名寄市立大学図書館

パスファインダー

「生命倫理」
Bioethics

作成日：2012.5.15
更新日：2018.9.15
キーワード
生命倫理 医療倫理 看護倫理 バイオエシックス 生殖医療
安楽死 尊厳死 脳死 臓器移植 人工授精 対外受精 死生観
人工中絶 クローン 遺伝子 ターミナルケア 出生前診断

✎関連する授業：
「生命倫理」
「生命科学」
「看護倫理」「家族社会学」

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「生命倫理」とはどういうことなのか、さまざまなキーワードの内容をおさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】※辞書類は特に事情がない限り最新版を見るようにしましょう。
資料情報
請求記号
配架場所
『生命倫理事典 新版増補』太陽出版 2010
R490.15/S
3F 参考図書
『現代倫理学事典』弘文堂 2006
R150.3/G
3F 参考図書
『世界大百科事典』平凡社 2007
R031/S
3F 参考図書
『現代用語の基礎知識』自由国民社 毎年発行
R813.7/G
3F 参考図書
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）
また、生命倫理（学）に関心を持つための入門的な図書として、例えば次のものがあげられます。
資料情報
請求記号
配架場所
『マンガで学ぶ生命倫理 わたしたちに課せられた「いのち」の宿題』児玉聡
490.15/K
2F
化学同人 2013 →iPS 細胞をはじめ生命倫理についての問題をストーリーの
あるマンガを通して、自身の考えを深められる内容です。
『基礎から学ぶ生命倫理学』村上喜良 勁草書房 2008
490.15/M 2F
→生命倫理学の定義を明確にし、各種テーマの論点・争点をわかりやすく紹介
しており、入門書として好評の図書です。
『生命倫理への招待』塩野寛、清水惠子 南山堂 2007
490.15/S
2F
→生命の誕生から死の倫理まで実例をあげながら解説しています。付録として
「患者の権利章典」や脳死判定の実施マニュアルなども載っています。
『はじめて学ぶ生命倫理 「いのち」は誰が決めるのか 』小林亜津子 筑摩書房 B490.15/
3F
2011 →いのちにかかわる問題を『ブラック・ジャック』などの漫画・映画な K
新書
どの事例をもとに語りかけており、読みやすい図書です。

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
114
人間学 死生観
461
理論生物学 生命論
490.15
医学と倫理 安楽死 脳死
498.12
医療・衛生法令

150
467
495.48
N120

倫理学
遺伝学 遺伝子工学
生殖医療 人工授精
看護倫理

■OPAC で探す
→「書名」に“生命倫理”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
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資料情報
請求記号
配架場所
中絶問題
『中絶論争とアメリカ社会 : 身体をめぐる戦争』 498.2/O
2F
萩野美穂 岩波書店 2001
『妊娠中絶の生命倫理 哲学者たちは何を議論したか』
498/N
2F
John T.Noonan,Jr ほか著 江口聡/監訳 勁草
書房 2011
終末期医療
『
「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらど 369.263/I
3F
うしますか』石飛幸三 講談社 2010
『良い死』立岩真也 筑摩書房 2008
490.15/T
2F
脳死と臓器移植
『いのちの選択 今、考えたい脳死・臓器移植』
490.154/I
3F
ブックレット
小松美彦ほか/編 岩波書店 2010
『人体市場 商品化される臓器・細胞・DNA』
490.15/A
2F
L.アンドルーズ,D.ネルキン 岩波書店 2002
出生回避・出生操作
『子どもを選ばないことを選ぶ いのちの現場か 495.6/O
2F
ら出生前診断を問う』大野明子 メディカ出版
2003
『マンガはじめての出生前診断』
495.6/N
2F
中西恵理子 かもがわ出版 2015
生殖医療
『生殖技術 不妊治療と再生医療は社会に何をも 495.6/O
2F
たらすか』柘植あづみ みすず書房
『代理出産 生殖ビジネスと命の尊厳』
B495.58/O 3F
大野和基 集英社 2009
新書
優生思想
『相模原障害者殺傷事件 : 優生思想とヘイトクラ 369.27/T
2F
イム』立岩真也、杉田俊介 青土社 2017
『優生学と人間社会 生命科学の世紀はどこへ向 B498.2/Y
3F
かうのか』米本昌平ほか 講談社 2000
新書
遺伝子・遺伝子医療
『遺伝子医療と生命倫理』貝谷久宣、日本筋ジスト 491.69/K
2F
ロフィー協会/編 日本評論社 2001
『遺伝子 : 親密なる人類史』(上下) シッダール 467.02/Ｍ/ 3F
タ・ムカジー/著、 田中文/訳 早川書房 2018
上・下
万能細胞と iPS 細胞
『山中伸弥先生に、人生と iPS 細胞について聞い 491.11/Y
2F
てみた』山中伸弥、緑慎也 講談社 2012
本学に限らず広く図書を探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus
「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii-Books
全国の大学図書館の図書を探すことができます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『生命倫理』/日本生命倫理学会
1999-2002
本館・司書室
全号
※J-STAGE で公開
『Bioethics』/Wiley-Blackwell
1998-現在
＊電子ジャーナル
全号
Academic Search
＊全文提供は半年経
Premier に収録
過後
→“Web 目次”欄の表示は出版社サイトなどから、目次や特集が見られる範囲です。
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■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「生命倫理」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
優生思想と「別のまなざし」 : 宗教・いのち・障害と共に生きること
安藤泰至
宗教と社会貢献 8(1), 3-23, 2018
機関リポジトリ
このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊何もマークがない場合～論文詳細画面の Ci CiNii Books のアイコンをクリックすると所蔵
館が表示され、本学にその雑誌がある場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。
その際、所蔵範囲を確認しましょう。
●医中誌 Web 医学・薬学・看護学系の国内約 7000 誌を対象としたデータベースです。
＊学内同時アクセス数 4
→「生殖医療 生命倫理」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
2017234041
倫理問題から考える生殖医療の現状と展望
Author：苛原 稔(徳島大学 大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野)
Source： 日本助産学会誌 (0917-6357)30 巻 3 号 Page428(2017.02)
論文種類：会議録
このマークがあれば、当館に掲載誌の所蔵があります。

これらのマークがあれば、全文を読むことができます。

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
資料情報
種類
所蔵範囲
朝日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
北海道新聞
一般紙（ブロック紙）
過去 1 年程度
毎日新聞
一般紙
過去 3 ヶ月程度
読売新聞
一般紙
過去 1 年程度
産経新聞
一般紙
過去３ヶ月程度
日本経済新聞
専門紙
過去 3 ヶ月程度
福祉新聞
専門紙
2005.4-現在
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）
●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「尊厳死」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）
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尊厳死法案を公表
延命措置しなくても責任問われず 超党派議連
2012 年 3 月 23 日
朝刊 3 社会 37 ページ

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、白書や統計・法令などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
請求記号
『医療六法』中央法規 年度ごと発行
R498.12/I
『看護の倫理資料集』丸善 2007
N120/I
『厚生労働白書』厚生労働省 年度ごと発行
R498.1/K
→「臓器移植の適切な実施に向けた最近の動き」
「臓器移植の
実施状況」等の記述があります。

配架場所
3F 参考図書
2F
3F 参考図書

☀人工妊娠中絶の件数は、厚生労働省のホームページで調べることができます。
（
「統計情報・白書」→「各種統計調査結果」→「厚生労働省統計一覧」→「保健衛生」→「衛生行政
報告例」
「生命倫理」を取り扱った全集には次のものがあります。
資料情報
『シリーズ生命倫理学』全 20 巻 丸善出版 2012-2013
→専門外の人にもわかるよう、平易に執筆されています。

請求記号
490.15/S/1-20

配架場所

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●日本生命倫理学会
http://ja-bioethics.jp/
→生命倫理に関する諸問題の研究推進を図るために設立された学会です。学会誌『生命倫理』を発行して
います。
●文部科学省・ライフサイエンスの広場
http://www.lifescience.mext.go.jp/
→国内のライフサイエンスに関する政策や事業などを発信しているサイトです。生命倫理・安全について
の指針や法制の整備などの情報提供をしています。
●総合科学技術会議・生命倫理専門調査会 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/life/lmain.html
→2001 年の第 1 回以降の会議における配布資料が公開されています。
●明治大学 ELM（法・医・倫理の資料館）
http://www.meiji.ac.jp/hogaku/elm/
→医事法に関する国内外の新旧さまざまなアーカイブスを網羅的・継続的に収集する資料館です。
●立命館大学生存学研究センター arsvi.com http://www.arsvi.com/
→生命倫理・障害論などに関するデータベースのページです。
●日本看護協会・看護倫理「看護のための自己学習テキスト」
http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/text/index.html
→看護の現場における倫理上の疑問などを解決するための情報提供をしています。
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図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご承知おきください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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