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研究成果の概要（和文）：出生前診断による選択的人工妊娠中絶について、無記名アンケートによる一般市民の意識を
調査した。
一般的な人工妊娠中絶については、母体外生存が不可能なことを条件として容認するという者が、男女ともにほぼ2/3
であった。非選択的人工殷賑中絶との比較した場合の選択的中絶の道徳的位置付けについては、女性の半数以上がより
問題が大きいとした。胎児の選択権については、女性の85％、男性においても75％が認めていないが、権利としては認
めないが、状況によってはやむをえないとする回答が過半を占めた。新型出生前診断については、女性の70％、男性で
も65％が、妊婦に対する情報提供を限定的にすべきであると回答した。

研究成果の概要（英文）：A survey was conducted by anonymous questionnaire. Questionnaires were
distributed to students and their families by the researchers themselves, as well as to customers and
patients of cooperating restaurants, beauty salons, automobile repair shops, and medical clinics,
excluding obstetric and gynecological clinics. Of the 3,958 questionnaire sets distributed, 1,722 were
returned by post. Of those, 34.7% were ultimately from general citizens or students associated with the
business of healthcare, but no question items showed a significant difference between healthcare‑related
respondents and people unrelated to healthcare. On the question of the parental right to choose regarding
a fetus, 85% of women and 75% of men did not accept this as a right. However, a majority of both men and
women, while not accepting abortion as a right, responded that depending on the circumstances it may be
unavoidable.
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２．研究の目的
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