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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
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　 　  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）



17

 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。



25

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。




