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臨床試験の研究対象者の経験に関する現象学的研究 

―3つの臨床試験に参加した女性の語りから― 

京都大学医学部附属病院 倫理支援部 北尾良太(倫理委員会事務局特定職員,看護師) 

 

1．臨床試験とその研究対象者に起こる問題：本研究の背景 

 臨床研究は、最近では特に新型コロナウイルスに関連するワクチンや、治療薬開発等の

報道を通して身近になってきており、全世界の人々がその進捗に期待を寄せている。臨床研

究とは、人類の健康や疾病についての人を対象とした体系的な研究であり(Grady, 

2012/2016）、その疾患をもった人を研究対象者としており、その中でも特に、その試験治療

を試す(介入する)ようなデザイン(以下「臨床試験」「治験」と呼ぶ)によって得られた結果

を、最も強い科学的根拠とみなしている。実際に、研究のターゲットとなる疾患を持ってい

る人は、初めから研究対象者になるわけではなく、「患者として治療」を受けに医療機関に

来院し、その時に主治医から、新しい治療法があるからと、臨床研究への参加を勧められる。

しかし厳密には、それは「新しい治療法」ではなく、「新しい治療法になるかもしれない試

験」であり、勧められたその人にとっての試験でもない。臨床研究は、「将来の患者のため

の治療法になるかもしれない試験」なのであるが、人々は「私の病気が治るための新しい治

療」と思い、医療者や研究者は「目の前の‛この人'の病気が治る新しい治療法」という希望

的観測を少なからずもっていることが多い。こうなると、研究参加後の結果、つまり自身の

もつ病気の効果反応が芳しくなかったり、よからぬ有害事象が起こって、後遺障害や死亡に

至ってしまったりする場合、研究成果としては、将来の患者にとっての安全性や有効性を評

価する上で大きな貢献を果たすが、当人にとっては、それなりのダメージを受けて臨床研究

が終わってしまい、落胆と苦悩を伴うことがある。このような状況は、「治療との誤解

(Therapeutic Misconception)」(Appelbaum, Roth & Lidz 1982)と言われ、人対象研究の倫

理原則の中でも「被験者保護」(The National Commission for the Protection of Human 

Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979/2001; 松井, 2013) や「人格の

尊重」(同)といったことを議論する上で重要な概念となっている。他方近年では、難治性疾

患や難病疾患といった、希少疾患患者に対する遺伝子治療や再生医療に関する研究におい

て、むしろそれが「実験的な治療」という側面もあることを認める動きもある。特に再生医

療は、目の前の患者の治療でもあり、将来患者となる人たちのための研究でもあるという要

素をこめつつ、その介入成果を積み上げていくような法整備がなされている。 

 いずれにおいても、研究対象者となる患者や家族は、研究の実験台になる不安とともに、

自身の病気が治ることに期待する気持ちを少なからずもっている。演者はかつて、臨床看護

師時代に治験コーディネーターとして、このような不安と期待をもって研究対象者となっ

た患者やその家族とかかわってきた。ある治験では、研究対象者の患者が死亡し、遺族が「こ

んなはずではなかった」と、関係者らと激しく対立するという経験もした。演者は、臨床試

験のリスクから研究対象者やその家族を守れなかった反省から、我々研究者・研究支援者・

医療者は、彼らにとっての保護者になりえているのか、という疑問が沸き起こってきた。過

去の研究倫理や研究対象者に関する研究では、臨床研究開始後の継続的なインフォームド・

コンセント(IC)の推奨や、一般市民に対する臨床研究の知識の啓蒙と、その理解による参加
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への啓発など、様々な活動が行われていることが分かってきた。しかし、これらが解決の終

着ではなく、ひとりの人のための治療の倫理と、将来の人々のため(に一人が犠牲になる事)

の研究の倫理は、常に矛盾する部分を抱えている。人類と医学・医療の歴史が続く限り、そ

の両者の間の均衡問題は、問い続けなければならない永遠の課題と考える。 

 他方で見方を少し変えてみると、我々が「研究対象者は保護すべき人」と捉えて、既存の

法律や指針を遵守して研究を実施することは、その理念や内容を知らない研究対象者・患者

側にとって、初めから「(私は)守られている」と分かって研究参加するわけではないことに

も気づく。そう考えると我々は、遵守すべきと認識している法律や指針の理念、つまり被験

者保護や人格の尊重という概念枠組みを一旦脇において、それを全く知らない研究対象者

が、臨床研究で経験している事柄を、ありのままに捉え直す必要がある。この「当事者の立

場から経験されていること」が明らかになってくると、何をもって「人格の尊重」たりうる

のか、また、彼ら自身が「(私は)尊重されている」と感じられるような「被験者保護」のあ

り方やケアが、今よりも明確になってくるのではないかと考える。 

 

2.現象学的アプローチによる研究対象者経験者へのインタビュー：研究方法 

 そこで本研究は、臨床試験(治験)で研究対象者となった人たちにインタビューし、彼らか

ら見た臨床試験(治験)の経験と、その意味の記述を目的とする調査を実施した。研究計画は、

東京都立大学大学院研究安全倫理審査委員会(承認番号 18047)及び協力医療機関の倫理審

査委員会(同 2019-1057)の審査を受け、各施設長から承認を得て実施した。本研究の参加者

は 11名で、研究者(演者)は彼らから文書による ICを取得した上でインタビューに臨んだ。 

 インタビューでは、対話形式の非構成的なスタイルで実施した。これは、Merleau-

Ponty(1945/1974)の著書「知覚の現象学」で述べている、対話が織りなす意味(p.219-220)

を視座にすえている。具体的には、聞き手(演者)がまず「臨床試験(治験)に研究対象者とし

て参加した時の経験を話してください」と質問し、以降は、質問や応答の繰り返しで都度あ

らわれてくるテーマや、語り手の関心事に沿って対話を展開した。聞き手が話し手の経験の

語りを、聞き手だけの解釈に閉じないように、例えば「私は○○と思うがなぜあなたはそう

考えるのか」と言うように、聞き手自身の先入見を、さまざまな表現で話し手に開示してい

った。さらに話し手がそれに応答し、その応答がさらに聞き手の先入見を溶かして語り手と

ある「共通の地盤」(Merleau-Ponty,1945/1974)、つまり共通の理解を形成することで、話

し手の経験した世界を共にするような対話(Thomas & Pollio, 2002/2006)(西村, 2002, 

2003）を目指した。この対話によって、参加者の経験の語りは、当事者自身も無自覚であっ

た経験の本質に迫る、他者にも共有できる現象として「開かれた」ものになっていった。 

 

 本発表では、参加者のうちサキエさん(仮名・60 歳代・女性)とのインタビューを紹介す

る。彼女は、これまでに①夜間頻尿、②便秘症、そして片頭痛それぞれの治験の研究対象者

経験があり、いずれも治験等の研究対象者を募集するインターネットサイトで見つけ自ら

応募し参加している。彼女は、周囲の知り合いから勧められ、自身の症状が病院へ行くほど

でもない程度だったので、『まあやってみるか』という感覚で研究対象者をはじめたと言う。

本発表ではこのうち、①夜間頻尿治療薬の治験経験の語りと②便秘症改善薬の治験で経験
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した、大腸内視鏡検査での出来事を語っている 2つの場面を紹介する。 

 

3.-① 今思い起こせば私の任務だった～研究対象者を続けられた経験：結果 

 サキエさんの夜間頻尿治験の時の経験は、試験薬自体の効果は感じなかったものの、別の

ところで研究参加の意義を感じていたと語っている。以下の語りは、当時の関係者たちの

「雰囲気」が、その後で経験した便秘症改善薬の治験の時よりもよかったから、参加期間満

了まで研究対象者としての役割を続けられたと強調している場面である。 

   

 サキエ: 先生によって、というか、そのね、…私 1回、〇〇大学病院で便秘（の臨床

試験）みたいなのをやったときに、…（略）…なんか私の印象なんですけど、先生た

ちが、この治験に乗り気でないけど、参加してやってんだみたいな程度の雰囲気に私

には感じたんです。…（略）…でもその頻尿(試験の時)の先生は、すごい感じも良く

って、まあ変な話、私には効いてないけど、…全然抵抗がないっていうか、最後のほ

うは自分に効くっていうよりも、（日誌に排尿の）回数とか書くのを私の使命ぐらい

な気持ちで、…なんかちゃんとつけようっていう気持ちになれたというか、なんか感

じでしたね。 

  R  : あっ、サキエさんが。 

 サキエ: はい。そんななんか、やっぱり周りのその先生とかコーディネーターの方とか

の印象で、だいぶその感じが変わったっていう、今思い起こせばありましたね、その

効く、効かないというよりも、なんか。 

 R  : あー面白い。そうか、そのだから、途中からこう、もうやっぱこれは薬は飲むこ

と、それから日誌をつけることは、なんかこう…。 

 サキエ: 私の任務だ、みたいな。 

（サキエさんインタビュー逐語録 p.11-20～p.12-15より抜粋） 

 

 サキエさんは、当時の夜間頻尿治験の担当医の態度からくる印象の良さが、その後に参加

した便秘症治験の担当医の態度と比べて、試験薬の効果が感じられなくても、研究対象者と

しての役割を続けようと思っていたと語っている。しかし当時の彼女は、「医療者の印象の

違いによる自身のモチベーションの違い」という背景があった上で、夜間頻尿治験の参加に

『使命感』を感じていたわけではない。また便秘症の治験で参加した時の、担当医の意欲の

低さに見た「印象」も、今このインタビューという機会を与えられたことによって、夜間頻

尿治験で関わった医療関係者とは明らかに違う『雰囲気に私は感じた』『印象』をもった経

験として語られている。彼女は、研究対象者経験を重ねてきた結果、それらを振り返る機会

となった『今思い起こせば』というこの時だからこそ、印象の違うそれぞれの研究対象者経

験を対比して語れるのであり、医療者の雰囲気という感覚的な経験による影響の大きさが、

聞き手の方にも、よりリアルに伝わってくる語りとなってあらわれていたのである。 

 

3.-②治験ってこういう感じ？って一瞬思った、その時は～大腸内視鏡検査で血圧が下がっ

た経験：結果 
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 サキエさんは、次の便秘症改善薬の治験では、ある大学病院で行った大腸内視鏡検査の経

験が『すっごい大変』だったと語っている。サキエさんの血圧が低下していくにもかかわら

ず検査を進める医師や、フォローがフォローになっていなかった先輩医師らの態度は、彼女

にとって『感じがよくなかった』と言う表現で経験されている。しかし彼女は、その試験薬

が『結構効いたような気がした』から、『嫌だけど途中で辞めるのも大人げないから参加を

続けよう』と思ったそうである。以下はその続きの語りである。 

 

 サキエ: だからなんかその時は、これ治験だからこういう対応？って正直思って、あっ、

治験の対応だからこんなものなの？ってなんか思ったんですけど、…(略)…あっ、治

験ってなんかこういう目に遭うんだみたいなことを少し思った気がしました。 

  R  : あー。 

 サキエ: なんかこれ、例えば私がこう、普通に一患者として、大腸ファイバー（を受

ける立場）だったら、患者さんも怒るだろうし。でもなんかこう治験って分かってる

から、「これ治験だよね？」って最初に先生も入ってきたし。だから治験だから、な

んかこの人もお金もらって来てるんだろ？って位な体（「てい」）のことにしか私は感

じなくて。なんかこう、あっ、治験ってこういう感じなのかな？って一瞬思った気が

しました、その時は。 

  R  : うーん、うんうんうんうん。 

 サキエ: 患者として見てないというか、なんかそういう印象がその、あのー、その検

査に関してはありました。 

(ｐ.18-40～p.19-10） 

 

 ここでサキエさんが語る『普通に一患者として、大腸ファイバー(内視鏡)だったら、患者

さんも怒るだろうし』という言葉からは、彼女にとって治験に参加する人は、普通の患者で

はない、一般的な病気を持つ人という枠組みにはあてはまらない人と、理解していたことが

分かる。それはサキエさんが『本当に病気だったら病院へ行く』(p.26-17)と他で語ってい

ることからも明らかだ。また彼女は、医療者に対しても『治験って分かってるから』と語っ

ている。それは『これ治験だよね』といって診察室へ入ってきた医師の言葉を聞いたサキエ

さんが、治療とは区別された扱われ方がこれから行われる、と感じたことからも、そのよう

に理解したと読み取れる。その上で、彼女が担当医のことを『面倒くさ』そうにふるまって

いる『感じ』でみていたのは、医療者たちが自分(治験の研究対象者)のことを、『お金をも

らって』身体を提供する人、すなわち、医者としての使命の対象ではないと思っている、と

‛感じられる'場面に遭遇したことが背景にあった。これらの経験から、サキエさんは、「治

験を面倒くさく思っている人」以外に目の前の担当医を印象付けるものがなかった、という

のである。このように「感じ」や「印象」で語られる、血圧低下した検査場面から始まった

一連の経験は、『治験ってこういう感じなのか、と一瞬思った、その時は』と、『一瞬思った』

『その時』のことですらも、今なおインタビューで語れるくらい、強く肌身に感じた治験の

経験の事実として、彼女にそう語られていた。 
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4．サキエさんとのインタビューから見えてくる現象学的「時間性」と「主観性」：考察 

 今回紹介したサキエさんは、3回の治験参加経験を時系列順に語っていきながらも、1回

目の試験参加でよいと感じた経験談を、次の 2 回目の試験参加の経験で感じたことを踏ま

えながら、それと比較して語っている。言い換えると、1 回目の夜間頻尿試験の経験は、2

回目の便秘症試験の参加によって、治療と区別して扱われることの疎外感を感じたこと、さ

らに片頭痛治験に参加した経験を経て、今インタビューの場において、今現在の言葉で意味

づけて語るという構造になっている。Merleau-Ponty(1945/1974)は、『私にとって過去とな

ったものも、私にとって未来にあるものも、世界のうちに現在している』(p.308)と言う。

つまり、人は過去の経験や未来の予測を語る時、過去に起こった出来事や未来に起こるだろ

う出来事その通りに、間違うことなく再現して語るわけではない。当人たちにとっては、か

つて経験した 1回目の試験参加の出来事を、当人がそれを振り返って語ろうとしている‛そ

の今(現在)思ったこと'こそが、常に研究対象者経験の‛1 回目'として存在しているという

のである。従って、彼女にとっての研究対象者経験の 1回目とは、2回目(や 3回目)の経験

も含めて意味づけられたひとまとまりとなって、今現れてきた 1回目の『よかった』経験な

のだ。 

 このように、1回目の『よかったと感じた』ことや、2回目の『こんなもの(疎外感)と感

じた』経験は、一般的に臨床研究では、いわゆる主観的で再現性のないものとして扱われ、

研究結果の根拠として扱うには、一般化できないものとされてしまう。しかし、ここでサキ

エさんが語ったことは、いわゆる純粋な主観的観測の話ではなく、聴き手(演者)と共有する

ある主題をもった経験が、「お互いの理解を開示しあう」開かれた対話を通してその意味を

捉え直していた。さらにそれが繰り返されて、やがてまた新たな経験の意味が統一されてく

る。このような主観性のもつ意味の更新こそ Merleau-Pontyは「合理性がある」といい、根

拠のあることとして確信できるといっている。彼女が感じた 2回目の『いやな』研究対象者

経験も、担当医やサキエさん自身が、研究を治療と誤解せず、区別して認識していたからこ

そ感じた疎外感であり、これは演者がもっていた「治療と研究は区別されるべき」という、

既存の認識にはなかった当事者経験であった。ここで聴き手は、彼女の経験してきた‛世界

'を、インタビューや分析記述の段階で共有し、自身の過去の経験の意味を更新した。「研究

対象者の人格は、治療と誤解していなくても傷つくことがあったり、また対象者は治療との

誤解とは関係ないところで、研究に参加しようという意思をもつ場合がある」という聞き手

の理解の更新は、話し手ひとりの主観的な経験から離れて、ある「統一」(一般化・普遍

化)(Merleau-Ponty,1945/1974)に向かい始めている証しともいえるだろう。 

  

5.対話的なかかわりによる研究対象者経験者の苦悩を乗り越える可能性：まとめ 

 以上のことから、研究対象者は、参加当時に不快や苦痛と感じた経験に対して、その後、

その経験の意味を更新する可能性があると考える。サキエさんはインタビューの最後に、

『こういった治験に参加することもすべて健康だからこそできている。本当に深刻な病気

だったら治験などせずに病院へ行く』と語っていた。この発言の内容自体の議論はさておき、

このような対話的なアプローチは、自身の過去の経験への意味を現在において捉え直し、試

験治療を経験したその後の生活や人生をいかに過ごすのか、試験治療を受けた後の彼らの
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幸福度を見る上でも重要なかかわりになると考える。研究対象者一人ひとりは、研究のリス

クから守られるべき存在の前に、ひとりの自律した研究対象者ともいえる。臨床研究は、

様々なリスクから彼らの身体機能の維持を、できる限り保護するとともに、彼らの身体反応

を客観的にみるだけでなく、彼らが人として経験している事柄にももっと目を向け、敬意を

もってかかわり見守り続けることが、人格を尊重する行為につながってくるのではないか

と考える。そしてそれは、本研究で行われた、お互いの先入見を開示するような対話によっ

て見出すことができ、さらに、この開かれた対話を継続していくと、有害事象によって後悔

や苦悩に苛まされる患者や家族らは特に、自らの経験の意味を自らの力で更新させて、その

後の自身の生活や人生の道を切り拓いていくのではないかと考えるのである。 

 

※本発表は、東京都立大学大学院人間健康科学研究科看護科学域博士論文を加筆修正したものである。ま

た、2019 年度中西睦子看護学研究先端的研究資金及び 2020年度日本看護研究学会研究奨励奨学金を得て

実施した研究に基づいている。本研究において発表者との利益相反関係はありません。 

【文献】 

Appelbaum, P. S., Roth, L. H., & Lidz, C. (1982). The therapeutic misconception: informed consent 

in psychiatric research. International journal of law and psychiatry, 5(3-4). 319-329. 

Grady, C. (2012). Ethical Principles in Clinical Research, In Gallin, J.I. & Ognibene, F. P. 

(Eds.), PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL RESEARCH Third edition, New York: Elsevier Inc. 

(グレイディ, C. 奈良江梨子・清水千佳子 (訳)(2016), 臨床研究における倫理的原則, 藤原康弘(監

訳), 井原裕夫(監修), NIH 臨床研究の基本と実際 原書第 3版, 19-31, 丸善出版) 

松井健志 (2013) 臨床研究の倫理 (研究倫理) についての基本的考え方. 医学のあゆみ,246(8),529-534. 

Merleau-Ponty, M. (1945), Phénoménology de la Perception, Paris: Editions Gallimard(メルロ=ポ

ンティ, M., 竹内芳郎, 小木貞孝(訳) (1967), 知覚の現象学 1, みすず書房) 

Merleau-Ponty, M. (1945), Phénoménology de la Perception, Paris: Editions Gallimard(メルロ=ポ

ンティ, M., 竹内芳郎, 木田元, 宮本忠雄(訳) (1974), 知覚の現象学 2, みすず書房) 

西村ユミ(2002)看護経験を探求する方法論に関する一考察:対話式のインタビューに注目して.日本赤十字

看護大学紀要, 16, 1-9. 

西村ユミ. (2003). 看護経験のアクチュアリティを探求する対話式インタビュー (焦点 質的アプローチ

が変える臨床研究). 看護研究, 36(5), 385-397. 

The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research. (1979). THE BELMONT REPORT Office of the Secretary Ethical Principles and Guidelines 

for the Protection of Human Subjects of Research April 18, 1979. (津谷喜一郎・光石忠敬・栗原

千絵子 (訳) (2001), 長官官房 研究における被験者保護のための倫理原則とガイドライン 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 1979 年 4 月 18 日, 臨床評価（Clinical 

Evaluation）, 28(3), 559-68.) 

Thomas, S. P., & Pollio, H. R. (2002). Listening to patients: A phenomenological approach to 

nursing research and practice. Springer Publishing Company. (サンドラ・P・トーマス & ハワ

ード・R・ポリオ.川原由佳里監修. (2006). 患者の声を聴く―現象学的アプローチによる看護の研究

と実践. エルゼビア・ジャパン. 東京.) 


