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抄録

本学5学科の3年次学生に提供されている生命倫理学クラスの 1年間の授業概要と学生たちの反応について報

告する。このクラスでは，医療従事者・患者の関係，実験研究，先端医科学の分野で生ずる倫理的デ、イレンマを

表面化させ，対処する方法を考えることを目的としている。クラスでは最初にすべての分野で根本に据えられる

べきインフォームド・コンセントの原理について学ぶ。学生は各時間の最後に質問に答える形で，意見の表明を

書き記す。それらの意見のうち他の学生たちと共有する価値のあるものを抜粋してA4版 2ページ程度に印刷し，

次のクラスで配付する。本稿では，いくつかの生命倫理上の問いに対する学生たちの反応を紹介する。
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はじめに

以下は本学で昨年から提供されている生命倫理学ク

ラスの報告である。米国ではこの種のクラスは必修科

目であり， 日本でも生命倫理の専任教員が担当する医

療系大学が徐々に増えている。

生命倫理学の位置づけ

生命倫理学は，大学であれ専門学校であれ，関連医

療職養成コースにおける基礎学問のーっとして組み込

まれる必要がある。その理由は 医療職が働く環境や

そこでの人間関係がこの30年余の間に大幅に変化し，

過去の人間関係を律してきた道徳や倫理が不適切にな

り，新しい対応が求められるにも関わらず，未だに医

療関係者の問に生命倫理の実践に関して合意形成がで

きていないからである。たとえば 法的には未整備だ

が，形式的には医療の現場に取り入れられているイン

フォームド・コンセント制度の実践は， 日本的な受容

の仕方があるという主張によってしばしばあいまいに

され，患者の意思が無視される状況が残っている。ま

た医療者間と患者との意思の疎通と連携をはかるため

にチーム態勢が必要な場合でも 双方ともにその意識

がうすく，よい医療が実現できない場合が多い。患者

の不満や態勢の不備を感知して 対策を考えることが

できるのはまず医療従事者であろう。医療系学生たち

は修学期間中に，病や障害に苦しむ人たちの状況に対

して感受性を研ぎ澄まし 種々の問題解決の能力を高

めるため，現実の生命倫理上の問題の所在と対処の仕

方を学ぶ機会が与えられるべきである。

近年，医療と医科学に起こった変化によって，医療

に携わる者にとっての対象分野に次のような新しい区

分が生まれた。第一は医療本来の分野であり，本学が

教育する将来の関連医療職が主に関わるのはこの分野

である。第二の分野として 近年重要性を増している

のが実験研究の分野である。医師と同じく関連医療職

も，医療と研究の峻別がなされている場合を除くと，

多かれ少なかれ患者を研究対象とみなす場面があるだ

ろう。いささかでも患者を研究対象と見なすことは，

医療倫理的に問題があることを各自が自覚しなくては

ならない。第三の分野は，遺伝子や細胞レベルの研究

を中心とする先端医科学研究である。関連医療職はこ

の分野とは直接の職業的関係はうすいが， この分野が

歯止めなく開発される様は 人間として共通の関心を

よび，また未来の医科学全体の様相を変える側面があ

る。

第一の分野は，臨床・保健活動における医療者と対

象者に関するものである。医療・保健サービスの提供

者と受け取り手は，通常の商品/技術の売買や取引き

における場合と異なり 人の生と死や心身の障害と機

能の回復など，生存条件の最も基本的なものに関わる

ところで対峠あるいは協働関係に身を置く。そこでは，

医療・保健サービスの提供者は 受け手の心身の状況

と願望を把握し，受け手に何が実際に必要であるかを

判断し，それを適切に伝え実行する能力をもっている

ことが任務を遂行できる資格の一つである。提供者と

受益者は，医療に関する知識/情報/技術について明

白に不均衡な関係にある。本来は癒しを目的とする関

係であるが，この不均衡故に一方が他方を一方的に操

作し，心身に致命的な害を与える事態も起こりうる。

医療の関係の倫理性が確認され 擁護されねばならな

い。しかし，その際，昔ながらの倫理や道徳ではなく

現代医療の人間関係にふさわしい倫理原理が必要であ

る。医療専門職が対象者といかなる関係に立つべきか，

等々の共通項は専門職協会倫理綱領に凝縮されている

はずなのだが，ほとんどが未整備である。一方，本学

は5学科を備え，チーム医療の倫理を考えるのに最適

の環境であることは好条件となっている。

一対ーの関係であれ，チーム形態であれ，現代医療

の関係を律する倫理原理はインフォームドコンセント

(IC)である。 ICは予防・診断・治療などで，必要・

十分な情報を与えられた上で選択をする医療の受け手

の権利である。他方，医療・保健職はすべて，法的に

はともかく，倫理的にはIC原理の順守が義務づけら

れる。因にいえばICは医療の関係ばかりでなく，次

の実験医学の面でも，先端医科学の面でも，さらに広

く現代社会の人間関係の根底にあっても，守られねば

ならない倫理原理なのである。

第二の分野は，現代医科学に生じている，癒しの関

係を逸脱した事態であり 近代科学の特徴の一つであ

る実験的姿勢の帰結である。医療者が対象者を，癒し

の行為の対象ではなく，実験研究の対象として扱う場

合がある。新薬の臨床試験のように，医師が医療者と

実験者の役割を同時に担うことがある。関連医療職も，

処置方法や自助具の実験を対象者に行うことがある。

これらの実験は形式上は，将来の患者の益を目的とし

ているのであって 目の前の被験者の益にはならない

かもしれない。そこで重大な倫理的な問題が生じてく

る。実験的研究は対照群との比較を得てはじめて客観

性あるいは科学性が証明されるといわれる。さらに

実験群と対照群への振り分けは無作為にされねばなら

ないとされる。治療法の実験の場合，対照群は現行の

最良の治療法あるいは無治療やブラシーボ(偽薬)が

使われる。となると 人間を対象とする実験はICと

厳密には両立しない。操作と欺繭といった反倫理的行

為が起こる余地がある。それを避けるためには，実験

にあたって，被験者に基本的に説明をしっかり行い，

よく了解した上で実験に応じるボランティアを対象と
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するべきである。被験者の人権を保護する法律の立法

化が急務となる。関連医療職も実験研究の原則をわき

まえ，治療と実験の境界を厳密に区別する必要がある。

第三の分野は，現在の先端医科学が従事しているも

ので，対象はもはや個体としての人ではなく，生殖細

胞や体細胞，怪性幹細胞，さらに遺伝子である。医科

学者や分子生物学者たちは 生命誕生の過程に操作の

手を加えているので 神を演じているとの批判を受け

ている。かつて体外受精からはじまった生殖操作は，

人の体細胞クローン産生の可能性がうわさされるまで

に至った。遺伝子診断においても受精卵の着床前診断

の是非まで論議されるようになった。これらは関連医

療職の営みからは遠いものではあるが，人間の営みと

してはだれしも無関心ではいられない。生命操作の倫

理性は近未来の人間のあり方に関わるので，重大関心

事として，医療系学生のカリキュラムの中に位置づけ

られるべきである。また ヒト組織由来の試料の研究

についても，試料の提供者の扱いが倫理的であるべき

である。中絶胎児からの幹細胞の培養も，開発を続行

すべきかについて広く論議を尽くさないうちに先行し

ている。少なくとも生命倫理学の中で取り上げて皆が

検討を加え態度決定をすべき問題なのである。

本学「生命倫理学」クラスの概要

本学生命倫理学は 大ざっぱに以上のような三分野

を対象としている。いわゆる医療倫理学は第一の分野

のみを扱うが，実験研究の倫理も同様に無縁ではない

ので，本学の生命倫理学のクラスにとっても重要な項

目となっている。そして 第三の分野の細胞レベルの

研究も考察する。これらの三分野は交錯する側面をも

っ。三分野を順序よく扱うのではなく，本学の状況と

需要にあわせて，本年度の講義順序をつぎの通りとし

た1)。

1. 現代医療倫理原理

2. インフォームド・コンセント患者の権利

3. 臨床のディレンマ事例

4. 情報公開 カルテの開示

5. 医による危害医療過誤薬害エイズ

6. 実験研究の倫理 フラシーボの使用 ヘルシン

キ宣言

7. 倫理委員会 医療専門職倫理綱領チーム医療

の倫理

8. 優生思想、 クローン人間 未来社会の人間

9. 生殖操作体外授精代理出産

10. ヒトゲノム解析 遺伝子診断遺伝子治療

11.死の判定脳死臓器移植

12. 安楽死尊厳死事前の指示医師需助自殺

13. ターミナルケア緩和ケア ホスピス

これらのクラスでは 対象領域にどのような倫理的

問題があるか，問題にはどんな解決法があるか，等を

提示し，公共政策による規制や指針があれば紹介する。

倫理的問題には唯一最善の解決策はないとしばしば言

われる。しかし，倫理的解決には何でもあり，なので

はなく，少なくともにを守ることは基本線になって

いる。 IC原理の歴史的背景には， ドイツの哲学者カ

ントによる人格の尊厳と自律の尊重の主張があり，一

方ナチスの医療者による人体実験と安楽死と大量虐殺

を裁いた「ニュールンベルク医者たちの法廷」の中で

生まれたニュールンベルク綱領がある。米国の法廷で，

IC法原則が確立したのもこの綱領が下敷きになって

いた。すなわち，どんな医療行為も患者の同意に基づ

いて行われるべきであり，同意は必要・十分な情報を

受け，それを理解した上で与えるのでなければ無意味

である，との基本了解が確認されたのである。もっと

も裁判所は，説明を受けて同意のサインをしたかどう

かという，いわば1回限りのICイベントモデルを採用

しているのであり，情報を十分理解じて自発的同意を

行ったかどうかには関心をもっているわけではない。

この後者の立場はICプロセスモデルとも呼ばれるが，

これは医療者・患者間の十分な対話と質疑応答のプロ

セスが必要であるとする主張に基づく。医療者と患者

がこの関係を確立できれば，双方とも，透明で正直な

情報交換と不確実な結果への責任の共有に至るのであ

る。本学5学科が養成する医療専門職はすべてこのIC

原理をよく理解して実践してもらいたいと切望してい

る。

本学の生命倫理学のクラスは3年次に開講しており，

今年は2年目である。短大時代には 倫理学のクラス

で生命倫理学も扱っていた。現行カリキュラムでは，

放射線学科と作業療法学科で必修科目としている。

2003 (平成15)年度前期の生命倫理学は最終的な受

講者総数90名，内訳は，看護学科28名，放射線学科

23名，理学療法学科5名，作業療法学科30名それに

聴講1名，高大連携による高校生3名であった。

授業の進め方は，パワーポイントによる講義を主体

としている。グループ討論を組み込むことも考えられ

るが，教室の座席の状況などから難しい。グループ討

論は，以前に短大1年次生に行っていた倫理学のクラ

スで何度か試みたことがある。その頃は， 5学科の学

生をつり合いよくグループに配置しても，きらいな人

と一緒になったとして討論参加を忌避する学生がいた。

受講者が3年生となると そのような問題は生じなく

なる。討論や対話の積極的参加者は，ただ情報の受け

手に終わるのではなく 受けた情報を即刻処理して反

応しなくてはならない。自分の意見の見直しを迫られ

ることもあり，また自分の意見の理由をきちんと説明

できれば，他の参加者に納得して受け入れてもらえる
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かもしれない。ものの見方/考え方の弁証法的発展を

経験することもある。グループ討論の効用は捨てがた

く，教育的には今でも積極的に取り入れたい形式であ

る。

またディベートを導入することもよい教育的効果を

もたらすだろう。これは 対立する考え方をぶつけあ

って，最終的に他の参加者たちに是非の判断を委ねる

形式であるが，ある程度脚本に基づいて進行するので，

よい脚本作りが重要である。ディベートで擁護/反論

すべき意見は必ずしも自分自身の意見とは限らず，反

対の意見を陳述/弁論する役割に割り当てられること

がある。その過程で学生たちはどんな意見にも何らか

の考慮すべき理由があることを学ぶ。因に数年前に私

は広島大学医学部医学科の生命倫理のクラスでディベ

ートを提案したことがある。題材を実際に起こった名

古屋日赤第2病院の医療訴訟裁判事件から取ったため，

学生たちはディベートを模擬裁判に仕立て上げた。彼

らは法学部の先生に助言を求めるなどの準備を行い，

しっかりしたシナリオを作った。最後に会場のクラス

メートたちに陪審員になってもらい，票決の結果を裁

判長が判決の形にした。実際の事件の最高裁の判決は

原告敗訴だったが この学生裁判では原告勝訴となっ

た。こうしてディベートや模擬裁判の準備の過程も，

学びの場となる。本学でも機会があれば取り入れたい

方法である。

授業中に，時にはマイクを回して学生の意見を聞く

こともあるが，短時間に多くの意見を聞き，発展させ

ることは難しく，また諸般の事情でグループ討論もデ

ィベートもできない。そこで，昨年と同じく今年も，

毎回出欠をとるのをかねてB5用紙で質問に答えても

らうことにした。生命倫理の諸問題を3年生と一緒に

考えるのには大きな利点がある。短大1年生対象のク

ラスでは，表現力に乏しくほとんど何も書けない学生

もいたものだが， 3年生になると全く違う。彼らはす

でに初期的な臨床実習を経験した人たちなので，書く

ものに一段と成長ぶりが見られる。中には専門職とし

て臨床経験のある編入学生もいる。彼らのコメントは

多くの場合，経験に基づく貴重な提言になっており，

皆と共有する価値がある。倫理的問題についてのコメ

ントには当然多様な考え方が表明される。彼らの意見

を抜粋してA4版2ページ程度のコメント集を作り，

それを次回のクラスの配付物として配る。選択の基準

は設問に対して答えているかどうか，クラスメートと

共有すべき内容になっているかどうか，であるが，各

学科から最低いくつかを採用し，学科]11買，名簿順に並

べたので，賛否両論の分類に従ってはいない。時に，

ある学科の多くの成員が優れたコメントを出すことが

ある。その時は，学科別採用コメント数に違いが生ず

る。それらのコメントに対しては教師が口頭でコメン

トすることもある。とくに学生に読むことを勧めるコ

メントもある。しかし多くの場合 教師個人の考えは

述べないで，どう判断すべきかを学生の自主性に委ね

る。熱心な学生は丁寧に読んでその感想を次の機会に

書き記す。そこで 次節でいくつかの生命倫理上の問

いに対する学生たちの反応を紹介する。ここではスペ

ースの関係上，上記の配慮を無視して，この場に適切

なコメントのみを掲載することにした。

111 学生たちの反応

rインフォームド・コンセントに反すると恩われ

る事例に出会ったことがありますか。」

一一日本人の性格，気質や病院体制から来ているのか，

まだ日本ではICは浸透していないと思う。私が以前

勤務していた病院においても消化器のがんの患者には

「がんに近い細胞があるので治療が必要」という説明

が多くなされていた。家族へは真実を告げられていた

が，本人に告知するかしないか決定するのは「家族」

であるということも家族にとって重い負担になってい

ただろうと思う。名古屋の事件については，患者が看

護師であり，自己判断で旅行に行ってしまったが，胆

のうがんの疑いがあるといった時点できちんと説明し，

旅行などは控え，入院を勧める必要があったというこ

とで，原告は勝つ可能性が出てくると考えた。(看)

一一三原のK病院で眼底検査を受けた時，説明を受け

る前に目薬をさされたので，瞳孔が聞き，前がほとん

ど、見えなかったのに，説明書を読まされ，サインをと

言われた。説明書が読めないのに，どうやって読むの

か，腹がたつた。検査が終わって目が見えないままで，

自転車で帰る途中，車に2回ぶつかりそうになった。

検査を受ける前の説明でないと意味がない。前もって

全部知らされていたら，スケジ、ユールや交通手段を考

えたのに。いい加減だなと思う。でもいい反面教師に

なったなと今は思う。(看)

一一病院で正しいICが本当に行われているか否かは

疑問が残る。実習で言葉が直接的すぎるのではないか

と思う場面もあった。麻痩が残る患者に対し治ら

ないことは保証しますから」という言い方を聞いた時

である。自分のことについての情報は与えられるべき

だが，患者の気持ちを無視して言ってもよいというも

のではない。(看)

一一ーがん告知の方法は その人に一番合った方法を選

択するべきだと思う。やりたいことがあるのに治療を

続けられ，できずに亡くなる人がたくさんいるのでは

ないか。がんではなく，風邪などの治療についてはほ

とんどICが行われていないのでは と思う。 rかぜ

ですねえ。点滴しときましょう。薬はこれです」と何

も聞かないまま，さっさと診察が終わる。これはIC
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ができていないということではないだろうか。薬を勝

手に変えられたり，勝手に採血されたり。大病院での

大きな病気や治療はともかく 私たちが普段通う個人

病院などではICは行われていないのではないかと思う。

(看)

一一ICが掲げられていても実際に十分な説明を受け

ているとは言えない。医師が言うのだから，そうなの

だろうと思ってしまうし 私自身も詳しく説明をして

ほしいと言ってはいないと思う。 ICはもっと一人一

人がしっかりと意思をもっ必要がある。一つの方法だ

けでなく他にどんな方法があるかまで提示してもらえ

たらなおょいとは思うが，そこまでは出来ないと思う

ので，まず患者側がもっと変わる必要があるのではな

いか。(看)

一一高齢の患者さん，あるいは古い医者などは，まだ

「医者の言う通りにしていればいいんだ」という考え

が根づいているように思う。(実際に私の知りあいの

医者は，いまでもそのように，思っており，なぜ患者に

説明なんかしなければならないのか，どうせ分からな

いくせに，などとうそぶいていた。)私はICは必ず

行われるべきであると思う。自分が急性喉頭炎で入院

した時，声が全く失われたなかで，いつまでこのよう

な状態が続くのか，今使っている点滴は効を奏してい

るのか，経過は，など数々の疑問を投げかけたが(筆

談で) .医師はメモを見ず，さっさと次の患者の方に

行ってしまった。自分の体のことなのにどうして何も

知らされないのか，本当に歯がゆく，悔しい気持ちで

一杯だ、った。看護師も分からないらしく，何一つ教え

られなかった。私は患者には決してこのような思いを

させたくない。患者が知りたいと思っている情報があ

れば自分の分からないことは医師に聞いたり，調べた

りして，患者に分かりやすい言葉で伝えて上げたいと

思う。(看)

一一最近ではドクハラという言葉もあるように，医師

と患者の問に上下関係が成立してしまっていて，その

関係が改善されない限り ICは浸透しないと思う。

患者から積極的に説明を求めることも大切だが，やは

り知識的に差があるので 医師の方から積極的に説明

することが必要だと思う。(放)

一一将来私は診療放射線技師として，検査の目的，効

果，危険性などを必要・可能な限り，説明していきた

い。 ICは医師と患者(対象者)の問のみの問題では

なく，医療従事者と一般の人々の問の問題だ。(放)

一一末期がん患者等の場合，ただただ絶望だけを与え

るような告知はやみくもに行うべきではない。広大病

院ではがんの告知をする前に，科によっては受診の前

に，がんの告知をしてほしいかどうかのアンケートを

取っている。患者が告知を望むのであればICを実施し，

患者と共にがんと闘うのがベストである。(放)

一一医師にとっては大したことない軽い病気でも診察

を受けにくる患者は不安で仕方ない。その不安を完全

に取り除いて帰れるくらい，十分に説明し，患者の質

問にも丁寧に答えるべきだ、と思う。説明では確実に利

点と欠点を伝えて患者に沢山の選択肢を用意してあげ

たい。(理)

一一告知で一番必要なことは選択肢を与えることだ。

同じ予後であってもその送り方は様々である。できる

だけ多くの選択肢を与えられ これからどう生きるの

かを選ぶことで気持ちが強くなる。 r合う薬がなくな

った」と言われたとたんに悪化することがある。この

セリフで医師はさじを投げたことになる。医師として

最低だ。(作)

一一私が病院に行った時，数種類の薬が処方されたが，

こちらから説明を求めなければ，どれが何の薬なのか

という説明がなかった。本来なら患者に聞かれる前に

医師自ら説明しなければならないはずだ。手術のよう

なリスクはなくとも説明がいらないということはない。

(作)

一一病院では患者と医者の立場・関係がはっきりして

いない。患者のなかには医師のやることは絶対で口答

えできないと J思っている人もいるし，医師もごうまん

な人もいればそうでない人もいる。 r患者様」などと

いわなければならない病院体制はおかしい。患者の権

利は病院側に与えられた権利ではなく，もっと患者の

ものにしてゆくべきだ、。(作)

2 rあなたが将来就職する予定の専門職種の業務に

予想される医療事故とその予防法について」

一一 1)効果のある医療事故防止策(ルール，モノ，

手順の改善，スタッフの増員，教育，など)を見極め

て取り入れること。下手をすれば，現場のスタッフに

とって「お仕着せ」とか「仕事が増えさせられた」と

思われてしまう。 rその対策は効果があるのか」とい

う研究や議論も必要だ。 2)医療スタッフの雰囲気の

良さ。お互いに質問できる，ものが言える，ものが頼

める関係が大切だ。ぎすぎすした関係はストレスやミ

スを生む。 3) 医療に主体的な患者になること。それ

を支える第三者機関があること。自分が患者になった

とき，上手に質問し 意見を出し 一緒に事故を防く二

困ったことや分からない所を中立的な立場から見解を

出してくれたり支えたりする組織があったらいい。(看)

一一病院側はきちんとカルテ開示(電子カルテを導入

して改ざんできないように)をして，患者や家族が，

自分たちが受けている治療 看護の内容を把握できる

ように，治療方針を共に決定していけるようなにが

なされなければならない。労働条件が劣悪であると睡

眠不足や過酷な勤務態勢を引き起こし，医療者自身の

心身状態の不安定をもたらすので，医療者が働きやす
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い環境を作ってゆくことも必要だ。万が一，医療過誤

を起こした場合，決して隠ぺいせず公表し，原因究明

をし， 2度と事故が起こらないように対策を立て実践

していかなければならない。(看)

一一医療従事者の勤務体制を余裕のあるものにするこ

とだ。人員を増やし，患者一人一人にかけられる時間

を増やす。少人数で多くの患者を受け持つのは，異常

の見逃しを起こす原因となる。また， 24時間勤務に

近い医師がいるが，そのような無理や勤務では医師の

診断ミスも起こりうる。(看)

一一一番大切なのは患者の確認だ。先日，専門の授業

で妊娠継続するはずの妊婦が間違えて中絶手術をされ

たという事故が実際にあったときいた。産婦人科では

内診の際，医師と患者の聞はカーテンで隔てられる。

そのため， しっかりと確認していなければ分からない。

だから，何度もしつこいくらい名前を確認することが

必要である。手術でも同様で，布をかぶせてしまうと，

なかなか顔の確認ができない。うっかりで済まされる

ことではない。薬剤投与についても言えることだ。(看)

一一チーム内でのコミュニケーションを徹底すること

だと思う。あいまいなことは適当に返事をせず，納得

いくまで開くべきだ、。復唱することも大切だ。 i'"'-"で

す。 i'"'-"ですね。了解です。」と言うふうに。(看)

一一国家試験に合格したら一生ものということを廃止

すべきだ。免許の更新の制度を取り入れるべきだ。ま

た医療事故の罰則を厳しく(例えば事故を起こしたら

免許取り消し)することで，今以上に，医療従事者は

医療行為を身を引き締めて行うであろう。(放)

一一どうも似たような医療過誤 事故が多いようだ。

全国の病院一つ一つが，各病院で起きてしまった過誤，

事故を「他病院で、の出来事」と思うのではなく，もっ

と親身になって受け止め 同じ医療従事者として反省

すれば，少なくとも「同じ事故Jは防げるはずだ。起

きてしまった事故に対しては二度と起こらないように

するためにはどうしたらよいか考え，その都度防止マ

ニュアルを作り，一つ一つ危険の芽を潰して行くこと

が大切だ。それでもやはり 人を死に至らしめるよう

な事故は起きてはならない。医療従事者 1人1人の「責

任感」が問題になってくる。医療を目指した初心を忘

れず，自分たちが向き合っているのは常に「人の命」

なのだという自覚をしっかり持ち チーム医療を行う

ことが，一番の事故防止につながる。(放)

一一最も重要なのは，複数人で医療行為を行うことだ。

うっかりミスや不注意等医療過誤や事故の原因の多く

は1人やもしくは余りに少人数のスタッフしか関与し

ていなかったためであることが多い。また他人と行動

することによって，よい意味でお互いを監視し，アク

シデントをインシデントに もしくはインシデントも

起こらないようにできる。病院経営の面からは増員は

難しいかもしれないが，医療事故を防ぐために，人員

の確保は最優先されるべきだろう。また医療過誤や事

故を監視する第三者機関の設置や内部告発者の保護な

どのソフト面の整備も重要だ、ろう。(放)

一一医療従事者の管理 確認だと思う。患者とコミュ

ニケーションをよくはかり 名前と顔をしっかり覚え

る。手術だけでなく，様々な処置の前に，患者の確認，

処置内容の確認を 2人以上で行う。医療従事者の不注

意からの事故を防ぐには 病院側が職員の疲れをため

させないようにする。精神的怠慢が起こらないように，

カンファレンス時やその場を用いて緊張感や責任感が

切れないようにする。(理)

一一すべての医療従事者が 自分がどのくらい責任の

ある仕事をやっているのかを自覚すること。いばって

いたり，ただ仕事をこなすのに必死だ、ったり，機械的

に動いている人がいる ということが過誤や事故の一

つの原因になっている。 i自分は人の命に関わってい

るのだJという自覚と責任感を持たないといけないと

思う。(理)

一一医療提供者側が患者側に細かい状況説明を行う義

務を定めるとょいと思う。患者と家族が常に状況を把

握した状態で治療をすすめていくことが望ましい。医

療関係者内での情報交換も積極的に行うべきである。

(作)

一一一まず医療スタッフは担当したクライエントに関す

る全ての情報を的確に知っておく必要がある。そのた

めには全医療スタッフが同じカルテを使用し，自由に

意見や疑問の表明ができる定期的なカンファレンスを

開くようにする。次に医療スタッフは常に自分の力量

を知っていなければならない。自分の力量を上回る行

為を行うことは，医療事故発生のリスクを上昇させる。

もし自分の力量を上回ることを要求された場合は，他

のスタッフの指導を受けながら行う等の措置を取る必

要がある。最後に医療スタッフの休暇を保証すること

である。人は疲れていない時よりも疲れている時の方

がミスをしやすい。特に看護師は交代勤務で身体のリ

ズムがくずれやすく 疲労がたまりやすいと思われる。

これがせめて日勤だけ，夜勤だけという規則的な勤務

形態であれば，医療スタッフの身体状況は改善すると

思われる。(作)

一一最近「イレッサ」という薬の効力ばかりを説明し，

副作用のJ情報を与えなかったことが話題に上がった。

もう治らないと言われた人にはこの薬は貴重な存在だ

った。しかし，希望だけ与えて，治療選択させるのは，

医療者側が患者を誘導しているようなものだ。起こり

うることを全て話し，その上で患者が熟考し，選んだ

方法ならば，たとえ，悪い方向にいったとしても，患

者や家族が訴えをおこすようなことをしないだろう。

徹底したICもまた重要だ。(作)
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3 r患者へのフ。ラシーボ投与や，ブラシーボ対照試

験はインフォームド・コンセントと両立できるでし

ょうかJ

一一以前勤務していた病院では，夜間眠れないという

患者さんや瀕回に痛みを訴える患者さんに対し，主治

医からまずプラシーボ(乳糖)，無効なら軽い効

果の安定剤，鎮痛剤， Jといった指示があり，そ

の通りに患者さんに渡していた。確かにその時は患者

さんの中には心理的に落ち着いて少し眠れたり，痛み

が和らいだりしたこともあったが，患者さんに正直な

ことを話して接していなかったのだと反省させられる。

症状がどんなに心理的な要因によるものであっても，

ブラシーボを使用する前にもっと患者さんの話しをよ

く聞くことで解決できることもある。今回，実験研究

で無作為に割り当てられた対照群に与えられるものも

プラシーボとよぶことがわかった。しかし，全く効果

のないものを使ってわずかに効果があったとしてもそ

の人たちは明らかに治療を受けた人よりも回復に時間

がかかるだろうし，説明もされない治療であるなら，

患者さんが参加する医療(IC) とはかけ離れている

ものであり，治験を受ける人にはきちんと説明(副作

用についても)されるべきものだ、と d思った。(看)

一一治療法のない病気の治療の対照研究においては，

根拠に基づいた医療 (EBM) を行えることで，意味

があるのかもしれない。確かにEBMは大切だし，医

療の不確実性はありながらも，今現在における「確か

らしい」方法で治療してほしい。しかし，ある意味で

「比較対照」という証明方法しか持ちえていないこと

は，人間の文明の未熟さなのかも知れない， (他の方

法はないのかと問い続けることが必要だ。)また，暗

示的効果の方のブラシーボの意義は「患者との消極的

トラブル回避方法」と言えるかもしれない。つまり，

薬をねだる患者に，薬の過量のよくない点などの話を

して，気持を抑えてもらう，ねだる根本理由の解決等，

医療者が本来担うべき努力を払わなくてすむ，という

訳だ。また，今回聞いた「うつ病患者への効果」に驚

いた。しかし，精神科の(うつではない)患者さんが

頭痛薬をねだるため「砂糖粒」のプラシーボを使用さ

れ，私に「飲んだのによくならない」と痛そうな顔を

して言っていたのが心に残っている。(看)

一一プラシーボを使用することで薬の有効性を知るこ

とができる。また本来薬が必要でない人にまで薬を与

えてしまうことをなくすことができる。ただ，知らな

いうちに勝手にプラシーボが使用されるのは，私はイ

ヤだ。医者を信じているからこそなのにと，医者への

不信感が募りそうだ。(看)

一一うつ病などの精神的な病気の人にはプラシーボは

大変効果がある。そうでない疾患の人に対しては，プ

ラシーボを投与するよりも「あなたは薬に頼らなくて

も回復できるんですよ」ということを伝え元気づける

方法の方がよいのではないか。偽薬の値段は一体いく

らで，薬の代金の請求をしているのかも疑わしい。砂

糖粒や生理食塩水なのに高い代金を請求してはいない

だろうか。(放)

一一人間ほど思い込みに弱い生物はいないであろう。

沸騰した湯の前に被検者を座らせ， 目隠しをした後，

隠し持っていた水を被験体にかけると，湯がかかった

と思いあつい!Jと言うらしい。場合によっては，

火傷を起こすことすらある。思い込むことにより，物

理的には起こるはずのない身体反応が起こるのである。

そのため薬理作用のない偽薬を与えるだけでも，効果

が現れる患者もいる。ならば 自己治癒力を引き上げ

るために，プラシーボ効果を期待したブラシーボ投薬

もよいことだと考えられる。ただし，明らかにプラシ

ーボの投薬だけでは現状の維持回復が見込めない患者

に対して行うのは賛成できない。あくまで患者にとっ

て明らかに有益だと考えられる以外のプラシーボ使用

はするべきではない。(放)

一一自分自身が何かの病気にかかって医療に頼るハメ

になった時に，自分に投与されている薬剤がプラシー

ボだ、と知ったらやはりいやな気分になるだろう。自分

は身体のことが不安でたまらなくまさにワラにもすが

る，思いで医療に頼っているにもかかわらず，医療は自

分のことを「実験体」と見なしている。こんなにひど

いことはない。しかしまた一方で新薬の開発などプラ

シーボの必要性が高いことも確かである。医療向上と

引き換えに医療不信を強めるという難しいディレンマ

のようなものがこの問題には存在する。取りあえず今

ブラシーボはその意義を理解したボランティアにのみ

限定して用い，まず医療に対する信頼感を高めること

に専念すべきである。(理)

一一薬や治療の効果を他の条件の作用などを除いて正

確に確かめることが可能となる。ただICもなしに無

治療群に当たってしまった人は損をするかもしれない

からどっちに当たるか分からないですけどいいで

すか」と聞くくらいの選択の幅はあってもいい。 r頭
がよくなる」効能があるといわれるガムの実験に参加

したことがあって，私は何もしない群に振分けられた。

後で聞くと効能のあるガム今までのガム何

もしない」の 3群だったらしい。ちょっと損した気分

だ、った。何の実験かも分からなかったし，実験中は何

も分からなかったが 後で聞かされるのはあまりいい

気分ではないなとd思った。これがただのガムだ、ったか

らよかったものの 病気の治療だ、ったらとんでもない

ことだと思う。実験では「未来の患者のためJという

ことで行われているが，今日の前にいるのは，誰なの

か，治療を必要とした患者ではないのか。(作)
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4 r受精卵の着床前診断の是非」

一一受精卵の時点で異常がないかどうかを調べるには

多量の薬剤を使うため副作用が出る可能性があり，危

険である。自分のこととして考えた場合，胎児として

形に見えているよりは受精卵の時点で異常が分かつて

しまった場合，障害を残す子どもを果たして育ててい

けるのか心配だし，不安が強い。しかし，障害をもっ

ていても 1人の人間として認め 育てていく義務が母

親としての自分にはあるのだと考え直すだろう。その

ためにも障害をもっ子どもを育てていける環境や社会

を作ることが不可欠であると考える。私の友人でも出

生前診断を紹介され，羊水検査を受け，異常を指摘さ

れて中絶した人もいるし，検査を勧められても受けな

かった人もいる。母親になる女性の「自分の子どもと

して守って大切に育ててゆく」という思いの強さと，

社会や周囲のサポートが十分になければ，障害者に対

する偏見はこれからも生まれるであろうし，生命の誕

生というすばらしいことに対し，おびえたり不安にな

る人も減らないのではないか。(看)

一一病気や障害を調べられ 命が無くされる事実には

やはり違和感を強く感じる。しかも検査はいつの間に

か産科において当たり前の「流れ」の中に組み込まれ

ているようだ。妊婦たちは「まあ 安心するために受

けるか」とある種の希望をもって受けているようだ。

「安心」ではない場合にどうするかを決めて受けてい

る人は少ないとしたら出生前診断は何なのだろう。安

心のためのイメージではなく 中絶する子どもが死ぬ

可能性があるのだということを主に考えられるように，

親も周りも検査のことを評価しないといけない。育児

や妊娠の雑誌を見ていて，あることに気づき，恐ろし

くなった。障害をもった子どもと母親の写真が一枚も

ない。楽しそうに「健常児」と呼ばれる子どもたちが

「赤ちゃんのいる楽しい生活」といったイメージで載

っている。私はこの学校に入って障害を持つ人と接す

る機会を得てはじめて 自分の感性や価値観が培われ

たように思う。(看)

一一着床前診断では，本来なら自然な形での受精から

妊娠という経過に人工的に人間の手が加えられる。将

来，子に影響が出てくるかどうかもわからない。副作

用も強く，母体の安全性も確立されていない。現在，

医療が進歩し，本来ならば存在しないはずの生命でさ

え科学の力で存在するようになった。子どもがほしく

てたまらない人にとってはよい診断になることもある

が，現代の科学の進歩は本当にそういう人のために開

発していないようだ。行き着く所はどこなのかを楽し

んでいるようにさえ私は感じる。着床前診断もその他

の遺伝子操作も将来のことを考えず行っており，何の

ために行われているのか疑問だ。(看)

一一以前，母性看護の授業で，韓国の助産師さんの話

を聞いた。韓国では男尊女卑がひどく，産む前に男か

女かが分かつて女の子であれば，中絶させられるため，

今は病院では分かつても言わないそうだ。韓国では男

性の数が多く，男女比がおかしくなっていると聞いた。

着床前診断も出生前診断も，人間の生態系にいつか影

響が出てくるのではないか。女性は適齢期になれば，

結婚し，子どもを産むという役割が当たり前になって

いるが，女性は子を産む役割・機能を自分で決める権

利があるはずだ、と考える。(看)

一一着床前診断は生命を操作することになり，優生思

想、に基づくものではないのか。排卵誘発剤の副作用や

中絶など女性ばかりが負担を負っている。男性は女性

や生まれてくる生命を操作する側ではないのか。そも

そも着床前診断が行われるというのは，生まれる前に

障害児かどうかを調べなければならないという社会が

背景にある。障害のある子は産みたくないと思わせて

いる社会に問題がある。(看)

一一命を操作する時代になってしまった。ここでは科

学者同士が技術アップを競いあっているだけなのか。

男と女から人間が誕生し，成長し，結婚し，妊娠し，

出産する過程が当たり前と思っている社会が産むこと

のできない女性を「かわいそうな」人とし，ビジネス

に発展させた。着床前診断は必要でない診断だ。そこ

まで命を操作する権利は誰にも存在しない。(看)

一一障害者を生まないためには効果的な診断だ。現在

日本でも障害者のためのやさしい町や社会的地位は悲

しいかな存在しない。母にとって障害児は欲しくない

と考えるのは普通であり 責めてはならない。障害者

についてもっと理解し母となる人にもカウンセリング

できる体制を整える必要がある。医療は進歩し続ける

が，その技術を扱う人の精神の向上が最も必要なこと

だ。(放)

一一選択肢のーっとしてあってもよい。とくに遺伝性

疾患の人が子どもを生むとき一番に考えることが，遺

伝的影響だろう。遺伝的影響がない人でも多くの人は

遺伝子障害がないように望んでいると思う。しかしこ

の診断を行う上での副作用などの説明は十分にされね

ばならない。(放)

一一この診断を行うことは自分の子どもを選ぶことに

なり，受精卵ではあるが，子どもが非常に不倒である。

私はどのような子どもであっても大切に育てるつもり

である。(放)

一一理想論を言えば，全ての夫婦が生まれてきた子ど

もをありのままに受け入れる社会であってほしい。そ

れがもっとも自然の摂理にあっている。しかし現実に

は女性の「産む権利産まない権利」を国が認めな

いということは人権を考えると不可能のように思える。

またすでに障害をもった子どもがいる夫婦が 2人目の

子どもができた場合に着床前診断を行うことはそんな
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に責められることではない。障害をもった子が生活し

やすい社会，親が障害を持った子を育てやすい社会を

築いていくことが重要だ。(理)

一一親の勝手な考えで新しい命の将来を(生かすか殺

すか)決めてよいのか。障害児を産んだ母親を受け入

れてくれない，受け入れることができない社会の問題

が大きい。本来あるべき姿(体外受精などでなく)で

産まれてきた命が，障害をもっていようといまいと，

あるがままの姿を当たり前として受け入れてくれる社

会の体制が必要だ。(作)

一一障害をもった子どもを出産した女性で第2子目を

出産する際，出生前診断をしなかったということを聞

いたことがある。その理由は自分がお腹を痛めて産ん

だ子どもでもう 1人このような子がいても面白いと思

ったからだという。(作)

一一一「障害は不幸ではない，不便なだけであるJとい

う言葉があるが，その言葉の意味をもっと考えていき

たい。みんなにも考えてほしい。(作)

5 r移植医療の現状をどう考えますかJ

一一私は臓器移植ができるようになってすぐの時から，

ドナーカードを持っている。どうせ脳死の状態になっ

て死ぬなら何か役に立ちたいと思い，役にたてないの

はもったいないと d思ったからである。今思えば倫理的

な争点を熟知していなかったため骨髄移植と同じよう

な感覚で参加しているのだと気づいた。善意を前面に

出して人々が動かされて 移植はいつのまにか当たり

前の治療法になっている。しかしドナー側が善意に満

ちていても，クラスで、扱った「ドナーの重い負担実感」

のように， レシピエント側の気持ちもある。お互いを

よく知る夫婦であり， しかも生体での移植であったか

ら心理的負担が大きかったのかもしれない。しかし，

脳死の場合でもレシピエント側の苦悩，罪障感，人を

死へ追いやったのではないかという不安もあるはずだ、

と気づけた。そのあたりを解決して心理的に心のそこ

から元気になるために，どうすればいいのか，病気，

治療，健康，生死と人の心について議論する必要があ

ると感じた。(看)

一一人体組織の移植が本人の同意なしで行なわれてい

て，臓器移植法の対象となっていない。臓器と同じよ

うに，皮膚や骨などもきちんと同意して移植が行なわ

れるべきだ。必要なのは家族の同意ではなく本人の同

意である。(看)

一一臓器移植の時だけ「脳死」という言葉が使われる

のはおかしな話だ。また生前に意思が明示してあって

も家族の同意がないと移植が行なわれないのもおかし

い。本人の意思はどこに追いやられてしまうのか。折

角の意思表示が無意味になってしまうのではないのか。

たとえ死んでも人権はある。日本の脳死や移植では提

供する側もされる側も十分に人権尊重がされていると

は思えない。(看)

一一私自身は移植を受けるのはいやだが，移植によっ

て幼い我が子が助かると考える母親や家族の気持ちは

よく分かる。脳死患者からの臓器移植について本人が

脳死になる前に提供の意思表示をしていたら構わない

と思う。しかし，無脳症児からの臓器摘出など論外だ。

絶対にあってはならない。(看)

一一私は脳死は人の死ではないと考えている。私の父

はくも膜下出血で亡くなった。死までの3日間，人工

呼吸器をつけていたが，あたたかさを感じたし，生き

ていると思った。その父から臓器を取り出すなんて考

えただけでも嫌である。すべてが本人の意思次第だと

思うが，私は家族が脳死になって臓器移植をするなん

て考えたくもない。前に家族でこのことについて話し

たことがあるが，私が生きている家族の臓器を誰かに

提供するのが嫌なように，家族も嫌だし悲しいと言っ

ていた。だから私はドナーカードは書かないと思う。

(看)

一一移植は本人の同意でのみ行なわれるべきだ。本人

の意思を家族が推定するのは本人が決定したとはいえ

ない。自民党中心の見直し案では拒否していない限り，

家族の同意のみで提供できる。しかし，気質死ではな

く機能死を脳死としている以上 本人が自分の死をど

こで決定するのか決めるべきだと思う。(放)

一一臓器移植は倫理的に問題があると思う。人肉を経

口で食したら罰を受ける。しかし臓器を手術で体内に

取り込むことは医療である。他人の細胞を体内に取り

込むという点では同じなのに，移植は倫理的に大問題

である。しかし現状ではもはや不可欠な医療方法であ

り，多くの人が望んでいる事実がある。脳死判定を受

けてからの臓器移植のメリットは大きい。移植で多く

の人が助かっている。しかし，提供する人の人権，意

思も重視する必要がある。(放)

一一この前，幼児の臓器移植のドナーについてのテレ

ビ番組をみた。私は脳死は脳全体が死んでおり人工呼

吸をつけた状態でもそんなに長くはもたないので，臓

器移植も認められると考えて 自分でも臓器提供カー

ドをもっていた。しかし，その番組をみて，もし将来

自分で生んだ子どもが脳死状態になったとき素直に臓

器を提供できるだろうか と考えてしまった。あらた

めて臓器移植は極めて難しい問題だと実感した。(放)

一一自分の子どもが脳死になったら，臓器移植に賛成

するつもりだ。何故なら子どもの一部が生き続けるこ

とができるのだから。小児の臓器提供を規定する法律

が出来ることを望む。ただ，ある医師が言っていた「移

植は医療の敗北だ」という言葉が心に残る。もし移植

に取って代わるほど再生医療が発達すれば移植を待つ

こともなくなり，移植医療の現状を改善してくれると
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信じている。(放)

一一祖父が病気になったとき，長くても 1週間，たと

え助かったとしても植物状態と言われた。祖母も父も

植物状態でもいいから助けてほしいと先生にお願いし

た。結局，祖父は 1週間もしないうちに亡くなったが，

発病して4日目で意識がなくなり 自発呼吸も出来な

い状態だ、った。もしかしたらその時脳死だ、ったのかも

しれない。祖父が亡くなったときはまだ法律もできて

いなかったが，たとえできていて祖父が望んだとして

もおそらく祖母は脳死も移植も認めなかっただろう。

息をしているだけでいい，心臓が動いているだけでい

いからと祖父が生きることを望んでいた。私は脳死に

よる臓器提供に同意しているが，母は，今は分かつて

上げられるが，本当にあなたが脳死になったら認めら

れないかもしれない と言った。おそらく祖母と同じ

気持ちなのだろうと思った。自分が希望するようには

ならないかもしれないことを実感し，自分一人の命で

はないのだと考えさせられた。法の改正案では脳死を

一律に人の死とするとあるが まだ早いのではないか

と思い，残された家族の心のケアが重要なことだと感

じた。(放)

一一まず脳死に関して疑問を覚える。心臓が動いてい

て血色もよく出産もできるのに 自発呼吸ができない

から死んでいると決めるのはおかしい。確かに治る見

込みが0%に近いのだろうが 100%死ぬと言い切れる

か。臓器提供のために「脳死=死」という方程式を作

るのはおかしい。どうして心臓死と脳死が存在するの

か。日本では臓器移植が外国よりも盛んではない。理

由として，宗教がからんでいるといわれる。日本の仏

教では死後の世界をかなり重視する傾向がある。足が

ないと「三途の川」が渡れない 目が見えないと死後

の生活に困る，など。さらに死んだ人の体が傷つけら

れるのは「痛そう，かわいそう」という考え方もある。

アメリカ(主にキリスト教)は隣人愛を大切にするの

で，臓器移植も人のため，隣人愛につながるのだろう。

宗教観などを否定できないので，臓器移植の問題点を

見直し，きちんと制定し直して，国民の理解を得てい

くべきだ。最後に 個人の意思のみを尊重すべきだ。

家族も本人の意思を尊重してあげてほしい。(理)

一一日本では，脳死による臓器移植は，本人と本人の

家族両方の同意がなければ施行できない。いくら本人

がドナーカードを持っていても 家族が同意しなけれ

ば施行できない。本人の意思はどこへ行ってしまった

のだろうと疑問だ。書面で 確実に本人の意思が表さ

れている場合には認めてもいいのではないだろうか。

ただ現行のドナーカードは何か安易なものに思える。

骨髄バンクなどは検査し 登録し など慎重な手続

きのようだが，このドナーカードは名前を書けば取り

あえず成立のような感じを受ける。もっと生前の手続

きを細かく行い，本人の意思を強く表せるような方法

を取れないだ、ろうか。(作)

一一ドナーに対するやさしさが足りない。 ドナーは大

変なリスクを負って移植に応ずるのに，単に「優しい

人，勇気のある人」で片づけられている気がする。だ

から， ドナーにならなかった家族は「自分がかわいい

からだ」とか「薄d情だ」とか言われる。移植の問題を

考える時いつも思うのは 人間ってロボットじゃない

んだし部品交換」みたいで気持ち悪いということ

だ。そこまでやる必要があるのか。人は自分に訪れる

困難にどこまで対応できるのか。対応しなければなら

ないのか。受け入れることをしないのか。何か変だ。

(作)

ー一一脳死に関しては余りに結果をだすのが早すぎると

思う。家族は十分に受容できない問に臓器移植の判断

を迫られる。死後時間が経っていない方がドナーとし

て適切なことは分かるが，結論や判断を急ぎすぎる。

(作)

ー一一ドナーカード，家族の同意などが必要とされるこ

とはよいが，現在の脳死判定については疑問が多い。

脳死は医者が「死Jを患者につきつけているようなイ

メージがあり，残された家族や国民にはまだ受け入れ

がたい面がある。脳死は医学的な知識が必要で，脳死

を認められた患者は家族から見ると死んでいるように

は見えない。死を受け入れることは難しい。現代の医

学では死かもしれないが，将来死なずにすむ技術が出

来るかもしれないし，また人工的に本人のDNAで臓

器を作る技術もできるだろうし，脳死臓器移植は余り

賛成できない。(作)

一一私は臓器移植にはどちらかといえば賛成の考えを

もっ。 ドナーカードが一般に知られるようになったこ

ろに私も携帯しようと思い，家族と話をした。両親は

私の臓器を誰かに移植することに賛成してくれなかっ

た。臓器を取りだす時に身体に大きな傷の縫いあとが

できてしまい，それを自分たち(両親)が見ることに

なったら耐えられないから，と言っていた。こう言わ

れてしまったため私は今ドナーカードを持っていない。

しかしドナーカードを持つ人が増えることが移植医療

においてとても大切なことだと思う。臓器が必要な人

たちを助ける機会が増えると同時に，死んでからも自

分の意d思を知ってもらえるからである。また生体肝移

植についてはドナーの精神的ケアを十分に行う必要が

ある。女性がドナーの場合，体に大きな傷跡が残って

しまう，という点からも精神的ダメージが大きく，術

前の不安は誰もが感じるものだ。 ドナーは自分の病気

を治すために手術を受けるわけではないので，もしこ

の手術で何かあったらどうしようと考えるだろう。そ

れに対しても， しっかりとインフォームド・コンセン

トを行うことで不安を軽減するように努めなければな
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らない。(作)

以上学生たちが寄せたコメントを私の視点でまとめ

ることをせずに生の形で紹介したが，この他にも，安

楽死・尊厳死，ホスピス・ターミナルケアなど，クラ

スで扱った主題について書いてもらった。学生に生命

倫理上の諸問題を提示して考えさせることは，将来臨

床上のデ、ィレンマに遭遇した時にある程度の備えにな

るのではないかとの考えにも基づいている。たしかに

アンケートの答えはその時点での学生の意識の表現で

ある。しかし，学生は他の学生の意見を読むことによ

って，先に述べたような思考の弁証法的展開を経験す

ることもあると思われる。このクラスはその変化を追

跡することを目的とはしていない。倫理的問題の解消

は，個別の症例の関連する事情をすべて考慮した上で，

現代社会にふさわしい倫理原理にのっとって行われる

のであるが，よい解消の仕方は当事者の納得や満足で

評価されるのである。

おわりに

このクラスの受講生は総じて真撃に取り組んでいた。

期末のクラス評価では総合的に考えて，この授業

を受講してよかった」の項目では 「強くそう思う

52.3，%，ややそう思う 38.6%，どちらともいえない

9.1%，あまりそう思わないO 全くそう思わないOJ と

いう結果を得た。 r板書， OHP，スライド，プリン

トなどが読みやすかった」との項目は3.7という評価

なので改善の余地が大いにあると自戒している。講師

にとっても，与えるだけでなく学ぶことの多いクラス

である。このクラスは必修科目とすべきか否かは別と

して，今後も3年生を対象にすることが望ましい。そ

して，本学の5学科出身の人たちがチーム医療の現場

で倫理的デ、ィレンマの調停役の役割を担ってほしいと

願っている。
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Bioethics Education at Hiroshima Prefectural College 

of Health Sciences 
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Center for Foundational Arts and Sciences， Hiroshima Prefectural College of Health Sciences 

Abstract 

This is a report on the “Bioethics" class offered to the third-year students at this college since last year. The class is 

intended to orient allied-health students to the ways of dealing with future ethical dilemmas they might face in an 

interdisciplinary clinical team setting， in medical research and in the development of advanced medical technology. 

Students study the ethical principle of informed consent in the early stage of the semester. At the end of each session， they 

are requested to write a comment or an answer to an ethical question the instructor poses. The answers are selected， printed 

and distributed in the next class. This article presents some of the class content and some student responses to ethical 

questlOns. 

Key words: bioethics education， biomedical sciences， informed consent 
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