い～な
診療所
あまみ

中

中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2519 号 2015.6.30 発行
==============================================================================
「介護優先」見直しを＝障害者の声受け調査－厚労省
時事通信 2015 年 6 月 29 日
厚生労働省は２９日、高齢の障害者について、介護保険サービスの利用実態を調査する
ことを決めた。６５歳以上になると障害福祉サービスより介護保険サービスが優先される
原則があるが、障害者団体などがこの原則を外すよう求めていることを受けた。７月中旬
に実施、９月下旬に中間報告を出す見込みで、障害者総合支援法改正に向けた議論に反映
させる。
２０１３年度施行の障害者総合支援法では、施行後３年をめどに内容を見直すとの付則
があり、同省は来年の通常国会に改正案を提出する方針。
障害福祉サービスは利用者のほとんどが無料で使えるが、介護保険サービスでは自己負
担が発生する。障害者団体は「これまで負担ゼロだったのに、６５歳になった途端に利用
料がかかるのは理不尽」と指摘し、同省と協議を続けてきた。

介護給付費６００万円を不正受給

障害者支援施設、受け入れ停止６カ月 東京
産経新聞 2015 年 6 月 30 日
介護給付費などを不正受給したとして、都は２９日、知的障害者向けのグループホーム
などを運営する社会福祉法人「都知的障害者育成会」（新宿区）の城東地域生活支援センタ
ーを３０日から６カ月間、新規利用者の受け入れ停止処分にすると発表した。
都福祉保健局によると、同センターは江東や江戸川など６区で、グループホーム３３施
設を運営している。このうち１施設で平成１８年１１月～２６年８月、利用者１人につい
て実際は週１、２泊のみの利用だったのに、週５、６泊程度の宿泊があったように介護給
付費などを水増し請求し、約６００万円を不正受給した。
同施設の世話人が１８年に障害者自立支援法が施行された際、週５泊以上の利用者が４
人に満たないと施設が存続できないと勘違いし、水増ししたという。
利用者の受給者証を更新する際、請求を受けた区の担当者がサービスなどの利用計画案
と請求書類の食い違いに気付いて発覚した。

周知不足？「地方創生」アイデア募集４件… 加古川
神戸新聞 2015 年 6 月 30 日
地域活性や人口減対策を目指し、兵庫県加古市が取り組む「地方創生」で、市が市民に
アイデアを求めているが、募集期間の折り返しが迫る２９日までに４件しか寄せられてい
ないことが分かった。
「周知への本気度が低い」などの指摘もあり、市はホームページ以外
でもＰＲに乗り出した。担当者は「まちの活性化のために積極的に提言してほしい」と呼
び掛けている。
（安藤文暁）
市は２月に全庁規模の会議体「加古川市まち・ひと・しごと創生本部」を設置。国の補
助金獲得に向けて２０１５年度中に将来計画をつくるため、今月１７日から提案を募って
いる。

テーマは、結婚・出産・子育て▽くらしの安全安心、地域連携▽地域の新しい人の流れ
の創出▽安定雇用の創出－の四つ。
これまでに寄せられた４件は施設誘致に絡む内容が多いという。一方、件数が予想以上
に少ないことから、一部の市議から「募集を公共施設でもＰＲしてもらうなど、もっと努
力を」との声があり、市は各市民センターにも用紙を置くことにした。
神戸新聞東播支社では、市内の人たちに市を発展させるためのアイデアを聞いてみた。
５０代男性は「農業高校の卒業生と連携し、加古川和牛や地場野菜をＰＲしたら」とアド
バイスし、別の５０代男性は「豊かな湖や池を生かし、子育て世代が一日遊べる公園を」
と要望した。４０代女性は「古代から人が住み、多様な産業が続いた東播ならではの魅力
発信を」と求め、３０代女性は「障害者が社会進出しやすい特典付きの『ハンディキャッ
プデー』の創設」を提案した。
７月１５日までに提案書に必要事項を記入し、郵送やファクス、メールで市政策企画課
へ。担当者は「市の実情にあった効果的な取り組みを立案するため、さまざまな提案を待
っている。場合によっては連絡させてもらうこともある」としている。
同課ＴＥＬ０７９・４２７・９１１３

「尊厳死」議論の手前で問われるべきこと

安藤泰至 / 生命倫理
シノドスジャーナル 2015 年 6 月 30 日
2012 年 3 月、超党派の国会議員約 140 人から成る「尊厳死法制化を考える議員連盟」が
「終末期の医療における患者の意志の尊重に関する法律案」を公にした。
国会への提出が検討されたものの、見送りになったまま現在に至っているが、これを機
に、日本では「尊厳死法制化」をめぐる議論が活発に行われるようになった。
尊厳死法制化をめぐっては関連諸学会の内部だけでなく、学会の公開シンポジウムや市
民団体等の主催シンポジウムなどでも広く議論されているものの、法制化を推進しようと
する側とそれに反対する側とのあいだで議論がかみ合っているとはほとんど言えない状況
が続いている。
その原因として「尊厳死」や「終末期」といった言葉の曖昧さが挙げられることも少な
くない。しかし、単に個々の概念や用語が曖昧であるからそれらをしっかり定義してから
議論すればよいという問題ではなく、安楽死や尊厳死をめぐる言葉の歴史的・社会的文脈
やそうした言葉自体の性質によるところが大きい。
むしろそうした歴史的・社会的文脈や言葉の性質がほとんど意識、自覚されないままに、
各論者が自分たちの主張に都合のいいような用語を使うことで、議論がかみ合わなくなっ
てしまうことが多いように思われる。
小論では、安楽死や尊厳死をめぐる言葉を解きほぐすことによって、議論を混乱させる
いくつかの要因を明らかにするとともに、終末期医療をめぐる現在の医療文化のなかで、
私たちが真に議論すべき問題は「尊厳死」法制化をめぐる議論のもっと手前にあることを
示してみたい。
日本における「尊厳死」の用法
「安楽死」や「尊厳死」という語に、世界共通の定義などはない。しかし現在の日本で
「尊厳死」という語が用いられる場合には、患者本人の意思に基づく延命治療（措置）の
手控えや中止を指すことが多い。
では、
「延命治療」とはなにを指すのであろうか。一般的には、医学的治療によってはも
はや回復が見込めず、患者の QOL を維持することもできなくなった状態（多くの場合、死
が近づいた終末期の状態）において、生命だけを延長するための医学的措置（たとえば人
工的な栄養・水分補給や人工呼吸器の装着・使用）について「延命治療」という言葉が使
われている。
そして、こうした「延命治療」によって QOL がたいへん低いまま「生かされている」
（「人

工的に」
「機械的に」といった形容がつくことも多い）状態は、その人の「人間としての尊
厳」が奪われた状態であるとし、そうした医学的措置の手控えや中止によって「尊厳のあ
る死」へと導く、というのが「尊厳死」という言葉で意味されていることの大枠である。
さて、日本の場合、
「尊厳死と安楽死はまったく異なる」という主張がなされることが多
い。尊厳死と安楽死を別のものとするこの理解は、尊厳死法制化推進勢力の中心である日
本尊厳死協会の歴史から来ている。
1976 年に設立した「日本安楽死協会」は、医師が薬物を注射して末期患者を死なせる安
楽死の合法化を目指す団体であった。しかし、1983 年に「日本尊厳死協会」と名称変更す
るともに、その方針をトーンダウンした。世論の反対などもふまえ、少なくとも当面は延
命治療の手控えや中止の合法化に目標を定め直し、それを「尊厳死」と呼んだのである。
その後、同協会は「安楽死＝積極的安楽死」／「尊厳死＝延命治療の手控えや中止」と
して「安楽死と尊厳死はまったく異なるもの」という主張を重ねてきた。
つまり、
「尊厳死」と「安楽死」についての上記の区別は、もともとは日本尊厳死協会と
いう一市民団体の用語法にすぎないものの、現在日本ではかなり広く普及している。
安楽死や尊厳死をめぐる議論の歴史を知らない一般の人々は、「尊厳死と安楽死は異な
る」というこうした理解が日本の尊厳死賛成派にほとんど特有の一つの「主張」であると
いうことすらわからなくなってしまう。
後で述べるように、世界的に見れば「安楽死」と「尊厳死」のあいだには重なりが大き
く、まったく同じとは言えないものの、両者は少なくとも位相を異にする概念であり、「安
楽死」と「尊厳死」を対比するという発想はほとんど見られない。
しかし、
「尊厳死」と「安楽死」の区別・対比が上記のような歴史を背景にもっているこ
とが忘れられ、世界的にも通用する事実に関する説明や用語説明であると受け取られてし
まうと、私たちはとんでもなく混乱する事態に陥ることになる。
もう一つの「尊厳死」
欧米では現在、医師が（必ずしも終末期とは限らない）患者に致死薬を処方し、患者が
それを飲んで自殺すること、すなわち医師幇助自殺（physician assisted suicide、PAS）
の合法化がどんどん進みつつある。
世界ではじめて医師幇助自殺を合法化したのは米国オレゴン州（1997 年）であったが、
そこで成立した法律は「オレゴン州尊厳死法」という名称であった。
ここで明らかなのは、
「尊厳死」という語が「医師幇助自殺」とイコールではないにして
も、少なくともそれを含む形で用いられており、日本で言うような「延命治療の手控えや
中止」とはまったく異なった行為を含む形で用いられているということだ。
もともと、世界的に「尊厳死（Death with Dignity）」という言葉が用いられるようにな
ったきっかけとしては、1975～76 年にかけてのカレン・アン・クインラン裁判（植物状態
になったカレンの人工呼吸器取り外しを求める裁判で、患者本人の明確な意思表示がなか
ったことを除けば日本でいう「尊厳死」に近い）や、1981 年の世界医師会総会で採択され
たリスボン宣言における「尊厳を保ち、安楽に死を迎える権利」という文言にあると言わ
れている。
しかし、少なくとも「尊厳死」という言葉が、日本尊厳死協会が言うような何らかの特
定の行為を限定的に指して用いられているのではない、ということにはくれぐれも注意が
必要だ。
たとえば、現在欧米において「尊厳死」という語はこの医師幇助自殺を指して言われる
ことが多いのはたしかである。かと言って、
「欧米の『尊厳死』は『医師幇助自殺』を指す」、
「日本の『尊厳死』は『延命治療の手控えや中止』を指す」というような単純な対比はで
きないのも事実なのである。
実際、20 年近く前にオレゴン州尊厳死法が成立した際も、最初から「尊厳死」をめぐる
議論があったわけではなかった。合法化の是非をめぐって議論されていた「医師幇助自殺」
について、その推進派の人たちが安楽死協会の意識調査などをもとに「尊厳死」という名

称を選んだにすぎない。
同法の住民投票の前に行われた安楽死協会の意識調査では、他に「安楽死」「医師幇助に
よる死」「致死薬処方による死」
「医療処置による死」などの名称も候補に挙がったが、圧
倒的多数で「尊厳死」が選ばれた（1）
。
また、昨年、悪性の脳腫瘍を患った 29 歳の米国人女性（ブリタニー・メイナードさん）
がこの医師幇助自殺を行うことをマスメディアを介して公に宣言し、その通り命を絶った
ことは、日本でもかなり報道された（メイナードさんの住んでいたカリフォルニア州では
医師幇助自殺は合法化されておらず、そのため彼女はオレゴン州に転居して処方を受けた
が、メイナードさんのメディアでの訴えは、その他の州での PAS 合法化への議論を急速に
進めた）
。
その際、日本のほとんどのメディアは、これを「尊厳死宣言」「尊厳死」と報じた。なか
には「安楽死」という表現をしたメディアも存在したが、日本で合法化の是非が議論にな
っている「尊厳死」との違いをきちんと指摘したのは少数で、安楽死・尊厳死をめぐる世
界の状況のなかにそれを位置づけて解説したものは、筆者の知るかぎり皆無であった。
このように、たとえ日本国内で「尊厳死は延命治療の手控えや中止を指す」という限定
や定義を行ったとしても、それをはみ出す「尊厳死」のニュースは世界中からどんどん入
り続け、混乱が治まることはないだろう。
先にオレゴン州尊厳死法の成立について見たように、「尊厳死」という語は特定の行為を
指すというよりはむしろある「イメージ」を伝える語であり、単に概念が曖昧だからきち
んと定義すればよいという話ではなく、そうしたイメージがどのような行為にまで及んで
いくかについて、言葉の政治学（ポリティクス）をふまえた別種の考察が必要なのである。
生命倫理学における（広義の）安楽死の分類
「安楽死」や「尊厳死」には世界共通の定義などはない。ただ、生命倫理学においてこ
うした問題が論じられる場合には、次のような区別、分類を行い、少なくともどういう行
為についてその倫理的是非を問題にするのかをある程度定めた上で、議論が行われること
が多い。
そこでは広い意味の安楽死（何らかの形で患者の死をもたらすか、それに直接つながる
行為）は、以下の三つに分けられる（2）
。
第一は「積極的安楽死」であり、医師が致死薬（通常は筋肉弛緩剤）を患者に注射して
死に至らせる行為を指す。現在これが合法化されているのはオランダ、ベルギー、ルクセ
ンブルクのいわゆるベネルクス三国であり［※1］、こうした行為が合法化されていない場
合は、もちろん発覚すれば殺人罪に問われることになる。
［※1]南米の国・コロンビアでは独自の法律によってではないものの、憲法裁判所の判断によって事実上、
積極的安楽死も医師幇助自殺も合法となっている。

第二は「医師幇助自殺（PAS）
」であり、医師は致死薬（強力な睡眠薬）を処方し、患者
はそれを飲んで自殺する。薬をいつ飲むか、あるいは飲まないのか（病状が悪化して飲め
なくなることもある）は患者の自由である。患者が薬を飲むときに、医師が立ち会う場合
もあればそうでない場合もある。
先に挙げた米国オレゴン州で最初に合法化され、その後、米国の他の州（ワシントン州、
モンタナ州、バーモント州、ニューメキシコ州）やカナダのケベック州で合法化されてい
る。
また、スイスでは、
（医師に限らず）自殺幇助は以前から合法であり、自殺幇助サービス
を旨とする団体が自由に活動している。積極的安楽死の場合と同じく、合法化されていな
い国や州でこのような行為を行ったことが発覚した場合には、自殺幇助罪に問われる。
第三は「消極的安楽死」であり、延命治療の手控えや中止を指す。積極的安楽死が「何
かをすることによって死なせる」行為であるとすると、消極的安楽死は「何かをしないこ
とによって死なせる」行為であるとも言える。
すでに述べたように日本ではこれを「尊厳死」と呼ぶことが多いが、欧米では「自然死」

と呼ばれることも多い。たとえば、1976 年、先に触れたカレン・アン・クインランの裁判
をきっかけとしてリビングウィル（生前の意思表示）をもとにこうした延命治療を中止す
ることを認める法律がカリフォルニア州で制定されたが、この法律は「自然死法」と呼ば
れている。
現在、名称などは異なるものの、欧米の多くの国や州で消極的安楽死は合法化されてい
る。ただ、積極的安楽死や医師幇助自殺の場合とは異なって、たとえ合法化されていない
場合でも、医療現場では日常的に行われているものであり、安楽死の一つというよりは終
末期における「治療の選択」の範囲内であるととらえられていることも多い。
また、
「積極的安楽死」
「医師幇助自殺」「消極的安楽死」のいずれの行為の合法化につい
ても、基本的にはそれが患者本人の意思に基づくこと（死の自己決定権）
、注射や処方、措
置の担い手は医師であることが前提となっていることを付け加えておきたい。
さて、日本では第三の「消極的安楽死」を指して用いられる「尊厳死」という語が、現
在欧米では第二の「医師幇助自殺」を指して用いられることが多いことを述べたが、「尊厳
死」という語が第一の「積極的安楽死」をも含んで用いられる場合もある。
日本尊厳死協会による独特な用法（安楽死＝積極的安楽死、尊厳死＝消極的安楽死）と
は異なって、
「安楽死」と「尊厳死」というのは本来、その行為による形容ではなく、「行
為の目的」による形容である。
すなわち、
「安楽死」の目的は「
（耐えがたい）苦痛からの解放」であり、
「尊厳死」の目
的は「人間としての尊厳を保つこと」である。耐えがたい苦痛に苛まれることで、人間と
しての尊厳が保たれない（と感じられる）状態になることは大いにあり得るので、
「安楽死」
と「尊厳死」が内容的にはかなり重なり合うことがわかるだろう。
ただ、植物状態などのように本人がまったく苦痛を訴えていなくても、人間としての尊
厳が保たれない（と感じられる）こともあることを考えれば、「尊厳死」の方が「安楽死」
よりも広い内容を指すとも言い得る。
このように、
「安楽死」と「尊厳死」の主たる違いは、いわばその目的における強調点の
違いである。指している内容がまったく同じであるとは言えないものの、別の内容を指す
ものとして両者を対比し、区別するというのは、言葉自体の意味からしても無理があるよ
うに思われる。
特定のイメージを伝える言葉としての「○○死」
以上述べたことで、
「積極的安楽死」「医師幇助自殺」「消極的安楽死」といった「どうい
う行為によって死をもたらすのか」に基づいた区別がきちんとなされないまま、「安楽死」
や「尊厳死」という言葉が使われると、いかに議論が混乱するかはおわかりいただけたで
あろう。
「尊厳死」という言葉が「安楽死」という言葉に比べて曖昧であるという指摘は以前か
ら繰り返されてきた。たしかに、そこで何が行われるかではなくその目的だけに限って言
えば、
「安楽死」という言葉は「苦痛からの解放」における「苦痛」の存在がはっきりして
いるぶん、
「尊厳とはいったい何か？」ということが曖昧な「尊厳死」よりは曖昧さが少な
いと言えるかもしれない。
しかしながら、肉体的な苦痛だけではなく、精神的な苦痛もそこに含めて考えると、「安
楽死」が曖昧でないとは言えない。そもそも、「安楽死（euthanasia）」という言葉の語源
がギリシア語の「よい死」にあるということも記憶しておくべきだろう。
先に、
「尊厳死」という言葉が何らかの内容を特定するというよりはむしろあるイメージ
を伝える言葉であると述べた。同じことが「安楽死」についても、「平穏死（3）
」について
も言える。また「自然死」という言葉も、「不審死」と対置されるような意味ではなく、欧
米で日本の「尊厳死」に当たるような消極的安楽死を指して用いられる場合は、同じであ
る。ここでは、
「言葉のもつ性質」という観点からこのことについて分析してみたい。
「安楽死」
「尊厳死」
「平穏死」
「自然死」といった言葉のもつ独特な性質とは何であろう
か。このことを理解するためには、
「○死」や「○○死」といった「死」の前にそれを形容、

限定する語がついた他の言葉群と対比してみるのが手っ取り早い。
そのなかにはたとえば、
「病死」
、
「事故死」、「自死」のように死をもたらした大まかな原
因を示すもの、
「がん死」のように死に至った病名や「水死（溺死）」「焼死」「窒息死」
「圧
死」
「ショック死」などのように死をもたらした外的原因を特定するもの、
「戦死」
「震災死」
「腹上死」のように死をもたらすことになった状況を示すものなどがある。
いま仮に、
「安楽死」
「尊厳死」
「平穏死」「自然死」といった言葉を A グループ、
「病死」、
「事故死」などのそれ以外の言葉を B グループとしてみると、A グループと B グループの言
葉の性質の違いはどこにあるだろうか。
第一に挙げられるのは、先にも述べたように、A グループの言葉ではそれが指す内容が曖
昧だという点だ。もちろん、B グループの言葉についても、たとえば死亡原因の統計で用い
られるような場合には分類や定義が違えば若干のずれはあるだろうが、その言葉で何を指
しているかについてはほぼ一義的に決定できるだろう。
次に注目すべきことは、A グループの言葉は死についてそれがどういう死であるかを形容
し限定するだけでなく、そこでイメージされるような死を具体的に実現するための特定の
行為を指して用いられるという点である。
「安楽死」は単に「安らかな死」を表しているのではなく、「安らかには死ねないような
状況のもとで、安らかな死をもたらす」特定の行為を含んでいる。
「尊厳死」も単に「尊厳ある死」を表しているのではなく、「尊厳を保っては死ねないよ
うな状況のもとで、尊厳ある死をもたらす」特定の行為を含んでいる。「平穏死」や「自然
死」についても同様である。こうした性質は B グループの言葉にはまったく見られない。
このことは、A グループの言葉には見られて B グループの言葉には見られない第三の特質
と深くつながっている。先に述べたことを別の言い方で置き換えてみれば、A グループの言
葉には、その前提としてまず、避けるべき「悪い死」のイメージがあり（苦痛に満ちた死、
尊厳が失われた死、等々）
、それを避けるために要請される特定の行為がありうべき「よい
死」のイメージとセットになっているということでもある（4）
。
また、死についての事実的形容だけではなくて、何らかの行為を含むことは、A グループ
の「○○死」が倫理的な善悪や賛成・反対といった価値判断の対象になるのに対し、B グル
ープの言葉はそうではないという事実のなかにも現れている。
「孤独死」と対比させてみれば
事態をよりはっきりさせるために、ここでもう一つ別の言葉を取り上げて対比してみよ
う。近年よく使われるようになった「孤独死」という言葉である。「孤独死」は A グループ
の言葉なのだろうか、B グループの言葉なのだろうか。
先の第一の性質について言えば、
「孤独死」は A グループに近いように見える。単に死亡
時に一人であるといった事実を示すためにこの言葉を使うのでない限りは、どういう死が
「孤独」であるのか、誰が「孤独」だと感じるのか、といった内容はかなり曖昧であると
言わざるを得ない。
他方、第二の性質については、
「孤独死」は B グループに近いように見える。「孤独死」
はどのように死を迎えたかについての単なる形容であり、それを実現するための（？）特
定の行為を含んでいるわけではないからだ。
このように、
「孤独死」が A グループにも B グループにも分類できないからくりは、先に
述べた第三の性質について見ると、明らかになる。すなわち、「孤独死」という言葉は死に
ついての事実的な形容というよりは、まさに避けるべき「悪い死」のイメージを伝えてい
るからだ。
もちろん、人生においては一人でいる時間が一番長いのであるから「孤独死」を忌避す
るなどというのは馬鹿げているといった主張もあるが（5）、多くの人が「孤独死」という
言葉に「悪い死」を重ねてイメージすることだろう。
このことは裏を返せば、「安楽死」
「尊厳死」「平穏死」といった「○○死」については、
その具体的な行為に対する賛否以前の段階でそれが「よい死」であるというイメージがは

じめから植え込まれているということでもある。
当たり前のことのように思われるかもしれないが、このことは「安楽死」や「尊厳死」
の是非についての議論が行われる際に、何が隠されてしまいがちなのか、本来問われるべ
きどのような問いが問われないままになってしまいがちなのか、というきわめて重要な問
題に関わっている。
問われないままになってしまいがちな本来の問い
「孤独死」との対比をもう少し続けてみよう。もし「孤独死」が避けるべき「悪い死」
であるとするならば、そうした死に方をしてしまう原因はどこにあるのだろうか。そして、
そうした死を避けるために、私たちは個人として、社会としてどのような方策が必要なの
だろうか。
もちろんこのことについての答えは一様ではないだろうが、少なくとも言えるのは次の
ことである。
「孤独死」の原因を、実際に死を引き起こした病気（それも立派な原因の一つ
なのだが）に求める人はまずいないということ、その原因は基本的には人を「孤独死」さ
せてしまうような社会のあり方、すなわち社会の歪みやその不備のなかに求められるとい
うことだ。
ところが、
「安楽死」や「尊厳死」についての議論がなされるとき、そこで避けるべきも
のとしてイメージされているような「悪い死」をもらしている原因は何だろうか。
もちろん病気そのものやその病態は大きな要因の一つではあるが、患者の苦痛を共感的
に理解し、それを緩和するための十分な医療ケアが欠けている場合も少なくないだろう。
また、インフォームド・コンセントやそのために必要な医師や医療者と患者や家族とのあ
いだのコミュニケーションが十分でないことも大いにあり得る。
また「死」がそう遠くないことがかなり前から予測されているにもかかわららず、治療
方針の転換が遅れたために「尊厳が奪われている」と感じるような延命治療を余儀なくさ
れているというケースも少なくないだろう。
ケアの体制が十分でないために、時間をかければまだ自力で経口摂取可能な患者が人工
栄養補給を始めざるを得ないこともあるのが実情だ。このように、医療やケアの側の不備
や、そうした医療の「悪しき文化」を改善できないでいる社会の不備は、私たちが「悪い
死」というイメージで思い描くような死に方の大きな要因をなしているのである（6）。
それにもかかわらず、
「安楽死」や「尊厳死」が求められるような「悪い死」の原因とし
て、多くの人々は（とりわけそれらを肯定する論者たちは）変えることのできない個人の
病気や病態ばかりを挙げ、こうした変えていこうと思えば変えていける広い意味での社会
的、環境的要因がきちんと問われないままになっていることが多い。
このことは、先に挙げた「孤独死」の場合には、もっぱら人を「孤独死」させないよう
な社会を構築することが目指されるのに対し、そこでイメージされた「悪い死」に対する
対処として、そうした「悪い死」の大きな要因となる医療や医療文化の改善ではなく、「安
楽死」や「尊厳死」
、
「平穏死」といった個人による「死の自己決定」や「（延命）治療の拒
否」が説かれるというある種の本末転倒のなかにもっともよく現れている[※2]。
[※2]日本で尊厳死法制化を進めようとする側の人々の間には、
「
（こうした法律や延命治療を拒否する患
者の明確な意思表示がないかぎり）医師は限りなく延命を目指す」という根拠のない前提があるように思
われることが多い。医師や医療提供者の側の態度に影響する関心や意向のなかには、救命・治療の義務や
医療施設の収入のように「延命」の方向に働くものもあれば、治らない患者に対する無関心、医療費削減
のように「延命」を抑止する方向に働くものもある（8）
。

紙面も残り少なくなってきた。このことに関係して、最後に一つだけ、日本の「尊厳死」
法制化賛成派の「死の自己決定（権）
」言説における問題点に触れておきたい。本来、患者
の自己決定権とは患者が生きる上での自己決定、すなわち十分な情報提供の上に立って、
（自分の価値観や人生観に沿って）どのように生きたいかという患者の意思による治療法
の選択に関わるものである。
死は人生の一部であり、
「どのように死を迎えたいか」という意味での「死の自己決定権」
（必ずしも「死ぬ権利」や「死を選ぶ権利」だけではない）はその延長線上にあると考え

ることができる。
しかしながら、現在の日本には欧米の「患者の権利法」に当たる法律はなく、医療にお
ける意思決定の主体としての患者を支える法的基盤がない。このように「どう生きるか」
をめぐって患者の自己決定を支える医療文化が未成熟のままで、
「どう死ぬか」をめぐる自
己決定権だけがうんぬんされることはまさに本末転倒と言わざるを得ない（7）
。
また、
「インフォームド・コンセント」という言葉が、医師や医療者側からの十分な説明
に基づいて「よく知った上での同意」という、本来の患者主体の意味ではなく、
「医師が患
者にインフォームド・コンセントをする」というように主客逆転した意味で用いられてい
ることが少なくない日本において、なおさら強調されねばならないのは、そのような患者
が主人公になり、患者が生きることを支える医療の文化を育成していくことにあるはずだ。
ちなみに筆者は「積極的安楽死」や「医師幇助自殺」に対してははっきり反対であるも
のの、
「消極的安楽死」ないし「延命治療の手控えや中止」については、医師と患者、家族
のあいだで十分なコミュニケーションが行われ、慎重かつ多面的に検討された結果、その
ような決定がなされることに対しては反対ではない。
繰り返しになるが、それは現に医療の現場では少なからず行われていることであって、
なにも「法制化」しなければできないことではない。「尊厳死」やその法制化について議論
する前に、私たちにはやるべきことが山のようにあるはずだ。
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