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インフォームド・コンセントの歴史的展開から得られた

患者　　医療従事者関係の検討

　　呉大学看護学部

松井英俊

論文要旨　本研究では，医師や看護師が“インフォームド・コンセント”（lnf・med　Consent）という言葉を患

者・家族に使う際に，その言葉のもつ歴史的経緯や裁判で取り上げられた判決事例などから検討した。

　ICの誕生は1957年とされている。これは，歴史家のマーティン・S・パーニックと心理学者のジェイ・カッツが

ICの根拠にっいて歴史的な証拠について述べてあることが，R．フェイドンとT．ビーチャムの「インフォームド・

コンセント」という論文（R．フェイドン・T．ビーチャム，酒井忠昭秦洋一訳：『インフォームド・コンセント

ー患者の選択一』みすず書房）によって明らかにされた。

　それらの歴史的経緯のなかから治療に関する患者の同意や患者の権利により，患者の自己決定に対しての医師

や看護師のインフォームド・コンセントの充実をはかることが重要であること。それにより，患者一医療従事者

関係を良くしていくことにつながり，患者が主体となった患者中心の医療に発展していくということが示唆された。

キーワード　インフォームド・コンセント，歴史，患者の権利，自己決定，医療従事者，看護師

■　はじめに ■　インフォームド・コンセントの歴史

　インフォームド・コンセント　（Informed　Con－

sent）は，医療従事者ならびに医療を受ける人た

ちにとっての患者一医療者間には常に存在してい

る。そこでは，お互いのコミュニケーションが図

られることが必要不可欠であるといわれている。

そのインフォームド・コンセントの基本的理念

には，医療従事者からの十分な説明と患者側の理

解，選択，納得，同意という考え方が存在する。

そこで，本稿ではインフォームド・コンセントの

歴史的な経過や裁判による判決からの法的理論よ

り導き出された患者の権利と自己決定について，

基本的理念から考えられるより良い患者一医療従

事者関係のなかで患者にとっての満足感の得られ

る自己決定が行われるようにしていくにはどのよ

うにしたらよいかについて，示唆されたことを述

べる。

1．戦時下から戦後における歴史的展開

　インフォームド・コンセントの歴史は，第二次

世界大戦下におけるナチスドイツの医師団が行っ

た非人道的な人体実験により大量虐殺された事件

の反省にたち，二度とこのようなことが行われな

いように，ニュールンベルク国際軍事裁判（1945－

1946）によって倫理綱領が作成されたことに由来

する。

　その第1条には次のように記されている。「医

学的研究においては，その被験者の自発的同意が

本質的に絶対に必要である。このことは，その人

が同意することができる法的能力を持っていなけ

ればならず，暴力，ペテン，欺き，脅迫，騙し，

あるいはその他の表面には現れない形での強制や

威圧を受けることなく，理解した上で間違いのな

い決断を下すのに十分な知識と包括的な理解をもっ

て，自由に選択できる状況の下で，被験者となる

まつい　ひでとし
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人が自発的同意を与えるべきであること，を意味

している。そのためには，医学的研究の対象とさ

れている人から確定的な同意を受理する前に，研

究の性質，期問，目的，実施方法や手段，被験者

となったために起こりうると考えられるすべての

不自由さや危険，健康や人格に対する影響につい

て医学的研究の対象にされている人は，知らされ

る必要がある。同意の内容が妥当なものであるか

どうかを確かめる責任は，実験を開始し，指導

し，あるいは実施する各個人にある。これは，実

施責任者が難を逃れて他の人に押し付けることの

できない実施責任者個人の義務であり，責任であ

る。」1）以下10項目にわたって，実験研究は計画的

に行うことや社会の善となるように行うべきであ

る。さらには，傷害を引き起こしたり，人道的な

こと，被験者を守ること，実施した時点で傷害や

機能不全，死をもたらすと推測される場合には中

止する心構えが必要であると述べてある。これら

のことから，この倫理綱領は，その後発展するイ

ンフォームド・コンセントの手本として最適なも

のであると考えられる。

2．戦後の医療裁判からの歴史的展開

　次に，インフォームド・コンセントの表現が広

く使われるようになったのは1957年のカリフォル

ニア控訴裁判所におけるサルゴ判決である。「マー

ティン・サルゴは，腰部からの大動脈造影検査を

したあと，下半身が麻痺してしまったため，医師

らが検査の実施と麻痺のリスクを警告しなかった

のは過失にあたると訴えた。」2）法廷は，医師らは

「提案した治療への患者の知的な同意のために必

要なあらゆる事実」を開示する義務があったとい

う判決を下した3）。この裁判は，提案された治療

への同意が妥当かだけに関心をもっていたのでは

ない。サルゴ判決は，同意をあたえるさいに情報

があたえられていたかどうかを執拗に追求したの

である。こうしてこの法廷は，同意の要件だけに

適用されていた自己決定を，インフォームド・コ

ンセントの要件の根拠として使いながら「イン

フォームド・コンセント　（lnformed　consent）」

という新しい考え方を創りだした。

　この判決により適用された同意の理論が提案さ

れ，「治療の性格」「予後」「危険性」「利益」「リ

スク」「代替治療」など，同意をめぐるすべての

テーマが，患者の選択の際に必要な情報とされる

こととなった。しかし，この裁判は医療過誤とし

て患者側から提起された論点の一つに過ぎなかっ

たため，インフォームド・コンセントの法律的な

根拠についての議論はされていない。患者に対す

る受託義務という点を強調し「インフォームド・

コンセント」の説明は足りず，インフォームド・

コンセントの根拠を，暴行においているか過失に

おいているのかがはっきりしていない。そのあい

まいさについて」・カッツ（JayKatz）は，「患

者の自己決定と医師のパターナリズムのどちらが，

個人と社会の福利のために役立つのか，インフォー

ムド・コンセントをめぐる最大の論争は，この問

題が明らかでないために生じている。この基本的

な論争は，自分で世話をする能力と，世話をして

もらう必要性という，人間につきまとう両義性

〔を反映するものだ〕」4）と述べている。サルゴ判

決は自己決定を，リスクと代替手段の開示まで広

げたが，自律性に基づく義務を調整するものとし

て，医師による判断の問題を提起した5）。とカッ

ツは述べている。

　もともと，サルゴ判決は，シュレンドルフ事件

とよばれている裁判での判決を引用された判決で

ある。1914年裁判官ベンジャミン・カードゾーは，

「このシュレンドルフ事件の医師は，麻酔による

腹部検査に患者が同意したあとで子宮筋腫を切除

したが，患者は「手術はいっさいしない」ように

おいて，患者の自己決定権についてはっきり要求

していた。このケースは外科医らが施設を使って

不法行為を犯したとして病院側の責任に焦点を絞っ

ていたので，法廷はインフォームド・コンセント

の侵害があったと認定していないし，また患者が

自己決定を行使するために必要な情報についても，

まったく触れていない。しかし，カードゾーの意

見は「成人に達し，健全な精神をもつすべての人

間は，自分の身体になにがなされるべきかを決定

する権利がある。したがって，患者の同意なしに

手術をする主治医は暴行を犯すことになり，その

損害への責任を負う」6）これについては「患者は，

医学的にいかに治療されるかを選択して身体の不

可侵を守る権利を持つ。またこの権利の妨害は，

治療技術の巧拙を問わず，たとえその介入が究極

的に有益であっても，許可を得ない身体的侵害
（暴行）を構成しうる。」7）と述べている。さらに，

次にあげる裁判は，ネイタンソン対クライン判決

（1960）でのカンザス州最高裁判所の判決はイン

フォームド・コンセントのケースのはしりである。

これは医師のインフォームド・コンセント義務の
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根拠を，暴行ではなく過失においた初の判決であ

る。「ネイタンソン夫人は，乳房切除後にコバル

ト照射を受けて重い放射線やけどを負った。夫人

は，同意なしに新たな治療法を実施し，またその

内容やリスクの警告をしなかったと放射線医のク

ライン医師を医療過誤で訴えた。主治医は，同意

はとったがリスクを適切に開示しなかったとみと

めた。法廷は開示義務について「病気の性質，治

療の内容，成功の可能性または代替治療，そして

身体に生じるかもしれない不幸な結果と予期しな

い事態の発生について，なるべくわかりやすいこ

とばで患者に開示すること」と規定して，サルゴ

判決と同じように「治療の性格」「予後」「危険性」

「利益」「リスク」「代替治療」についての開示を

もとめた判決となった。法廷は，医師には治療の

リスクと危険性を適切に開示する義務があり，こ

れを怠ると医療過誤に問われると主張した。新た

な治療のリスクと危険性を，医師はいっさい開示

していないと法廷は認定した8）。

　サルゴ判決が開示の際の医師の「裁量」への道

を開いてから，専門家の開示基準と患者の自己決

定権の妥協をめぐって論争が続いた。

3．患者の“同意’から考察されるインフォーム

　　ド・コンセントの歴史的展開

　第18回世界医師会総会「ヘルシンキ宣言」1964

年ではニュールンベルク綱領を生物医学研究を行

う際の脅威となりうると判断し，世界医師会は非

倫理的な研究と倫理的な研究を区別するのに役立

つコードを作成した。

　これはニュールンベルク綱領と同じく「同意」

を，倫理的研究のための中心的な要件としている。

このヘルシンキ宣言では治療的，非治療的研究と

いうものと区別し，治療的研究は「患者ケアに関

係する」研究として定義され，新しい医学的知識

を得る手段として「診断上または治療上の価値を

患者にもたらすとみとめられるとき」に限り承認

される。非治療研究は被験者への治療上の価値ま

たは目的をともなわない純粋に科学的な研究であ

る。ここではすべての非治療的な研究のすべてに

同意を求めて，被験者に同意能力がない場合にも

保護者による同意が必要だとしている。しかし，

治療的研究の場合には「患者の心理に適合」しな

い場合はインフォームド・コンセントは要求され

ない。このような幅広い除外条項を設けた理由は，

医師の治療上の特権を支持する善行モデルのせい

である。この2つについては，ニュールンベルク

綱領は法理をもとにした法廷からのものであり，

ヘルシンキ宣言は世界医師会総会という医療団体

自らが作った最初の規約である。ヘルシンキ宣言

は研究倫理の基本的な歴史文書であり，医学研究

の内部からの統制の最初のモデルであるといわれ
ている9）。

　このヘルシンキ宣言は，1964にヘルシンキで行

われた世界医師会総会で採択された後，1975年第

26回東京大会での修正，1983年第35回ベニス大会

での修正，1989年第41回香港大会での修正，1996

年第48回南アフリカのサマーセットウエスト大会

での修正，2000年第52回英国エジンバラ大会での

修正と5回の修正が行われており，ヒトを対象と

する医学研究の倫理的原則について修正が施され

ている。

　2000年10月に5回目の修正がなされたヘルシン

キ宣言（翻訳：日本医師会）の22条には，「ヒトを

対象とする研究はすべて，それぞれの被験予定者

に対して，目的，方法，資金源，起こり得る利害

の衝突，研究者の関連組織との関わり，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不快な状態について十分

な説明がなされなければならない。対象者はいつ

でも報復なしに，この研究での参加を取りやめ，

または参加の同意を撤回する権利を有することを

知らされなければならない。対象者がこの情報を

理解したことを確認した上で，医師は対象者の自

由意志によるインフォームド・コンセントを，望

ましくは文書で得なければならない。文書による

同意を得ることができない場合には，その同意は

正式な文書に記録され，証人によって証明される

ことを要する」10）とあり，インフォームド・コン

セントという言葉が，32の条文中5項目（22・23・

24・26・32）に記載されている。

　1972年にはカンタベリー判決とよばれる開示義

務の限界や情報についての判決が下された。これ

は激しい背部痛の治療のために椎弓切除術をうけ

た患者のケースである。手術のあと，患者は全身

的な麻痺を起こした。しかし，椎弓切除術には麻

痺のリスクが約1％あることを患者は知らされて

いなかった。2回目の手術でも麻痺がとれず，上

告審は，最初の手術の前に麻痺のリスクが開示さ

れるべきだったと主張した。この裁判ではシュレ

ンドルフ判決を再び引用して自己決定権に焦点を

あてた「米国の法律は“成人に達し健全な精神を
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持つすべての個人は自身の身体に関する決定権が

ある”ことを根本的な前提としている」同意には

情報による選択が必要であり，医師の開示は，代

替治療や麻痺などのリスクを評価するチャンスを

患者に与えるものでなければならない。情報の提

供について法廷は「開示義務の限界を決めるのは

患者の自己決定権である。この権利が有効に行使

される前提は知的な選択に必要かつ十分な情報を，

患者がもっていることだ」とカンタベリー判決で

は述べられた。ビーチャムらによれば，「身体に

関わる意思決定は「患者の特権」であり患者は代

替治療とその危険性の理解にもとづいて決定をし

なければならない。したがって医師は勧めた治療

のリスクと代替治療について「適切な開示」をす

る義務がある。この義務は医師一患者関係の「受

託的性格」にもとづいている」11）と指摘して最終

的には『開示』の必要性があると述べている。

　患者にとっての「同意」と「自己決定」の両者に

ついては，すべて、その患者本人に帰するもので，

最終的にはその人自身に委ねられる。J．S．ミル

のいう「最終決定者」12）であるためには，患者本

人によるそれぞれの，自己尊重・自己配慮（self－

regarding）ということが前提となっているから

である。この同意理論，自己決定理論について，

患者自身が，与えられた選択肢から（説明内容・

情報開示）から選んで決定することは，その患者

自身の同意・納得によるものであり，決定するこ

とは自己決定したものである。インフォームド・

コンセントの日本語訳は「説明と同意」として紹

介されてきているが，その「同意」は患者自身が

自己決定したことであるといえる。インフォーム

ド・コンセントの定義を臨床の場で活用していく

上で，これらの裏づけが重要であると思われる。

4．患者の権利から考察されるインフォームド・

　　コンセントの歴史的展開

　アメリカでは「患者の権利章典」（アメリカ病

院協会）として1973年に発表された声明では「患

者の諸権利を尊重することが，効果的な患者のケ

アならびに患者，その医師および病院組織のより

大きな満足に貢献するという期待を持って患者の

権利章典を発表する」とされた。

　そのなかでも「患者は，何らかの処置や治療を

はじめる前に，インフォームド・コンセントを与

えるのに必要な情報を医師から受ける権利がある。

緊急時を除いて，そのようなインフォームド・コ

ンセントのための情報は少なくとも特定の処置や

治療，医学上重大なリスクや無能力状態がつづく

と予想される期間を含まなければならない。（後

略）」13）といったインフォームド・コンセントを受

けるにあたっての患者の権利が保障されているこ

とが述べられている。他には，医療責任の明確化，

プライバシーの尊重，情報の公開，知らされた上

の同意など，患者の人間としての尊厳の承認が患

者の諸権利の擁護を保護するところであると発表

している。患者の権利という表現により，医師の

行動に対して要求できる権利がはっきりとあたえ

られた声明でもあるところが重要な点であるとい

える。

　上記のことをふまえてアメリカ連邦政府は，

「生物医学・行動科学研究におけるヒト被験者保

護のための国家委員会」1974－78年を設置した。

これは自律性，インフォームド・コンセント，第

三者同意の問題を追求しており囚人や精神障害者

のように弱い立場の種々の被験者集団の研究倫理

を調査するように議会は委員会に調査を命じた。

ここでは原則として，人格の尊重，善行（福利），

公正を3つの柱とし，人格の尊重の原則として
「個人は自律性ある行為者として扱われるべきだ」

という基本的原則のもと自律的人問については，

インフォームド・コンセントの要件を裏づける原

則と正当性は自律性尊重という道徳原則以外にな

いという見解を明示した。そして，その「同意」

をどのような形式でとるかという分析には3つの

必要条件の観点から導き出された。それは，「情

報開示」「理解」「自発性」である14）。この分析は

その後囚人，施設に収容されている精神障害者，

子ども，その他生物医学・行動科学研究の対象と

なる可能性のある集団から同意を得る問題に適用

された。この委員会はインフォームド・コンセン

トをより充実しようとして設置されたことに意義

があり，次の大統領委員会設置への布石となって

いるといえる。「生物医学・行動科学研究におけ

るヒト被験者保護のための国家委員会」は1978年

に終了したが，これを受ける形で1978年11月には

「生物医学・行動科学研究における倫理問題研究

のための大統領委員会」が設置された。この国家

委員会は連邦政府の政策への勧告であったのに対

して，大統領委員会は政府への勧告はほとんどし

ておらず，研究よりむしろ治療の領域で発生する

問題の倫理的な意義を考察している。その報告書
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の中にはインフォームド・コンセントそのものを

扱った「医療上の意志決定　患者一医師関係の中

のインフォームド・コンセントの倫理的・法律的

意義」と「生命維持治療を見送る決断」を公刊した。

　この報告の中で，インフォームド・コンセント

は主として法的概念として生まれたが，これが本

質的に求めているものは法律よりもむしろ道徳と

公共政策に関わると述べている。また，インフォー

ムド・コンセントは基本的な判断力のある人間は

自らの価値観と目標にしたがって自己決定をする

権利があるという原則にもとづくものであり，ま

た，インフォームド・コンセントを実質的に実現

して「有効な同意」をとりつけるには，患者との

積極的な交流による意志決定の分担が必要だと主

張している。もうひとつの報告書は医療上の意志

決定はつまるところ，情報をあたえられた判断力

のある患者によるものだという立場を鮮明にして
いる15）。

　その後，世界医師会総会では1981年リスボンに

おいて開催された第35回総会では「患者の権利に

関するリスボン宣言」が採択された。この宣言は

医師は自己の良心に従い，また常に患者の最善の

利益のために行動すべきである。という行動目標

のもとに患者自身が医師からの治療・診断に関し

てそれらを受けたり拒否したり選択したりする権

利を有することを保障するように努力すべきであ

ると明言された。

その1～6の条文について転載する。

　1．患者は，自由に自分の医師を選ぶ権利をもっ

　　ている。

　2．患者は，第三者から干渉されることなく自

　　由に臨床的ならびに倫理的な判断を下せる

　　医師により診療を受ける権利をもっている。

　3．患者は，十分な説明を受けた後で，治療を

　　受ける権利，あるいは治療を受けることを

　　拒否する権利をもっている。

　4．患者は，医師が患者について知りえたすべ

　　ての医療上の秘密および個人的秘密を尊重

　　することを予期する権利をもっている。

　5．患者は，尊厳のうちに死ぬ権利をもってい

　　る。

　6．患者は，自分の相応しい宗教の聖職者によ

　　る助力を含む精神的慰安や道徳的慰安を受

　　ける権利あるいは辞退する権利をもってい

　　る。

　このリスボン宣言の特色とその意義は，従来の

世界医師会宣言ではみられなかった「尊厳のうち

に死ぬ権利をもっている」という内容からなる新

しい条項が含まれたことである。ここでの「患者

の権利」に関する宣言が採択された16）。Informed

decisionやInformedchoiceといったインフォー

ムド・コンセントに重要な自己決定にっいても患

者の権利として保障していることが述べられてお

り，関連する考え方に言及していることが注目に

値する。

　1982年には「インフォームド・コンセントに関

するアメリカ合衆国大統領委員会報告」が，イン

フォームド・コンセントの概念を医療の場におけ

る意志決定の中軸としてとらえ，それを促進する

ことによって，』患者側としては，より「良い」，

より「主体性に富んだ」決断を下せるようになり，

医師側としても患者の信頼の向上と法律的責任へ

の不安の減少が期待でき，両者とともに益するも

のがあるとの認識に達した。具体的には1）イン

フォームド・コンセントはもともと法律上のもの

であったが倫理的な性格をもち，医師と患者側の

相互の意志決定の過程である　2）すべての患者，

いかなる医療場面でも適応される　3）治療の選

択ができるように情報を与えられること　4）意

志決定能力を欠くものには代理決定が有効である

ことなどについて述べられている。17）この委員

会報告はインフォームド・コンセントをより充実

したものにするために，この会が設置されたこと

に意義があると考えられる。

5．日本におけるインフォームド・コンセントに

　　関する歴史的展開

　日本には1970年代に日本に導入されており，最

近では「説明と同意」と訳されて，一般的に使わ

れているが，医師によってはそのまま「インフォー

ムド・コンセント」と使っている医師もいる。唄

孝一が，日本で一番最初に紹介したのはインフォー

ムド・コンセントという言葉より先に，ドイツ語

の「アウフクレールングス・プフリヒト」
（Aufklamngspflicht，説明義務）という言葉で

あった。医療現場では，医師や看護師は，患者に

対して行おうとする行為に説明と同意を求めてそ

の行為に至っているが，「インフォームド・コン

セントをとってその処置や検査に臨んだ」という

ことは医師以外のものが使用していることはあま

り聞くことがない。医師が処置や検査に関するこ
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とに対してはよく耳にする言葉だが，看護師など

の医師以外の患者に直接関わる医療従事者はこの

インフォームド・コンセントという言葉をほとん

ど使っていない現状がある。（（医師はインフォー

ムド・コンセントのほかにムンテラ（ドイツ語の

Munt－therapie）という「口治療」という口だけ

の説明または，口だけで患者に話をして同意を得

る治療行為を行っている））医師以外のものがイ

ンフォームド・コンセントという表現を使うこと

に関して次の調査がある。医療の現場で勤務して

いる看護師のアンケート（松井らによる）18）で，

「医療機関にかかったとき，これまでに看護師か

らインフォームド・コンセントを受けたことがあ

るかについて，簡単に受けた25．7％受けた事はな

い53．6％であった。このことから推測できるのは，

インフォームド・コンセントに看護師は参加して

いないと受け取れるとも考える。本来，インフォー

ムド・コンセントは医師が説明するものであるが，

補助者に指示して説明させることも出来る。補助

者が誰を指すのかという点については，医療法第

一条の四に次のように記されている〔医師等の責

務〕「医師，歯科医師，薬剤師，看護師その他の

医療の担い手は，医療を提供するにあたり，適切

な説明を行い，医療を受ける者の理解を得るよう

に努めなければならない。」このことから考えれ

ば，看護師自身にも，患者に対して医師から説明

を受けた後のわからない点や不安な点などにっい

て説明を補足する責務があるということになる。

6．患者の自己決定と医師のパターナリズムに焦

　　点をあてた事例紹介から考察されたこと

事例紹介：Z氏は60歳代後半の男性で，不慮の事

故により入院している。入院中2度の手術を行っ

ているが，著しい回復がみられず，医師から，

「もう一度手術をしたほうが身体のためには良い」

ということで，医師が何度も説明を行っているが，

Z氏は「手術は受けない」と頑なに拒否している。

なぜ受けないのか問うと「手術をしても治らん。

よくならない。無駄じゃ」という言葉しか返って

こない。Z氏は入院前は一人暮らしで家族や身元

引受人もいない孤独者で生活保護をうけていた。

住んでいたアパートも家賃滞納などから追い出さ

れてしまっている。

　主治医であるP医師は，手術をすることで良く

なるということや，手術をしなければ感染によっ

て悪くなる可能性があると，何度もインフォーム

ド・コンセントを行ってきた。その状況を，スタッ

フに対しても，P医師は「あとは，死に直面した

際に行う緊急手術しか方法がない」と話している。

　看護師も何度もZ氏に手術をしたほうがいので

はないかとZ氏との会話の中で話しているが，Z

氏は「しない。しても無駄。先生の言うことはよ

くわからん。あなたみたいにわかるように説明し

てくれるとわかるが，でも手術はもうしない。」

という言葉しか返ってこない。このような事例を

通して，パターナリズムと反パターナリズムに焦

点をあて，看護師の役割について考えた。

　この事例では，利益と危害の両者の天秤となっ

ており，Z氏自身による病気の自己査定と自己決

定もある。「患者が有害な行動方針を選択したと

きに，説得の試み以上には干渉しないことによっ

て，自律を尊重しようとするヘルスケア専門家が

いる一方，有害の可能性を持つ患者の選択結果か

ら患者を守ることによって，仁恵的に行為しよう

とするヘルス専門家もいる。いずれの原理に従う

かという問題や，このような患者の決断や問題に

干渉すべきか否か，また，いかに干渉すべきかと

いう問題は，医療におけるパターナリズムの問題

である。」19）と述べている。医療従事者は患者にとっ

ての幸福を考えるとき，患者に介入する医療従事

者の役割は何かを考えてみると，患者にとって本

音を出しやすい存在があること，わかりやすい十

分な説明をしてくれること。それは，医師が行う

インフォームド・コンセントには選択権はあって

も，患者が口を出す機会がほとんどないのが実情

であろう。そのあとの看護師が患者に行うフォロー

によって患者は医師からの説明を理解していくの

ではないかと考える。患者の理解を積極的に助け

ることがインフォームド・コンセントに同席する

看護師の役割であると考える。狭い意味での医療

行為である診療，投薬，検査，看護がすべての患

者にとっての満足感の得られる自己決定（権）と

なるようにしていくにはどのようにしたらよいか，

それには、私たち医療者側は患者の自己決定を最

大限尊重した治療、看護を提供していくことが医

療サービスに課せられたことであると考える。そ

して、受療行動にきた人すべてに関わる医療者側

のコミュニケーションの関与が必要不可欠である。

■　おわりに

医療の現場では，インフォームド・コンセント
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という言葉は医療従事者にとっては広く知られて

おり，患者に対しての説明の折には必ずこの言葉

が医師や看護師の口からでてくる。しかし，患者

側にとってインフォームド・コンセントという言

葉は広く知られているだろうか，医師が患者に対

して十分な説明を行い，それに応じた検査や治療

方法を提供し，患者はそれを十分に理解して承諾

した上で，その検査や治療方法について選択でき，

それを，医師はその患者の同意に基づいて医療を

すすめいていくという医療上不可欠な原則である

といわれているが，その内容や言葉について十分

理解している患者は多くないと推定される。その

インフォームド・コンセントを医師のみが使用す

るのではなく，医療に関わる医療従事者全体がイ

ンフォームド・コンセントを考慮しながら患者中

心の医療を提供していかなければならない。
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