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脳死と人の死（上）

一統合性の概念を中心に

浜崎盛康

MoriyasuHamasaki

DeathandBrainDeath（１）

はじめに

周知のように、わが国においては、伝統的に三徴候（心拍停止、呼吸停止、

瞳孔散大.･固定）を確認することによって、人の死としてきた。しかし、近

年新しく、（臓器移植との関連もあって）「脳死は人の死であるか」という問

題が起こってきた。これについてわが国では多くの議論が行われたが、いま

だ十分に一般的合意が成立しているとは言えない状況であろう(1)。1997年10月

いわゆる臓器移植法（｢臓器の移植に関する法律｣）が施行され、1999年２月

に法に基づく初の脳死移植が行われ、現在（2002年６月）まで19例を数えて

いる（脳死判定は20例)。しかし、依然として議論すべき問題は変わらずに

あり、また研究の進展によって一層明らかになってきた重要な論点もあるよ

うに思われる。脳死移植先進国である欧米においても、最近「脳死は人の死

である」ということを否定する意見が出てきているのである(2)。

私は、以前から「脳死は人の死である」という主張に対して疑問を感じて

いた。そこで、今回「脳死は人の死」に賛成する立場によって挙げられてい
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るその主な論拠をあらためて検討してみたが、「脳死は人の死」とすること

には十分な理由があるとはやはり言えないように思われる。本稿は、主にわ

が国における議論を対象に、少なくともこれまで挙げられてきた主な理由

でもっては、脳死を人の死とすることはできないということを論じる

ものである。

脳死状態において有機的統合性を保つことは可能である

１脳死臨調の多数派の主張と本稿の議論における有機的統合性

「脳死は人の死である」という主張を展開する代表的なものの一つに、脳

死臨調（臨時脳死及び臓器移植調査会）の最終報告（平成四年一月二十二日）

における多数派の意見がある。直接関連する部分は次の通りである(3)。

「近年の医学・生物学の考え方では、「人」を意識・感覚を備えた一つの

生体システムあるいは有機的統合体としての個体としてとらえ、この個体の

死をもって「人の死」と定義しようとするのが主流になってきている。具体

的には、身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保ちな

がら、それぞれ精神的・肉体的活動や体内環境の維持（ホメオスタシス）等

のために合理的かつ合目的々に機能を分担し、全体として有機的統合性を保っ

ている状態を「人の生」とし、こうした統合性が失われた状態をもって死と

する考え方である。

このように各臓器・器官が一体となり、統一的な機能を発揮しうるのは、

脳幹を含む脳を中心とした神経系がこれらの各臓器・器官を統合・調整して

いるためとされている。したがって、「脳が死んでいる」場合、すなわち感

覚・意識等、脳の持つ固有の機能とともに脳による身体各部に対する統合機
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能が不可逆的に失われた場合、人はもはや個体としての統一性を失い、人工

呼吸器を付けていても多くの場合数日のうちに心停止に至る。これが脳死で

あり、たとえその時個々の臓器・器官がばらばらに若干の機能を残していた

としても、もはや「人の生」とは言えないとするのが、わが国も含め近年各

国で主流となっている医学的な考え方である｡」

つまり、人が生きているというのは身体の有機的統合性が保たれている状

態であり、それが不可逆的に失われたとき人は死んだとすることができる。

そして、その統合性を司っているのは脳であり、したがって、脳が死ぬこと

によって有機的な統合性は不可逆的に失われ、人は死んだということになる。

要点を簡単にまとめれば、このようになるであろう。

さて、そのような多数派の主張に対して、その論を構成する重要な要素と

なっている「脳が死ねば身体の有機的統合性は不可逆的に失われる」という

ことについて、必ずしもそうはならないということを示したい。それはもち

ろん、「全脳死の状態になっても、身体の有機的な統合性は保てる」という

ことを指摘することによって、脳死を人の死とする［最大の論拠｣(4)が成り

立たないということを示すためである。

そのために、まず、「有機的統合性」を本稿としてどのようにとらえ、論

をどのように進めるのか説明したい。

「有機的統合性」という概念そのものについては、周知のように、いろい

ろな批判もなされた。本稿はこの概念自体の詳しい検討は行わないが、その

批判を参考までに簡単に見てみると、脳死臨調における少数派の梅原猛は、

答申の中で（｢Ⅳ「脳死」を「人の死」とすることに賛同しない立場で｣)、

｢有機的統一体論は甚だ特殊な一哲学的見解にすぎない」のであり、また、

仮に有機的統一体論を認めたにしても、「生命は全体として有機的統一体な

のか、それとも部分において有機的統一を司る器官があるのかどうか、それ

があるとしたら、それは脳であるか心臓であるかは一概に決定できない問題
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である｡」とし、多数派の論理には幾重かの飛躍があり、とても納得するこ

とはできないと述べている。立花隆は、「有機的統合というのはいろんなレ

ベルで成立している」のであり、具体的にどのような状態になったら統合性

が失われたとするのか明確に決められず、有機的統合性という概念は暖昧で

あって、これによって人の死を論じることはできないとする｡(ｓ）

有機的統合性という概念は、そのようにいろいろ議論の余地があるもので

あり、今述べたように本稿ではそれ自体の詳しい検討は行わない。本稿にお

いては、有機的統合性に関しては、「多数派の主張における有機的統合性」

を主に取り上げるが、それに検討を加えて、問題とすべき有機的統合性の概

念を抽出し、その意味における有機的統合性が脳死状態においても保てると

いうことを論じたい。それによって、「脳死は人の死である」という主張の

｢最大の論拠」が成り立たないということを示したい。

では、多数派の論における有機的統合性とはどのようなことであろうか。

多数派の論において有機的統合性は、各臓器・器官が相互依存性を保ちなが

ら合理的かつ合目的々に機能している状態であるとされ、それは精神的・肉

体的活動や体内環境の維持（ホメオスタシス）等のためであると述べられて

いる。まずここで注意すべきは、多数派が人としての有機的統合性という場

合、「精神的」な活動も含めて考えているということである。しかし、これ

はここでは必要ない。というのは、人の死を論じる場合、精神活動の有無を

考慮しなければならないということになると、植物状態（大脳死）の人を死

んでいるとすることにもなりかねないからであり、また、それではいわゆる

パーソン論になってしまうだろうからである。「意識・感覚｣、「精神活動」

の消失でもって人の死とすることはできない(6)。したがって、まず、多数派

の主張から我々は「精神的」を取り除いて考えなければならない。つまり、

｢身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保ちながら、

それぞれ肉体的活動や体内環境の維持（ホメオスタシス）等のために合理的

かつ合目的々に機能を分担し、全体として有機的統合性を保っている状態」
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を「人の生」とするということでなければならない。そして、逆に統合性が

失われた状態とは、「個々の臓器・器官がばらばらに若干の機能を残し」な

がら、「数日のうちに心停止に至る」状態を言うとすることができるだろう。

したがって、長期間にわたり心臓が動き続け、循環動態が安定的に保たれ、

他の臓器もほぼ正常に機能している状態は、身体の有機的統合性も保たれて

いると考えていいと言えよう。そのような状態であれば、「身体の基本的な

構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保」っており、ホメオスタシス

も概ね良好に維持されていると見なすことができよう。有機的統合性の概念

そのものは議論の余地があるにしても、このように、有機的統合性が保たれ

ているとみなすことができる一状態を考えることはできるのである。

そうしてみると、有機的統合性は暖昧であると指摘することによって、脳

死臨調の多数派の意見を批判することは、確かにその通りであるにしても、

同時に有機的統合性という概念を取り上げて論じることをやりにくくした面

もあるように思われる。しかし、今述べたように、多数意見を基に有機的統

合性が保たれているとみなす－状態を示すことは可能であり、この意味にお

ける有機的統合性が脳死状態においても保たれている場合があり、またその

保ち方も分かっているということを力f示せれば、脳死は人の死であるという

主張の「最大の論拠」が成り立たないということになるのである。

２脳死状態で身体の統合性が保たれている事例

脳死状態になっても有機的な統合性が保たれていると考えられる具体的な

事例として、我々は脳死状態の妊婦の出産を挙げることができるだろう。例

えば、1983年には、アメリカ、バージニア州の女性が脳死状態になってから

84日目に赤ちゃんを出産し(7)、1991年には、山口大学医学部付属病院で、２８歳

の女性が脳死状態35日目に出産したという報告がある(8)。また、中山によれ

ば、ドイツでは1992年に「エアランゲン妊婦」の事例がある１，１。エアランゲ
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ン大学の病院に入院した妊婦マリオンが脳死となり、医師は子供の分娩まで

６ケ月の集中治療を試みたが、５週間後に突然流産したのである。「ヨナス

は、熱のある死体の中にある子宮が収縮して子供を分娩するとは、明らかに

言語上の矛盾であると評した｡」とのことである。

このような、脳死状態の妊婦が出産（流産）したという事例は、立花によ

れば、脳死臨調でも問題になったことがある｡､)。梅原は「赤ちゃんを産める

人が、どうして死んでいるといえるんですか．死体から子供が生まれるとい

うんですか」と疑問を投げかけ、脳死から妊婦は除いた方がいいのではない

かという意見も出た。しかし、最終的には、妊婦の問題に触れることは、か

えって疑惑をかい、やぶへびではないかという意見もあり、答申においては

全く触れないという処理になったのである。そのような脳死臨調のやり方は

立花が述べているように大いに問題があったといわざるを得ず、「死体から

子供が生まれる」ことになるという点についてはちゃんとした説明が必要で

あっただろう。

しかし、この問題は我々にとってさらに重大なことを意味していると思わ

れる。それは、他でもない、脳死状態で出産した妊婦の身体においては有機

的統合性が保たれていた、と考えなければならないということである。中山

はエアランゲンの妊婦の事例に関連して、「エアランゲン事件は、脳死理論

が各種の臓器システム、脊髄運動、およびホルモンの相互作用を見誤ってい

ることを示した。..…･脳死した身体はその間、体温、物質代謝、運動を規制

し……血圧を統制することができる。そして今日、多くの脳死した母親がマ

リオンの場合と違って、健康な子供を分娩できることが疑われていない。こ

こでは、単なる反射または脊髄運動ではなく、脳死にもかかわらず複雑でな

お機能する身体的な全システムが問題になっていることは明らかである｡」

と述べているⅡ')。すなわち、脳死状態においてもホメオスタシスは維持され

ており、我々の身体は「体温、物質代謝、運動を規制し･…･･血圧を統制する

ことができる」のである。「脳死にもかかわらず複雑でなお機能する身体的
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な全システム」は依然としてその統合性を保っていると考えなければならな

い。そして、その統合性を保つ方法も明らかになっている。立花は、前述の

通り脳死との関連で統合性という概念に対しては批判的であるが、妊婦の事

例に関しては、「脳死患者を手厚くケアしてやれば、一年近く心臓を打たせ

つづけることも可能だということは、すでに七年前から知られている。事実、

脳死状態で赤ちゃんを産んだ妊婦は、そういうケアを受けたのである。具体

的には、ＡＤＨと呼ばれる抗利尿ホルモンとエピネフリンの投与によってそ

れが可能となる｡｣('2)と述べている。

以上のように見てくれば、脳死状態においても身体の有機的統合性が保た

れている場合があると考えなくてはならないだろう。そこで、次に、「心臓

を打たせ続ける」方法である「ＡＤＨと呼ばれる抗利尿ホルモンとエピネフ

リンの投与」について見てみたい。

３脳死状態における循環機能の保ち方

脳死状態において、長期にわたって安定的な循環機能の維持が可能である

こととその方法が、大阪大学付属病院特殊救急部の杉本等の研究によって明

らかになっている。杉本等は、1985年に相次いで論文を発表している。「脳

死患者における循環機能の長期安定化に関する研究｣(､で次の様に述べている。

「脳死状態に陥ると機械的人工呼〔吸〕をはじめ、可能な限りの濃厚治療

を行っても、大部分は72時間以内に心停止に至り、１週間以上心拍動を続け

るのは例外的である。しかし、脳死が不可避的に短時間で心停止に結びつく

機序は今まで全く不明であった。

本研究は、この脳死状態の得意な循環動態を解明することにあるが、その

研究の間に、脳死状態の循環動態をほぼ正常に維持し続ける方法を発見した

ので、ここに報告する｡」
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この４ヶ月後に発表した「脳死状態における循環機能の維持に関する研究('４１

では、「脳死状態でも数ヶ月間以上の循環維持が可能になった｡」と述べ、そ

して、その１ヶ月後に発表した「脳死状態での循環機能長期維持に関する臨

床的研究｣('5)では、「脳死状態において不可避に起こる心停止を防止できる手

段を開発できたと考えるのでここ紹介する｡」と述べている。

では、どのようにして、脳死状態において不可避であると考えられていた

心停止を防止し、循環機能を長期間維持することができるのであろうか。杉

本等は、大阪大学特殊救急部において脳死に陥った症例を次の二群に分けて

研究を行っている(１６)。

第１群カテコールアミン単独群：循環動態を維持するために、主としてエ

ピネフリンを中心とするカテコールアミンの持続静脈内投与を行った10症例。

第２群ＡＤＨ（vasopressin)、カテコールアミン群：循環動態を維持する

ために、ＡＤＨとカテコールアミンの持続静脈内投与を行った６症例。

この両群で脳死から心停止に至るまでの期間は、「第１群はすべて48時間

以内に心停止に至り平均24時間11分であった。第２群では９日から54日まで

の平均23日であった｡」

このことから、「今回の、著者等の研究で、vasopressinの微量持続投与を行

うと、通常量のepinephrineの投与により、循環動態がほぼ完全に安定する

ことが判明した。……vasopressinは脳死患者の循環動態の安定に対し、こ

のように、ほぼ絶対的な重要性のあることが本研究により明白になった。･･･…

vasopressinとカテコールアミン併用群において、循環動態が安定し、栄養

管理などに注意を払えば、脳死状態でも数ヶ月間以上の循環維持が可能になっ

た｡」

つまり、第１群の様に、カテコールアミンを単独で投与しても、「脳死直

後ではなんとか血圧を維持できていてもそのうちに、必要なカテコールアミ
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ンの量は、どんどん増加して行き、やがて、大量のカテコールアミンにも反

応せずに血圧が下降し、心停止に至る｡」それに対して、第２群の様に、

vasopressinとカテコールアミンを併用すれば（もちろん栄養管理等にも注

意を払うことによって)、脳死状態においても心臓を正常に動かし続けるこ

とができ、数ヶ月にわたって循環動態を維持することが可能である('7)、とい

うことが明らかになったというのである。そして、この結果に対する他の研

究グループによる検証も行われており(１８)、現在では杉本等のこの研究は「世

界的に認められており、この方法によって、一九八八年久留米で百日以上、

一九八九年金沢で三百日、脳死後の心臓を動かし続けた例もある｡｣('9）

４脳死状態における循環機能の長期維持と有機的統合性

以上のように、杉本等の研究によって、脳死状態において長期間にわたっ

て心臓を動かし続けることができ、循環機能を維持できることが明らかになっ

たが、このことは何を意味するのであろうか。杉本等自身は、「この発見は、

脳死の病態解明にきわめて有用であり、かつ、臓器移植を容易にする有力な

手段となりうるが、その反面、脳死状態を無意味に、かつ半永久的に、医療

の対象とする危険性が生じてきた。脳死に関する根本的な論議の必要性をこ

の研究は示唆している｡｣(２０１，「脳死状態は間もなく心停止に至るから、死だ

と言うような、良い加減な論理は全く成立しなくなった｡｣(釦)と述べている。

中島によれば、当時一般的にも、ほぼ似たような捉え方がマスコミ等でも行

われた(22)。なるほどそのような捉え方ももちろんできるであろうが、しかし、

｢脳死は人の死か」という観点から見たとき、杉本等の研究は本人も述べて

いないさらに重要な意味を持つ。つまり、脳死状態において長期間心臓を動

かし続けることができ、循環が安定的に維持できるということは、とりもな

おさず脳死状態において身体の有機的統合性を維持することができるという

ことを意味しているだろうということである。長期間にわたり循環が安定的
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に保たれている状態は、「個々の臓器・器官がばらばらに若干の機能を残し

てい」るだけの状態、つまり、有機的統合性が崩壊している状態とはとても

言えない。

脳死状態において有機的統合性が保たれている場合があるということにつ

いては、既に何人もの論者が指摘している。例えば、上で見たように、脳死

の妊婦が出産した事例に対して、中山は「脳死にもかかわらず複雑でなお機

能する身体的な全システムが問題になっていることは明らかである」と述べ

ている。光石は、竹内基躯を充たして脳死状態になって四日たっても、四割

の症例で視床下部の神経細胞が働き続けていたということを紹介して、「多

数意見は、有機的統合性がなくなれば人間の死だと定義し、有機的統合性の

要素としてホメオスタシス（体内環境の維持）をあげている。視床下部はホ

メオスタシスの中枢とされていますから、竹内基撫を充たした脳死状態の患

者は、人間の有機的統合性が失われたとは必ずしもいえない｡」と述べてい

るu鍬。河野はヨナスに言及しながら、「ハンス・ヨナスも主張しているいる

ように、脳死者は呼吸や循環を行っており、それによって生命体の他の部分

の機能が維持されていることからして、「全体としての有機体」は生きてい

ると見なさざるを得ない」と述べ、そのような状態を多数意見が言うような

｢個々の臓器がばらばらに若干の機能を残している」状態とはとても言えな

いとしている《2ｲ）

そのような有機的統合性が、実は杉本等の研究と結びつくわけである。脳

死状態においてもＡＤＨとエピネフリンの併用によって循環が長期間安定的

に維持できるということは、脳死状態においても有機的統合性が保てるとい

うことを意味しているだろう。この状態も、出産した妊婦の場合と同様に、

｢個々の臓器・器官がばらばらに若干の機能を残し」ながら、「数日のうちに

心停止に至る」状態ではなく、長期間にわたり心臓が動き続け、循環動態が

安定的に保たれ、他の臓器もほぼ正常に機能している状態であり、「身体の

基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保」っており、ホメオ
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スタシスも概ね良好に維持されていると見なすことができる状態、つまり、

身体の有機的統合性も保たれている状態と考えていいと言えよう唖)。少なく

とも、そのような場合の統合性は、「重病患者にみられる「統合」状態と比

較して質的に劣るものではない｣(26)だろう。

５結論一脳死は人の死ではない

以上のように検討してみると、有機的統合性に基づいて考える限り、脳死

は人の死ではないと結論せざるを得ない。問題にすべき有機的統合性とは、

｢身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保ちながら、

それぞれ肉体的活動や体内環境の維持（ホメオスタシス）等のために合理的

かつ合目的々に機能を分担し、全体として有機的統合性を保っている状態」

であり、逆に統合性が失われた状態とは、「個々の臓器．器官がばらばらに

若干の機能を残し」ながら、「数日のうちに心停止に至る」状態である。そ

のような統合性が、脳死状態の妊婦が出産したという事例におけるように、

保たれている場合があり、そして、その長期に亘る保ち方も杉本等の研究に

よって明らかになっているのである。それは、ＡＤＨとエピネフリンを併用

し、栄養管理等に気をつけるというものである。そのように…脳死状態にお

いても長期間にわたり心臓を動かしづづけることができ、循環動態が安定的

に保たれ、他の臓器もほぼ正常に機能している状態は、「身体の基本的な構

成要素である各臓器．器官が相互依存性を保」っており、ホメオスタシスも

概ね良好に維持されていると見なすことができ、身体の有機的統合性は保た

れていると言わねばならない。したがって、脳死状態においては有機的統合

性を保つことができ、脳死を人の死とすることはできないと結論付けること

ができる。
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＊

本稿では「脳死は人の死ではない」ということについて、有機的統合性と

いう観点から論じた。しかし、「脳死は人の死である」という主張の論拠は

まだ他にもある。その一つは脳の「人工的補完性、代替可能性」であり、ま

た、脳死（全脳死）の定義と厚生省基罐による判定をめぐる問題もある。こ

れらについては、次稿において検討したい．

注

(1)例えば、1991年９月の脳死臨調による一般国民を対象とした調査では、

脳死を人の死とすることに賛成の者が44.6％、反対の者が24.5％であり、

1997年臓器移植法が衆議院本会議に送付されるまでの間の５月24,25の両

日に行われた、朝日新聞の調査では、脳死を人の死と認める者は40％、人

の死は心停止に限るとする者は48％である。1997年５月から６月にかけて、

大学生を中心に行った我々のアンケートにおいては、脳死を人の死である

とする者は34％、人の死ではないとする者が13％、どちらとも言えないと

答えた者が53％である（浜崎盛康、田中朋弘、島袋恒男「大学生を中心に

した若者の「脳死および臓器移植」に対する態度の研究（その１）｣、「人

間科学｣、第２号、1998年、ｐ､９)。浅井他、「医療従事者のための医療倫

理学入門」ｐ４３４によれば、朝日新聞による意識調査が1999年４月14,15日

に行われており、1999年４月25日の同紙にその結果が掲載されている。そ

れによると、脳死を人の死と認める者が51％、認めない者が30％、その他

が18％である。

(2)中山研一、「アメリカにおける脳死否定論｣、「北陸法學｣、第５巻、第３

号、北陸大学法學會、1997年、pp77-102。「ドイツにおける脳死否定論
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（一)｣、「北陸法學｣、第７巻、第２号、北陸大学法學會、1999年、pp55-70。

「ドイツにおける脳死否定論（二.完)｣、「北陸法學｣、第７巻、第３号、

北陸大学法學會、1999年、pp75-89。「アメリカおよびドイツの脳死否定

論｣、「法律時報｣、７２巻、９号、日本評論社、2000年、pp54-59o

(3)「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」（答申)、平成四年一月

二十二日、臨時脳死及び臓器移植調査会。この答申はいろいろな本に収録

されており、読むことができる。二三、挙げれば、例えば、町野朔、秋

葉悦子編、『脳死と臓器移植』（第３版、1993年ｗ信山社)、立花隆、『脳死

臨調批判』（中央公論社、1994)、梅原猛編、『脳死は死でない』（恩文閣出

版、平成４年）等。「脳死は人の死である」という主張は、他に、「日本医

師会生命倫理懇談会・脳死および臓器移植についての最終報告」（昭和６３

年１月１２日）（町野、oPcit､pp､255-272)、「脳死に関する委員会報告一脳

死と個体死一(中間報告Ⅱ)｣、（日本法医学会脳死に関する委員会、「日本

法医学雑誌｣、４２巻（4-5)、昭和63年､pp407-430)、「日本移植学会理事会・

脳死臨調の最終答申に対する見解｣、（町野、０p・cjt・pp､328-330)、日本救

急医学会理事会（町野、Ｏｐ・cjtpp､330-332）等が行っている。

(4)澤田愛子、『今問い直す脳死と臓器移植｣、第２版、ｐｌｌｏ

(5)立花隆、『脳死臨調批判』、中央公論社、第六章、「４「有機的統合論」

は破綻している｣、「５臨調はいったい何をやっていたのか｣、1994、

ppl62-172（もっとも、この立花の批判に対する疑問点も指摘されている。

井田は、そうだとすると、立花自身も採っている全脳死説を根拠づける他

の論理があり得るか疑問と述べている－井田良、「脳死説の再検討｣、西原

春夫先生古稀祝賀論文集、成文堂、1998年、p56n31)。その他、例えば

日本弁護士連合会の臨調答申に対する意見書も有機的有機的統合体の概念

は暖昧であるとしている。（「日本弁護士連合会・臨時脳死及び臓器移植

調査会「答申」に対する意見書」中の「三答申の多数意見が主張する

「人の死」の概念について｣、平成四年三月一『脳死と臓器移植』、第三版、

町野朔・秋葉悦子編、pp819-328）
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(6)同様の指摘は、例えば日本弁護士連合会の臨調答申に対する意見書参照

（Op・cjt・pp322-323）

(7)中島みち、『新々見えない死』、文蕊春秋、1994年、ｐ217.

(8)梅原猛編、『脳死は死でない』、恩文閣出版、平成４年（1992)、

ppl81-l82、注２゜

(9)中山研一、『ドイツにおける脳死否定論』（２完)、「北陸法學｣、第７巻、

第３号、北陸大学法學會、1999年、ｐ83･井田も、前掲論文において、

「エアランゲン・ベビー事件」等、脳死と臓器移植をめぐるドイツの最近

の事情を紹介し、考察を行っている。

(ID立花隆、『脳死臨調批判』、中央公論、1994年、ｐｐ､l47-l51

ill）中山研一、『ドイツにおける脳死否定論』（２完)、ｐ83。他に、脳死状

態の妊婦の出産を統合性と関連付けている者として、黒須三恵、「脳死は

医学・生物学的に人の死か｣、「新医療｣、１９(4)、1992年、ppll6-ll7。

(12）立花隆、０p・Cit・ppl67。

(13）杉本侃、吉岡敏治、横田順一郎、上西正明、坂野勉、「脳死患者におけ

る循環機能の長期安定化に関する研究｣、「外科治療」VoL52No､４

pp468-4691985:4。

(14）杉本侃、吉岡敏治、行岡哲男、上西正明、定光大海、坂野勉、「脳死状

態における循環機能の維持に関する研究｣、「医学のあゆみ｣、第134巻、第

６．７号、昭和60年８月17日、pp471-472。

(１，杉本侃、吉岡敏治、阪本敏久、上西正明、定光大海、坂野勉、「脳死状

態での循環機能長期維持に関する臨床的研究｣、「医学の歩み｣、第134巻、

第10号、昭和60年９月７日、pp867-868。

(１０杉本侃、吉岡敏治、横田順一郎、上西正明、坂野勉、「脳死患者におけ

る循環機能の長期安定化に関する研究｣、「外科治療」Vol､５２Ｎｏ４ｐｐ,

468-4691985:4、および、杉本侃、吉岡敏拾、行岡哲男、上西正明、定光

大海、坂野勉、「脳死状態における循環機能の維持に関する研究｣、「医学

のあゆみ｣、第134巻、第６．７号、昭和60年８月17日、pP471-472による。
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なお、カテコールアミン（catecholamine）には、ドーパミン（dopamine)、

ノルアドレナリン(noradrenaline)、アドレナリン（adrenaline）等がある。

エピネフリンはアドレナリンの別称であり、昇圧剤としても用いられる。

ＡＤＨは抗利尿ホルモンで、パソプレッシン（vasopressin）とも言う。

(17）第２群で、４０日、５４日維持した２例では、「薬剤投与中止」によって心

停止に至ったようである。Ｃｆ杉本侃、吉岡敏治、阪本敏久、上西正明、

定光大海、坂野勉、「脳死状態での循環機能長期維持に関する臨床的研究｣、

「週間医学のあゆみ｣、134巻、10号、９月７日､1985,ｐ868。

(１３例えば、安倍雅人、笠間陸、石山憲雄、佐野公俊、神野哲夫は、「脳死

の循環状態管理におけるVasopressin(Pitressin)効果」（「新薬と臨床｣、

第40巻、第１号、1991年、ppl77-l80）において、「多くの報告者がこの

療法が種々の内臓臓器に悪影響がないことを述べており……」（pl78)、

「脳死の循環管理において、vasopressinは効果的で副作用も見られなかっ

た｡」（Pl80）と述べている。田中秀治、松田岳人、島崎秀拾も、「脳死体

における呼吸・循環動態・各臓器の変化とその管理」（「救急医学｣、24031、

2000年、ppl759-l764)において、ＡＤＨとカテコールアミンを投与するこ

とで、安定した脳死判定や脳死体の管理が可能と考えられるとしている。

(l，中島みち、Ｏｐ､Cit.p､217。なお、そのように、脳死状態における循環機

能の長期維持の方法を明らかにして、杉本等はさらに脳死状態における主

要臓器の機能についての研究を進めている。かいつまんで言えば、ＡＤＨ

とエピネフリンの併用によって脳死患者を管理することによって、「肝機

能に関し若干の問題を残しているが、心、腎機能は長期間良好に保たれて

いることが認められ」（阪野勉、上西正明、木下順弘、阪本敏久、横田順

一郎、杉本課、吉岡敏治、杉本侃、「脳死患者の臓器機能に関する研究一

ADH-epinephrine併用療法により管理した脳死例について－｣、「外科治

療」Vol､55No.61986:l2p908)、「膵機能、骨髄機能は良好と考えられ

た｡」（木下順弘、岩井敦志、平出敦、阪本敏久、上西正明、杉本簿、吉岡
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敏治、杉本侃、流田智史、「脳死患者の臓器機能に関する検討｣、「救急医

学｣、１１(7)、1987,ｐ､824)。肝臓については、杉本等と同じ大阪大学医学

部救急学教室の八幡が（八幡孝平、「脳死状態で長期循環維持された肝臓

の機能的ならびに形態学的変化に関する研究｣、「日本外科学会雑誌｣、９２

巻(5)、1991年、pp526-534)、肺に関しては同じく大阪大学医学部救急学

教室の三谷が研究を行っている（三谷和弘、「抗利尿ホルモンとカテコラ

ミンの併用投与により脳死後長期間循環維持された症例の肺機能について

の研究｣、「移植｣、日本移植学会、３０(4)､1995年、pp367-382)。

また、他の研究者たちによっても、脳死状態における長期の循環維持と脳

死の実態解明に関する研究が、幾つも行われている。例えば、古川等は、

desmopressinとdopamineHClの併用によっても、「脳死状態が維持した

にもかかわらず、剖検にて肉眼的及び、光顕レベルで脳以外の臓器に著し

い障害を認めなかった」と述べている。

CUI杉本侃他、「脳死状態における循環機能の維持に関する研究｣、p472

Cl）杉本侃他、「脳死患者における循環機能の長期安定化に関する研究｣、ｐ、

４６９。『続々：脳死と心臓死の間』（日本移植学会編、メヂカルフレンド社、

1986年、pp216-217）では、脳死の身体をほかにも役に立てることを考え

なければいけないと思うとも述べ、パリスが来日したとき杉本はこの研究

を話したが、パリスは非常に喜んで、免疫抗体をつくってもらうとか、特

殊な血液をつくるなど、いろいろな役立て方について意見を言っていたと

いうことを紹介している。

’2）中島みち、。p・citp､215．その他に、「実際に脳死例の心拍動をそれほど

長期間無理して維持させる必要があるかどうかははなはだ疑問である｡」

という竹内の否定的なニュアンスの強い評価もある（竹内一夫、『脳死と

は何か小講談社、1987年、ｐ72)。

(23）梅原猛、『脳死は本当に人の死か』、ＰＨＰ研究所、2000年、pp93-94。

(24）河野勝彦、「脳死は『人の死』か－臨時脳死及び臓器移植調査会の「中
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間意見」および「答申」の検討一｣、「唯物論と現代」第10号、1992年、

ｐ２６。なお、ヨナスの議論は未だ植物状態と脳死状態が十分に区別されて

いない頃のものであるが、「脳死は人の死」とする主張に対する根本的な

問題点の指摘として今日でも十分有効であろうと河野は述べている（j6jd

p23-24)。他に、黒須三恵、「脳死は医学・生物学的に人の死か｣、「新医

療｣、１９(4)、ppll6-117や、丸岡功、「脳死は医学的な死ではなく、社会

契約的な死である｣、日本圏事新報、4015号、2001年４月７日、ｐｐ､57-59

も、同様の指摘を行っている。

(25リ個々の臓器に関しては注(191参照。現在のところ、肺と肝臓に若干の問

題が指摘されているが、それ以外の臓器は概ね良好に維持されているといっ

たところであるようである。しかし、長期間循環を維持した脳死状態の身

体における、各臓器の研究は始まったばかりであり、今後の研究の進展を

期待したい。

㈱井田、０p・Cjt．ｐ､52。
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