
第 1 巻 ポストゲノム社会と医事法  ISBN978-4-7972-1201-3・A5 変・上製・248 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 2 巻 インフォームド･コンセントと医事法 ISBN978-4-7972-1202-0・A5 変・上製・296 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 3 巻 医療事故と医事法   ISBN978-4-7972-1203-7・A5 変・上製・336 ⾴ 本体 9,200 円 + 税

第 4 巻 終末期医療と医事法   ISBN978-4-7972-1204-4・A5 変・上製・316 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 5 巻 ⽣殖医療と医事法   ISBN978-4-7972-1205-1・A5 変・上製・360 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 6 巻 臓器移植と医事法   ISBN978-4-7972-1206-8・A5 変・上製・320 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 7 巻 ⼩児医療と医事法   ISBN978-4-7972-1207-5・A5 変・上製・296 ⾴ 本体 9,000 円 + 税

第 8 巻 再⽣医療と医事法   ISBN978-4-7972-1208-2・A5 変・上製・248 ⾴ 本体 8,000 円 + 税

第 9 巻 医療情報と医事法   ISBN978-4-7972-1209-9・A5 変・上製・284 ⾴ 本体 9,000 円 + 税
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《本書の内容》

１　日本の医事法学―回顧と展望 〔甲斐 克則〕

２　医事（刑）法のパースペクティブ
〔アルビン・エーザー（訳 :甲斐 克則・福山 好典）〕

３　〈序論〉現代バイオテクノロジーの挑戦下における医事法の
パースペクティブ

〔アルビン・エーザー（訳 :甲斐 克則・新谷 一朗・三重野 雄太郎）〕

４　人体商品化論―人体商品化は立法によって禁止されるべきか
〔粟屋 剛〕

５　フィリピンにおける腎臓提供
〔ラリーン・シルーノ（訳 :甲斐 克則・新谷 一朗）〕

６　人格性と人体の商品化 :哲学的および法倫理学的パースペク

ティブ 〔ジョージ・ムスラーキス（訳 :一家 綱邦・福山 好典・甲斐 克則）〕

７　日本法における人体・臓器の法的位置づけ 〔岩志 和一郎〕

８　ポストゲノム時代における遺伝情報の規制 :オーストラリア

のおよび国際的なパースペクティブ

〔ドン・チャーマーズ（訳 :新谷 一朗・原田 香菜）〕

９　日本における遺伝情報の扱いをめぐるルール作り―アメリカ

法との比較憲法的視点から     〔山本 龍彦〕

10　人体組織・遺伝情報の利用に起因する紛争等の処理のための
法的枠組みについて 〔手嶋 豊〕

11　比較法的観点からみた先端医療・医学研究の規制のあり方―ド

イツ・スイス・イギリス・オランダの議論と日本の議論 〔甲斐 克則〕

12　ポストゲノム社会における生命倫理と法―わが国における生

命倫理基本法の提言 〔位田 隆一〕

ポストゲノム社会と

医事法〔医事法講座 第１巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1201-3
A5 変・上製・248 頁
【執筆者】甲斐 克則／アルビン・エーザー／粟屋 剛／ラリーン・シルーノ／
ジョージ・ムスラーキス／岩志 和一郎／ドン・チャーマーズ／山本 龍彦／
手嶋 豊／位田 隆一
【訳者】福山 好典／新谷 一朗／三重野 雄太郎／一家 綱邦／原田 香菜



《本書の内容》

１　インフォームド・コンセント法理の歴史と意義 〔手嶋 豊〕

２　インフォームド・コンセントの法理の法哲学的基礎づけ 
〔野崎 亜紀子〕

３　治療行為とインフォームド・コンセント（刑事法的側面） 〔田坂 晶〕

４　終末期とインフォームド・コンセント 〔加藤 摩耶〕

５　生殖医療とインフォームド・コンセント 〔中村 恵〕

６　遺伝子検査とインフォームド・コンセント 〔永水 裕子〕

７　臨床研究とインフォームド・コンセント 〔甲斐 克則〕

８　疫学研究とインフォームド・コンセント 〔佐藤 恵子〕

９　ヒトゲノム研究とインフォームド・コンセント 〔佐藤 雄一郎〕

10　高齢者医療とインフォームド・コンセント 〔寺沢 知子〕

11　精神科医療とインフォームド・コンセント 〔神野 礼斉〕

12　小児医療とインフォームド・コンセント 〔多田羅 竜平〕

インフォームド・コンセントと

医事法〔医事法講座 第２巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1202-0
A5 変・上製・296 頁

【執筆者】手嶋 豊／野崎 亜紀子／田坂 晶／加藤 摩耶／中村 恵／
永水 裕子／甲斐 克則／佐藤 恵子／佐藤 雄一郎／寺沢 知子／
神野 礼斉／多田羅 竜平



《本書の内容》

１　未熟児網膜症姫路日赤事件最高裁判決と医療現場感覚との落
差―司法と医療の認識統合を求めて 〔川崎 富夫〕

２　医療事故に対する刑事処分の最近の動向 〔押田 茂實〕

３　医療事故に対する行政処分の最近の動向 〔勝又 純俊〕

４　医療水準論の機能について―医療と司法の相互理解のために 

〔山口 斉昭〕

５　診療ガイドラインと民事責任 〔手嶋 豊〕

６　注意義務論と医療慣行―日米比較の視点から 〔峯川 浩子〕

７　術後管理と過失 〔小谷 昌子〕

８　看護と過失 〔和泉澤 千恵〕

９　診療録の記載内容と事実認定 〔鈴木 雄介〕

10　医療過誤紛争におけるＡＤＲ（裁判外紛争解決） 〔大澤 一記〕

11　医療事故と刑事過失責任―イギリスにおける刑事医療過誤の動

向を参考にして 〔日山 恵美〕

12　刑事医療過誤と過失の競合及び管理・監督過失 〔甲斐 克則〕

13　医療事故の届出義務・医事審判制度・被害者補償　　〔甲斐 克則〕

医療事故と医事法
〔医事法講座 第３巻〕

定価：本体9,200円 +税
ISBN978-4-7972-1203-7
A5 変・上製・336 頁

【執筆者】川崎 富夫／押田 茂實／勝又 純俊／山口 斉昭／手嶋 豊／
峯川 浩子／小谷 昌子／和泉澤 千恵／鈴木 雄介／大澤 一記／
日山 恵美／甲斐 克則



《本書の内容》

１　終末期医療における患者の意思と医療方針の決定―医師の行

為が法的・社会的に問題にされた事例を踏まえて 〔前田 正一〕

２　安楽死の意義と限界 〔加藤 摩耶〕

３　オランダにおける安楽死論議 〔平野 美紀〕

４　医師による自殺幇助（医師介助自殺） 〔神馬 幸一〕

５　人工延命処置の差控え・中止（尊厳死）論議の意義と限界 
〔秋葉 悦子〕

６　アメリカにおける人工延命処置の差控え･中止（尊厳死）論議 
〔新谷 一朗〕

７　イギリスにおける人工延命措置の差控え･中止（尊厳死）論議 
〔甲斐 克則〕

８　フランスにおける人工延命処置の差控え･中止（尊厳死）論議 
〔本田 まり〕

９　ドイツにおける治療中止―ドイツにおける世話法改正と連邦通

常裁判所判例をめぐって 〔武藤 眞朗〕

10　終末期医療とルールの在り方 〔辰井 聡子〕

11　成年後見制度と終末期医療 〔神野 礼斉〕

12　認知症の終末期医療ケア―“認知症ケアの倫理”の視点から 

〔箕岡 真子〕

13　小児の終末期医療 〔甲斐 克則〕

終末期医療と医事法
〔医事法講座 第４巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1204-4
A5 変・上製・316 頁

【執筆者】前田 正一／加藤 摩耶／平野 美紀／神馬 幸一／秋葉 悦子／
新谷 一朗／甲斐 克則／本田 まり／武藤 眞朗／辰井 聡子／神野 礼斉／
箕岡 真子



《本書の内容》

１　生殖補助医療と医事法の関わり 〔岩志 和一郎〕

２　医療現場からみた生殖医療技術の現実と課題 〔石原 理〕

３　日本における挙児希望年齢の高齢化をめぐる生殖補助医療の
実際 〔片桐 由起子〕

４　生殖補助医療と法 〔中村 恵〕

５　人工妊娠中絶と法 〔石川 友佳子〕

６　出生前診断と法 〔丸山 英二〕

７　アメリカにおける生殖補助医療の規制─代理母契約について考

える 〔永水 裕子〕

８　イギリスにおける生殖医療と法的ルール 〔甲斐 克則〕

９　ドイツにおける生殖医療と法的ルール 〔三重野 雄太郎〕

10　フランスにおける生殖医療と法規制 〔本田 まり〕

11　スウェーデンにおける生殖医療と法的ルール 〔千葉 華月〕

12　韓国における生殖医療と法的ルール 〔洪 賢秀〕

13　生殖ツーリズム構造の背景に潜む国内の実情─始動する当事

者／起動する支援 〔荒木 晃子〕

14　晩産化時代の卵子提供ツーリズムと国内解決法 〔日比野 由利〕

15　養子縁組と生殖補助医療 〔野辺 陽子〕

生殖医療と医事法
〔医事法講座 第５巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1205-1
A5 変・上製・360 頁

【執筆者】岩志 和一郎／石原 理／片桐 由起子／中村 恵／石川 友佳子／
丸山 英二／永水 裕子／甲斐 克則／三重野 雄太郎／本田 まり／
千葉 華月／洪 賢秀／荒木 晃子／日比野 由利／野辺 陽子



《本書の内容》

１　臓器移植と医事法の関わり 〔甲斐 克則〕

２　臓器移植をめぐる法と倫理の基礎 〔旗手 俊彦〕

３　脳死・臓器移植と刑法 〔秋葉 悦子〕

４　生体移植と刑法 〔城下 裕二〕

５　生体臓器移植と民法 〔岩志 和一郎〕

６　アメリカにおける臓器移植 〔丸山 英二〕

７　イギリスにおける臓器移植 〔佐藤 雄一郎〕

８　ドイツ・オーストリア・スイスにおける臓器移植 〔神馬 幸一〕

９　フランスにおける臓器移植 〔磯部 哲〕

10　小児の臓器移植の法理論 〔中山 茂樹〕

11　臓器売買と移植ツーリズム 〔粟屋 剛〕

12　臓器移植制度の運用と課題 〔朝居 朋子〕

13　臓器移植医療に見る課題と展望 〔絵野沢 伸〕

臓器移植と医事法
〔医事法講座 第６巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1206-8
A5 変・上製・320 頁

【執筆者】甲斐 克則／旗手 俊彦／秋葉 悦子／城下 裕二／岩志 和一郎／
丸山 英二／佐藤 雄一郎／神馬 幸一／磯部 哲／中山 茂樹／粟屋 剛／
朝居 朋子／絵野沢 伸



《本書の内容》

１　小児医療と医事法の関わり 〔甲斐 克則〕

２　小児医療と子どもの権利 〔横藤田 誠〕

３　フランスにおける未成年者の医療 〔澤野 和博〕

４　小児医療と生命倫理 〔河原 直人〕

５　アメリカにおける小児の終末期医療 〔永水 裕子〕

６　ドイツにおける小児の医療ネグレクトをめぐる医事法上の状
と課題 〔保条 成宏〕

７　フランス・ベルギーにおける小児の終末期医療 〔本田 まり〕

８　日本における小児医療の現状と課題―重い病気を抱えながら生

きる子どもの権利を考える 〔多田羅 竜平〕

９　小児の臓器移植 〔絵野沢 伸〕

10　小児看護と医事法的問題―看護の専門性の視点から

 〔久藤（沖本）克子〕

11　小児歯科をめぐる諸問題 〔藤原 久子〕

小児医療と医事法
〔医事法講座 第７巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1207-5
A5 変・上製・296 頁

【執筆者】甲斐 克則／横藤田 誠／澤野 和博／河原 直人／永水 裕子／
保条 成宏／本田 まり／多田羅 竜平／絵野沢 伸／久藤（沖本）克子／
藤原 久子



《本書の内容》

１　再生医療と医事法の関わり 〔甲斐 克則〕

２　再生医療の最前線 (1) 〔澤 芳樹〕

３　再生医療の最前線 (2) 〔阿久津 英憲〕

４　再生医療の倫理的問題 〔奥田 純一郎〕

５　再生医療安全性確保法に関する考察 〔一家 綱邦〕

６　再生医療と補償の問題 〔佐藤 大介〕

７　米国における再生医療の規制の動向とヒト ES 細胞の医療応
用の現状 〔三浦 巧〕

８　イギリスにおける再生医療の現状と課題 〔佐藤 雄一郎〕

９　ドイツにおける再生医療の現状と課題 〔神馬 幸一〕

10　フランスにおける再生医療の現状と課題 〔小出 泰士〕

11　日本における再生医療の課題と今後の展望 〔松山 晃文〕

再生医療と医事法
〔医事法講座 第８巻〕

定価：本体8,000円 +税
ISBN978-4-7972-1208-2
A5 変・上製・248 頁

【執筆者】甲斐 克則／澤 芳樹／阿久津 英憲／奥田 純一郎／一家 綱邦
／佐藤 大介／三浦 巧／佐藤 雄一郎／神馬 幸一／小出 泰士／
松山 晃文



《本書の内容》

〈巻頭言〉『医事法講座 第 9巻 医療情報と医事法』の企画趣旨 
〔甲斐克則〕

１　医療情報と医事法の関わり 〔米村滋人〕

２　憲法的観点からみた医療情報の法的保護と利用
 〔山本龍彦・河嶋春菜〕

３　医療情報と刑法 〔甲斐克則〕

４　医師患者関係における医療情報の民法的側面 〔手嶋　豊〕

５　アメリカにおける医療情報の研究利用規制 〔永水裕子〕

６　イギリスにおける医療情報の保護と利用─患者情報の守秘と開

　示の調整 〔柳井圭子〕

７　ドイツにおける医療情報の保護と利用─人格権の先進国からの

示唆 〔村山淳子〕

８　フランスにおける医療情報の保護と利用 〔本田まり〕

９　フィンランドにおける医療情報の保護と利用 〔増成直美〕

10　医療・医学研究における個人情報保護法の解釈と課題 
〔藤田卓仙〕

11　医療現場での医療情報の利活用の現状と課題 〔栗原幸男〕

医療情報と医事法
〔医事法講座 第９巻〕

定価：本体9,000円 +税
ISBN978-4-7972-1209-9
A5 変・上製・284 頁

【執筆者】甲斐 克則／米村 滋人／山本 龍彦／河嶋 春菜／手嶋 豊／
永水 裕子／柳井 圭子／村山 淳子／本田 まり／増成 直美／
藤田 卓仙／栗原 幸男


