：

患者が遭遇する場面は多様であるため，ここでは，

患者の選択』（みすず書房，1994年），p。101．）

医学研究と通常区別される臨床の場面に限ることに
する。その場面で，第一に，イソフォームド・コソ
セソトの理想特に患者の自己決定権の理想がどの
ように語られてきたか，現実の臨床場面での応用に

「インフォームド・コソセント」という表現を一
般に広めたことで有名な『サルゴ』判決（1957）は，
医学的処置を行う際に，患者側からの同意に加えて，

際してどのような具体策が提案されてきたかを，ア
メリカの歴史を振り返ることにより検討する。第二

その処置の性質についての情報提供の必要性を強調
した。

に，患者が具体的な場面でどのようにして自己決定
を行っているか，そしてその自己決定が公式論で説

患者が提案された治療法に対して知的に同意し

明できるのかという点を検討する。最終的な結論は，

ようとするとき，その基礎を作るのに必要な事実

患者の自己決定を支持するものであるが，その根拠

をいかなるものであれ医師が知らせないならば，

は公式論とは別のものである。また，消費者運動全

その医師は患者に対する彼の義務を果たしておら

般についても言えることながら，自己決定の役割を

ず，責任を問われうる。同様の理由から，医師は，

担うことは，自己責任の範囲の増加につながるもの
であり，単純に新たな権利の獲得として祝うべきも
のではないという点にも触れる。

患者が同意するよう説得しようという目的で，あ
る手法や手術の既知の危険を過小評価して告げて
はいけない。rsα1goη．五61α勿l

翫蜘z3勿Boα駕ゴoア7ン祝s

1：アメリカでの判例

2d

アメリカでの判例において，医学的手術や処置を

行うに先だって，患者の同意が必要であり，しかも
その同意が有効であるためには，その手術や処置の
目的，およびその利益とリスクについての十分な情
報が与えられなければならないという点は，当然視
されていた。その根拠として，アメリカの諸法廷が
あげたのは，患者の自己決定権である。

今世紀初頭自己決定権の主張を高らかに宣言した

560，

at
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この一節は，患者の同意を取り付けるに際しては，

処置の内容，特にその危険について十分な情報提供
が必要だとするものである。これ以降，同意取り付
けに際してどのような情報を提供すべきかが，医師
にとってのみならず，裁判所にとっても頭を痛める
問題となる。
カソザス州での『ネイタソソソ』判決（1960）は，

この情報開示義務の根拠として患者の自己決定権を
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うな医療行為を選択するかの判断能力を十分に持っ

英米法は，徹底した自己決定という前提から出

ていると想定されているはずである。しかしながら，
法廷は同時に，患者が弱い存在であり十分な意思決

発する。その前提から帰結するのは，各人が自分

定能力を持っているわけではないという現実も考慮

の身体の主人であると見なされるということ，そ

に入れざるをえなかった。その理由の主なものは，

して各人は健全な精神を持っているなら，救命的

医療が絶対確実な処置を提供するものではなく，手

な外科手術とか他の医学的治療を行わないように

術の失敗や副作用のようなリスクを常に伴っている

はっきりと要求することができるということであ

という点にある。そのことを先と同じ判決文の中か

る。医師が，ある手術あるいはある治療方法が望

ら確認することにする。

ましいあるいは必要だと考えることは十分ありう

『サルゴ』法定で審理された訴訟は次のようなも

る。しかし法律は，医師が何らかの口実をつけて

のである。原告は，歩行時に足に痛みを感じていた

あるいは欺くことによって，患者の判断ではなく

が，その痛みは徐々に広がっていった。スタソフォー

自分の判断でことを進めることを許可しはしない。

ド大学病院のガーボード教授は，腹部大動脈のあた

（〈碗αηS伽θ．」励π」？．κ1珈α忽＆．蹄α加S
HOsρ吻1α綴School
at

406−7，350

oア1鞄γs勿g，耽．，186

P．2d．

at

りで循環異常の可能性があると考え，検査のために

Kan．

大動脈造影が必要と考えた。造影は順調に進んだと

1104．）

思われたのだが，その翌日原告の脚全体が麻痺して

連邦控訴裁判所ワシソトソ特別区巡回裁判所によ
る『カソタベリー』判決（1972）も，患者の自己決定

いることが発見され，その状態が改善することはな
かった。原告は大学病院，担当医師らを医療過誤に
より訴えた。下級審では，原告の訴えが認められ，

権について同様の強い主張を行っている。

20万ドル以上の賠償支払いが命じられた。それを不

基礎となる前提は，〈成年に達し健全な精神を

服とする被告側が控訴裁判所に上告した。控訴裁判
所の判決は，下級審の判決を覆し，被告側の主張を

持った人間は誰でも，自分の身体に対してなされ

全面的に認めるものであった。その裁判での争点の

ることについて決定する権利を有する…

〉と

一つは，下級審で裁判長が出した，訴訟指揮上の指

いう，アメリカ法の基本となる概念である。自己

示が妥当であったかどうかというものであった。そ

に生ずることへの真の同意とは，情報を与えられ

の指示の一つに開示義務がある。先に引用した一節

た上で選択することであり，可能な選択肢ならび
にそれぞれの選択肢につきまとうリスクを知識を

は，情報開示義務を述べる段落の中において現れた
ものである。

持った上で評価する機会を持つことを含んでいる。

平均的な患者は，医療技術についてはほとんどあ

〈開示義務〉

原告，ならびに原告の妻と息子

るいは全く知識を持っていないため，知的な決定

は，大動脈造影法のようなことがなされるとは原

をするために知識を得ようとするならば，通常は

告には知らされていなかったと証言した。ガーボー

自分の医師に頼らざるをえない。これらのほとん
ど公理とも言える考慮から，医師は患者に対して，

ド医師（注：原告の主治医）並びにエリス医師
（注：大動脈造影の担当者）は，これとは反対の

そのような決定を可能にするため妥当な情報開示

証言をしたが，ただしその手法の詳細ならびにそ

をする必要が発生し，さらには義務が発生する。
（勿ッW．Gα毎σ伽7ッη．隅7磁〃27物伽伽5加ηc6

こから発生しうる危険についての説明をしなかっ
たということは認めた。下級審は，患者に対して

α畷

加陥s勉η8娩1ヲ0∫餌α1C碗即，464

F．2d．

780．）

at

医師が「重なれば患者の権利や利益に影響を与え

体は患者自身であり，医療者側が専門家としていう

ることになるような事実すべて，さらにもしある
なら，外科的なリスク，事故，危険についてのす
べての事実」を開示する義務についてかなり広範
にわたる指示を出した。患者が提案された治療法
に対して知的に同意しようとするとき，その基礎

いうな助言をすることはあっても，最終決定者は患
者でなければならないと明言していた。このような

を作るのに必要な事実をいかなるものであれ医師
が知らせないならば，その医師は患老に対する彼

言明をするからには，当然おのおのの患者がどのよ

の義務を果たしておらず，責任を問われうる。同

イソフォームド・コソセソトのかんするこれらの
有名な判決はいずれも，医療行為がなされる際の主
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様の理由から，医師は，患者が同意するよう説得

とは違ってサルゴ法廷は，提案された治療への同意

しようという目的で，ある手法や手術の既知の危

が妥当かどうかだけに関心を盛っていたのではない。

険を過小評価して告げてはいけない。同時に，医
サルゴ法廷は，同意をあたえるさいに情報があたえ
師は患者の健康（welfare）を何よりもまず重視し
られていたかどうかを執拗に追求したのである」と
なければならない。まさにこの事実の故に，医師
述べている。 （Faden＆Beauchalnp，p．126．邦訳，
は二つの選択肢から一つを選択して行為しなけれ

p．104．）しかし，

ばならない立場に置かれることがある。選択肢の

問題という観点から見ると，下級審判決に見られる，

『サルゴ』法廷自身の直面した

一つは，外科的な手法や手術に伴うリスクはどん

患者の自己決定権絶対視そして患者の自己決定能力

なに可能性の低いものであれすべて患者に説明す
るというものである。患者はすでに通常以上に不

への全幅の信頼にたいして，抑制を加えるという点
に主眼があったとも言えるだろう。そのことは，判

安を持っているので，医師がこの選択肢をとると， 決そのものが，下級審の判決を破棄し，原告への賠
患者を恐怖させ，その結果として実際には最小限
償を認めなかったという点からもうかがうことがで
のリスクしかないような手術を受けることを拒否
きる。この見方が正しいとすると，イソフォームド・
させるということになる可能性が十分にある。ま
た，この場合には，不安自身が原因となる身体的

コソセソトが患者の権利の標語として広く使われて
いるにもかかわらず，その発生においては，医療者

結果のため現実にリスクを増大させるということ
側の配慮のもとでなされる限定された患者の自己決
にもなりかねない。第二の選択肢は，各々の患者
定しか意味していなかったことになり，患者主権と
が他とは異なるケースであること，患者の精神的・ は異なる出自を持っていたことになる。
情動的状況が重要でありしかもいくらかの場合に

『ネイタソソソ』事件は，乳ガソのため左胸の全

は決定的となりうるということ，そしてリスクの
要素を告げる場合には，イソフォームド・コソセ
ソトに必要な事実を十分に開示することと両立す
る形でのある程度の裁量（discretion）を採用しな

面切除の手術を受けた後に行われたコバルト放射線
治療によって大きな火傷を負った女性が，放射線医
師を告訴したものである。この判決は，同意が有効
なものとなるためには治療法にかんする情報開示が

ければならないということを認識することである。

必要としつつ，どの程度の情報開示が必要か，特に

、（Sα1go，154

Cal．

App．2nd．

at

577）

処置に伴うリスクについてどの程度知らせるべきか

を検討する。
下級審の判決は，検査のリスクについて全面的に

開示すべきとの考え方に基づいたものであったが，
『サルゴ』判決の立場は，全面的なリスク開示はか

医師がある特定の治療方法を提案あるいは推薦
する場合に，患者に対して情報開示をするという

えって患者をおびえさせるかもしれないし，さらに

医師の義務の範囲はどのようなものであるか。そ

はそれが原因となって必要な処置までも患者が拒否

の治療法の性質と蓋然的な結果を患者に説明しよ

するという逆効果をもたらしかねないという考え方

うとするとき，医師にはどのような義務が課せら

である。さらにその考え方の前提となっているのは，

れるのか。その治療法に内在的なリスクが存在し

医療の場面において念頭におくべき目的には，患者

ていること，そしてそのリスクの性質について，

の自己決定権の尊重と患者の健康（welfare）という

どの程度まで医師は開示しなければならないのか。

二つがあり，しかもその二つの目的を同時に実現す

（〈儲απs伽，186Kan．393．）

ることの困難な場合がありうるという認識である。

そこから，下級審での「すべての情報を開示するよ

先例となる諸判決を調査した結果として，他の法

うに」との訴訟指揮を否定し，医師側にある程度の

廷が求めてきた開示基準は次の四点に要約される。

裁量権を認め，主要なリスクだけの開示で十分だと

第一は，医師が手術の性質について正確に伝えなかっ

の立場を示したのだった。

たり，蓋然的な（probable）結果を告げない場合には，

インフォームド・コンセソトの主要な判決の歴史

をみるならば，『サルゴ』判決は，先にも述べたよ
うに，同意取り付けに先立って十分な情報開示の必

権限付与のされていない治療を行ったことになる。

第二は，だからといって，治療から生ずる可能な
（possible）結果すべてを詳細に告げるという義務が

要性を説いたという点で画期的なものである。たと
えば，Faden＆Beauchampは，「それまでの判例

あるわけではない。その理由は，完全な

（complete）開示が患者に恐怖心を抱かせることが

インフォームド・コンセソト

ありうるという点である。第三に，これはおそらく
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ていたことが原因となっている。この訴訟は，椎弓

当時の告知状況を反映したものであろうが，ガソの

切除術を受け，しかも手術の翌日にベッドから落ち

ょうな重病の場合には，患者によっては診断結果を

たためそれ以降下半身麻痺の状態に陥った患者が，

告げないという治療上の特権（privilege）が存在す

手術のリスクについての情報開示がなかったとして

る。第四に，通常の場合には事実を隠すという理由

担当医とその病院を訴えたものである。下級審では，

はないため，医師は治療に先立って患者に実質的な

証人として立った第三者の医師が，その手術から麻

（substantial）開示をすべきであり，それを怠る場

痺が発生する確率は1％位であり，そこまでのリス

合には責任を問われうる。
さらに，この判決は，『サルゴ』よりは一歩踏み

ク情報を提供するのはかえって患者に手術の決心を
ためらわせる結果となり望ましい医療のやり方とは

込んだ形で開示の範囲を決定しようとする。それは，

言えない，と証言した。下級審では，原告側が自分

「り一ズナブルな医師」「有能な医師」が開示すべ

の立場に同情的な医師を証人として立てることがで

きと考えるような範囲であるとされる。いわゆる，
専門家基準である。

きなかったため，被告無罪という結果がでていた。
『カソタベリー』判決は，開示義務の根拠・範囲
について，多くの法廷が専門家基準を採用してきた

しかしながら，医師の開示義務は，リーズナブ

ことを批判する。第一に，専門家の間の一致した慣

ルな医療者が同じあるいは似た状況でなすであろ

行が存在しているかどうかが疑問視される。むしろ，

う開示に限られる。この困難な状況で医師はどう

証人が自分の個人的意見を述べるのを許すための，

すれば患者に対する義務をもっともよく果たせる

あるいはあえて自分の意見を表明しないための道具

かという問題は，第一義的には医療にかかわる判

となっている恐れが十分にある。第二に，患者は一

断の問題である。開示がイソフォームド・コソセ

人一人異なる状況にあり，本来開示・不開示はその

ソトを確保するのに十分である限りにおいては，

患者にどのような影響が及ぶかによって決定される

もしすべての状況を考慮して，医師が患者の治療

べきである。にもかかわらず，専門家基準の採用は，

上の最高の利益をはかるという動機によってのみ

患者の状況を全く無視して開示範囲を設定するもの

動かされており，しかも有能な医療者が似た状況

であり，開示の目的を無視するものである。第三に，

でしたであろうような形でことを運んでいたとす

専門家基準は，医師の間で設定する基準であること

るなら，医師が選択した妥当なやり方を問題視す

から，患者の自己決定権を無視するものである。

べきではない。（Nα

伽s伽，186Kan。393．）

（0α漉吻7y，464

F．2d

772

at

783−4．参照）

以上の視点に立って，この判決は，患者主体の開
『サルゴ』の場合と同様，ありえないことではな

示基準を提案する。

いが確率としては非常に低いリスクをすべて開示す
るのは，患者に恐怖心を抱かせやすいものとされて

我々の見解では，患者の自己決定権が開示義務

いる。そこで，イソフォームド・コソセソトにおけ

の境界線を形づくる。患者が知的が選択のために

る情報開示の範囲は，患者の利益を第一に考えるよ

十分な情報を持っている場合にのみ，その権利の

うな医師の裁量によって決定されることになる。具

行使が効果的なものとなる。とすると，患者に対

体的には，裁判の審理において，裁判所に依託され

する医師の情報伝達の範囲は，患者の必要によっ

た医師の証人が，自分ならこの程度のリスクは開示

て測定されなければならず，そしてその必要は意

しないとか，この地域の医師のほとんどはこの種の

志決定にとって重要な情報である。それ故，ある

リスクについては開示しているとかの証言を行うこ

特定の危険が開示されなければならないかのテス

とによって，審理中の件についての開示義務の妥当

トは，その情報が患者の意志決定にとって重要か

性が判断されることになる。
『カソタベリー』判決（1972）は，開示基準として，
『ネイタンソソ』で擁護された「専門家基準」に代
わって，より患者側にたった「合理人基準」を採用
した点で有名である。それには，公民権運動をはじ
めとした当時の社会状況の変化，それに対応した形

で法理論においても「専門家基準」が批判されてき

否かである。つまり，潜在的に意志決定に影響し
うるリスクはすべて開示されなければならない。
そして，治療に関して自己決定をするという患者
の関心を守るために，法自身が十分な開示のため
の基準を設定しなければならない。（Cα毎郡伽γy，

464F．2d

772

at

786−7．）
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しかし個々の患者の個別的状況をすべて知悉して
医師が開示情報の範囲を決定するというのは，医師

の報道を全面的に禁止するという全体主義的な方策
でも採らない限り，すべての情報を開示せざるをえ

にとってあまりに負担が大きい。そこで，この判決
は一種の妥協策として，一人一人の患者を考慮する

なくなると考えられる。
第二の，治療方法選択に影響しうる情報という基

主観的基準ではなく，平均的で合理的な人間が必要

準についても問題がある。まず，重要かどうかの判

とする情報を「重要な情報」とし妥当な開示範囲と

断は，その情報を得てはじめてできるものであり，
提示前に判断することはできない。次に，かりに上

する客観的基準を提唱する。
以上の考察から，我々は法的に要求されるリス
ク開示の範囲を導き出す。この基準の範囲は，医
師に関しても患者に関しても主観的なものではな

記輸血のリスクをすべて開示した後ほとんどの患者
は輸血を選択したという結果が得られたとして，結
果的にそれらの情報が輸血拒否に結びつかなかった
のだから重要ではなかったと結論するのは早計であ

い。それは，客観的なものであり，しかも患者の
情報の必要に十分配慮したものでありつつ，医師
の状況にも適切な余地を残したものである。大筋

ろう。各治療法の利益と危険を考慮して患者が自発
的に選択するというのが，イソフォームド・コンセ
ソトの基本的考え方だからである。最後に，一つの べ

において，我々はくそれ故あるリスクが重要なの

リスクだけなら患者の意思決定に影響はしないが，

は，リーズナブルな人が，患者の立場として医師
が知っているあるいは知っているべきである立場
に置かれたとき，提案された治療を受けるのか受
けないのかを決定するさいに，当該のリスクある

いは一群の当該のリスクを重視する可能性が高い

ときである〉という考え方に同意する。
（C碗67伽7ッ，464F．2d

772

at

確率は低くとも多くのリスクが提示されると，恐怖
心を呼び起こし，提案された処置への拒否に至る可
能性がある。つまり，多くのリスクが共同して重要
なリスクとなることがありうる。以上の理由から，

患者の意思決定に影響しうる重要な情報だけを提供

すべきという考え方は，結局すべてのリスク情報を

787）

しかし，「患者にとって重要なリスク情報」とい
う考え方は，内在的な矛盾を含むものであった。
「重要な情報」には二つの基準があった。第一は，

提供すべきという結果へと至るのである。この合理

人基準はその後衰退していき，再び専門家基準が多
く採用されることになるのだが，それは，単に医師
会等からの強い要求があったというにとどまらず，
患者主体の基準というものがもつ内在的な不安定さ

リスクの発生確率とそのリスクの重大さの関数であ
り，第二は，患者の治療方法選択に影響を及ぼすも

も一因であったと想像される。

のである。第一の基準は，リスクの重大さをも数値
で表し機械的な計算によってそれぞれのリスクの重
大さを序列化しようとするものである。しかし，こ

以上の，イソフォームド・コソセソトにかんする
代表的な判例の検討の結果として，次のことが言え
るだろう。法廷は，医療過誤の被害者にたいして深

のべソサムの快楽計算を思わせる方法が特定のリス
ク情報の開示義務を決定するのに有効とは思われな
い。たとえば輸血に伴うリスクとして，（1）肝炎の発

生確率は1／1，000から1／2，000，（2）エイズは
1／2，000，000以下，（3）GVHD（輸血した白血球が，

患者の体を攻撃し，組織を破壊する合併症）は
1／20，000から1／100，000というデータがあるとき
（『朝日新聞』97／5／18），これらをどのようにして
序列化できるだろうか。エイズの発生確率は低くま

たGVHDのようにすぐに寝たきりになるわけでも

い同情の念を持っており，何らかの救済策が必要と
考えた。その際に法廷がよりどころとしたのは，ア
メリカ法の伝統である，普通の判断力ある成人は自

分の身体になされることについての自己決定権を有
するという思想であった。さらに，この自己決定権

を意味あるものにし医学的処置に対する同意を有効
なものにするためには，十分な清報が提供されなけ
ればならないと考えた。しかしその時点で法廷が直
面したのは，医療の持つ不確実性であり，ほぼどう

のような処置においてもリスクが伴うという現実で

ないという理由でこれを開示しないとすれば，実際
に輸血によってエイズに感染した人は不満を感じざ

あった。そのため，イソフォームド・コソセソトに
かんする判決は，情報一般のうちでも特にリスク情

るをえないだろう。またそのようなケースを報道で
知っている一般人も，エイズ感染のリスクの不開示
を妥当とは認あないと思われる。このようなケース

報をどの程度開示すべきかという問題に焦点を合わ

せざるをえなくなった。一方では，各種の情報を総
合して自己決定する人間を理想としつつ，他方で患

イソフォームド・コソセソト

者が自分の弱さについて特に敏感になっているとい
う点を考慮して，すべての情報をもれなく開示する
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程度の情報を与えさえすればよい，患者から処置に
ついての同意書を確保さえすればよいとの態度を，

ことは不適当であると考えたのである。しかし，先

医療者側に醸成することとなった。訴訟の影響の否

にも述べてきたように，結局自己決定権を基礎にし

定的側面をこのようにまとめた上で，委員会は，こ

た患者主体の基準を見いだすことはできないままで

のような変化によって，患者が自分の人生や健康に

あった。患者の自己決定権についての高らかな宣言

ついて決定する能力が増大したのか，と問う。患者

にも関わらず，法廷もまた，患者の健康・幸福と患

の自己決定能力を高めるためには，法的規制のよう

者の自律という対立の中で，決定的な解答は出せな

な外面的な方法ではなく別の方法が考えられなけれ

いままであった。

ばならない。それは，医療者と患者が相互に尊敬を
持ちつつ対話を重ねることであり，医療処置につい
ての決定はそのどちらもが納得できる「共有された

II：大統領委員会報告書（1982）

意思決定」を目指すことである。その過程では，医
イソフォームド・コソセントにかんする判決は，
以上のような問題を抱えていたとはいえ，現実の医

師の方が知識の上でも経験の上でもまさっているた
め，医師は会話を始めさらにそれを導くという責任

師患者関係に対しては大きな影響を与えた。情報開

を持つ。他方，患者はその中で自分独自の価値観を

示範囲の詳細については，個々のケースの検討によ

表明していく。その過程で，いくつかの処置のうち

らざるをえない点があったとはいえ，医療者側から

患者にもっとも適したものが見いだされ，それを実

すると，不十分と見なされうる開示では，医療過誤

行するとの決定が両者によってなされる。

訴訟に巻き込まれる危険性が大きかったからである。

第二章「イソフォームド・コソセソトの根底にあ

しかし，この危険性は，防衛的医療や防衛的情報提
供を生み出す原因ともなりうる。大統領委員会報告
書『医療における意思決定／吻々勿g

H2α1

h

Dθcガs競s！、4Rθ翅伽漉θEl勿oα1α勿1五θgα1

oα按硲

P7αc

oア

血伽〃z84

漉碗σR61α

C（硲碗

ゴη

翫θ

る諸価値」では，イソフォームド・コソセソトの目
標について語られる。それには二つの目標があり，

（〕α紹

患者のよき人生well−beingと患者の自己決定である。

Z〃zヵ1∫一

Pα舵毎一

翻訪ガρ』（USGPO，1982）は，法

的規制の限界を指摘しつつ，道徳的理想としてのイ

前者は，多くの場合には身体的健康を意味するが，

当人の価値観に沿った生き方というのがこの表現に

込められた意味であり，身体的健康よりは広いもの

である。また，医療の場面では身体的健康が主に問

ソフォームド・コンセソトを考えようとするもので

題となるが，その場合でも患者の価値観が大きく関
ある。
わってくる。その理由は，ある症状にたいして治療
この報告書は，第一章「積極的で共有された意思
法が一つしかないという場合はまれであり，いくつ
決定としてのイソフォームド・コソセソト」で，法
かの治療法のうちどれを選択すべきかは医師にとっ
的規制の限界を指摘する。まず，イソフォームド・
てさえはっきりしない場合が多いため，患者の選択
コソセソトに関わる裁判では，前もってリスク情報
が求められるからである。このように，本人の判断
として提示されなかった事態の発生の結果被害を被っ

を尊重することによって患者のよき人生の増進に寄

た患者が原告として現れる。そのため，特定のリス

与するという側面は，第二の目標である自己決定の

ク情報が開示されるべきだったかどうかの問題に焦

手段的価値と呼ばれる。それに対して，自己決定の

点が合わされ，より広く医師と患者の関係がどうで

内在的価値としてあげられるのは，一つには，他人

あったかについては問題にされない。次に，そのよ

からの強制的支配の排除であり，二つには，自分の

うな訴訟では，原告側は「そのリスク情報が前もっ

価値体系の創造者となるという点である。内在的価

て知らされていたならその処置に同意はしなかった

値のうちの後者のものは現実場面で常に実現されて

だろう」という主張をするのが常である。法廷はこ

いるわけではない。医療場面に限っても，ほとんど

のような主張の妥当性を検討しなければならないの
だが，個々の患者の主観的基準を確定することは困

質問しない患老や全面的に医療者に任せてしまう患
者はまれではない。しかし，報告書は，この内在的

難であり，客観的な合理人基準を採用するようになっ

価値の実現が，医師患者関係において目指すべき理

た。しかし，それは結果的には個々の患者の必要を

想であるとする。つまり，自己決定の価値がインフォー

軽視することになった。最後に，判例から生じた一

ムド・コソセソトを論ずる際の根底に存在している。

つの結果として，患者にたいして後で批判されない

第三章から実際場面での検討が始まる。第三章
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されていたのは，それぞれの処置にともなうリスク

めに必要な患者の能力として三つの要素があげられ

情報であったが，それはこの第三番目のものである。

る。（1）一群の価値や目標を持っていること。これ
報告書は，第三番目の不確実性がもっとも困難な問
は，各選択肢から生ずると予想される結果を比較す
題であると認めつつ，それだけではなく，医療がもっ
るために必要である。また，すぐ選択を変更すると

と多くの種類の不確実性に囲まれたものであるとい

すれば，処置を実行することが不可能になりかねな
う点を強調する。
いため，かなり安定した価値観でなければならない。
判例においては，あまりに可能性の少ないリスク
（2）意志疎通を行い情報を理解する能力。（3）推論し，

自分の選択肢について考慮する能力。個々の処置の

を開示することが患者にとって必ずしも望ましいご

とではないとの考えから，開示範囲の確定に頭を悩

結果が自分の価値観や計画にどのように影響するか
を比較すること，さらには，医療処置が不確実性を

ましていた。では，この報告書は，リスク情報の開
示についてどのような態度をとっているのだろうか。

ともなうものであるため，確率論的な推論を行うこ

世論調査の結果等もふまえて，原則的にすべての情

とも含まれる。
第四章「コミュニケーショソ過程」では，情報開

報を開示すべきとの立場であると思われる。その際
に報告書が期待しているのは，まず患者に対しては

示の問題が扱われる。相互尊重を基調とした会話の

「意思決定をする際に，不確実性に対する自分自身

中で，という前提を強調した後で，医療者が提供す
べき核心的情報として次の三点があげられる。（1）

の態度を反省できる」（p．86）という能力あるいは
態度である。不確実性を無視するという態度では，

患者の現在の医学的状態（治療を行わない場合の予
想される結果を含む）。この情報は，患者にわかり

真の自己決定はあり得ないと考えられるからである。
また情報提供者である医療者に対しては「相手に気

やすく説明されるべきだが，患者側も診断や予測に
は不確実な面がつきまとっていることを認識すべき
とされる。（2）予後を改善するであろう処置（提案

fashion」での説明である。このような説明により，
処置を受ける前の患者の不安をいくらかでも軽減で

されている処置の概要，その処置に伴うリスクと利

きると予想しているのである。

益の発生確率及びその結果，さらに治療を受けると

を配る上手なやり方

a

sensitive

and

tactfu1

リスク情報に対する報告書のこのような態度は，

きと受けないときの将来予測を含む）。（3）最善の

相当理想主義的である。判例は，リスクに立ちすく

選択肢と思われるものについての専門家としての意

む患者の姿を常に頭の片隅に起きながら，開示義務
を論じていた。それに対して，この報告書は，患者
に対しては不確実性から目を背けるのではなくそれ
を直視せよと勧める。自己決定の理想は，現実には
多くの人が実行できないものであり，理想にとどま
るということを認めつつも，にもかかわらず，その

見。
医療に伴う不確実性について，報告書はさらに，
五種類を区別している。第一は，医学的知識の限界，
第二は，経験的な知識そのものが持つ不確実性，第
三は，医療処置そのものが絶対確実なものではなく
確率論的性格を有している点，つまり，提案される

理想に従って行動するよう励ましているのである。
処置はほとんどの場合（たとえば90％の場合）うま
また，情報提供者である医師に対しても，自らの技
くいったということを基にしているという点である。 術の限界を告白することなどへの嫌悪感を克服して，
報告書はこの点について，医師も患者もともに確立

自分の携わっている職業の不確実性を認識すること

されたとされる手法に対しては絶対の信頼を置きや

を，さらに，患者との対話においては相手の価値観

すいと警告し，また，患者は自分の見聞きした限ら

を十分に知るように努め患者の不安感を和らげるよ

れた情報を基にしてすべての同様のケースが同じ結
うな仕方で話すよう求めている。判例は，現実主義
果をもたらすと確信しがちであると述べる。第四は， 的であったがために，どの程度のリスク情報を開示
個々の医師が持っている情報が必ずしも十分ではな
するかという難問に突き当たったのだが，この報告
いという点（本人の責に帰すべき場合もあれば，人
書は，その難問を回避する代わりに，患者に対して
間の能力の限界を越えており仕方がないと認めざる

も医師に対してもかなり大きな期待をかけていると

をえない場合もある）。第五は，未経験の事態を想

言えるだろう。

像する際の不確実性である。たとえば，今まで健康
な生活を送っていた人は病人となることを想像する
ことが困難である。従来の法的展開において問題と

インフォームド・コンセント
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による観察をいくつか以下に引用し，病人であるこ
との特徴を探ろう。

リスクの問題がなぜイソフォームド・コンセント

第一は，筆者がA．W．

に際して問題となるのだろうか。ある研究は，日常

・動4y（Houghton

生活で死亡する危険を算定し，それと医療における

分である。

Frank，、4

〃6賜協o∫伽

Mifflin，1991）を引用している部

リスクの発生確率と比較している。日常生活におい

て，「アメリカで70年の人生の間に殺人の犠牲者と

心筋梗塞を経験するというのは，深い割れ目の

なる」確率は1／500，「70年の人生の間に家庭内の

端から落ちていきその後引き上げられるようなも

事故で死亡する」確率は1／400，「歩行中に自動車

のである。そもそもなぜ落ちていったのかもわか

によってはねられ死亡する」確率は1／900，

らないし，なぜ引き上げられたのかもわからない。

「一年

に家庭内の事故で死亡する」確率は1／10，000，「雷

その経験の後では，私はいつも一歩踏み間違うの

に打たれて死亡する」確率は1／750，000，「飛行機

ではないか，つまり心臓の鼓動が一回狂うのでは

の墜落のため，地上にいる人間が死亡する」確率は
1／700，000，「アメリカで時速50マイルで車を運転

ないか，そして再び奈落へと落ちてしまうのでは
ないかとの不安を感じ続けている。虚無が私の心

していて事故で死亡する」確率は百万分の一であり，
この最後のものは「実質ゼロの確率」とされている。

の隅々まで行き渡っており，死がいつかは確実に
やってくるということを感じ続けているのである。

それに対して，眼科治療に際して「HIVに感染する」

身体は，いったん死というものを知ってしまった

確率は1／700，「麻酔により呼吸停止に陥る」確率

からには，同じように生き続けることは決してで

は1／800，「lntraoperative

Suprachoroidal

Hemorrhageが発生する」確率は1／900，
「Postcataract

Extraction

生する」確率は1／3，000，

きない。自分を健康だと考えている人たちもまた，

その割れ目の端を歩いている。しかしその人たち

Endophthalmitisが発

「Agranulocystosis

は，割れ目から目をそらし安全な大地だけを見て

いる。（p．91）

after Systemic Use of
Carbonic Anhydrase
Inhibitorが発生する」確率は1／40，000， 「蛍光性

造影剤による血管造影によって死亡する」確率は

病人は，罹患ということを通して，健康なときには

気づきさえしなかった自分の弱さに直面せざるをえ

1／500，000，「ヨード系造影剤による血管造影によっ
て死亡する」確率は1／800，000である。この比較か

なくなる。健康な人にとっては異常なほど神経質と
思えるような考え方へと追い込まれていくのである。

ら，「70年の人生の間に家庭内の事故で死亡する」
確率のほうが「HIVに感染する」確率よりも高いと

第二の引用もまた，病人の弱さにかんするもので
ある。

いうことが知られる。この研究は，人々が日常生活
において上記のような危険をさほど心配せずに生活

完全さが失われたとの意識には，身体が悪化し

している点を上げ，それとの比較で医療に伴うリス

たとか自分の全体性が損なわれたとかの認識だけ

クを特に気にする必要がないという点を示唆してい
（Arun D． Singh＆John Paling， lnformed

だでなく，もっとも深い形での確実性の喪失とい
うことが含まれる。病気を経験する中で，人は自

る。

Consent：Putting

Risks

Into

Sπ耀アoア0助≠勿1〃zolo9γ，

Perspective，

v．42，

分がもっとも重視する想定，つまり自分が破壊さ

n．1（July−Augst，

1997））

れることはないという想定を放棄せざるをえなく

なる。そして，もしこのもっとも重視してきた想

このような形で，医療処置に伴うリスクをさほど

定が単なる幻想にすぎないのだとしたら，自分が

気にしないでいられる人はいるのかもしれない。し

今まで当然のように過ごしてきた人生や生き方の

かし，他方で，病人であることは特殊な心理状態に

要素の中で，さらに崩れ去ってしまうことはない

入ることであり，患者はリスクにたいして特に敏感

と言えるようなものがほかに何かあるだろうか。

にならざるをえないとの見方もある。自分自身が多

「人生は予測可能であり，われわれは死ぬことは

発性硬化症の患者であるト，ウームスS．Kay Toombs
『病気の意味71肋1晩磁π身o∫刀1％∬ ．4P肋卿〃2♂

なく，それ故われわれは自分の運命を支配するこ
とができる，当然のようにしてわれわれはこう考

㎜108ゼCα1・4CCα4勿0∫

勿1）∫旋γ碗P6ZSρ6C

卿S
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えている。病気は，自分の強さについてのこのよ
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うな根本的な感じ方をもののみごとに崩してしま
い，われわれは自分の弱さと可死性に直面せざる
をえなくなる。」自分が破壊されることはないと

第2巻

第1号

分自身の不確実な将来に関わるものであるときに
は，頭をはっきりさせ選択肢を平静に考察すると
いうことは非常に難しいものである。（p．95）・

いう幻想の正体が見えてしまうと，再びその感覚
を取り戻すということは容易ではない。（p．92）

患者の権利があれほど確立されたといわれるアメリ

われわれは，自分が破壊されることはないとか不死
であるとかを意識して生活しているわけではない。

カにおいても，医師の助言を退けることが医師の気
分を害するのではとの危惧を持つ人のいることは興
味深いが，それ以上に筆者が問題にしているのは，

しかし，それらを特に意識せずに毎日の生活を送っ

患者自身の状況の不安定さが当人にもたらす影響で

ているという事実が，そのような幻想は確実なもの
と見なされ生活の基礎になっているということを示

的な選択をする」がなにを意味するにしても，病気

しているのである。

という事態においては，各選択肢に含まれる微細な

自己決定能力は，判例においても大統領委員会の
報告書においても，患者の態度における核心的な部

識せざるをえず敏感にならざるをえない。このこと

ある。冷静なときに「頭をはっきりさせる」「合理

可能性が自分の将来に及ぼす影響について真剣に意

分として想定あるいは期待されていたものであるが， は，たとえ医師の協力や助言を受けていても，やは
次の引用は，患者の自己決定能力が低下することを
り最終的な結果を引き受けるのは自分であり医師で
指摘している。
はないという厳然たる事実によって，強められる。
判断力のあるときには，患者は，自分の治療に

現在の日本において，しばしば医師の説明不足が
患者の不満の種となり，もっと患者主体の医療を，

かんする臨床的決定について最終的な責任を負わ

という声が強くなっている。しかし，十分に知らさ

ねばならない。しかし，そのような決定が通常医
師からの適切な助言や医師との相談の上なされる

れないから不満という時点を通り過ぎて，十分に知
らされるようになったら，それで満足できるのであ

といっても，病人はほとんど常に，そのような決
定をすることが自分の手に余ると感じる。そのよ

ろうか。むしろ別の不満足，しかも今度は誰か他人
を責めることでは解決できない苦痛が生じてくる。

、うな決定をするからには，自分がその責任を引き

食道癌で何回も手術を受けた江国滋『おい癌め酌み

受けなければならないというだけでなく，そのよ

かはそうぜ秋の酒』

うな決定によって自分の持っている将来の計画が

らの情報提供を受けて，恐れたり失意の念を抱いた

大きく影響されるため，その決定は特に自分自身
に関わるものである。患者は，選択をしなければ

（新潮社，1997）には，医師か

りする箇所が多く見られる。それは，癌の告知は受
けた上で，予後についての種々の可能性を知らされ

ならないということは知りつつ，合理的な仕方で

ることから生まれたものである。これを，医師側の

決定を下すための知識も能力も持っていないとし

配慮が足りないからと責めるのは見当違いであると

ばしば感じざるをえない。医師の勧める治療法が

思われる。気休めを言ってもらっても，病状がもっ

自分の利益にかなってはいないと，患者が何とな

ともよいコースをとらないなら，それが言葉だけの

く感じることはあっても，自分の考え方に従って

気休めだったとわかる。なら，すべて包み隠さず述

医師の助言を自由に拒否することはできないと感

べてほしい。しかし，病気が長引く中で，その情報

じることがしばしばある。自分が医学について不

がけっして快いものではないということを患者は知

十分な知識しか持っていないということを考えれ

らざるをえない。そこから情報に対するアソビバレ

ば，そのような拒否は自分にとってもどうにも説

ソスが生じてくる。

明のつかないことに思える。また，そのような拒

否は，自分の苦しみを和らげてやろうと約束して
くれる人と仲違いしてしまう危険を冒すことにも
なる。…
さらに，病気は，合理的な選択をす

九時，W先生回診。ガーゼ交換。「肉が非常に
いい色になっている」。来週末から食事というこ
とは，再々手術はないと思っていいんでしょうか，

るという能力を他の面でも低下させる。自分が苦

とおそるおそるたずねたら，「ええ，ないと思っ

しんでいるときに頭をはっきりさせるということ
は困難であり，その意味で病気は理性的に考える

ていい。いまのところは，ね。というのは，どん
なに小さい穴でも，いつまでもふさがらない場合

という能力を損なう。また，自分のなす選択が自

がある。全がゆから普通食になっても，まだ漏れ

イソフォームド・コソセソト
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たりする。退院後，ふつうに生活していても，小

選択をした後の平均的な結果を最大化するときには

さな穴から漏れる人もいる。皮膚の下には，よっ

有効だが，一つ一つの選択の際には必ずしも有効と

てくる組織がないので，くっつきにくい」という

は言えない，というものであり，第二は，この理論

答えが返ってきた。要するに，先の保証はできな

によりもっとも合理的な選択とされるものが常識的

いということだと思われる。やっぱり訊くんじゃ
なかったと後悔する。＜ここに来て一寸先は夏の

な視点からは必ずしも最適とは思われない，という
ものである。

闇〉」（pp．208−9）

第一の点について，ゲームが何らかの形で中断す
るならば長期的な平均結果に到達することはできな
い。医療場面では，手術による死が中断の典型的な

この場合，穴のふさがらない可能性を単なる可能性
としてではなく確率で述べてもらっても，患者にとっ

例である。医療従事者は多数の事例を扱うため，平

てはあまり意味のないことだったろうと思われる。

均値に親しんでいるだろうが，一個人は多数の選択

患者にとっては，どの程度の可能性であろうと，あ

をするわけではないため，平均値によって考えるこ

る望ましくない予後が自分の将来に大きく影響を与

とはできない。これと関連して，次の点も指摘でき

えるものであれば，それだけで重みを持つのである。

るだろう。ある医療処置から生じうる結果の一つの

効用が，他の結果の効用に比べてあまりにかけ離れ
ているとき（たとえば，一つの結果が死亡とか四肢

IV：確率論的思考
III節では，日常生活における場合と異なり，病の
ときにはリスクが特別な重要性を帯びるという点を
見てきた。大統領委員会の報告書は，患者のとるべ
き態度として，リスクを直視し確率論的な考え方を

麻痺という悲劇的な状態であるとき，治療成功の場
合の効用にある数値を与えるのと同様の仕方で，こ
の悲劇的な結果の効用の値を決定するということは
できない），実際上計算は不可能となる。
第二の点について，筆者は次のような例を挙げる。

する必要があると述べていた。つまり，リスクの存

現在の健康状態の効用は0．6。治療Aは100％の確率

在を忘れるのではなく，また可能性の少ないリスク

で0．9まで引き上げる。治療Bは，80％の確率で1ま

に敏感になりすぎるのでもなく，医療の不確実性を

で引き上げ，20％の確率で元のままである。この理

確率という形で数値化し対象化してとらえることを
推奨している。この場合，可能な結果の望ましさも

論によれば期待される効用は0．8x1十〇．2xO．6
＝ 0．92となる。期待効用最大化の理論からは，治

数値化する必要がある。一般に数値化には，三種類
が考えられる。第一は，それぞれの状態に基数とし

療Bを選択すべきとされる。しかし，筆者は治療A
を選択することに特に不合理な点はないと考える。

ての値をつけるものであり，どの状態も共通のゼロ

80％の確率にかけて治療Bを選択するという態度も

からの距離によって数値化される。第二は，諸状態

常識として理解可能であるし，20％の確率に配慮し

を単に順序づけるだけのものであり，それぞれがど
の程度の望ましさを持っているかはわからない。第
三は，その中間に位置するもので，諸状態の間隔だ

けは述べるがゼロ点については問題にしない。つま

てより安全は治療Aを選択するという態度も同様に
理解可能である。
以上から筆者は，期待効用の計算による結果は，

意思決定における補助道具としては役立つ場面もあ

り絶対的な値としてではなく，相対的な値によって， るが，それを信頼できる導きとして利用することは
諸状態を比較するものである。第一の形に対しては， 不適当だと結論する。この結論を受け入れると，大
ベソサムの快楽計算以来強い批判が投げかけられて

統領委員会の報告書での「確率論的な推論」とはいっ

きた。第二の形では，比較ということが全く不可能

たいなにをすることなのかと疑問に思わざるをえな

である。それに対して第三の形が，期待効用最大化
理論で用いられる効用の考え方の基礎にある。

期待効用理論を医療場面での意思決定に応用する
ことにたいして，Brian
Utility
Making？

Theory
1吻4加1

J．

Nomlative

Cohen，
for

ls

Medical

D6c鰯伽ハ勿々勿9，

Expected
Decision

v．16，

い。ある処置から利益が確実に得られるが副作用と
してたとえば軽い頭痛が数日起こるかもしれない，

n．1

（1996）の批判が適切であると思われる。彼の批判

は二点に分けられる。第一は，この理論は，多くの

という場合には，話はかなり簡単である。人が考え
るのは，その処置から得られる利益と軽い頭痛とい
う不利益が同時に発生した場合の得失計算であろう。
このような場合人は，リスクの確率を考慮するので

はなく，リスクが実際に発生した場合，つまり最悪

の事態を想定して，そこでの得失を比較する6しか
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し，事態を複雑にするのは，処置からの利益が絶対

第2巻

sort

確実に得られるとは限らず，しかも失敗の場合には

of

wesee

生命に関わるような事態とか非常に苦しい経験のみ
が結果として発生するような可能性である。このよ
うな場合，人はリスクの確率についての情報をどの

第1号

thing，

alot

for

valve

replacements，

and

ofthese．

患者：私にはね，こういうことは全く初体験
なんですよ。Youseeit sallnewtome．
医師：それからもう一つ，同意書に署名して

ように処理できるのか。そこで次に，実際の場面で

もらわなければなりまぜん。看護婦が後で今夜

どのような意思決定が行われているのかをいくつか

同意書を持ってきますから。And

の文献を通して探ることにする。

thing

is

that

consent

V：意思決定

1ater

you

form．

re

going

The

nurse

to

have

ll

one
to

bring

other
sign

a

that

in

tonight．
患者：はい，それが一番いい処置ですから，

判例は，患者の知的な自己決定という点を強調し

やってもらいましょう。Wel1，

ていた。ただし，単に恣意的な決定とは異なる，知

do

it

because

it

sthe

best

you

have

to

procedure．

的な自己決定の内容については明確にしなかった。

通常の精神を持った大人が自分の身体についてなす

この対話において，いくつかの点が注目に値す

判断は知的なものであろうと単純に想定していたと
思われる。他方，大統領委員会の報告書では，第三
章「意思決定能力と自発性」において，それぞれの

る。患者がリスクの詳細についてすべて知ること
について相反する感情を持っているのは明らかで
ある。医師はリスクをすべてあげようとしており，

選択肢が自分の将来にどのような影響を及ぼすかを

そして安心させようとしている。多い情報量と，

判断し，自分の安定した価値観にもっとも適する選

このような状況に置かれた患者の心を占めていた

択をすることが必要だとされていた。そこでまず，
その報告書で出されている例において，患者がどの
ような過程を経て意思決定に至ったかを検討する。

と思われる不安感とを考えれば，患者の最初の反
応が「それはどれも覚えられませんよ」であった
ことは驚くにあたらない。 （もっとも，同様の情

以下は，心臓カテーテル検査の前の説明の記録と

報提供を受けた他の患者は実際には多くのことを

それについてのコメソトである。医師は，重大なリ
スクは千分の一位の確率でしか起こらないとしつつ，
それを六種類（血管を傷つける，心臓麻痺が起こる

覚えることができていた。）患者は，リスクの詳
細についてよりも，その処置が痛いかどうかそし
て医師がどの程度の経験を積んでいるかのほうを

等）あげる。以下の会話はそれに続く部分である。

知りたがっている。ほとんどの医療において核心

患者：う一ん，それはどれも覚えられません

的な側面，つまり，それらが医療者側にとっては
日常のことであっても患者にとっては初体験であ

よ。You

know，

l

can

tremember

any

of

that

stuff．
医師：ええ，怖いと思いますよ。しかし理解

るということを指摘したのは，患者であった。検

査を行うという最終的な決定は，その検査が最善
の処置であり必要であるという患者の判断に基づ

してほしいのは，私の感じでは，その検査をし

いて行われた。（／瞼々初gHθα娩Cα76D6c∫∫ゴoηs，

ない方が危険が大きいということです。しかし

vol．1，

pp．81−3）。

当然ながら，最後に決定するのはあなたであっ
I know it s

以上の会話とコメソトについて私見を述べる。こ

scary，

のコメソトも指摘しているように，患者は，心臓力

て，私じゃありませんが。Well，
it

smy

but

I

feeling

want
that

have

it

your

decision，

done．

you
it

But

is

of

not

to
a

understand
higher

course

risk

that
not

ultimately

you

do

this

this

s

観に照らし合わせて決定しているわけではない。む

it

しろリスク情報を避けようとしている。患者が医師

の経験について質問したことからも推察できるよう

often？

に，あげられたリスクの発生はこの施設では他所よ

医師：ええ，心臓関係のことは広くやってい
ますよ。心臓弁の置換とか。しょっちゅうのこ
とです。Yeah，

テーテル検査の利益とリスクを比較し，自分の価値

mine．

患者：ここではその検査をよくやるんですか。
Do

to

is

a

big

center

for

りは少ないだろうということを確認したことが決め
手になったと思われる。自分の心臓の状態が悪く何
that

らかの処置が必要との認識があるとき，提案された

イソフォームド・コンセソト

処置にはリスクが伴うということを知らされると，
この患者は，そのリスク情報そのものを検討すると
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この一節は，情報を検討するための時間が十分に与
えられなければならないとの趣旨で書かれたもので

いうよりは，リスクの発生が一般よりも低い施設で

ある。筆者は，入院後手術の前日に細かなリスク情

の検査を望むという形の意思決定をしたと考えるべ

報が与えられたため，それらを検討する時間がなく，

きであろう。つまり，リスクの発生そのものには目

リスクから目を背けるという態度が生まれたと示唆

をつむり，不安をできるだけ心の片隅に追いやるこ

している。しかし，一つの可能性として次のような

とで，処置への同意が可能になったのである。とす

解釈が考えられる。この患者は，外来患者として手

れば，開示された情報，特にリスク情報そのものは，

術にかんする概略の説明を受けたが，そのときにも

いわば忘れられるために開示されたことになる。
「その検査が最善の処置であり必要であるという患

さほど詳細ではないにしてもリスクについても情報
提供を受けていた。その時点で，患者はかなり迷っ

者の判断」というコメソトは，嘘とは言えないが，

たに違いない。大統領委員会の例について出した私

報告書が想定していた判断過程に沿ってではなく，

の解釈を援用すると，迷う時点ではいろいろの情報

全く別の思考過程を経て到達されたものである。し

を必要としたのだが，いったん手術を受けると決め

かも，「最善」との判断には，一種のあきらめある

入院した時点では，心を平静に保つためにできるだ

いは賭けが含まれているのではないだろうか。それ

けリスク情報を遠ざけようとする。そのようにいっ

は，一つには，トゥームスが述べていたように，こ

たん決心した状態で，再度手術の直前に詳細な情報

の提案を拒否すればいったい誰を頼ればよいのかと

開示を受けても，それはあまり意味を持たない。あ

いう不安からでたものであろうし，また二つには，

きらめあるいは賭けに基づいた意思決定がすでにな

可能性としては避けられないリスクに囲まれた形で

されているからである。「多くの患者の治療法の危

その処置を受けなければならないという事実からで

険を記憶する能力は，他のいかなるカテゴリーの情

たものであろう。
報にたいしてより劣っていると言われる」との指摘
次の例は，かなり一般的な形で述べられたもので
があるが，あきらめ解釈では，これは当然のことで
ある。
ある。問題はどの時点で意思決定がなされたかであ
り，意思決定がなされる前の時点では，リスク情報
・・多くの臨床的場面，とくに外科では，同意
が心の大半を占めていたに違いない。清水の舞台か
は正式に求められるが，情報は治療の直前に与え
ら飛び降りる気持ちで決心をした後は，それと正反
られ，決心するには時間がほとんどない。患者は， 対の精神態度が現れる。患者の情報理解や記憶にか
この時点までに，おそらく理解がゆきとどかぬま
んしての調査が時折見られるが，患者の意思決定に
ま，手術の決心をしたのだ。何か大きな行動をとっ

おけるクリティカル・モーメソトというものを無視

たかといえば自発的に病院に入っただけだ。この

し，単純に適当な時点を選んでそのような調査を行っ

ようなときの典型的な対応は，自らの手術の決心

てもあまり意味のないものであろう。

を揺さぶるような情報

たとえば，同意のため

次の例は日本のものである。村上國男氏は「医療
（『1

の確信の開示に含まれるさまざまなリスク情報一

技術としてのイソフォームド・コソセニソト」

一を遠ざけることである。これは驚くにあたらな

C：自己決定を支える看護』

い。急に決心を迫られたとぎ，情報を遠ざけてス

トレスに対処するこの方式のせいで，多くの患者

（日本看護協会出版会，

1994））において，イソフォームド・コソセソトの

目的が患者のQOLを高めることにあり，そのQOL

の治療法のリスクを記憶する能力は，他のいかな

には，身体的側面，精神的側面，社会的側面，宗教・

るカテゴリーの情報にたいしてより劣っていると

哲学的側面があるとしている。次の例は，社会的側

言われるが，それは，急に決心を迫られたとき，
このように情報を遠ざけてストレスに対処しよう

面を重視した患者の例として語られているものであ
る。その患者は，中小企業の社長で，直腸がんの末

とするからであろう。さんざん混乱したあげく勇

期状態であり，村上氏の病院で疾痛医療を受けてい

気を奮いおこして入院したのに，手術を受ける前

日になって誰が決心を変えようとするだろう。そ
して，だれが，すでにした決断に挑む情報に注意

を払おうとするだろう。（Faden＆Beauchamp，
P．325．邦訳P，266．［一部訳文変更］）

た。

入院と同時に内服のモルヒネを用いて，激痛か
らは解放された。間もなく患者は本当の病名・病
状を教えて欲しいと切に望んだので，あなたはが
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んの再発で，それほどいい状態ではないので，も

第2巻

第1号

と大事です。抗がん剤はもうやめて下さい。その

う一度放射線の治療とかあるいは手術をするなど

かわり一週間に一ぺんずつ外泊・外出させてくだ

ということは難しくてもうできない。でも抗がん

さい。会社に行って銀行の支店長に会ったり取引

剤の治療だったらまだもう少しできるかもしれな

先の人に会ったりします。」

い，といった話をした。
患老が尋ねたことは，「あとどの位もちますか」
ということだった。私は，てっきり寿命がどのく

そう言ってそれからは一週間に一ぺん二日ずつ
外泊して会社へ行き，重役会議を開いて次の社長
を決め，その新しい社長を銀行の支店長に紹介し，

らいもつかということかと思った。そういう予後

銀行の支店長も前の社長と新しい社長が一緒にあ

についての質問をする人は少なくない。私は「そ

いさつにくれば安心して，「ああそうか，今度こ

うですね，抗がん剤でも使えぱまあ半年以上はも

の人が次の社長さんか，じゃ同じように取引しよ

つでしょう。うまくいけば一年位はもつかもしれ

う」ということになる。製品を買ってくれる取引

ません」と答えた。まだ患者は歩けるくらいの体
力は残していた。
患者の返す言葉は以外であった。「いえ，いつ

先ともそれでうまく話が進むことになる。

まで生きられるかということを聞きたかったんじゃ

れないですむようになりました」と言った頃には，

ないんです。私は実は中小企業の社長をしていま
す。なにもないところから私一代で築きあげた会
社です。私の丹誠こめた宝物のような会社です。

そして一月の末ごろになって，「先生もう大丈
夫です。新しい社長も決まりました。会社はつぶ
もう体力的にとても抗がん剤を使える状態ではな
くなっていた。しかし，患者は自分の希望通りに
なったことに十分満足していた。

従業員と家族と合わせると一〇〇人位います。中

小企業の悲しさで，社長が突然がんで倒れて死ん
でしまったとなれば，銀行はお金を貸してくれな

この人はこのQOLの社会的な面のうち仕事に
最大の価値をおく選択をしたことになる。イソフォー

くなります。取引先は製品を買ってくれなくなり

ムド・コソセソトにおいて，ある人はもう十分に

ます。そうすると一〇〇人は路頭に迷います。私

痛みが取れ，家族が十分にやさしくしてくれると

にしてみても，一生かけて作った私の分身のよう

いうことによって，むしろ抗がん剤を選んだのだ

な会社がつぶれてしまうのは残念で仕方がありま

が，逆にこのようにして抗がん剤を断って自分の

せん。でも，もし三カ月時間があったら，その間
週一回外出させてもらえれば，重役会議を開いて
次の社長をたて，その社長を銀行の支店長や預金

係，そして製品を買ってくれる取引先の人に紹介
して歩いて，『次の社長はこの人です，よろしく』
と言えば，たぶん会社はつぶれないでしょう。う

仕事を選ぶ人もいる。一人一人それぞれの自分の
価値観に従ってやっているということによって，
それはどちらも正しいといえる。（pp，97−99）
このような叙述において，患者はすでに確立され
た価値観に従って治療の選択を行っだように書かれ

まくやっていけると思います。でもそれには三力

ている。この叙述は，必ずしも誤りとは言えないが，

月はかかります。銀行の支店長だって今日行って

その問題点は，患者の価値観が静止的なものである

明日すぐには信用してくれません。二度も三度も

とのニュアソスが含まれている点である。人は，普

会いに行っていろいろ話をしているうちにやっと

通の生活を営んでいるとき，通常複数の目標を追求

信用してくれるんです。どうしても三カ月かかり

しており，それらの間の選択，特にあれかこれか的
な選択を迫られることはあまりない。人は，トゥー
ムスのいう「自分が破壊されることはないという想
定」をもって生きている。最初はあれかこれかの選
択を迫るように思えた状況に対しても，人生の経験
を経る中で，価値の序列化や目標達成の努力の時間
的配分という方法を通して対処できるようになる。
それに対して，この患者の場合には，かなり限られ
た延命と自分の事業との選択を迫られるという状況
にある。当人の延命の希望がどの程度のものであっ

ます。」
話を聞いたのは一〇月の末であった。「そうで
すね，抗がん剤の治療をしなければ，たぶんあな
たは三カ月位銀行の支店長に会う程度の体力は残っ
ているでしょう。でも抗がん剤を使ったら白血球
は減って，クリーソルームに収容し，面会禁止に
しないといけないから外出はとても無理でしょう」
と言ったら，しばらく考えた後にきっぱりと，
「わかりました。少しでも長く生きたいという気
持ちは今でもありますが，会社は私にとってはもっ

たのかは不明であるが，この患者の意思決定におい

イソフォームド・コソセソト
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ては，まず第一に死の近いことの受容があり，次に

ては，留保をつけておかなければならない。洋の東

残る人生をどう使うかについての思案があったはず

西を問わず，最初からかなり担当医に任せきりとい

である。その場合に，健康時の，「自分が破壊され

う人もおれば，医師に煙たがられるほど執拗に情報

ることはないという想定」のもとで形成されていた

を求める人もいる。前者もまた，その主観的態度か

価値観は役に立たない。治療を受けないことも含め

らすれば，「情報をできる限り集める」ということ

たいくつかの選択肢のどれを選ぶかという状況では，

を行っていると考えられる。前者のタイプの人は，

大統領委員会報告書の言うような，一定の価値観が

情報収集とその理解のための労力と自分の情報必要

前もってあり，それに従って各選択肢から生ずる結

度を暗黙のうちに秤にかけ，自分が今もっている情

果を比較するという過程を踏むことはできない。そ

報（たとえば，この病院の評判がよい，この種の手

こでは，従来の価値観の中に含まれていたいくつか

術をした自分の知り合いはいずれも現在健康な生活

の目標を断念し，それに基づいて新たな価値体系を

作りだしているのである。

を送っている，等）で十分と考えているのであり，

全くの情報なしで決断を下しているのではない。入

この新たな価値体系の特徴は次のようなものであ

院時に病名告知を求めないとの文書を提出する人も，

ると考えられる。第一に，それはその時々の状況に

インフォームド・コソセソトを繰り返し求める人も，

よって変化するものであり，当人ですらそのような

その意思決定過程には共通して，上記の二つの特徴

状況に置かれるまではどのような意思決定をするの

が見られると思われる。

か予測のつかないものであろう。第二に，この決定

は，何か積極的に新たな価値を発見してなされると

VI：展

望

いうよりは，かってもっていた各種の目標の一つ一
つをあきらめていく中で，最後に残るものとしての
以上では，イソフォームド・コソセソトの公式的
「会社の存続」という目標を選択することであった。 見解の基礎にある，患者本人の価値観に従って行わ
そのあきらめを通して新たな精神的価値を見いだす

れる自己決定という考え方を批判してきた。では，

という場合もあるが，その場合も従来の諸目標に対

患者の自己決定というのは一種の幻想であり，医師

するあきらめという契機が不可欠であろう。とすれ

によるパターナリズムに戻るのが妥当であろうか。

ば第三に，そのような状況ではある価値体系に従っ
て決定を行うというよりは，何らかの決定を行うこ

ここで，医療の不確実性について医師自身がどう
考えているかという点を，カッツJay

とにより新たな価値体系，新たな自分を作りだして
いると言える。そこから第四に，このような意思決

Katz『医師と

患者の沈黙の世界71肋S吻勉職1ゴoアDoc勿α擁

P励6勿』（Free

Press，1986）．

Ch．7：Acknow1一

定について「合理的」「知的」「理性的」等の形容
をすることはふさわしくない。これらは，何らかの
目標を前提してそれの実現にもっとも適しているか
どうかを判定する際にしばしば使用される表現だか

edging Uncertainty．がどう分析しているか概観
する。
この章は，ある外科医の友人との対話から始まる。
乳がんに対するいくつかの治療法について理論的に

らである。意思決定過程には，合理性とかを超越し

話しているときにはどれにも不確実性が伴うという

た次元でなされる部分があり，しかもそれが決定的

については筆者と意見が一致したが，その外科医は，

な要素であると思われる。

現実の治療場面では患者にたいして全摘手術以外は

以上の三例の検討を通して，次の二点を確認した。

問題外との話し方をするとのことであった。その理
由としてその医師があげたのは，一つには，患者は

一つは，医療処置についての情報を求めながらも，

それぞれの治療法の詳細を理解する能力を持たない，

そこであらわになってくるリスク情報にたじろぐ患
者の姿であり，それを何らかの形で忘れようとする

二つには，詳細を話すと患者に不安や苦しみを与え
ることになる，そして最後に，不適当な手術（温存

態度である。二つは，自分の価値観を基にしていく

手術のことと思われる）を選択するなら，短期的に

つかの選択肢の中から一つを選ぶというような公式
的説明とは異なり，情報をできる限り集めた後はあ

きらめと目をつむっての決心という形で，患者の意

は患者は喜ぶかもしれないが長期的には患者の利益
にならないから，というものであった。

カッツは，この例を敷術して，医師が自分の行う

思決定が外部に表明されるという点である。ただし，

不確実な医療について医師自身がどのような態度を

この「情報をできる限り集める」という表現につい

とろうとするかを考える。一般に人間は，自分に備
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わった自己防衛能力や適応能力を通して，不確実性
を拒否し確実で信頼できる世界を自ら作り上げよう

とする。
たとえデータをごまかしてでも，自分の内なる
世界や外となる世界を理解していると思おうとす
ることによって，それらを自分が支配していると
いう意識を持つということは，人間にとっては運

命ともいえる免れえない要求なのである。
（p．175）

第2巻

第1号

師主導の考え方に問題があることになる。
しかし，何らかの決定は行わなければならない。

では，その決定は誰が下さなければならないのか。

患者は，自己決定を迫られると，自分でも十分納得
できるわけではない方法で結論を見つけださなけれ
ばならない。健康時にもっていた複数の目的のうち
いくらかをあきらめるという仕方でしか決定できな
い。そのような患者の自己決定を尊重することが，

患者のQOLを高めたことになると表現するのは，
患者が通ってきた苦渋の選択の過程を無視するもの

の決定を下ししかもその責任をとらなければならな
い。その葛藤から，「医師は，患者に対してだけで

であり，また患者のあきらめが完全でない場合（そ
れが普通であろう）その心理をかえって傷つけるも
のでもあろう。にもかかわらず，医療処置を受ける
のはその患者であり，たとえば外科手術によって影
響を受けるのは患者自身の身体である。そこから，

なく自分自身に対しても虚偽の説明あるいは不完全
な説明を行おうとする」（p．170）のである。

その影響を受ける主体にもっとも近い人，多くの場
合患者本人が決定せざるをえないことになる。これ

不確実性を直視することは，何らかの行動へと進む
ことをためらわせるが，他方，医師は，常に何らか

とすれば，医師もまた患者と同じ状況にいること
になる。医師もまた，不確実性そしてリスクに耐え
難いのである。医師もまた，不確実性を心の片隅に

追いやり確実だと自分に思いこませることによって
決断をしている。このことは，パターナリズムが有
効な方向ではないことを示している。現代では，治

は，自己決定に価値があるからではなく，患者以外
に適当な判断を下せる人がいないという消去法から
の結論である。処置の前に各種の情報を与えられて，

患者はたじろがざるをえず，さらに自己決定に到達
するためには，不確実性をあえて無視したり，今ま
で重視してきた目標のいくらかをあきらめるという

療法が多様化しその選択には医師の価値観だけでは

ような無理をせざるをえない。それは，当初情報を

決めがたいとの説明がしばしばなされるが，それよ
りもっと時代状況を越えた一般的な問題として，医

求め自己決定に価値があると考えた現代人の運命な
のかもしれない。

