
 

遺伝子検査における守秘義務と第三者警告義務 

丸山英二 

１ 原則 

(1) 医療情報の守秘 

 刑法 134 条は「医師，薬剤師，医薬品販売業者，助産婦……又はこれらの職にあった者

が，正当な理由がないのに，その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら

したときは，六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と規定して，医師などそこ

に列挙された者に守秘の義務を課している。また，民法上も，医療従事者が違法に患者の

秘密を漏泄する場合には，不法行為による損害賠償責任が課される。 

 医療従事者の守秘義務の実質的根拠としては，医療の目的を達成するためには，医療従

事者は患者の内密の事情をも把握する必要があり，守秘の保障があってはじめて患者は医

療従事者にそのような内密の情報を打ち明けることができ，また，医療目的でなされる診

断や検査についても，同様にその結果の守秘が保障されてはじめて，患者は安心して診断

や検査を受けることができるということが挙げられる。この義務の背後にあるのは，医療

に関係する情報には，それが他者に開示されると本人に対する不利益を招くものや，そう

でなくても，本人が開示を望まない一身上のものが少なくないという事情である。さらに，

最近では，プライバシーに対する社会的認識の高まりに伴って，医療における守秘義務の

意義が，患者の人格尊重の点からも強調されるようになってきている。 

 近時，チーム医療など医療に関与する者が多方面，多人数にわたることが多くなってき

ている。その場合には，患者に対する医療に必要な限り，それらの者の各々が守秘義務の

対象となる情報にアクセスできることを認める必要がある。また，医療費が保険から支払

われる場合などにおいては，その事務に携わる者や，請求の適切性の審査にあたる者も，

医療情報に接することになる。このような状況においては，情報に接することができる者

が多いという点で，秘密の意義が希釈されるとともに，その漏洩の危険が高まるので，関

係する各人すべてについて守秘の徹底が一層強調される必要がある。 

 

(2) 遺伝情報の場合 

 遺伝情報の中には，本人や子孫の疾病の発症可能性を（程度の違いはあっても）確実性

をもって予測することを可能にするものがあり，その開示が及ぼす影響は大きい。とくに

問題が重大なものとして，雇用者に開示された場合の差別や解雇，保険会社に開示された

場合の契約拒否や保険料引き上げなどの不利益の恐れが指摘されている。このような不利

益の可能性があるので，第三者に対する遺伝情報の開示は，本人の明確な書面による承諾

がない限りなされてはならない。 

 

２ 保因者であることが疑われる第三者に対して告知をする権限・義務 

(1) 問題点といくつかの対応案 
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 難しい問題を提起するのが，遺伝子検査の結果，被検者に具体的な遺伝子変異があるこ

とが判明するとともに，他の親族も同じ遺伝子変異を有している疑いが持たれ，その者や

その子孫の発症を回避するために，被検者の遺伝情報の開示が必要になる場合である。こ

の問題は，一般的にいうと，被検者以外の第三者に対する危険が認識される場合に，その

危険が現実化することを回避するために，被検者がその受検や検査結果の開示を承諾しな

い場合にも，当該第三者に対して開示することが認められるか，という問題である。 

 危険の重大性などの点で違いが有り得る（だから，直接の参考にはならないかもしれな

い）が，当事者間の関係において類似の状況が現れるのが，エイズ・ウイルスの抗体検査

の結果，陽性であることが判明した者について，その配偶者，性的接触の相手，（麻薬使

用のための）注射針の共用者に対して，検査結果を開示することの可否が問題になる場合

である。この問題について，アメリカの多くの州の法律では，感染の危険を警告すること

が認められている。そのような規定においては，重大な感染の危険があること，開示がな

される前に，まず，陽性の結果が出た本人に自ら開示するよう求めたり，開示に対する自

発的承諾を求めたりすることがなされたが不首尾に終ったこと，感染者の名前は伏される

べきこと，開示されるときには，適切な対応，治療，カウンセリングが得られるように案

内・紹介がなされるべきこと，などが定められていることが多い。 

 合衆国大統領委員会（医療及び生物医学・行動学的研究における倫理的諸問題研究のた

めの大統領委員会）が 1983 年に出した報告書“Screening and Counseling for Genetic 

Conditions”は，遺伝子変異を有していることが疑われる者に対する開示が認められる条件

として，①被検者から開示に対する承諾を得るために相当の努力が尽くされたが成功しな

かったこと，②情報が開示されなければ不利益が発生することと開示される情報が不利益

の回避に現実に役立つことの双方について高い可能性があること，③特定の個人が受ける

不利益が重大なものであること，④当該病気の診断・治療に必要な遺伝情報だけが開示さ

れるよう適切な措置が講じられること，の四つを掲げている。また，同報告書は，このよ

うな問題に対して事前に対処するために，遺伝学的検査を行う前に，仮に被検者に遺伝子

変異があることが判明した場合に，同じ遺伝子変異があることが疑われる他の親族に開示

することの有益さを説明して，それに対する承諾を検査前に得ておく（それに対する承諾

が得られない場合には遺伝学的検査を行わない）という方法を提案している。 

 Annas, Glantz & Roche, The Genetic Privacy Act and Commentary (1995) に添えられた  

"Genetic Information and the Duty to Warn" では，第三者に対する開示に関してより厳格な態

度が取られており，個人の遺伝情報は当該個人の同意なくして開示されてはならないとい

う原則が貫かれるべきであるとしている。そして，医師等が，患者・被検者の遺伝診断か

ら判明した，第三者が遺伝的疾患の危険を有しているという事実を，当該第三者に警告す

る必要があると考える場合には，警告すること自体は許されるが，その際に，当該第三者

に当初の患者・被検者の情報を明らかにすることは認められない，とする。 
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(2) 合衆国における二つの判決 

(a) Pate v. Threlkel, 661 So. 2d 278 (Fla. 1995). 

 原告は次のように主張した。1987 年 3 月，被告外科医師は，原告の母親の甲状腺髄様癌

（20％が遺伝性で，その場合常染色体優生遺伝形式をとる）の手術をした。被告は心臓血

管外科医として，母親の子が遺伝的にこの疾患を受け継ぐ可能性を知っていた／知るべき

であった。したがって，被告は，母に対して，その子に甲状腺髄様癌の検査を受けさせる

重要性について知らせる義務を負っていた。母は，そのような警告を受ければ，その時に

子に検査を受けさせていた。その子である原告が 1987 年に検査を受けていれば，重篤な甲

状腺髄様癌を発症する以前に予防措置をとり得た可能性が高い。しかるに，被告の過失の

ために，原告は，進行性の甲状腺髄様癌を患っていたにもかかわらず 1990 年まで発見でき

ず，発見後，手術を受けざるを得なかった。原告はこのように主張して，被告の過失によ

る苦痛や生命の短縮などに対する損害賠償を求めて訴訟を提起した。 

 フロリダ州第一審裁判所は，原告は被告の患者の子であり，被告の患者ではなかったし，

また，本事案はそのような関係しかない者に対して義務が課されるような例外的状況でも

なかったという理由を掲げ，被告の原告に対する義務の存在を否定して，訴えを却下した。 

 第二審裁判所も，原告と被告の間に直接の契約関係（privity）がなく，したがって義務

違反もなかったとして，原判決を肯認した。しかし，同時に，最高裁に対して「医師は，

医師が治療に当っている疾患が遺伝的に受け継がれるものであることを患者に警告する注

意義務を，患者の子に対して負っているか」という質問を照会する手続を取った。 

 この照会を受けたフロリダ州最高裁は，肯定の回答を示した。 

 まず，最高裁は，「医師の一般的な注意水準に従うと，医療従事者は，患者に対して，

その子に甲状腺髄様癌の検査を受けさせる重要性について警告する義務を負っていた」と

いう原告の主張を真実と仮定して議論を展開するが，その仮定自体は差戻審で医師の専門

家証言によって証明されなければならないということを確認した。 

 つぎに，最高裁は，本事案で仮定された義務は，明白に特定の第三者の利益のためのも

のであり，医師はその第三者の存在を知っているのであるから，医師の義務は当該第三者

に対するものといえ，したがって，契約関係の欠如は原告の訴えを退けるものではない，

とした。 

 義務の内容について，最高裁は，医師の警告義務が認められたとしても，それは，患者

の子に対して病気の警告をすることを医師に義務づけるものではないとして，次のように

述べた。「大部分の場合において，医師は，患者の許可があるときを除いて，他者に患者

の症状を開示することを禁じられている。さらに，通常は，患者がその警告を伝えること

を期待することができる。医師に対して，患者の家族の種々の構成員を探し出して警告を

与えるよう義務づけることは，困難または非現実的であることが多く，また，医師に過大

な負担を課すことになる。したがって，当裁判所は，医師が遺伝性疾患について警告義務

を負う状況のすべてにおいて，その義務は患者に警告することによって充足されることに
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なる，ということを強調する。」 

 破棄差戻。 

(b)  Safer v. Estate of Pack, 291 N. J. Super. 619, 677 A.2d 1188 (1996). 

 1956 年 11 月，外科医師 Pack は原告の父に対して，多発性大腸ポリポーシス（常染色体

優性遺伝病）の治療として，結腸全摘および回腸Ｓ状結腸吻合術を行った。退院記録の中

には，大腸ポリープ中の腺癌の存在の病理報告所見が記されていた。原告の父は 1961 年

10 月，1963 年 12 月にも入院し，Pack 医師の治療を受けた。1963 年の入院時には結腸癌が

肝臓に転移していた。原告の父は 1964 年 1 月 3 日に 45 歳で死亡した。父親の死亡時，原

告は 10 歳，その姉は 17 才であった。 

 1990 年 2 月，36 歳で新婚の原告は下腹部の痛みを感じ，検査を受けたところ，結腸の癌

性閉鎖と多発性ポリポーシスが判明した。同年 3 月，原告は結腸全摘および回腸直腸吻合

術を受けた。さらに，転移性腺癌等が発見されたため，原告の右卵巣も摘除された。原告

は同年 4 月から翌年半ばまで，化学療法を受けた。 

 1991 年 9 月，原告は父の医療記録を入手し，父が多発性ポリポーシスに罹患していたこ

とを知った。1992 年 3 月，原告は，Pack 医師が原告の健康に対する危険を警告をすること

を怠った点で注意義務違反があったと主張して，損害賠償請求訴訟を提起した。なお，Pack

医師は 1969 年に死亡しており，原告は Pack 医師の遺産を被告として本訴を提起している。 

 原告は，多発性ポリポーシスは遺伝性疾患であって，発見・治療されなければ，かなら

ず転移性の大腸癌になるもので，この疾患の遺伝性は，Pack 医師が原告の父を治療してい

たときに分かっており，当時一般的だった医療水準によると，医師は，本疾患の致命的結

末を回避するため，早期の検査，観察，発見，治療を受けることができるように，危険に

曝されている者に警告することが義務づけられていた，と主張した。なお，原告の母の証

言によると，Pack 医師にその疾患が子どもに影響するものか否かを尋ねたとき，心配ない，

と言われたということであった。 

 ニュー・ジャージー州第一審裁判所は，医師は，患者の子に対して，遺伝的危険の警告

を与える法的義務を負うものではない，と判示して，原告敗訴の略式判決を下した。 

 原告からの上訴を受けた第二審裁判所は，第一審判決を破棄して事件を原審に差戻す判

決を下した。 

 第二審裁判所は，［本事件が被告勝訴の略式判決からの上訴であることから，］Pate v. 

Threlkel 事件フロリダ州最高裁判決と同様に，Pack 医師が原告の父を治療したときの一般

的な注意水準によると，医師は，判明している遺伝的危険を警告することが義務づけられ

ていた，という医師専門家の証言に基づく原告の主張を真実とみなして判断を下すという

ことを，はじめに断っている。 

 そして，裁判所は，法的義務の存否は法律上の問題であると述べた上で，以下のように

議論を展開した。 

 遺伝疾患の危険に曝されていると判明している者に警告を与える医師の義務を認めるこ
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とに法的障害はない。とくに予見可能性の点において，本事案において問題になっている

遺伝による危険と，［すでに法的に警告義務が認められている］感染や物理的暴力の危険

との間に本質的な差異はない。［両者とも］危険に曝されている者は容易に特定され，実

質的な将来の危害が適時の有効な警告によって回避または極小化できるのである。この警

告義務は，患者のみにではなく，その義務の違反によって利益を侵害されうる患者の直近

の家族に対しても負われているものと考えるのが適切である。しかし，原告の父の病気に

関する医師患者間のやりとりについての証拠が十分出されていない本事件の現段階におい

ては，この義務の履行のあり方について，被害を受ける可能性の高い者に情報を伝えるこ

とか，またはその者の利益のために情報が利用できるようにすることか，そのいずれかを

実現するための合理的措置を講じることが求められるということ以上に，細目にわたる決

定を下す必要はない。もっとも，当裁判所は，Pate v. Threlkel 事件のフロリダ州最高裁の

ように，あらゆる状況において，患者への情報伝達によって警告義務が満たされるものと

は考えない。今後，医師のより広い警告義務と，病気の詳細について家族に何も言わない

ように，という患者の要望の尊重との間の対立を解決することが必要になる段階を迎える

かもしれない。しかし，現時点では，本事案において，そのような対立が存在したことが

証明される可能性の有無や，そのような対立があるとして，その具体的内容について，我

々は知りえない。事件の現段階では，そのような対立が存在しなかったと証明される可能

性や，この問題についての唯一の証拠は子どもに危険があるということを何等知らされな

かった，という原告の母の証言であるということになる可能性も小さくない。また，原告

が幼児期に直腸の検査を受けていたという証拠が存在する可能性もある。本事件が含む問

題としては，Pack 医師が患者から，病気の詳細や遺伝的危険に関して開示しないようにと

の指示を受けていた場合に，そして，とくに患者は死亡したが，危害のおそれは患者の死

後も存続するような場合に，医師患者間の守秘に対する何らかの制限が加えられるべきな

のか，というようなものなどがあるが，その検討は，十分な証拠が提出された後になされ

るべきである。 

 以上のように述べた本判決は，医師の警告義務を肯定し，かつその義務の履行態様とし

て，患者の家族に対する直接的警告がありうることを示唆した。しかし，そのような場合

の警告義務が医師の守秘義務とどのような関係に立つのかについての具体的な解説は，事

件の事実関係が十分解明されていないことを理由に，提示されなかった。その点で，今後

の審理待ちという側面が小さくないのであるが，本判決が，遺伝疾患に関わる医師の警告

義務の問題に一歩踏み込んだ判断を示したという点はそれなりの評価に値するものと思わ

れる。 
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