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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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