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アメリカの医療倫理教育から学ぶ

岡本珠代*1 

American ethics education for allied-health professionals 

Tamayo OKAMOTO 

Abstract 

In ethics education for future allied帽 healthprofessionals or "co・medicals"l)we should pay atiention to 

the way it has been conducted in American higher education because of their attempts to introduce to the 

world the ideas of medical ethics suitable for the contemporary clinical scene and to implement them in 

various forms in the regular curriculum. The characteristics of American ethics education can be seen in 1) 

their proposal of the system of ethical principles applicable to today's ethical dilemmas， 2) their appraisal 

of informed consent with the principle of autonomy necessary not only for the recipients of heaIth-care 
services but also for the providers who could possibly confIict with colleagues and care-team members， 

and 3) their pragmatic approach in the emphasis of case studies and open discussions to arrive at possible 

resolution of dilemmas. 

KeyWords medical ethics， ethics education for aIlied-health professionals， informed consent， 

ethical autonomy 
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はじめに

この小論は，過去30年の問にアメリカで生ま

れ発展してきた医療倫理教育の理念と現実を概

観し，あわせて，日本におけるコ・メデイカル

の抱える倫理的問題の所在と解消のための倫理

教育について考察するものである O アメリカに

おける倫理教育は，現代人の倫理的原理やイン

ブオームド・コンセントをはじめとする医療従

事者の倫理を扱うだけでなく，ことばによる説

明やクライエントとの応答における正しいコミュ

ニケーションの重要性，先端医療の現状，医療

行政・経済についての情報，医療資源の分配の

問題，等々の知識も医療専門家の臨床現場での

倫理的意思決定に重要であることを視野に収め

つつ行われている O これらの探究のために，

1995年夏にアメリカにおける文献の蒐集と関係

機関の訪問，関係者との面談を行い，知見を深

めた。

倫理学と医療

倫理学に対する一般的な反応にかんがみ，こ

* 1 作業療法学科

の学問のアポ口ギアを最初に試みたい。倫理学

は伝統的には哲学の一分野であるが，哲学の本

流が存在そのもの，知そのものを扱うのにたい

して，人間の行為や制度の正・不正，善・悪と

いった価値の観念や原理を根拠にさかのぼって

探求・考察し，それらを現実の倫理的問題やディ

レンマの解消のために応用しようとする学問で

ある O すぐれて人文学的な分野であり，科学・

技術の分野からは不必要とみなされがちである

が，人間関係や生きることの意味，自然や人類

の将来についても視野に入れることによって，

普遍的価値の発見や創造を行い，科学の一人歩

きに警告を発し，何をなすべきか，いかに生き

るべきか，について方向性を与えるという役割

をももっ学問といえる O

他の学問分野との関連でいえば，自然や社会

の研究は客観化，普遍化できる要素が大部分を

占めるが，芸術や文学や哲学を含む人文系の学

問は，客観科学のインデックスでは割り切れな

い人間の個の独自性，創造性を問う O とはいえ，

人文系の営みも人間の普遍的な関心を扱い，人
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類が共有できる価値を主題にしているので，文

化圏の違いが排他性を正当化するという文化相

対主義に陥るのを戒める傾向がある o 20世紀の

前半に栄えた実証主義哲学は科学の方法論の研

究をもって哲学の使命としたが，それに対する

反対運動のなかで援用されたのは解釈学や現象

学であった。この動きは社会正義の実現や救済

への関心には結び付かず，文化人類学的な価値

の相対性を強調して倫理に中立であった。これ

を克服しようとする動きのひとつは批判理論と

呼ばれ， 1980年代の社会科学の方法論の有力な

学説になった。この過程で，普遍性と相対性な

いしはモダンとポスト・モダンの二項対立に相

応して，文化的背景としての西洋と東洋の価値

観の違いが強調され，日本ではそれが医療倫理

学の受容の仕方にも関わり，家族の意思を重ん

ずる日本的特殊事情を強調する動きを触発して

いる o

非西洋諸国には，一般に「近代化」に伴う西洋

の知の偏重にたいする反発があり，日本でも和

魂洋才のスローガンが根強く残っている。たし

かに近代化は西洋化と等式ではないのだが，東

洋が歴史的に封建的な人間関係とたて構造の制

度や価値観を温存してきたのにたいして、西洋

がいち早く，民主主義的意思決定の原則を提示

し，科学革命を経て，自然や人間の真実にせま

る努力をかさね，政治や学問の知を著しく発展

させた功績は疑うべくもない。自然や他者を対

象物化せぬ東洋の知は深遠であり，時として癒

しの感情をもたらしてくれるが，人間関係のた

て構造や科学主義や物質主義の弊害に対処する

には普遍的な説得力に欠けるうらみがある O 現

代人の学問はまず，理性的，分析的，批判的で

ある必要があり，哲学や倫理学も例外ではない。

日本的な受容を唱える前に西洋近代が発見した

倫理の原理が人間解放の原理であったことを確

認したし ) 0

その原理を反映する現代医療倫理学がアメリ

カに本格的に登場したのは，ベトナム反戦や公

民権の運動が高まった1960年代であるが，この

学問は，それより少し前， 50年代の後半に起こっ

た一連の医療過誤裁判における患者の自己決定

権を認める判決にたいして，法学者や哲学者が

呼応して発達させたいきさつをもっo この過程

で，インブオームド・コンセントの概念が導入

されたことは，医療における人間関係の革命に

ほかならず，沈黙の医療を打ち破る役割を果た

すことになった 2)。アメリカの大学医学部や医

科大学で生命倫理学や医療倫理学が市民権を獲

得してから久しい。医学のみならず，他の学科

でも職業倫理としてカリキュラムに組み入れて

いるところも多い。また，医学部独自の医療あ

るいは生命倫理研究所をもっ大学は少なからず

あり，医学部のない大学でも倫理研究所のある

ところは少なくない。インディアナ大学に本拠

をもっアメリカ実践職業倫理学会3)の団体メン

バーは，ほとんどが大学附属の倫理研究所であ

るが， 1996年2月現在の会員数は70を越える O

この組織に参加していないが，影響力の強い倫

理研究所も少なからずあると思われる 4)。

ノ¥ーバード大学の倫理プログラムも特筆すべ

きものである O ハーバード大学では， r倫理と

職業プログラムjが1986年に発足し，全学的，

学際的実践倫理に関する研究と講義を行ってお

り，十指に余る学部のすべての中に倫理に関す

るコースを開講するのを助けている 5)。その傘

下にある医学部のプログラムは「医療倫理部門」

という名称でよばれ，臨床倫理講義シリーズ，

教員セミナ一等のプログラムを主催しているが，

プログラム主任の1994年のレポートによると，

これらは，医学部のコースや実習のなかに「統

合 (integrate)Jされている倫理学に加えて提

供されているという 6)。医療倫理が医学部のコー

スのなかに「統合されているjとは「組み込まれ

ているんつまり，すべてのコースのなかでな

んらかの形で生かされ扱われている，という意

味である。これは，医学のみならず，看護や作

業療法の文献の中でも，また倫理教育担当者と

会って倫理をどのようにカリキュラムに取り入

れるかに関して話を聞いた折りにも，しばしば

見聞した表現であった。倫理教育を学問の他の

分野と切り離して考えていないことに注目した

しユ。

つぎに，アメリカの医療倫理教育の内容につ

いて考えてみたい。

倫理の原理とディレンマ

アメリカの医療倫理や生命倫理のクラスで教

科書として使われているのは十指に余り， 700 

ページを越える大部のテキストもあるが，書き

下ろしよりはアンソロジーの形式を持つものが

多い 7)。中絶，人体実験，安楽死などテーマご

とに評判になった論文を集め，編者がコメント

を加える O また違う種類のテキストは，事例の

検討を中心にしている o 法律界で判例法が優先

される国柄にふさわしいというべきか，事例研

究が重視される傾向がみられる o 実際にあった，

あるいは，想像上の事例を検討して，それを倫

理的体系の枠組みのなかで分析し，とるべき行

為の選択肢として正当化されるものを考え出し

ていしという手順を踏む。テキストの多くが，

最初に現代人の依拠すべき倫理原理の体系の検

討を行う O

倫理的あるいは道徳的原理とは，それに基づ

いてひとが他者との関係における行為の選択を

きめる基準であり，倫理的推論の大前提になる
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ものである o うそをつかないとか親切や約束を

守るとか，自然や他者に不必要な物理的な害を

与えないなどは，現代人も含めて古今東西の人

間たちが守ってきた不文律の徳目であり，現代

人にとっては，人間として守るべき義務と表現

されるo しかし，現代社会では伝統的な徳目だ

けを指標にして行為を決定し，判断し，正当化

することはできなし3。というのは，普遍的な人

権や人格の尊重や差別の除去などが，啓蒙され

た人間にとって新たな課題として課せられてい

るからである O

近代になって重要とされるようになった個人

の人権と人格の尊重，平等主義，功利主義，後

世代への責任，などの倫理的原理は，その採択

が他の原理との衝突の問題を生み，政治的意味

も持ちうる O これらの原理は倫理の問題が起こ

るときに，我々が意識して採否するものである

ともいえるし，これらの原理が確認あるいは再

確認されたゆえに，問題の所在が意識されるよ

うになったともいえる O 近代人が見つけた普遍

的な人権の概念は人間の意識を変えたが，この

意識にめざめた人間は歴史的に後戻りをするこ

とはない。たとえ今なお差別が残っていても，

抑圧的な体制が散発しでも，全体として前近代

の状態に戻ることはなく，権利の主張に耳傾け

ないひとも妥協せざるをえないだろう，と考え

られる O

アメリカにおける倫理的問題はディレンマと

名付けられている O ディレンマは二つ以上の選

択肢があり，いずれを選んで、も，よい結果が確

実に約束されているわけではないとき，いずれ

かの原理に基づいて態度を決定しなければなら

ない状況をさす。ディレンマを感ずる状況がな

いに越したことはないが，そのような状況があ

るのに感じないとしたら，倫理的不感症であり，

人間としての良心を欠き，よりよい人間関係の

形成にも無関心であるとみなされる O

直接生死の限界状況に直面する場合の少なく

ない医師や看護職以外の医療専門職でも間接的

にせよひとの生と死につながる局面に関わって

いるので，医療共通の倫理領域があるといえるo

最近の医療・生命倫理のなかで医師やコ・メデイ

カルや患者の家族を悩ませるデイレンマの典型

的な例としては，重度心身障害を持って生まれ

た新生児の治療，宗教的理由で輸血を拒否する

患者への対処，末期癌の告知，植物状態や終末

期にある患者の延命治療や安楽死の問題などが

ある。昔なら優生学的，経済的，政治的，社会

的理由やつごうで簡単に切り捨てられたり，聞

に葬られたりしたものだろう o これらのディレ

ンマは，人権にめざめ，生の意味を考える余裕

をもった現代人にとっての倫理的自律への代償

ともいえるo これらの問題が裁判所や倫理委員
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会の判断にゆだねられることで，医療従事者や

当事者が悩みを回避できることもあるが，すべ

ての問題が裁判や倫理委員会に持ちだされるこ

とはない。医療専門家がひとりの人間として，

職業人として，決断を迫られる場面に遭遇する

こともあるだろう。そのようなとき指童十となる

のは，倫理的原理の体系といわれるものである O

伝統的な医師の行動原理はヒポクラテスの誓

いにもあるパターナリズムであるo これには父

のイメージが強いのにたいして，現代のように

女医や女性ナースや女性療法士が多数存在し，

実際には類似の役割を担う状況では，パターナ

リズムはもはやふさわしい呼称ではないとして，

倫理学者ベンジャミン (MartinBenj amin) と

看護学者カーティス(Joy Curtis) の共著『臨

床看護のディレンマjR)ではこれをぺアレンタ

リズムと呼ぶ。しかし，ここでは混乱をさける

ため，従来通りパターナリズムという呼称を使っ

ておく。東洋的な仁術をほどこす医師は典型的

なパターナリズムの実践者である O 医師は孤独

な意思決定者として沈黙の医療を担い続けた。

パターナリズムはなぜ現代医療の原理として

ふさわしくないのだろうか。もっとも簡単なパ

ターナリズムの説明では，実践者の態度は三つ

の要素すなわち， 1)相手にとって益となるこ

とをすること， 2)相手をよく知っていること，

3 )相手が意思や願望を持つ存在であることを

無視すること，が含まれると分析する 9)。この

うち問題なのはもちろん最後の項目である O も

し，子の自主性を十分に尊重するならパターナ

リスティックとは呼ばれない。また，子が幼な

い時に行使されるのもパターナリズムではない。

また，行為者が慈愛や知の保有者であると言う

条件を欠けばただの独裁者である O パターナリ

ズムが正当化されるのは，クライエントが分別

を欠いて自己決定ができない場合である O

理解力もあり，意思、もしっかりしたクライエ

ントにたいしては，パターナリスティックにふ

るまうべきでないとして，強調されるようになっ

たコンセプトがオートノミー (autonomy) で

ある O これはカントのアウトノミーに起源をも

つことばであり，アウトノミーの訳語「自律J
がそのまま使われる o 1970年代， 80年代のアメ

リカの医療倫理学ではもっぱら患者の自律が自

己決定権とほとんど同義語として用いられた。

反バターナリズムの論調のなかで，パターナリ

ズムを正当化できるのは，クライエントのオー

トノミー確立に手助けができるときだという論

説も現れた。患者のオートノミー奨励は， 80年

代後半にはポスト・モダンの風潮の副産物とも

いえる「語り」の医療に取って代わられる傾向

もみられた。これは解釈学の手法をとりいれて，

患者の病のものがたりを解読するという姿勢を
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取り，ホリスティック・メディスンの動きとも

軌をーにするものだが，ある意味では医師がパ

ターナリストである状況を温存する傾向があっ

7こO

コ・メデイカルの倫理を考える時，日本人に

とって未だに実現せぬほんものの近代化を願う

なら，このオートノミーを，クライエントの自

立のためばかりではなく，コ・メデイカル自身

の倫理的態度の基調にすえるべきだと思われる O

これはチーム医療のなかで，医師だけでなく，

医療にたずわるすべての医療専門家が倫理的問

題について考え，決定する能力と権利をもつこ

とを確認し，そのことを倫理教育の目標にすえ

るべきだとの主張である O 倫理的自律を得るこ

とを課題とするコ・メデイカルにとって，現代

人の医療倫理の基本がインブオームド・コンセ

ントであることを弁え，実践することが望まれ

る。コ・メデイカルの倫理教育でもこれを徹底

させることが肝要となる O しかし，医療倫理の

原理を検討する前に，前記のべンジャミンとカー

ティスによる看護倫理の著作で強調されている

倫理問題を考察する際に必要な手続きについて

言及しておきたい。それらは， 1) 正確な事実

を把握する， 2)議論に使用する概念を明確に

する， 3)議論を組立て，その妥当性と健全性

について評価を行う， 4)倫理の体系を構築す

る， 5)反論を予見し，応答する，の 5項目で

ある 10)。べンジャミン教授に限らず，アメリカ

の倫理学者は分析哲学出身のひとが多い。とい

うことは，ことがらの客観性を尊重し，ことば

の定義づけを明確にし，論理の筋道にあわない

主張や観念論をしりぞける態度を共有している

のである O かれらは反原理主義という点でも共

通しているoただし，原理を退けるのではなし

ただ一つの原理に立つことを拒否するのである O

べンジャミンとカーティスは，上の手続きの

うち，第 4の項目について，目的(功利主義人

義務，権利のいずれかに基礎を置く倫理原理じ

いずれにも優先順位を置かずケース・パイ・ケー

スで直観に頼る直観主義を列記し，その長所と

短所を検討している O 著者の最終的に採択する

体系は，ロールズが『正義論Jで提案している

「反照的均衡の方法J11)を発展させたものであ

るが，これは，倫理原理と道徳意識と人間や社

会や科学に関する知識を三角形の各頂点、に置き，

それらの聞を相互にゆきつもどりつ修正や加除

を行って均衡を保とうとするもので，新しい事

態にも対処できる柔軟さをもっ体系だというの

である O たしかに倫理原理を一つに限定したり，

固定した優先順位を付けてしまうと，硬直して

不寛容で融通のきかない態度になる例は多々あ

るO

民主主義や人権の思想、が戦後導入されたとは

いえ，十分着床したといえない日本ではかつて

の封建的な秩序のなかでは考えられなかった権

利の思想とそれに対応する義務の思想、を新たに

取り入れようとしている過渡期にある O そのう

ちでも基本的な考え方はインブオームド・コン

セント(informedconsent)であり，もちろん

権利のカテゴリーに入るのだが，これが画期的

概念であるという自覚が日本の医療界には乏し

い。医療界全体はもちろんコ・メデイカルの各

分野でもインブオームド・コンセントを中心に

すえた倫理体系の確立が早くなされることが望

まれる O そこでこのコンセプトを概観し，あわ

せてそれが職業倫理綱領のなかでどのように反

映されているかをみてみたい。

インフォームド・コンセントと職業倫理綱領

いまだ定訳もなく法的に認められていないこ

の言葉「インブオームド・コンセント」も日本の

医療界のなかで言葉自体としてはかなり定着し

てきた。新聞では ICと略字で呼ばれることが

多い。ここでも以後略字を使う o ICは英語で

は簡潔な言葉であるが，日本語訳は説明的にな

らざるを得ない。日本医師会が以前に「説明と

同意lなる訳語をあてたが，これでは原意が伝

わらず，いわば説明する側と同意する側を二極

分解して，評者が高見の見物をしているような

印象を与えていた。

ICは診断，治療方法の選択肢，予想される

危険性，副作用，予後，について必要・十分な

説明を受け，理解したのちに患者が与える同意

ということになる O もちろん，提示される説明

や提案に同意するというよりは，選択すると表

現したほうが適切かもしれず，また提案を拒否

するオプションもあるから，インブオームド・

コンセントではなくインブオームド・オプショ

ンという呼称を好むひともいる O コンセントは

この場合，クライエントの権利と医療従事者の

義務を象徴的に表現したものと考えるべきであ

るo ICの用語としての初出は1957年で，医療

過誤事件のなかでカリフォルニア州のプレイ判

事がはじめて使ったことになっている 12)o コン

セントを同意と訳すと，日本でもアメリカでも

同意条項は昔からあった。同意なく行う侵襲行

為は犯罪になる O コンセントが「インブオーム

ド」という条件づきになったのはこの時以来で

ある O それ以前は必要にして十分な説明を受け

ずに行う同意は無意味であることが十分理解さ

れなかった。意図的，自発的，自律的な決定に

は正しい情報の獲得が不可欠である o ICは人

体実験への反省から出てきたとの見方がある O

たしかに，ナチスやアメリカ軍部や七三一部隊

の人体実験は人権や人格を無視し，非人道的で

集中的な大規模犯罪であったが，結果として

-104-



ICを生んだのは世界に蔓延していた沈黙のパ

ターナリズム医療だった。コ・メデイカルにも

パターナリズムに陥るおそれがないとはいえず，

ICの意味や目的について語る部分はコ・メデイ

カル倫理教育の中心を占めるべきと思われる O

ICへの配慮を抜きにしては，すべての職業倫

理綱領に掲げられている人格の尊厳の尊重が無

意味になってしまう O

人間の尊厳には自律，すなわち自己決定をす

る能力と権利が含まれている O 臨床医療や看護

の現場では，ある処置がたとえクライエントの

ためになり，よい結果が期待できても，理解力，

判断力，決定力をもっクライエン卜にたいして，

説明せず，同意も求めず、に行ってはいけない。

そのような能力の測定は簡単ではないかもしれ

ないが，検査や対話によって総合的に判断する

ことができると考えられている O 次のようなケー

スが，作業療法の倫理に関するアメリカの著書

に収録されている 1:1)。初期のアルツハイマーに

かかった一女性が息子夫婦と孫たちと住んでい

るO 週日の昼間は彼女だけが在宅しているが，

物忘れがひどく，ときには食事を抜かしたり，

はじめた仕事をやりっ放しにしてしまう O やか

んを火にかけたまま忘れるとか，ガウンのベル

トをしめずにぶらさげたまま階段を下りるなど

あぶないことをやる O そこで家族は作業療法の

在宅サービスを受けたらよいのではないかと考

えた。保険も使えるのである O そうすれば，ちゃ

んと昼食も作れるし，安全で生産的な時を過ご

すことができるようになるだろう O しかし，彼

女自身は他人に家のなかに入って来られて指図

を受けるなんてまっぴらだと拒否するのである。

このケースに対する著者たちのコメントは，彼

女には拒否権があるので，親族といえども押し

つけることはできないが，判断能力のテストを

受けさせることはできるので，拒否権を行使す

る能力がないと判定されたら，家族が代理で決

定権を行使できるであろう，という。もし一時

的に，あるいは常時，自律性を失っていると判

断された場合は，親族が代理をすることになろ

うが，そのようなときも，代理決定者に対して

パターナリズムを行使してはいけないのは勿論

である O

ICの理念はオープンな民主的医療というこ

とであるから，実現すれば秘密主義の一角がき

りくずされることにもなる O と同時にクライエ

ントについて臨床的に知りえた情報を外部にも

らさないとし hう守秘義務は数少ない例外を除い

て厳格に守られねばならない。また，クライエ

ントからのカルテ開示の請求に応ずる義務もあ

ることを視野に入れておくべきであろう O カル

テは従来よくあったように，本人しか読めない

外国語や専門用語の羅列ではなく，患者も含め
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たチーム医療の参加者が理解できるよう書かれ

るべきである O カルテの改ざんは決して起こっ

てはならなし」クライエントのカルテ開示請求

に応じられない場合はその理由を示すべきであ

ろう 14)。これら医療従事者として守るべきこと

がらはアメリカではアメリカ病院協会による患

者の権利宣言15)をはじめ各種の職業倫理綱領に

盛り込まれている O

そこで，チーム医療の各分野の専門職業人が

属する全国的な協会や団体の理念や義務を宣言

した倫理綱領を概観してみよう 16)。まずアメリ

カ医師会であるが， 1847年の長文の綱領は 3
章からなり，第 l章の前半は医師の患者に対す

る義務，後半は患者の医師に対する義務が述べ

られている O この前半の部分にパターナリズム

の原理が宣言されているのは時代的制約からみ

てうなずける O 医師は病者の要求に応えて，生

命の維持や健康の回復という使命に心と技を尽

くして専念し，病者の感謝と尊敬を獲得するよ

うつとめるべきである D 秘密主義を厳格に守り，

訪問診療の回数については多すぎて意図を疑わ

れないように，医師としての威厳を損なわない

ようにする O 悪い予後は患者に知らせなし3。死

が近いことは近親者に，また絶対に必要なとき

だけ，本人に伝える O しかし，医師は本来，希

望の導き手，病者の癒し人なのだから，医師の

態度や言葉で病人の命が縮まらないよう留意す

べきだ，と述べられている O 後半は，献身的な

医師が患者に期待する患者の義務である。正規

の医学教育を受け，真面白な人をかかりつけの

医師として選ぶ，病気の原因と考えられるもの

を包み隠さず医師に伝える，しかし，枝葉末端

のことまで述べて医師を煩わさない，医師の診

断や処方には忠実に従い，勝手な意見を述べる

べきではない，ひそかに他の医師の診察を受け

るべきではない，回復のあかつきには，医師の

してくれたことに感謝の気持を持ち続けるべき

である・・・と述べられている17)。

ちょうど150年たった今，医療従事者と患者

の関係は大変化を遂げたことが実感されるが，

その加速化は ICの導入によって果たされたの

だった。アメリカ医師会の1980年発表の倫理綱

領(Principlesof Medical Ethics)は非常に短

く，前文のあと 7箇条が掲げられているが，全

部を訳しでも 1ページにも満たなしユ。それによ

ると，医師の義務とは， 1) 同情と人間の尊厳

への尊重をもってすぐれた医療をほどこし， 2) 

患者と同僚に対して正直にふるまい，無能なあ

るいは欺踊的な同僚を暴露するのも辞さず， 3) 

法を遵守すると同時に患者の益にならぬ法的要

請については変更を求める努力を行い， 4) 患

者，同僚，他の医療従事者の権利を尊重し，法

の制限内で患者の信頼を保ち， 5)医学の研究，
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応用，推進の面で努力を続け，患者や同僚や一

般に対して情報を公開し，必要な場合は，他の

医療従事者と相談し，彼らの才能を利用するも

のとする，との内容であるから，秘密主義とパ

ターナリズムに基づく従来の形態は放棄された

かにみえる O とくに、患者の権利を擁護し，コ・

メデイカルとの協調姿勢に言及し，情報公開の

原則をかかげている点は評価できる。しかし，

患者の権利とだけ述べて ICに言及しなかった

のが不思議である O もっとも， 1981年に出た

ICに関する医師会の意見書は ICの尊重の重要

性をうたしh 現行の意見集のなかに収められて
いる 18)O

つぎに，アメリカ作業療法士協会(AOTA)
の倫理綱領(Codeof Ethics)をのぞいてみよう O

これは， 1977年にはじめて作られ， 1979年と

1988年に改訂され，現行の綱領は1994年にルー

ス・ハンセン (RuthHansen)教授を中心に改

訂されたもの19)だが，前文と倫理の原理 5箇条

が示され，協会員はこの綱領を遵守することが

義務づけられ，その精神と目的に違反した行為

は反倫理的とみなされる，とある O 原理の項目

だけかかげでみると， 1) サービスの受益者の

福利厚生を優先する-慈愛の原理， 2) 受益者

の諸権利を尊重するーオートノミー，プライパ

シー，守秘の原理， 3)作業療法の高度の技術

を極めまた維持する一義務の原理， 4)作業療

法職の指針となる法と協会の方針を守る一正義

の原理， 5)作業療法サービスに関する正確な

情報を与える一真実性の原理，である O 第一に

慈愛の原理が挙げられていることで，形式的な

サービスを防ぐことをねらい，セラピーの目的

はあくまでも，クライエントの益であることが

確認される O クライエントの利益が何よりも優

先し，害を与えないことは昔ながらの医術の大

目的だった。つぎに患者の諸権利と ICの尊重

が説かれている O ただし， ICそのものはクラ

イエントに実験台になってもらうときに得るも

のとして使われていて，治療行為の性質，危険

性，予想される結果について完全に説明する，

としているが，同意を得るための条件とは書か

れていない。しかし，提案されたサービスを拒

否する権利は明確に認められている O また，オー

トノミーや ICの権利を行使できないクライエ

ントにたいして， OTには彼らの自律性を高め

るための手助けをするというパターナリスティッ

クな義務があるとする論者もいる20)。

アメリカ理学療法士協会の倫理綱領は1981年
に作られ， 1991年に改訂された。これも 8箇
条からなるが， AOTAの倫理綱領と趣が違う O

第 1原理は「理学療法士はすべての個人の権利

と尊厳を尊ぶ。 Jとあって，その原理の解釈の

部分では， I個々人はすべてお互いに違ってお

り，理学療法士はその違いを尊重し，その違い

に応じた療法を施す」とひとりひとりのクライ

エントに固有の医療をスローガンにかかげ，つ

ぎに守秘義務についてくわしく規定する o 第 6
原理は， I理学療法士はコンシューマーに対し

てみずからの職業とサービスについての正確な

情報を提供するjという o しかし，ここでも，

説明はするが同意を得る義務には言及されてい

ない。

医師の ICに関する義務を実際に実行してい

るのは，おもに看護担当者である o 1955年以降

しばしば改訂されたというアメリカ看護婦(士)

協会の倫理綱領(ANACode for Nurses)では，

普遍的な倫理原理をかかげ，そのもっとも基本

的なものとして「人格の尊重jをあげている O

その他の重要な原理は，オートノミー(自己決

定)，善を行なうこと，危害を加えないこと，

真実を述べること，秘密を守ること(職務上知

りえた情報をもらさないこと)，信義を守るこ

と，ひとを公正に扱うこと，の七項目であるか

ら合計8原理である O 綱領は11箇条あるが，

そのなかでも看護に特有の義務として，クライ

エントのプライパシー権を守り，だれであろう

と無能な，非倫理的な，不法な行為をするもの

からクライエントを守るという態度を鮮明にし

ている点が注目される O ここでもにへの明白

な言及はないが，看護者が ICを含む患者の人

権の擁護者としての役割をもつことを明確にし

ていると解釈される O 倫理のテキストからの実

例は綱領の義務の衝突へのひとつの解決法を示

しているo 末期癌の患者に告知をしない医師に

ついて働く看護婦のデイレンマでは，本当のこ

とをいう義務と害さない(不安を与えない)義

務が衝突しているように見えるが，告知が患者

に不必要な不安を与えると主張する医師の思い

込みが間違っているかも知れないことを医師に

指摘することの方が大事だと示唆されている21)。

倫理綱領は，その効用と限界が指摘されてお

り22)，義務の衝突を意識させ，かえってディレ

ンマを生むことにもなりかねない。しかし，倫

理綱領には最低限の守るべき原理が示されてお

り，その応用には事態の軽重を勘案し推論する

うちに問題は解消に導かれるとの考えが見られ

るo ICについては，たとえ明記されていなく

とも，人格と決定権の尊重から必然的に導き出

されると考えられる O それゆえ，コ・メデイカ

ルはそれぞれ，自分の職業分野で守るべき倫理

原理を弁え，それらの当然の帰結であるにの

実現に努力することが必要である O 今まで見て

きたように，倫理原理そのものは各分野に特有

のものというよりは現代人の人間関係一般にあ

てはまるものが多い。 ICを中心とする現代の

医療倫理の原理が目標とする聞かれた民主的な
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医療関係が実現すれば，ある種のディレンマは

解消されるといってもよい。これは既述のよう

にクライエントの権利であり，医療関係者にとっ

ての義務なのだが，実際は双方の倫理的自律に

かかわるものといった方がよし」双方に実現の

責任があり，それがかなわぬなら医療ノfターナ

リズムへ逆戻りか，医療を売り手と買い手の駆

け引きの道具にしてしまうか，の道しかない。

コ・メデイカルが ICを実践することはみずか

らの倫理的自律を高めることなのである。

コ・メデイカルのための倫理教育

医師一患者関係の倫理が従来の医療倫理学の

主題であった。いま，医療はチーム医療の時代

である O コ・メデイカルたちは職場の人間関係

の上で，クライエントとの関係のほかに，医師

や同僚や他の医療従事者との関係をも抱え込み，

また，医師に対するのとは異なったクライエン

トの態度にも直面するo 病院や医療・介護施設

の経営陣との確執もあるかもしれない。また医

療経済の面でも，医療資源の分配の問題，診療

報酬や給料の問題があり，資格認定制度の有無

など公的管轄機関のもつ制度によって社会的評

価の影響を蒙る例もあるだろう o

これらの難しい問題のなかで，厄介と思われ

るものは，伝統的に医療の頂点にいて臨床医療

に関する決定権を持つとされる医師との関係で

ある o 倫理綱領はふつうチーム医療の同僚たち

との協調を説くのみで，医師や同僚たちとの札

機を解消する指針を与えてくれない。このよう

なときに，確認されるべきことは，コ・メデイ

カルたちの倫理的自律性である O ひとりの人格

として，上に立つ個人や団体から手段として扱

われることや，無条件の服従を強いられること

には抵抗すべきであり，倫理的な決断がなされ

るときには医師や医療チームの他のメンバーと

対等な位置を占めるべきなのである O そうする

ことによって誇りと責任をもってクライエント

のケアに当たることができるようになるのであ

るO 医師以外の医療専門職は看護婦の地位向上

に連動していくと思われる。 1990年にアメリカ

の3人の医師が発表した論説によると 23)過去

20年の聞に医師・看護婦関係はたて構造のゲー

ムの関係からより対等なものに変わりつつあり，

それを看護職の自律への動きととらえている O

たしかにそのような動きはアメリカにはあるよ

うだが，日本のばあい，医師と患者の聞に立つ

看護婦などコ・メデイカルたちの倫理的ディレ

ンマは納得のいく形で解消されていないようで

ある24)。べンジャミンとカーティスは，医師と

倫理的問題について意見が食い違ったときは，

ただ従順に従うのではなく，自分が倫理的自律

において，医師や医療チームの他のメンバーと
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対等であることを自覚しつつ，よく考えた自分

の意見を述べてみるようすすめているo そのさ

い，コ・メデイカルたちも，特定の宗教的信条

からでなく，現代人が受け入れることのできる

倫理的原理を意識して採用すべきである、と思

われる O 広く受け入れられた現代の倫理原理に

はいかなる宗教の教えよりも普遍性があるo た

だひとつの徳目や価値や原理を金科玉条にしな

いことも含めて倫理原理についてもっとひろい

討論が行われることが望ましい。

倫理的自律が職業人としての誇りを保つ上で

も必要なことはいままで強調してきたが，倫理

的自律は必要条件であっても十分条件ではない。

治療や看護や介護は時として孤独な仕事になっ

ても，チーム医療のメンバーとしては他の同労

者と協調せねば機能がうまく果たせない。医療

問題や倫理的ディレンマについて考えるさいに

も，孤独なモノローグではなく，関係者をまき

こんだ聞かれた対話の場で行うことが望まれる O

となると話し合いや討論に必須の対話の技術に

ついても考慮が払われねばならないだろう O 書

いて自己表現ができても，話すのは苦手な日本

人が多いが，言葉や身振りでコミュニケーショ

ンをはかることが，ますます重要になってきて

いる O その面の教育の充実も配慮されるべきで

ある O よい対話者の条件は，まずよい聞き手で

あることだろう。先に，アメリカの倫理教育で

は事例研究がかなりの割合を占めると述べたが，

教師が一方的に講義をするのではなく，学生参

加のかたちを取っている O 作業療法のルース・

ハンセン教授の倫理学のクラスも，最初のうち

は講義に費やされても，あとはグループ別に分

かれて討論し，クラスの最後にグループの話し

合いの結果が報告されるという o ハーバード大

学の医学部には， I患者一医師関係 1，II ，IIIJ 
というクラスがあり，必修コースであるが 1
学年150人を15グループにわけ，各クゃループは

学生10人にたいしてチューターが3人とぜいた

くな編成になっているo チューターは医師や倫

理学者などで，皆ボランティアとのことであっ

た。私が聴講した日は，看護職と医師の関係に

かんする数編の雑誌や本の論文を討論したあと，

近くのプリガム産婦人科病院へ移り、産科の二

人の看護婦から話を聞いた。チューターのブラ

ザーモーガン医師 (Dr.Alexandra Flather-
Morgan)が過去15年間に医師・看護職関係に

変化があったかどうか，と二人にたずねた。す

ると， ドナ看護婦は，まだ綱ヲ|き的関係は続い

ているが，以前よりはよい対話があると答え，

カーラ看護婦は，自分はストレスがたまっても，

まわりのひとに当たらないようにしているが，

われわれはどちらかというと患者の擁護者

(patient advocates)である，そして実習中
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の医学生は医師扱いをされない，と釘をさすの

だった。二人の看護婦が去ったあと， 25分ばか

り学生たちとチューターの先生たちが話し合っ

た。女子学生が看護職のひとたちからもっと学

ぶ必要があると感想をもらした。チューターの

レブ医師は，医師と看護職の協調関係はまだ目

標にとどまっているのかも，とコメントした。

傍観者にとっては，産婦人科では経験を積んだ

看護職は医師よりも実力があり，医師と対等に

仕事をしているという誇りを持っていることを

知らされる機会になった。また，なによりも対

話を重んず、るこのようなクラスのあり方は印象

的で，民主的医療の実現のために不可欠な教育

のあり方を示していると思えた。日本の医学部

の大教室で行われる医学概論のクラスと比較せ

ざるをf尋なかった。

最後に，指摘しておきたいのは，最初に触れ

た点とも関連があるのだが，アメリカの大学に

おける専門教育のカリキュラムがかなりしっか

りした一般教養科目の上に成り立っており， と

くに人文系の教養科目に重点が置かれているこ

との意味である。まずし 2年生のうちに、英

語による自己表現力をしっかり身に付けるよう

に仕組まれており，英作文は必修である O また

他文化を学ぶ世界文明のクラスなどもしっかり

したカリキュラムができている o どのクラスも

1学期1，000ページから2，000ページの本を読ま

されるから勢い読書力が身に付く O ものをよく

考えるためにはよく読むことが肝要である O 一

般教養の段階でも，お互いに考えをぶつけ合う

討論が尊重される o アメリカでは大クラスもあ

るが，ディスカッションのできる小さなクラス

も活用されている。看護教育もリハビリテーショ

ン教育もこの 2年間の教養課程の上に置かれて

いる。医師教育は大学院から始まる O こうして

教養を深く身に付けた職業人はクライエントと

よい対話を行い、それが適切な治療プログラム

を組むことにつながるだろう，との主張もされ

ている 25)。日本の現行の一般教育のカリキュラ

ムでは不十分なのは明白である O この点で日本

の文部省がアメリカの大学教育方針の逆を行き，

教養課程を軽視しているのはまことに残念であ

るO

結語として主張したいのは，すぐれたコ・メ

デイカルを育てるために，アメリカで行われて

いる倫理教育のカリキュラムに注目し学んでい

くべきだという点である o そこでは，医療職の

専門家として仕事をしていく際によって立つべ

き倫理的原理を示し， 21世紀を生きる職業人と

して，自らと，同僚と，クライエントの倫理的

自律性を自覚し，尊重し，同時に協調すること

の大切さを示し，最後に，ディレンマの解消に

はまず対話や討論を尽くす基本姿勢を身につけ

ることの重要性を強調する O そのような教育を，

卒業後医療職に就いたもとの学生たちが積極的

に評価している，と先に引用したべンジャミン

教授が述べていたのが思い起こされる O とまれ，

知識や技術に，守るべき倫理的原理についての

意識改革教育が伴ってはじめて， 21世紀を生き

る職業人のための意味のある教育になるといえ

ることを改めて確認したい。
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