
熊本大学生命倫理研究会　第1回公開セミナー　「日本の生命倫理は先端研究に追いついているか？」　展示図書リスト

番号 書名 著者名 請求記号 資料ＩＤ

1 生命と刑法
中山研一先生古稀祝賀論
文集編集委員会編 326/N,45/(1) 11102665436

2 生命・医療・安全衛生と法
中嶋士元也, 町野朔, 野村
豊弘著 328.7/N,34/06 11110649266

3 背信の科学者たち : 論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか
ウイリアム・ブロード, ニコ
ラス・ウェイド著 ; 牧野賢治
訳

402.8/B,75 11110724659

4 背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか?
ウイリアム・ブロード, ニコ
ラス・ウェイド著 ; 牧野賢治
訳

402.8/B,75 11104534738

5 論文捏造 村松秀著 407/Mu,48 11110527381

6 生物のなかの時間 : 時計遺伝子から進化まで
西川伸一, 倉谷滋, 上田泰
己著 460.4/N,83 11104581140

7
人格主義生命倫理学 : 死にゆく者、生まれてくる者、医職の尊厳の尊重に
向けて

秋葉悦子著 490.15/A,34 11104478293

8 安楽死・尊厳死・末期医療 町野朔 [ほか] 編 490.15/A,49 11800209525

9
バイオバンク構想の法的・倫理的検討 : その実践と人間の尊厳 = The
ethical, legal and social implications (ELSI) of human biobank : human
dignity and HAB biobank practice

町野朔, 雨宮浩共編 490.15/B,14 11104152703

10 学生と考える生命倫理
金子章道, 金内雅夫, 河野
由美編 490.15/G,16 11104494299

11
ヒト由来試料の研究利用 : 試料の採取からバイオバンクまで = The use of
human biological samples in research

町野朔, 辰井聡子共編 490.15/H,77 11104152711

12 生命倫理学の誕生
アルバート・R・ジョンセン
著 ; 細見博志訳 490.15/J,72 11104006618

13 モラルのある人は、そんなことはしない : 科学の進歩と倫理のはざま
アクセル・カーン著 ; 林昌
宏訳 490.15/Ka,19 11104225689

14 日本の生命倫理 : 回顧と展望 高橋隆雄, 浅井篤編 490.15/Ku,34/(1) 11110618042

15 自己決定論のゆくえ : 哲学・法学・医学の現場から 高橋隆雄, 八幡英幸編 490.15/Ku,34/(2) 11104087561

16 生命という価値 : その本質を問う 高橋隆雄, 粂和彦編 490.15/Ku,34/(3) 1110408757X

17 医療の本質と変容 : 伝統医療と先端医療のはざまで 高橋隆雄, 北村俊則編 490.15/Ku,34/(4) 11104138301

18 生命倫理委員会の合意形成 : 日米比較研究 額賀淑郎著 490.15/N,99 11103668102

19 生命倫理の教科書 : 何が問題なのか 黒崎剛, 野村俊明編著 490.15/Se,18 11104497042

20 人格主義生命倫理学総論 : 諸々の基礎と生物医学倫理学
E.スグレッチャ著 ; 秋葉悦
子訳 490.15/Sg,1 11104499347

21
いのちの始まりの生命倫理 : 受精卵・クローン胚の作成・利用は認められ
るか

島薗進著 490.15/Sh,45 11110529457

22 生命・環境・ケア : 日本的生命倫理の可能性 高橋隆雄著 490.15/Ta,33 11110956312

23 脳死と臓器移植 町野朔, 秋葉悦子編 490.154/N,97 11110003366

24 免疫と血液の科学 西川伸一, 本庶佑編集 490.8/I,95/(8) 11103290924

25 幹細胞WARS (ウォーズ) : 幹細胞の獲得と制御をめぐる国際競争
シンシア・フォックス著 ; 志
立あや, 千葉啓恵, 三谷祐
貴子訳

491.11/F,42 11104571978

26 iPS細胞 = iPS cell 491.11/I,62 11104221101

27 iPS細胞 : 夢の再生医療を実現する 板倉龍編集 491.11/I,62 11104322714

28 国家を騙した科学者 : 「ES細胞」論文捏造事件の真相 李成柱著 ; 裵淵弘訳 491.11/R,32 11104567059

29
山中iPS細胞・ノーベル賞受賞論文を読もう : 山中iPS2つの論文 (マウスと
ヒト) の英和対訳と解説及び将来の実用化展望

[山中伸弥著] ; ニシカワ&
アソシエイツ訳

491.11/Y,34 11104351234

30 不死細胞ヒーラ : ヘンリエッタ・ラックスの永遠 (とわ) なる人生
レベッカ・スクルート著 ; 中
里京子訳 491.65/Sk,1 11104206943

31 生殖補助医療と法
日本学術協力財団編集 ;
櫻田嘉章 [ほか執筆] 498.12/Se,19 11104322749

32 臓器移植法改正の論点
町野朔, 長井圓, 山本輝之
編 498.12/Z,5 11110184603

33 悪の製薬 : 製薬業界と新薬開発がわたしたちにしていること
ベン・ゴールドエイカー著 ;
忠平美幸, 増子久美訳 499.09/G,61 11104572125


