
　大西　黒川先生、研究審査委員会の
役割ということでうかがいたいと思い
ます。
　初めに、そもそもヒトを対象とする
試験研究が非常に厳しいガイドライン
のもとに置かれていますけれども、ど
ういった理由からなのでしょうか。
　黒川　私たちの社会は、人間は誰で
も侵すことができない基本的な権利、
例えばあることをすることや、それを
しないこと、それから法律にかなうか
ぎり、その人自身が自分の人生を決め
る、自分の精神で考えて決定する、こ
のようなことが広く受け入れられ、ま
た共通の基盤として機能しています。
ヒトを対象とする試験研究の場合、そ
の人の体や精神に侵襲が加えられたり、
リスクを背負わせたりするわけです。
その際、たとえ人類全体に役立つ試験
研究であったとしても、それは最初に
申し上げたとおり、何ぴとも強制する
ことはできない。こういう認識がすべ
てに先立つのです。
　これを両者、すなわち試験を行おう

とする研究者と試験が行われようとす
る被験者が一緒に協力して乗り越えよ
うとする、その手立てがインフォーム
ドコンセントの取得、というステップ
になります。残念ですが、これまでの
歴史の中で医療従事者が被験者にこれ
から為すこと、すなわち試験研究です
が、これを告げずに、自らの利益や栄
誉、目的の達成のために、患者さんあ
るいは他者の体や精神を利用してきた
例や、時には弱い立場にある患者さん
に実質的な強制に近いようなかたちで
試験参加を求めることが行われてきた
のです。
　「ヒトを対象とする医学系研究に関
する倫理指針」、これは最新のものが
平成26年12月22日に定められています
けれども、このようなかたちになるま
で何度も改められ、今日に至っていま
す。
　それから世界的にも、やはり同じよ
うな状況が見られ、ご存じのように、
世界医師会によるヘルシンキ宣言、直
近はフォルタレザ改訂になりますけれ

ども、これがこの考え方の世界的な基
盤、よりどころになっていると考えま
す。
　大西　ヒトを対象とする試験研究を
実施する研究者は、必ず試験研究を開
始する前に研究倫理委員会や治験審査
委員会の審査を受けなさいと言われま
すけれども、それはどうして開始前に
なっているのでしょうか。
　黒川　研究者ばかりでなく、人間は
すべて名誉や地位、経済的な成功とい
った誘惑や、さらに上位にいる管理者
などから様々な誘導や圧力の下で過ご
しているのが実態です。神ならぬ人間
でありまして、実際には常にこれらに
打ち克って被験者の人権や安全を優先
できる研究者ばかりではありません。
例えば、先の戦争におけるいわゆる人
体実験、戦後のタスキギー事件や、日
本において繰り返される患者さんに告
げずに行われた試験的な治療など、ま
ことに残念な実態ですけれども、人間
を自分の欲望の充実や、栄誉、栄達の
具、あるいは自分自身を守るための材
料に使った例が少なくない。これが私
どもの世界の現実となっています。
　これらのたいへん残念な経験を目の
前にして、戦後この方、私どもはどの
ような高名な先生であっても、あるい
はどのような実績があった方々であっ
たとしても、人間を無条件に信用する
ことはできないと考え、それを認め始
めました。研究者はよき行いを全うす

るであろうと信じてヒトを対象とする
試験研究をゆだねる、それを許すこと
は過ちだという直感ができました。そ
こに存在するものは、たいへん深い諦
観と一種の絶望であると思います。
　そのような過ちを犯すのが人間であ
り、その限界を克服するために、人間
を対象とする試験研究を行おうとする
者は、常にその研究自体がほかの人か
ら見守られている、こういうかたちに
してしまう。それ以外に解決の方法は
ないのではないかということになって、
その具体的なかたちが今の研究倫理委
員会や治験審査委員会による事前の審
査になっていると思います。
　もし素晴らしい試験研究結果が得ら
れたとしても、その試験研究が研究倫
理委員会の審査を受けずに行われてい
ると、これは試験全体が極めて危険な
プロセス、そういった誘惑の下にあっ
たもの、となることから、その結果は
非倫理的なものになり、プロセスも非
倫理的なものとなります。繰り返しに
なりますが、結果オーライではないの
です。
　大西　ここ数年、例えば市販後の医
薬品による試験研究の質が問われてい
ますけれども、これはどう考えればよ
いでしょうか。
　黒川　市販後の試験研究であっても、
治験中であっても、患者さんや人の人
権は同じ水準で尊重されなければなら
ないと考えます。患者さんや被験者が
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試験研究にエントリーを誘われる場合
には、常にこれから自分の体や精神に
なされることの意義やリスク、それか
らいつでも中止できることなどをしっ
かり説明されて、自らの精神の中でよ
く理解したうえで参加する、こういっ
たプロセスは欠くことができません。
　試験研究のデザインに科学的な価値
があるという条件は、自発的に申し出
された参加意思の下、人間の体や精神
が無駄に費やされることのないように
するためにも必須の要件になります。
　大西　診察の際のいろいろな血液の
検査とか生理学的検査のデータなどで
あれば、別ものと考えてよいのではな
いでしょうか。そのあたりはいかがで
しょうか。
　黒川　具体的には、該当する指針は
幾つもあります。それから各施設で
様々な決まりを定められている場合も
ありますので、それらを尊重していた
だきたいのですが、根本的にはこのデ
ータの持ち主は誰かということになる
と思います。すなわち、根源をたどれ
ば、それは実は患者さんの持ち物、患
者さんに属するものであって、それを
お預かりして診断や治療に役立ててい
る、こう考えることができます。
　ですので、例えば診察の際のスクリ
ーンにデータが出ているとしても、そ
れはお預かりして診断、処方などに役
立てているわけですので、勝手に処分
することはできないということになり

ます。以上のような考え方から、最近
では非常にその保護が話題になってい
ます。個人データということからみて
も、適切な注意と取り扱いが求められ
るということがいえると思います。
　大西　今までのお話で、ヒトを対象
とした試験研究はいろいろ難しい点が
あることがわかったのですけれども、
国際的な視点から見た場合、日本の状
況だとか、現状などに関してはいかが
でしょうか。
　黒川　わが国は基礎的な研究につい
ては世界のトップレベルにあるといわ
れています。しかし、臨床研究、ヒト
を対象とする試験研究は残念ながら、
例えば報告の数や質においてもいま一
歩というところがあるといわれていま
す。一方、わが国には様々な新しい治
療法や新しい医薬品、iPS細胞などの
非常にプロミッシングなものもありま
して、日本は今まで以上に積極的にヒ
トを対象とした試験研究に自らチャレ
ンジして、その結果を世界に発信する
ことが求められています。
　しかし、私どもの試験研究結果が世
界で共有されるための基本的な条件は、
いうまでもなく、まずその試験研究の
計画の質、プロトコールが非常に科学
的なものであり、また全体がたいへん
信頼できる、それぞれ確認されたステ
ップを踏み、また被験者に対する適切
な人権保護もなされており、きちっと
約束事に沿ってまとめられている、こ

ういうことが重要になってきます。
　今後、例えばノーベル賞などを見て
もわかるように、まさしくその舞台が
手に届く目の前にあるわけで、こうい
った様々な世界に共通するヒトを対象

とする臨床試験研究についての倫理的
な基準を守る、これが重要なこと、期
待されていることと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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