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書評

飯島祥彦 著
『医療における公共的決定―ガイドラインという制度の条件と可能性』

（信山社，2016年）

佐藤 智晶＊

Ⅰ はじめに

本書は，医療現場の職業倫理問題に関して，ガ

イドラインが実効的に機能するための適合性条件

を解明しようとするもので，ガイドラインの評価

指標を具体化した点で大きな意義がある。医療現

場と法の世界を知り，実務で得られた経験や知見

を駆使して両方の世界を架橋しようとする著者

は，本書のテーマを扱うのに適任な研究者の1人

である。医療現場の職業倫理問題に関するガイド

ラインの策定を真正面から取り上げる先行研究

は，ほぼ皆無に近い。医療現場におけるガイドラ

インへの期待や需要が高まっている今日，本書が

果たしうる役割は大きいものと思われる。

本書では，結論として以下3つの適合性条件が

挙げられている。第1に，問題が公共的な問題で

あることを前提として，患者と医師の間で協働す

る関係を構築するために適合的な環境を作出する

ガイドラインであること。第2に，ガイドライン

でこの目的に適うように一義化した行為指針およ

び手続きを定式化していること。第3に，法，制度

的な制約，適正な利潤等，公私のさまざまな利害

を調整し，法や経済的制約を踏まえた上で，医師

にとって具体的な行為指針を提示するガイドライ

ンであること。このように，医療現場の職業倫理

問題に関して，ガイドラインが実効的に機能する

かどうかを基準とする適合性条件は，いわば，「ガ

イドライン策定のためのガイドライン」（a

guidance for making guidances）を示したものとも

考えられる。医療現場の職業倫理問題に限定され

てはいるものの，その都度，現場の事情を酌んで

場当たり的に策定されがちなガイドラインの評価

指標を具体化した功績は大きいだろう。

本書は，序章を含めて全5章から構成されてい

る。序章は導入，第1章は医療現場の職業倫理問

題に対する制度的対応としてのガイドライン，第

2章はケーススタディとして医師の法的責任に関

する分析，第3章はガイドラインに要求される適

合性条件，第4章はガイドライン試論にそれぞれ

あてられている。以下，本書の概要を章ごとに示

す。

Ⅱ 本書の概要

（1） 第1章

第1章では，医療現場の職業倫理問題に対する

制度的対応として，法，倫理委員会の決定，ガイ

ドラインの中で特にガイドラインの有望さについ

て説明されている。迅速かつ柔軟に対応すること

ができるために，ガイドラインが制度的対応とし

て最も期待できるという。著者によれば，医療現

場における職業倫理問題は法的な解決，特に立法

による解決には馴染みにくい。各人が重視する利

益や価値を調整して意見の一致をみることは容易

ではなく，どちらがベターな利益や価値かという

道徳的核心を見出すことも困難だという。また，

米国と比べてわが国では裁判所の関与が限定的で

あることから，立法だけでなく裁判での解決も期

待しにくい。倫理委員会については，適切な審査
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を実施しうるだけの質が保証されているとはいい

がたく，迅速に審議し決定することができるだけ

の体制基盤も乏しいという。しかも，裁判所はも

ちろん医療機関の執行部さえ倫理委員会の決定を

尊重しない傾向にあることから，主たる制度的対

応にはなり得ない，というのが著者の指摘であ

る。

著者は，ガイドラインについて，策定主体の政

治・社会的影響力の強弱，統一的合意形成の程度

によって行政機関が策定したもの，全国規模の職

能団体である学会と日本医師会が策定したもの，

そして各医療機関が策定したもの，というように

3つに分類している。そして，扱われる事項に応

じて，例えば，法律で規律されている事項かどう

かや，全国統一的な取り扱いが必要かどうかを考

慮して，使われるガイドラインが選択される必要

があると説く。例えば，終末期の延命治療の中

止・差し控えは，第1または第2のガイドラインが

選択されやすく，逆に，宗教的信条を理由とする

輸血拒否の場面における無輸血治療の治療費の費

用負担や，非親族間の生体臓器移植の実施につい

ては，第3のガイドラインが選択されやすいこと

になる。

著者は，ガイドラインには現行法に抵触せず，

また法規範が明示していない事項について規範と

して明確にすることが求められる，と指摘してい

る。ガイドラインでは，医師が自分の職業に誇り

を持って診療に専念できるような行為指針を提示

しなければならない。そして，ガイドラインを遵

守して診療を行ったせいで，医師が刑法などの法

規範に抵触して法的責任を負う結果にならないよ

うにすることが求められている，という。

（2） 第2章

第2章では，職業倫理問題の具体的な事例とし

て宗教的信条からの輸血拒否，終末期の延命治療

の中止・差控え，生体臓器移植の3類型を取り上げ

て，医師の法的責任について分析されている。本

章では，ガイドラインが医療現場で有効に機能す

る適合性条件を検討する予備的作業として，職業

倫理問題に係る関連法の内容および解釈に加え

て，国内外の判例，関係法令，学説が整理された。

そして，医療水準にある医療を提供する生体臓器

移植と，「死に向かうこと」を容認する治療では医

師の法的リスクが決定的に異なることが示されて

いる。すなわち，宗教的信条を理由とする輸血拒

否および終末期の延命治療の中止・差控えの場

合，患者の生命を救う，ないし延命の可能性があ

るのに，結果的に医師がそのような治療方法をと

らないことになるため，医師の法的リスクに対応

することが不可欠であるという。

（3） 第3章

第3章では，ガイドラインが医療現場で実効的

に機能するための適合性条件が示されている。第

2章で指摘されていたように，著者が問題視して

いるのは，法的リスクである。医療現場で実効的

に機能するガイドラインは，患者の利益となる治

療を導入でき，法的リスクに対応できる必要があ

るが，どのような価値を重視して行為指針を提示

しておけばよいのか。著者は，患者と医師が協働

して，患者のために最善となる治療方針を決定で

きるようにする配慮が求められるという。そし

て，医療機関が策定するガイドラインを念頭に置

いて，ガイドライン策定にあたって外部の第三者

（一般市民や医学分野以外の専門家）を過半数以

上とし，運用経験を重ねて運用結果を公表すると

ともに，意見公募によるガイドラインの改訂と運

用見直しをすることが，職業社会問題の社会的コ

ンセンサスの形成にとって重要だと説く。また，

ガイドラインの策定手続きについても言及し，患

者の利益や権利の保護を確保するために，医療に

おける公正の確保と，策定方法や手続き過程の透

明化を図ることが重要である，と指摘している。

具体的な手続きとして，アンケートや患者団体の

意見を反映させた学際的かつ明確なガイドライン

原案の作成，倫理委員会等での審議，承認後の公

開と第三者機関による評価，ガイドラインの内外

への周知，定期的な改訂が挙げられている。

著者は，ガイドラインが法規制や経済的制約等

を踏まえた上で，実現すべき公共的枠組みを見据

えて，それを実現しうる規範体系のサブシステム
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として，医師としての具体的な行為指針を提示し

うる倫理規範体系を構築しなければならないとい

う。そして，その大前提となるのがガイドライン

の適合性条件であり，著者によれば，次の2つの機

能が要請されている。1つは，医師の法的リスク

への対応という私益と患者の利害尊重という公益

を調整する機能である。もう1つは，公共性を基

盤に公私の利害（医療に求められる公益と医師個

人の経済的利益，医療機関の経済的利益，医療資

源の配分からの制約等）を調整する機能である。

（4） 第4章

第4章では，医療現場の職業倫理問題に関する

ガイドライン試論として，宗教的信条を理由とす

る輸血拒否と終末期治療の中止・差控えに関する

ガイドラインのモデルが提示されている。著者

は，モデルを提示した後に，ガイドラインの公共

的意義についてわざわざ言及している。すなわ

ち，医療現場の職業倫理問題には「法の空白」が

あり，これをいかに公共的に決定できるようにす

るかが問題の根幹であるとした上で，ガイドライ

ンには法の空白を埋める行為規範として機能する

ことが要請される，というのである。そして，ガ

イドラインが法の空白を埋める規範として機能す

るためには，警察・検察当局が動く理由を見つけ

られないほどの強い公共性を具備しなければなら

ず，これこそがガイドラインの適合性条件であ

る，とまとめている。

Ⅲ 本書の意義

ガイドラインが実効的に機能するための適合性

条件は，医療現場の職業倫理問題に関しても，そ

れ以外の問題についても，これまで所与のものと

してそれほど注目を集めてこなかった。ガイドラ

インは法令自体ではないから，ガイドラインを遵

守しても，ガイドラインに違反しても，それだけ

で法律効果が生まれるわけではない，という点だ

けが強調されてきたからである。これにより，ガ

イドライン，特に行政機関が策定したものについ

てはどのような形で策定されても，内容にかかわ

らず一応遵守しておこう，という消極的な対応が

蔓延している感がある。本書は，医療現場の職業

倫理問題に限定してではあるが，このような状況

に一石を投じるものである。

あえて端的にまとめると，ガイドラインが実効

的に機能するための適合性条件は，策定手続きと

具体的内容においてガイドラインが法令のような

性質を帯びること，である。ガイドラインが法令

のような性質を帯びたものとして認められるかど

うかは，最終的には司法によって判断されること

になる（司法の世界に巻き込まれない，という形

でも判断されうるだろう）。今後，本書を参照し

て策定されたガイドラインが裁判所や社会全般に

おいてどのような取り扱いを受けるのか，目が離

せない。

ガイドラインの1つ，アメリカ医師会倫理規定

（American Medical Association Code of Ethics）に

ついては，内容の具体性，社会的な期待との一致，

専門家を転換点に導き，新しい専門家と社会との

合意を不可逆にする機能の3つが，規定を実効的

なものにする，と考えられてきた〔レフラー

（2005年），pp.114-115〕。具体的なルールのように

起草すればするほど，その規定の適用範囲が明確

になるうえ，規定の解釈と遵守も容易になるとい

う。また，守秘義務に関する規定のように，医師

の伝統に深く根ざしていると同時に，プライバ

シーという価値に対する社会の高い評価にも基づ

いている場合にも，規定は実効的になる。さら

に，例えば，正直さや誠実さが医療過誤の賠償責

任を軽減するというような調査結果と結びつくこ

とにより，正直さや誠実さを要求する倫理規定が

医療専門家の慣行を大きく変化させ，そのような

原則が堅固になるにつれて，社会的な期待も高ま

るというのである。このような分析は，本書の指

摘と非常に重なりうると思われる。

また，アメリカ医師会倫理規定の中には，強制

力を有するルール（enforceable rules），説得力を

有する指針（persuasive guidelines），教育上の手

段，目標の表明，そして意義の乏しい言辞がある

とされる〔レフラー（2005年），pp.100-102〕。本書

の関心から重要なのは，強制力を有するルール
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と，説得力を有する指針である。裁判所，行政機

関，資格付与と懲戒を行う機関によって，義務的

かつ明確なルールとして扱われるものが，強制力

を有するルールである。他方，裁判所等がそのま

ま「法」として扱うよりも，1つの証拠として考慮

する規定が，説得力を有する指針である。どのよ

うな策定手続きで，どのような内容ならば，強制

力を有するルールや，説得力を有する指針になる

のか，という研究はない。しかしながら，少なく

とも内容が具体的で，社会的な期待と一致し，専

門家を転換点に導き，新しい専門家と社会との合

意を不可逆にするような内容の規定は，実効的な

ものとなりうる。

強い公共性を具備した，言い換えれば，法令の

ような性質を帯びたガイドラインが患者や一般市

民からどのように理解されるのか，そして医師や

医療機関にとって改訂を経なくても医療を改善し

続けるインセンティブを与え続けられるのだろう

か，という問題は，本書で残されているように思

われる。例えば，法的リスクに対応するためにガ

イドラインの策定と実施に注力する結果として，

ガイドラインの改訂の機会まで実務を是正する機

会が奪われてしまうおそれがある1)。もっとも，

このような懸念はすべて，可能性の話でしかな

い。本書に示された適合性条件を満たしたガイド

ラインについては，このような懸念は不要かもし

れない。今後の実証研究に期待したい。

Ⅳ おわりに

本書が投じた一石は，医療現場の職業倫理問題

を離れてより一般的に影響を及ぼしうる。すなわ

ち，医療現場の職業倫理問題以外でも，「ガイドラ

イン策定のためのガイドライン」への期待は大き

いように思われる。例えば，行政機関は，政権与

党の支援と監督の下，法令で対応するか，ガイド

ライン（最近は「ガイダンス」と呼ばれることも

ある）で対応するかという選択肢を持っており，

策定のタイミング，具体的な内容，制裁の有無や

強制力の程度をすべて実質的に支配できる。その

ため，規制の透明性や予見可能性は，極めて乏し

い状況が続いてきた。本書の示すような崇高なガ

イドラインは，必ずしもすぐに，行政機関で生み

出されるわけではないだろう。行政府や立法府

は，場当たり的にガイドラインを活用できる世界

を望ましいとさえ考えるかもしれない。さらに，

全国規模の職能団体である学会と日本医師会や，

医療機関で生み出すのも，それほど簡単ではない

はずである。しかしながら，司法部は真摯に，「強

い公共性を具備した」ガイドラインをルールとし

て採用したり，証拠の1つとして積極的に活用す

る可能性がある。策定の段階から，法令のような

性質をガイドラインに希求することが望ましいか

どうかはともかく，結果としてより公共性を具備

したガイドラインの中には，司法部を中心として

社会に支持されるものが出てくるかもしれない。
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