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犠牲を伴う移植医療 

 

－小児脳死臓器移植をめぐる諸問題とケア論に向けての一考察－ 

                                    

 

冲 永 隆 子 

 

 「生命倫理学がホロコーストについて、またホロコーストに際してドイツの医学と科学

が果たした役割について注意をおろそかにしてきたのはなぜだろうか。ナチスが露骨に提

議した道徳的議論がほとんど注目されてこなかったのはなぜだろうか。・・・第三帝国が

民族を純粋に保つためにユダヤ人の乳児にガソリンを注射したのとは異なる行為である。

『我々のやっていることとナチスの医師・看護師・科学者がやったこととを結びつけて、

けなしたり、侮辱したり、誤った非難を向けたりしてくるのは許せない』－ただこの

ように感じる者たちの憤慨を恐れるがために、生命倫理学者は、ナチスの医学を分析する

ことを回避してきたのかもしれない。しかし、ほとんど何も語らずにいることで、それゆ

えまた、ナチスのすべての科学者と医師とを狂人や怪物に仕立て上げることを許している

ことで、生命倫理学者は、今世紀前半のドイツが世界で最も『文明化』された、技術面で

進歩した、科学に関して洗練された社会の一つであったという事実を無視しているのであ

る」 

 （アーサー・カプラン、第 5 章「悪の倫理学－ナチスの医学実験がもたらした課題と

教訓」（2008）『悪夢の医療史－人体実験・軍事技術・先端生命科学』勁草書房、93-94

頁） 

 

＜問題の所在＞ 

 脳死臓器移植は、移植でしか助からないとされる多くの待機患者の命を救う「思いやり

の医療」として、一般社会に広く知られるようになったが、脳死者という他の患者からの

臓器提供によってしか成立しない点で、明らかに「犠牲を伴う医療」である。また、脳死

臓器移植は、他の代替医療手段が見つからず臓器不全で苦しむ待機患者の命を救う画期的

かつ「先端的な医療」1として称賛されてきたが、ある意味「人体実験的要素の濃い医療」2

ということで様々な倫理問題をはらんでいる。脳死臓器移植・先端医療には、臓器提供者

（ドナー）と臓器受容者（レシピエント）、ともに弱者である両者の間に「いのちの選

択」における「自覚化されない生死」の問題が潜んでいる3。 

 本稿の目的は、こうした先端医療の闇、すなわち「先端医療における弱者のいのちの犠

牲」を通して、従来の「被験者・患者（弱者）のいのちを守る」バイオエシックス（生
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命・医療倫理学）の課題を、ケア論との関係から捉え直すことにある。 

 バイオエシックスという学際的学問体系が 1960 年代末から 1970 年代にかけてアメリカ

ではじめて誕生し、日本においては、それが後追いする形で 1980 年代以降に導入された。 

 日本で本格的にバイオエシックス研究がはじまったのは、80年代に入ってからであり4、

現在に至るまでわずか30年ほどしか経っていない。これまでバイオエシックスがめざし

てきたことは、「弱い立場」にある被験者・患者の人権を擁護するための理論ないし原理

原則の構築と、それに基づくあらゆる倫理的ジレンマに対処するための情報の共有と議論

の公共化であった。従来のバイオエシックス的議論の中心では、主に、医療の中心に自律

した患者個人がアトム論的に人格的存在としておかれ、自己決定権をはじめとする様々な

患者の権利が主張されるにとどまり、個としてのいのちの在り様や全体としてのいのちの

在り様など、社会全体のいのち観のゆらぎをめぐる議論に関してあまりに希薄であった。 

 安藤泰至は、こうしたバイオエシックスにおけるいのち論の希薄さについて、近著

『「いのちの思想」を掘り起こす－生命倫理の再生に向けて』（岩波、2011、6 頁）の序

章の中でこう述べている。 

 

 「少なくとも英語圏のバイオエシックスの主流は、こうした問題に含まれる根源的

な『いのちへの問い』を回避するような形で、そうしたいのちの価値や意味に関わる

問いについては『多元的な社会では公共的な決定はできないのだから、個人の価値観

や死生観にゆだねる他はない』として実質的には棚上げ
、、、

にしたままで、もっぱら『情

報の共有、議論の公共化』と『自己決定』だけを強調してきた。このことは、バイオ

エシックスの制度化の進行と同時に、医療や生命科学の飛躍的な発達がもたらす問題

について当初喚起されたような『畏れ』や『怒り』をともなった『いのちへの問い』

が後退し、バイオエシックス（生命倫理学）は医療や生命科学の在り方を根本的に問

い直すものというよりは、起きうる倫理的問題を事前にチェックして検討（したこと

に）して、先端的な医療技術を社会に軟着陸させるという社会的機能を担うものとな

っていったということでもある。」 

 

 また、ホアン・マシアは、『続バイオエシックスの話』（南窓社、1985、160 頁）の中で、

従来の主たるバイオエシックスの役割は、各人の生き方の根本問題でもある「何のために

生きるのか」という抽象的で結果の見えにくい、自己の「いのちへの問いかけ」にあるよ

りも、日夜進歩し続ける医学と医療技術を後追いする形でそれらの是非や臨床利用に求め

られるガイドラインや指針をめぐる「今、何をなすべきか」の判断基準・倫理基準を暫定

的に導きだすよう仕向ける役割にほかならないのだと分析している。「いのちとは何か」、

「生とは何か」、「死とは何か」、という問いは、私たち人間にとっての永遠の根本問題では

あるが、先端医療をめぐるバイオエシックスの議論においては、後回しにされている5。 
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 確かに、緊急的な課題に対処するためのガイドライン・指針作成に活用される 4 原則6

や臨床現場のジレンマに対処するために用いられる 4 分割表（法）等は、具体的であり実

践的であるため、医療政策の場や臨床現場では歓迎されやすかった7。 

 本稿は、それらの議論が不毛であるという主張なのではない。緊急的な医療倫理の課題

に対処するための生命・医療倫理ないし臨床倫理的アプローチは重要であるという前提の

もと、いのち観がゆらいでいる現代社会において、本来バイオエシックスの議論で課題と

してきた「弱者の人権擁護」の視点を反省し、バイオエシックスとケア論の関係から、弱

者に対するケアとは何かを探ることを目的とする。 

 本稿では主として、先端医療技術における弱者（移植医療における脳死患者）に焦点を

あて、わが国の脳死臓器移植法改正後の初の小児脳死臓器移植問題を取り上げる。 

 1．「いのちを守る」バイオエシックスの課題－人体利用の倫理問題の出発点、人体

（組織）の医療上の弱者利用、2．「改正臓器移植法の諸問題」－少年自殺者からの臓器

提供をめぐる諸問題、3．「いのちの犠牲に向き合う社会」－「いのちを守る」ケアの

倫理という手順で以下考察を進めていきたい。 

 

１．「いのちを守る」バイオエシックスの課題－人体利用の倫理問題の出発点 

  人体（組織）の医療上の弱者利用 

 生命科学と医療の倫理問題をめぐる学際的学問として 1960 年代末―1970 年代にアメリ

カで誕生したバイオエシックスには、弱い立場にある被験者・患者の「いのちを守る」社

会運動という側面がある8。以下、「いのちを守る」人権運動の側面からバイオエシックス

誕生の経緯を説明する9。バイオエシックスは、アメリカを出発点に、その後、様々な変

遷を経て各国で微妙な力点を異にしながらグローバルに展開している。例えば、個人を共

同体の一員とみなし、社会的連帯を重視する、共同体主義（コミュニタリアニズム）の立

場に基づくヨーロッパ流バイオエシックスと、「自分のいのちは自分で決める」という個

人主義的自由主義（リベラリズム）の立場に基づくアメリカ流バイオエシックスである。 

 当時のアメリカでは、反戦平和運動、女性の解放運動、公民権運動に伴い、患者の権利

運動が盛り上がるのと同時に、この頃から医療訴訟も増えていた。従来の「パターナリズ

ム」（父権主義。医師が患者に代わって決定すればよいとする医師の独善的医療行為とそ

の態度）に対する深い反省から、「医療の中の主人公は患者本人である」という権利意識

が市民の間で高まり、「自律尊重原則（患者の自律性を尊重せよ）」に基づく「患者の自己

決定権」が誕生し、またそれらを実現させる「インフォームド・コンセント」（医師から

十分な情報を与えられた上での患者の熟知同意）という概念が誕生した。 

 バイオエシックスの中心核である「患者の自己決定権」や「インフォームド・コンセン

ト」を確立せしめた重要な出来事がもうひとつある。第二次世界大戦中にドイツ・ナチス

医師団がユダヤ人をはじめ多くの「非社会的な人々」に対して行った組織的医療犯罪・非
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人道的な人体実験に対し、1947 年に「アメリカ軍事法廷」における「ニュールンベルク

継続裁判」で採択された「ニュールンベルク綱領」である。戦時中の狂気のはざまで「生

きるに値しない」とみなされた多くの尊い命が抹殺され、同性愛者や政治犯や障碍
しょうがい

者な

ど「非社会的な人々」・「社会的弱者」は、悪魔的な人体実験の犠牲にされてきた。そのこ

とへの深い反省から、（人体実験）被験者の自発的同意なくして臨床研究は行ってはなら

ないという、被験者の権利保護を約束した臨床研究上の倫理が「ニュールンベルク綱領」

において確立した。被験者の権利保護を保証する「臨床研究の倫理」は、やがて、1960

年代のアメリカにおける患者の人権運動の高まり（患者の同意を得ない治療に対する医療

訴訟の件数が急増し、医療訴訟上の裁判基準が必要になった背景のもとで）とともに、一

般診療における患者の権利保護を保証する「一般診療上の倫理」確立へとつながっていっ

た。 

 ナチスドイツのユダヤ人に対するホロコーストや医学的犯罪・人体利用の実態報告は、

実存分析、ロゴセラピーの創始者、精神科医師のビクトル・エミール・フランクルの著作

『夜と霧』（1961）やフランクルの著書名・タイトルの由来ともなったアラン・レネ監督

作『夜と霧』フランス映画（1955）に代表される10。 

 

      

  

   『夜と霧』アラン・レネ監督               『夜と霧―ドイツ強制収容所の体験 

フランス映画（1955）                    記録』V.Eフランクル（1961） 

 

 戦時中の狂気のはざまで、人体資源の利用化は、医学の名のもとに奨励され正当化さ

れた。 

 「特殊な」軍事医学研究11は、何もナチスドイツだけではなく、日本の「満州第七三一
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部隊（1936 年満州に発足した石井四郎軍医中将率いる細菌戦部隊。表向きには「関東軍

防疫給水部隊」）12」による「マルタ（丸太。実験材料にされた現地捕虜の人々）」を使っ

た人体実験、米国の「タスキギー梅毒研究（1932-72 アラバタ州タスキギーで起こった

黒人対象の梅毒実験）」、「シカゴ・マラリア研究（1940 新薬開発のための囚人対象のマラ

リア感染実験）」、「放射線被爆人体実験（1944-74 冷戦期に米国内で一般市民を実験台

にしたプルトニウム注射実験）」など、子どもや老人、婦人、知的障碍者、精神障碍者な

ども含む社会的弱者を使った人体実験が、国家のひそやかな承認・支援のもとで秘密裏

に行われてきた。 

 「『大きないのち
．．．．．．

（集団
．．

）』を守るために
．．．．．．

『小さないのち
．．．．．．

（個
．
）』が犠牲になる
．．．．．．

」という

事実は、洋の東西を問わず医学・科学の衣をまとっていつの世でも存在し、多数の利益

のための少数の犠牲の正当化が徹底して行われてきた。 

 

 「多数の利益のための少数の犠牲の正当化は、道徳的議論としては真剣に受け止め

られなければならない立場である。・・・どのような利益があるにせよ、特定の基本

的権利の侵害を容認するべきでないと多くの者が論じるであろうこともまた真であ

る。露骨な功利主義者は、近年の生命倫理の議論において時おり頭をもたげてくる

立場である。たとえば、『乏しい社会的資源を社会内のある集団－高齢者など－

に費やすのではなく、他の集団－子どもなど－の取り分を増やすべきである』

と論じる人々がいる」（アーサー・カプラン（2008）91-92 頁） 

 

 こうした「多数の利益のために少数を犠牲にする」という道徳律は、当時ドイツが直面

する危機についての生体臨床医学上の解釈上、正当化された。つまり、ユダヤ人、同性愛

者、先天性の障碍者、スラブ人が、第三帝国の存在と将来に対する脅威の存在として、抹

殺され人体利用されることも正当化されたのだった。この中には当然社会的弱者である、

子どもや老人、婦人、知的障碍者、精神障碍者、身体障碍者なども含まれていた。人体利

用の対象とされた彼らは、第三帝国の将来を揺るがす危険な存在（人種汚染）であり、生

きる価値のない者たちであり、医学の貢献に役立てるためには格好の材料、資源（モノ）

であったことは容易に理解できる。 

 

 「『脳死』状態と宣告された人は、実際には完全に死んでいるのではない。にもかか

わらず、その身体を構成する各パーツ（臓器）には大きな利用価値があるという理由

で、本当には死んではいない人を確実に死に至らしめ、本人以外の者によるパーツ利

用を可能にしようとするのが、脳死・臓器移植という行為の本質である。・・・一人

の人の生命としてはもはや支えるべき価値がなくても、医療資源の集合体として見れ

ば、その身体はまだまだ「使える」という思考も働いている。つまりそこでは生命の
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質による序列化・選別と、そして身体に対する功利主義的な発想とが、分かちたがく

結びついているのだ。そこから連想されるのは、一つには、精神障害者や障害を持っ

て生まれた子どもは『人間の抜け殻』にすぎず、そのような人間を排除して『無駄な

出費』を減らすことは殺人ではなく、社会と国家によって有益で正当な行為であると

主張したナチスに代表されるような、優生学的な生命観である」 

（荻野美穂（2010）「優生思想と功利主義による身体の資源化」『いのちの選択－今、

考えたい脳死、臓器移植』岩波ブックレット、65 頁） 

 

 被験者個人の利益と科学的社会的利益などの「他のすべての利益」とは常に緊張関係に

立つ。「患者・個人の利益」と「将来の患者・集団の利益」との間にも常に緊張関係があ

る。戦時中において、「非社会的」な人々・弱者は、無駄ないのちとして抹殺されたり、

資源化されたりして「大きないのち」を守るために使用されたが、今日もその状況はかわ

らない。 

 犠牲を伴う脳死臓器移植の場面において、ドナーとレシピエント側との間には常に緊張

関係がある。本来、バイオエシックスが守るべき弱い立場にある患者の権利や尊厳が、次

に紹介するケースでもないがしろにされている。ここでは「多くのレシピエントの利益の

ために少数のドナーが犠牲になる」という事実、それを覆い隠す先端医療の構造を明らか

にしたい。 

 

２．「改正臓器移植法の諸問題」－少年自殺者からの臓器提供をめぐる諸問題 

改正臓器移植法の諸問題 

＜臓器移植法の改定内容－（参考）現行法と改正法との比較：厚生労働省 健康局疾

病対策課臓器移植対策 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/01/01.html＞ 

現行法（改正前） 改正法 施行日 

親族に対する 

優先提供 

○当面見合わせる 

（ガイドライン） 
○臓器の優先提供を認める 平成 22 年 1 月 17 日 

臓器摘出の 

要件 

○本人の書面による臓器提供の

意思表示があった場合であっ

て、遺族がこれを拒まないと

き又は遺族がないとき 

○本人の書面による臓器提供の

意思表示があった場合であっ

て、遺族がこれを拒まないと

き又は遺族がないとき 

又は 

平成 22 年 7 月 17 日 
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○本人の臓器提供の意思が不明

の場合であって、遺族がこれ

を書面により承諾するとき 

臓器摘出に 

係る脳死判定 

の要件 

○本人が 

Ａ 書面により臓器提供の意思

表示をし、かつ、 

Ｂ 脳死判定に従う意思を書面

により表示している場合 

であって、家族が脳死判定を拒

まないとき又は家族がないとき 

○本人が 

Ａ 書面により臓器提供の意思

表示をし、かつ、 

Ｂ 脳死判定の拒否の意思表示

をしている場合以外の場合 

であって、家族が脳死判定を拒

まないとき又は家族がないとき

又は 

○本人について 

Ａ 臓器提供の意思が不明であ

り、かつ、 

Ｂ 脳死判定の拒否の意思表示

をしている場合以外の場合 

であって、家族が脳死判定を行

うことを書面により承諾すると

き 

小児の取扱い 

○15 歳以上の方の意思表示を

有効とする 

（ガイドライン） 

○家族の書面による承諾によ

り、15 歳未満の方からの臓

器提供が可能になる 

被虐待児への 

対応 
（規定なし） 

○虐待を受けて死亡した児童か

ら臓器が提供されることのな

いよう適切に対応 

普及・啓発 

活動等 
（規定なし） 

○運転免許証等への意思表示の

記載を可能にする等の施策 

 

 1997 年の臓器移植法（正式には「臓器の移植に関する法律」）の臓器提供条件は、1）

臓器提供に同意する場合にだけ脳死は人の死、2）ドナー本人が書面（ドナーカード）に

意思表示し、家族がそれに同意すること、3）ドナーは（民法で遺言意思が可能な）15 歳



犠牲を伴う移植医療 

- 106 - 

以上であること（年齢制限あり）、4）親族（配偶者・特別養子を含む子・特別養子縁組

による養父母を含む父母）へ優先的に臓器が提供されることはない（親族への優先提供は

なし）、である。旧法では、臓器提供およびそのための脳死判定に対するドナー家族の承

諾を条件としていながらも、ドナー本人の臓器提供と脳死判定に従う意思を最大限に尊重

する、「本人意思表示原則」を基本的に守っており、「オプトイン（承諾意思表示）」方式

を特徴としていた。 

 一方、2009 年の法改正では、1）脳死は一律人の死、2）ドナーが拒否の意向を示して

いない場合でも、家族の同意だけで脳死判定ならびに臓器提供は可能、3）15 歳以上とい

う年齢制限の撤廃によって家族の書面による承諾により、15 歳未満児童からの臓器提供

が可能、4）親族優先提供は限定的に認められる、である。大幅にそれらの内容が変更さ

れたということで、本質的には法改正ではなく新法ともいえる。法改正では、ドナーの拒

否の意思表示がなければ自動的に同意とみなす「オプトアウト（反対意思表示）方式に近

づいたといえる。」臓器提供を拒否していない限り、本人の意思が不明でも家族の承諾に

よって脳死の人からの臓器提供を可能にした今回の法改正は、とくに子どもをもつ親と小

児医療の現場に波紋を投げかけている。 

 脳死の子どもの問題に向けられる法改正前からの懸念は次のとおりである。 

 

小児移植医療の闇 

 1．「長期脳死」（通常は、脳死と診断されて数日から一週間程度で心停止に至るが、脳

死になっても30日以上も心臓が止まらず、成長し続ける状態を長期脳死という）の子ど

もに対する法的脳死判定の暴力性、つまり、救命治療を続け容態が安定すれば、心臓が動

き続ける可能性の高い子どもに、脳や全身に強いダメージをもたらす無呼吸テストを含む

法的脳死判定を行うことの危険性である。今回の法改正により、脳死は一律人の死と定め

られたことによって、子どもの救命救急医療がおろそかになることがまず懸念される。 

 

 2．また、法改正によって、家族（親）の承諾だけで脳死判定と臓器提供が可能になった

ことで、意思を示せない小さな子どもは「脳死とされうる状態」に追い込まれることにな

る。法律では虐待児童からの臓器提供は禁止されているが、経験豊富な小児科医でさえも、

虐待と非虐待の判別は難しいとされていて13、虐待児童からの臓器摘出の可能性は十分に

ある。 

 

 3．被虐待児からの臓器摘出増加の危険性については、近年、児童相談のところへの虐待

件数の増加から十分推測されうる。 

 2010年 9 月に厚生労働省がまとめた「子ども虐待による死亡事例」報告の中の「 6 次報

告」によると、2008年 4 月から2009年の相談件数は年間 4 万件を超え、その加害者の85％
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が実の両親だという。心中以外の虐待による死亡事例は67人（うち 0 歳児39人）で、5 歳以

下の乳幼児がその 9 割を占めている。直接死因は「頭部外傷」（26.9％）、「溺水」（17.3％）、

「頸部絞厄以外による窒息」（13.5％）、「頸部絞厄による窒息」（9.6％）と報告14（子ども

虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 7 次報告）の概要 社会保障審議会児童

部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（平成23年 7 月））。これらは脳死に

つながる可能性があるとして、被虐待児からの臓器摘出への懸念が予想されるものと思わ

れる。虐待を受けた子どもにとっては、虐待で命を奪われたうえに親の承諾で臓器が摘出

されるのなら、それは二度殺されたことになる。虐待した親が「証拠隠滅」のために、臓

器提供を申し出る可能性も懸念される。「虐待を受けた子どもが脳死と診断されのちに長

期に生存し、親が臓器提供を申し出たケースが報告されている」（『日本小児科学雑誌』第

114巻第 2 号、369頁）。臓器移植法改正のその他の問題性については、筆者もその声明に関

わった「生命倫理会議」（代表：小松美彦）のサイトhttp://seimeirinrikaigi.blogspot. 

com/2009/05/blog-post_16.htmlに詳しく述べられている。 

 

 次に、先端医療におかれた弱者の危機的状況について、臓器移植法改正後の問題

（2011 年 7 月 18 日「市民の集い－改訂臓器移植法施行から一年をふりかえる－少年

自殺者からの臓器摘出は許されるのか？」（主催：臓器移植法を問い直すネットワーク）

の配布資料より）から考えてみたい。 

 2010 年 7 月 17 日に「改正臓器移植法」（2009 年に法改正）が全面執行され、家族の承諾

だけで可能となる、全年齢での脳死下臓器提供15が行われるようになった。今回の改正臓

器移植法の施行後、初の 15 歳未満の脳死児童からの臓器摘出が発表されたことによって、

先で述べた法改正前から懸念されていた倫理的問題が現実のものとなり、臓器移植の背後

に潜む闇の部分が浮き彫りとなった。 

 

少年自殺者からの臓器提供をめぐる諸問題 

 日本臓器移植ネットワークによる発表、新聞各紙による報道では、2011 年 4 月 12 日に関

東甲信越地方の病院で「交通事故」による頭部外傷の治療を受けていた 10 歳から 15 歳未満

の男子からの臓器提供を、本人の書面による提供意思表示がなかったため家族の承諾によ

り実施したとあった。実際には少年の死は「交通事故」ではなく「（新潟県加茂市の JR 

加茂駅の信越線下りホームで起きた）列車への飛び込み自殺」によるものであったことが

告発された（週刊文春  4 月 28 日号 http://www.bunshun.co.jp/mag/shukanbunshun/ 

adv/img/110428.jpg）。 

 

 「脳死患者本人が拒絶の意思を事前に示していない限り、家族の承諾だけで脳死判定と

臓器提供が可能」とされた今回の法改正は、子どもの臓器移植に対する移植医学会からの
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切実な需要を反映したものではあるが、バイオエシックスが守ってきた自己決定権原則を

根本的に覆し、意思表示することが不可能な弱者、とくに脳死の子どもの生きる権利を剥

奪せしめた。今回のケースでも、この少年の健康保険証の裏面に臓器提供を拒否する意思

表示はなく、親の承諾のみで臓器提供に至り、家族はこれまで臓器移植について一度も話

し合ったことはなかったという16。 

 そもそも改正施行の実質的な目的は、提供臓器数の増大および小児心臓移植の実現であ

る。臓器不足を少しでも解消し、提供臓器の数を増やすためである。すなわち、多くのレ

シピエントの利益のために少数のドナーが犠牲になり、無視されてもやむを得ないという

考え方が根底にある。 

 極論になるようだが、この考え方は、ナチス医療の中で支持されてきた、「大きな
．．．

いの
．．

ち
．
（集団の利益
．．．．．

）のために小さな
．．．．．．．

（弱い立場にある
．．．．．．．

）いのち
．．．

（個の利益
．．．．

）を犠牲にしても
．．．．．．．

良い
．．

」とする考え方と一致するように思われる。例えば、台湾や中国で死刑囚から臓器が

摘出されるように、死因はどうであれ、使える臓器（いのち）は移植でしか助からない大

勢のレシピエントを救うための資源となる。また、「臓器は国家のもの」であるとするイ

タリアの「沈黙の同意」のように、本人がドナーカードで提供拒否を示していない限り、

たとえ本人が不本意であったとしても家族の承諾のもとで臓器は強制的に摘出される

（NHK 教育ティーンズ TV/ワールドドキュメント「脳死移植－生と死の問いかけ」

2001/11/15放送）。 

 児童虐待事件が後を絶たない今日において、移植に急ぐあまり、死因が追求されないと

いった恐ろしい現実がある。臓器（いのち）は本人のものから、家族のものへ、最終的に

はイタリアのように国家（社会）のものへと移行されるのだろうか。 

 

 今回の重大な問題は、日本臓器移植ネットワークが、ドナーとその家族のプライバシー

を守るとの理由で、少年ドナーの自殺という重大な事実を隠ぺいしたことである。このこ

とは、子どもの権利擁護の立場からも看過することはできない。私たちは、この事実の隠

ぺいにより、この少年の死と向き合う機会が奪われているのである。個人の死と向き合わ

ない社会の在り方を、今こそ問い直さねばならないときに来ているように思われる。 

 さらに驚くべきこと、看過することのできないことは、少年が自殺に至った（精神的）

虐待の有無など全く調査されなかったという事実である。少年の身体的虐待の有無は、病

院の虐待防止委員会で確認されたとあるが、精神的虐待の有無までは確認されていない。

先にも述べたように、身体的虐待に関しては、専門家である小児科医であっても、正しく

判定することはできないという実態報告さえある17。 

 臓器移植法を問い直す市民ネットワークの厚労省に要望・質問して得た回答書によると、

「少年の自殺死の事実は確認できず、仮に自殺であったとしても現行の法令やガイドライ

ン上は問題がない。精神的虐待（いじめ）についても確認できていないが、いじめは法律
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上関係がない」とのことである。「子どもの自殺は、それを防げなかった社会の敗北、学

校の敗北」（26年前に当時6歳の剛亮
ごうすけ

くんを脳死で亡くされ、ドナー家族となった小児神

経専門医・杉本健郎
た て お

医師の言葉18）、私たちが共有すべきなのは、小さないのちを守りき

れなかったこと、その感覚なのではないだろうか。 

 

３．「いのちの犠牲に向き合う社会」－「いのちを守る」ケアの倫理とは 

 先端医療技術における弱者へのケアの倫理とは何か、弱者の苦悩、痛みに目を向けるケ

アとは何かを探っていきたい。 

 

ケアの語源的意味 

 ケア care という言葉は、私たちの日常生活のさまざまな場面に溶け込んでいる。 

 日常的な「手入れ、家族や友人への気遣い、配慮、休息・気分転換」などからはじまり、

医療、看護、福祉、心理、保健、教育、哲学、宗教などの分野で使われ、気遣い、気がか

り、大切に思うこと、心配、悲しみ、苦悩、注意、用心、世話、保護」など多義的な意味

をもつ。ケアは古代ローマ時代のラテン語 cura に由来して、二つの意味があるとされて

いた。一つは「ある人が心配で苦しむ」というときに使われる「心配、苦労、不安」の意

味で、もう一つは「他の人の幸せを準備する」という意味であり、思いやりの意識や献身

というケアの積極性をさす。このケアの第一の意味は、「大切に扱われる対象に向けての

姿勢、態度、行動、責任ある判断」であり、それは対象への実践的関係であり、第二は

「心配、苦悩、愛」という意味群で、悲しみをもった人間の感情、情念などを表す。 

 つまり、もともとのケアには「重荷
．．

」と
．
「気遣い
．．．

」という対立する意味
．．．．．．．．．

があった19。 

 

医療・看護・福祉領域でのケア概念 

 バイオエシックスにおいて、ケア概念が持ち出されるのは、まず、終末期看護の問題、

すなわち、もはや「治療（キュア）」不可能な患者を、いかにして「ケア」するかという

問いや、あるいはもっと対象を広げて、様々な患者やその家族が抱える苦しみや苦悩をど

のように癒すことができるのかということを目標にした、医療・看護・福祉の領域におい

てである。対人援助の原理としてのケア概念
．．．．．．．．．．．．．．．

の説明を、村田久行は、「人間存在
．．．．

は
．
「気遣
．．

い
．
（care）」である

．．．
」（ハイデガー『存在と時間』）に依拠するものとして、気懸りと憂慮、

また同時に、周囲への気遣いであるとしている。care という語には
．．．．．．

、「気にかかること
．．．．．．．

」

「心配
．．

」「不安
．．

」という意味
．．．．．

（気懸り
．．．

）と
．
「気にかけること
．．．．．．．

」「注意
．．

」「配慮
．．

」「世話
．．

」「保
．

護
．
」という意味
．．．．．

（気遣い
．．．

）の二つの対立する意味があると説明している
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

20。 

 医療においては、キュア（cure）を、「近代医学における医師主導の臓器主義的・攻撃

的治療」ないし「特定疾病論的・生物医学的観点」、世話と気遣いのケア（care）を「看

護者による人間主義的・配慮的援助」ないし「社会文化的視点に立つホリスティック・メ
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ディスンの治療」と捉えることができる21。 

 

バイオエシックスとケアの倫理 

 堂囿
どうぞの

俊彦によれば、ケアの倫理は、バイオエシックスの 4 原則（自律尊重、無危害、与

益・善行、正義原則）や臨床倫理学の 4 分割法（医学的適応、患者の意向、QOL、周囲

の状況）と対立するものではなく、むしろそれらをよりよく用いる、あるいはそれらでは

見落としがちな点を補足する考え方であり22、臨床現場における倫理的ジレンマに対処し

うるものとしている。それは、「道徳的注意（ある状況に対してそれがもつすべての複雑

性も含めて注意を向けること）」、「共感に基づく理解」（ある状況にいる他者の善悪の利益

をその人の立場にたって理解しようとする態度）」、「関係に対する意識」（ニーズとそれを

満たす能力という直接的関係）、「調節（直面している状況に関係のある多くの人々のニー

ズを調節すること）」、「応答（他者のニーズに応じる行為において、自らのケアを具体的

にすること）」を通して、直面するさまざまなジレンマそのものを問い直す姿勢をもつこ

とを可能とする。 

 ケアの倫理はネル・ノディングスらがいう「ケアリング（気遣い、配慮を通しての他者

との応答的関係）」という感受性に根差した行為を通して、臨床における医療者と患者の

分離の関係を融合の関係へと転化することを目指している23。そのようなともに在る在り

方を可能にする根源的行為がケアリングである。ケアする者の役割は、痛みをもつ、苦悩

する者の物語を協議して紡ぎ出すことである。ドナーとその家族、またレシピエントとそ

の家族がそれぞれ抱える悩みや苦悩を共有し、生きる意味を見出すことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目に見える弱者： 

レシピエント（とその家族） 

移植でしか助からない患者と 

患者を支える（救いを求める）家族の苦悩

隠された弱者： 

ドナー（とその家族） 

意思決定できない脳死の子ども 

（被虐待児、自殺児童…）の苦悩 

ドナー側の脳外科医・救急医 

レシピエント側の移植医 

両者間の移植コーディネーターの苦悩 
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「いのちを守る」ケアの倫理 

  

＜ドナー家族とレシピエント家族のそれぞれの苦悩・心の葛藤と我が子への切実な思い・

愛情が描かれた記録集の例＞ 

（左：剛亮君の家族 小児神経専門医 杉本健郎さん(父)・裕好さん(母)・千尋さん(姉)に

よる著作） 

 

 「少年自殺者からの臓器提供、移植医療」周辺では、自殺であるのに、自殺に至った問

題からは目をそらされ、むしろ臓器提供という側面ばかりが強調され、少年の痛みや家族

の痛みが、「いのちのリレー、いのちのバトンタッチ」という美化された言葉により、徹

底的に隠蔽されていった。仲介役の臓器移植ネットワークは、「親族も『臓器提供は彼ら

しい行動だ』と賛同してくれました」と語り、厚生労働省のコメントにおいても「ご家族

の尊い御判断に敬意」とあり、その他の「15歳未満の子どもの初の脳死判定、臓器移

植」のタイトルの厚生労働省関連発表においても、讃美の声しかない24。 

 この出来事は、現在の移植医療が、「レシピエントの立場に立ついのちの視点」に偏っ

ており、「ドナーの立場でいのちを考える」もう一つの視点が不足していることを浮き彫

りにするものと思われる。ドナーの痛みを徹底的に隠ぺいしてしか癒されない社会とは一

体何であるのか。 

 少年の痛みに向き合う社会の態度や姿勢、ケアとは何か考えさせられる。この少年ド

ナー家族の「身体の一部だけでもどこかで生き続けていると考えると、彼を失ったつらさ

や悲しみが和らぎ少し救われるような気がする」は、ドナー家族自身の少年を失ったこと

に対するケアであるのと同時に、彼らを支える周辺の、お互いの痛みを和らげ合うケアな

のであろうか。 
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 脳死移植の背後に潜む闇の部分を社会的に封印し、美化することによって、遺されたド

ナー家族に対する「配慮や気遣い」のケアが、社会全体で行われているのであろうか。し

かし筆者は、こうした「配慮や気遣い」に基づくケアは、弱者の痛みから目をそむけたう

えでのケアであり、正当化することはできないと考える。 

 レシピエント家族がしばしば陥りがちな「移植を待つということは、別の子どもの死を

待つことではないか」という苦悩についても見過ごされがちである。脳死の子どもの生の

姿や様子、その親の心情を知る情報が少なく、「死んでいるのなら、助かる命に臓器を提

供しても良い」という声が圧倒多数を占めているのも現実である。今回の法改正がその感

覚を後押ししたのである。 

 「役に立ついのち」という考え方は、自殺者からの臓器提供を許す発想に、また、軍事

医学研究時代から今日まで支持されてきた「大きないのち（集団）のために小さないのち

（個）が犠牲になる」という発想につながるのではないか。限られた時間で移植を待つ移

植でしか助からない患者も、自分の意思や感情を表現できない患者も、同じ重みのいのち

をもっている。しかし、今回の法改正によって後者の弱者のいのちを奪う方向へと改悪さ

れた。 

 

 「弱者同士の両方に気遣いをすべきとき、いろいろな要望を声高に吟じることがで

きる待機患者と同様に、＜声にならない声＞をあげる末期患者の＜聴こえない声＞を

聴こうとする社会の方が、実は優しい社会なのだ」（金森修（2010）「聴こえない声

を聴く」小松美彦、市野川容孝、田中智彦編『いのちの選択－今、考えたい脳

死・臓器移植』岩波書店、66 頁）。 

 

 痛みに鈍感な社会は危険な社会である。目に見えない他者・弱者の声を挙げていく社会

は、いのちの本質を問う社会であり、私たちには「弱者のいのちの痛み」に耳を傾ける社

会を形成していく努力や姿勢が必要である。 

 「臓器移植を待つ子とその家族の苦悩」と「脳死状態の子とその家族の苦悩」にどれほ

ど社会は敏感であるのだろうか。移植医療の現場では、「救われるいのち」のために「棄

てられるいのち」があるということ、自他の生死に関わる犠牲があるということ、そのこ

とに私たちはどれほど気づかされているのだろうか。現代社会はいのちの本質を覆い隠す

危機に直面しており、自他の痛みに気がつかない社会である。私たち、あるいは私たちの

愛する家族は皆、先端医療のシステムの中で弱者になりうるということを自覚していかな

ければならず、今後こうした社会全体のケアのあり方、議論の共有が求められる。 
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イストリー（決疑論）の方法にならって、個々のケース（症例）から出発するケース・バイ・ケ
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常数日から一週間程度で心停止に至るといわれており、心停止に至るまでの間に脳死患者から臓
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16「少年の願い 命をつなぐ 15 歳未満で初の脳死判定、臓器移植へ」SANKEI EXPRESS

（2011/04/13 08:19 更新）＜記事本文＞交通事故による重症頭部外傷で関東甲信越地方の病院に
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尊厳の対立から－」『医学哲学と倫理』第 6号、60-65 頁． 

冲永隆子（2010）「患者の権利章典」「ニュールンベルク綱領：医療倫理における位置づけ」『薬学

生のための医療倫理』松島哲久、盛永審一郎編、丸善株式会社． 

川本隆史編（2002）『ケアの社会倫理学－医療・看護・介護・教育をつなぐ』、有斐閣． 

木村利人、掛江直子、河原直人編（2008）『いのちのバイオエシックス－環境・こども・生死の
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小松美彦、市野川容孝、田中智彦編（2010）『いのちの選択－今、考えたい脳死、臓器移植』岩

波ブックレット． 

佐藤純一、土屋貴志、黒田浩一郎編（2010）『先端医療の社会学』世界思想社． 

中野啓明、伊藤博美、立山善康編（2006）『ケアリングの現在－倫理・教育・看護・福祉の境界

を越えて－』、晃陽書房． 

橳
ぬで

島次郎（2001）『先端医療のルール 人体利用はどこまで許されるのか』講談社現代新書 1581． 

日野原重明、アルフォンス・デーケン、木村利人編（2009）『いのちを語る』集英社． 
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ホアン・マシア（1985）『続 バイオエシックスの話 生命操作への疑問』南窓社． 

村田久行（1998）『改訂増補 ケアの思想と対人援助 終末期医療と福祉の現場から』川島書店． 

山口研一郎監修 臓器移植法を問い直す市民ネットワーク編（2011）『脳死・臓器移植 Q&A－ド

ナーの立場でいのちを考える』海鳴社． 

W.ラフルーア、G・ベーメ、島薗進編（2008）『悪夢の医療史－人体実験・軍事技術・先端生命

科学』勁草書房．  

 

今回のテーマに関連した内容の発表 

「日本の大学における『生と死の教育』の可能性」『宗教研究』（第 68回学術大会紀要特集）第 83 巻、

第 363 号、2009、516-517 頁． 

Takako Okinaga, Education on Life and Death at Universities, 20th World Congress of 

International Association for the History of Religions, University of Toronto 20 August 

2010（2010.IAHR Abstract Book. p137．http://individual.utoronto.ca/yeungsydney/IAHR 

_Book_of_Abstractsv6.pdf.） 
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日本宗教学会第 70 回学術大会：2011 年 9 月 3 日発表． 

「先端医療技術における弱者へのケア」（『宗教研究』（第 70 回学術大会紀要特集）第 85 巻、第 

371 号、2012 年 3 月掲載予定）  

宗教情報センター「コラム」  

「第 11 回 犠牲を伴う移植医療―救われるいのち、棄てられるいのち」（2011 年 11 月 18 日掲

載 http://www.circam.jp/page.jsp?id=2027）  

「宗教と社会貢献」研究会：2011 年 11 月 26 日発表． 

「犠牲を伴う医療における弱者へのケアとは何か」 

※本稿は、以上の発表をもとに大幅に加筆・修正を加えたものである． 

 


