
第 1 章 アメリカ合衆国における生命倫理と法の関わり 

 はじめに 

 生命倫理の問題に関するアメリカ合衆国における取扱いについて，法や政

府委員会の活動に焦点を定めてその特色を概観する。 

 

Ⅰ 法規範の形式 

１ 合衆国の法と州の法 

 アメリカ合衆国において，法には合衆国（連邦）のものと州のものとがあ

る。合衆国の法は，合衆国憲法に列挙された事項についてのみ形成が可能で

あるが，形成されれば州の法に優越する。合衆国の法の法源としては，合衆

国憲法や条約を別にすると，（州際通商規制権限や歳出権限などに基づい

て）合衆国議会が制定した法律，合衆国政府の定めた規則，合衆国の裁判所

（とくに合衆国 高裁）の下した判決がその主要なものとなる。 

 州の法は，あらゆる事項について形成が可能である。法源としては，州憲

法のほか，州の法律，州政府の規則，州裁判所の判決などがある。 

 

２ 合衆国の法による規制 

 合衆国の法律の例としては，移植用臓器の売買を禁じた 1984 年の全米臓

器移植法 (National Organ Transplant Act) の規定をあげることができる。そ

の 301 条(a)項は，「人の移植に用いるために有価約因を対価に故意に人の臓

器を入手，受領，または他の方法で譲渡することは，当該譲渡が州際通商に

影響を及ぼす場合には，違法である」と規定し，同条(b)項は，「前項に違反

する者は，50,000 ドル以下の罰金もしくは 5 年以下の自由刑，またはこれ

を併科する」と規定している（42 USC 274e）。 

 合衆国の規則の例としては，新薬の臨床試験の実施に適用される連邦食品

医薬品局の規則  (Food and Drug Administration, Department of Health and 

Human Services, 21 CFR Part 50--Protection of Human Subjects; 21 CFR Part 56--

Institutional Review Boards) や，人を対象とする研究に適用される連邦の省

庁の規則 (いわゆるコモン・ルール――Federal Policy for the Protection of 

Human Subjects. 厚生省のものとして，Department of Health and Human 
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Services, Protection of Human Subjects, 45 CFR Part 46)を掲げることができる。

前者は，州際通商規制権限に基づいて制定された食品医薬品化粧品法 (Food, 

Drug, and Cosmetic Act) を根拠に制定されたものであり，後者は，歳出権限

などに基づいて制定された法律を根拠に制定されたものである。 

 合衆国の裁判所の判決の例としては，人工妊娠中絶に関する一連の合衆国

高裁判決を掲げることができる。一連の動きを略述すると，州の法律で避

妊薬・避妊具の使用等を禁止することを違憲と判示した Griswold v. 

Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) が，今日的意味でのプライバシー権を確立

したのち，Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) 判決が，基本的権利としてのプ

ライバシー権に中絶に関する決定権が含まれることを認める一方で，それは

妊婦の健康の維持・保護と，胎児の潜在的生命の保護という，重要な州の利

益と衡量されなければならないと述べたが，Planned Parenthood v. Casey, 505 

U.S. 833 (1992) 判決で（過半数の裁判官が賛同する判決理由をまとめられず，

中間の立場の 3 名の裁判官が書いた合同意見において）Roe 判決の枠組みが

修正され，胎児の生存可能性達成時までは，妊婦に中絶選択権が認められる

が，妊婦の選択に不当な負担とならない規制を州は課すことができるとされ

たのであった。 

 

３ 州の法による規制 

 州の法律の例としては，人クローン胚の作成に関する州の法律をあげるこ

とができる。クローン胚作成をすべて禁止する法律（連邦議会でも，同旨の

法案が 2 回下院を可決したが，上院で可決されず未成立）をもつ州が少なく

とも 5 州ある半面，クローン胚からの人個体産生を禁止する一方で研究目的

での人クローン胚作成は許容する法律をもつ州が 2 州ある 1。また，他の例

として，代理母契約に関して，契約を許容する（あるいは許容を前提とする

規定が置かれた）法律をもつ州，契約を無効とする法律をもつ州，契約の拘

束力を否定する法律をもつ州，刑罰で禁止する法律をもつ州など様々である

                                              
1 プロライフ団体のものであるが，
http://www.usccb.org/prolife/issues/bioethic/statelaw.htm (visited Jan.4, 2005). 
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2。 

 他にも，自然死法，死体提供法，死の判定法，インフォームド・コンセン

トに関する法律など，州の法律による規制の例は多数みられる。 

 州の判例および法律による法形成が著しかった例として末期患者の生命維

持治療の中止・差控えの問題をあげることができる。1976 年のカレン・ク

インラン事件ニュー・ジャージ州 高裁判決 (In re Quinlan, 70 N.J. 10, 355 

A.2d 647) は，プライバシー権に基づく生命維持治療拒否権を確立するとと

もに，その代理行使を認めた。1977 年のサイケヴィッツ事件マサチューセ

ッツ州 高裁判決 (Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, 

373 Mass. 728, 370 N.E.2d 417) は，生命維持治療拒否権の根拠にプライバシ

ー権に加えてインフォームド・コンセントの法理を掲げるとともに，その代

理行使においては患者が下したであろう判断を忖度することを求める 

substituted judgment（代行判断）の法理の適用を求めた。この 2 判決を嚆矢

として数百の判決が下され，その大半において，生命維持治療拒否権とその

代理行使が認められてきた。代理行使においては，患者本人がなしたであろ

う判断を推測できる場合には代行判断の法理の適用が，それが不可能な場合

には，患者の 善の利益を図る判断を求める best interests standard の適用が

要求されることが多い。 

 また，いわゆるリビング・ウィルの要件・効果を定める自然死法が，1976

年，カリフォルニア州で制定されて以降，現在では，ほとんどの州がそのよ

うな法律をもつに至っている（尊厳死法，リビング・ウィル法などの名称を

もつものも多い）。その内容としては，生命の末期に意思決定能力が失われ

た場合に備えて，治療の実施・不実施をあらかじめ指示する書面（これが本

来のリビングウィル）とともに，本人に代わって医療に関わる決定を下す代

理人を指名する書面（医療決定に関する委任状）の要件と効果を規定するも

のが多い（両方の書面を総称して，advance directive〔事前指示書〕と呼ん

でいる）。また，事前指示書を作成する人が現実には多くないことを踏まえ

て， 近では，半数以上の州で，患者が事前指示書を残さなかった場合に，

                                              
2 石川稔「人工生殖の比較法的研究」比較法研究 53 号 7 頁（1991）。 
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患者の家族に治療の中止・不実施の決定を下すことを認める規定が自然死法

などの中に置かれるようになってきている 3。 

 

４ 医師による自殺幇助 

 州法による規制の対象となる領域では，規制の内容が相違することが少な

くない。それは，上記の人クローン胚の作成や代理母契約に関する法律など

にもみられるが，さらに，その相違が際だったものとして，医師による自殺

幇助の問題をあげておく。 

 上述のように，アメリカでは，1976 年のカレン判決以降，末期患者の生

命維持治療拒否権がひろく認められてきた。さらに，1990 年前後から，末

期状態の患者から医師に致死的薬剤の処方を求める権利を要求する動きが高

まりを見せた。オレゴン州では，1994 年に市民のイニシアティブによって

これを許容する尊厳死法（Death with Dignity Act） 4が成立したが，その施行

差止めが認められた 5ため，施行は先延ばしにされた。この法律では，2 名

の医師（主治医とconsulting physician）によって末期の疾患（6 ヵ月以内に

死をもたらす不治・不可逆の疾患）を患っていると判定され，死の希望を表

示する者が，口頭および書面で人間的で尊厳ある状態で生命を終えるための

薬剤を要求し，さらに当初の口頭での要求後 15 日以上あけて（主治医から

要求撤回の機会が与えられた後）再度同旨の要求をなす場合には，主治医は

患者の求める薬剤を処方することができ，その場合，この法律の要件に従っ

て行動した者は，民刑事責任や専門職の懲戒処分を課されることはない，と

規定されていた。 

                                              
3 丸山「意思決定能力を欠く患者に対する医療とアメリカ法」法律時報 67
巻 10 号 10 頁（1995）。 
4 同法の内容は，Lee v. State, 107 F. 3d 1382 (9th Cir. 1997) の末尾に全文が収
録されている。 
5 オレゴン地区合衆国地方裁判所は，1994 年 12 月 7 日に緊急的差止命令 
(temporary restraining order)を，同 12 月 19 日に暫定的差止命令 (preliminary 
injunction) を（Lee v. State, 869 F. Supp. 1491 (1994)），1995 年 8 月 3 日に終
局的差止命令 (permanent injunction) を出した（Lee v. State, 891 F. Supp. 1429 
(1995)）。 
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 ほぼ同じ時期 6に，ワシントン州とニュー・ヨーク州では，医師と末期患

者が，各州の刑法の自殺幇助禁止規定が医師による自殺幇助に適用され，そ

のために患者が医師による自殺幇助を受けることができなくなれば，合衆国

憲法の適正手続と平等保護の保障の侵害になると主張して，違憲の確認およ

びそのような場合における刑法規定の執行の差止め等を求める訴訟を提起し

ていた。1997 年 6 月，合衆国 高裁は，これらの事件において，①自殺の

実行の幇助を求める権利は基本的自由ではなく，ワシントン州刑法の自殺幇

助の禁止は，生命の維持，医療倫理の保護，弱者保護，安楽死への拡大防止，

に関する合法的な州の利益に合理的に関連しており，合衆国憲法に反しない

（Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997)），②自殺幇助と生命維持治療

中止は，いずれも死をもたらすが，死の原因と当事者の意図の点で相異なる

ものであり，ニュー・ヨーク州の法が，前者を禁止し，後者を許容している

ことには，合法的な目的との合理的な関係が認められ，平等保護条項に反し

ない（Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997)）と述べ，請求を退けた。 

 これらの判決が下された 5 ヵ月後の 1997 年 10 月，オレゴン州の尊厳死法

の施行差止めが解除された 7。加えて，翌 11 月の選挙で，この法律を廃止す

る提案が州民投票にかけられ，その結果，60 パーセント対 40 パーセントの

差で，廃止提案が否決された。こうして，同法は施行に移された。それ以降，

オレゴン州は全米で唯一の，医師による自殺幇助を認める州になっている。

1997 年にこの法律に基づく処方がなされた例はないが，1998 年に 24 人がこ

の法律の下で，医師から致死的な薬剤の処方を受け，16 人がその服用で死

亡した（1999 年以降の処方および死亡数は，1999 年 33 人・27 人，2000 年

39 人・27 人，2001 年 44 人・21 人，2002 年 58 人・38 人，2003 年 67 人・

42 人） 8・ 9。 

                                              
6 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997) の第一審の提訴は，1994 年 1
月，Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997) の第一審の提訴は，1994 年 7 月であ
った。 
7 Lee v. State, 107 F. 3d 1382 (9th Cir. 1997), cert. denied, Lee v. Harcleroad, 522 
U.S. 927 (1997). 
8 Oregon Department of Human Services, Sixth Annual Report on Oregon’s Death 
with Dignity Act 11 (March 10, 2004) (visited Dec. 31, 2004) 
<http://www.ohd.hr.state.or.us/chs/pas/03pasrpt.pdf>. 
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 合衆国内では，医師による自殺幇助について，州によって正反対の内容の

法が行われていることになる。 

 

Ⅱ 生命倫理関係政府委員会の活動 

１ 主要な生命倫理関係政府委員会 

 アメリカ合衆国の生命倫理政策の形成において大きな役割を果たしてきた

ものとして，生命倫理関係の政府委員会の活動がある。そのうち主要なもの

を，設置の根拠と刊行された報告書に焦点を定めて列挙しよう 10。 

(1) National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research (1974～78) 

 このNational Commissionは，1974 年 7 月に成立したNational Research Act

に基づいて設置されたものである。National Research Actが制定された背景

には，1972 年 7 月 26 日付けニュー・ヨーク・タイムズ紙に始まるTuskegee

梅毒研究の暴露報道があった。この研究は，合衆国公衆衛生局（United 

States Public Health Service）によってアラバマ州Tuskegeeで 1932 年から，

400 人の黒人梅毒患者と 200 人の黒人対照者を被験者として，梅毒の自然経

過を観察するために行われていた。特別の治療を無料で受けることができる

として駆り集められた患者は，自分の病気のことも，自分が研究の対象とさ

れていることも知らされなかった。また，彼らに治療が与えられることも，

治療が可能であることを説明されることもなかった。この研究が翌 1973 年

に中止されるまでに，放置された梅毒が原因で，28 人が死亡し，100 人ほど

                                                                                                                                     
9 その後，合衆国司法長官は，オレゴン州尊厳死法に基づいて致死薬を処方
した医師は，連邦の規制薬物取締法 Controlled Substances Act 違反により，
規制薬物を処方するために必要な（連邦司法省への）医師登録の停止・取消
を受けることになる可能性がある，という解釈指針を出した。オレゴン州，
医師，薬剤師がこの解釈指針を違法だとして提訴した。合衆国地裁はこの指
針の執行を差し止め（Oregon v. Ashcroft, 192 F.Supp.2d 1077 (D. Or., 2002)），
合衆国控訴裁も，2004 年 5 月，指針は司法長官の権限を超えているとして
差止めを継続する判決を下した（Oregon v. Ashcroft, 368 F.3d 1118 (9th Cir. 
2004)）。 
10 より多数の委員会をカバーしたものとして，President’s Council on Bioethics
のホームページ中の Former Bioethics Commissions のページ 
(http://www.bioethics.gov/reports/past_commissions/index.html) がある。 
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が視力喪失や知的・精神障害に陥った。この研究を糾弾する報道に呼応して，

公衆衛生局を管轄する保健教育福祉省（Department of Health, Education and 

Welfare, DHEW）はTuskegee Syphilis Study Ad Hoc Panelを設置し，この研究

について調査するとともに，DHEWが実施・補助する研究において被験者の

権利が適切に保護されているかどうかを検討するように求めた。このパネル

は，1973 年 4 月の 終報告書で，研究の即時中止と，被験者に対して参加

のために必要となった治療を与えるよう勧告した。同パネルは同時に，人を

対象とする研究のうち，連邦の補助を受けるものすべてについて規制する権

限をもつ常設の機関を設置するよう連邦議会に勧告した。連邦議会は， 終

的に，規制権限をもつ常設機関ではなく規制権限のない期限つきの諮問機関

として 11 の委員からなるNational Commissionを設置するNational Research 

Act法案を 1974 年 6 月に可決し，同法は翌 7 月 12 日にニクソン大統領の署

名を得て成立した

名

                                             

11。 

 同法は，National Commission の任務として，(1)①生物医学的・行動学的

研究活動の基礎となるべき基本的倫理原理の同定，②倫理原理に沿った研究

の実施のためのガイドラインの策定，③ガイドライン適用のための行政措置

および被験者の保護に関して DHEW 長官に勧告すること，(2)未成年者，囚

人，施設収容精神障害者の場合のインフォームド・コンセントの要件の同定，

(3)胎児研究および精神外科についての調査・検討，(4)生物医学的・行動学

的研究・技術の進歩の倫理的，社会的，法的意味の検討，を定めていた。こ

のような規定に従って，National Commission は 1974 年から 78 年にかけて

精力的に活動し，大きな実績をあげた。その成果は， 17 冊の報告書

（Appendix を含む）に収められているが，その対象は，胎児研究，囚人，

精神外科，未成年者，精神障害者を対象とする研究，IRB とインフォーム

ド・コンセント，にわたっており，さらに，ベルモント・レポート（The 

Belmont Report, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human 

 
11 同法成立のもう一つの要因として，胎児を対象とする研究の禁止を求め

る意見の存在があげられる。A. R. Jonsen, The Birth of Bioethics 94 - 98 
(1998)；香川千晶『生命倫理の成立――人体実験・臓器移植・治療停止』

168～174 頁（2000）。 
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Subjects of Research (April, 1979)）では医療と研究を区別する基準，および

被験者保護の基礎にある倫理原則 (respect for persons, beneficence, justice) が

論じられた。 

(2) President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and 

Biomedical and Behavioral Research (1979～83) 

 National Commission の成功を承けて，連邦議会は 1978 年 10 月 15 日に

President’s Commission を設置する法律（Public Law 95-622）を可決し，同法

は同 11 月 9 日にカーター大統領の署名を得て成立した。大統領委員会のメ

ンバー11 名は，保健教育福祉長官によって委員が任命される National 

Commission と異なり，大統領によって任命され，委員会の権限は関係する

全省庁に及ぶものとされた。また，委員会の期限は 1982 年 12 月 31 日と定

められた（後に，Public Law 97-377 によって 1983 年 3 月末までに延長され

た）。同法は，委員会の職務として，(A)インフォームド・コンセントの要件，

(B)死の定義，(C)遺伝疾患に関わる検査・カウンセリング・情報等，(D)収

入や居住地で決まる医療の相違，(E)被験者・患者のプライバシー保護・守

秘，および患者の医療情報アクセス，(F)その他大統領が指定する医療およ

び生物医学・行動学的研究に関する事項，の倫理的・法的問題について調査

研究を行うこと，並びに，2 年ごとに生物医学・行動学的研究の被験者の保

護について大統領および連邦議会に報告することを定めた。 

 President’s Commission は National Commission に劣らず精力的に活動し，

Defining Death (1981-07)，Whistleblowing in Biomedical Research (1981-09)，

Protecting Human Subjects (1981-12)， 

Compensating for Research Injuries (1982)，Making Health Care Decisions (1982-

10)，Splicing Life (1982-11)，Screening and Counseling for Genetic Conditions 

(1983-02) ， Implementing Human Research Regulations (1983-03) ， Securing 

Access to Health Care (1983-03)，Deciding to Forego Life Sustaining Treatment 

(1983-03)，Summing Up (1983-03)，などの報告書が刊行された。 

(3) National Bioethics Advisory Commission (NBAC，1995～2001) 

 Clinton 大統領の大統領令（Executive Order 12975, Oct. 3, 1995）により設

置された。15 名（後に 18 名）以下とされた委員は大統領によって任命され，
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当初委員会は 1997 年 10 月まで存続するものと定められていた（その後 2 度

延長され， 終的には，2001 年 10 月まで存続した）。その任務としては，

被験者の保護に焦点が定められており，具体的には，(a)(ｱ)ヒトの生物学お

よび行動に対する研究から生じる生命倫理問題に関する政府省庁の事業，政

策，指針，規則の妥当性，(ｲ)そのような研究の応用（臨床応用を含む），に

関して連邦科学技術審議会（National Science and Technology Council）や他の

政府機関に助言・勧告をすること，(b)倫理的な研究実施の原理を同定する

こと，などが掲げられていた。そして， も優先的に検討されるべきものと

して，被験者の権利・福祉の擁護と遺伝情報の取扱い・利用における問題の

検討があげられた。 

 NBAC の出した報告書としては，Cloning Human Beings (1997-06)，

Research Involving Persons with Mental Disorders That May Affect 

Decisionmaking Capacity (1998-12) ， Research Involving Human Biological 

Materials: Ethical Issues and Policy Guidance (1999-08)，Ethical Issues in Human 

Stem Cell Research (1999-09) ， Ethical and Policy Issues in International 

Research: Clinical Trials in Developing Countries (2001-04)，Ethical and Policy 

Issues in Research Involving Human Participants (2001-08) があげられる。 

(4) President's Council on Bioethics (PCBE, 2002～present) 

 Bush 大統領の大統領令（Executive Order 13237, Nov. 2001) により設置さ

れた。18 名以下とされた委員は大統領によって任命され，当初，委員会は

大統領令の出された日から 2 年間存続するものと定められていたが，2003

年 9 月に，2005 年 9 月末まで継続するものと改められた。その任務として

は，生物医科学・技術の進歩の結果として生じる生命倫理問題について大統

領に助言することが掲げられているが，そのために，胚および幹細胞研究，

補助生殖，クローニング，人間遺伝学や神経科学の知識・技術の利用，生命

の終末などの問題を検討することができるとされた。 

 PCBE は，これまでに，Human Cloning and Human Dignity: An Ethical 

Inquiry (2002-07)，Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness 

(2003-10)，Being Human: Readings from the President's Council on Bioethics 

(2003-12)，Monitoring Stem Cell Research (2004-01) 
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Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies (2004-

03)，の報告書を出している。 

 

２ President’s Commission にみる生命倫理関係政府委員会の成功・不成功 

 合衆国の生命倫理関係政府委員会の見解が政策に実現された度合いを，一

般に成功を収めたと評価される President’s Commission における三つの例か

らみてみよう。 

(1) Defining Death (1981-07) 

 この報告書では脳死基準を含めた死の判定基準が提示されたが，委員会は，

それが報告書としてまとめられる以前の 1980 年 5 月に，アメリカ法曹協会，

アメリカ医師会，統一州法委員全国会議の各代表と会合し，「統一・死の判

定法 (Uniform Determination of Death Act)」を取りまとめた。同法は，その

あと，80 年 8 月に統一州法委員全国会議で，同 10 月にアメリカ医師会で，

翌 81 年 2 月にアメリカ法曹協会でそれぞれ承認され，現在ではおよそ 40 州

でそれをモデルに制定された法律が存在する 12。 

(2) Protecting Human Subjects (1981-12) 

 この報告書では，ヒトを対象とする研究に関わる連邦の全省庁に対して，

被験者保護のための厚生省（Department of Health and Human Services, 

DHHS）の規則を採択するよう勧告された。その勧告はすぐには実現されな

かったが，1986 年の規則案（Proposed Federal Policy for the Protection of 

Human Research Subjects）を経て，1991 年に連邦政府の関係全省庁に適用さ

れるコモン・ルール（Federal Policy for the Protection of Human Subjects）が

まとめられるに至った 13。 

(3) Compensation for Research Injuries (1982) 

 この報告書では，医学研究によって被害を受けた者について，研究者側に

                                              
12 もっとも， 近では，14 (3) Kennedy Inst. Ethics J. (2004) に掲載の諸論文

のように，President’s Commission の採用した脳死基準による死の判定が立

脚する考えに批判的な見解も，少数ではあるが増えつつあるように思える。 
13 この経緯については，丸山「臨床研究に対するアメリカ合衆国の規制」

年報医事法学 13 号 51 頁（1998）参照。 
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無過失補償責任を負わせるシステムの試行が提言されたが，結局のところ，

その提言は履行されないままに終ってしまった 14。 

 

                                              
14 NBAC, Ethical and Policy Issues in Research Involving Human Participants, 
123-26. 
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第 2 章 死と臓器移植をめぐる生命倫理 

１ 脳死 

 はじめに，脳全体の機能喪失をもって脳死とするいわゆる全脳死説を念頭

において，脳死の状態はどのようなものであるのかを確認しておきたい。心

臓，肺，肝臓などの臓器の移植の前提となる（心臓死に至らない）脳死の状

態というのは，人工呼吸器の出現によってはじめて可能になった状態である。

人工呼吸器の出現までは，脳死，すなわち，脳全体の機能が完全に廃絶され，

回復の可能性が全くないという状態になると，ほどなく，伝統的な死の判定

基準によって判定されるいわゆる心臓死の状態がもたらされた。なぜなら，

脳全体の機能が失われると，脳の中の脳幹にある呼吸中枢が働かなくなり，

呼吸が停止し，その結果，心臓も酸素欠乏で止まってしまうという関係があ

ったからである。人工呼吸器の登場はそのような関係を絶ち切った。脳が機

能を廃絶しても，肺が正常であれば呼吸器によって呼吸機能は維持でき，ま

た心臓は自動能により拍動を継続する。このような患者から呼吸器を外すと，

ほどなく心臓死に至るが，人工呼吸器（および他の維持治療）の助けがあれ

ば，呼吸・心拍のみならず，臓器・組織の大部分が正常に近い機能を維持す

る。このことは，脳死体の臓器が移植に好適な「生きの良い」ものであるこ

とに如実に示されている。脳死体は，その脳に着目すると，伝統的な心臓死

体と同様の状態にあるが，脳以外の部分に着目すると，まだ死に至っていな

い生きている人と同様の状態にある。そのような者を死者と扱うべきか否か。 

 わが国においては，この問題に関する人々の意見は鋭く対立した。この問

題の検討のため，国会は，1989 年 12 月，内閣総理大臣の諮問機関として

「臨時脳死及び臓器移植調査会（脳死臨調）」を設置する法律を制定した。

これに基づいて 1990 年 2 月に設置された脳死臨調は，2 年後の 1992 年 1 月

に答申「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」をとりまとめた。臨

調答申は，「『脳が死んでいる』場合，すなわち意識・感覚等，脳のもつ固有

の機能とともに脳による身体各部に対する統合機能が不可逆的に失われた場

合，人はもはや個体としての統一性を失い，人工呼吸器を付けていても多く

の場合数日のうちに心停止に至る。これが脳死であり，たとえその時個々の

臓器・器官がばらばらに若干の機能を残していたとしても，もはや『人の
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生』とは言えないとするのが，わが国も含め近年各国で主流となっている医

学的な考え方である。」したがって，「医学的に見ると脳死をもって『人の

死』とすることが合理的である」が，それとともに，「脳死をもって社会

的・法的にも『人の死』とすることは妥当な見解であると思われ」，また，

「脳死をもって『人の死』とすることについては概ね社会的に受容され合意

されているといってよいものと思われる」と述べ，脳死を人の死と扱うべき

ものと結論づけた。なお，臨調答申には，脳死を人の死とすることに賛同し

ない立場からの少数意見が添えられていた。 

 しかし，脳死が「人の死」とされても，それだけで，脳死体からの移植用

臓器の摘出が許されるわけではない。摘出に対する承諾が必要とされるので

ある。次にこの問題を検討しよう。 

 

２ 移植用臓器の死体からの摘出要件――臓器移植法 

(1) 臓器移植法の成立とその概要 

 脳死臨調答申から 5 年あまり経た 1997 年 6 月，現行の臓器移植法（正式

には，「臓器の移植に関する法律」，以下では，「本法」または「法」とい

う）が国会で成立した。本法は，①臓器移植に関する基本的理念，②臓器移

植目的で死体から心臓，肺，肝臓，腎臓，膵臓，小腸，眼球を摘出するため

の要件，③臓器売買の禁止（死体臓器を利用するものに限らず，生体臓器を

利用するものも含めて，すべての臓器移植に適用がある），④死体から摘出

された臓器のあっせんに関わる要件，などに関する規定をその内容としてい

る。 

 他方，①生体から摘出される臓器・組織を利用する移植，②死体から摘出

される組織の移植，③組織・細胞を原材料とする医薬品等の製造のための組

織・細胞の採取・利用，④生体・死体から摘出された臓器・組織・細胞の研

究利用，などについて本法は規定を置いていない。 

 臓器の摘出要件に関して，法 6 条 1 項は，死体（いわゆる心臓死体および

脳死体の双方を含む）からの臓器の一般的摘出要件として，①生前の本人に

よる提供意思の書面による表示があり，かつ，②本人の意思表示があったこ

とを知らされた遺族が摘出を拒まないこと（または遺族がないこと――遺族
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がない場合については以下では省略する）を定めている。次に，脳死体から

臓器を摘出しようとする場合における，脳死の判定を行うための要件として，

6 条 3 項は，③生前の本人による脳死判定に従うという意思の書面による表

示があり，かつ，④本人の意思表示があったことを知らされた家族が脳死判

定を拒まないこと，を定めている。なお，臓器提供意思表示カードや運転免

許証・健康保険証へ貼付するシールでは，「私は，脳死の判定に従い，脳死

後，移植の為に○で囲んだ臓器を提供します」という文言で，生前の本人に

よる①および③の意思を表示するものとされている。 

 なお，生前に提供意思を表示できる者に関して，本法の運用指針（ガイド

ライン）第１は「臓器提供に係る意思表示の有効性について，……民法上の

遺言可能年齢等を参考として，……15 歳以上の者の意思表示を有効なもの

として取り扱うこと」と規定した。これによって，臓器を分割・縮小して移

植することが不可能な心臓などについては，身体の小さい幼少の患者に適合

する小さな臓器は得ることができなくなった。 

(2) 死体臓器の摘出要件をめぐるこれまでの経緯 

(a) 角膜移植法と角膜腎臓移植法 

 移植用臓器の死体からの摘出に関して規定を定めた 初の法律である角膜

移植法（1958 年制定）は，死体からの眼球の摘出に関して遺族の書面によ

る承諾を求めた。角膜移植法に続く角膜腎臓移植法（1979 年制定）は，遺

族の書面による承諾を基本的な要件としつつも，「ただし，死亡した者が生

存中にその眼球又は腎臓の摘出について書面による承諾をしており，かつ，

医師がその旨を遺族に告知し，遺族がその摘出を拒まないとき，又は遺族が

ないときは，この限りでない」と規定して，生前の本人の書面による承諾が

あって，かつ，それを知らされた遺族が摘出を拒まないときにも，死体臓器

の摘出を認めた。 

(b) 脳死臨調答申 

 1992 年 1 月の脳死臨調の答申は，上にみたように，脳死を人の死とする

ことが，医学的にのみならず社会的・法的にも相当であると述べるとともに，

脳死体からの臓器の摘出に対する承諾要件に関して，基本的に，「本人の意

思が 大限に尊重されなければならない」と述べた。また，「臓器提供につ
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いての本人の承諾がドナーカード等の文書でなされていない場合においても，

近親者が諸般の事情から本人の提供の意思を認めているときには臓器提供を

認めてよいものと考える。さらに，この点に関しては，本人の臓器提供につ

いての意思が不明な場合であっても，近親者が提供を承諾する場合には，臓

器提供を認めるべきであるという意見もあった」と述べ，書面になっていな

くても本人の提供意思が認められるときには近親者が承諾することが認めら

れるが，本人の意思が不明な場合に近親者が脳死体から臓器を提供できると

することに関しては，脳死臨調の多数の賛同が得られなかったことを示唆し

た。 

(c) 法案 

① 各党協議会案 

 脳死臨調の答申後 2 年あまり経た 1994 年 4 月に国会に提出された「臓器

の移植に関する法律案」（「各党協議会案」）では，従前から指摘されていた

問題点に対応するために変更を加えたり，本人の提供意思表示がある場合を

一次的なものと扱ったりする点で違いがあるものの，基本的には，角膜腎臓

移植法の摘出要件が踏襲された。 

 具体的に述べると，死体（脳死体を含む）から移植用臓器を摘出できるの

は，本人が生存中に提供意思を書面により表示しており，かつそのことを知

らされた遺族が摘出を拒まない場合，または，（生前の本人が提供の意思の

ないことを表示していた場合を除いて）遺族が摘出を書面によって承諾した

場合，のいずれかであると規定された。心臓死体からの摘出であるか脳死体

からの摘出であるかによって，摘出要件に差異を設けることはなされなかっ

た。 

② 中山修正案・中山案 

 各党協議会案に関しては，（とくに脳死体からの摘出について）本人の明

確な意思表示がない場合にも遺族の承諾に基づいて臓器の摘出ができるとさ

れたことに批判が強く，早期の成立が見込めない状況になった。それに対応

するために，1996 年 6 月，遺族の承諾で摘出ができるとする部分を削除す

る修正案が中山太郎議員らによって国会に提出された（中山修正案）。 

 この案では，本人が生存中に提供意思を書面により表示しており，かつ，
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そのことを知らされた遺族が摘出を拒まない場合にのみ，死体からの摘出が

許されることになった。しかし，角膜腎臓移植法のもとで行われてきた遺族

の承諾による眼球や腎臓の摘出を途絶させるわけにはいかないので，心臓死

体からの眼球と腎臓の摘出に限って，本人が臓器の提供・非提供の意思表示

をしていない場合には，「当分の間」，遺族の書面による承諾で摘出できるこ

ととする附則が設けられた。 

 中山修正案は，1996 年 9 月の衆議院解散によって廃案となった。しかし，

同年 12 月，それとほぼ同じ内容の法案が国会に上程された（中山案）。同法

案は，1997 年 4 月に衆議院本会議で可決された。 

③ 関根修正案によって修正された中山案――臓器移植法 

 中山案の送付を受けた参議院では，審議は迅速に進まなかった。そこで，

脳死を人の死と認めない人たちに配慮した修正案が関根則之議員らによって

提出され，その修正を受けた中山案が 1997 年 6 月 17 日に参議院，衆議院各

本会議で可決され，7 月 16 日に公布，同 10 月 16 日に施行された。その内

容は(2)(b)でみた通りである。 

(3) 臓器移植法の改正問題――小児心臓移植の問題 

 上記のように，現在の臓器移植法のもとでは，小児の心臓移植ができない。

この問題を解決するためにいくつかの提言がなされてきた。以下において，

その代表的なものを紹介するとともに，解決の糸口を考えてみる。 

(a) 町野班の改正案 

 町野朔上智大学教授を班長とする厚生科学研究「臓器移植の法的事項に関

する研究」研究班は，平成11年度報告書において，基本的に，各党協議会案

と同じ要件を定めたうえで，死者が未成年者であるときに臓器摘出を承諾で

きる遺族を死者の親権者であった者とする改正案を提案した。また，河野太

郎衆議院議員が，やはり各党協議会案と同じ要件を定める法案を2004年の通

常国会で成立させることを目指したが，上程に至らなかった。町野案・河野

案に対しては，脳死臨調の答申を超えていることと，国会で採決にすらたど

り着けなかった各党協議会案と同様の法案が現時点で可決される可能性が小

さいことを問題点として指摘することができる（なお，2004年8月に実施さ

れ，同10月に結果が公表された世論調査では，脳死での臓器提供で本人の意
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思が確認できない場合について，「本人の臓器提供の意思が確認できないの

だから脳死での臓器提供を認めるべきではない」と答えた者の割合が35.4％，

「提供を認めるか否かは家族の判断に委ねるべき」と答えた者の割合が45.5

％，という結果が出されている（http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-

zouki/index.html）。 

(b) 森岡正博教授の改正案 

 森岡正博大阪府立大学教授は，6 歳以上 15 歳未満の者について，親権者

の承諾などの要件を課したうえで，臓器提供意思の表示をなすことを認め，

他方，6 歳未満の者からの臓器摘出を禁止する改正案を提案している。この

提案については，より幼少の患者に適合する臓器が得られない難点を指摘す

ることができる。 

(c) 解決の糸口？ 

 幼少の者からの移植用臓器の摘出を法的に可能にすることは，わが国にお

けるこれまでの経緯を踏まえると至難のことのように思える。他方，渡航移

植の現状などに照らすと，わが国だけが独自の制度を継続させることは許さ

れないであろう。解決の糸口として考えられるものとしては，移植用臓器の

提供・摘出について，ドナー本人に対する利益も認めることができ，場合に

よっては，本人の提供意思表示がなくても，ドナーのために行うことができ

るものと性格づけることが挙げられる。しかし，これが無理なく言えるため

には，移植医療の社会における幅広い支持が前提となる。移植医療に対する

社会的評価が問われているのである。 

 

３ 安楽死，尊厳死，生命維持治療の中止・不実施 

(1) 東海大学安楽死事件 

 安楽死，尊厳死，生命維持治療の中止・不実施をめぐる問題を考える出発

点として，東海大学医学部付属病院安楽死事件横浜地裁判決（横浜地裁平成

7 年 3 月 28 日判決判例時報 1530 号 28 頁，判例タイムズ 877 号 148 頁〔確

定〕）をとりあげたい。 

【事実の概要】 

 多発性骨髄腫で，あと数日の命と診断された患者のいびきをかくような荒
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い苦しそうな呼吸を見かねた患者の長男らが「苦しみから解放させてやり，

早く家につれて帰りたい」と執拗に要求したのに応えて，①被告人医師は，

治療をすべて中止し，点滴なども抜去するよう指示した。しかし，患者はい

びき様の呼吸を続け，長男はなおも早期の帰宅を求めたため，②被告人は，

患者に対して，いびきあるいはその原因である深い呼吸を除去・緩和するた

めに，呼吸抑制の副作用があるホリゾンおよびセレネースを，死期を早める

可能性があることを認識しながら注射した。それでも様子を変えない患者に

対し，長男のさらなる要求に応じて，③被告人は，患者に，除脈や一過性心

停止などの副作用があるワラソンや心停止の作用がある塩化カリウム

（KCL）を静脈注射して，心停止により死亡させた。 

【判旨】 

 判決は，医師による治療行為の中止と致死行為が許容される要件に関して，

下記のように判示した。 

(a) 治療行為の中止（苦痛の回避のため，延命治療を中止して死期を早め

る消極的安楽死は，治療行為の中止のうち肉体的苦痛の回避を動機，目的と

するものになる） 

 治療行為の中止が自己決定権と医師の治療義務の限界を根拠に許容される

ための要件としては，①患者が治癒不可能な病気に冒され，回復の見込みが

なく死が避けられない末期状態にあること，②治療行為の中止を求める患者

の意思表示が存在し，それは治療行為の中止を行う時点で存在すること（患

者の意思は家族の意思表示から推定することも認められる），が必要である。

それが満たされる場合，薬物投与，化学療法，人工透析，人工呼吸器，輸血，

栄養・水分補給など，治療と生命維持のためのあらゆる措置が中止の対象と

なる。 

(b) 積極的安楽死（苦痛から免れさせるため，意図的積極的に死を招く措

置をとるもの）・間接的安楽死（苦痛を除去・緩和するための措置を取るが，

それが同時に死を早める可能性があるもの） 

 積極的安楽死が緊急避難の法理と自己決定権に基づいて許容されるために

は，①患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること，②患者は死が避け

られず，その死期が迫っていること，③患者の肉体的苦痛を除去・緩和する
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ために方法を尽くし他に代替手段がないこと，④生命の短縮を承諾する患者

の明示の意思表示があること，の要件が満たされることが必要であり，間接

的安楽死が自己決定権に基づいて許容されるためには，積極的安楽死の要件

のうちの①，②と，患者の意思（患者の推定的意思でも足りる）が満たされ

ることが必要である。 

 判決は，①点滴の取外しなどの治療中止については，患者本人の意思表示

がなく，また患者の状態を正確に認識していなかった家族の意思から患者の

意思を推定することはできない等の理由から，要件が満たされておらず，ま

た，②ホリゾン，セレネースの注射は間接的安楽死のように見えるが，肉体

的苦痛と患者の意思の要件が満たされておらず，③ワソラン，塩化カリウム

の注射は積極的安楽死のように見えるが，患者の明示の意思も肉体的苦痛も

存在していないので，いずれも許容されるものではないとして，殺人罪の成

立を肯定して，医師を懲役 2 年執行猶予 2 年に処した。 

(2) 名古屋高裁判決 

 積極的安楽死に関するわが国の判例としては，東海大学事件横浜地裁判決

以前では，名古屋高裁昭和 37 年 12 月 22 日判決（高刑集 15 巻 9 号 674 頁，

下刑集 4 巻 11･12 号 996 頁，判例時報 324 号 11 頁，判例タイムズ 144 号

175 頁〔確定〕）が有名であった。 

【事実の概要】 

 脳溢血の再発で全身不随となり，衰弱がひどく，少しでも動かすと激痛を

訴え，しばしば発作に苦悶し，「殺してくれ」などと叫ぶ父親（医師からあ

と 7 日か 10 日の命と伝えられていた）が飲むように，被告人が，早朝配達

の牛乳に有機燐殺虫剤を混入したところ，事情を知らない母親がそれを父親

に飲ませたため，父親は死亡した。 

【判旨】 

 安楽死として違法性を否定しうるためには，「①病者が現代医学の知識と

技術からみて不治の病に冒され，しかもその死が目前に迫つていること，②

病者の苦痛が甚しく，何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること，

③もつぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと，④病者の意識がなお明

瞭であつて意思を表明できる場合には，本人の真摯な嘱託又は承諾のあるこ
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と，⑤医師の手によることを本則とし，これにより得ない場合には医師によ

りえない首肯するに足る特別な事情があること，⑥その方法が倫理的にも妥

当なものとして認容しうるものなること」のすべてが満たされなければなら

ないが，本事件では，⑤⑥の要件が満たされておらず，被告人の本件所為が

安楽死として違法性を阻却するに足るものでない。 

 被告人の所為は嘱託殺人罪に該当し，懲役 1 年執行猶予 3 年に処する。 

(3) 両判決についてのコメント 

 名古屋高裁判決が定める 6 要件は，横浜地裁判決中にも引用されているよ

うに，従来，積極的安楽死の問題が議論される場合に常に引き合いに出され

たものであった。しかし，その要件のうち，とくに⑥の要件は充足すること

がむつかしく，事実上，安楽死を否定するものといわれた。横浜地裁判決は，

⑥と③の要件を落とし，それらに代えて，患者の肉体的苦痛を除去・緩和す

る他の代替手段がないこと，という要件を課すとともに，患者の意思表示が

明示のものであることを求めた（名古屋高判の⑤医師の手によるべきことと

いう要件は，横浜地判が示す要件が医師の致死行為についてのものであるの

で，その前提に取り込まれている）。 

 横浜地判の 4 要件は，気管支ぜんそくの患者から気管内チューブを抜き取

るとともに筋弛緩剤を投与して死亡させた川崎協同病院事件（横浜地裁

2005 年 3 月 25 日判決，有罪，懲役 3 年執行猶予 5 年〔控訴〕），末期がん患

者に塩化カリウムを投与して死亡させた関西電力病院事件（2004 年 3 月医

師を不起訴処分），無呼吸状態患者から人工呼吸器を取り外して死亡させた

羽幌病院事件（2004 年 5 月に報道）など， 近の医師による治療中止や致

死行為の報道においてしばしば引用されている。しかし，代替手段がないこ

とや明示の意思表示といった要件も，鎮痛医療の進歩と安楽死が問題になる

患者の具体的状態を考えると，満たすことが容易でなく，これまた積極的安

楽死を事実上不可能にするものといわれている。 

 

４ 脳死，臓器移植，安楽死，尊厳死，生命維持治療の中止・不実施に関

する欧米の状況管見 

 これまでわが国の状況をみてきたが，それに対応する欧米の状況を，筆者
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がアメリカ法を専攻していることもあって，アメリカを中心に概観する。 

(1) 脳死 

 欧米の大部分の国では，脳死が人の死と認められている。脳死の定義につ

いては，アメリカ，フランス，ドイツ，スペインなど，脳全体の機能喪失と

するところが多数を占めるが，イギリス，フィンランド，ポルトガルなどの

ように脳幹の機能喪失とするところもある。 

(2) 移植用死体臓器の摘出要件 

 移植用臓器を死体から摘出するための要件に関しては，基本的に，アメリ

カやカナダで採用されている本人または近親者の提供意思表示を必要とする

制度（opting-in ないし contracting-in 方式）と，ヨーロッパで多く採用され

ている本人（または近親者）の拒否がない限り摘出ができるとする制度

（opting-out ないし contracting-out 方式）とがある。両者の違いは，提供・

不提供いずれの意思表示もしない人について，前者は摘出に対する同意がな

いものと扱うのに対して，後者は，摘出に同意しているものと扱う点にある。 

 前者の例としてアメリカの制度をみることにする。アメリカでは，死体の

医療・医学目的での利用は，基本的に，州法が適用される問題である。州法

が適用される分野においては，州間で法の内容が区々になりがちである。そ

れを防ぐ目的で，モデル法を策定し，各州の議会にそれと同一のものを州の

法律として制定するよう勧告する事業が統一州法委員全米会議（National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws）によって行われている。

この分野では，1968 年に同会議が統一死体提供法（Uniform Anatomical Gift 

Act，以下では「UAGA」）というモデル法を提示し，数年のうちに，すべて

の州で採択された。 

 UAGA では，①死者が生前に自分の死体を提供する意思を表示している

場合，または②生前に死体提供を否定していなかった者の死体について，近

親者がそれを提供する場合に，死体やその一部たる臓器・組織を，医療・医

学目的で用いることができる。近親者には順位がつけられており，配偶者，

成年の子，親，成年の兄弟姉妹，死者の身上後見人の順にその意見が優先さ

れる。 

 1980 年代に入ると，移植医療の進歩を前に，1968 年の UAGA では必要な
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数の臓器の入手が困難になった。その原因には，①臓器提供の意思を表示し

た者の把握が不十分であることや，②臓器提供の機会が近親者に十分周知さ

れていないことが考えられた。そのような認識に基づいて，UAGA は 1987

年に改訂された。1987 年の UAGA では，1968 年法の基本的枠組を前提とし

た上で，病院に対して，①患者の入院時に，患者が臓器提供の意思を表示し

ているかどうかを尋ね，提供も拒否もしていない者については，主治医の了

解を得た上で，死体提供をしたり，それを拒否したりする選択権について患

者に説明するとともに，これらについて得られた情報を医療記録に収め，ま

た，②患者の死亡時の前後において，生前の本人による死体提供またはその

拒否の記録がない者については，その近親者に対して，死体提供について説

明するとともに，提供を要請する体制を整備することが求められた

（required request＝提供の要請の義務づけ）。 

 1987 年の UAGA は半数ほどの州で採択されるにとどまっているが，同旨

の規定が，病院が Medicare（連邦政府が運営する高齢者・障害者対象の医

療保険制度）等に参加する条件に組込まれたため，実質的にすべての州でこ

の required request の体制が取られるに至っている。さらには，病院に対し

て，院内でのすべての死亡を臓器あっせん機関に通報することを義務づける

連邦の規則も施行されているが，移植を求める患者の需要を満たすにはほど

遠いのが現状のようである。 

 (3) 安楽死，尊厳死，生命維持治療の中止・不実施 

 アメリカにおける終末期医療をめぐる議論は，1970 年代以降，生命維持

治療の拒否・不実施を求める患者の権利の問題として社会の注目を集め，

1990 年代に入って，それに医師による自殺幇助（physician-assisted suicide）

の是非という問題が加わる形で展開された。 

 1976 年のカレン・クィンラン事件ニュー・ジャージ州 高裁判決は，持

続的植物状態患者について，合衆国憲法上のプライバシー権に基づいて，予

後が極めて暗い場合に身体的侵襲の程度が大きい生命維持治療を拒否する権

利を認め，さらにその権利が後見人としての父親によって代理行使されうる

ことを認めた。カレン判決以降，アメリカでは，生命維持治療の中止・不実

施をめぐって膨大な数の判決が下された。以下において，それらの判決に共
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通する傾向を略述する。 

 生命維持治療拒否権の根拠については，合衆国憲法上のプライバシーの権

利と，不法行為法上のインフォームド・コンセントの要件の両方またはいず

れかが掲げられる。それに対立するものとして，①生命の維持，②自殺の防

止，③医師プロフェッションの倫理的廉潔性の保護，④第三者の保護，とい

う四つの州の利益が掲げられるが，ほとんどの判決が患者の生命維持治療拒

否権を優越させた。 

 大半の事件においては，治療拒否が現実に問題になる段階で患者に意思決

定能力がなかったが，そのような場合にも治療拒否権とその代理行使が認め

られてきた。代理行使においては，患者本人がなしたであろう判断・決定を

推認して，それを実現するような判断を下す（代行判断の法理），または，

それが不可能な場合には，患者の 善の利益を図るような判断を下すべきも

のとされることが多い。 

 ほとんどの事件で患者は昏睡状態や植物状態にあり意識がなかったが，そ

こまで重症でない患者について治療の中止・不実施が認められたこともあっ

た。中止・不実施の対象となる医療に人工的栄養・水分投与が含まれ得るか

については，ほとんどの判決がそれを肯定している。 

 終末期医療の中止・不実施が問題になる段階で本人に意思決定能力がない

場合が多いことに対処するためのリビングウィルの要件・効果を定める自然

死法が，1976 年，カリフォルニア州で制定されて以降，現在では，ほとん

どの州がそのような法律をもつに至っている。その内容としては，意思決定

能力が失われた場合に備えて，治療の実施・不実施をあらかじめ指示する書

面（これが本来のリビングウィル）とともに，本人に代わって医療に関わる

決定を下す代理人を指名する書面（医療決定に関する委任状）の要件と効果

を規定するものが多い（両方の書面を総称して，advance directive〔事前指

示書〕と呼んでいる）。また，事前指示書を作成する人が現実には多くない

ことを踏まえて， 近では，半数以上の州で，患者が事前指示書を残さなか

った場合に，患者の家族に治療の中止・不実施の決定を下すことを認める規

定が自然死法などの中に置かれるようになってきている。 

 後に，医師による自殺幇助に触れておく。まず，その意味するところで
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あるが，通常は，医師が，末期患者の要請に応じて，致死的な薬剤を処方し，

それを患者が服用する／患者に服用させることによって，患者を死亡させる

ことをいっている。アメリカでは，1994 年にオレゴン州で市民のイニシア

ティブによってこれを許容する尊厳死法（Death with Dignity Act）が成立し

たが，その施行差止めが認められたため，施行は先延ばしにされた。 

 他方，ワシントン州とニューヨーク州では，医師と末期患者が，各州の刑

法の自殺幇助禁止規定が医師による自殺幇助に適用され，そのために患者が

医師による自殺幇助を受けることができなくなれば，合衆国憲法の適正手続

と平等保護の保障の侵害になると主張して，違憲の確認およびそのような場

合における刑法規定の執行の差止め等を求める訴訟を提起していた。1997

年 6 月，合衆国 高裁は，これらの事件において，①自殺の実行の幇助を求

める権利は基本的自由ではなく，ワシントン州刑法の自殺幇助の禁止は，生

命の維持，医療倫理の保護，弱者保護，安楽死への拡大防止，に関する合法

的な州の利益に合理的に関連しており，合衆国憲法に反しない（Washington 

v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 117 S. Ct. 2258 (1997)），②自殺幇助と生命維持治

療中止は，いずれも死をもたらすが，死の原因と当事者の意図の点で相異な

るものであり，ニューヨーク州の法が，前者を禁止し，後者を許容している

ことには，合法的な目的との合理的な関係が認められ，平等保護条項に反し

ない（Vacco v. Quill, 521 U.S. 793, 117 S. Ct. 2293 (1997)）と述べ，請求を退

けた。 

 これらの判決が下された 5 ヵ月後の 1997 年 11 月，オレゴン州の尊厳死法

の施行差止めが解除された。施行後 1 年目に 23 人が，2 年目に 33 人が，こ

の法律の下で，医師から致死的な薬剤の処方を受けたと伝えられた。合衆国

内で，州によって正反対の内容の法が行われていることになる。 

 目をヨーロッパに転じると，1990 年から行政的に，1994 年から法的に安

楽死について訴追しないことが認められてきたオランダで，2001 年 4 月，

安楽死を合法化する法律が成立し，翌 2002 年 4 月から施行され，となりの

ベルギーでも 2002 年 5 月に安楽死を合法化する法律が制定され，同年夏に

施行された。 

 それぞれの法律が医師による自殺幇助ないし安楽死に関して定める要件・
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効果，さらにはその背後にある医療現場や人々の考え方など，興味は尽きな

いが，それらについての検討を他日に期したいと思う。 

 

【参考文献】 

梅原猛編『「脳死」と臓器移植』朝日文庫，2000. 

町野朔・秋葉悦子『脳死と臓器移植〔第 3 版〕』信山社，1999. 

町野朔・長井圓・山本輝之『臓器移植法改正の論点』信山社，2004. 

中山研一『臓器移植と脳死』成文堂新書，2001. 

町野朔ほか『安楽死・尊厳死・末期医療』信山社，1997. 

甲斐克則『安楽死と刑法』成文堂，2003. 

甲斐克則『尊厳死と刑法』成文堂，2004. 

瓜生原葉子ほか「欧州における臓器提供の現況と推進への取組み」移植 39

巻 2 号 145～162 頁（2004）． 

迫田朋子「世界の脳死・移植医療の現状」脳死・脳蘇生 16 巻 1 号 17～21 頁

（2004）． 
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第 3 章 移植用死体臓器の研究利用の法的側面 

 臓器移植法に基づいて移植に用いるために死体から摘出された臓器の不使

用部分を医学研究のために利用することができるか。以下では，この問題に

ついて法的検討を加えたいと思います。 

 まず現在の法律の規定、すなわち平成９年に制定された臓器移植法（現行

法）ですが、それによりますと、病院又は診療所の管理者は、（移植用臓器

の摘出の要件を定めている）第６条の規定により、死体から摘出された臓器

であって移植術に使用されなかった部分を、厚生省令で定めるところにより

処理しなければなりません。厚生省令である臓器移植法の施行規則は、第４

条の規定で、臓器の処理は焼却して行わなければならない、としております。

臓器の移植に関する法律、すなわち臓器移植法の施行について、という事務

次官通知もこれと同じことを書いています。この処理は、これまでの角膜移

植法や、あるいは角膜腎臓移植法に倣ったものです。法律と規則は大体同じ

なのですが、やや異なるところもありますので、今日は、法律、規則の下に

くる通知の方もあげておきました。 

 

臓器移植法，同法施行規則の規定 

◆臓器の移植に関する法律（平成 9 年 7 月 16 日）9 条 

「病院又は診療所の管理者は，第 6 条の規定により死体から摘出された臓器

であって，移植術に使用されなかった部分の臓器を，厚生労働省令で定める

ところにより処理しなければならない。」 

◆臓器の移植に関する法律施行規則（平成 9 年 10 月 8 日）4 条 

「法第 9 条の規定による臓器・・・の処理は，焼却して行わなければならな

い。」 

◆臓器の移植に関する法律の施行について（厚生事務次官依命通知）（平成

9 年 10 月 8 日）第２ ２（４） 

「移植術に使用されるために死体から摘出した臓器であって，移植術に使用

されなかった部分の臓器は，厚生省令で定めるところにより処理しなければ

ならないこととされたこと。（法第 9 条関係）」 
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 角膜移植法は昭和 33 年に制定されております。規定は臓器移植法と大体

同じで、残った部分は厚生省令の定めるところにより処理しなければならな

い、と規定されております。厚生省令であります施行規則で、法６条の規定

による眼球の処理は、すみやかに、礼意を失わないように焼却して行うもの

とする、と書かれており、これを受けて、その施行通知においては、使用し

なかった眼球の処理は、国民感情の保護及び公衆衛生の維持の見地から、す

みやかに、礼意を失わないように焼却して行わなければならないこと、とし

ています。ここまでは現行法と、文言は少し違いますけれども大体同じです。

その後、なお、この規定は、死体解剖保存法の規定により、摘出した眼球を

解剖し又は標本等として保存することを妨げるものではない、という規定が

見られました。この法律は角膜移植のために死体から眼球を摘出する場合に

適用されるものですが、その後、昭和５０年代に入りまして、死体から摘出

される腎臓を用いた死体腎移植がある程度なされてきたということがありま

して、角膜移植法の中に腎臓の移植についても規定を置くという形で角膜腎

臓移植法が制定されました。 

 

角膜移植法における規定 

◆角膜移植に関する法律（昭和 33 年 4 月 17 日）6 条 

「病院又は診療所の管理者は，第 2 条の規定により死体から摘出した眼球で

あって，角膜移植術に使用しなかった部分の眼球を，厚生省令の定めるとこ

ろにより処理しなければならない。」 

◆角膜移植に関する法律施行規則 7 条 

「法第 6 条の規定による眼球の処理は，すみやかに，礼意を失わないように

焼却して行うものとする。」 

◆角膜移植に関する法律の施行について 四 

「使用しなかった眼球の処理は，国民感情の保護及び公衆衛生の維持の見地

から，すみやかに，礼意を失わないように焼却して行わなければならないこ

と。なお，この規定は，死体解剖保存法の規定により，摘出した眼球を解剖

し又は標本等として保存することを妨げるものではないこと。」 
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角膜腎臓移植法における規定の内容は、使用しなかった部分の眼球又は腎

臓を、厚生省令で定めるところにより処理しなければならない。その処理は

焼却であるということです。角膜移植法と同じように、施行通知において、

死体解剖保存法の規定に基づく所要の手続きを備えることにより、摘出した

眼球又は腎臓を解剖し又は標本等として保存することを妨げるものではない、

と定められています。これらが現行法の由来であると言えますが、注意すべ

きことは、角膜腎臓移植法までは、死体解剖保存法による解剖・保存を妨げ

ないと定められていたということです。 

 

角膜腎臓移植法における規定 

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律（昭和 54 年 12 月 18 日）7 条 

「病院又は診療所の管理者は，第 3 条の規定により死体から摘出した眼球又

は腎臓であって，角膜移植術又は腎臓移植術に使用しなかった部分の眼球又

は腎臓を，厚生省令で定めるところにより処理しなければならない。」 

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則 7 条 

「法第 7 条の規定による眼球又は腎臓の処理は，焼却して行わなければなら

ない。」 

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律等の施行について 第６ 

「摘出を行った後，特段の事由により移植に使用されなかった部分の眼球又

は腎臓の処理は，国民感情の尊重及び公衆衛生の維持の見地から，焼却して

行わなければならないこととされていること。 

 なお，この規定は，死体解剖保存法・・・の規定に基づく所要の手続を備

えることにより，摘出した眼球又は腎臓を解剖し又は標本等として保存する

ことを妨げるものではないこと。」 

 

理論上どういう説明が可能かということですが、臓器移植法の規定に基づ

いて死体から摘出された臓器は、その目的に沿って用いられなければならな

い。その目的というのは、臓器移植法が、「臓器の移植等に使用されるため

の臓器を死体から摘出すること」等につき必要な事項を規定するものである、

と第１条に規定されていて、臓器移植に限定されることになります。したが
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って、それに使用されなかった臓器を臓器移植以外の目的に用いることはで

きない。火葬に準じた礼意をもった処理として焼却に付することが相当であ

る、と考えられます。角膜腎臓移植法とか、それ以前の角膜移植法とかに見

られた死体解剖保存法に基づく解剖や保存も、臓器の摘出の際に満たすべき

承諾要件が、死体解剖保存法の場合は遺族の承諾で、角膜移植法の場合も遺

族の承諾、角膜腎臓移植法になって、遺族の承諾か、本人が提供意思を示し

ていて遺族が拒まないときというのが入りましたが、死体解剖保存法、角膜

移植法、角膜腎臓移植法では、遺族の承諾があれば利用できることになって

いたのが、臓器移植法では本人の意思が不可欠という要件になっていますの

で、承諾要件が異なります。目的、趣旨、承諾要件が異なっていることを踏

まえると、不使用の臓器を死体解剖保存法に基づいて解剖・保存することは

望ましくない。こういうことで、以前の通知に含まれていた規定が落とされ

たと考えられます。 

 

焼却による処理の規定の趣旨 

◆臓器移植法の規定に基づいて死体から摘出された臓器は，その目的に沿っ

て用いられなければならない。 

◆その目的というのは，臓器移植法が「臓器の移植術に使用されるための臓

器を死体から摘出すること」等につき必要な事項を規定するものであること

（1 条）に照らして，臓器移植に限定される。 

◆したがって，それに使用されなかった臓器を臓器移植以外の目的に用いる

ことはできず，火葬に準じた礼意をもった処理として焼却に付す，ことが相

当である。 

◆また，臓器移植法と死体解剖保存法とでは，その趣旨や承諾要件が全く異

なるので，不使用臓器を死体解剖保存法に基づいて解剖・保存することは不

適切である。 

 

これを欧米の状況と比較しますと、アメリカでは、移植用に死体から摘出

された臓器で移植に用いられなかったものを、研究等に用いることが広く行

われています。そこでは法律で認められた死体や死体臓器の提供目的が、移
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植に限定されておりません。ドナー本人、ドナーが意思表示をしていない場

合はその家族、近親者が認めることで、移植の他の、治療、教育、研究に提

供できるものとなっております。他のヨーロッパ諸国もだいたい同じです。 

 具体的にアメリカとイギリスとカナダの法律を示しますと、アメリカでは

50 州の死体提供法が統一死体提供法というものをモデルにして作られてい

ます。50 州で法律は 50 ありますが統一が取れています。死体提供の目的と

することができるものは、移植だけではなく、治療、教育、研究、それから

医学、歯科学の推進です。 

 イギリスは国の法律として人体組織法というのが制定されています。やは

り治療、医学教育、研究を目的とできることになっています。カナダもおお

むね統一されていますが、州が 10 あります。その代表的なものとしてブリ

ティッシュコロンビア州の法律で見ますと、治療目的、教育目的、科学研究

目的というふうに広く定められています。 

 

欧米の法律で死体提供の目的になりえるもの 

 

★アメリカ（Uniform Anatomical Gift Act (1987), sec. 6） 

Transplantation, therapy, education, research, or advancement of medical or 

dental science. 

★イギリス（Human Tissue Act  1961, sec. 1） 

Therapeutic purposes or purposes of medical education or research  

★カナダ・British Columbia 州（Human Tissue Gift Act (1996), Sec.4 & 5） 

Therapeutic purposes, medical education or scientific research 

 

要するに欧米がわが国と違うのは、利用目的が移植に限定されていないこ

とです。本人あるいは近親者が広く死体の提供の目的を認めた場合には、移

植用に用いられない臓器を研究に利用することに問題はないわけです。とこ

ろがわが国では、臓器移植法によって目的が移植に限定されてしまうわけで

す。臓器移植法に基づいて摘出された臓器で移植に使用されなかったものの

研究利用を、現行法の解釈論で認めることは、当初はできるかなと考えたこ
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ともあったんですけど、今は難しいと思っております。 

 

ここまでが法律の文言から、あるいは法律の背後にある理念から考えられ

ることです。続いて法律の実際の運用にふれたいと思います。その例の１つ

は法律制定時の議論に見られたものです。移植用に摘出された臓器を保存す

る、あるいは研究利用に使うことができるかということについて、当時施行

規則を検討した公衆衛生審議会成人病難病対策部会の議論において、不可と

言うことになりました。医学的理由から移植に使用不可とされた臓器が本当

に使用不可であったかどうか、事後の病理学的検査で確かめるために、臓器

の一部を標本として残すことも認めないという方針が取られたわけです。 

その議論の１節ですが、杉村委員が事務局に対して「使用しなかった臓器

は焼却しなきゃいけないと書いてあるんですよ。焼却しなきゃいけないとい

うのは、例えばホルマリンに保存するとかいうことじゃいけなくて、焼却し

なきゃいけないわけですね。それはなぜでしたかね」と質問しています。 

これに対して臓器移植対策室長の貝谷さんは、「これは腎臓につきまして

も従来からこのような規定が設けられております。趣旨はやはりその臓器と

いうものは移植のために提供された趣旨と。そういう趣旨を踏まえまして、

ご意思を踏まえまして、遺族への感情的な配慮といったことから、ホルマリ

ン漬けで残すということではなくて、使われなかった部分は部分としてキチ

ンと処理といいますか、丁重に扱っていくという趣旨が従来から設けられて

おりまして、今回もそれを踏まえてこういった規定を整備している」という

ふうに答えています。 

 

 臓器移植法の厳格な運用――医学的理由から移植に使用不可とされた臓器

が本当に使用不可であったのかどうかを，事後の病理学的検査によって確か

める目的のために，臓器の一部を標本として残すというようなことさえも認

めない 

 

【公衆衛生審議会成人病難病対策部会平成 9 年 8 月 29 日】 
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○杉村委員  第４条のところに、使用しなかった臓器は焼却しなきゃいけ

ないと書いてあるんですよ。焼却しなきゃいけないというのは、例えばホル

マリンに保存するとかいうことじゃいけなくて、焼却しなきゃいけないわけ

ね。それはなぜでしたかね。  

○貝谷室長  これは、腎臓につきましても従来からこのような規定が設け

られております。趣旨はやはりその臓器というものは移植のために提供され

た趣旨と。そういう趣旨を踏まえまして、ご意思を踏まえまして、遺族への

感情的な配慮といったことから、ホルマリン漬けで残すということではなく

て、使われなかった部分は部分としてキチンと処理といいますか、丁重に扱

っていくという趣旨が従来から設けられておりまして、今回もそれを踏まえ

てこういった規定を整備しているということでございます。 

 

 さらに杉村委員の方が、「何かの理由でしばらく保存されてないと困ると

いうことはないのか」と尋ねましたところ、事務局の方、貝谷室長の方から、

「医学的に、当該臓器が必要かどうか、移植に適するかどうかという検査は

もちろん、いろいろな検査が必要だと思いますけれども、結果的にその臓器

が扱われなかったという場合には、その段階でいろいろな意味での医学的な

研究ということももちろん現場の声としてはあるようでございますけれども、

私どもとしては、そこはこれまでの経過なりそれから遺族への感情その他を

考えますと、焼却ということでこの場合には対応していただきたいと考えて

おります。この点につきましては、実は専門委員会、（公衆衛生審議会から

いいますと）孫の委員会でありますけれども、そこでもさまざまな意見がご

ざいまして、 終的にはこのような規定に落ち着いているということでござ

います」と。落ち着いているというふうに事務局は説明しておりますが、専

門委員会でも委員の側、医師、研究者の側からはこの点は非常に問題である

という声が強かったのです。それでも事務局の方は、この臓器移植法の制定

の趣旨からこうでなくてはならないというふうに抑えています。 

 

臓器移植法の厳格な運用 
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○杉村委員  じゃあ、何かの理由でしばらく保存されてないと困ることは

ないの？ 

○貝谷室長  医学的に、当該臓器が必要かどうか、移植に適するかどうか

という検査はもちろん、いろいろな検査が必要だと思いますけども、結果的

にその臓器が使われなかったという場合には、その段階でいろいろな意味で

の医学的な研究ということももちろん現場の声としてはあるようでございま

すけれども、私どもとしては、そこはこれまでの経過なりそれから遺族への

感情その他を考えますと、焼却ということでこの場合には対応していただき

たいと考えております。この点につきましては、実は専門委員会でもさまざ

まな意見がございまして、 終的にはこのような規定に落ち着いているとい

うことでございます。 

 

また、次のような場面もありましたが、これはご覧頂くだけにしたいと思

います。 

 

臓器移植法の厳格な運用 

○太田委員  臓器そのものは焼却ということでやむをえないかと思います

けども、現在、実際に使う場合に、前もってバイオプシーをして組織を調べ

ておりまして。それを一応ブロックで置くとか、プレパラートになっている

とか、そういうものについても焼却しなくちゃいけませんか。そのへんはど

うでしょうか。 

○貝谷室長  事前に、その臓器が移植に適するかどうか、いろいろな検査

をします。いま先生がおっしゃいましたような検査を。それは当然やります

けれども、それは用が済めばといいますか、それが終われば同じように処理

をしていただくということが必要であろうと、私どもは考えております。 

○太田委員  写真を撮って残す以外に方法はないわけですね。 

 

こういうふうに現実の運用には非常に厳格な枠がはめられています。あと

１つの例として、昨年問題となった、ドナーがレシピエントを指定していた

という事例があります。その指定が有効かどうかということです。脳死移植
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の第 15 例目ですけれども、ドナー本人の親族がたまたま腎臓病を患ってお

られた。そういう 2 人の親族に提供したいという意思を残して亡くなられた。

それに従って親族に提供していいかということが問題になりました。実際に

は、その方の腎臓は親族に移植されたわけですけれども、これがその後臓器

移植委員会で議論され、結局は委員会での意見一致は得られませんで、当面

は、提供先を指定する本人の生前意思に基づく臓器提供は認めない、本人の

提供先の指定は認めないという厳格な、硬直的な運用が定められました。 

 

臓器移植法の厳格な運用 

――ドナーによるレシピエントの指定も認めない 

本法施行後 15 例目（2001 年 7 月）の脳死下における臓器提供事例におい

て，ドナー本人は，生前，2 人の親族に臓器を提供する意思を表示してい

た。日本臓器移植ネットワークは，厚生労働省に対応を照会した上で，ドナ

ーの生前の意思を尊重して，親族 2 人へ臓器（腎臓）が移植されるようあっ

せんを行った。 

この事例を契機として，厚労省厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会

で 2001 年 9 月から 2002 年 7 月にかけて 7 回にわたって，レシピエントを指

定するドナーの意思の取扱いについて議論され，その間，厚労省ホームペー

ジ上で 2 回の「ご意見募集」がなされた。しかし，委員会では意見の一致が

得られず，国会等における意見のとりまとめが要請されるとともに，当面

は，提供先を指定する本人の生前意思に基づく臓器提供は認めないこととさ

れた（2002 年 7 月）。 

 

こういうふうに非常に厳格な枠をはめているのですけれど、他方で一般的

には、自らの臓器の移植目的での使用を希望している人は、より広い目的で

用いられることを希望しているかもしれないわけです。わが国の臓器移植法

は、基本的に、死体からの移植用臓器の摘出に本人の提供意思を不可欠とし

ております。かつ遺族に摘出を拒む権限を与えております。ドナー本人やそ

の家族・遺族の意思を非常に重視する点に特色があると言えます。 

現行の臓器移植法の規定およびその運用は、移植目的に狭く限定された枠
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組みの中でのみ、ドナー本人および家族・遺族の意思が活かされるものにな

っております。今後の法のあり方としては、ドナー本人および家族・遺族の

希望・意思に反したことがなされないようにするための手当てを講じたうえ

で、医学の研究・教育などを含めた、より広い目的のために死体提供をする

ことを可能にするような法律にすることが必要と考えられます。一言で言い

ますと、欧米のように広く目的を定める法律が必要と考えられるわけです。

しかしそれが制定されない段階においては、少なくとも現行法に従う必要が

あり、そこでは未使用臓器を研究に利用するのは難しいと思われるわけです。 

 

ドナー本人および家族・遺族の意思の尊重 

 自らの死体臓器の移植目的での使用を希望する人は，自分の死体がより広

い目的で用いられることをも希望する意思であるかもしれない。ましてや，

わが国の臓器移植法は，基本的に，死体からの移植用臓器の摘出に本人の提

供意思を不可欠とし，かつ遺族に摘出を拒む権限を与えており，ドナー本人

やその家族・遺族の意思を非常に重視する点に特色がある。そうであるなら

ば，ドナー本人および家族・遺族の意思は可能な限り尊重することが望まし

いといえる。 

 しかし，現行の臓器移植法およびその運用は，移植目的であって，かつ狭

く限定された枠組みの中でのみ，ドナー本人および家族・遺族の意思が活か

されるものになっている。法のあり方としては，ドナー本人および家族・遺

族の希望・意思に反したことがなされないようにするための手当てを講じた

うえで，医学の研究・教育などを含めた，より広い目的のために死体提供を

することを可能にすることが必要でないかと考えられる。 
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第 4 章 個人情報保護法と改正された政府指針 

第１節 個人情報保護法 

Ⅰ はしがき 

 個人情報の保護に関する一連の法律が，2003 年 5 月に成立し，2005 年 4

月から全面施行された。具体的には，基本法的規定と民間の個人情報取扱事

業者の義務を定める「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法），国

の行政機関の義務について定める「行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律」（行政機関個人情報保護法），独立行政法人等の義務について規定

する「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（独立行政

法人等個人情報保護法）となる。加えて，各法の全面施行にあわせて，2004

年 12 月に，医療機関等に適用される「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が制定され，また，「ヒトゲノ

ム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」，「臨床研究に関する倫理指針」，「疫

学研究に関する倫理指針」，「遺伝子治療臨床研究に関する指針」といった医

学研究に関わる政府の指針が全部改正された。本稿では，紙幅の制約もあり，

個人情報保護法（以下では，「法」という）の要点について概説するが，細

部に関しては条文に当たって確認されることをお勧めしたい。 

Ⅱ 定義 

 「個人情報」とは，「生存する個人に関する情報であって，当該情報に含

まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ，それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）」と定義されている（2 条 1

項）。個人情報のうち，「個人情報データベース等」に収められたものを「個

人データ」といい（2 条 4 項），個人データのうち，個人情報取扱事業者が

開示，訂正，利用停止などの権限を持っているもの（ただし，その存否が明

らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定める

もの又は 6 ヵ月以内に消去することとなるものは除かれる）を「保有個人デ

ータ」という（2 条 5 項）。 

 「個人情報データベース等」は，法では，「個人情報を含む情報の集合

物」であって，「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができ
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るように体系的に構成したもの」，又は電算処理によるものでなくても「特

定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと

して政令で定めるもの」と定義されている（2 条 2 項）。 

 なお，個人情報取扱事業者は，個人情報データベース等を仕事に用いてい

る民間事業者をいい，法では，「個人情報データベース等を事業の用に供し

ている者」で，(a)国の機関，(b)地方公共団体，(c)独立行政法人等（国立大

学法人や大学共同利用機関法人はこれに含まれる），(d)地方独立行政法人，

(e)その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害す

るおそれが少ないものとして政令で定める者（事業の用に供する個人情報デ

ータベース等に含まれる個人情報で識別可能な個人の数の合計が過去 6 月以

内のいずれの日においても 5000 を超えない者），を除いたものと定義されて

いる（2 条 3 項）。 

Ⅲ 基本理念 

 基本理念として法は，「個人情報は，個人の人格尊重の理念の下に慎重に

取り扱われるべきものであることにかんがみ，その適正な取扱いが図られな

ければならない」と規定している（3 条）。 

Ⅳ 個人情報取扱事業者の義務等 

 以下で，個人情報取扱事業者（以下では，「事業者」という）に課される

義務等について，その概要を解説する。 

１ 個人情報の利用目的・適正な取得 

(1) 利用目的の特定・目的外取扱いの原則禁止 

 事業者は，個人情報の取扱いに当たって，その利用目的をできる限り特定

することが求められ（15 条），利用目的の達成に必要な範囲を超える取扱い

は，本人の同意がない限り原則として禁止される（16 条 1 項）。その例外が

認められる場合として，(a)法令に基づく場合，(b)人の生命・身体・財産の

保護のために必要な場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき，

(c)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であって本人の同意を得ることが困難であるとき，(d)国の機関若しくは

地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合で，本人の同意を得ることにより当該事務の
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遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき，が掲げられている（16 条 3 項）。 

(2) 適正な取得 

 事業者は，偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない

（17 条）。 

(3) 利用目的の通知・公表 

 個人情報の取得の際には，利用目的について，あらかじめ公表している場

合を除いて，原則として，速やかに本人に通知し，又は公表しなければなら

ない（18 条 1 項）。例外的に通知・公表の義務が課されない場合は，利用目

的の通知・公表により，(a)本人又は第三者の生命・身体・財産その他の権

利利益を害するおそれがある場合，(b)当該事業者の権利又は正当な利益を

害するおそれがある場合，(c)国の機関又は地方公共団体が遂行する法令の

定める事務に対して協力する必要がある場合で，当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき，(d)取得状況からみて利用目的が明らかな場合，で

ある（18 条 4 項）。 

２ 個人データの内容・安全管理・第三者提供 

(1) 正確性の確保・安全管理 

 事業者は，個人データを正確で 新の内容に維持し（19 条），その安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない（20 条）。事業者が

従業者に個人データを取り扱わせる場合，及び，外部にその取扱いを委託す

る場合，安全管理のために必要かつ適切な監督を行うことが求められる（21，

22 条）。 

(2) 第三者提供の原則禁止 

 事業者は，原則として，事前の本人の同意なく個人データを第三者に提供

することが禁じられる（ただし，16 条の目的外取扱いの場合と同じ例外が

認められる。23 条）。 

３ 保有個人データに関する透明性の確保 

(1) 保有個人データに関する公表等 

 事業者は，保有個人データに関し，事業者の氏名又は名称，保有個人デー

タの利用目的，開示請求・訂正等の請求・利用停止等の請求（これらについ

ては，下記）に応じる手続について，本人の知り得る状態（本人の求めに応
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じて遅滞なく回答する場合を含む）に置かなければならない（24 条）。 

(2) 開示請求 

 事業者は，本人から，その本人に関する保有個人データの開示を求められ

たときは，原則として書面の交付の方法により，遅滞なく，当該保有個人デ

ータを開示しなければならない。開示には，その本人の保有個人データが存

在しないときにその旨を知らせることも含まれる。ただし，開示することに

より，(a)本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するお

それがある場合，(b)当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす

おそれがある場合，(c)他の法令に違反することとなる場合，にはその全部

又は一部を開示しないことができる。事業者が不開示の決定をしたときは，

本人に対し，遅滞なく，その旨を（理由を添えて）通知しなければならない

（25，28 条）。なお，開示を行う際に手数料を徴収することができる（30 条

1 項）。 

(3) 訂正等の請求 

 事業者は，本人から，その本人に関する保有個人データの内容が正しくな

いとして，その訂正，追加又は削除を求められた場合には，原則として，利

用目的の達成に必要な範囲内において，遅滞なく必要な調査を行い，その結

果に基づき，その訂正等を行わなければならない。事業者が訂正等を行った

とき，又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは，本人に対し，遅滞なく，

その旨を（訂正等を行ったときはその内容を，訂正等を行わなかったときは

理由を，各々添えて）通知しなければならない（26，28 条）。 

(4) 利用停止等の請求 

 事業者は，本人から，その本人に関する保有個人データについて，(a)目

的外取扱いの原則禁止に反する取扱いがなされた，(b)不適正に取得された，

(c)第三者提供の原則禁止に反する提供がなされた，との理由から，その利

用の停止，消去，第三者提供の停止を求められた場合で，その求めに理由が

あることが判明したときは，原則として，遅滞なく，求められた措置を講じ

なければならない。この場合についても，開示や訂正等の場合と同様に，措

置の実施・不実施に関して本人に対して通知する義務が課されている（27，

28 条）。 
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４ 主務大臣による監督 

 主務大臣は，事業者の義務等の規定の施行に必要な限度において，事業者

に対し，個人情報の取扱いに関し報告をさせ，必要な助言をすることができ

る（32，33 条）。 

 主務大臣は，事業者がその義務に違反した場合において個人の権利利益を

保護するため必要があると認めるときは，当該事業者に対し，違反の是正を

勧告することができ，事業者が正当な理由なくその勧告に従わず，個人の重

大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは，その事業者に対し，勧

告された措置をとることを命ずることができる。また，主務大臣は，事業者

が目的外取扱い，不適正な取得，安全管理，従業者・委託先の監督，第三者

提供の禁止の各規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する

事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは，その事業者に

対し，違反行為の中止などの必要な措置をとることを命ずることができる

（34 条）。 

５ 適用除外 

 事業者のうち，報道機関，著述業者，学術研究機関，宗教団体，政治団体

については，各々，報道，著述，学術研究，宗教活動，政治活動目的の個人

情報の取扱いに関しては，本節で述べた義務は課されない。もっとも，これ

らの事業者には，個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自

ら講じ，かつ，当該措置の内容を公表する努力義務が課されている（50 条）。 

 さらに，主務大臣による監督に関しても，表現・学問・信教・政治活動の

自由を妨げてはならず，主務大臣は，事業者が報道機関や学術研究機関など

に対して個人情報を提供する行為については，その権限を行使しないものと

する，と規定されている（35 条）。 

Ⅴ 結びにかえて 

 医学研究を行う学術研究機関に関しては，民間の事業者に該当しても，上

記のように法の義務規定の適用は免除される。しかし，Ⅰで触れた医学研究

に関わる政府の 4 指針の改正において，法が定める事業者の義務等の規定は，

ほぼそのまま指針に取り込まれた。したがって，民間の学術研究機関のみな

らず，国立の研究機関，国立大学法人などにも，上記の事業者の義務と同様
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の趣旨の義務が課される結果になっている。これらの点に留意することが重

要である。 
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第２節 改正前の生命科学研究に関する政府指針管見 

１ はじめに 

 この数年の間，医学・生命科学の分野における研究のあり方が，政府省庁

の審議会や委員会で論じられ，法律，原則，指針としてまとめられるという

ことが続いている。それらを表に示した（原則，指針のうち，法律に根拠を

持つものは，特定胚指針のみである）。 

適用対象 指針名 策定（担当）省庁等 策定（公布）日

遺伝子解析研究 遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するため

の指針（いわゆる「ミレニアム指針」）

厚生省 平成12年4月28日（実際

の公表は同5月30日。平

成13年4月1日，下の三省

指針の施行により廃止）

〃
ヒトゲノム研究に関する基本原則 科学技術会議 平成12年6月14日（実際

の公表は同6月27日）

〃
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（いわ

ゆる「三省指針」）

文科省・厚労省・経産省 平成13年3月29日

クローン技術等 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 文科省 平成12年12月6日

特定胚 特定胚の取扱いに関する指針 文科省・総合科学技術会議 平成13年12月5日

ES細胞 ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針 文科省・総合科学技術会議 平成13年9月25日

疫学研究 疫学研究に関する倫理指針 文科省・厚労省 平成14年6月17日

臨床研究 臨床研究に関する倫理指針 厚労省 平成15年7月30日

組織幹細胞臨床

研究

ヒト幹細胞等を用いる臨床研究に関する指針（案） 厚労省 厚生科学審議会科学技術

部会ヒト幹細胞を用いた

臨床研究の在り方に関す

る専門委員会で審議中

（平成14年1月29日～）

遺伝子治療臨床

研究

遺伝子治療臨床研究に関する指針 文科省・厚労省 平成14年3月27日（当初

のものは平成6年，文部

省，厚生省）

 本稿は，ヒトゲノム・遺伝子解析三省指針，疫学研究倫理指針，臨床研究

倫理指針（以下では，「三省指針」，「疫学指針」，「臨床指針」という）を中

心に，必要に応じてES細胞指針，特定胚指針も視野に入れて，それらに共

通する特色を確認するとともに，問題点を指摘し，今後のあり方を考えよう

とするものである。しかし，紙幅が限られ，また，筆者の関心のままに書い

ているため，繁簡よろしきを得ていない。いま少しバランスのとれた説明に

ついては，別稿 15)を参照して頂ければ幸いである。 

                                              

15) 丸山「わが国の医学・生命科学研究に関する政府指針」ジュリスト

1247 号 37～48 頁（2003）；同「医学研究における個人情報保護」宇都木
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２ 各指針に共通する特色 

(1) インフォームド・コンセントの要件 

 各指針とも，研究のための資料 16 )提供，研究協力について，原則として，

提供者・研究対象者のインフォームド・コンセントを求める点で共通してい

る。たとえば，臨床指針は，「研究者等は，臨床研究を実施する場合には，

被験者に対し，当該臨床研究の目的，方法及び資金源，起こりうる利害の衝

突，研究者等の関連組織との関わり，当該臨床研究に参加することにより期

待される利益及び起こりうる危険，必然的に伴う不快な状態，当該臨床研究

終了後の対応，臨床研究に伴う補償の有無その他必要な事項について十分な

説明を行わなければならない」と定めている（第 4・1(1)）。 

 資料の提供や同意をするかしないかが治療上の利益・不利益などと関わら

ないこと，および，撤回可能な間はいつでも撤回できること，が説明されな

ければならないことも共通している（臨床指針では，第 4 冒頭の細則）。 

 なお，研究により生み出される可能性がある特許権等の知的財産権の帰属

に関する説明としては，ミレニアム指針が「将来，研究の成果が特許権など

知的財産権を生み出す可能性があること。特許権などの知的財産権を生み出

した場合は，その権利は試料等提供者には帰属しないこと，およびその権利

の帰属先」（4-1-4-13）とし，ES 細胞指針も，「ヒト ES 細胞から有用な成果

が得られた場合には，その成果（分化細胞を含む。）から特許権，著作権そ

の他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性がある旨及びこれらが提供

者に帰属しない旨」（23 条 3 項 11 号）としているが，三省指針は「将来，

研究の成果が特許権等の知的財産権を生み出す可能性があること。特許権等

の知的財産権を生み出した場合の想定される帰属先」（第 3・8(6)細則），臨

                                                                                                                                     

伸・菅野純夫・米本昌平『人体の個人情報』（日本評論社，未刊，2004）。 

16) 本稿では，疫学指針などと同様に，人体に由来する血液その他の体液，

細胞，組織，臓器などとそれらから作られる標本に「試料」の用語を，「試

料」にカルテ情報など言語化・記号化された情報を加えたものに「資料」の

用語をあてているが必ずしも徹底できていない。 
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床研究指針は「当該臨床研究の成果により特許権等が生み出される可能性が

あること及び特許権等が生み出された場合の帰属先」（第 4 冒頭の細則）と

しており，一律に提供者や研究対象者に帰属しないとはしていない点が注目

される。 

(2) 倫理審査委員会 

 倫理審査委員会は，研究者の所属する機関の長の諮問機関と位置づけられ

る。その委員には，外部者・非科学者が含まれ，男女両性で構成されなけれ

ばならない。また，研究の実施状況の報告を受けるものとされていることが

多い。 

(3) 個人情報の保護 

 各指針とも個人情報の保護を謳う点では共通している。そのための方策と

して三省指針では試料等の匿名化が求められ，匿名化の責任を担う者として

個人情報管理者をおくことが義務づけられている（後述）。また，三省指針

では，個人情報を処理するコンピュータのスタンド・アローン化が求められ

ているが，コンピュータ・ネットワークの活用とどう調整を図るかが今後の

課題であろう。 

(4) 試料提供の無償性 

 三省指針，ES 細胞指針，特定胚指針は，試料等の提供・研究協力が無償

でなければならないことを明言するが，疫学指針と臨床指針はその要件を定

めていない。 

 

３ 指針の問題点 

 三省指針，疫学指針，臨床指針はいずれも「この指針は，必要に応じ，又

は施行後５年を目途としてその全般に関して検討を加えた上で，見直しを行

うものとする」という規定を置いている（第 5・13，第 7・15，第 6）。また，

ES細胞指針は「文部科学大臣は，この指針の施行後 3 年以内に，ライフサ

イエンスにおける研究の進展，社会の動向等を勘案し，この指針の施行の状

況について検討を加え，その結果に基づいて必要な見直しを行うものとす
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る」（附則 2 条 1 項）と規定している 17)。 

 ES 細胞指針の施行は平成 13 年 9 月であるので，ほどなく見直しの期限を

迎える（校正時追記・ES 細胞指針については，昨年 12 月頃より見直しの検

討が始まっていることを脱稿後に知った）。また，三省指針などについても，

いずれ見直しが必要となる。さらに，臨床指針については，パブリック・コ

メントで指摘された多くの点について，今後の見直しの際に，必要に応じて

検討されることが約束された。したがって，いずれの指針についても見直し

の準備作業が必要と思われる。以下において，その際に検討されるべきもの

の例として，指針間で統一がとれていないところ（(1)(2)），および国際共

同研究や海外の資料の利用における問題を指摘してみようと思う。 

(1) 研究機関の定義――医療機関等の取扱い 

(a) 三省指針 

 三省指針では，「研究機関」に，遺伝子解析研究を実施する機関のみなら

ず，医療機関や保健所のように患者や提供者から試料等を採取し 18 )，その

試料等を遺伝子解析を実施する機関に提供する機関も含まれ（第 6･

14(11)） 19 )，そのような医療機関や保健所にも，倫理審査委員会や個人情

報管理者を置くことが原則とされた。 

                                             

 それとともに，そのような医療機関等だけでなく，同一の機関で試料等の

 

17) 特定胚指針の根拠法であるクローン技術規制法附則 2 条は，「政府は，

この法律の施行後 3 年以内に，ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱い

の在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ，この法

律の施行の状況，クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し，この法

律の規定に検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る」と規定している。 

18) 三省指針は，提供者から試料等が採取されることも，医療機関等から研

究機関へ試料等が譲渡されることも，「提供」という言葉で表現しているが，

本稿では，必要に応じて，「採取」をいう言葉を用いている。 

19) それに対応して，「研究者等」にも，採血などを行う者が含まれる(第

6･14(16)）。 
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採取だけでなく遺伝子解析研究も行われる場合を含めて，試料等の採取を行

う機関（同一の機関で解析も行われる場合は，「部門」ということになる）

から遺伝子解析研究機関（部門）へ試料等が提供される場合には，原則とし

て匿名化がなされなければならないとされた（第 2・4(10)，5(7)）。また，

匿名化作業の責任を担う個人情報管理者は，その試料を用いる解析研究の研

究責任者や研究担当者を兼ねることはできないが，医療機関等のように試料

等の採取だけがなされる場合には，研究責任者・研究担当者と同一人であっ

ても良い（第 2・4(3)細則 2 括弧内。さらに，その者は機関の長であっても

かまわない）とされた。 

(b) 疫学指針 

 疫学指針は，「研究機関」や「研究者等」には，「既存資料等の提供を行う

者であって，当該提供以外に疫学研究に関与しない」ものやその所属する機

関は除くと定める（第 5・13(8)(10)）一方で，そのような者であっても，

所属機関外の者に研究に用いるための既存資料等を提供する場合には，指針

11(2)の適用を受けるものとした。 

 その結果，医療機関が研究機関に既存資料等を提供するときには，研究対

象者から研究機関への提供について同意を得るか，または，次のいずれかの

要件を満たすことが必要とされる。 

① 当該資料が匿名化されていること。 

② 当該資料が匿名化されていない場合において，次のア及びイの要件を

満たしていることについて倫理審査委員会の承認を得て，所属機関の長

の許可を受けていること。 

ア 当該疫学研究の実施及び資料の提供についての情報を公開している

こと。 

イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにす

ること。 

③ 社会的に重要性の高い疫学研究に用いるために人の健康に関わる情報

が提供される場合において，当該疫学研究の方法及び内容，当該情報の

内容その他の理由により①及び②によることができないときには，必要

な範囲で他の適切な措置を講じることについて，倫理審査委員会の承認
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を得て，所属機関の長の許可を受けていること。 

(c) 両指針の比較 

 三省指針は，「研究機関」に医療機関等をも取り込み，その上で，必要に

応じて，解析機関と医療機関等を区別することとした。これに対して，疫学

指針は，医療機関等を「研究機関」に含めず，しかし，資料を研究機関に提

供する医療機関に適用される規定を別途用意した。いずれにもそれなりの背

景があるものと考えられるが，分かりにくいし，運用の際の混乱のもとにな

る。 

(2) 既存資料の定義と取扱い 

(a) 三省指針 

 三省指針第 4・11 では，既存資料を，Ａ群試料等（試料等の提供時に，ヒ

トゲノム・遺伝子解析研究における利用を含む同意が与えられている試料

等），Ｂ群試料等（試料等の提供時に，ヒトゲノム・遺伝子解析研究におけ

る利用が明示されていない研究についての同意のみが与えられている試料

等），Ｃ群試料等（試料等の提供時に，研究に利用することの同意が与えら

れていない試料等）に分け，Ａ群試料等については当初の同意の範囲内で解

析研究に利用できるが，Ｂ群，Ｃ群試料等については，解析研究での利用に

ついて，あらためて提供者などの同意を得ることを原則としている。そのう

えで，Ｂ群，Ｃ群試料等それぞれについて，試料の採取が三省指針施行の前

であるか後であるかによって区分し，所定の要件を満たした場合に，倫理審

査委員会の承認と研究機関の長の許可を条件に，新たな同意なく，解析研究

に利用することが認められる可能性を用意している。 

 研究利用に対する同意が得られていないＣ群試料等の場合でいうと，三省

指針施行前の試料等の場合では，(1)連結不可能匿名化されているか，また

は，(2)(a)ヒトゲノム・遺伝子解析研究により提供者等に危険や不利益が及

ぶ可能性が極めて少ないこと，(b)その試料等を用いたヒトゲノム・遺伝子

解析研究が，社会の利益に大きく貢献する研究であること，(c)他の方法で

は実際上，ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施が不可能であること，(d)ヒ

トゲノム・遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り，併せて提

供者又は代諾者等に問い合わせ及び試料等の研究への利用を拒否する機会を
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保障するための措置が講じられていること，のすべてが満たされることが求

められる。解析機関が採取機関と同一であっても別機関とみなされる（第

2・4(10)）ので，試料等が採取機関内で解析されるか，外部の機関で解析さ

れるかによる違いはない。指針施行後に採取された試料等については，施行

前採取のものについての要件に加えて，「症例数が限られており，かつ，緊

急に研究を実施する必要がある場合等」に限定されるという要件が追加され

る。 

(b) 疫学指針 

 疫学指針では，「既存資料等」の定義が，「①疫学研究の研究計画書の立案

時までに既に存在する資料，②疫学研究の研究計画書の立案時以降に収集し

た資料であって収集の時点においては当該疫学研究に用いることを目的とし

ていなかったもの」のいずれかに該当するものとされているだけなので，そ

の収集が指針の施行前後のいずれであっても取扱いに差異はない。また，上

記の②に該当する場合は，要するに，疫学研究利用が目的外利用になる資料

ということになる。 

 その既存資料等の疫学研究利用については，カルテなどの非人体資料の場

合には研究実施の情報公開（第 3・7(2)②イ），人体試料の利用が含まれる

場合で，新たな同意を得るという原則を満たせないときには，①試料の匿名

化，または，②研究実施の情報公開および拒否権の保障，のいずれかの要件

が満たされ，倫理審査委員会の承認と機関の長の許可が得られることが求め

られる（第 4・10(2)）。 

 別の機関から資料の提供がなされる場合には，提供側の機関が研究機関で

あっても，医療機関等であっても，前に掲げた指針 11 が適用される。 

(c) 両指針の比較 

 既存資料に関しても，両指針は異なる定義，そして異なる要件を定めてい

る。しかし，現実に資料利用の可否が検討される際のキーポイントは，匿名

化，情報公開，拒否権の保障など共通するところが多いので，整理に向けて

の努力が求められる。 

(3) 海外との共同研究 

 三省指針は，海外との共同研究の場合について，「１．海外研究機関と共
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同研究を実施する場合，海外研究の相手国においても試料等の提供の取扱い

及びヒトゲノム・遺伝子解析研究の意義等に関して，本指針の定める考え方

が遵守され，人間の尊厳及び人権が尊重されなければならない。２．海外研

究の相手国で定める法令，指針等を遵守しつつ，原則として本指針の基準に

従って研究を実施しなければならない。３．海外研究の相手国における基準

が，本指針よりも厳格な場合には，その厳格な基準に合わせて研究を実施し

なければならない」（第 1・2 細則 2）と規定し，疫学指針（第 1・2 細則 3）

や臨床指針（第 1・2(2)および細則 2）でも，この方針が維持されている 20)。 

 他方，途上国では，三省指針よりもゆるやかな規範の下で遺伝子・ゲノム

研究が実施されており，三省指針の文言どおり，それに従うよう求めると，

途上国側の倫理規範を無視するという問題が生じる 21)。 

 「三省指針についての疑義照会・回答」のホームページには，この問題に

ついての行政当局からの回答が示されている 22 )。それによると，結論的に

は，「インフォームド・コンセントを被験者から得ていること，被験者の個

人情報やプライバシーが保護されていること，倫理委員会の審査を得ている

こと……を満たしていることを機関内倫理審査委員会において確認し，その

他倫理的問題がないことを確認していれば，細則において求められている

『原則として本指針の基準にしたがって研究を実施』したことになる」とさ

れている。 

                                              

20) 臨床指針の策定の際の議論として，第 14 回厚生科学審議会科学技術部

会（平成 15 年 5 月 9 日）議事録（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/05/txt/ 

s0509-3.txt）参照。 

21) 徳永勝士「国際共同研究とヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指

針」厚生労働科学研究ヒトゲノム・再生医療等研究事業「遺伝子解析研究・

再生医療等の先端医療分野における研究の審査及び監視機関の機能と役割に

関する研究」平成 14 年度総括・分担研究報告書（主任研究者・白井泰子）

31 頁（2003）。 

22 )http://210.174.162.214/a_menu/shinkou/seimei/genomeshishin/html/q_and_a.ht

m. 
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 関連するものとして，ES 細胞指針における，ヒト ES 細胞使用の要件と

して定められた「使用に供されるヒト ES 細胞は，この指針に基づき樹立さ

れたものに限るものとする」という要件（26 条 2 項），および「前項の規定

にかかわらず，文部科学大臣がこの指針を基準として樹立されたものである

と認める場合には，使用機関は，海外から分配を受けるヒト ES 細胞を使用

することができるものとする」（同 3 項）という規定に関わる問題がある。 

 この点について，「輸入ヒトＥＳ細胞に関する検討のまとめ」（科学技術・

学術審議会生命倫理・安全部会特定胚及びヒトＥＳ細胞研究専門委員会，平

成 14 年 4 月 23 日）は，①いわゆる「余剰胚」であり，研究のために作成さ

れたものではないこと，②当該余剰胚は，適正なインフォームド・コンセン

トの手続により提供されたものであること，③樹立に供されるヒト受精胚は

無償で提供されるべきこと，ヒトＥＳ細胞の分配は，必要な経費を除き，無

償で分配すること，の 3 原則を満たし，それぞれの国が研究に使用すること

を認めている細胞株については，「この指針を基準として樹立されたもの」

として，日本国内での使用を認めることとする，としている。 

(c) 小括 

 国際共同研究の問題はむつかしく，真正面からの取組みが求められるが，

少なくとも，現在取られている上記の対応については，いずれも，指針の要

件と現状とのすり合わせとしてそれなりの妥当性はあると考えられる。そう

であれば，指針自体に取り込むことが，指針運用の透明性の点から，必要な

ことと考えられる。 

 

４ 結びにかえて 

 本稿で焦点を定めた三省指針，疫学指針，臨床指針の策定にわずかながら

関わった筆者としてはいささか残念なことであるが，上に指摘した点をはじ

めとして，既存の指針には再検討すべき点が少なくないように思える。また，

その検討に時間を要することも否定できないであろう。生命科学研究に関す

る公的規制のあり方も含めて，作業の早急な開始が望まれるところである。 
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第３節 Legal and Administrative Framework Surrounding Medical Research 

I. Administrative Guidelines for Biomedical Research 

1. Several Sets of Guidelines 

  Since the fall of 1999, Japanese government ministries have promulgated many 

sets of ethical guidelines for biomedical research. 

  Recent increase of governmental ethical guidelines began with the drafting of the 

“Guidelines on Ethical Issues Surrounding Genome Analysis Research” by the 

Ministry of Health and Welfare (MHW) in April 2000.  In October 1999, MHW 

announced a large 5 year human genome analysis research project (Millennium 

Genome Project) as a part of governmentally funded Millennium Project which was 

to start in April 2000.  MHW, recognizing the ethical and social problems 

involved in the genome research, prepared this set of guidelines that was to apply 

only to genomic research conducted under the Millennium Genome Project.  This 

set of guidelines is often called as “Millennium Guidelines.” 

  As the Millennium Guidelines were not applicable to genome researches outside 

of the Millennium project, the ministries concerned with genomic and genetic 

research embarked on the task of drafting of a common set of genome research 

guidelines in the summer of 2000.  This effort produced Ethics Guidelines for 

Human Genome/Gene Analysis Research in March 2001 (hereinafter cited as 

“Genome Guidelines”)23. 

  Besides Genome Guidelines, governmental ethical guidelines promulgated so far 

include Guidelines for Derivation and Utilization of Human Embryonic Stem Cells 

(September 2001); Guidelines for Handling of Specified Embryos (December 

2001); Ethical Guidelines for Epidemiological Research (June 2002); Ethical 

Guidelines for Clinical Research (July 2003); Guidelines for Clinical Study of Gene 

                                              
23 An English translation of the original guidelines before amendment in December 
2004 can be found at (visited on April 5, 2006) 
http://www2.unescobkk.org/eubios/eghgr.htm. See generally Gerald Porter, The 
Regulation of Human Genetic Databases in Japan, (2004) 1:3 SCRIPT-ed, available 
on line at (visited on April 5, 2006) http://www.law.ed.ac.uk/AHRB/script-
ed/issue3/japan.asp. 
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Therapy (March 2002. The original gene therapy guidelines were enacted in June 

1994). 

  The common features of these guidelines are the requirements of voluntarily 

given informed consent, protection of personal information, review and approval by 

research ethics committees that is composed of members of multiple disciplines and 

of both sexes. 

 

2. Revision of Guidelines in 2004 

  Many of the guidelines were revised at the end of 2004 to make them compatible 

with the requirements of the Personal Information Protection legislation24 that had 

been enacted in May 2003 and would take full effect in April 2005.  Although the 

legislation explicitly exempts researchers of academic institutions from specific 

obligations regarding personal information processing for the purpose of academic 

research, most obligations thus exempted have been incorporated in the guidelines 

revised in December 2004. 

 

II. Genome/Gene Analysis Research and Genome Guidelines 

1. Requirement of informed consent 

  The Genome Guidelines provide the requirement of voluntary informed consent 

and participant’s right to revoke his/her consents anytime (but before unlinkable 

anonymization of specimens and data) without any disadvantages. 

  Guideline 10(3) provides that before receiving a specimen and clinical data from 

a donor, the principal investigator must obtain a written consent based on his/her 

free will (informed consent), after providing him/her with an adequate explanation 

of such matters as the significance, objectives, methods and expected results of the 

research, disadvantages that he/she might suffer, and the method of preservation 

and use of a human specimen and clinical data.  Guideline 10(9) provides that the 

                                              
24 Its tentative English translation by Government can be found at (visited on April 
9, 2006) http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/foreign/act.pdf. 
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donor or his/her proxy may withdraw at any time in writing his/her informed 

consent without suffering any disadvantage. 

 

2. Protection of Personal Information through Security Measures and 

Anonymization 

  Guideline 6(3) provides that the head of research institution must take the 

organizationally, personally, physically and technologically effective measures to 

secure the protection of personal information processed by it, including the 

measures for the prevention of its leakage, loss and destruction. 

  The Guidelines make it a rule to anonymize specimens and data before they are 

used in research.  Guidelines 14(2) further provide that where the specimens are 

deposited to a human cell/gene/tissue bank, the principle investigator depositing 

them must ensure that they will be anonymized in an unlinkable manner when 

distributed to researchers and abide by the conditions stipulated by the donor or 

his/her proxy. 

 

3. Gratuitousness of Participation and Intellectual Property Rights Derived 

from Research 

  A note to Guideline 10(11) sets out a list of main topics that should be included 

in the written information given to the potential participant.  According to the note, 

following topics should be contained in the explanation. 

 That the outcomes of the research may possibly produce intellectual property 

rights such as patent rights in the future, and the party to whom such 

intellectual property rights will belong. 

 That provision of samples, etc. is gratuitous. 

  With respect to the first piece of information, the parties who will be given the 

rights in a vast majority of cases will be researchers and their employers (i.e. 

universities or research institutions).  In the Millennium Guidelines which 

preceded the Genome Guidelines provided that the potential participants should be 

told that the intellectual property rights will not belong to them. 
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III. Human Cloning Technology Regulation Act, 200025 

1. History of the Human Cloning Technology Regulation Act 

  In September 1997, the Bioethics Committee was established at the Council for 

Science and Technology, which was an advisory body to the Prime Minister in the 

development of policy of science and technology, after the news spread that a sheep 

named Dolly that had been created by the technique of somatic cell nuclear transfer 

(SCNT) was born.  In December 1999, the Bioethics Committee opined in the 

report "On the Creation of Human Individuals by the Technology of Cloning" that 

cloning of human beings should be criminally prohibited.  The report reasoned 

that the application of cloning technology to create human individuals will lead to 

human breeding and making human beings simply as tools or means for something; 

the child born by the cloning technology, although having a separate personhood 

from the nuclear donor, must always be conscious of his/her relation with the 

donor; cloning technology that makes asexual reproduction possible would be a 

great deviation from our fundamental conception about creation of human life; 

social mishap including the demoralization of familial order might develop; the 

possibility of harm cannot be denied in the creation of human individuals by the 

cloning technology.  Therefore, the report concludes, there exists a serious 

problem of invading the human dignity in the creation of human individuals by the 

cloning technology, and considering the extensiveness of the anticipated harm, it 

must be legally prohibited by the criminal penalty.  With respect to the creation of 

individuals from the chimerical or hybrid embryo of human and animal, the report 

said because it would give birth to a creature that will endanger the identity of 

human species and might cause still more serious harm than cloning technology, it 

should be banned by criminal penalty. 

  Based on the report, Human Cloning Technology Regulation bill was drafted and 

                                              
25 Its provisional English translation by MEXT can be found at (visited on April 9, 
2006) http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/2001/hai3/4_houritu.pdf. 
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introduced into Parliament in April 2000.  It would prohibit cloning of humans 

under the maximum penalty of 5 years’ of imprisonment and/or a fine of 5 million 

yen (about US$42,000).  However, the bill was strangled by the dissolution of the 

lower house of Parliament in June.  In October 2000, the bill was reintroduced into 

Parliament.  In this bill, the maximum penalty was doubled to 10 years’ of 

imprisonment and/or a fine of 10 million yen.  In November 2000, the bill was 

passed in both houses of Parliament and in June 2001 the main portion of the Act 

came into effect.  Under the authority of the Act, the Guidelines for Handling of 

Specified Embryos26 (hereinafter cited as “Specified Embryos Guidelines”) were 

enacted in December 2001. 

 

2. Summary of the Human Cloning Technology Act and Specified Embryos 

Guidelines 

  Section 4 of the Act lists the following 9 categories of "specified embryos". 

(1) Human somatic clone embryo 

  An embryo produced by transferring the nucleus of a human somatic cell into a 

human enucleated egg. 

(2) Human embryonic clone embryo 

  An embryo produced by transferring the nucleus of a human embryonic cell into 

a human enucleated egg. 

(3) Human split embryo 

  An embryo produced by a split of a human embryo. 

(4) Human-animal hybrid embryo 

  An embryo produced by having a human gamete and an animal gamete fertilize 

with each other. 

(5) Human-animal fused embryo 

  An embryo produced by transferring the nucleus of a human cell into an animal 

                                              
26 Its English translation can be found at (visited on April 9, 2006) 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/2001/hai3/31_shishin_e.pdf. 
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enucleated egg. 

(6) Animal-human fused embryo 

  An embryo produced by transferring the nucleus of an animal cell into a human 

enucleated egg. 

(7) Human-human chimerical embryo 

  An embryo produced by unification as a result of aggregation of a human embryo 

and other human embryo or cells. 

(8) Human-animal chimerical embryo 

  An embryo produced by unification as a result of aggregation of a human embryo 

and an animal embryo or cells. 

(9) Animal-human chimerical embryo 

  An embryo produced by unification as a result of aggregation of an animal 

embryo and human cells. 

  Section 3 of the Act provides that no person shall transfer a human somatic clone 

embryo, a human-animal hybrid embryo, a human-animal fused embryo or a 

human-animal chimerical embryo into a human or animal uterus.  In addition, 

Specified Embryos Guidelines prohibit transferring the remaining 5 categories of 

specified embryos into a human or animal uterus for the time being.  In short, at 

present, creation of an individual from a specified embryo is effectively prohibited. 

  Guideline 1 of Specified Embryos Guidelines provides that production of a 

specified embryo shall be allowed only when the following requirements are 

satisfied: (1) scientific knowledge, which cannot be acquired from research using 

only animal embryos or cells or other research conducted without a specified 

embryo, can be acquired with the production and utilization of such a specified 

embryo; and (2) a person who is going to produce a specified embryo has sufficient 

technical ability to study with such a specified embryo. 

  Guideline 2(1) of Specified Embryos Guidelines provides that among nine 

categories of specified embryos, only an animal-human chimerical embryo shall be 

allowed to be produced for the time being. The purpose of its production shall be 

limited to the research concerning creation of organs derived from human cells that 
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can be transplanted into a human body.  Guideline 2(2) provides that for the 

production of an animal-human chimerical embryo, neither human embryo obtained 

from the fertilization of human ovum by human sperm nor human unfertilized 

ovum must be used. 

  Section 6 of the Act provides that one who is going to produce or obtain *** a 

specified embryo, he/she must file the relevant information including (a) the name 

and address and in the case of artificial person name of the representative, (b) 

category of embryo intended to be produced or obtained ***, (c) purpose (and, in 

the case of production, method), (d) date the embryo will be produced or obtained 

***, (e) the way the embryos produced or obtained will be handled, (f) other 

information required by the order of MEXT.  Guideline 10 provides that before 

he/she files the above information with MEXT, he/she shall invite and respect the 

opinion of its ethics review committee of his/her institution. 

  Until now, no attempts have been made to produce or obtain specified embryo 

under the Act and Guidelines. 

 

IV. Guidelines for Derivation and Utilization of Human Embryonic Stem 

Cells27 

1. History of the ES Cells Guidelines 

  One month after the report of successful derivation of human embryonic stem 

cells at the University of Wisconsin was published in the Science magazine, the 

Subcommittee of Human Embryo Research was established at the Bioethics 

Committee of the Council for Science and Technology in December 1998.  In 

March 2000, the Subcommittee published “Report on the Human Embryo Research 

Focused on the Human Embryonic Stem Cells.”  In September 2001, after the 

Cloning Technology Regulation Bill passed in Parliament in December 2000, the 

Guidelines for Derivation and Use of Human Embryonic Stem Cells (hereinafter 

                                              
27 Its English translation can be found at (visited on April 9, 2006) 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/2001/es/020101.pdf. 
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cited as “ES Cells Guidelines”) was promulgated by the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). 

2. Summary of the ES Cells Guidelines 

(1) Basic Research Only 

  Guideline 2 of the ES Cells Guidelines provides that, for the time being, 

derivation and use of ES cells shall be limited to the purpose of basic research and 

that the following activities shall not be carried out until another set of guidelines 

have been enacted: 

 Clinical research applying human ES cells or cells originated from them to the 

human body 

 Other utilization of them in medicine and in its related fields. 

(2) Respect for Human Embryo and ES Cells 

  Guideline 3 provides that, considering that a human embryo is nascent human 

life and that human ES cells have the potential for developing into any type of 

human cell, human embryos and ES cells shall be handled carefully and 

conscientiously in order not to offend human dignity. 

(3) Gratuitous Donation of a Human Embryo 

  Guideline 4 provides that the donation of human embryos for the purpose of 

derivation of human ES cells shall be gratuitous, except that the reimbursement of 

necessary expenses is permitted. 

(4) Requirements for the Embryos Used for ES Cell Derivation 

  Guideline 6 provides that the human embryo to be used for derivation of human 

ES cells shall satisfy the following requirements: 

1) It is the human fertilized embryo which was initially been created for the 

purpose of infertility treatment, but is now not intended to be used for that 

purpose, and, the donors’ intention to leave it to be destroyed has been 

confirmed; 

2) The donors appropriately consented to it being used for the purpose of 

derivation of human ES cells; 

3) It has been stored frozen; 
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4) Not more than 14 days have passed since its fertilization, excluding the days 

during which it has been stored frozen. 

(5) Procedure to be Followed before ES Cell Derivation 

  Under the Guidelines 14 - 16, the following procedure must be followed for the 

derivation of human ES cells: 

1) Director of the derivation team shall prepare a derivation protocol and ask the 

approval for it from the head of the institution where the derivation will be 

attempted (hereinafter DI=derivation institution); 

2) The head of the DI shall seek the opinion of its ethics review committee, and 

based upon it, shall decide whether to certify its conformity with the 

Guidelines; 

3) The head of the DI shall obtain the assent to the protocol from the head of the 

medical facility where embryos are donated (hereinafter DMF=donation 

medical facility). The DMF’s head, in considering the protocol, shall invite the 

opinion of its ethics review committee [this requirement of clearance from the 

ethics review committee of the DMF seems rarely found in other countries]; 

4) The head of the DI, in deciding whether to approve the protocol, shall ask the 

confirmation of its conformity with the Guidelines from the Minister of 

MEXT; 

5) The Minister shall seek the opinion of the Bioethics and Bio-safety Committee 

of the Commission on Science and Technology, and based upon it, shall decide 

whether to confirm its conformity with the Guidelines. 

(6) Requirements for the Donation of Embryos for ES Cell Derivation 

  Under the Guidelines 22 - 23, the following requirements must be satisfied for 

the donation of embryos for the derivation of human ES cells: 

1) Only married couples (excluding those who have not had their marriage 

registered) can donate embryos for the derivation of human ES cells; 

2) The informed consent to the donation shall be expressed in writing; 

3) Donated embryos shall not be used for the derivation for at least one month 

after the informed consent is given.  In the meantime, the donors shall be able 
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to withdraw the donation; 

4) The explanation shall be given not by physicians attending to the donors but 

by the persons who belong to the institution where the derivation will be made. 

(7) Information to be given to Donors for Informed Consent 

  Under Guideline 23, the written information to be given to donors shall include 

but not be limited to the followings: 

1) The purposes and methods for deriving human ES cells; 

2) That the donated embryos will be destroyed in the derivation process; 

3) The anticipated method to utilize human ES cells and expected outcomes; 

4) That the conformity of the derivation protocol with the Guidelines has been 

certified by both the institution where the derivation is made and the medical 

facility where embryos are donated, and has also been confirmed by the 

Government; 

5) That all personal information of the donors will be removed from the embryos 

before the derivation; 

6) That the donors will be never offered compensation; 

7) That human ES cells may be analyzed genetically; 

8) That the information regarding the ES cells including research results cannot 

be conveyed to the embryos donor, because of the impossibility of 

identification of the donor from the cells; 

9) That the processes and outcomes of the ES cell research may be published in 

academic meetings and on other occasions; 

10) That ES cells will continue to be cultured for a long time and distributed to 

the user institutions gratuitously; 

11) That intellectual property rights such as patents or copyrights might be 

granted or economic benefits obtained from the ES cell research, but these 

rights or benefits will not belong to the donor; 

12) That whether to consent or refuse to donate their embryos will result neither 

in their advantage nor disadvantage; 

13) That donated embryos are stored for at least one month after the consent has 
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been given and that the consent can be withdrawn in the meanwhile. 

(8) Deriving Human ES Cells in Japan 

  The first and so far the only application for the MEXT’s clearance of the ES cell 

derivation protocol [=confirmation of its conformity with the Guidelines] was 

submitted at the end of December 2001 by the researchers led by Professor 

Nakatsuji of Kyoto University.  The clearance was granted in March 2002.  By 

November 2003, three ES cell lines were developed by them.  These lines 

continued to be propagated well and began to be distributed in March 2004. 

(9) Requirements for the use of human ES cells 

  Guideline 26 provides that the use of human ES cells shall be permitted only 

when the following requirements are satisfied: 

1) Its purpose is basic research contributing to 

(a) Clarification of the mechanisms of human development, differentiation and 

regeneration, or 

(b) Development of a new method of diagnosing, preventing or treating 

diseases or development of new medicines and drugs; 

2) The use of human ES cells in the research is both scientifically necessary and 

appropriate. 

  It further provides that the human ES cells shall be those which were derived in 

conformity with the Guidelines.  At the same time, Guideline 26(3) permit the use 

of the human ES cells generated overseas, when the Minister certifies that such 

cells have been appropriately derived in accordance with the standards of the 

Guidelines.  According to MEXT, included in the standards are (a) the lines are 

derived from the so called surplus embryos, (2) adequate informed consent was 

obtained for the donation of the embryos, and (3) the donation was gratuitous. 

  Under Guidelines 32 - 33, the following procedure must be followed for the use 

of human ES cells: 

1) Director of the team intending to use human ES cells shall prepare a use 

protocol and ask the approval from the head of the institution (hereinafter 

UI=use institution). 
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2) The head of the UI shall seek the opinion of its ethics review committee, and 

based upon it, shall decide whether to certify its conformity with the 

Guidelines. 

3) The head of the UI, in deciding whether to approve the protocol, shall ask the 

confirmation of its conformity with the Guidelines from the Minister of MEXT. 

4) The Minister shall seek the opinion of the Bioethics and Bio-safety Committee 

of the Commission on Science and Technology, and based upon it, shall decide 

whether to confirm its conformity with the Guidelines. 

(10) Use of Human ES Cells in Japan 

  So far, more than thirty protocols were granted the MEXT's clearance.  As the 

number of application for MEXT's clearance is continuing to increase and 

experience has been accumulated concerning the current set of Guidelines, MEXT 

is now in the process of revising it. 

 

V. Patenting the Results of Biomedical Research28 

  In Japan, like in Europe, methods for medical treatment, however novel and 

original, cannot be regarded as industrially applicable inventions. Hence their 

patentability has been denied.  On the other hand, products used for medical 

treatment have been treated as patentable.  On this reasoning, inventions of 

pharmaceutical substances and medical devices, as well as specific medicinal uses 

of them, even though that specific uses are to be made of already known products, 

can be granted patents.  However, the discovery that a combination of the known 

medicinal ingredients has a synergistic or otherwise remarkable effect or that that a 

change of administering mode of known medicines including the dose and dosing 

interval results in more favorable or less adverse effects comes very close to the 

invention of the method of prescription of medicines by physicians that will not be 

qualified to be patented.  To make clear this point, the Japan Patent Office in April 

                                              
28 I. Shimbo, A. Cobden & K Sumikura, The Patentability of Medicinal Inventions 
Related to Personalized Medicine in Japan. 2005. Nature Biotechnology 
23(11):1367.  
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2005 revised its Examination Guidelines.  Guideline VII-3 now provides that 

medicinal inventions intended to specify the mode of medical treatment such as the 

frequency of administration and dosage and combination of medicinal ingredients 

are to be patented as product inventions. 

  One of the aims of Genome/gene analysis research is to realize the personalized 

medicine through the discovery of the genes and SNPs related to efficacy or 

adverse reactions of medicines.  Under the revised Examination Guidelines, it has 

now become possible to obtain patents for medicinal use invention that determine 

the dose and dosing interval dependant on the patients' gene and SNP information. 
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第 5 章 Ethical and Legal Aspects of Biobanks and Molecular Epidemiology 

in Japan 

I. Biobank Japan and J-MICC Study 

1.1 Personalized Medicine Project and Biobank Japan 

  A five year governmentally funded $180 million project led by Professor Yusuke 

Nakamura of the Institute of Medical Science of the University of Tokyo, was 

launched in the spring of 2003 29 . The project, named “Personalized Medicine 

Project,” was first conceived as a research and development project to revitalize the 

Japanese economy, and, in a sense, is a successor to the Millennium Genome 

Project.  It has four major aims, that is (1) discovery of genes susceptible to 

diseases, or those related to efficacy or adverse reactions of drugs; (2) providing the 

useful information of molecular target for evidence-based development of drugs or 

diagnostic methods; (3) providing the important medical information that can be 

applied for establishment of “Personalized Medicine”; (4) genetic and 

environmental epidemiology for prevention of diseases.  The methods used to 

realize these goals are (1) Collection of DNAs, sera, and clinical information from 

300,000 patients of 46 listed diseases in 2003 - 2007; (2) Construction of Biobank 

Japan (DNAs are stored at 4 degree Celsius and sera at -150 degree Celsius in N2) 

that provides samples to the researchers in academic and private institutes in Japan; 

(3) systematic genomics (mainly SNP analysis) and proteomics analysis; (4) 

Identification of genes of medical importance. 

 

1.1.1 Informed Consent Procedure by Medical Coordinators 

  The patients of the listed diseases are offered opportunities to hear the 

explanation concerning the cooperation with the project.  The invitation is 

extended from the attending physician at the end of seeing a patient.  The 

recruiting of the patient is being done only at the hospitals of 12 collaborating 

                                              
29 The early phase of Biobank Japan project was introduced in R. Triendl. Japan 
launches controversial Biobank project. Nature Medicine. 9(8): 982, 2003.  See 
also, A. Mandavilli. Profile, Yusuke Nakamura. Nature Medicine 10(6): 560, 2004. 
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medical institutions.  When the patient accepts the offer, he/she will meet a 

medical coordinator of the project.  Medical coordinators are personnel (usually 

medical staff such as nurses, laboratory technicians, etc.) specially trained to give 

the patient information regarding the involvement in the project and obtain the 

patient’s consent on behalf of the project head.  In the process of informed consent, 

it is emphasized that the patient’s consent must be perfectly voluntary, the patient is 

under no obligation to cooperate with the project, he/she would suffer no harm if 

he/she declines to be involved, and no personal benefit, therapeutic or otherwise, 

will accrue from the participation.  Even where the patient has given consent to be 

involved, he/she will be assured of the right to revoke his/her consent any time 

without incurring any disadvantages or liabilities.  Where the patient gives consent 

to the medical coordinator, 2 syringes of 7 cc of blood (one for DNA extraction and 

the other for serum separation; blood for DNA extraction is taken once and blood 

for serum separation will be taken once a year if the patient returns to the hospital) 

will be taken and medical data recorded. 

 

1.1.2 Anonymization of Specimens and Data 

  The subject’s specimen and clinical data are sent to the clinical databases located 

in the collaborating institutions.  There each specimen, set of clinical data, and the 

subject’s personal information will be given a common code number (2 dimensional 

bar-code is used).  When syringes of blood are sent to clinical laboratories for 

serum separation and DNA extraction and tubes of resultant serum and DNA are 

deposited in the Biobank, the subject’s personal information does not accompany.  

Similarly, when the subject’s clinical data are gathered in the combined clinical 

database, they are without personal information.  The subject’s personal 

information will never go out of the clinical database of each collaborating medical 

institution, and, in the Biobank, combined clinical database and data management 

laboratory, specimens and data are identified only by the 2D bar-code.  Further, 

when the specimens are distributed to the research institutes, they will be given 

once again randomly assigned numbers. 
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1.2 J-MICC study 

  Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) Study consists of about 

10 semi-independent research projects now in the process of planned by researchers 

of universities and medical institutes.  They are connected by the common aim of 

investigating the associations of disease risks with lifestyle, genotypes, and 

biomarkers.  Led by Professor Nobuyuki Hamajima of Nagoya University School 

of Medicine, the project plans to collect blood, lifestyle information and medical 

data of a total of 100,000 people.  The subjects are to be aged 35 to 69 years and 

residing in the defined areas.  They will be recruited from the inhabitants of 

specified areas, health checkup examinees, and patients of a cancer hospital. 

 

1.2.1 Protection of Subjects 

  The principal means of protection of subjects are, like the Personalized Medicine 

Project, requirement of informed consent and protection of personal data through 

anonymization of specimens and information at the local institutions where they are 

collected.  When specimens and information arrive at the J-MICC central office, 

they are identified only by the 2D bar-code. 

 

1.2.2 Follow-up Investigation of Protection of Privacy 

  As this study is a longitudinal cohort study, the researchers plan to follow the 

participants for 20 years with regard to their death and diagnosis of cancer.  The 

means utilized for the follow-up include the resident registration data kept by the 

local administrative office, death certificate data, cancer registry data, and the 

information obtained from the replies entered in the second or additional survey 

sheet.  When diagnosis of cancer is learnt through the resident registration, second 

or additional survey, it is planned that inquiry will be made at the hospital where 

the diagnosis is made in order to verify it and obtain the accurate information 

surrounding the diagnosis.  Legally, this will amount to the disclosure of the 

subject’s information by the hospital to the third parties (researchers) that is in 
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principle prohibited without the subject’s consent.  Following the recommendation 

of a research ethics committed reviewing the project, the project plans to clear the 

requirement by obtaining the subject’s consent two times, i.e. once when informed 

consent is obtained initially to the participation in the study and for the second time 

shortly before the hospital inquiry is undertaken. 

 

II. Experiences as a Member of Ethics Committees 

  I am now a chair of both the ELSI Committee of the Personalized Medicine 

Project and the Committee for Social Affairs of the J-MICC study.  I will describe 

the experiences gained as a committee member. 

 

2.1 ELSI Committee of the Personalized Medicine Project 

  Soon after the project started in the spring of 2003, the ELSI Working Group was 

established under the Project’s Steering Committed (Working Group’s first meeting 

was held in August 2003).  However, because it was not independent of the 

Steering Committee and lacked its own secretary office, it could not work 

efficiently and was replaced by the ELSI committee in September 2004.  Although 

the ELSI Committee still does not have its own staff (its secretarial work is done by 

the officers of Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology 

(MEXT)), standing, at least formally, on the equal footing as the Steering 

Committee, it can now perform its duty more efficiently and flexibly. 

  The committee now consists of 9 members (a medical scientist, a sociologist, a 

journalist, a genetic counselor, two representatives of patient groups, a bioethicist, a 

practicing lawyer, and a law teacher.  4 of them are female and 5 are male.  A 

university professor and former MEXT officer was its 10th member before his 

resignation in July 2005 on his appointment as a senior officer in the secretarial 

office of Science Council of Japan) and meets once a month.  Its activities 

includes (1) visiting collaborating hospitals to make on-site checking of the 

informed consent procedures and personal information protection system; (2) 

inspection of the records of the research ethics committees of the participating 
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institutions regarding the ethical review of this project; (3) checking the project’s 

system for distributing specimens to outside researchers; (4) ensuring the project’s 

conformity to the revised Genome Guidelines. 

  In July 2005, the ELSI committee submitted the report covering its activities 

during the fiscal year 2004.  We concluded that by and large the project had been 

carried out properly from the ELSI standpoint without any serious problems. 

  At the same time, we indicated several points that we thought should be 

improved.  Firstly, with respect to the protection of personal privacy of the 

prospective subjects, there exists a wide variation among the collaborating hospitals 

in the environments in which the informed consent procedure is conducted.  At 

one hospital, two or more potential subjects were never admitted in a coordinator’s 

room at once for the informed consent procedure.  At the other hospitals, 

prospective subjects shared the same table which is separated only by a partition on 

it and could hear the conversation of others easily.  Secondly, we proposed that the 

project provide information to the subjects and collaborating hospitals by such 

means as newsletters in order to keep up their interests and promote their 

cooperation.  Thirdly, with respect to the knowledge of medical coordinator, it is 

suggested that they should be provided with more training in the field of 

intellectual properties so that they can explain about them more confidently (I 

personally feels that even when the coordinators are very knowledgeable about 

intellectual properties, explaining them to lay persons is quite challenging task).  

Fourthly, it is suspected that medical coordinators who enter clinical information 

into database do not sufficiently understand the significances of each entry to 

accommodate to different ways of recording the medically same data. 

 

2.2 Committee for Social Affairs of the J-MICC study 

  The Committee for Social Affairs of the J-MICC study started its activities in 

June 2005.  Now, we are reviewing the protocols of the J-MICC study and those of 

the individual study by the participating study group.  As the J-MICC study group 

consists of about 10 semi-independent research projects to be conducted by 

 68



researchers, who are affiliated with separate universities and institutes, it was found 

that embodying the J-MICC study and individually conducted study in one protocol 

is sometimes not easy.  We had the impression that the information sheet to be 

given to the prospective subjects are also complicating.  Like the ELSI Committee, 

we are planning to make site visits to check the informed consent process and 

protection of personal information. 

 

2.3 Personal Experiences30 

  Lastly, I will write a few comments on some of the problems experienced during 

my involvement in the ELSI aspects of the two projects. 

  First question is concerned with the subjects’ ability to understand the genomic 

research and biobank.  As biomedical technologies continues to advance with 

accelerating speed, it is suspected that some, or perhaps, most prospective 

participants might not really understand the full significance of the subject to which 

their consent is requested. 

  Secondly, it is pointed out that researchers might not be able to project the every 

detail of their study plan (e.g. what part or what kind of genome to investigate, 

whom to join as a co-researcher or which commercial laboratory to entrust the work 

of extracting the DNA) that is necessary for them to provide the specific image of 

the research to the prospective subjects. 

  Thirdly, the difficulty of striking an ideal balance between ensuring the 

voluntariness of subjects and efficient implementation of the research often troubles 

me.  For instance, with respect to the J-MICC study, a research ethics committee 

directed the project to insert on the front page of lifestyle investigation sheet the 

phrase that you don’t have to answer the question that you don’t like to answer.  

Of course, insertion of this phrase is desirable from the standpoint of ensuring the 

voluntariness.  However it is feared that it might detract from the seriousness and 

                                              
30 See generally, K. Maschke. Navigating an ethical patchwork--human gene banks. 
Nature Biotechnology 23(5): 539-545, 2005. 
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integrity of the answer. 

  Fourthly, in spite of the rule that personally useful information, if found as a 

result of research, is not to be sent back directly to participants, it still seems that 

some of the subjects and clinical researchers tend to expect it. 

  Lastly, the ways control samples should be collected from and their explanation 

given to participants seem a challenging question.  However we must grope for the 

proper treatment. 

  I would like to stress that although the first three problems above are 

theoretically difficult, they can be solved rather easily in practice if researchers 

could won the trust of people.  If people trust researchers, the research projects 

(including biobanks) release freely the information on the developments of their 

program and the subject are assured of their right to retract their consent any time, I 

am rather confident that they will rarely exercise their right to retraction. 
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