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ご　　挨　　拶

　「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」 は2003年に開始されて 9 年が過ぎました。
インフォームド・コンセントや臨床情報の取りまとめに重要な役割を果たしてきたメディカ
ル・コーディネーターの業務を中心に 「社会との接点ワーキンググループ」 が報告書をまと
めることになり、計画時から携わってきた者として巻頭言を残すことになりました。
　2002年にプロジェクト案を作成しましたが、患者を対象とする大規模研究を進めるため
のモデルケースとなるような仕組みの構築が不可欠であると考えました。当時、「30万人の
登録」 という目標を掲げたものの、医療現場での実情を考えたとき、医師がインフォームド・
コンセント業務を担当することになれば、この目標はたちまち天文学的数字となり、到達不
能であることは明らかでした。また、この国では、人の遺伝学に関する教育がほとんどでき
ていない中で、この種の研究を患者さんの理解を得ながら進めることには、大きな壁が立ち
はだかっていたと言わざるを得ません。
　しかし、日本の医学・医療の将来を見据えれば、この大規模プロジェクトは絶対に成し遂
げねばならないと思っていました。また、オーダーメイド医療を医療の現場に導入する出口
についても念頭に置かねばなりませんでした。そこで思いついたのが、コメディカルの方に
ゲノム医学 （遺伝学） を理解していただき、患者さんに説明していただくことでした。
　今から30年近く前、アメリカのユタ大学に留学した際に行われていた遺伝性疾患の研究
では、患者さんに説明し、同意を受け、さらに相談にも乗る専任のコーディネーターが存在
していました。このことが私の潜在意識のなかにあり、各病院にインフォームド・コンセン
トなどの業務に携わる専任のコーディネーターを置くことを思いついたのでしょう。 また、
呼称に 「リサーチ」 という言葉を用いなかったのは、このプロジェクトが研究として終わる
のではなく、社会に還元することを目標としていたからです。そのため、メディカル・コー
ディネーターがそのまま臨床応用された現場でも活躍していただけることも期待していまし
た。大西洋三氏 （理化学研究所遺伝子多型研究センター ･チームリーダー（当時）） や、田
中敏博氏 （理化学研究所ゲノム医科学研究センター副センター長） などのアドバイスを得な
がら、夜を徹して説明用のパンフレットや紹介 DVD の作成に没頭していた日々がなつかしく
思い出されます。女優のいとうまい子さんにも多大な協力を得ました。
　10年を振り返り、このプロジェクトが約20万人の方々にご協力をいただき、約33万症例
を登録したという成功を収めたのは、多くの関係各位の協力があってのことです。しかし、
特にメディカル・コーディネーターの存在なしでは、この数字に到達できなかったことは言
を待ちません。この10年間に医学研究は急速に進展し、「オーダーメイド医療」 は、もはや
夢でも、戯言でもなく、まさに世界の医療を変えつつあります。その背景に、国内ではどの
ような苦労と努力の積み重ねがあったのかをこの報告書を通して知っていただき、本報告書
が日本の医学研究・医療の一里塚として残されることを祈念いたします。

「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」 初代プロジェクトリーダー
東京大学医科学研究所 教授

シカゴ大学 教授
中村　祐輔
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は　じ　め　に

　2003年に始まった 「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」 は、2008年に第 2 期目に入
り、現在第 3 期への継続を目指しています。私は、2006年から本プロジェクトに参加させて
いただき、2011年に初代プロジェクトリーダーの中村祐輔教授よりプロジェクトを引き継が
せていただきました。プロジェクト創成期に中村教授とともに尽力された関係者の皆様の熱
い思いを受け継ぎ、オーダーメイド医療の実現に向けて結実させるべくプロジェクトを進め
ております。
　本プロジェクトの中核であり、20万人、約33万症例を登録した 「バイオバンク・ジャパン」 
は、オーダーメイド医療の実現に向けた研究の根幹をなすものですが、その構築はＭＣのた
ゆまぬ努力なくしては成し得ないものでした。プロジェクト第 1 期ではＩＣ業務を担当し、
提供者の確保が主たる役割だったＭＣも、プロジェクト第 2 期では、血清採取、臨床情報の
入力および追跡調査の実施と業務内容も大きく変化しています。第 1 期に構築されたＭＣの
ノウハウはプロジェクトの進捗とともに進化し、本プロジェクトを支える人的基盤としてそ
の役割をさらに増しています。
　世界で初めて患者追跡型のバイオバンクとして構築されたバイオバンク・ジャパンですが、
その成功の陰には前例のない巨大プロジェクトの現場で試行錯誤しながらも患者さんと真
に向き合い、プロジェクトと患者さんのつなぎ役として日々努力されてきたＭＣさんの存在
を忘れてはなりません。
　今回、プロジェクトとＭＣの間をつないでいる 「社会との接点ワーキンググループ」 の武
藤香織先生らのご尽力により、現場で日々汗を流し苦悩しながら 「バイオバンク・ジャパン」 
を作りあげてきたＭＣの生の声が報告書としてまとめられました。この報告書には、ＩＣを
通じて患者とプロジェクトをつなぐことのみならず、協力医療機関における医師や医療関係
者とプロジェクトの調整役として研究の土台を支えてきたことなど、本プロジェクトにおけ
るＭＣの存在が克明に描き出されています。
　ともすると華々しい研究成果に目が行きがちですが、その陰には毎日の地道な作業を誠実
に担ってくれる多くの協力者の方々の努力があることを、本報告書は再認識させてくれまし
た。この報告書の完成により、プロジェクトを支えている皆さんの助力に報いるよう努めね
ばならないとの思いを新たにしております。
　最後になりましたが、プロジェクトの 「縁の下の力持ち」 的存在であるＭＣに光を当て、
巨大プロジェクトの中におけるＭＣの役割を浮かび上がらせた本報告書を作成いただいた 

「社会との接点ワーキンググループ」 の方々に感謝するとともに、この報告書がよりよい医
療の未来を目指す多くの人々の目に触れ、更なるゲノム研究の発展やオーダーメイド医療の
実現に向けて活用されることを祈念いたします。
　

「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」 現プロジェクトリーダー
理化学研究所ゲノム医科学研究センター センター長職務代行

久保　充明
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本 報 告 書 に お け る 調 査 概 要

　本報告書の目的は、「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」 のメディカル・コーディ
ネーター （以下 「ＭＣ」） が行ったインフォームド・コンセント （以下 「ＩＣ」） 業務に焦点
をあて、その準備段階から、実際のＩＣ業務 （①案内、②説明、③意思確認、④採血、⑤
同意撤回等への対応）、さらにはＭＣがどのような経験や工夫、苦労をしてきたかを克明に
記録し、ＩＣ業務においてＭＣが果たした具体的な役割と課題を明らかにすることである。
この目的を果たすことにより、本報告書が、ＩＣ業務の特性について再考するための資料
となり、また今後のゲノム医学研究の参考になればと考えている。
　本報告書をまとめるにあたって用いたのは、以下の資料およびＭＣに協力を得た調査であ
る。

（1） プロジェクト事務局で保管している資料
　本報告書においては、これまでプロジェクト事務局で保管している事務文書や様々な資料
を活用し、ＭＣ業務の概要をつかめるよう、記録として提示することとした。具体的には、
講習会の開催記録、個別の対応記録などである。

（2） ＭＣへの質問紙調査
　これまでに、プロジェクト事務局からＭＣに対して、業務状況の把握のため、2 回の質問
紙調査を実施しており、そのデータを活用した。これまでに行われた調査は、以下の通りで
ある。
　① 第 1 期業務の振り返りに関する質問紙調査 （2007年）
　2007年 7 月 1 日現在で 3ヶ月以上勤務しているＭＣ 165 名を対象に、業務内容がＩＣに
関する質問紙調査を実施した。プロジェクト内部ホームページ上でアンケートに答えても
らった。パソコン利用環境の差に配慮し、メールや FAX での配布・回収にも対応した。結
果として、127 名より回答を得た （回収率：77％）。

　② 第 2 期業務の振り返りに関する質問紙調査 （10 問）（2010年 6 月）
　2010年 5 月29日のＭＣ講習会において、参加者 68 名を対象に、これまでのＭＣ業務の
成果および記録を目的とした質問紙調査を実施した。回答は 6 月20日までに回収し、合
計 47 名 （24 病院） から回答を得た （回収率：69％）。

（3） ＭＣへのインタビュー調査
　これまでに、プロジェクト事務局からＭＣに対して、2 回のインタビュー調査を実施して
おり、そのデータを活用した。これまでに行われた調査は、以下の通りである。
  ① 第 1 期業務の振り返りに関するグループ・インタビュー（2007年12月～ 2008年 1 月実施）
　本プロジェクトに協力する全 12 医療機関に所属し、管理者としての立場にある 12 名の
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ＭＣを対象として、半構造化面接によるグループ・インタビューを 3 回に分けて実施し
た。この目的は、 第 1 期の業務を振り返ってもらい、第 2 期に向けた課題を抽出すること
であった。グループ・インタビューを選択したのは、個人インタビューよりも多くの意見
収集ができ、参加者同士の発言の相互作用により活発な意見を得られると考えたからであ
る。グループの構成は、医療機関側の日程の都合を優先して決められた。インタビューでは、
事前に提示したインタビュー・ガイドに基づき、ＩＣ業務や院内の協力状況、プロジェク
ト事務局との関係性についての経験や意見を聴取した。インタビューの内容は対象者の許
可を得て録音した。録音内容は逐語化され、第 2 期の実施に向けた課題抽出の参考とした。
　② 第 2 期業務の振り返りに関するグループ・インタビュー（2010年実施）
　本プロジェクトに協力する全 12 医療機関のうち、11 機関 17 病院で働く 46 名のＭＣを
対象として、半構造化面接によるグループ・インタビューを実施した。目的は、本報告書
に向けた意見集約であった。インタビューの日程が合わずに本調査でインタビューできな
かった 1 機関については、2009年10月にプロジェクト事務局の病院に訪問した際にいただ
いた資料を参考にした。対象となるＭＣは、すべての協力医療機関から少なくとも 1 名ず
つの声は盛り込むように抽出し、筆者らより対象者とその上長に対して文書で依頼し、承
諾を得たのち、日程調整を行った。インタビューは、依頼した全病院から協力をいただき、
また、インタビュー当日、業務に差支えのなかったＭＣ、または病院側が推薦したＭＣに
参加していただいた。

　グループの構成は、地方ごとに複数の医療機関のＭＣを集めて、2 名から 11 名程度の
人数を集めることとした。参加病院が近隣にない場合など、グループを構成できない場合
には、個人インタビューを実施した。個人インタビューの対象となったのは、3 名である。
詳しい対象者の状況については、表 1 にまとめている。

【図 1 　対象者の性別】　　　　　　　　　【図 2 　対象者の背景】　　　
  

　インタビューでは、事前に提示したインタビュー・ガイドに基づき、主としてＩＣ業務
について経験や意見を聴取した。インタビューの内容は対象者の許可を得て録音した。
　具体的な分析は、インタビューを反訳したデータから、「声かけ・案内」、「説明」、「同意」、
「採血」、「臨床情報入力」、「追跡調査」 において実施している重要な行為とは何かを基本
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概念として位置づけ、これらの基本概念の定義づけを行った。この定義に基づき、ＩＣ業
務で実施している行為のバリエーションを抽出した。これらの行為のバリエーション間の
関係性を検討することでＭＣのＩＣ業務の具体的な行為内容を明らかにし、これらの行為
から見え隠れする諸課題を分析した。
　なお、2010年のインタビュー調査の実施にあたっては、東京大学医科学研究所倫理審査
委員会で審査を経て承認を得ている （承認番号 22-6-0511）。

【表 1 　ＭＣへのインタビュー調査 （2010） の概要】

実施年月 人数 （男・女） 保有資格

2010.9

グループインタビュー 12（6・6） 名

検査技師等 6 名
看護師 3 名
薬剤師 1 名
事務 1 名
病棟クラーク 1 名

2010.10.a

グループインタビュー   2（0・2） 名 検査技師 1 名
看護師 1 名

2010.10.b

グループインタビュー  4（0・4） 名 看護師 4 名

2010.11.a

グループインタビュー  7（0・7） 名 看護師 5 名
事務 2 名

2010.11.b

グループインタビュー  8（3・5） 名
検査技師 5 名
看護師 1 名
管理栄養士 2 名

2010.11.c

グループインタビュー  2（0・2） 名 検査技師 2 名

2010.12.a

個人インタビュー  2（1・1） 名 放射線技師 1 名
事務 1 名

2010.12.b

グループインタビュー  5（0・5） 名
検査技師 2 名
看護師 2 名
薬剤師 1 名

2011.2.4

個人インタビュー  1（0・1） 名 看護師 1 名

2011.5.10

グループインタビュー  3（1・2） 名
検査技師 1 名
看護師 1 名
マーケティング 1 名

合　　計 46 名



8



9

　 　  I . ＩＣ業務の担い手：
　　　　メディカル・コーディネーター（ＭＣ） の養成　　

　 1 ．オーダーメイド医療実現化プロジェクトとＭＣによるＩＣ業務

　本プロジェクトの目的は、病気の詳しい原因を解明することを通して新しい薬や治療法
を開発していくことである。個々人のもつ遺伝情報の特徴を調べることで薬の副作用を回
避するような 「オーダーメイド医療」 の実現を目指している。
　ヒトゲノム解析研究を実施するにあたり、研究責任者はＩＣの具体的方策と手順を含む
研究計画全体を立案し、所属する研究機関の倫理審査委員会において倫理的な観点から審
査を受け、研究機関の長の許可を得ることではじめて研究を実施することができる。この
手続きを定めているのが、文部科学省・厚生労働省・経済産業省による 「ヒトゲノム・遺
伝子解析研究に関する倫理指針」 である。
　2000年 （平成12年） に告示された本指針では、ＩＣについて 「研究責任者は、提供者に
対して、事前に、その研究の意義、目的、方法、予測される結果、提供者が被る可能性の
ある不利益、試料等の保存及び使用方法等について十分な説明を行った上で、自由意思に
基づく文書による同意を受けて、試料等の提供を受けなければならない （第 3 の 8 （2））」 
と定めており、この原則は改正を経た現在でも変更されていない。
　しかしながら、世界医師会 「ヘルシンキ宣言」 第26条においては、「研究参加へのイン
フォームド・コンセントを求める場合、医師は、被験者候補が医師に依存した関係にある
か否か、または強制の下に同意するおそれがあるか否かについて、特別に注意すべきである。
このような状況下では、インフォームド・コンセントは、そのような関係とは完全に独立
した、適切な有資格者によって求められるべきである」 と述べられており、第三者がＩＣ
業務を担うことは、被験者保護の観点からも望ましいという立場をとっている。
　本プロジェクトは、指針改正前の2003年 （平成15年） より開始されているが、その時点
の指針では、ＩＣ業務代行の可否については明記されていなかった。しかしながら、本プ
ロジェクトは患者を対象とした研究であったことから、ヘルシンキ宣言に述べられている
ように、主治医によるＩＣ実施によって患者の自発的意思表明が歪められることがないよ
う、第三者によるＩＣ業務実施を原案としていた。本プロジェクトの開始に先立ち、文部
科学省の生命倫理・安全部会の第 7 回 （2003年 3 月20日）、第 8 回 （2003年 5 月 6 日） にお
いて、ＭＣによるＩＣ業務を含め、本プロジェクトの説明がなされた際、特に反対意見や
指針違反とする指摘を受けることもなかったため、最終的にＭＣによるＩＣ業務実施に踏
み切った。
　2004年 （平成16年）、同指針の全部改正時において、やむを得ない場合に限り、研究責任
者の監督のもとで、研究責任者以外の立場の者がＩＣを実施することを可能にする原則が
加えられた。改正された指針では、ＩＣ業務を担当できる者として、「試料等の提供が行わ
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れる機関の研究者等のうち、研究の内容及び意義等について十分に理解している者 （現行指
針第 3 の10 （6））」 および「業務の範囲と責任を明らかにする契約を締結」したうえで、「当該
機関に属する研究者等以外の者 （履行補助者）（現行指針第3の10 （7））」がある。この改正は、
ヘルシンキ宣言の趣旨を反映したというよりは、大規模な多施設共同研究では、多数の試料
提供者の協力を得る必要があることから、研究責任者がＩＣ業務を担うことは現実的なもの
ではない、という現状が考慮されたものといえる 1）。なお、日本以外の国においては、管見
の限り、ＩＣ業務担当者の身分に関する細かな規定は、見当たらない。

 1） 本プロジェクトにおけるＭＣの養成
　①ＭＣの採用
　2003年 4 月の第 1 期プロジェクト開始にむけて、各医療機関内でＭＣの採用あるいは人
事異動が行われた。図 1 に示したように、2007年に実施したＭＣへの質問紙調査によれば、
50％が本プロジェクトのための特別な業務命令による着任、24％が志願しての配置転換に
よる着任、13％が通常の人事異動による着任であった。その他には、一般公募によって
ＭＣを採用した例、退職もしくは休職中の医療職の者に声かけをして採用した例などがあ
る。

　　【図 3 　ＭＣになった経緯 （n=127）】

　②第 1 期におけるＭＣ講習会の主な内容
　2003年 4 月から始まったＭＣ講習会は、第 1 期で合計 26 回開催され、のべ 2,026 名が
参加した。開催場所は、東京大学医科学研究所で行われた。また、場合によっては、遠方
の病院に出前講習会を行い、第 1 期のＭＣ業務を行っている全員にＭＣとして修了証を発
行した。

1） 2004年11月24日 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針における研究進展等に伴う見直しの方向性に
ついて」 （科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会第11回議事録資料 11-3B） において、「インフォームド・コ
ンセントを受けるのに必要な業務を研究責任者が全て実施することは実際上困難であるため、研究責任者以外に
適切に対応できる者を示す」 と、その改正意図を明らかにしている。
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　プロジェクト事務局では、ＭＣ講習会に参加した者のみがＭＣ業務に就ける旨を全協力
医療機関に指導していた。そのため、病院によっては、 ＭＣとして兼務できる人員を最大
限確保するために看護師、 薬剤師、検査技師、医療事務等の多数の人員を本プロジェクト
が主催した講習会に参加させ、その中からＭＣを選抜し、人事異動が行われたようである。
　第 1 期におけるＭＣ講習会では、ＭＣ業務を実施するに当たり必要な講義と実習が行わ
れた。最初に、中村祐輔前プロジェクトリーダーが、「バイオバンク・ジャパンについて」 
プロジェクトの全体像を紹介していた。ゲノムに関する基礎知識を踏まえて、個々人の体
質と薬の副作用の関係について紹介し、あらかじめ薬の副作用を予防できるようなオー
ダーメイド医療の実現を目指すことの意義を解説した。このような研究目的を達成するた
めの研究方法、そして研究においてＭＣが果たす役割と、その重要性を説いている。

　次に、福嶋義光氏 （信州大学医学部教授） から 「ゲノム研究の倫理的側面」 というテー
マで、ゲノム研究がもつ倫理的諸問題、遺伝学の基本的な考え方についての講義が行われ
ている。
　 3 番目の講義では、 大西洋三氏 （理化学研究所遺伝子多型研究センター ・ チームリー
ダー（当時）） は、「ＭＣの実際」 というテーマで、本プロジェクトで十分に考慮すべき倫
理的側面や、現場で使用されるパンフレットに沿って、遺伝子倫理の説明と同意の取得に
おける解説を行った。とくに、ＩＣを進める際に使用する説明用パンフレットは、 「ヒト
ゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」 に準拠して作成され、 このパンフレットに
沿って、ページごとに何を説明するかを詳細に解説した。講義のなかでは、ＭＣ業務として、
指針を徹底的に遵守することによって倫理的に配慮されたＩＣを行うことが強調された。
　ＩＣの取得は、①試料提供候補者に会うまでのステップ、②プロジェクトを説明するス
テップ、③同意・不同意の意思を確認するステップに分けられ、講習会ではその詳細につ
いて解説している。とくに、説明にあたっては、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す
る倫理指針」 に則したＩＣの取得が必要であることが強調され、この点においてＭＣが
他の移植コーディネーターや治験コーディネーターと異なると明示されていた。
　実習では、ＩＣの実践の場を想定して、 ＭＣ役と患者（試料提供候補者）役になってロー
ルプレイを行うことで、講義内容をＭＣひとりひとりが自分の言葉でＩＣを行うことがで
きるようにした。

　以下は、ＭＣ講習会で推奨していたＩＣ取得手順の概要である。

  a）試料提供候補者に会うまでのステップ
　・外来または病棟担当医が試料提供候補者に、本プロジェクトの説明を聞いていただける
ように呼びかけ、「参加要請シール」をカルテまたは診察券に貼付する。

　・本プロジェクトの説明を聞く意思がある場合には、医師からＭＣに連絡をする。
　・医師から連絡を受けたＭＣは、試料提供候補者に身分と名前を告げ、面談室に案内する。
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【図 4 　第 1 期におけるＭＣ講習会の受講者数 （単位：人数）】
（2007年12月27日付プロジェクト事務局資料より作成）

   b）本プロジェクトを説明するステップ
　・試料提供候補者に研究の概要を理解してもらうために「説明 DVD」を視聴していただく。

視聴後、詳しい説明を聞く意思があるかどうかを確認する。
　・詳しい説明を聞く意思がない場合は、終了する。詳しい説明を聞く意思がある場合には、
パンフレットを用いて説明をする。この際に、用いる説明文書には、「ヒトゲノム・遺伝
子解析研究に関する倫理指針」で定められている必須説明項目が網羅されていることや、
説明 DVD には説明されていない「血清を利用して病気によって生ずるタンパク質の変化を
研究する」ことを追加説明する。

  c）同意・不同意の意思を確認するステップ
　・内容を十分説明した後、試料提供候補者に同意・不同意の意思を確認する。「同意・不同

意は完全に患者の自由意思」に基づくため、決して無理強いはしないようにする。
　・同意を得られなかった場合には、「同意をいただかなくても病院で不利益を受けることは
ない」 ことを再度説明し、説明を終了する。

　・同意が得られた場合には、同意文書のチェック項目に資料提供者に一つずつチェックを
していただき、書面で同意を得る。

　・日付、連絡先等を記入、署名した同意書を 1 冊は、資料提供者に、もう 1 冊は病院で保
存する。
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第 1 期ＭＣ講習会の講義の記録

ＭＣ講習会修了証
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　③第 2 期における講習会の主な内容
　第 1 期終了をもって新規の参加登録業務が終了したことから、2008年 4 月からの第 2 期
では、ＩＣ業務から追跡調査業務へと重きが移っていった。これに伴い、ＭＣとして働
く人員は減少した。第 2 期におけるＭＣ在籍者数は、2010年 8 月時点で、全国 56 病院
の 485 名であり、そのうち、専任者は 78 名である （図 5 、図 6 ）。

【図 5 　第 2 期におけるＭＣ業務に携わっている人数】
（2010年 8 月:現在）

【図 6 　日本全国の 56 協力病院のＭＣの在籍数】
（2010年 8 月現在）

　　　　メディカル・コーディネーター
　　　　（ＭＣ） の在籍数 （2010年８月現在）

北海道　28名

東北　11名

関東　280名

中部　6名

近畿　51名

九州・沖縄　109名
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　第 2 期では、新規の参加登録業務が行われなくなったため、第 2 期のＭＣ講習会では、
第 1 期でＭＣ講習を受けたＭＣおよび新しくＭＣ業務に携わることになったＭＣを対象
に、入力するデータを研究・解析できるデータとして仕上げ、 研究者に提供するための確
認作業に重点が置かれるようになった。加えて、①ＭＣ業務へのモチベーションを維持
してもらうこと、②医療機関から提供されたデータがどのような研究に使われているの
かを透明化すること、③ゲノム医学研究の専門的知見について、ＭＣを通じて提供者に
もフィードバックすること等を考慮し、研究の進捗状況や最新の研究動向を取り入れた
講義が行われた （表 2 ）。第 2 期のＭＣ講習会は、 2011年 9 月までに合計 8 回開催され、
のべ 643 名が参加した （図 7 ）。

【表 2 　第 2 期におけるＭＣ講習会】

第 2 期 年月日/開催地 講習会の主な内容
第 1 回 平成20年 5 月10日 （土）

11日 （日）
東京大学医科学研究所

講堂 （東京）

「第 1 期の総括と第 2 期の展望について」（東京大学医科
学研究所　中村祐輔　他）、「第 2 期の業務の説明」 など

第 2 回 平成21年 4 月 7 日 （火）
東京コンファレンス
センター品川 （東京）

「試料の提供から研究の成果へ」（独立行政法人理化学研
究所　久保充明）、「新臨床情報入力端末について」 など

第 3 回 平成21年 9 月25日 （金）
品川イーストワン
タワー（東京）

「各国のバイオバンクの現状について」（独立行政法人医
薬基盤研究所　増井　徹）

第 4 回 平成22年 2 月 4 日 （木）
会議室ユーズツウ （大阪）

「プロテオミクス解析について」（独立行政法人理化学研
究所　中川英刀）

第 5 回 平成22年 5 月29日 （土）
東京大学医科学研究所

講堂 （東京）

「食道癌・血液検査値に関する全ゲノム関連解析」（東京
大学医科学研究所　松田浩一）
「オーダーメイド医療実現化におけるファーマコゲノミ
クスの役割」（独立行政法人理化学研究所ゲノム医科学
研究センター　莚田泰誠）
「バイオバンク・ジャパンにおける臨床情報の現状と
データクリーニングについて」（独立行政法人理化学研
究所ゲノム医科学研究センター　久保充明）

第 6 回 平成22年10月29日 （金）
大宮ソニックシティ会議室

（さいたま市）

「生存調査について」（独立行政法人理化学研究所ゲノム
医科学研究センター　久保充明）
「生存調査について～ ELSI 委員の立場から」（神戸大学
大学院法学研究科　丸山英二）

第 7 回 平成23年 5 月21日 （土）
東京大学医科学研究所

講堂 （東京）

「Ｃ型肝炎ウイルス陽性肝癌の発症に関わる遺伝因子の
同定」（東京大学医科学研究所　松田浩一）
「重症薬疹を回避するためのファーマコゲノミクス研
究」（理化学研究所 ゲノム医科学研究センター　
莚田泰誠）
「今後のオーダーメイド医療実現化プロジェクトについ
て」（理化学研究所ゲノム医科学研究センター　
久保充明）

第 8 回 平成23年 9 月 3 日 （土）
東京大学医科学研究所
1 号館 2 階セミナー室

（東京）

「生存調査のパイロット病院よりの実施報告」
「生存調査の業務フロー説明」
「生存調査入力システムの使用方法説明」
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　なお、図 7 にあるように、第 8 回の参加者数が大幅に減っている。これは遠距離や多忙
のため、ＭＣ講習会の会場に来られないＭＣのために、Ustream （ユーストリーム）と呼ば
れるインターネット上の動画閲覧サイトを利用して生中継を開始したことによるものであ
る。中継視聴中に、ＭＣから意見や質問があった場合には、プロジェクト事務局にメー
ルを送り、会場とコミュニケーションできるようにした。第 8 回のＭＣ講習会が Ustream

（ユーストリーム）でアクセスして視聴されたのは、278 回であった。

【図 7 　第 2 期のＭＣ講習会の受講者数】
（2011年 9 月付プロジェクト事務局資料より整理）

 

  

Ustream （ユーストリーム）による動画閲覧サイト

　Ustream（ユーストリーム） は、2007年設立された動画共有サービスであり、インターネット上で
動画を公開または限られた対象者に限定して公開することができる。本プロジェクトでは、ＭＣ講習
会の動画をＭＣのみに配信している。
（出典：URL　http://www.ustream.tv/channel/biobank-study-meeting）
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 2） ＭＣ業務の準備
　①設備の設置
　第 1 期には、 ＭＣが資料提供候補者にＩＣを行うために、各病院には、1 対 1 で面談ができ、プ
ライバシーを確保できる空間が必要であった （以下、面談室）。面談室では、匿名化端末とサーバー
が設置された。第 1 期では、システム開発を NTT データ株式会社に委託しており、同社とプロジェ
クト事務局がサポート業務にまわった。
②ＭＣ業務の準備
　業務の手始めとして行われたのは、ＩＣの流れを作るための準備作業である。おおよそ次のよ
うな事柄が準備されたが、その進め方は病院ごとに異なっている。

ⅰ） 院内における協力の呼びかけ
　・院内の全医師へオーダーメイド医療について講演し、協力を依頼した
　・本プロジェクトの案内チラシを作成し、各診療科にあるカルテに挟んで置き、担当医がそ
れをみて試料提供候補者に案内するように依頼した

　・新規の参加登録および案内協力の呼びかけのために、院内の他部署との話し合いをした
　・医局から説明を始め、全職員を対象に時間をかけてヒトゲノム解析研究に関する啓発活動
を行った

ⅱ） 院内における広報活動
　・院内にプロジェクト広報用のポスターの掲示
　・待合室にプロジェクト広報用の DVD の上映
　・DVD 上映にあたって、「NHK のドラマに重なった」、「見飽きた」 などの苦情を受けて編集
し、これまでの継続的に上映していたものを定期上映に変更した

ⅲ） ＭＣ業務のフロー確定とツール準備
　・試料搬出、ルートの検証
　・ＭＣ向けに業務の正確化や円滑化を図る手順書作成 （診療の流れに沿うような手順）
　・試料提供者に窓口まで来ていただくための案内文作成
　・試料提供者登録の一覧表の作成
　・業務進捗管理票の作成
　・他病院への見学に行き、疑問点等を確認
　・ＭＣ同士の話し合いで問題点の確認、改善策の検討
　・業務管理票および手順書に修正を加え効率化を図る

ⅳ） 対象患者の選定基準の共有
　・対象疾患の診断されている患者のうち、病名告知がされていること
　・当該病院で対象疾患の受診歴があること
　・理解力があること
　・骨髄移植をしていないこと
　・モンゴロイド（日本人）であること
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【図 8 　第 1 期の立ち上げとＭＣ業務の推移】
 

　上記の図 8 は、プロジェクト立ち上げ時にＭＣ業務が構築されていった内容を整理したも
のである。ＭＣ業務は、ＩＣに重きが置かれていた第 1 期に比べ、第 2 期では、業務の比重
が追跡調査および臨床情報の入力に移行した。また、図 9 は、ＭＣ業務全体を示したもので
ある。

【図 9 　ＭＣ業務の全体図】

＊73頁の註および日本人類遺伝学会のゲノムメディカルリサーチコーディネーター（ＧＭＲＣ） 制度のホーム
　ページ http://jshg.jp/qualifi cations/gmrc.html を参照。



ＭＣによる対象患者のスクリーニング

主治医からの紹介 広報用ポスター

ＭＣに案内

説明前に対象者
の適正を確認

ＭＣによる説明

説明ビデオ
（プロジェクト概要）

説明中止
（再検討依頼）

意思確認 拒否：登録中止

同意

採血

登録

同意撤回
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 2．ＩＣのプロセス

　第 1 期のＭＣ講習会で指導されたＩＣの手順は、各病院のＭＣによって踏襲され、また
工夫も加えられていった。本プロジェクトのＩＣの手順は、新規の参加登録時 （図10） と、
第 2 期の研究期間延長のお知らせに伴う再確認 （図11） に分けられるが、当然ながら追跡時
のほうがよりスムーズに行われていた。ただ、各病院によってそのプロセスには違いがあっ
た。

【図10　新規の参加登録時のＩＣの流れと対応】



外来予約確認

声かけ

時間の有無を確認

継続再同意の説明

意思確認

継続再同意

ＭＣに案内

拒否：追跡中止

拒否の場合：採血中採血

次年度採血同意 臨床情報のみ追跡

追跡調査 拒否：追跡中止

追跡調査同意

継続

同意撤回
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【図 11　追跡調査のＩＣの流れと対応】
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【図12　第 1 期における登録者数の推移】
（出典：本プロジェクト事務局資料）

 

　本プロジェクトの参加登録が開始された第 1 期 （2003年度から2007年度まで） における協
力者数の推移は、図12で示すとおりである。当時、ＭＣは合計 235,841 名の協力依頼者に対
して説明をし、依頼をした。そのうち、同意取得者数は、200,172 名 （同意率 84.9％）、同
意撤回者数が 172 名 （同意撤回率 0.9％） であり、最終登録者数は、200,000 名である。

　

３. 質問紙調査からみたＩＣ業務への評価

　本項では、2007年にＭＣを対象に行った質問紙調査 （n=127） をもとに、ＭＣ自身による
自己評価を振り返る。

 1） 試料提供候補者に伝えられたと感じる説明項目
　ＭＣ自身が試料提供候補者に確実に伝えられたと感じる項目について自己評価をしても
らった結果を図13に示した。「確実に伝えられた」 項目は、「参加は自由意思であること」
（65％）、「同意撤回ができること」（59％）、「参加による負担の程度」（47％） の順に挙げ
られていた。「確実に伝えられた」 と 「まあ伝えられた」 をあわせると、最も高かったの
は 「研究目的」（94％） であった。
　他方、「かなり伝わりにくかった」 と感じている割合が高かったのは、「研究内容」（21％）、
「追跡調査の実施」（17％）、「個人への結果の開示はないこと」（15％）、「診療上の利益はな
いこと」（13％）であった。
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【図13　ＭＣ自身が確実に伝えられたと感じる項目について自己評価 （n=127）】

 2） ＭＣからみたツールへの評価
　ＩＣ業務のために、プロジェクト事務局が用意したツールは、DVD（10分間）、イラスト入
りのパンフレット （説明同意文書） であった。DVD は、女優のいとうまい子氏がナビゲーター
を務めるもので、オーダーメイド医療の考え方と SNP 解析研究の解説、東京大学医科学研究
所、DNA 倉庫と血清倉庫の紹介、試料提供方法の紹介、試料提供者の権利や対応できないこ
とについての紹介を述べたものである。パンフレットは、それらの内容が手元に残るように
まとめたものであり、DVD 上映の後にＭＣが直接説明をする際に用いるツールである。
　2007年のＭＣを対象とした質問紙調査では、これらのＩＣ関連ツールに関するＭＣの評価
を尋ねている。その結果を示したのが、図14である。DVD については、89％の回答者が 「と
てもよかった」 または 「まあまあよかった」 と評価していた。パンフレットについては、
DVD より評価が低く、78％が 「とてもよかった」 または 「まあまあよかった」 と評価してい
た。
　DVD への具体的な改善点としては、計13点の指摘があった。複数名から指摘されていた
のは、試料提供候補者が誤解する恐れとして、採血回数 （実際よりも多いように誤解され
る）、採血量 （実際よりも多いように誤解される） があげられていた。また、医学考証が不
正確 （マスク、ゴム手袋の使用）、言葉遣いの改善 （失礼な言い方がある、専門用語が多い）、
パンフレットとの関連性での改善 （表現、重複削除） 等があげられていた。
　また、パンフレットへの具体的な改善点としては、計 35 点の指摘があった。複数名から
共通して指摘されていたのは、説明順の入れ替えである。これは、試料提供候補者にとって
最も重要だと思われる、本人にとっての利益・不利益、自由意思による参加などをもっと早
めに伝えること、ゲノムの説明と研究方法をつなげること等があげられていた。また、同意
書のチェック項目が見出しのみで内容が含まれていないので、ここに要約を入れることにつ
いても、共通して指摘されていた。そのほか、表現において誤解を生みやすい点 （結果の非
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開示）、あるいはわかりづらい点 （不利益の可能性）、試料提供候補者の多様性に応じた構
成 （子ども向け、詳しく知りたい向け） 等、わかりやすい表現 （研究方法、匿名化） 等が
あげられていた。

【図14　ＩＣ関連ツールに関するＭＣの評価 （n=127）】

 3） 試料提供者からみたＩＣへの評価
　他方、試料提供者の評価がどのようなものだったのかもあわせて確認しておきたい。2008

年にＡ病院で実施した質問紙調査 2）（n=1,278） によれば、DVD およびパンフレットとも、評
価の傾向は全く同じであった。「わかりやすかった」 と回答した人の割合は、DVD が18％、
パンフレットが17％であり、ＭＣによる評価とほぼ同様であった （図15参照）。

【図15　試料提供者からみたＭＣの対応とその評価】

2） Watanabe M, Inoue Y, Chang C, Hong H, Kobayashi I, Suzuki S, Muto K, 'For what am I 

participating? - the need for communication after receiving consent from biobanking project 

participants: experience in Japan'. Journal of Human Genetics 56: 358-363, 2011.
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　ＭＣの対応そのものへの評価は、「わかりやすかった」 と回答した人の割合が 32％にの
ぼっており、DVD やパンフレットよりも高かった。年齢が若いほど、また同意年からの時間
が経過しているほど、評価が高かったが、性別との関連はみられなかった。
　しかし、自由記述欄に 「覚えていない」 あるいは 「見ていない」 と回答した人が、わずか
ながらもいたこと、「どちらともいえない」 と回答した人が 14～ 17％いたこと、無回答者
が 12～ 15％いたこと等が影響し、「わかりやすかった」 と 「まあわかりやすかった」 を合
わせた割合は、53％に留まっていた。評価の傾向は、回答者の年齢 （10歳刻み） とは有意な
関連がみられ、年齢が若いほどわかりやすさに関する評価が高かったが、性別や同意年から
の経過時間とは関連がみられなかった。
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コラム：いつもと違う事務連絡

　幸運にもこの国家プロジェクトと出会え、第 1 期は協力医療機関側の事務局で、
第 2 期はプロジェクト側の事務局で、社会人人生の貴重な10年間をメディカル・コーディ
ネーターの皆さんと共に働けたことを誇りに思います。
　中村先生が掲げた 「この指とまれ！」 に、多くの研究者、更に多くの医療関係者、もっ
と多くの患者さんに集まって頂け、欧米に後塵を拝してしまっていた日本のヒトゲノム
研究を、一気に巻き返す研究基盤となる 「バイオバンク・ジャパン」 の構築に成功した
のです。まさに 『意思ある所に道あり』 という言葉を、自らが体験できる貴重な学びの
機会を得させて頂きました。
　第 2 期に入り、研究者の傍で、中村先生を中心に、同年代の研究者の皆さんの昼夜を
惜しまぬ研究への執念を間近に見る事となり、その凄まじさには感銘致しました。この
プロジェクトの関係者の皆さん一人ひとりが、多くの感動的なエピソードをお持ちだと
思います。その中で、私が知っているエピソードを 1 つだけご紹介させて頂きます。
　それは、ある休日の昼過ぎでした。突然、ある患者会の事務局長から病院に電話がか
かってきて…「申し訳御座いません。どうしてもプロジェクトに協力しておきたい、と
本人が家族に伝えていたのですが、今日の朝から、様態が急変してしまいました。今か
ら会員の入院先に行って頂けないでしょうか。」 病院からメディカル・コーディネーター
の自宅に電話があり、直ぐに、当直医と連絡を取りました。しかし、急患の対応で当直
医は外出できず…。ダメ元で、大西先生の携帯に事情を報告しました。大西先生は、「わ
かりました。私が行きましょう」 と即答。メディカル・コーディネーターと大西先生と
二人で、患者さんの入院先にお伺いし、ご本人のベッドの傍でご家族と一緒に同意説明
を致しました。
　帰りに 「休日にもかかわらず、私達の為に来てくださり、本当に申し訳御座いません
でした。本人の最後の希望を叶えて下さり、本当に有難うございました。」 と、 ご家族は
目いっぱいに涙を溜めながら深々と頭を下げて下さいました。ご本人は数時間後に亡く
なられたそうです。
　こんな一つひとつの物語が集まって、日本最大のバイオバンク・ジャパンが出来上がっ
たのかと思うと、プロジェクトの一員としてこの仕事に関わることができて、心から良
かったと実感しています。
　これからも、メディカル・コーディネーターの皆さんが体験した小さな物語を教えて
頂き、皆さんと一緒に、このプロジェクトで得られた感動を共有していきたいと思いま
す。
　本当に毎日が感動の連続で、あっと言う間の10年間でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学医科学研究所
オーダーメイド医療実現化プロジェクト事務局 　

山下　恭司　
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II .　インフォームド・コンセント業務の事例

　本章で取りあげる 「インフォームド・コンセント業務 （以下、ＩＣ業務）」 とは、試料提
供候補者に対して本プロジェクトについて十分な説明を行い、その候補者が理解・納得した
上で協力することに書面同意を取得し、試料提供 （採血） をするまでの業務をいう。具体的
には、主治医から試料提供候補者が声かけされた段階から始まり、研究への協力の同意を得
るための説明・同意、採血、その後の追跡調査でのコミュニケーション （再度の意思確認を
含む）、研究に対する問い合わせへの対応、同意撤回などを含む。
　本プロジェクトに試料提供していただく候補者を募集するために、協力機関の各病院では、
ポスターの掲示や広報 DVD の放映以外に、該当疾患の医師からの声かけが行われていた。多
くの試料提供候補者は、受診時に主治医から声かけをされていた。患者は、主治医から声か
け・案内をされても、関心がない場合にはその場で拒否ができ、説明を聞くと回答した場合
のみ、ＭＣが詳しい説明をするという原則になっていた。

 1 ．試料提供候補者との接触

 1） 試料提供候補者の再確認および説明のタイミングの確認
　主治医との信頼関係や義理があるためにその場では断れずにＭＣの説明を聞きに行く場
合や、 ＭＣの説明を聞くのは主治医の指示だと思い込んで案内される場合もあったようであ
る。そのため、ＭＣの多くは、説明を開始する前に、主治医の声かけにより案内されてきた
試料提供候補者の状況を確認していた。具体的には、以下のような条件を満たした対象者が、
ＭＣにとっては説明対象者となりうる。
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　もっとも、病院によっては、あらかじめＭＣによって試料提供候補者が本プロジェクト参
加の適格基準を満たしているかどうかを絞り込み、再診者の場合には受診予約なども確認し
たうえで、具体的な候補者名を医師に伝え、声かけを依頼する場合もある。
　ＭＣは、試料提供候補者と初対面の挨拶を交わして廊下を移動する数分の間に、最初の会
話を通して、研究に関する説明を行う対象として適切かどうかを確認し、不適切だと判断し
た場合には、説明を中止する場合が多い。以下は、その対応の事例である。

 説明をせずに主治医に返したケース 

　案内されたタイミングが悪いために説明の対象として不適切だと判断したケースが報告さ
れている。特に、説明の対象者から除外しただけではなく、試料提供候補者を選定している
主治医に対して案内する候補者をより吟味することを促し、直接ＩＣに携わるＭＣとして今
後の試料提供候補者選定への方向づけに意見をしていた。

　“初診でいきなり紹介されてしまう人もいるんですね。がんのときは主治医に返していま
す。「初めて来てがんと言われた人を紹介して、先生はどういう気持ちで紹介したの？　ま
だ試料提供者の募集はやっているから、よく吟味してからにして」 と言って戻します。”

 説明を中止したケース

　説明の対象として不適切だと判断したなかには、説明を中止したケースがある。その要因
としては、主治医からがんの告知を受けた事を忘れている、自らの疾患に対する認識があい
まいである、などがあげられた。このような状態で案内された場合には、依頼されているこ
とを言わずに中止、「対象疾患ではないようですから」、または 「もう一度確認してみます」
と間をおいて、 案内されてきた試料提供候補者に気づかれないように中止することもあっ
た。

 説明を延期したケース

　がん告知の当日にＭＣへ試料提供候補者として案内された場合や、主治医から告げられた
疾患名である 「悪性腫瘍」 が 「がん」 であることの認識がない場合、つまり試料提供候補者
が自らの疾患に対しての認識が明確でない場合には、説明を延期していたＭＣもみられた。

 A） 主治医に紹介されて、案内されてきた試料提供候補者が、案内された理由を認識し
ているかどうか。

  B） 対象疾患の患者かどうか。
 C） 告知と案内 （紹介） のタイミングとして適切であるかどうか （重篤な疾病の診断直
後など、本人が研究に関する説明を聞ける状態にあるかどうか等）。

 D） 説明を聞ける体調にあり、時間的余裕があるかどうか。
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　“がんの患者さんだと先生から紹介があったので、（患者さんに）「話を聞いてもらいたい
んですが」 と言ったら、「今日がんだと言われたばかりで聞けない」 と言われて。でも本人
はいいよと言ってもらえたのですが、患者さんには 「この次にね」 と言って、次の予約をし
ました。”

　“がんの患者さんだと聞いて行ったけど、結局、患者さんの中では、悪性腫瘍だけどがん
ではないと思っている人とかがいらっしゃる。（中略） それで困ったなと思って、先生に、「次
のときに必ずがんだと言ってくださいね」 と言って、次に回したこととかもありました。結
局、認識の違いがあるので、そういうところは結構難しいから。”

 がん告知等の直後に案内されたのを知らずに説明したケース

　説明の途中で話を聞いていた試料提供候補者の様子がおかしいことに気付き、その訳を聞
いたところ、その日に告知をされたことが判明したケースもあった。このように後から説明
のタイミングが悪かったことに気づき、ＭＣも一緒に動揺したという例もあった。

　“子宮がんの方で、その日に告知をされたにもかかわらず、そのままプロジェクトのご案
内をされてわからないまま来てしまった方がいらっしゃいました。お話はし始めたんですけ
ど、何か暗い顔をしているし、よくよく聞いたら、「さっき言われたんです」 って。（中略）
ちょっと涙も流しちゃったりとか、そんなこともありました。”

　以上のような取り組みや経験から、「次回に不適切な案内がされないように注意を促す」 た
めに、次回の 「声かけ」 の際に、説明してよいかどうかの判断材料となるように、カルテに
付箋で目印を付けたり、主治医への試料提供候補者の慎重な案内を呼びかけたりしていた。
　ただし、がんを専門的にみる病院などでは、試料提供候補者全員ががん患者で、告知され
ていることも前提となっているので、説明前にＭＣによる疾患の再確認を本人に対して直接
行っていたところもあった。

 2） 本格的な説明を開始する前に
　研究の説明をする条件を満たしている試料提供候補者であることが確認できたとしても、
そもそも診察を終えてほっとしている試料提供候補者にとって、次に研究に関する説明を聞
かないかと声をかけられるのは、予想外であることが多い。そこで、ＭＣは、本格的な説明
を始める前に、まず試料提供候補者の緊張を解いたり、ＭＣ自身が試料提供候補者から信頼
を得られるように努力したりしている。

　“いとうまい子さんの笑顔や年齢の話をして、リラックスしていただいてから、パンフレッ
トの説明に入ります。ＩＣの始める前に患者さんと良いコミュニケーションが取れた時は、
ほとんどの患者さんからご同意頂けました。”
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　“ＩＣに入る前の予備説明では、 なぜ声がかかったかということを大切にしています。特
に、相手は患者さんなので、協力による負担は病状に影響しない軽いものであることと、
協力は自由であることは強調します。そうすれば、「研究」 への先入観による不安を解消で
き、ＩＣそのものを断られることが減少したように思います。”

　“まずは、親近感を持ってもらうために患者様によってはバリバリの方言を使っています。
それから、ＭＣの信用を得るために、院内誘導中にすれ違う職員、顔見知りの患者さんに
は必要以上に元気に挨拶！説明中も患者さんから笑顔が出るツボを必死で探します。”

 3） 小括：ＭＣ自身による試料提供候補者のアセスメントと信頼関係の構築
　ＭＣのもとへ案内されて来た人は、適切なタイミングで案内をされ、自分の病気への理
解や認識をもっていることが前提として考えられていた。だが、多くのＭＣの場合、案内
されてきた人に対して、そのまま説明に入ることは少なく、説明前の事前準備の意義が浮
き彫りになったといえるだろう。
　説明に入る事前準備では、①告知と声かけのタイミングが適切かどうか、②説明を聞け
る状態であるかどうか、③案内理由を認識しているかどうか、などの確認が行われており、
主治医の判断とは異なる観点から、最終的に試料提供候補者を選定、または除外するため
の手続きとして機能していた。既にみてきたように、試料提供候補者の選定のあり方が不
適切であると判断された場合には、主治医に戻すことで慎重な選定を促していた。ＭＣは、
このような確認作業を経てから「試料提供候補者」として説明を開始するようにしていた。
　そして、ＭＣ自身によるアセスメントの結果、案内されてきた人が本当の説明対象者で
あることが明らかになったとしても、いきなり本格的な説明に入ることはない。まずは、
説明対象者にリラックスしてもらうこと、そして、表情や言葉の端々からＭＣ自身が信頼
を得られるように努力し、工夫するのである。
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　【声かけ・案内における概念図】
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　左は、Ａ病院のＭＣがオリジナルに作成した担当医へのプロジェクト協力要請シート。「参
加要請シール（桜シール）」は小さいので見落とす可能性があるために、このシートを紙カ
ルテに事前に挟み、担当医にプロジェクト協力対象者の紹介を促していた。協力対象者の患
者名を間違えないように紙カルテに記載されている患者名が隠れないサイズに作成した。右
のシートは、担当医師から左のシートをもらった後に、担当医に再度対象者の確認をするた
めのシート。担当医に紹介者のダブルチェックをしてもらうことで、患者への疾患の告知も
れや対象者選定の適切性を確認していた。

 

　Ｂ病院のＭＣがオリジナルで作成したシート。入院患者を対象に協力者をスクリーニング
するために、患者への告知状況や患者の理解力などが確認できるように工夫されていた。
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2．柔軟な説明

 2-1.　個々人に応じた説明環境づくり

　本項では、ＭＣが説明を進めるうえで、試料提供候補者の最初の感触や参加意思を確かめ、
時間・空間への配慮も含め、説明をより理解してもらうためにどのような努力をしていたの
かを掘り下げる。まず、試料提供候補者の研究への協力の意思を把握しながら、柔軟な対応
をみせている事例を紹介する。

 研究に肯定的 （積極的な参加型） な場合の対応

　医学研究や本プロジェクトに対して好意的で積極的な意義を見出している試料提供候補者
は、説明を省くことを求めると同時に採血を促す人も多く見られたようである。特に、高齢
者に多く見られるケースとして、「自分の体で国のためとか人のためになることがほかに何
もないから、何かやれることがあったら」、「自分の使えるものだったら血でも何でもとって
いってくれ」 など、自ら進んで積極的に参加する人もいたという。
　強い意思をもって参加を希望する場合には、「同意してもらいやすい」対象である一方で、
「話はいいから血はとっていいよ」、「そんなかた苦しい話をくどくど聞きたくない」、「協力
するのはいいんだよ。だけど聞いたってわかんないから」 など、説明を省くことを要求した
り、短時間での採血を促したりすることもしばしばある。このような場合でもＭＣは、説明
を最後まで聞いてもらえるように注意を払っていた。
　また、稀ではあるが、本人ではなく、家族が積極的な場合もあったようである。対応した
ＭＣは、特に試料提供候補者に負担がかからないように心がけていた。
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　“患者さんの息子さんも別の病院に入院中で、糖尿で低血糖の状態だったみたいなんです
けれども、（ＩＣを） すごく盛り上げてくれたんですね。人を盛り上げるのが職業だから、
私の説明に対して「それはええことや、ねえちゃん。［父親に向かって］ 協力しようよ」って
言ってくれたんですね。（笑） そんな、大変なのにいいのにと思いながら説明させていただ
いたんですけれども、お父さんも息子さんの言うことですので快く協力していただいたんで
すけど、（ＩＣが） 長かったのと、（息子さんが） 別の病院に入院中だったんです。その間を
抜けて、お父さんの （ＩＣの） 付き添いに来てくれたんですよ。（息子さんが） 低血糖になり
ながらもＩＣを盛り上げてくださって参加ということになって、それは感動というよりは何
か気の毒な、まあ、ありがたかったんですけども。”

 効率的で無駄のない時間の使い方への配慮
　ＭＣが説明の際に試料提供候補者に行っている時間的配慮として、①最初にかかる説明時
間を伝えて、候補者に都合を確かめること、また、②候補者が外来でどのくらい待って案内
されてきたのか、疾患、重篤度や当日の体調はどうなのかなどを鑑み、当日説明が可能かど
うかを判断していたようである。置かれた状況によって多少差はあるものの、 多くの場合は、
予想される最短の説明時間を相手に最初に伝えて、説明を聞く余裕があるかどうか確認をし
ていた。
　
　“うちの病院の場合は診療までに 2 時間ぐらい待たされてしまいますので、その後でわ
けのわからない話を聞かされるのはものすごく苦痛らしいのです。ですので、簡単にとい
う感じで、お時間10分ほどよろしいですかと。時間がない人もいらっしゃいますので、ま
ず 「時間はどのくらいでよろしいですか」 と聞くようにしています。「いいですよ」 と言っ
たら説明します。”

　外来の待ち時間をＩＣに使うと決めていた病院では、落ち着いた気持ちで話を聞いていた
だくために、あと何人で診察の順番が来るかを知らせるようにしたり、診察の順番がきたら
ＭＣの院内 PHS に連絡が入るようにしたりするなど、外来との協力体制を取ることで時間の
節約ができたという。
　また、すぐに説明できない場合には、外来の待ち時間を利用して説明を聞ける状態かどう
かを判断していた。例えば、次回の診察のときの待ち時間に来てもらうなど、 間時間を上
手く利用するように工夫をすることもあったようである。
　病院によっては、来院する患者の動きや状況を熟知し、患者の院内での動きに合わせて
ＩＣのタイミングを設計しているところもあった。たとえば、「案内あり」 の連絡が入ると、
必ず走って試料提供候補者を迎えに行くという方針をとっている病院もあった。面談室に案
内する途中に、試料提供候補者と会話を交わしながら基本情報を収集・確認し、プロジェク
ト協力への感触を確かめると同時に、研究概要まで説明するという段取りである。
　やや積極的な対応としては、試料提供候補者の会計での支払いや薬の受取をＭＣが代行し
たり、薬の待ち時間を利用して説明したりすることにより、院内の滞在時間を最小限にでき
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るようにしている病院もあった。これらの行為は、一般的な受診患者にも通常のサービスと
して行っているものではない。しかしながら、本プロジェクトへの参加を促すことが、「患
者さんに不愉快な思いをさせない」 という病院の基本原則に反することにならないようにと
の考えがあったり、研究協力への謝意の表れとしてＭＣ自身が実践したりしていることが明
らかになった。
　以上のように、試料提供候補者が説明を聞ける状況であるかどうかを判断するうえでの工
夫をまとめると、以下のような項目に整理できる。

 2-2．個々人に応じた説明内容の工夫

 1） 説明内容の工夫
　本プロジェクトでは、試料提供候補者に対して、解説 DVD を見てもらったあとで、ＭＣが
パンフレットを用いて説明するという原則になっている。説明用のパンフレットは、表紙を
含み全16頁から成っている。パンフレットの具体的な構成は、次のとおりである。

・説明を聞く自発的な意思があるかどうか。
・試料提供候補者をとりまく状況は、どうか （体調、疾患の重篤度、説明を聞ける状況など）。
・外来患者の場合、既に院内でどのくらい時間を要しているか、会計の待ち時間はどのくらい
か。

・入院患者の場合、病棟での予定に影響しないかどうか。
・説明のタイミングとして適切かどうか。
・説明時間としてどの程度の時間を確保させていただくか。

p.1 表紙 （プロジェクト正式名称、文部科学省、推進委員会からの依頼文、ホームページ
URL）

p.2 20世紀の医療と21世紀の医療の違い：有効な薬を選び、副作用のない医療の実現
p.3 ゲノムとは何か～生命の設計図
p.4 オーダーメイド医療を実現するためには
p.5 薬をアルコールに置き換えた場合の個人差、遺伝暗号を用いた研究方法
p.6 具体的な協力内容 （血液 7 cc を 2 本採血し、血清を取り出すものと、DNA を取り出す

ものに分けて利用。追跡調査のため、可能な限り、年 1 回の血清と診療情報の提供を
依頼）

p.7 具体的な研究方法、個人情報保護、試料の保管場所、研究期間、ホームページでの情
報公開

p.8 研究参加は自由意思で、協力しない場合でも不利益を被らないこと、同意後も同意撤
回が可能であること、この研究の21世紀の医療への貢献、費用負担がないこと

p.9 研究参加による不利益の可能性、協力する人の権利 （知的財産は帰属しないこと、研
究計画書はいつでも見られること）

pp.10-13  説明文書 （文字のみ）
p.14 同意文書
p.15 同意撤回通知書および同意撤回通知受領書
p.16 裏表紙（研究プロジェクト協力機関一覧、問い合わせ先）
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 マニュアルに忠実な説明

　説明にかける時間は、講習会の指導内容通りに実施すると、20分程度の時間を要する。こ
れは決して短い時間ではないが、あえて講習会の指導内容通りに説明をした病院もあった。
新人が講習会で習得したものをそのまま実施することにより、ＩＣにおける重要な意味を身
につけさせる意図も込められていた。

　“（ＭＣ講習会で） 習ってきた人たちにあまり何も言わずに （習ってきた） そのまま （説明
するようにしています）。確かにくどくて長くて……待ち時間も減らしてあげたいと思いま
すが……何も足さず、何も引かずで。最初のころからのメンバーは割と （繰り返しは） もう
省いてやっていますが、メンバーがどんどん入れかわっていて、最新の人たちはこういうと
ころに来ているので、あえてベテランが指導しないで習ってきたとおりにやりなさいという
形にしています。”

 対象者が理解しやすい説明順序への変更

　説明用パンフレットの冒頭には、ゲノムが生命の設計図であることを伝える部分がある 

（p.3）。だが、遺伝子に関する基礎知識から細かく説明しようとすると、肝心の研究に関す
る説明が先に進めなくなる場合も生じ得る。そこで、先に研究目的を噛み砕いて説明するこ
とに重点を置くように順序を変えた例も多く見られたようだ。

　“遺伝子の AGCT のことは、私はほとんど説明しません。（中略） そういうことを言うと、
もうそれだけで頭がいっぱいいっぱいになって次のステップに進めませんから、これはどう
いうためにやっているんだということを言っています。”

　“最初にこういう目的ですよということ、それには遺伝子を調べますよということ、プラ
イバシーは守られますということ、患者さんにすぐ戻ることはありません、などを要所、要
所で言います。そうでないと、全然わけがわからなくなってしまいますので、本当に大切な
ところだけをぽんぽんと言って、何か質問がありますかと言って質問された場合には答える
という感じです。”

 重要なところを要約説明

　多くの場合、説明内容は、講習会でのマニュアルを基準に、相手の立場を理解する姿勢で
臨み、①説明対象者の許容の限度を確かめ、②説明が相手に伝わるように言葉やツールの選
択をするように努めていた。しかしながら、長い時間待たされ疲れきっている状態で案内さ
れる場合や急いでいる場合には、ＭＣは説明時間をできるだけ短くしながら、重要な部分を
おさえて要約するように工夫していた。
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　“患者さんによっては、本当にご高齢な方が多いので、遺伝子がどうのこうのとしゃべっ
ても、「そんな難しい話を聞いてもだめだわ」 というようなことになってしまうし、時間が
長くなれば長くなるほど同意率が下がるんです。DVD を見ていただくとある程度のことが
入っているので、うちでは遺伝子の細かい部分の説明は省いています。（中略） 外来で予約
の患者さんが、1 時間、2 時間と待っている現状なんですよ。そこで、ここに来てまた時間
がかかるとなると、もう本当に患者さんは疲れ切っていて……「朝 8 時に来たのにまだご
飯を食べてないんです」っておっしゃりながら、お昼過ぎにわざわざ来ていただいている
方もいらっしゃるので、できるだけ時間を短くして、ある程度の年齢に合わせたり、体に
合わせた状況での説明内容に変えてしまっています。”

　パンフレット部分を省かなければならないほど時間が切迫していた場合には、同意書に
あるチェックリストのみを用いて説明を行う場合もあったようである。

 

　前項で述べたように、試料提供候補者に、あらかじめ強い研究協力参加意思がみられる
場合、研究に関する説明を省くことを要求されることもあったようである。しかし、ＭＣは、
まずは説明を聞いてもらうために説得し、説明対象者の理解力に合わせ、要点を簡潔に説
明するように対応している。こうした対応により、説明を行うことそのものが苦情の対象
とならないように注意を払っていた。また、説明を要約する際には、説明 DVD の内容の繰
り返しにならないようにし （外来で既に DVD を見た人に対しては、DVD を省くこともある）、
試料提供候補者の研究への関心や理解力なども説明過程で把握しながら力点を考慮してい
たようである。
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入院中の試料提供候補者へ採血しにいく場合のセットの中身：
採血スピッツ 2 本、院内 ID ラベル、検査伝票、バイオバンク ID ラベル

 実際のパンフレットの使用方法

　以下では、ＭＣが対象候補者に対して説明を行った際に、パンフレットをどのように使用
したのか、特に強調していたと回答していた点、留意点などをについて、パンフレットのペー
ジ順を追って紹介する。

p.1 表紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p. 16裏表紙
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p.2  20世紀の医療と21世紀の医療の違い　　　　　p.3  ゲノム～生命の設計図

pp.4-5  オーダーメイド医療を実現するためには？
　 　　　　　　　　　　　　　 

p.6　研究協力内容　　　　　　　　　　　　　　　　p.7　具体的な研究方法
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p.8　参加への同意と費用負担　　　　　　　　　p.9　協力者の不利益と権利

 　　　　　　　　　　　　　 　

pp.10-13　説明文（文字のみ）
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　以上のようにパンフレットで強調していた説明項目は、本プロジェクトが実施したＭＣ
講習の際に 「絶対に伝えるべき項目」 として強調していたものと合致する。また、既にみ
てきた 「図13　ＭＣ自身が確実に伝えたと感じる項目についての自己評価」（p.23） と照ら
し合わせてみると、「研究目的」、「参加は自由意思であること」、「同意撤回ができること」、
「参加による負担の程度」、また 「かなり伝わりにくかったと感じる説明項目」 としての「研
究内容」ともほぼ一致する。とくに、「研究内容」 の詳細な説明では、個々人の理解に応じ
て専門的な説明にならないように簡潔にしていたことが明らかになった。
　また、簡潔に説明しなければならなかった背景にある 「専門的な知識の難しさ」 を、い
かに分かりやすく伝えることできるのかという課題も示唆している。これは、前掲の質問
紙調査で、ＭＣによって指摘されたＩＣツールの改善点である 「わかりやすい表現」 と共
通する課題といえよう。
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 説明によって生じる不安への対応

　試料提供候補者は、研究内容に関する説明を聞くなかで、不安を感じることがある。たと
えば、比較的高齢者に多くみられた不安として、「自分は聞いてもわからないから家族にも
聞いてもらって」「一人で聞いてもあまり理解できなかったら困る」 といったように、一人
で責任を負うことに対する不安もあったようだ。このような例では、付添の家族と一緒に説
明を行うように留意し、試料提供候補者の不安を取り除くようにしていた。
　また、研究協力が長期にわたることに対して試料提供候補者が不安を感じ、参加を躊躇す
る例もあった。そのような場合には、同意撤回の自由を含め、補足説明で負担感を和らげ、
参加のあり方を理解してもらうようにしていた。

　“当時 「 5 年間の予定」 とパンフレットに書いていたので、私たちもそのつもりで説明し
ていたんです。そうしたら、「その期間ちゃんと研究に協力しなきゃいけない」という意識を
持っている方がものすごく多くて、途中で離脱するというのはあまり考えていない方が多い
のか、「最後まで協力できるかどうかわからないので、私は協力してもいいのかしら」 と言
う方が結構多かったんですよね。「通っている間だけで結構ですから、負担にならない程度
で」 と言うと、 「それでもいいんですか」って言ってサインをしてくださった方も結構多かっ
たですし。やっぱり高齢の方が多いです。「命が続くかしら」 というような感じのことも含
ませながら言う方が多かったです。”

 より負担を少なく、わかりやすさを追求した様々な配慮

　試料提供候補者の年齢、体調、理解度に合わせて、内容の難易度を調整する工夫以外に、
次のような配慮がなされていた。
 

高齢者の方が説明用資料を読むのに不自由がないように老眼鏡を常備している

◆体力が低下している高齢者への対応
　・足の不自由な方や高齢の方に配慮して、外来の近くの部屋でＩＣをするようにした
　・視力が低下していると、パンフレット内の絵や図、表などのイメージを捉えることが難
しいので、イメージをつかみやすいように補足説明をした

　・分かりやすくするためにパワーポイントを作成した
　・同意書を拡大コピーして使用した
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 聞き役に徹するというサービス

　ＭＣは、多くの試料提供候補者に、できるだけ負担と時間をかけないように配慮していた。
一方、ＭＣを「信頼できる話し相手」として認識し、ＭＣに話をする試料提供候補者の場合は、
状況が許す限り相手の話をよく聴くように心がけ、場合によっては 1 、2 時間と長い時間を
かけることもあった。本プロジェクトとはあまり関係のない、たわいのない話をするために
面談室に立ち寄る試料提供者も多かったようであり、ＭＣが詰めていた部屋は、いつの間に
か「病院の憩いの場」としての役割も担うようになっていたともいえる。ＭＣが試料提供者の 

「聞き役」 を務めることで、業務に支障が生じる場合もあるが、多くのＭＣは、なるべく試
料提供者と継続的なコミュニケーションを通して信頼関係を築こうと努めていることも明ら
かになった。

　“ 1 人の患者さんと、最高で 2 時間話したことあったけど。それだけじっくり話したこと
はなかったんで、よかったと思います。あの先生にしてみればどうのこうのと愚痴を言われ
ました。態度が悪いから始まって、待ち時間が長いとか……すべて言われて。”

　“私がお会いするのは、がん患者さんが多かったのですが、再発している人、順調な人、
本当にいろんな方がいますが、うちの面談室が日々の診療の不満、今後の不安、自分はどう
なるんだろうなど、正直に言ったら私に言われてもという話を延々と 3 時間ほど聞いたり、
はけ口のようになっていました。”

　“窓口からこのプロジェクトの話を聞きたいという人がいると聞くと、ああまたこの人か
と。前回の続き、今日はここまでと。3 回までつき合いましたが、4 回はさすがに……。戦
争の苦労話、嫁姑の争い。涙ながらに話されてどうしたらいいのか……。”

 2） 小括：個別化対応に向けたインフォームド・コンセントの進化
　ＭＣの説明スタイルは、 ＭＣ講習会での指導内容を忠実に再現する 「マニュアル型」 か
ら、 個々のニーズに応じて重要な部分に重きを置く 「要約説明型」 に発展してきたようであ
る。
　慣れないＭＣの場合には、まず説明の量と質を一定にする目標を立て、ＭＣ講習会で指導

◆言葉使いにおける工夫
　・大きい声でメリハリをつけて話した
　・「て・に・を・は」 を間違えず正確な日本語を使用するように注意した
　・強引な言い回しにならないように配慮した
　・話すスピードの適切さを対象者に確認し、調整した
　・「カタカナ言葉」 や専門用語などを分かりやすい言葉に置き換えた
　・ゆっくり分かりやすい音量で話した
　・説明の合間で、声かけしながら実施した
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した通り、どの試料提供候補者に対しても、冊子の冒頭から順番通り説明し、同意を得ると
いうプロセスになる。しかし、「マニュアル型」 を堅持すると、試料提供候補者の抱える様々
な事情に配慮しない結果となってしまう。
　そこで、ＭＣが熟練してくると、「要約説明型」 へと発展する。「これだけは、伝えたい」
と考える項目とその順序を、事前に整理しておくことが大事とされていた。さらに、試料提
供候補者の関心度、理解、時間的制約のなかで説明にメリハリをつけるなど、工夫を凝らし
ていた。
　ＭＣが説明のスキルのなかで最も重要視していたのは、個々の試料提供候補者の状況を把
握し、相手の反応を確かめながら進める技術である。例えば、長い説明内容には耐えられな
いだろうと判断される人には、重要な事項を押さえながら要約説明を行う。逆に、研究協力
に何か不安を抱いていると判断される人には、その不安や疑問になっているものは何かを確
認しながら、それに応えられるように補足説明を付け加えていた。
　ただし、これらの対応が、試料提供候補者の希望に叶っていれば、満足度の高いプロセス
となるが、希望に反している場合には、苦情やプロジェクトへの不信の種となりうるリスク
を負う。そのため、試料提供候補者のこうした説明が可能になるには、臨機応変かつ迅速な
判断力が求められるため、ＭＣの経験、熟練度、コミュニケーションの能力、専門知識の差
によって、説明の質に差も生じやすい側面が指摘できよう。
　こうした技術向上については、プロジェクト事務局によるＭＣ講習会よりも、ＩＣを実施
している現場において、病院の仕組みや地域の特性を尊重して努力してもらう以外にない。
多くの病院では、部署内のミーティングで試料提供候補からよく出る質問をお互いに報告し
たり、ＩＣの練習をしたりするなどして、技術を向上していったようである。

【コミュニケーションによる説明への工夫】
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 3．自由意思の確認

　前項で述べてきた説明内容とともに、①研究への参加・協力の自由であること、②協力
しなくとも、けっして不利益を受けないこと、③患者個人への直接的な利益はないこと （遺
伝情報などを個人へ知らせない）、④同意の撤回がいつでも可能であること、などに力点が
置かれ、意思確認が行われていた。
意思表明しやすい環境をつくるために行われていた工夫としては、
　・ボランティアなので、気楽に聞いて下さいと声をかける
　・断りにくそうな方には、すぐに返事を頂かなくてもいいと話す
　・同意の意思を決めかねている方へは当日の返答を避け、家族との相談をすすめ、次回
までに検討してもらう事を声かけしている

といったことが挙げられていた。

 1） 意思表明しやすい環境を実現できたか？
 

【図16　試料提供候補者は意思表明しやすかったか？（n=127）】

　図16は、ＭＣからみて、今回のＩＣの方法で試料
提供候補者が参加に関する意思表明をしやすかっ
たかどうかを評価してもらったものである。
　「とてもしやすかったと思う」と、「まあしやす
かったと思う」 と評価しているＭＣは71％であっ
たが、「少ししにくかったと思う」、「かなりしにく
かったと思う」 と評価する回答者も25％いた。以
下は、それぞれの回答の理由である。
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【試料提供候補者が意思表明しやすかったと思う理由】
 ① 第三者 （ＭＣ） が説明したから
　● 医師ではないので、診療・治療への影響を気にされることが少なかったのではないか。
　● 医師ではなく、他の医療スタッフが説明し、必ず任意であることを伝えていたから。

 ② パンフレットがよかった
　● パンフレットがカラーで理解しやすかったのではないか。
　● パンフレットに解り易く書いてあったので、読みながら指で追って説明したから。
　● パンフレットを使用し理解し易く説明した為、こういう研究が行われている事を知り興
味を持って参加してくださった方が多かった。

 ③ 個室／パーティションという環境がよかった
　● 押し付けではなかったこと、 1 対 1 でプライバシーが確保された環境であったためよ
かったと思う。

　● 患者さんと、別室で二人きりで、お話出来た事によって、プレッシャーをかけないで説
明できました。

　● 個室でＭＣと 1 対 1 での説明、ＩＣが行われ、研究参加も自由意思で、自発的な発言
がしやすい環境だったと思う。

　● ＩＣをする雰囲気と環境（面談場所が個室のようになっている事と個人的に面談をする
ことによって）、個人情報が守られていたためだと思います。

 ④ 主治医への気遣い無用という方針が理解してもらえたのではないか
　● ドクターからの紹介時やＭＣからのＩＣ前後など、強制された感じを受けないよう重ね
て自由意思であることを伝えるよう配慮しました。また DVD でもその点強調されてい
たので、意思表明はしやすかったのではと思います。

　● ＩＣするにあたって、参加は自由意思であり、参加によって利益がないことを事前に伝
えることによって、リラックスして話を聴いていただけました。

　● 主治医に対して断れないことも断ることができた、逆に、主治医が嫌いでもプロジェク
トへの参加はできたというご意見を、実際に説明を受けた方から戴いております。

 ⑤ 断わられた実績から
　● 拒否される方が実際おられたこと。医師には拒否したことを黙っていてほしいといわれ
る方がおられることから。

　● プロジェクトへの協力を依頼した医師に対しては、協力すると意思表明をしていたが、
ＭＣとのやり取りの中で協力を断る、という方があるから。ＭＣに対しては正直なご自
分の考えを表明しているものと推測する。
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 ⑥ 時間の余裕があったから
　● 医師には時間の余裕がないのでコーディネーターが対応する事で疾患のこと、心配ご
と等を含め話易い雰囲気だと思う。

　● 同意をせかさなかった。

【試料提供候補者が意思表明しにくかったと思う理由】
 ① 主治医との関係が気になったのではないか
　● 高齢者の方はいつもお世話になっているのでと協力しようとされるので、診療とは関

係がないと説明しても、自発的には返事をされなかったかもしれません。
　● 自由参加ではなくドクターかナースからの紹介の患者だと、「どうしてもやらなくては
ならない」という雰囲気を感じる。患者の中には 「よくわからないけど、先生に言われ
たからやります」 という人もいた。

　● 医師からの積極的な勧めではなく、声かけだけであとはＭＣに一任されたので断るこ
とがしやすかったと思う。しかし高齢の方では先生が言ったから何でも OK というのも
あった。

　● 主治医からの紹介であり、何かがあって特別に選ばれたと思われやすいため。
　● 中には、「お世話になっている先生の頼みだからしかたないわね。」との言葉も聞かれた
が主治医には、同意の有無を知らせないことを話すことによって意思表明はできてい
たと考える。

　● 中には断ったときの主治医の先生方の事を気にされている場合があった。言葉では 
『断っても診療には何の影響もありませんよ』 とは言っても気にされていたようだ。も
う少し強調すべきであったかも。

 ② 説明がくどかった／わかりにくかったのではないか
　● 初対面時に確認、DVD の後に確認、ＩＣの後に確認と、何度も意思確認している。

5 分位の説明を受けてだったら断るのもさほど気にならないと思うが、20分も説明さ
れて断るのは、患者様にとって断わり辛いのではないかと感じた。ＭＣとしても長時
間説明して断わられると、やりきれない感じを否めなかった。

　● マニュアルどおりの説明をしてご理解いただけるのは全体の 1 割もなかった。普通に
診察に来ただけの患者様にとっては、いきなり医師に言われるがまま約 1 時間にもわ
たる遺伝子・採血・個人情報・研究目的・内容等、知的財産権云々の話をされて 「ハイ
分かりました」 となることなどまずない。「何か質問はないですか？」 と聞いても 「よ
く分からないから、質問のしようがない」 といわれる事がほとんど。そのような状態で
同意を得る事に良心の呵責を覚える。しかしながら患者様から 「いい研究なんでしょ。
協力しますよ」 と言っていただいて何とか救われている。……現場はこのようなケー
スが殆どです。この部分を少しは理解していてほしい。

　● 一方的に説明して 「賛同していただけますか？」 というセールス的説明であり、自発
的とは言い難い。ポスターのみでなく DVD 放映 （TV での CM、キャンペーン） など興
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味をもってもらう何らかの方法があったら意思表示しやすいかも……。しかし、病院職
員自体の意識も低く、まずは協力医療機関の職員全体の意識向上が先……とも思う。

　● 協力者が、後期高齢者が多いために、ＩＣのDVDは難しく、研究内容に関しての理解は
あまりないように見えました。ただ、言われるがままに同意書に記名したようである。

 ③ 別室という環境設定がプレッシャーだったのではないか
　● どうしても別室につれてこられて閉鎖的であることと、やはり病院に治療しにきている
という立場から素直な気持ちは出しづらいのでは……。

【人によって異なる】
　● 今回のＩＣの方法で研究の説明を受けて、研究に対する安心感をもつ人や、逆に 「怖い、

仰々しい」 と感じる人がいました。そのことで、明言を避ける方も中にいました。又、
日本人の特徴として「No」を言わない方が目立ちました。断ることで、先生に悪いとか、
診療で不利益があるのではと、再三、説明しても感じる方が多数いました。

　● ドクターから頼まれて来られた患者さんは意思を表明しにくいし、ポスターを見て自発
的に来られた患者さんはその逆なので。

 2） 小括：意思表明しやすさは、個々に異なる
　本プロジェクトでは、原則として、診察の前後の時間を利用し、試料提供候補者をプライ
バシーの保てる環境へ案内し、診療上の第三者であるＭＣがＩＣ業務を実施するという方針
をとっていた。ＭＣ自身は、第三者による対応とパンフレットなどは、意思表明のしやすさ
に寄与していると評価した。一方で、意思表明にあたり、主治医への気遣いや遠慮を排除で
きたかどうか、説明内容がわかりやすかったかどうか、個室環境がプラスに働いたかどうか
などは、試料提供候補者個人の特性に依存するところであり、評価が分かれていた。
　また、本来は、試料提供候補者が説明内容を理解し、賛同したうえで参加の意思表明をす
ることが理想ではある。しかし、試料提供候補者が説明内容に関心や理解を得られなかった
場合でも、参加の意思表明をするような場面も多々見られたようである。十分説明をするよ
うにと教育され、その旨を実践しているＭＣにとっては、そのような試料提供候補者の態度
が倫理的なジレンマにつながった点は、今後も継続的に検討すべき課題であろう。
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４．心に残ったインフォームド・コンセント

　ＭＣは、最も印象に残ったＩＣについて、「未来の研究への希望」、「社会のために貢献し
たい」 という思いで自ら研究参加のために来られた事例を多く取り上げていた。

　“今まで献血をされていた患者さんが、病気になって薬とか飲み始めたときに、「献血でき
ないので、何かの形で役に立つことができてうれしい」って言われたことがあります。”

　“ポスターや、私たちがうろうろしているのを見て、「こういうプロジェクトをしていると
わかっていたから、いつ声がかかるんだろうって思ってた」 と言われたりとかですね。（笑）
「やっと声がかかった！いいよ」って、もう二つ返事。「詳しい説明は、もう大体読んだから
いいよ」 みたいにおっしゃる方もいらっしゃいます。声がかかって、ボランティアをするの
を心待ちにしている、そういうきっかけを待っている患者さんや、「自分が病気になってみて、
こういうのも大切なのよね」 と言われる患者さんは、すごく多いような気がします。”

　“患者さんは、今後の事を考えて研究に同意されたのですが、後に亡くなりました。この
方の （次世代に貢献したいという） 強い意思を大事にしたいと思いました。”

　“乳がんになった50代の女性で、初めわかったときはパニック状態で病気のことで必死
だったけど、「ここに協力していてまた 1 年頑張れたと思えるから」と言って、毎年こちら
からお声かけしなくても、外来に来たときに予約しに来てくださって、採血させてくださっ
て、帰るときには 「また来年も頑張るから」ってガッツポーズして帰られる方とかおられる
んですよ。”

　“ポスターを見て面談室に来室された患者さんは、肺がん治療中の女性でした。小学生の
お嬢さんが学校で、お友達に 「肺がんは治らないんだ」 と言われ、泣きながら帰って来られ
たそうです。子どものためにも確実に治療法を早く開発してほしいと来室されました。「そ
のためならなんでも協力する」 というその切実な言葉は忘れることができません。”

　“ご自身が、治療中の病気で大変な思いをされていて、次世代でまた同じような思いをし
てほしくないから「是非協力します」とおっしゃってくださる方々がこんなにも多かったこと
は、私のこのプロジェクトに関わった上での感動でした。”

　“死ぬ前に社会の役に立ちたいと体調が悪い中、協力してくださいました。高齢者なんだ
からお願いするのは申し訳ないと声掛けをためらっていた自分が恥ずかしく思えました。”

　“同じ病気で苦しんでいる人の役に立てて欲しい、子どもや孫の代には、オーダーメイド
医療が確立していて欲しいとご夫婦でご協力いただいたことは、思い出に残りました。”
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　“両親、兄弟全員の糖尿病、親子 3 代、がんになったので是非研究してほしいという患者
さんは、忘れられません。”

　多くのＭＣが上記の事例のように、体調が良くないにもかかわらず次世代のために研究に
参加したいという強い意思をもち、面談室を訪ねてきた試料提供者の思いに強い感動を受け
ていた。

 試料提供者との関わりを通じて

　前任の職では経験したことがないほど多数の患者たちと接触し、多くのことを学んだとい
う声や、試料提供者から感謝されたり、ＭＣ業務を評価してもらえたりという積極的な反応
に励まされる声が多かった。

　“検査技師として患者さんに接する機会がなかったが、ＭＣをやって人として成長させて
もらいました。人に対する見方も変わり、子どもに優しくなったと言われました。もうちょっ
と早くこの仕事すれば子育ても変わったかも……。”

　“患者さんお一人お一人、今までの経験、人生観によって感じ取ることが様々なのだと、
教えられることもたくさんありました。”

　“「病院の中でありがとうって言ってもらえるのはここだけだわ」 と言われた患者さんがい
ます。治療してもらいに来ている立場の患者さんで、だからスタッフとか先生には患者さん
が 「ありがとうございました」 と言って、「治療してもらっているという受け身だけど、あ
りがとう言ってもらったんは初めてやわ」 とか言われて、何かそれがうれしかったです。研
究に患者さんがボランティアで参加してくださっているのに、私たちこそありがとうなのに、
そんな患者さんにありがとうと言ってもらって……患者さんなのに、「頑張りや」 とか、「た
くさん集めるの大変やね」 とか、逆に励ましてくれたりとかしてくださるんです。そういう
患者さんに支えられながら私たちも頑張らないといけないなと思いますね。”

　“「これはやっぱりこれからの医療のために必要なことだからぜひとも協力をする、だから
あなたたちも頑張りなさい」 みたいなふうに言っていただけると、何か、ああ、ありがとう
ございます、こんなことを言っていただいてという感じで、気持ちがとてもうれしくいただ
いていますね。”

　“この業務は、自分たちの日ごろの、「ああ、今日は調子悪いな」 とか 「気が重いな」 と思
うときでも、患者さんが目の前に来たら人間が変わるというか、やる！というシチュエーショ
ンになるじゃないですか。毎日そういう時間があると、自分が患者さんを励ましてるつもり
が、逆に励まされているんです。患者さんとそうやって笑顔で話していることによって、今
日一日がいいことというよりも、何かほっとするなというような時間になるんです。”
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５．追跡調査における再説明と再同意

　本プロジェクトでは、第 1 期から第 2 期への移行期に、プロジェクト継続に関する同意書
を用い、再同意を得ている （資料として添付）。第 2 期に入った2008年度に一斉に実施した
病院もあれば、初回登録から 5 年目が訪れた試料提供者を対象として継続的に実施している
病院もある。
　しかし、こうした公的な節目とは別に、本プロジェクト参加後の時間経過に伴い、試料提
供者が同意したことを覚えていなかったり、記憶が曖昧になっていたりする場合がしばしば
生じている。本項では、このように同意に対して 「忘れてしまった」「記憶があいまいになっ
ている」 試料提供者への対応はどのように行われているのかを事例を通して検討する。

 1） 補完的な 「再説明」「再同意」
　研究への協力参加の同意について 「忘れている」 ことは、多々ある。その場合の対応とし
て、
　・同意書の確認をしてもらう
　・最初から本プロジェクトの説明をして思い出してもらう
などがあげられていた。試料提供者が研究への協力参加を継続もしくは、離脱する意思決定
をするためには、自覚を促すこともＭＣにとって重要な業務となっている。

 同意したことを 「忘れた」 場合の対応

　試料提供者が、同意したことを覚えていないと主張する場合、ＭＣは、再度、同意の意思
を確認している。そのことが誤解を生み、 感情的なやりとりになることもあったようである。
また、自分の記憶に不安を抱く試料提供者、特に高齢者には、1 年、1 年が大きな変化を伴
うため、家族と一緒に、再説明や補足説明を行うようにしていた。再説明を行っても思いだ
していただけない場合には、追跡中止の対応が取られていた。

　“まあ誤解が多いんですけど、もう一度説明します。データをお返しできませんという
ニュースレターを見ていただいたりしてみたり。”

　“その方が参加して 2 年目のとき。「おれは同意した覚えはない。サインした覚えもない」 
と言われました。それで同意書を持ってきて、見せて、「だれだれさんのサインですよね」 と
言って、それでも、「それはおれの字じゃない」って言われました。”

　“確かに渡しているのですが 「同意書を持って帰るのを忘れた」 と言いながら、患者さん
がいらっしゃいました。冊子のことを説明すると、「冊子は持っている」 とおっしゃるので、
「その冊子の裏が同意書ですから」 と言うと、「いや、違うものに書いた」 と言われるんです。
何回か 「後ろが同意書になっています」 と言ってもその患者さんは納得しなくて、怒鳴って
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帰って行ったのですが、「家に帰ってみたら後ろにありました」 と電話をくれました。”

　“本人が少しでも不安そうだったら、「家族が来たら同じことを説明しますよ」 と。家族も
聞きたいということですから、本人も含めてですね。本人も 3 回とも聞いていらっしゃい
ますね。（笑）（中略） 最終的にはわかってくださったような気がします。”

　“今でも （患者さんに）「えっ？」 という顔をされると、 また最初から 「これは国のプロ
ジェクトで、お薬についての副作用を起こさないようにするために協力していただいている
んですよ」 と。（中略） ちょこちょこっとは説明しますね、首をかしげた人にはね。それで
思い出してくださればいいんだけど、ずっとわかんないという感じの方はもうしょうがない
ので、こちらから 「じゃあ、失礼します」 と辞退してきちゃうんです。あきらめちゃって、
そこで追跡中止。”

 曖昧な理解や誤解・苦情への対応

　時間が経つにつれて、記憶も曖昧になることもあり、しばしば試料提供者が 「これだけ長
いこと参加しているのだから、何か自分に意味のある結果が出ているのではないか」、「なぜ
自分の治療に反映されてないのか」 と誤解している例が報告されている。ＭＣがかなり伝わ
りにくかった説明項目として挙げている 「診療上の利益がないこと」 と密接なかかわりがあ
ると考えられる。このような場合、ＭＣは、先方の主張を傾聴しつつ、再度説明を行うこと
で理解を得るようにしていた。

　“院内で流している研究紹介用の DVD があるじゃないですか。あれを見て、自分に見返り
があるというふうに受け取って。すごい長い抗議文が来たんです。”

　“患者さんに結果をお返ししないじゃないですか。そのことについてもう少し語れという
ご意見はよくいただきます。行く行くは自分のためになるけれど、すぐにはならないという
ことをもっと出してくれとご意見をいただきます。「あの DVD の中じゃそんなこと言ってな
かったよ」 とか 「あれを読んでもそんなことは書いていない」 とか。読んでいる人は少ない
と思います。”

　また、相手が感情的になっている例では、話を十分に聴くとともに、熟練のＭＣに対応を
依頼することで対処されていた。こうした苦情への対応を 「その患者さんのやりとりを、こ
んな感じ、あんな感じと、来年の参考になるようにメモとして電子カルテに残し」、記録に
付箋を貼って注意を促しているＭＣもいた。

　“ＩＣをした翌日に、「昨日登録したんだけど、やめたいわけではないんですけど、（中略） 
取られた血の 14 ml を戻してほしい」、そう言って来た方がいらっしゃって。たまたまその
日は、その方のＩＣを担当した者が休みだったんですね。だもんですから、受け付けた者
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がパニックになってしまって、（中略） 患者さんが 「戻せないの？」 みたいな感じで腕をつ
かまれて。結局、戻せないんだという話をしつつ、いろんな話を伺っているうちに、ちょっ
と落ち着いてこられました。結局、ＩＣを担当した者が到着したときはその方も落ち着い
ていて、「じゃ、もう戻せないのね」っていう理解もしていただきました。（中略）「そうい
う研究に私の考えだけで参加したっていうのをお父さんにしゃべったら、絶対しかられるか
ら」 っていう感じ。ただ、「お父さんにはこういうのは話にも行かないし」 という話は説明
したんですけどね。”

　“駐車料金で文句を言われたことがありますね。インフォームド・コンセントで20分以
上かかるわけじゃないですか。患者さんの話では、うちの病院は駐車料金が高いんですっ
て。 「どうにかならないのか」 と言われて、執行部までかけて、「駐車料金をその分まで取
らないようにしよう」 とオーケーも出たんですけど、結局言ってきた人だけが得をする形。
やっぱり不公平になるので、それはボランティアとしてご了解していただくほうをとったほ
うが私たちも接しやすいということになりました。駐車料金のクレームは何人かいらっしゃ
います。”

　“面談で、「いいよ」 と同意をいただいて、「じゃ、同意書にサインをお願いします」 とい
う段階で、「何でこんなに細かくチェックを入れなければいけないのか」 というところから
始まって、「こんなわけのわからない、意味のわからない言葉の羅列ではチェックができな
い！」 というようなこともあって。長時間面談をしていたというのもあったと思うんですけ
ど、そこで突然お怒りになられてしまって。「血液、遺伝子をこの研究にしか使わないとい
う保証はどこにもないじゃないか （中略） そういう保証は一体どうなっているんだというこ
とで、事務局に今すぐ聞け！」 というお達しをいただいて、慌てて事務局にお電話させてい
ただいたという経緯があります。これはこの研究にしか絶対使わないという前提でやってい
る、それは事務局がきちんと管理をしているというのをお伝えいただいたらいいということ
で、それをそのままお返ししたんですけども。一応同意はいただいて、採血を最終的にはし
ていただいたんですが、なぜそこでお怒りになられたのか皆目見当がつかないという状況で、
面談を終えたという経緯があります。”

　“採血の針を抜いた後の酒精綿の置き方が悪いと言われて。私は35年間生きてきて、看護
師をやって10年ぐらいになりますが、たたかれたのは初めてでびっくりしました。「なぜ、
こう置かない」 と言われて。虫の居どころが悪かったのかなと思うようにはしています。”

　逆に、記録には、快く応じてくれた試料提供者の様子を記しているＭＣもいる。院内の
ＭＣ同士でこのような情報共有することで、次回に同じような苦情に対応の改善や対策につ
なげている。

　“「高齢の方なのに、とても気持ちよく採血してもらった」 というのを記録しておくと、次
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に担当する者の気持ちも楽になって、採血のお願いをしやすいというのもあるので、かなり
細かくカルテに残してメモにはしていますね。”

【意思確認の補完行為】
 

 2） 小括：長期追跡研究における継続的な意思確認の重要性
　試料提供者の曖昧な記憶、忘却、誤解などから生じる研究協力に関する不安などがあった
場合には、ＭＣは同意書の再確認を行うとともに、プロジェクトの説明を再度実施すること
で、試料提供者の意思を再確認していた。
　初回登録のＩＣとは異なり、協力意思が継続しているかどうかの確認行為は、「再同意」 と
して書面同意を得るまでの行為ではないが、本プロジェクトのように、長期にわたる研究に
おいては不可欠のものである。本プロジェクト事務局は、初回登録のＩＣに力点を置いてい
たものの、継続的な意思確認行為については、これに特化した研修実施や注意喚起をしてこ
なかった。つまり、この意義と実践のコツは、ＭＣ自身が現場の経験から編み出されたもの
である。
　本プロジェクトのように、定期的に接触機会のある長期追跡研究においては、ＭＣが接触
していなかった期間に試料提供者とその家族に生まれた不安や誤解を取り除き、そのような
諸要素から発生しうるトラブルを未然に防ぐためにも、追跡調査を契機とする継続的な意思
確認は非常に重要である。
　なお、試料提供者のなかには、感情的になりながら苦情を申し立てる方もいる。試料提供
者のプライバシーを重視してつくられたＩＣのための空間は、すなわち閉鎖的な空間でもあ
ることに留意すべきであろう。試料提供者のプライバシーも尊重しつつ、ＭＣの安全が確保
でき、さらに他のスタッフによる協力が得られやすいような環境を整える必要性が示された
といえるだろう。
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６．採血への配慮

 1） 採血における配慮
　採血においては、採血に必要な資格をもっているＭＣと、持たないＭＣによって役割が異
なってくる。初回の説明同意後の採血では、ＭＣ同士の目配せだけで段取りするなど試料提
供者を待たせずにスムーズな流れになるように注意を払っていた。
　採血の事前準備としては、「お知らせ」、「ご案内」、採血用のスピッツ一式を用意する作業
があり、採血後には、スピッツにバイオバンクＩＤを貼り付ける作業がある。また、試料提
供者の入院・外来診療録 （他科の該当外来診療録も含む） には、桜シール （本プロジェクト
事務局より配布したもの） を貼り、採血が行われる予定であるという目印をつける作業があ
る。
　一方、病院によって、採血をする場所は異なっている。①面談室、②プロジェクトの専用
採血室、③採血室や検査室、などに分かれており、当然ながら空間の違いによって配慮も異
なっていたが、試料提供者の状況やニーズに合わせて、いつでもどこでも採血ができるよう
にＭＣが臨機応変に対応していた。
　本項では、このような採血室での工夫、採血のタイミング、配慮していることは何かを明
らかにする。

 2） 採血での配慮のバリエーション

 身体への負担を軽減

　採血で最も多くみられる配慮としては、試料提供者が検査採血の予定があるかどうかを確
認して、検査採血がある時には、同時採血を行うことで、提供者の身体的負担を減らすこと
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であった。日付未定採血のオーダーがある場合、ＭＣは対象者の採血パターンを把握し準備
することになる。主治医がしばらく採血のオーダーを出していない時も、予め採血の準備を
していた。また、技術面においても、ミスをなくすことで何回も針刺しすることを避け、血
管の出にくい試料提供者には、温めたタオルを当てることで採血しやすくするなどの工夫が
なされていた。
　採血において、特に慎重な確認が行われているのが、試料提供者の状態であった。病状や
体調のみならず家族の気持ちを配慮して、場合によっては採血を見送り次回に回すこともし
ばしばあったようである。

 採血室の工夫

　採血は、各病院によって①面談室、②本プロジェクト専用採血室、③通常の採血室や検査室、
そして、④試料提供者が置かれた状況やニーズに応じて採血する場所を変える、という 4 つ
のタイプが見られた。各々の空間での採血の工夫をまとめると次のようになる。

 ① 面談室：
　面談室で採血ができるメリットは、ＭＣが対象者を 1 対 1 で対応できるので、待たせたり
することが少ないという点である。ＭＣ自身も他部門へ依頼や外来、病棟へ出向く時間を短
縮できるので、試料提供者にゆとりをもって対応することができた。しかし、当然のことな
がら、試料提供者によっては、診療に必要な採血と同時に採血してほしいという要望も出る
ことがある。その要求に対して応じられる病院と、通常の採血室と面談室が離れている等、
設計上の理由から、その要求に応じられない病院もあったようである。

 ② 本プロジェクトの専用採血室：
　専用採血室を設けるメリットは、診療用の採血も含め、優先的に採血ができることである。
説明の時間を確保しておく必要があることを鑑み、配慮したものである。しかしながら、通
常の採血室や問診室など、他の患者が多く集まる場所から誘導することによって特別扱いに
見えないように配慮しながら行う必要もあった。
　また、プロジェクトに参加している試料提供者は、診療に必要な採血もプロジェクト専用
の採血室で実施しているので、ＭＣと試料提供者とがコミュニケーションする機会が増える
のはもちろんのこと、年 1 回の追跡調査のための採血を見落としたり、忘れることなく実施
することができる。

 ③ 通常の採血室や検査室：
　通常の採血室や検査室を利用する場合は、1 人だけ別の場所で採血をすると不安がられる
ことを配慮して、通常の採血室で行うようにしていた場合や、基本的に通常の採血室と決め
ている場合があった。最大のメリットは、診療に用いる血液検査と同時に本プロジェクト用
の採血を行えることであり、針刺しの回数が 1 度で済むことである。そのため、なるべく診
療科で採血をするタイミングに合わせて同時に採血できるようにする努力がなされていた。
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診療用のニーズがなく、プロジェクトの採血のみの場合は、プロジェクト用の採血であるこ
とが分かるように 「ふだ」 がセットされていたところもあった。

 採血のタイミングと採血時の時間利用

　対象者に時間の負担をかけないようにするため、採血時間を活用し、プロジェクト協力へ
の感謝やプロジェクトの研究成果の進捗状況などを説明したり、バイオバンク通信を配った
りする病院もあった。採血後に、追跡調査に必要な問診を行う場合には、止血の時間に問診
を実施し、疾患名に気を付けながら止血したことを確認して帰ってもらうようにしていたと
いう証言もある。さらに、採血までの流れのなかで効率性を考え、採血の際にその場で同意
書を書いてもらうようにしているケースもあった。このように、採血も最短時間で終えられ
るように全体の流れで工夫を凝らしていた。
　
 採血の苦情への対応

　対象者の身体的負担を軽減するために、診療上、必要な採血と同時に実施できるように、
予約状況を確認して準備をしていても、その通りいかない場合も報告されている。試料提供
者の来院状況をシステム上把握しきれない場合や、来院頻度の少ない場合には、採血をあき
らめるべきなのか、または、丁寧な説明で 2 度の採血を行うことへの理解を請うべきなのか、
その対応にジレンマが生じ得る。

　“外来で診療用の採血の指示があるときに、外来の採血の担当者に電話をかけていただい
て、私たちが採血のお願いに行くという形をとっています。でも、採血指示のある前日に診
察に来られるとか、好きなときに来られる患者さんもいらっしゃるんですね。採血指示日じゃ
ないときに来られたときには、結局、私どもが会ったらもう採血が終わった後で、患者様に 
「何で一緒にしてもらえないの？」 ということを言われるんです。（中略） そういう患者さん
は、次の機会が半年後とか 1 年とかの間になってしまうので、結局、2 回針刺しをお願いす
ることになってしまいます。患者様の気持ちを考えると、どうしても 1 回のほうがいいと
はわかっているんですけど、お願いしたときにそういうクレームが来るときに困ってしまう
なと思うことは多々ありますね。”
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【採血室における配慮】

 3） 小括：院内の協力体制が成否を決める
　採血時では、試料提供者が来院し、検査する際に一緒に採血することで、身体的・心理的
な負担を減らす配慮が多く見られた。どのように身体的・心理的負担を軽減できる配慮がで
きるのかは、病院の採血する場所やＭＣの持つ資格と密接に関係がある。各ＭＣ体制が置か
れた状況のなかで、試料提供者の来院の予定を確認し、診療科から採血までの移動の流れを
詳細に把握することで、研究用の採血の手順を組み、試料提供者の身体的・心理的負担を極
力抑えるとともに、ＩＣの効率的な一連の流れを確保していた。
　だが、試料提供者の予期しない来院などが生じた場合には、採血のための配慮もしくは採
血をすることに困難が生じていた。試料提供者の予約外の来院への把握の仕方や対応には、
面談室と診療科などの院内における協力体制が重要な になると考えられる。
　なお、採血が終了すると、その年の本プロジェクトへの協力が締めくくられることになる
が、別れ際のコミュニケーションの工夫が、次年度の協力へのつながるといえるだろう。

　“採血後お帰りの際には できるだけ元気に 「又、来年！」 とご挨拶します。追跡調査の説
明の際に季語を入れる 「桜の季節」「こたつ出す頃」 など 「私、何人くらいまで顔を覚えら
れるか挑戦してるんです。」 と言ってみる。 翌年 「おぼえてる？」って会いに来てくれます。
意外と効きます！”
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７．同意撤回への対応

 

 1） 同意撤回への対応
　同意撤回は、第 1 期の2003年は 44 件、2004年 50 件、2005年 31 件、2006年 28 件、2007年
18 件、第 2 期の2008年は 6 件、2009年 5 件、2010年 4 件と、年々減っている （図17 参照）。
　また、同意取得日と同意撤回申出日との関連をみると、全同意撤回の約 6 割が、同意表明
から 3 カ月以内に行われていることがわかる。他方、全体の 18.8％は、同意表明から 1 年
以上経過してからの申し出となっている （図18 参照）。
　本項では、追跡調査での同意撤回はどのような状況で生じ、その対応はどのように行われ
ているのかについてみる。

【図17　年度別同意撤回件数 （n=186）】



59

【図18　同意撤回の動向 （同意日から撤回申出日までの期間別　n=186）】

　ＭＣは、同意撤回の申し出があった場合、まず試料提供者が撤回をする気持ちを尊重し、
これまでの協力に対して感謝の気持ちを伝えるという対応をとっている。その後に、同意撤
回か、それとも採血のみを拒否するという意向なのか、意思確認を行っている。同意撤回に
は、同意撤回の意思を書面で届け出てもらう必要があるため、できるだけ不快な思いをさせ
ないように丁寧に対応し、事務処理は迅速に行った。また、試料提供者が立腹していない場
合には、その理由を聞き、説明不足や誤解であれば説明をしている。
　また、ＭＣは同意撤回の理由について問いたださないように心がけていたが、以下では、
自然な会話のなかで把握された同意撤回の背景について紹介する。

 同意撤回の背景とその対応

　よく聞かれたのが、家族やかかりつけ医などの反対を受けて、同意を撤回した事例である。
　“家族に一応相談するという話だったんですけど、相談しなかったみたいですね。それが
後でわかったのかな。家族にわかるのを恐れて撤回するというお話でした。”

　“同意はしたものの、家に帰ったらお嫁さんが、何か怪しいものに協力したんじゃないか
と心配されて。だけど、患者さんはご高齢の方なので、「自分は家族にうまく説明できなかっ
た」 と。「あなたが説明してくれたことを僕は伝えられなかったから、申しわけないけどお
断りしたい」。”

　“家族の反対があって、撤回に来はった人がいましたね。家族に反対されて、別に自分は
いいんだけれども、やっぱり家族のことを思ったらやめといたほうがね。”

　“兄弟でした。60代ぐらいのおばあさんですけど、遺伝子を調べるから家族のデータも含
まれるという話から、お兄さんに 「やめといてくれ」って言われたそうです。”
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　なかには、医師との関係も影響している例がある。信頼している近医による反対、主治医
との関係悪化などである。

　“先生への感謝の気持ちが研究協力につながる場合が多いんですが、反面、先生との関係
が上手くいかずに、絆が壊れてしまって同意撤回をしたケースもありました。”

　同意撤回まではいかないが、今後の追跡調査を拒否したいという依頼もある。そのなかに
は、本プロジェクトへの信頼を損なったわけではなく、試料提供者の来院のタイミングがな
かなか合わないために追跡ができずに、協力することのモチベーションが下がったケースも
ある。
　また、一定の年齢にきたので、あらゆる社会的な事柄から引退したいという申し出を受け
て、今後の追跡調査を辞退された事例や、ＭＣは試料提供者に対して配慮したつもりが、誤
解を生んでしまい、今後は協力中止という結果になった事例もあるようだ。

　“撤回した人は申しわけなさそうに撤回するので、気を使わなくてもいいような感じで対
応していました。理由は、近医のかかりつけの先生に、「あんたのデータ、残るよ。やめたら」 
って言われたって。”

　“時間が合わない人もいますね。朝一番にいつも採血をされているとか、夕方しか来ない
とか、そういう方は無理なので拒否 （追跡中止） ですね。それで声をかけなくて、（中略） 
タイミングをずらして声がかからなくて 3 年ほど空登録をしてたまに声をかけてしまった
ら、まだやってたんかと。 忘れてらっしゃる患者様は、やっぱり 「もういいわ」 みたいな。
やっぱり毎年するというのは結構意義があるんだなと、そのときは思いましたね。”

　“患者さんとの会話の中で、 「自分には結果が返ってこない」 と言われたので、「そうです
ね。ボランティアみたいな感じですかね」 と答えたら、「まあ、先生に言われたからね」っ
て言われたんですよ。それで、「拒否という選択肢もありますよ」 ということを伝えました。
これは自分の意思で決めていいんですよ、ということを言ったつもりだったのですが、「だっ
たら、やめたら」 みたいに聞こえてしまったようです。（中略） △△先生の患者さんだった
ので、先生が次の日に 「説明不足ですみません」 みたいな感じで患者さんに電話してくれた
んですよ。その結果、「じゃあ、協力します」 ということで話はついたはずなのに、2 カ月
後に患者さんに会いに行ったら、「オーダーメイドの採血は断ったはずだ」 と言われたんで
す。”

 2） 小括：同意撤回への対応
　同意撤回の背景には、試料提供者の家族との関係や、説明におけるミスコミュニケーショ
ン、個人情報取り扱いへの不安、タイミングの悪さなどがあるようだ。多くは、協力試料提
供者の理解や、情報の受け止め方から誤解が生じることが多かったが、これらの対応として
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は、傾聴、そして再説明・補足説明によって納得を得ようとする努力が行われていた。長期
にわたって撤回が続くのは、個人を長期追跡する研究の特徴ともいえる。

【図19　ＩＣ業務の全体像】
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III.　それぞれのＭＣへの思い

　ここまで、ＩＣ業務をいくつかの段階や場面に分けて、詳細な工夫や配慮についてまとめ
てきた。ここでは、ＭＣ自身がＩＣ業務全体を振り返り、これを遂行していくなかで抱いた
「ＭＣとしての思い」を紹介する。

１． 医療機関におけるＭＣの立場　
　本プロジェクトのように、長期にわたる研究の場合、開始当初の経緯を知り、協力医療機
関になると決定した責任者は異動し、診療科長をはじめ、院内の主要な管理者が入れ替わる。
そのため、放置しておくと、協力医療機関としての当初の意気込みは、自然と低下していく
ことになる。
　そのため、面談室に舞い込む苦情は、院内の医療関係者からのものもあった。「外来が忙
しく案内するのが大変」、「診療の障害になる」、「通常業務以外の業務を依頼されては困る」
など、通常業務への負荷や本プロジェクトへの批判による苦情が寄せられることがあったよ
うである。多くのＭＣが、精神的な負担感が強いのは、試料提供者よりも院内の関係者から
の苦情だと回答している。これは試料提供者への対応は、ある程度、ＭＣ自身の努力や工夫
で解決できるが、院内の調整については、本プロジェクトに関して各医療機関の代表者であ
る医師の熱意と院内全体の協力が必要であり、これらが得られなければ、ＭＣ業務は遂行で
きないからである。
　図20は、第 1 期が始まって 4 年目にＭＣに実施した質問紙調査の結果であるが （回答者
127名）、同様のゲノム医学研究への関心は 45％の回答者が 「十分ある」「まあまあある」 と
回答しているにもかかわらず、63％もの回答者がＭＣ業務への支援は 「全くない」 と回答し
ている。

【図20　ＭＣからみた院内の反応 （n=127）】

 



64

　“年数が経つにつれ、医師やスタッフのモチベーションが下がり、人員やスペースも削ら
れてきました。何らかの結果報告で病院自体の意識を上げていただきたい。”

　“ＭＣは、通常業務と兼務で業務を行なっている方がほとんどで、各職場とＭＣの板ばさ
みになっている職員も多く存在することが考えられるので、院内での存在感を強調する為に
も資格制など地位向上に向けての働きかけを行なってほしい。”

　このような場合に備え、ＭＣは上長の医師と相談し、院内勉強会を開催したり、ＭＣが各
診療科や採血担当部署をまわって事前調整をすることで、協力体制を作り改善を図っていた。
しかし、院内の協力体制の確立は、ＭＣ個人では難しいことが多く、なかなか協力が得られ
ないとあきらめた場合には、ＭＣが自らに負荷をかけて対応する場合もしばしばあったと報
告されている。一部の病院では、すべての業務を一人体制でこなしているところもあった。
また、業務委託など外部からＭＣになったことで、院内の雰囲気をつかめないまま業務を行
わざるを得ないところもあったようだ。つまり、院内での継続的な協力体制が、ＭＣ業務を
遂行するうえで重要な要素となっていることが確認できた。
　また、プロジェクト事務局でも、第２期からはバイオバンク通信を発行したり、ミニシン
ポジウムを開催したりした。また、日本人類遺伝学会の GMRC 認定制度も提供されるように
なった。だが、これらが協力医療機関代表の医師やＭＣにとって助けになったかどうかにつ
いては、今後の評価を待つことになるだろう。

 2 ．ＭＣという立場をどのように説明するか？
　多くのＭＣは、身近な人にＭＣという職について話す場合、「一般的に理解されにくい」 
という理由でＭＣということを直接話していなかった。説明する場合には、「遺伝子研究の
お手伝い」 や 「～みたいなもの」 に例えている。また、説明をしたとしても相手の理解や納
得については期待をしていない様子であった。たとえば、看護師という背景をもつＭＣが、
看護師と比べてＭＣの特徴を説明しても、元同僚でさえＭＣ業務はなかなか理解されない様
子が窺える。

　“看護師をしています、と言います。（中略） 自分がＭＣですという話は一切したことはあ
りません。説明が面倒なのと、言っても大体理解されないことが多いので。病棟のスタッフ
からはどういう仕事なんだということで （聞かれた場合には） 簡単な話はしますが、大体理
解されていないと思います。”

　“看護師の資格は持っているけど、直接病棟で働いたり、夜勤をしているという一般的な
看護師の仕事じゃなくて、コーディネーターやっていると説明します。”

　“私は看護師としては採血ぐらいで、あとは事務職みたいな感じと言っています。ほとん
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どパソコンの前に座っているので、看護師というよりも事務職員的な仕事ですって。友達と
かにＭＣの仕事を説明するのはやはり面倒なので、CRC みたいなものと、簡単にあっさり
と言っています。”

　“大ざっぱに遺伝子の研究をするための試料集めというか、オーダーメイド医療というの
を簡単に説明して、それの一番下のところで、その試料集めを現場でやっているようなこと
を説明しています。”

　“非常に説明しにくいので、「研究の手伝いをしているの」って言っています。でも、す
ごいのみ込みのいい友達には、「お薬の効く、効かないというのを遺伝子とあわせて研究
しているんだけど、そういった研究の手伝いなの」 と （説明します）。「自分で研究してい
るの？」って言われるから、「いやいや違う、カルテを見て患者さんからのデータをパソ
コンに入力したり、採血したりという仕事をしている」と言っています。同業者で興味を
持っているようだったら、もうちょっと詳しく言いますけど、あまり説明しないです。よ
く CRC と混同されるみたいなので、余計ややこしくなるなと思ってあまり言っていないで
す。”

　“家族には、「遺伝子研究をやっているので、患者さんから試料をいただくのにわかりやす
く説明をして、安心してできるように協力をしている」と言ってはいますが、どこまで理解
しているのか、してないのかはわかりません。”

　“遺伝子に関する研究で、それに参加してくれる患者さんに説明をする仕事をしていると
いうふうに話しています。”

　

 3 ．ＭＣになったことで変化したこと
　以下では、ＭＣになったことで変化したことについて、いくつかの事例を紹介する。
職業的背景によってＭＣ業務に対して感じ方が異なっていた。例えば、看護師で臨床に深く
携わっていたＭＣは、勤務環境の変化にともない業務や日常に余裕を感じる一方で、患者と
の関わり方に物足りなさを感じる場合もあったようだが、それまでの臨床経験では味わえな
かった訪問業務に意義を感じているＭＣもいたようだ。

　“このプロジェクトに移って、とにかくカレンダーどおりになって、常日勤になって規則
正しい生活ができたことが非常によかったなと、率直に思います。”

　“病棟で働いていた頃は、やはり患者様の状態が悪いときって自分たちもすごく緊張して
仕事をしているので、そういうストレスというのは少なくなかったです。基本的にはプロジェ
クト室に来られる患者さんは元気というか、すぐ生命に異常があるというのはないので。逆
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に、「具合が悪いな」 ということをすぐに察知しないと、お部屋で採血した後、外に出て具
合が悪くなられると困るので、気をつけなきゃいけないなと思って仕事はしているんです。
家族からは、「昔はすごく厳しい顔をしてというか、すごくいつもストレスフルな感じだっ
たけど、それはなくなったね」 と言われたことがあります。”

　“病棟にいたときというのは 1 対 1 のかかわりが多かったので、ちょっと物足りないなと
いうのは感じたんです。”

　“ＭＣになってよかったことの一つにきっと入るのは、看護師になっても訪問して ALS の
患者さんに接する機会ってないので、ＭＣになってよかったというか、非常に貴重な体験を
させていただいたなと思います。”

　他方、これまで患者と接する機会が比較的に少なかった検査技師、薬剤師などの背景をも
つ場合には、「患者さんと話ができる機会がふえたことが一番よかった」 などの意見が多く
上げられていた。

　“患者さんと向き合う喜びといいますか、逆にＭＣをして検査が面白いと最近思うように
なってきて、自分の臨床検査技師の仕事に対する見方がずいぶん変わって、もっとやりたい
なと。（中略） もっと自分も飛躍したいなというか、やっていきたいなと思って。人間的に
大きくなれたといいますか、学べたというか、ＭＣが自分には一番合っていました。”

　“もし友達にＭＣを勧めるとしたら、人と話すことが好きな方には医療機関で働いている
中ではお勧めではないかと思います。（中略） 病院に行ったら人と話さなくても済むかなと
思ったらとんでもない考え違いで、口が渇くぐらいしゃべらなきゃならないことに気づいて、
最近ちょっとお茶の量がふえました。”

　ＭＣのなかには、治験コーディネーターを経験している者もいる。選択基準の厳しい治験
業務と比較し、ヒトゲノム解析研究の対象者の広さを特徴として感じるようになったＭＣが
多かったようだ。

　“治験の場合は、病名、いろんな選択・除外基準をくぐり抜けないといけないので、やっ
ぱり難しいんです。でも、最初に私はこのＭＣをしたので、たくさんの患者さんと接する機
会が多くて、確かにＩＣ数も何百とあって、そのおかげで、治験のほうに入っても、ＩＣだ
けは、患者さんとのコミュニケーションをつくることだけは自信を持ってできるようになっ
たなというのはあります。”

　“やっぱり協力してくださる患者さんというのは、何かしらボランティアをしたい、自分
で役に立てばというのがあって、治験に入っている患者さんでも、病名が合えば、「もうい
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つでもいいよ」 と協力していただきますので、このプロジェクトと治験のどちらも参加いた
だいたりとか、あります。”

　“いずれゲノムが解析されれば自分たちの病気のほうにも役立ってくるので、先を考えて
協力するという形で。でも、治験のほうは目先というか、新薬の開発なので、あと何年か後
にはこれはもう開発されるよねみたいな形で、どちらも希望を持ってやるというか。「もう、
これはみんな参加すればいいのにね」 とか、「私が患者さんを連れてくるよ」 とか、とにか
く積極的な方は早くゲノムを解析してほしいということをおっしゃいます。”

　以上のように、ＭＣ業務に携わるようになったＭＣらは、多かれ少なかれこれまでの医療
職への考え方に変化が生じていた。しかし、ＭＣ自身の職業としての 「ＭＣ」 への帰属意識
はあまり強くなかった。その背景には、2010年 8 月現在、ＭＣ業務を行っている者 485 名の
うちの 78名、つまり 16％しか専任ではないことや、調査対象者の看護師 42％（23名）、検査
技師 41％（22名）、薬剤師 4 ％（ 2 名）などの 87％が医療資格を保有していることと無関係
ではないだろう。

 4 ．ＭＣとして励みになったこと・ＭＣになってよかったこと
　ＭＣとして励みになったことやＭＣになってよかったこととして、①病院の業務を相対的
に捉えられるようになったこと、②新たなスキルと知識の構築などがあげられた。

 病院業務の相対化

　ＭＣ業務を通じて、病院業務全体を相対化して眺める機会を得たり、患者の置かれた状況
を新たに発見したりすることにより、ＭＣ業務への意義も見出していることが見て取れた。

　“今まで看護師として働いていましたが、ＭＣとして一歩引いて病院を見ることができた
と思います。患者さまの目線で見て、患者さまの立場に立つことができて良かったと思いま
す。”

　“外来の流れがかなりわかるようになったので、自分の仕事に対しても 「こういうところ
で役に立っているんだな」 などということがわかるようになりました。”

　“いろんな外来にも顔出しますし、いろんな検査室にも顔出すしということで、どこがど
んなことをしているのかとか、そういうことがとりあえずわかるというだけでも非常によ
かったよなと、やはり病院の中で何が起こっているかとか、そういったことがわかるという
ことですね。”
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 新たなスキルと知識の構築

　これまでＭＣ業務で磨いた患者との関わり方や、背景の異なるＭＣとの交流や講習会など
を通して新しい知識を得ることができたことへの喜びも垣間見ることができる。

　“ＭＣ業務を通してハードな接客トレーニングができたと思います。どうしたら患者さん
が気持ち良く協力してくれるのかと常に考えています。”

　“病院って専門職の人達が集まっているから、自分のこと以外は知らないんですけど、全
然違う職種の人が隣の机に座っているだけで全然違いますよね。知識の共有というか。本を
開かなくても勉強できるようになっていまして､ すごくよかったです。（中略） 今､ 調査票
のことも記入していて、そうすると検査以外のことってほとんどわからなかったことが、薬
のこととかも自分で調べるようになるし、そういう意味でなかなかやることがなかったよう
な勉強をする機会もできたかなと思います。”

　“ＭＣ同士が多職種に及んでいますので情報交換ができたり、通常は皆さん専門職ですの
で、そういう場合に違う職種の人と話ができてすごく参考になったり、勉強になったりして
いるようなことがありました。”

　“初回の講習はよかったです。ああいうのが一番好きでした。東大で、最先端の授業、1 
日ありましたよね。あれはおもしろかった。”
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コラム：ＭＣ交流会が目指したところ

　2009年の桜の季節より，メディカル・コーディネーター（以下ＭＣ） 交流会はオーダー
メイド医療実現化プロジェクト （以下プロジェクト） 参加医療機関の枠を超えたＭＣ主
体での交流の場として始まりました。プロジェクト参加登録が主体の第一期から本格的
なコホート研究となる第二期に入り 「医療機関内におけるプロジェクト推進上の障壁」・
「プロジェクトの向かう先」 等のＭＣ自身が抱える問題について検討する必要がでてき
たために、この時期に改めてＭＣ同士での交流の場が設置されました。｢オーダーメイ
ド医療の実現化」 やプロジェクトそのものとＭＣが向き合うために必要なことは何か？
そもそもプロジェクト独自に養成された 「ＭＣ」 とは一体何者なのか？　ということに
焦点を当てて，これまでの交流会を企画させていただきました。　　
　ＭＣを養成する講習の目的は 「オーダーメイド医療を国民に説明できる人材の育成」 
とプロジェクトの中では最初から位置づけされています。そしてＭＣの活動がもたらし
たものは 「研究試料の収集」 だけではありません。少なくとも20万人以上の国民がオー
ダーメイド医療についての詳細な説明を受け、66 の病院が近い将来、オーダーメイド
医療が国内で導入される日が近いことを知ることになったのですから。このこともプロ
ジェクトの成果としてＭＣの活動が大きく貢献できた部分だと思います。実際、年一回
の追跡調査に協力される試料提供者から、これからのこのプロジェクトの成果や、オー
ダーメイド医療の実現を 「楽しみにしている」 声をいただくことは、ＭＣのだれもが経
験されていることだと思います。
　2010年2月・大阪での交流会で、ＭＣが行う実務内容の 「意味」「根拠」「特殊性」 の
面から提示させていただいたテーマ 「“履歴書の一行” としてＭＣの存在をどう残して
いくか」 は、ＭＣ自身がその職種を確立し、医療現場や研究支援、アウトリーチ活動な
どのさまざまな場面で広く活躍していくために必要な課題と考えます。これまでＭＣが
試料と一緒に収集してきた 「たくさんの試料提供者の想い」 がバイオバンク・ジャパン
には詰まっています。その想いに対してＭＣにできること・ＭＣの存在そのものがプロ
ジェクトの成果となるように考えることなど、「ＭＣのこれから」 に挑む同志が様々な
場面で今後活躍していくことを楽しみにしています。
　幹事遂行にあたり、たくさんのご指導をいただきました東京大学医科学研究所公共政
策研究分野の先生方・プロジェクト事務局の皆様、たいへんありがとうございました。
　多くの試料提供者と共に創ったバイオバンクがもっと多くの幸せをもたらしますよう
に。

ＭＣ交流会初代幹事　　　　　　　
　鈴木　哲史 （文責）　 湘南鎌倉総合病院　
　小林いずみ　　　　　元） 湘南鎌倉総合病院
　武井　淑子　　　　　がん研究会有明病院
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IV.　ま　と　め

　これまで述べてきたように、患者20万有余名を対象とするゲノム医学研究のインフォーム
ド・コンセント業務を円滑に完遂するために、ＭＣは様々な役割を果たしてきた。それらの
役割は、ＭＣがＭＣとして勤務する以前に身につけていた、病院職員や医療者としての役割
規範が礎となって、遂行できたともいえるだろう。これまでの調査結果を踏まえ、ＭＣが果
たした役割を 4 つに整理しておきたい。

 

 ＭＣの果たした 4 つの役割

　本プロジェクトでのＩＣとは、試料提供候補者とのコミュニケーションを土台とした継続
的な過程である 3） ということである。ＩＣの原則としては、試料提供候補者に同意能力があ
り、研究計画に関する適切な説明がなされ、その理解を踏まえて試料提供候補者が理解し、
自発的な同意を与えることが重要である 4）。これらが適切なステップを踏んだとしても、試
料提供者の長期的な研究参加意思が維持されるとは限らない。本プロジェクトの場合には、
初回の同意取得以降も、年に 1 度、血清採取の必要があったことから、多くのＭＣが、毎年
の協力に対する感謝の気持ちを積極的に伝え、また滞在時間が無駄にならないように最大
限の配慮をし、試料提供者の参加意欲を維持しようと努力してきた。そのため、血清採取の
ための採血のたびに、口頭で初回同意の振り返りと意思確認をするという試料提供者とのコ
ミュニケーションが必要となる。しかし、当然ながら、時間の経過に伴い試料提供者の記憶
は曖昧になりやすく、その都度、振り返って丁寧な説明を試みてきた。こうした過程におい
て、ＭＣは少なくとも 4 つの役割を果たしてきたように思われる。
　第 1 に、「中立的でわかりやすい説明ができる説明者」 である。ＭＣは、本プロジェクト
の実施に関して国と委託契約を交わした協力医療機関の職員か、そこから業務委託されてい
る者として存在している。そのため、協力医療機関ごとに登録する目標数はあったが、研究
者との直接的な接触機会は少なく、利害関係を持たない。また、試料提供者の診療に直接的
関わりを持っていない。こうしたことから、患者である試料提供候補者に対して、比較的中
立的な立場でコミュニケーションをはかることができたと考えられる。
　しかし、本報告書では、比較的中立的な立場から研究内容の説明があることによって、患
者である試料提供候補者が、より自発的な意思決定が可能になったかどうかについて、十分
な検証を行っていない。今後、研究責任者がＩＣを行う場合と比較検討することで、ＭＣの

 3） Michael Jefford, Rosemary Moore; Improvement of informed consent and quality of consent 

documents, Lancet, Vol.9, May 2008, 491.
 4） Applebaum, Paul S.; Lidz, Charles W.; Meisel, Alan,（1987） Informed Consent: Legal Theory 

and Clinical Practice, Oxford Unversity Press, 杉山弘行訳，『インフォームド・コンセント』，文光堂. 
1994.
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ような立場の者がＩＣ業務を担うことに対して、研究責任者の代行を超えた、積極的な意義
を明確化できると考えられる。
　第 2 に、ＭＣには、試料提供者とのコミュニケーションを通じて、様々なリスクを感じ取り、
「リスクマネージャー」 としての役割を果たしていたといえる。本プロジェクトの試料提供
者は、全員患者であるため、診療の合間を利用して研究参加を依頼している。ＭＣは、本プ
ロジェクトへの協力に伴って、試料提供者の心身に与える悪影響の回避や負担の最小化、さ
らに、本プロジェクトに協力することによる医療機関への風評被害、本プロジェクトならび
にヒトゲノム解析研究そのものへの不信など、様々なレベルにおいてリスク認識を高め、そ
の管理をしながら対応にあたっていたといえるだろう。
　なお、患者対象の研究において、より慎重な考慮が必要なのは、説明に対する勘違い 

（misconception） をどう発見し、修正し、補足説明するかという問題である。しばしば指摘
される、臨床試験への参加を自己の治療と勘違いすること （therapeutic misconception） と
同様に、本プロジェクトのような試料等を用いる研究への参加により、試料提供者には 「検
査との勘違い （testing misconception）」 や 「診断との勘違い （diagnostic misconception）」 
が起きうることに十分留意しなければならない 5）,  6）。個人ごとの解析結果を開示／返却しな
いことで同意を得ている長期追跡研究では、時間の経過とともに、開示／返却をめぐり、試
料提供者からの高い期待 （誤解） が生まれやすくなる。しかし、本プロジェクトのように、
試料提供者への定期的な接触や情報提供機会が設けられている長期追跡研究では、その機会
が誤解を修正し、あらためて納得を得る機会にも恵まれているととらえるべきで、ＭＣのよ
うな立場の者には、積極的な工夫とアプローチが求められるだろう。
　第 3 に、ＭＣは試料提供者や、時として院内の医療関係者に対して、ゲノム医学に特化し
た 「科学コミュニケーター」 としての役割を果たしてきたともいえる。 本プロジェクトで
は、試料提供者から提供された試料をバイオバンク・ジャパンに保管し、多様な主体が利用
するため、提供した試料がその後役立っているのかどうか、どのように使われているのか、
継続的な情報提供は重要である。ＭＣのなかには、本プロジェクトあるいはヒトゲノム解析
研究に関連する新聞記事を面談室の周囲に掲示したり、試料提供者に配布したりするなど、
協力医療機関のなかで 「科学コミュニケーター」 としての役割を果たしていたと評価でき
る。また、本プロジェクトが長期的に継続する中で、その意義を研究者に代わって各診療科
や採血担当部署に伝え、協力を依頼しながら、ゲノム医学研究の意義を伝えてきた。
　第 4 に、試料提供者のなかには、「話し相手」「聞き役」 としての役割をＭＣに期待してい
る人もおり、その期待に応えたＭＣも少なくない。面談室に持ち込まれる内容には、自らの
病気や治療の不安、病院への意見や不満、自らの人生の振り返り、たわいのない世間話など、
様々な性質の語りがあった。ＭＣのいる面談室は、患者向けの相談室よりは敷居が低く、ま
た病院のなかで、唯一、患者が御礼を言ってもらえ、優位な立場で振る舞える場所であった
ともいえる。

 5） 前掲書, 2011
 6） Kutschenko LK. Diagnostic misconceptions?  A closer look at clinical research on Alzheimer’s 

disease, Journal of Medical Ethics 38（1）: 57-59, 2012.
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 領域横断的に活躍できる人材へ

　今から10年前には、本プロジェクトは、大型の多施設共同の医学研究プロジェクトとして、
先駆けの存在であった。だが、その後、人由来試料を用いる多くの医学研究プロジェクトが
多施設共同化、さらに国際化するようになってきた。そして、ヒトゲノム解析は、臨床遺伝
学やゲノム医学を離れ、iPS 細胞研究や治験におけるファーマコゲノミクス （PGx）、様々な
人由来試料のバンキングなど、これまでヒトゲノム解析研究特有の倫理的社会的法的課題と
は縁の薄かった人々にも広がりをみせている。解析後データの共有・公開についても、国際
的な競争が激しくなり、研究環境そのものも大きく変わろうとしている。
　多くのＭＣ経験者にとって、ＩＣ業務は、キャリアの一時期にかかわった業務のひとつで
しかないかもしれない。しかし、ＭＣのなかには、本プロジェクトでのＩＣ業務を通じて、
引き続き、他の研究支援業務に大きな関心を寄せる人々も現れている 7）。本プロジェクトの
責任は、ＭＣのような人材を養成するのみならず、その後のキャリアに資するような道筋を
つけることや、その専門性や到達目標を明確化することも必要だろう。そのため、本プロジェ
クトとしても、他の研究プロジェクトや研究分野と積極的に連携をはかり、新たな研究領域
においても活躍できるように努力すべきである。
　また、本報告書に述べられたようなＩＣ業務の経験が、他の研究プロジェクトや、他の研
究分野においても検証され、新たに記述されることにより、日本の医学研究におけるＩＣの
ありかたについて、新たに克服すべき課題や展望が見出されれば、これほどうれしいことは
ない。

 7） たとえば、日本人類遺伝学会と日本疫学会では、2008年度より、ゲノム・リサーチ・メディカル・
コーディネーター（GMRC） 認定制度を設けているが、これに参画して、プロジェクト間の横のつな
がりをつくっている人もいる。
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お　わ　り　に

　私は、「ELSI ワーキンググループ （当時、後に ELSI 委員会に改組）」 の一員として、2003

年からこのプロジェクトに携わりました。その後、2008年からプロジェクトの実施側にまわ
り、少しずつ研究の現場の実情や苦悩も勉強する機会をいただきました。やがて、プロジェ
クトの倫理的法的社会的課題を早めに把握して対応する 「社会との接点ワーキンググルー
プ」 を担うことを許していただきました。
　内部に関わっての最初の感想は、このプロジェクトはとても大きな、多施設共同の研究事
業であるため、いったい誰がどこでどんな仕事をしているのかについて、全員で共有するの
が難しいということでした。また、ＭＣの皆様と交流させていただくなかで、「インフォー
ムド・コンセントを担当している」 という一文の裏側には、地域や医療機関の特性や環境に
応じて、実にたくさんの知恵や苦労があることを痛感しました。
　しかし、「うちの病院はこんな取り組みをしています」 という工夫や 「グチ」 は、立ち話
で伺っていると流れていってしまいます。そこで、ぜひ文字にして蓄積したいと考え、当研
究室の洪賢秀さんが全面的に調査に乗り出し、張瓊方さんの助けも得ながら、報告書のとり
まとめに至りました。この調査報告書作成の趣旨に対して、協力医療機関代表の医師の皆様
方からご賛同をいただき、多数のＭＣの皆様方のご協力を頂戴しましたことに、心から御礼
を申し上げます。
　ただ、今回の報告書で取り上げたのは、インフォームド・コンセント業務に限られており、
現在の主たる業務である臨床情報の生成をはじめ、すべての業務を掘り下げることはできま
せんでした。また、職を辞された方々を含め、すべてのＭＣの方々の声を反映できたわけで
はありません。部外者による調査には限界もあります。「うちの現場は違うけど」 というご
異論も含め、率直なご意見やご感想をお寄せいただき、ＭＣ業務に関するよりよい情報発信
ができるように今後とも努力して参りたいと思います。
　中村祐輔・初代プロジェクトリーダーが掲げた目標を忘れずに、日々の地道な作業に取り
組んでいくためには、関係者が互いの状況を共有し、さらに想像力を持つことが大事だと考
えています。そのため、この報告書は、日頃、ＭＣの姿をとらえにくい場所で仕事をしてい
る研究者と医療関係者にぜひ読んでいただけたらと思っています。 そして、他の研究プロ
ジェクトや、オーダーメイド医療の実践に携わる人々にも知って頂き、さらなる知識の積み
重ねにつながってくれるよう、その礎になればと願っています。
　最後に、この報告書の不十分な点の責任については、とりまとめた私に帰するものであり、
ＭＣの皆様をはじめ、協力医療機関の方々ではないことを明記いたします。

　　　　　　 東京大学医科学研究所公共政策研究分野　准教授
オーダーメイド医療実現化プロジェクト 「社会との接点ワーキンググループ」

武藤　香織
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