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特集「末梢神経疾患と医療倫理」ー１

研究倫理の基礎─原理・原則を参照しながら考えることの意義*

有馬　　斉

要旨　臨床試験を計画する研究者や、研究計画を審査する倫理委員会の委員が、研究に参加する被験者の権
利や利益を守るために是非とも確認しておかなければならないとされるポイントを、米国のベルモント・レ
ポートの三原則にそくして整理する。実際に三原則に従いながら、研究倫理の問題に人々の関心が集まるき
っかけとなった歴史的な事件や、現在も倫理的な議論の対象となることが多い医学研究のタイプなど、いく
つかの事例について倫理的な評価および検討を行う。抽象的な原理や原則を参照しながら考えることの意義
を具体的事例にそくして確認する。
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　本稿では、研究の倫理に関してごく基本的な

論点を整理する。人を対象とする医学研究では、

事実や真理をあきらかにするという研究の第一

義的な目的が、研究に参加する被験者の権利あ

るいは利益と深刻に対立することがある。被験

者は、ともすると、事実解明という目的を達成

するための単なる手段であるかのように見なさ

れたり、扱われたりしかねない。研究の倫理に

かかわる議論や制度の主な目的は、こうした事

態がおこるのを防ぎ、被験者の権利と利益を守

ることにある。

　本稿の前半（１、２節）では、臨床試験にお

いて、事実の解明と被験者の権利とが深刻に対

立しうるという点をできるだけ具体的に把握で

きるようにする。研究倫理の問題に対する人々

の関心が高まるきっかけとなった歴史的な事件

や、被験者保護とのかかわりで現在も倫理的な

議論の対象となることが多い研究のタイプか

ら、いくつか事例をピックアップして紹介しよ

う。後半（３、４節）では、被験者の権利や利

益を守るために、研究者や倫理委員会の委員が

考慮しなければならないとされる論点を、米国

のベルモント・レポートの中で提唱された三つ

の原則にそくして整理する。また、実際に三原

則に従いながら、前半で紹介した事例や研究

のタイプにある問題や課題を簡単に検討する。

研究計画の倫理的妥当性について、抽象的な

原理や原則に立ち返り、それを参照しながら

検討することの意義を事例にそくして確認し

たい。

１．	歴史的な研究倫理の事例（731部隊の人体

実験）

　医学研究の倫理に対する人々の関心が高まる

きっかけを作ったのは、第二次世界大戦中から

戦後にかけておきた、あきらかに非人道的な実

験の数々である。ナチス政権下のドイツでは、

ユダヤ人やスラブ人 、精神障害者らを対象に、

多数の残虐な研究が行われた。同時期には、

731部隊を中心とする日本の陸軍の研究チーム

も、中国人らを対象にやはりきわめて残酷な実

験を行っていた。梅毒に罹患した黒人たちを約

40年間に亘り（抗生物質が開発されたあとも治

療せず）ただ観察し続けたアメリカ合衆国のタ

スキギー梅毒実験も有名である1，2，3）。これら

の研究に関する記録は、医学研究者が事実や真

理の解明だけに専心し、研究に参加する被験者

の権利や利益に対する配慮を欠いた場合に、ど
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のくらい恐ろしい事態を引き起こすかを理解す

るうえで格好の資料となっている。

　731部隊が実施した研究の事例をふたつ紹介

しておこう。1940年、20人の中国人を対象に、

新型のコレラ・ワクチンの効果をあきらかにす

るための試験が行われた。20人のうち、８人に

新しく開発されたワクチンを、もう８人には他

の方法で作られたワクチンを、それぞれ投与し

た。残りの４人は何も投与しない対象群である。

そのあと全員にコレラ菌を混ぜた牛乳を飲ま

せ、経過を観察した。新型ワクチンを投与され

た８人はほぼ無事だったが、他のワクチンを投

与された８人は深刻な下痢に見舞われ、ひとり

が死亡した。対象群とされた４人は全員死亡し

た4）。

　1941年、内モンゴルにあった日本陸軍の研究

班のひとつは、８人の中国人を対象に、凍傷の

観察や、野外テント内での開腹手術などに関す

る一連の研究を行っている。15から38才の４

人の男性が、零下25度ほどの野外に２から３時

間、放置された。素手の人、靴下を着けた人、

靴を履いた人、飲酒後の人、空腹時の人など、

条件をいくつか変えて、手足に凍傷を発生させ、

観察した。また、中国人男性に銃や刀で傷を作

り、テント内で切開、輸血、縫合などの手技を

試した。８人の対象者はすべて実験中に死亡し

ている5）。

　こうした歴史的事例に関してはひとつとくに

強調しておくべき点がある。これらの研究は、

少なくともそれが計画された時点では、科学的

または社会的に大きな意義のある研究だった、

ということである。前者の試験の結果は、新し

く開発されたワクチンに優れた効能があること

を強く示唆する内容である。また、後者の実験

に関していえば、中国北部の極寒地域に兵隊を

展開していた当時の陸軍にとって、凍傷や、野

外での戦傷の治療について正確な知識を得るこ

とは、重要な課題だった。したがって、歴史的

な事例を見るとき、被験者の権利が大きく侵害

されたのは当時の特殊な社会状況があったから

だと理解することは、まちがいとまではいえな

いにしても、一面的である5）。科学的真理をあ

きらかにし、社会的要請に応えようとする研究

者の活動は、その活動に被験者として参加する

人々を目的達成のための単なる手段であるかの

ように利用することで、より効率よく、場合に

よってはより正確に、遂行できることがある。

戦中の特殊な社会状況の下でこのことがより鮮

明になっているのは事実だが、同じことは、今

日の医学研究にも共通する特徴として理解され

るべきだろう。

２．	倫理的な議論の対象となることが多い現代

の医学研究（ファースト・イン・ヒューマ

ンの臨床試験とランダム化比較試験）

　事実や真理の解明が被験者の権利や利益と深

刻に対立しうるということは、現在の医学研究

にもごく広く、ほとんど一般的に当てはまる傾

向である。実際、現在でも、このリスクは、研

究の種類によっては、研究を行うかぎりどれだ

け配慮しても完全にはなくすことができない場

合がある。この点を今日国内でもよく実施され

ているいくつかの研究のタイプにそくして確認

しておこう。

　まず、いわゆるファースト・イン・ヒューマ

ンのタイプの研究（薬の候補や手技等を初めて

人に使用して試す研究）がある。新しい薬の候

補や手技は、どこかで必ず、初めて人に試すと

いう段階を経なければならない。しかし、たと

え動物実験の段階では問題が見つからなかった

としても、人に使用すると未知の副作用が出て

くるかもしれない。あるいは、期待されていた

ほど有効ではないことが判明するかもしれな

い。かりに対象疾患についてすでに安全性や有

効性の確立した治療法が他にあるとすると、研

究期間中に他の治療を受けていれば得られてい

たはずの治癒の機会を逃すことにもなりうる。

これらのリスクは、ファースト・イン・ヒュー

マンのタイプの研究では、研究を実施するかぎ

り完全になくすことは難しいリスクである6）。

　また、避けられないリスクがあるという点で

やはり注目に値するのは、ランダム化比較試験

とプラセボ対照試験というふたつの研究手法で

ある。これらの手法は、薬剤や手技等の効果を

評価するうえではとくに信頼性の高い手法であ

るとされる。たとえば、被験者の全員に効果等

を確認したい同じ薬剤を服用してもらって経過

を観察するだけの方法（あるいは、その結果を
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他の薬剤に関して過去に得られたデータと比較

するだけの方法）と比較すると、ランダム化し

たりプラセボを使用したりするほうが、より確

実な事実をあきらかにすることができる。実際、

今日の治験の大半がランダム化やプラセボ使用

によっているという意味で、これらの手法につ

いては今の医学研究の中核を担っていると述べ

ても過言ではない。

　事実の解明という目的からいえば優れている

と考えられる一方で、これらの手法はまた、被

験者の一部にたいしてとくに大きなリスクを強

いがちでもある。この点は、直観的には、ラン

ダム化比較試験やプラセボ対照試験の実施を計

画しているときの研究者（＝医師）の視点に

たって次のように考えると理解しやすい。

　いくつかの医学的介入について比較試験を計

画したり実施したりする研究者は、たいていそ

のうちどの介入が一番有効であるはずかについ

て見込みを持っている。（少なくとも計画を中

心的に担う研究者に関していえば、何らかの見

込みがなければそもそも実験を実施しようと思

わないだろう。）その場合、研究者の意図にそ

くしていえば、一部の患者に対して予め効果が

低いだろうと見込んだ治療をしている、という

ことになる。ランダム化比較試験やプラセボ対

照試験が被験者の権利や利益を特別に大きく損

なうように見えるのは、このために他ならない。

実際、この手法に関しては、研究者が医療者と

して自分の診ている患者に対し一般に有してい

るはずの治療上の義務に反する、という指摘も

なされてきた。医療者は、目のまえの患者に対

し、常に（あるいは少なくとも患者が拒否しな

いかぎり常に）自分が最善と信じる治療を施す

義務がある。ランダム化比較試験に自分が診て

いる患者を参加させる医師は、この義務に反し

ているのではないか、というのである7）。

　少し古くなるが、事例をひとつ、挙げておこ

う。1976年、北米で、乳がんの患者を三つの群

に分けるランダム化比較試験が計画された。94

の医療施設が協力して実施する大規模共同研究

である。各群の患者には温存術か、温存術と放

射線治療の組み合わせか、切除術かのいずれか

を受けてもらう。ところが、この研究は、思う

ように研究参加者を募ることができず、完遂が

危ぶまれる事態となった。のちに原因が調査さ

れた結果、実施施設の研究者たち（すべて医師

である）の多くは、自分の診ている乳がん患者

にたいし、試験の参加を促すことをためらって

いたことが判明した8）。

　具体的にいえば、多くの医師たちは、温存術

を施すことが患者の利益に反すると考えてい

た。いいかえれば、切除術のほうがおそらく優

れているだろうという見込みを持っていたので

ある。また、このため、患者に試験の内容を説

明する際、どちらの治療のほうが優れているか

は分からないと伝えることに抵抗を覚えてい

た。当時、切除術のほうが望ましいという見込

みを持っていた医師のひとりは、調査に答えて

次のように書いている。

乳房を不必要に切り取ったことを後悔する
のは、試験のせいで患者がひとり不必要に
亡くなるのを後悔することほど怖くない。
もしも部分切除術［＝温存術］の治癒率が
全部切除術より低かったら、治せたはずの
患者が死ぬかもしれないのだ。その責任は
だれが負うのか8）。

これはランダム化比較試験について直観的なレ

ベルで感得されうる倫理的な懸念をよく表現す

ることばだといってよいだろう。もちろん、選

択肢のひとつが、医学的な効果のある成分を含

まないプラセボである場合、同様のしかしもっ

と深刻な懸念が表明されうることは想像に難く

ない。

３．ベルモント・レポートの三原則

　医学研究は、被験者の権利や利益に対する深

刻な侵害につながるリスクがある。臨床試験を

計画する研究者や、研究計画を審査する倫理委

員会の委員は、被験者をそうしたリスクから守

ることを考えなければならない。事実の解明に

大きな価値があることはもちろんだが、その他

にも同時に考慮されなければならないことがあ

る。

　医学研究の倫理に関しては、国内外でこれま

でに多くの指針やガイドラインまた法律等の

ルールが作られてきた。国際的にとくに重要な
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ガイドラインとしては、ナチスの医師たちを裁

く軍事裁判の中で採択されたニュルンベルク綱

領、世界医師会のヘルシンキ宣言、国際医学団

体協議会（CIOMS）のガイドライン等を挙げ

ることができる9）。これらルールに示されてい

る原理や原則は、研究者や倫理委員会の委員が

（事実を解明することにある価値と合わせて同

時に）考慮しなければならない点をあきらかに

する内容のものとして理解できる。中でも、米

国の生物医学・行動研究における被験者保護の

ための国家委員会が1979年に公表したベルモン

ト・レポートは、もっとも抽象的なレベルで考

慮されなければならないポイントを三つに絞っ

て提示した。

　臨床試験において被験者の権利や利益が侵害

されるしかたは試験の内容によってさまざまで

ある。しかし仮にベルモント・レポートの考え

かたが正しいとすれば、三つというごく限られ

た数のポイントをチェックすることが、幅広い

範囲のケースについて試験の倫理的妥当性を評

価するためにいつでも有効である。

　以下では、ベルモント・レポートの三つの原

則（人格の尊重、善行、正義）の内容を簡潔に

紹介する10）。また、これらの原則に示されたポ

イントにそくして、ひとつ前の節までに見てき

た具体的な研究や、試験のタイプについて、倫

理的妥当性を実際に検討してみよう。あきらか

に非人道的と思われた戦中のケースは、精確に

いってどこが問題なのか。また、被験者の権利

侵害につながる大きなリスクを抱えるように見

えた現代の臨床試験の手法は、かりに実施が許

容できるとすれば、どのような点に配慮しなが

ら実施されるべきか。事例の検討をとおし、抽

象的な原理、原則を参照することの意義が具体

的に納得されるようにしておきたい。

　ベルモント・レポートの原則の第一は、「個

人が自律的な主体として扱われる」ことを要求

する人格の尊重（respect for persons）の原則

である。原則によれば、判断力を有する個人に

よる熟慮にもとづく意見や選択は、尊重されな

くてはならない。また、個人が考えて判断する

ために必要な情報が、当人に与えられるように

しなくてはならない。第二は、人の福利が守ら

れることを要求する善行（beneficence）の原則

である註1）。この原則の下では、個人の「利益

をできるかぎり大きくし、害はできるかぎり小

さくする」ことが求められる。第三は、正義

（justice）の原則である。この原則は、人々の

あいだで利益と負担の分配が公正、公平に行わ

れなければならないとする。

　三つの原則が表現する道徳規範はきわめて抽

象的なレベルにおけるものだが、ベルモント・

レポートはまた、医学研究を行う場面でこれら

の原則に従うということが意味することの内容

を、比較的具体的な手続きのレベルでも説明し

ている。まず、人格の尊重の原則に従うとは、

手続きレベルでいえば、被験者のインフォーム

ド・コンセントを適切なしかたで得ることを意

味する。

　次に、善行の原則から導かれるのは、研究の

計画段階において研究者や倫理委員会によるリ

スク・ベネフィット評価が注意深くなされてい

ることである。研究が人々の福利のうえにもた

らす害と利益の可能性は、慎重に同定されなけ

ればならない。研究にリスクはつきものである。

研究が正当化できるためには、リスクが「研究

の目的を達成するために避けられないところま

で小さく」されていることと、重大なリスクで

あってもそれを正当化するに足りる理由がある

と考えうることが必要だ。尚、この点に関して、

ベルモント・レポートは、被験者に及ぶリスク

が、「被験者の利益以外の利益」によって正当

化できる場合もありうるとしている。ここでい

う、被験者の利益以外の利益とは、具体的には

「個々の被験者の家族や、社会全体」の利益の

ことである。

　最後に、正義の原則は、被験者の選択とリク

ルートが公正になされることを要求する。たと

えば、「好みの患者だけをベネフィットの得ら

れそうな研究に参加させ、リスクのある研究に

は「気に入らない」患者だけを選ぶようなこと

は、してはならない」。過去のあきらかに非人

道的な医学研究では、人種的マイノリティや精

神障害者などの社会的弱者が多く搾取の対象と

なってきた。研究者は、そうしたことがおきな

いよう、立場の弱い人や利用しやすい人にばか

り負担が偏っていないか、注意して試験を計画

する必要がある。
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４．原則に照らして事例を検討する

　原則に立ち返って考察することの意義がよく

見えるよう、本稿の前半で見てきた具体的な事

例を、以上の原則に照らしながら評価、検討し

てみよう。

　731部隊の研究が倫理的に許容できないこと

は直観的にいってあきらかだが、それが許容で

きない理由は精確にいってどこにあるのか。ベ

ルモント・レポートの原則に照らしていえば、

それは、三つの原則のすべてに違反していた点

にある。731部隊がした研究は、あきらかに不

公正なしかたで選択された研究参加者を対象

に、インフォームド・コンセントを得ずに行わ

れた研究だった。また、研究参加者の福利に及

ぶ害の可能性をできるだけ小さくしようとする

努力がまったく見られない。さらに、リスクと

利益のバランスが取れているかの点に関して

も、およそ妥当であるとはみなしがたいだろう。

たしかに、前述のとおり、研究から得られる社

会的な利益があることは否定できない。しかし

だからといって、もともと健康に問題がない多

くの人々の命まで犠牲にすることが正当化でき

る（これほど大きい害を正当化するくらい大き

な利益がある）とは、思われないにちがいな

い。

　続けて、現代の医学研究も検討してみよう。

原理、原則にしたがって考えることの利点は、

さまざまなケースについて一貫したしかたで検

討を行えるということにある。まず、ファース

ト・イン・ヒューマンのタイプの研究からいえ

ば、上述のとおり、このタイプの研究には重大

なリスクが伴いうる。それでも正当化できるこ

とがあるとすれば、それはどのような場合か。

あるいは、正当化できるようにしたければ、ど

うすればよいか。

　まず、このタイプの研究のリスクは、たいて

いの場合、対策をとって小さくすることができ

る。たとえば、被験者は、対象疾患について他

の標準的治療をひととおり試したが効果の見ら

れなかった患者に限定する、といった対策であ

る。また、最初は少ない数の被験者に試しても

らうのもよいだろう。被験者の健康に害が生じ

た場合、すぐに報告されて研究を停止できるよ

うな仕組みを整えることも有効である。

　もちろん、対策してもリスクを完全になくす

ことは難しい。そこで次の問題は、残りのリス

クが、事実の解明という目的の達成にとって必

要最小限とみなせるていどまで小さくされてい

るか（目的を維持しつつそれ以上リスクを小さ

くすることはできないか）。また、この試験が

被験者や社会に与えうると予想できる利益は、

残りのリスクを正当化するほど大きいといえる

か。これらの点を確認することにある。これら

の問題をクリアできており、かつ、被験者が、

試験の内容について、当のリスクのことも含め、

十分な説明を受けたうえで参加に同意している

とすれば、ベルモント・レポートの人格の尊重

と善行の二原則には違反しない場合があると

いって差し支えないだろう。

　また、正義の原則に関していえば、今日の臨

床試験では、実施機関のホームページ等でその

ときどきに行われている試験の内容を公表し、

被験者を広く募るのが一般的である。試験の目

的に合わせて設定された基準を満たす人であれ

ば、だれでも参加することができる。同時に、

同意が得られない人を無理に参加させることは

しないように配慮する。こうした手続きがとら

れていれば、被験者の選定が恣意的になること

は避けられ、正義の原則にも違反しないとみな

せる場合はありうる。実際、ファースト・イ

ン・ヒューマンのタイプの研究が以上の点をク

リアしていて、そのためにベルモント・レポー

トの三原則に照らしても正当化できるといえる

場合を想像することは、難しくないだろう。

　ランダム化比較試験とプラセボ対照試験の場

合は、どうだろうか。ベルモント・レポートの

枠組みが正しいとすれば、ここでも確認しなけ

ればならないことは、①被験者が研究の内容を

十分に理解したうえで参加に同意しているか、

②研究で取り組まれているのが解決に値する重

要な問題であると同時に、被験者に及ぶリスク

は問題を解決するうえで必要最小限に抑えられ

ているか。また、研究から得られる利益と被験

者に及ぶリスクとの対比やバランスは適当か、

③被験者の選択は公平に行われているか、等の

点である。

　ランダム化やプラセボ使用もまた、上述のと

おり、被験者に特別なリスクを強いると考えう
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る。さてしかし、ベルモント・レポートの枠組

みの下では、試験を計画している研究者（医師）

が、個人的に、比較される複数の医学的介入

（薬品や手技等）のうちのどれかひとつについ

てだけ、他の介入やプラセボよりも効果が高い

という見込みを持っていることは、それ自体で

は、ランダム化やプラセボ使用を倫理的に許容

できないと断じる十分な理由にはならないとい

うべきだろう。一方では、ランダム化とプラセ

ボ使用はどちらも非常に信頼性の高い手法であ

る。これらの手法を用いなければあきらかにす

ることはできない事実がある。他方、これらの

手法にともなうリスクは、これらの手法の使用

を諦めなくても、あるていど軽減できるかもし

れない。重要な事実をあきらかにすることの利

益と、必要最小限度に抑えられたリスクとを比

較して、利益がリスクを正当化するくらい大き

いといえる場合はあるかもしれない。加えて、

被験者が当のリスクをよく理解したうえで参加

に同意しているなら、ベルモント・レポートの

諸原則には違反しない。

　以上の点について最後に一点、補足しておこ

う。ランダム化比較試験とプラセボ対照試験の

倫理的な正当化可能性とのかかわりでは、従来、

次の区別がよく重視されてきた。すなわち、比

較される複数の医学的介入の優劣について、

（ア）研究を実施する医師が個人的に見込みを

有していることと、（イ）医療専門家の共同体

の中ですでに合意が成立していることとのあい

だの区別である11，12，13），註2）。たとえば今、Ａと

Ｂの二種類の薬剤の優劣について、専門家のあ

いだにまだ合意が成立していない状況を考えよ

う。そこである医師がふたつの薬剤のランダム

化比較試験を計画した。この医師は、個人的に、

ＡのほうがＢよりも効果が高いことを確信して

いるとしよう。さて重要なことは、この場合、

Ｂの薬剤を投与される群のほうへランダムに割

り当てられた被験者について、その権利が侵害

されていると考えることは必ずしも妥当と思わ

れていない、という点にある。

　なぜか。理由はふたつある。まず、Ｂを投与

される患者のほうがＡを投与される患者よりも

大きなリスクに晒されているとみなすことには、

十分な証拠がないと考えうるからである11）。も

ちろん、試験を計画した医師は、Ａの薬剤のほ

うが有効であるにちがいないと思っている。し

かし、他の医療専門家たちの中には、Ｂのほう

が有効だと考えている人もいるかもしれない。

今はまだ、専門家集団の中で合意が成立するだ

けの証拠は存在していないのである。

　Ｂを投与される患者について、その権利が不

当に侵害されることになるとは必ずしも考えら

れていない理由は、もうひとつ別のしかたで述

べることもできる。くりかえせば、今想定して

いるのは、ＡとＢの優劣について専門家集団内

に合意がない状況である。したがって、ＡとＢ

の優劣をあきらかにすることを意図した当の臨

床試験にかんしては、科学的あるいは社会的に

価値のある試験だとみなすことができる14）。今、

仮に、対象疾患の種類などの理由から、ＡとＢ

の優劣があきらかになることによる社会の利益

がある程度大きいといえる場合を考えよう。こ

の場合、たとえＢの群の患者だけが特別なリス

クに晒されることを認めても、そのリスクは、

試験から期待できる社会的利益の大きさによっ

て正当化できると考えることができるかもしれ

ない。また、リスクがこの意味で正当化できな

いようなものでないのなら、それを強いること

は患者の権利の侵害には当たらない、と考えう

るかもしれない。（実際、ABの優劣について専

門家集団内に合意がないというだけでは、Ｂを

投与される患者について、特別なリスクを強い

ていないと常にみなすことができるとは考えに

くい。とくに問題になるのは、二群のうちの一

方がプラセボを投与される試験で、かつ、試験

薬の対象疾患にはすでに確立している治療法が

他に存在する場合（つまり、他の確立した治療

法があるにもかかわらず、試験薬をプラセボと

比較する場合）である。この場合、プラセボ群

にリスクがないと主張するのはいかにも難し

い14，15）。）

　ベルモント・レポートの枠組みにしたがえ

ば、公平に選択された被験者が個々に自律的主

体として尊重されている場合、被験者に及ぶリ

スクは、社会的な利益の大きさによって正当化

できる場合がある。したがって、ランダム化や

プラセボ使用は、たとえ被験者の一部に特別大

きなリスクを負わせるものとして理解されるべ
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きだとしても、あくまで正当化できる可能性が

ある。研究計画を審査する倫理委員会の委員の

視点にたっていえば、そこで重要なことはまず、

比較される薬剤等の優劣に関して専門家集団内

に合意が成立していない（十分な証拠が今のと

ころ存在しない）ことを確認することである。

また試験がこの状況を改善する見込みの大きさ

と、被験者が負うリスクとを天秤にかけること

である。また、被験者がリスクの内容を理解し

て参加の有無を決めることができるよう説明同

意文書の内容を注意して検めることも大切であ

る。

結　　語

　ベルモント・レポートは、医学研究者や倫理

委員会の委員が考慮するべき論点を、ごく抽象

的なレベルで三つに絞って提示した。戦中のあ

きらかに非人道的な試験から、現代の医学研究

の中核を担う試験のタイプまで、幅広いケース

について、倫理的に正当化できるかを評価する

ときには、三つの論点を押さえておくことが有

効である。

　尚、ベルモント・レポートによれば、幅広い

事例について倫理的に評価するうえで役立つ原

則は、三つの他にもある可能性がある10）。原則

を参照しながら研究計画の妥当性を評価するこ

との意義がいったん納得されたなら、具体的な

原則の数や内容については改めて検討する余地

もまだ残されているというべきかもしれない。

たとえば近年ではEJ. EmanuelとD. Wendlerと

C. Gradyが、より包括的な原則体系を提案して

いる。かれらは、臨床研究が倫理的であるとい

えるために満足していなければならない要件と

して、次の７つを挙げた。①社会的あるいは科

学的に価値があること、②厳密な方法で実施さ

れていること、③対象者が公正に選ばれている

こと、④期待される利益がリスクを上まわって

いること、⑤研究と利害関係を持たない第三者

による審査を受けてから実施されていること、

⑥対象者のインフォームド・コンセントを得て

いること、⑦研究が継続しているあいだ常に対

象者が敬意を持って扱われること、の７つであ

る16，17）。（かれらの原則は、ベルモント・レポー

トの三原則と比べると、手続き的なレベルによ

り近い。）Emanuelらによれば、これらの要件

は、稀な例外の可能性を除く大多数の研究につ

いて、それを満たしていれば研究が倫理的に正

当化できるといえるための十分条件を構成する

という17）。注目に値する重要な提案というべき

だろう。

　＊本論文に関連し、開示すべきCOI状態にある企業、

組織、団体はいずれもありません。

註１． Principle of Beneficenceには定訳と呼べるものが
ない。恩恵原則、与益原則など他にもいくつかの
訳語が存在する。

註２． B. Freedmanは、ランダム化比較試験で比較され
る複数の医学的介入に関し、試験を実施する医師
が個人的に優劣つかないと考えていることを理論
的均衡（theoretical equipoise）、医療専門家集団
の中でそう考えられていることを臨床的均衡

（clinical equipoise）と呼び分けている11）。
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Principles of research ethics:  
how to apply them to concrete cases

Hitoshi ARIMA

Yokohama City University, Kanagawa

 The purpose of this paper is to confirm the importance of referring to the principles of research 

ethics in evaluating clinical research protocols. The Belmont Report of the US National Commis-

sion (1979) proposes three principles: respect of autonomy, beneficence, and justice. I shall apply 

the principles to a few concrete cases of medical research, including some taken from the  

historical examples that first incurred people’s attention to the issues of research ethics, and 

other, current types of protocols whose moral status is often debated today. I shall discuss each of 

these cases by seeing whether it complies with the three principles, or how its details should be 

modified to achieve compliance. The discussion will demonstrate how abstract principles provide 

a coherent perspective that helps in reviewing a wide range of research designs.

Key Words : randomized controlled trials,  research ethics,  three principles of the Belmont Report




