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要旨 

 
近年、日本では「安楽死」について二つの言説が広まった。一方で、三年前（2016

年７月）、相模原殺傷事件において、障害者福祉施設で 19 人が殺され、26 人が

外傷を負い、なかでも 13 人は重症だった。26 歳男性の容疑者は、かつてこの施

設で働いていた職員で、次のように語ったと報道されている。「私が望むのは、

重複障害のため日常生活も社会活動も送るのが困難な障害者が、保護者の同意

によって安楽死されることができるような世界です」と。他方で、その翌年（2017

年 8 月）、多くの作品（世界的にも有名になった『おしん』のようなテレビドラ

マ）を書いた女性脚本家が、91 歳で子どもはなく、夫は 28 年前になくなってい

るのだが、『安楽死で死なせてください』という本を出版した。これら二つのケ

ースで、「安楽死」という語は、まったく異なった意味で用いられている。これ

らの言説は、私の考えでは、「安楽死」という語の誤解に基づいている。 

 この語のもつ広い意味のなかで、①本人の同意のない慈悲殺、②本人の同意に

基づく医師による積極的な安楽死、③本人の同意に基づき医師が致死薬を処方

することによる自殺幇助が区別されねばならないが、これらいずれの場合も日

本では刑法によって殺人として罰せられる。日本ではさらに、これら三つのタイ

プの安楽死から、延命措置の不開始および中止としての「尊厳死」が区別される。

この意味での「尊厳死」は、日本では法律的に承認されてはいないが、厚生労働

省が 2007 年に発表した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」に

よって、決定プロセスが正当なものでさえあれば、一つの選択肢としてありうる

とされた。これを法制化しようとする動きがある一方で、法制化には反対する動

きもあった。因みに、台湾では、「尊厳死」を法制化する「病人自主権利法」が、

2016 年に成立し、2019 年から施行されている。 

 
他方、2018 年 3 月、日本の厚生労働省は上述のガイドラインの改訂を発表し、
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その適用範囲を病院のような医療機関から介護施設や在宅にまで広げるために、

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」と

改称した。２年前（2017 年９月）、私は政治大学（台北）で、「死にゆく患者を

家族がケアすること：尊厳死を法制化すべきか？」という発表を行った。その議

論の継続として今回は、その後行われたこの改訂によって開かれた、日本におけ

る終末期ケアの新しい段階について議論したい。結論においては、このガイドラ

インの理念を現象学的観点から解釈する可能性に言及するつもりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第二屆東亞臨床哲學會議：現象學、臨床哲學與倫理學 會議摘要 

3 
 

The New Step of End-of-Life Care in Japan 
 

Shinji Hamauzu 

 

 Clinical Philosophy 

Osaka University 

 

 

ABSTRACT 
 

Recently we heard some discourses of “Euthanasia” in Japan. Three years ago (July 2016) 

in Japan, the Sagamihara stabbings were committed in which 19 people were killed and 

26 others were injured, 13 severely at a disabled care home. The suspect, a 26-year-old 

man and a former employee of the care facility, insisted, "I envision a world where a 

person with multiple disabilities can be euthanised, with an agreement from the guardians, 

when it is difficult for the person to carry out household and social activities.” On the 

other hand, next year (August 2017), a female Japanese playwright (dramatist) of many 

plays (TV dramas such as the worldwide famous one "Oshin"), 91 years old, no kids, 28 

years after the death of her husband, published a book titled Let Me Die in Euthanasia!. 

In both cases the word “Euthanasia” is used with a totally different meaning. These 

discourses are in my opinion based on a misunderstanding of the concept of “Euthanasia”. 

 
Among the wide sense of the concept, we must distinguish ① mercy killing without any 

consent of the person-involved, ② active euthanasia by a doctor with her/his consent 

and ③ physician assisted suicide with her/his consent by prescribing a lethal dose, every 

case of which is punished as a murder according to the criminal law in Japan. From these 

three type of euthanasia we in Japan distinguish further "death with dignity", i.e. 

withholding and withdrawal of life-prolonging treatments. "Death with dignity" in this 

sense is not legally allowed either in Japan, but “The Guideline for the Decision Process 

of Medicine on the Terminal Stage” which was announced in 2007 by the Ministry of 

Health, Labor and Welfare, characterized it as one possible choice only if the process of 

decision is made in a right way. Whereas there was a movement to intend to legalize it, 
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there was a counter movement against the legalization as well. In Taiwan, by the way, the 

“Act of Self-determination Rights of Patients（病人自主権利法）” which legalizes “death 

with dignity” was approved in 2016 and came into force in 2019. 

On the other hand, in March 2018 the Japanese Minister of Health, Labor and Welfare 

announced the revision of the above-mentioned Guideline, which is renamed “Guideline 

on the Decision Process of End-of-Life Medicine and Care” in order to widen the 

Guideline’s restriction from medical settings of hospital to medicine and caring at caring 

institutions as well as at home. Two years ago (September 2017), at the Chengchi 

University in Taipei, I gave a talk titled “Family Caregiving of the dying patients: Should 

we legalize the death of dignity?” Continuing the discussion, this time I would like to 

discuss the new step of End-of-Life Care in Japan opened by this revision after that. In 

conclusion I would like to mention the possibility to interpret the idea of the Guideline 

from a phenomenological point of view. 

 


