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2011年度後期全国統一タイトル 

「医療問題」 

What policy should the Japanese government adopts 

concerning Medical issues? 

 

【トピック】 

メイン：中絶、安楽死、煙草、代理母出産、臓器移植 

サブ：その他（AIDS、受け入れ拒否、クローン、美容整形など） 

 

【社会背景】 

近年の医療技術の発達は、我々の健康だけにとどまらず、これから生まれ来る命や終末期に

おいても、多くの選択肢をもたらすこととなった。国際人権規約において、「到達可能な最高水準

の身体及び精神の健康を享受する権利」を有する我々は、一体何を以て与えられた選択肢から

どう生き、どう死ぬかを選び抜いていけるだろうか。その上、医療現場の観点から見ると、医師不

足やそれにともなう受け入れ拒否、医療ミスなどもメディアにより大きく取り沙汰されている。このよ

うな新たな問題を放置しておくことは、これからの時代を生きていく我々に大きな負担として圧し掛

かってくることだろう。個人の倫理観や感情的な側面を包括するこの医療問題を、政策決定という

論理的立場で議論することは、大変大きな意義を持っていると言えるのではないだろうか。 

 

【選定理由】 

Education重視 

 

後期は後輩へのエデユケーションに力を注がなくてはならない。そのため後期タイトルはエデ

ユケーションの視点からタイトルを決定したので、その背景を述べていく。 

医療問題、主に今回上げたメジャートピックに関しては、賛否両論となることが予想される。他の

タイトルと違い、アイディアが基本的に生か死かという一貫した対極の価値観から発生するため、ト

ピックがテーブルごとに異なっても自分の価値観に基づいて意見を持つことが出来る。コンパリソ

ンでは主に生と死における価値観をロジックにのせて伝えるかがポイントとなり、リサーチしてない

一年生でも、その自らにも関わる、自らの価値観から話すことができる。一年生にとって、後期は

「Discussion とどう向き合っていくか」を考えるとても重要な時期であるため、少しでも話しやすい

環境をつくることによって、多くの後輩たちを動機づけていきたい。二年生にとっても、一年生へ

の Education に力を注ぐとともに、自らのスキルアップもしていかなければならない。例えば、価値

観と価値観の衝突が起きた時の柔軟なハンドリング力の向上が期待される。 

医療問題は日本政府が未だに解決出来ずにいる問題も多々あるため、我々学生視点からどう

解決してくか、どう向き合っていくか、話し合う余地が大いにあると思われる。そして、自らのオピニ

オンを持つことができ、そのうえで Discussionすることの楽しさを見いだせてくれたら幸いである。
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＊新メジャートピックに関して＊ 

 今回、医療問題においての新メジャートピックとして「煙草」を取り上げた。これは一年生の取

り組みやすさを考慮してのことである。学生における喫煙率は未だに高く、そのために将来、喫煙

者自身が重い病気にかかる可能性は否定できない。一年生にとって、非常に身近なことであり、

イメージしやすく、取り組みやすいのではないかと思われる。 

 

メイン（例） 

中絶（Abortion）PSF , Observation Format  

PSF 

ASQ 

Cause：The Japanese Government admits the abortion. 

 

Problem：Pregnant women have the abortion. 

 

Harm: Unborn babies die. 

TG: Unborn babies QL：Death QT：At least 1 

 

PLAN 

Direction： The Japanese Government should abolish the abortion. 

 

Mandate：The Japanese Government changes the law. 

 

Advantage：Unborn babies will not die. 

 

Observation Format（例） 

ASQ 

 １）Sentence ：Pregnant women have the abortion. 

 ２）Term definition  

３）Necessary information 

PLAN  

１）Direction：J/G doesn’t kill unborn babies 

 ２）Mandate：The Japanese Government should abolish the abortion. 

 ３）AD：unborn babies live 

 ４）Solution 

５）Reconfirmation of AD 

＊）Significance of AD：unborn babies live is significant 

６）DA：（e/g）  parent suffer mentally 

 ７）Comparison 

 ８）Conclusion  
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〈総評〉 

優生保護法の改正で「経済的理由」による中絶が認められるようになってから、日本の中絶が

激増した。現在日本では、年間約３３万件の中絶が行われている。このうち、約99％が経済的理

由で中絶をしているのだが、中絶をすることによって母体が傷つくこともあり、その容易さゆえに生

まれ来る命を軽んじる人も増えている。現代社会において、今一度考え直さねばならない問題で

あろう。 

このトピックでは胎児を『人』として扱うべきか、また女性の、産むか産まないのか権利の所在が

どこにあるべきかなどの議論が NFCやコンパリなどで予想される。ASQでは Seriousnessをどう進

めるかがポイントとなると思われる。また、オブザべを取り入れることによって、従来のやり方とは

少し違った展開で議論することが期待できるのではないかと考える。 

 

 

 

安楽死（Euthanasia） 

ASQ 

Cause：The Japanese Government doesn’t have the law concerning active euthanasia. 

 

Problem：Active euthanasia is not carried out for patients. 

 

Harm：Patients suffer mentally. 

TG: Patients QL：Mental Suffering QT：At least 1 

 

PLAN 

Direction： The Japanese Government should help the patients. 

 

Mandate：The Japanese Government makes a new law. 

 

Advantage：Patients will not suffer mentally. 

 

 

〈総評〉 

現在、日本で安楽死が認められていないのはなぜだろうか。そもそも日本には安楽死に関する

法律がない。今現在、日本ではタイムリーに議論がなされている段階である。 

安楽死は積極的安楽死と消極的安楽死という曖昧な定義から、人の死をどう扱うべきか現在医

学界で大きく話し合われている議論のひとつである。日本においては賛否両論であるが、積極的

安楽死を認めている安楽死法を持つ国も少なくない。安楽死問題には患者の家族の介護問題や

患者の家族、医者など様々な人の感情が大きく関わっている。それゆえに色んな側面からの重大

な生と死の問題であるため、プランによってはＤＡの幅も広がり、コンパリソンでは『尊厳のある死』

とは何か、人の命と人の意思のどちらに重点をおくべきか、など様々な論点を深く考えさせられる

議論が期待できる。 
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煙草（cigarette) 

ASQ 

Cause: The Japanese Government admits smoking(cigarette) 

Problem: Smokers smoke cigarettes. 

Harm: smokers die by lung cancer . 

TG:Smokers  QL:Death  QT:At least 1 

Direction: The J/G should prohibit smokers to smoke cigarettes. 

Mandate: The J/G makes a new law. 

Advantage: Smokers will not die by lung cancer . 

＜総評＞ 

 近年、公共の場所での分煙・禁煙化ができてはいるものの依然として喫煙している人は多く喫

煙はとても身近な社会問題といえる。この問題に対しては各々で価値観やスタンスが分かれるの

で後期からディスカッションを始める一年生にとっても価値交換しやすく、導入としてよいのではな

いだろうか。また、喫煙者の依存への対処など論点は豊富にあり、Planに個性も出しやすく議論

のマンネリ化を防ぐことも期待される。さらに、ASQがシンプルであるが、定義付けが必要な個所

が多々存在するため二年生に身につけてほしいトリート力の向上も図ることができるだろう。 

代理母出産（Surrogate Birth） 

 

Cause: The J/G prohibits the surrogate birth. 

 

Problem: Females cannot use the surrogate birth. 

 

Harm: Females suffer mentally. 

 

Direction: The J/G should admit the surrogate birth. 

 

Mandate: The J/G makes a new law. 

 

Advantage: Females will not suffer mentally. 

 

 

＜考察＞ 
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ASQ においては、現在代理母出産について、日本政府が原則禁止という立場をとっているが、

一部は認められている。そのような日本政府の曖昧な立場を含め、O/P にはリサーチと、それを正

確にテーブルメンバーに伝えるプレゼン能力が必要とされる。 

Plan においては、実際に必要な代理母が確保できるのかなどの Solution、生まれてくる子ども

への虐待の可能性、代理母のビジネス化などの DA、Comparison での活発な Argument 展開が

期待され、ASQ ではそのアイディアをストラテジーとしてどう残していくかが、Argument 側には大

きな鍵となるだろう。 

 

臓器移植（Organ Transplants） 

 

Cause: The J/G does not obligate the organ donation. 

Problem: The number of organs for organ transplants is not enough. 

Harm: Patients die. 

 

Direction: The J/G should obligate the organ donation. 

Mandate: The J/G amends the law concerning the organ transplants. 

Advantage: Patients will not die. 

Disadvantage: e.g.) Japanese nations will suffer mentally. 

 

＜考察＞ 

ASQ においては、臓器提供者の遺志や脳死の境界線など、細かい Definition が求められるた

め、O/P はリサーチとプレゼン能力が求められる。また、Plan では、義務化の必要性などの Plan

そのものに対するもの、移植後の後遺症など PMA(Plan doesn't Meet Advantage)などの

Argument の展開が予想される。一例として、Comparison では提供者・提供者家族の心情を無視

することによる精神的苦痛の観点を主として、義務化か否かを比較することが予想される。 
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Regulation 

 

 1,日本政府による政策決定の範疇内であるものに限定する。 

(例,新しい抗がん剤を開発するは対象外とする。) 

 

 2,Harmがお金に関することのみで、経済的援助のみによる政策をとるオピニオンは対象外とす

る。 

 

 3,労働、教育、刑事で扱われた問題を topic としない。 

 

4, ターゲットに金銭を譲渡するという内容の mandateは禁止とする。 

 

※タイトルに関して何か質問等ございましたら以下の連絡先へお願い致します。 

 

Japan Intercollegiate Discussion Meeting 委員長 

堀口 和希 

Kazuki.oasis.0209@gmail.com 

 

Tokyo Discussion Federation 連盟長 

宮崎 邦洋 

92.miyazaki@gmail.com 

 

Kansai Discussion League 連盟長 

菅 将憲 

e.go.stb@gmail.com 

 

 


