
平成　25年　6月　7日

　氏　名　　　　　　　　　　　　　冲　永　隆　子　　　㊞

年　月　日 概　　　　要

　１　教育方法の実践例
平成15年4月～
（本務校）

米国やカナダで生命・医療倫理問題を
扱った画期的な映像教材として長年支持
されてきたドキュメンタリー・ビデオ
（Partnership for Caring, Inc.U.S.A.、カナ
ダ国立映画制作庁）、また国内での生命・
医療倫理議論を扱ったビデオ（ＮＨＫ教
育、民間放送局制作）等を、グループ討論
の場で活用している。

平成15年4月～
（本務校）

国立医療・病院管理研究所医療政策研究
部ならびに国立成育医療センター研究所
成育政策科学部における共同研究成果
をまとめた、末期医療政策や生殖補助医
療政策に関する学会発表用のパワーポイ
ントを学生講義用に編集し、基礎医学教
育に努めている。

　２　作成した教科書，教材
平成15年4月～
（本務校）

別掲　（学術論文）１～７、（その他）１～２、
５～８

平成23年4月～ 別掲（著書・共著）５

　３　教育上の能力に関する大学等の評価
平成15年4月～
（本務校）

授業内容の適切性に関して、63％がＡ評
価。31％がＢ評価。また、60％が興味深い
と回答。

　４　実務の経験を有する者についての特記事項
平成14年7月～
平成17年3月

共同研究「生殖補助医療における情報提
供の在り方に関する検討―多胎等のリスク
情報」に向けて、初年度は生殖補助医療
におけるインフォームド・コンセントやカウ
ンセリングに関する実態調査、２年度は初
年度の知見をもとにヒアリング調査を行
い、最終年度はこれまでの結果をもとに、
生殖補助医療におけるICならびにカウン
セリングの適切な在り方について具体的な
提案を行った。国内外の学術学会ならび
に学術雑誌で研究発表を行った。（別掲
学術論文４、その他１～３）

教　育　研　究　業　績　書

研究分野 研究内容のキーワード

応用倫理学、宗教学 生命・医療倫理、終末期医療、生殖補助医療、死生学

事          項

教育上の能力に関する事項

医療従事者、医学生、看護学生、医療関連分野の学
生教育に定評のある、国内外の生命・医療倫理関連
のビデオを活用。

　

国立成育療養センター研究所成育科学研究部（掛江
直子室長）の協力研究員としての職務。「生殖補助医
療(ART)に関する倫理的問題」分担研究班における共
同研究（３年計画）を行った。

医学・医療関連（公衆衛生学、生命・医療倫理学）学
会発表で使用したパワー・ポイントを活用

講義で使用する教科書として、著者（分担執筆）、学生
講義用に編集した学会発表のパワー・ポイント及び執
筆論文、また多数の生命・医療倫理関連の文献を参
考にして作成したレジュメ（講義内容テキスト）等。

講義指定テキスト

学生による授業評価
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平成17年4月～
平成18年3月

共同研究「終末期における望ましい医療
の内容に関するガイドラインの策定に関す
る研究」（H16-特別‐024）では、厚生労働
省において従来取り組まれてきた終末期
医療の現状に関する調査の結果を受け
て、今後予定される具体的なガイドライン
策定に向けての検討会が行われた。申請
者は、本共同研究における協力研究者と
して、会主催の末期医療会議に出席し、
討論の場で発言を行い、「終末期をめぐる
生命倫理」と題する発表を行い、報告論文
を著した。（別掲　学術論文５）

平成18年4月～
平成19年3月

本倫理委員会は、医学等において人間を
対称とした新しい技術の開発や医学的、
生物学的研究等を行う場合に、生命・医
療の倫理に基づいて適正に行われるかを
審査する。委嘱内容：横浜市立大学医学
部、附属病院および附属市民総合医療セ
ンターで行われる開発・研究の責任者から
申請された計画の内容ならびに成果の公
表に関して、医学系副研究院長または病
院長の諮問により調査および審議し、意
見を述べるとともに、必要に応じて、生命・
医療の倫理のあり方についての事項を調
査し、その結果を医学系副研究院長に報
告する。

平成20年4月～
平成22年3月

本共同研究では、我が国の国立系医学部
における生命・医療倫理教育の実態調査
に基づき、医療倫理教育・モデル・コア・カ
リキュラムの具体的提言を行った。諸外国
に比べ、我が国の医学部における医療倫
理教育は立ち遅れ、方針も立っていない
現状にあり、課題は山積している。本研究
班の初回会議では、そうした医学部にお
ける倫理教育の現状・課題について、数
名のコアメンバーと議論を行い、今後のカ
リキュラム策定に向けての議論を行った。

　５　その他最近の評価活動

平成16年4月 元国際日本文化研究所教授で米国の宗
教学者の第一人者である、ペンシルヴァニ
ア大学の故W．ラフルーア教授が主催す
る、生命・医療倫理関連の国際会議に参
加した。日本からは、東京大学の島薗進
教授、元国際日本文化研究所所長の山
折哲雄、東京海洋大学の小松美彦教授
等が数名参加。

平成22年8月 本国際学会にて、日本の「生と死の教育」
の現状・今後の在り方に関する研究発表
を行った。

厚生労働省　国立保健医療科学院（林謙治次長）厚
生労働科学研究特別研究事業「終末期における望ま
しい医療の内容に関するガイドラインの策定に関する
研究」研究班にて協力研究員。

＊研修会への参加

横浜市立大学医学研究倫理委員会の外部委員。委
嘱期間：平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。
倫理委員会の開催：年6回（奇数月の第4木曜日）およ
び臨時開催　計10回以内。

厚生労働省　国立保健医療科学院　政策科学部計画
科学（児玉知子室長）文部科学省科学研究「医療倫
理についての医学教育のあり方に関する研究」の協力
研究者。

＊国際学会への参加

”Going too Far－Rationalizing Unethical Medical
Research in Japan,Germany,and the United States”.
University of Pennsylvania April 28-May 1,2004（国際
会議「行き過ぎること（医療・医学の暴走）－日本、ドイ
ツ、アメリカ合衆国における非倫理的な人体実験の合
理化」米国ペンシルヴァニア大学）に参加。

”Religion　a human phenomenon”,XXth world
congress international association history of religion,
University of Tronto 15-21August,2010(「宗教　人間
性」、第20回国際宗教史学会、カナダ　トロント大学）
に参加。
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平成20年1月 本セミナーでは、死生にかかわる臨床実
践の従事者が、死生学の論点・理論・方
法に関する理解を深めること、そして実践
に活きる知をはぐくむことを目指して、一連
の講義・演習が3日間行われた。死生学に
関心のある臨床現場の医師、看護師、介
護士等、医療・生命倫理教育関連の教員
が大勢参加していた。

平成20年2月 本ワークショップの目的は、医療従事者を
目指す学生や、医療従事者が、臨床現場
で臨床倫理の実践ができるためにはどの
ような教育をすれば良いのか、医療者だ
けではなく、行動科学、倫理、法律、哲
学、教育、心理など異なったバックグラウン
ドをもつ職務者と一緒に、様々な形の臨床
倫理教育を体験し、学習者が興味をもっ
て前向きに楽しく倫理が学べるような教育
技法を身につけること、また教育カリキュラ
ムを開発すること。

平成22年8月 生命・医療倫理に関心のある社会人や学
生を対象に、短期間のうちに生命・医療倫
理の基礎および倫理委員会の概要を学
ぶこと。修了者には終了証書授与。

１ 平成10年6月 シンポジウム「現代の癒し～仏教と医療の
10年」

2 平成20年1月 メインテーマ「宗教とケア　ケアにおける宗
教的側面をどう考えるか」講演タイトル「ス
ピリチュアル・ケアの可能性―信仰をもつ
患者と信仰をもたない患者」

3 平成20年1月 講演タイトル「生と死の生命倫理学―死生
観教育の可能性」

4 平成25年5月 講演タイトル「『いのち』をめぐるバイオエ
シックス―人体実験の倫理問題から」

１ 平成5年2月 尊厳死とリビングウイル―市民の人々と語
り合う会

2 平成10年10月 ターミナルケアにおける精神的援助の可
能性―ビハーラの場合

3 平成11年9月 ターミナル・ケアにおける宗教的援助の在
り方

4 平成12年11月 スピリチュアルケアと宗教的援助をめぐる
一考察―言説の分析を中心に

5 平成13年4月 末期癌患者在院日数の件別格差の分析

6 平成13年5月 末期がん患者の在宅ケア意思決定モデ
ル

7 平成13年7月 末期がん患者への宗教的アプローチによ
るスピリチュアル・ケアの可能性

日本宗教学会第58回学術大会、南山大学、名古屋、
平成11年9月

仏教と医療を考える全国連絡協議会ミニ大会、京都市
右京区妙心寺、平成10年6月20日。

＊研究会・学会発表

＊依頼講演

京都女子大学尊厳死討論会、京都女子大学、京都、
平成5年2月14日

第13回「現代社会と人間」研究ネットワーク、府立文化
情報センター、大阪、平成10年10月10日

第15回帝京弱視斜視研究会、帝京大学新本部棟2階
臨床大講堂、平成25年5月14日

・東京大学G-COE 死生学の展開と組織化「医療・会
議従事者のための死生学セミナー」基礎コース（平成
20年1月12－14日）に3日間参加。

・日本医学教育学会倫理教育・行動科学委員会主催
「臨床倫理教育ワークショップ２００８」（平成20年2月10
－11日）に2日間参加。講義でパワーポイント、資料を
活用。

日本衛生学会、愛媛、平成13年4月

第12回日本生命倫理学会年次大会、旭川医科大学、
北海道、平成12年11月

医療マネジメント学会、パシフィック横浜、平成13年5
月

日本ホスピス・在宅ケア研究会大阪大会、平成13年7
月　大阪（大阪国際会議場）

・東京大学大学院医学系研究科人材養成生命・医療
倫理ユニット主催「夏期集中生命・医療倫理学入門
コース」（平成22年8月5日―8日）に参加。講義でジョ
ンセンの4分割法（医療現場のジレンマ解決アプロー
チ）を活用。

日本医学哲学・倫理学会関東支部ケア・臨床倫理研
究会、順天堂大学、平成20年1月26日。

第1回外科イブニングセミナー、帝京大学付属病院
病院第１会議室、平成20年1月29日。
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8 平成13年10月 がん在宅死亡率の年次推移分析

9 平成15年9月 末期がん患者に対するスピリチュアル・ケ
アの現状と課題

10 平成15年11月 生殖補助医療技術における情報提供の
在り方に関する検討―多胎などのリスク情
報に着目して

11 平成15年11月 緩和ケア病棟における宗教的ケア、スピリ
チュアル・ケアの取り組みー事例報告から
の一考察

12 平成17年12月 スピリチュアル・ケア―末期がん患者への
こころのケア

13 平成17年4月 終末期医療をめぐる生命倫理（生命倫理
部門）、終末期医療における望ましい医療
の内容に関するガイドラインの策定に関す
る研究検討会

14 平成18年1月 ケアにおける宗教的側面をどう考えるか
スピリチュアル･ケアの可能性―信仰をも
つ患者と信仰をもたない患者

15 平成20年9月 死生観教育と生命倫理

16 平成20年10月 医療（生命）倫理学における死生観教育
―終末期医療　スピリチュアル･ケアを中
心に

17 平成20年11月 バイオエシックスにおける「生と死の教育」
の可能性―自己決定権と人間の尊厳の
対立から

18 平成21年9月 日本の大学における「生と死の教育」の可
能性

19 平成22年8月 "Education on Life and Death at Japanese
Universities"

20 平成22年9月 いのちは誰のものか―生命倫理学的アプ
ローチ

21 平成23年9月 先端医療技術における弱者へのケア

22 平成23年11月 犠牲を伴う弱者へのケアとは何か

23 平成24年11月 小児脳死臓器移植の倫理的課題

24 平成24年11月 小児脳死臓器移植の倫理的課題とケア論
に向けての一考察

第31回日本医学哲学・倫理学会全国大会、平成24年
11月17日、金沢。

関東医学哲学・倫理学会第217回総合部会、平成24
年11月3日、東京。

第一回「宗教と社会貢献」研究会、平成23年11月26
日、東京。

第15回日本生命倫理学会年次大会、平成15年11月
15日、東京。

第67回日本宗教学会年次大会、平成20年9月14日、
茨城。

第一回臨床倫理・ケア研究会、平成17年12月24日、
東京。

国立保健医療科学院末期医療会議　第2回、平成17
年4月12日、埼玉。

日本医学哲学・倫理学会関東支部ケア・臨床倫理研
究会平成18年1月26日、東京。

日本公衆衛生学会、東京、平成13年10月

第70回日本宗教学会年次大会、平成23年9月3日、兵
庫。

第69回日本宗教学会年次大会、平成22年9月5日、東
京。

XXth world congress international association history
of religion,　University of Tronto 20August,2010

第27回日本医学哲学・倫理学会全国大会　平成20年
10月25日、北海道。

日本医学哲学・倫理学会関東支部例会第173回総合
部会、平成20年11月1日、東京。

第81回人間科学（死生学）研究会、東洋英和学院大
学、平成15年11月22日、東京。

日本医学哲学・倫理学会関東支部総合部会月例会、
平成15年9月6日、東京。

第68回日本宗教学会年次大会、平成21年9月13日、
京都。

職務上の実績に関する事項
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年　月　日 概　　　　要

　１　資格，免許
　 　

　２　特許等

　３　実務の経験を有する者についての特記事項
平成20年7月 審査領域：臨床におけるプラシーボ使用

の現状と社会的合意形成

　４　その他

単著・
共著の
別

発行又は
発表の年月

発行所，発表雑
誌等又は発表
学会等の名称

概　　　　要

（著書）
1 患者のこころを支えるために―ホ

スピスとビハーラにおける宗教的
援助の試み

共著 平成12年9
月

『生と死のケア
を考える』カー
ル・ベッカー
編、法蔵館、
247-271頁、A5
版、総頁325、
所収

本書は、現代人の死生観のゆらぎをどう立
て直すかを問うものであり、ターミナルケ
ア、
エイズ、死生観教育等を題材に12人の執
筆者によってまとめられた。申請者の担当
章では、末期がん患者が「宗教的感覚」の
中で模索する、生きる意味や目的、自己
存在の意義などに対し、ケアする者が、人
間的つながり（関係性）の中で支えていこ
うとする努力や姿勢、その人間的成熟過
程が「スピリチュアル・ケア」であると結論づ
けた。

2 スピリチュアル・ケアの可能性　ホ
スピスとビハーラにおけるケアの
事例（特集　死の現在）

共著 平成16年4
月

『現代宗教
2004』国際宗教
研究所編、東京
堂出版、69－92
頁、Ａ５版、総
頁290、所収

申請者の担当号（第4号）では「死の現在」
を特集し、掲載論文では、末期医療の現
場、緩和ケア病棟（ホスピス・ビハーラ）ス
タッフの精神的ケアの試みを題材に扱っ
た。本稿では、末期がん患者とその家族を
支えるこころのケアのあり方について、近
年浮上するスピリチュアル・ケアの問題に
焦点をあて、緩和ケア病棟（ホスピス・ビ
ハーラ）での事例報告をもとに、終末期医
療の課題を探った。

なし

　

著書，学術論文等の名称

研究業績等に関する事項

帝京大学理工学部教育研究推進補助金審査員

　

・平成19年4月24日～7月31日まで第3子出産のため休職。

なし

　

・平成17年2月1日～5月31日まで第2子出産のため休職。

　

　　

 事項
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3 スピリチュアル・ケア―末期がん
患者へのこころのケア（特集　臨
床倫理の現在）

共著 平成17年10
月

『理想』第675
号、理想社、70
－82頁、Ａ５
版、総頁１１４、
所収

本書「特集　臨床倫理の現在」では、医療
現場で医療者が利用者（患者・家族）と対
応しながら医療活動をしていく際に、個々
のケースごとに行うべき、「臨床倫理」とい
う営みをベースに、各方面の執筆者から、
臨床現場における倫理問題についてさま
ざまなテーマについて論じられている。申
請者は、臨床現場で議論されている、臨
床ケアをめぐるさまざまな倫理的問題、とく
に近年浮上するスピリチュアル・ケアの問
題に焦点をあて、緩和ケア病棟（ホスピス・
ビハーラ）のスタッフに対するインタビュー
調査の記述をもとに、終末期医療の中の
問題点を探った。

4 バイオエシックスと死生ケア教育
の可能性―死の看取り・ターミナ
ル・ケアを中心に（特集　宗教教
育の地平）

共著 平成19年4
月

『現代宗教
2007』国際宗教
研究所編、秋山
書店、277-299
頁、Ａ5版、総頁
364、所収

本書『現代宗教』シリーズ、申請者の担当
号（第7号）。本書の中で、混迷を深めるバ
イオエシックス教育の現状について分析・
考察を行い、バイオエシックスにかかわる
研究者・教員・学生対象のアンケート実態
調査に基づき、次のように結論づけた。死
生学は「応用倫理学」の中に位置づけら
れるバイオエシックスと「応用宗教学」との
懸け橋になるかが課題である。医療現場
や教育現場で求められている新たな「死
生学」の学問知なり実践知が、バイオエ
シックス教育の展望を拓くものと思われる。

 5 「患者の権利章典」「ニュールン
ベルク綱領：医療倫理における
位置づけ」「ヘルシンキ宣言：変
遷と内容の概要と課題点」「出生
前診断」「人工妊娠中絶とパーソ
ン論」

共著 平成22年7
月

『薬学生のため
の医療倫理』松
島哲久、盛永審
一郎編、丸善株
式会社、24-25
頁、58-61頁、
136-137頁、
140-141頁、巻
末資料：216-
233頁。A5版、
総頁246、所収

薬剤師・薬学研究者をめざすＣＢＴ/国家
試験対策用のテキストとして、医療倫理学
全体が網羅できるように構成されている
が、薬学生だけではなく、医療倫理分野
に関心のある一般社会人や他領域の学
生にとっても理解しやすいように工夫され
ている。昨年、「生命倫理」講義での指定
テキストとして活用。

6 「患者の権利章典」「尊厳死・安
楽死」「世界における安楽死・尊
厳死に関する法律」「緩和（医
療）ケア」「患者の意思表示（事
前指示）」「死ぬ権利」「スピリチュ
アルケア」

共著 平成24年5
月

『看護学生のた
めの医療倫理』
盛永審一郎、長
島隆編、丸善株
式会社、32-33
頁、168-169
頁、170-171
頁、172-173
頁、 176-177
頁、  178-179
頁、 180-181
頁。A5版、総頁
236頁、所収。

看護師をめざす国家試験対策用テキスト
として、また臨床実践に役立つように構成
されている。本書は看護学生だけではな
く、医療倫理分野に関心のある一般社会
人や他領域の学生にとっても理解しやす
いように工夫されている。現在、「生命倫
理」講義での指定テキストとして活用。
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7 「Q７－１．死後の臓器は誰でも
提供できるか」

共著 平成25年4
月

『新版　医療倫
理Q＆A』日本
医学哲学・倫理
学会関東支部
編、太陽出版、
148-149頁、Ａ５
版、総頁278
頁、所収。

医師国家試験対策用テキストとして、医療
倫理を中心に、網羅的に項目ごとの概念
整理とまとめがなされており、Q＆A形式で
独自で勉強しやすいように工夫されてい
る。

（学術論文）
1 医療と文化―第1回世界会議

「医学と哲学：科学・技術・価値」
の報告から―

　

単著 平成8年1月 『現代生命論研
究』共同研究
「生命と現代文
明」（日文研叢
書９）、早川聞
多、森岡正博
編、国際日本文
化研究セン
ター、101-115
頁

本稿は、平成6年5月30日～6月4日にパ
リ・ソルボンヌ大学にて行われた「医学と哲
学」国際学会の報告をもとに、わが国の終
末期医療および先端生殖医療に対するバ
イオエシックス的考察。現在の日本の医療
における文化的要因について、1)医療とイ
ンフォームド・コンセント、2)医療と制度的
問題、3)医療とアイデンティティーの３つの
観点から、問題の所在を整理し考察を試
みた。

- 冲永隆子　7 -



2 末期がん患者への宗教的アプ
ローチによるスピリチュアル・ケア
の可能性

単著 平成15年12
月

『ホスピスケアと
在宅ケア』
Vol.11 No.3
（通巻29）
日本ホスピス・
在宅ケア研究
会、304-308頁

本稿は、第9回日本ホスピス・在宅ケア研
究会大阪大会（平成13年7月　大阪国際
会議場メインホール）において発表したも
のに、加筆修正した原著論文である。
本稿では、一般に日本人は特定の宗教・
信仰をもたないといわれる中で、実際に緩
和ケアの現場でなされる、宗教的アプロー
チないしは非宗教的アプローチからのスピ
リチュアル･ケアの実践事例を通して、スピ
リチュアル･ケアとはいかなるものであるか
を検討した。

3 末期がん患者に対するスピリチュ
アル・ケアの現状と課題

単著 平成16年3
月

『医学哲学と倫
理』、第2号、日
本医学哲学・倫
理学会関東支
部、1－4頁

本稿では、
1)スピリチュアル・ケア議論の起こりと問題
点の整理を行い、
2)緩和ケア病棟入院患者の信仰調査やス
タッフへのヒアリング調査による事例報告
に基づき、わが国のスピリチュアル・ケアの
現状と展望を探った。スピリチュアル・ケア
に対する病院スタッフの評価に関する４者
の事例に基づき、スピリチュアル･ケアは宗
教的ケアを通して可能であるが、それを求
めない人（患者）に対しても可能なケアで
あることを結論づけた。

4 「安楽死」問題にみられる日本人
の死生観―自己決定権をめぐる
一考察

単著 平成16年1
月

『帝京大学短期
大学紀要』帝京
大学短期大学、
第24号、69－95
頁

従来の安楽死議論の焦点である「自己決
定権」の問題について論じる、過去の「安
楽死」事件の問題点を試み、日本で安楽
死が認められない主たる理由を、
1)自己決定権の問題（患者の自己決定権
を保障する法律がないこと）
2)医療不信およびICの問題（医療制度、
医療教育、情報交換の場）
3)かかりつけの医師制度の問題
4)死を論ずることのタブー等とし、日本人
の宗教観ないし国民感情、習俗とのかか
わりから「自己決定権」のあり方を論じる。
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5 生殖補助医療における情報提供
の在り方に関する検討―多胎妊
娠等のリスク情報に着目して―

共著 平成16年9
月

『生命倫理』
通巻15号、日本
生命倫理学会、
118－124頁

近年、生殖補助医療技術は急速に進歩
し、不妊カップルが子どもをもうける選択肢
の一つとて社会に浸透しつつある。が、そ
の一方で、排卵誘発剤の使用や体外受精
－胚移植（ＩＶＦ-ET）療法に伴う「多胎妊
娠」「減数手術」という深刻な問題を生み
出している。本研究では、生殖補助医療
に際して、当事者である不妊カップルがど
のような情報に基づき意思決定を行って
いるかに着目し、日本産科婦人科学会登
録施設（平成13年度527施設）を対象に、
インフォームド・コンセントの際の説明文書
をもとにした調査研究を行った。結果とし
て、生殖補助医療に関する意思決定に際
して、事前に多胎妊娠等のリスク情報が十
分に知らされていない可能性があることが
明らかとなった。

6 終末期医療と生命倫理 単著 平成18年3
月

『終末期医療に
おける望ましい
医療の内容に
関するガイドラ
インの策定に関
する研究』、平
成16年度厚生
労働科学特別
研究事業報告
書、Ｈ16－特別
－024、63－84
頁

本稿は、「終末期をめぐる生命倫理」（生
命倫理部門）「終末期医療における望まし
い医療の内容に関するガイドラインの策定
に関する研究」（厚生科学研究費補助金
平成16年特別研究事業：主任研究者　国
立保健医療科学院　林　謙治次長）検討
会、末期医療会議　第2回（2005.4.12）国
立保健医療科学院にて行った発表・報告
論文である。我が国の終末期医療の問題
（尊厳死・安楽死の事例）を生命倫理学の
視座から検討し、今後の終末期医療の在
り方を提言した。

7 終末期医療をめぐる生命倫理
（特集ターミナル・ケアとバイオエ
シックス）

単著 平成18年3
月

『Ｂｉｏｅｔｈｉｃｓ　Ｓｔ
ｕｄｙ　　　　　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ』Ｖｏｌ．5
Ｎｏ．1（通巻5
号）、バイオエ
シックスを考え
る会、37－53頁

上記報告書の転載。個人ないし契約主義
またキリスト教文化から誕生したバイオエ
シックスの誕生・経緯を概説し、個人主義
的自律尊重を主張する、アメリカ型倫理の
インフォームド・コンセント導入の問題点を
指摘するとともに、日本になじむインフォー
ムド・コンセントとはいかなるものかについ
て論じている。

8 ターミナル・ケア（死生ケア）教育
に向けての調査報告（特集バイ
オエシックス教育）

単著 平成19年3
月

『Bioethics
Study Network』
Vol．6　No．1
（通巻6号）、バ
イオエシックス
を考える会、13
－23頁

本稿は、「バイオエシックスにおける死生ケ
ア教育の可能性を求めて―死の看取り・
ターミナル・ケアを中心に―」国際宗教研
究所編『現代宗教2007』の掲載論文を圧
縮・修正したもの。本研究では、バイオエ
シックスの視座から、特に宗教学的アプ
ローチから議論されることの多かった、死
の看取り・ターミナル・ケアの領域に焦点を
あて、我が国の死生ケア教育の在り方を
模索する。本稿では、主としてバイオエ
シックス、ターミナル・ケア教育のアンケー
ト調査結果を紹介し、死生ケア教育の展
望を探った。

9 バイオエシックスにおける「生と死
の教育」の可能性　自己決定権
と人間の尊厳の対立から

単著 平成21年3
月

『医学哲学と倫
理』通巻６、日
本医学哲学・倫
理学会関東支
部、60-65頁

本稿は、2008年11月1日に行われた、医
学哲学・倫理学会関東支部月例会での発
表および討論をもとに執筆。バイオエシッ
クス教育の中等から大学までの教育内容
について、学生170名にアンケート調査を
実施し、今後の課題について検討。生殖
医療や終末期医療の中の倫理的ジレンマ
を、従来の自己決定対人間の尊厳の対立
図式から解決を求めることの限界性やさま
ざまな課題について論じた。
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10 犠牲を伴う移植医療―小児脳死
臓器移植をめぐる諸問題とケア
論に向けての一考察

単著 平成24年3
月

帝京大学総合
教育センター論
集、3号、99-
117頁。

過去3年間の日本宗教学会年次大会での
先端医療技術における弱者のいのちの問
題についてまとめた。軍事医学研究時代
になされた、日独米における人体（組織）
の医療上の弱者利用とそこにおける「いた
みの隠ぺいの構造」が、今日の脳死臓器
医療につながるという指摘、問題提起を
行った。

１１ 移植医療における弱者の「いの
ち」―子どもの脳死臓器移植に
関する一考察

単著 平成24年4
月

『宗教と社会貢
献』2号、19-43
頁、大阪大学図
書館Web雑誌、
所蔵

「宗教と社会貢献」研究会第一回研究会
での報告「犠牲を伴う医療における弱者
へのケアとは何か」に基づき、小児脳死移
植医療の倫理問題に焦点を当てて論じ
た。

12 Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ　ｉｎ　"Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
ｆｏｒ　Ｌｉｆｅ　ａｎｄ　Ｄｅａｔｈ"　ｉｎ
Ｂｉｏｅｔｈｉｃｓ．

単著 平成25年4
月

帝京大学総合
教育センター論
集、4号、99-
117頁。

バイオエシックス教育の中で語られてき
た、「いのち」をめぐる臨床現場の倫理的
ジレンマ、すなわち、移植医療や生殖医
療における自己決定権の問題を検討し
た。

（その他）
1 「仏医全協ミニ大会に参加して」

シンポジウム「現代の癒し～仏教
と医療の10年」

単著 平成10年9
月

『いのち』仏教と
医療を考える全
国連絡協議会、
42-46頁

「仏教と医療を考える全国連絡協議会」ミ
ニ大会でのシンポジスコメント。コメンテー
ター：中村仁一（元高雄病院理事長）、シ
ンポジスト：井上敏機、中村隆子（冲永）、
藤木雅清、藤原寿則、北園文英、コーディ
ネーター：福井文雄。（京都新聞夕刊、「こ
ころ・宗教」1998年7月7日掲載）

2 ターミナルケアの確立過程に基
づく精神的援助の在り方―二つ
の緩和ケア病棟の事例を中心に
―

単著 平成11年3
月

『地域と環境』
第2号、京都大
学大学院人間・
環境学研究科
「地域と環境」
研究会、76-77
頁

修士論文の要旨。わが国のターミナルケ
アの現状を、１）緩和ケア病棟に関する地
域格差からの考察、２)精神的援助に関す
る宗教学的考察の二つの視点から考察し
た。３年間のボランティア活動、緩和ケア
病棟スタッフへのインタビュー調査、厚生
省大臣官房統計情報部資料や全国ホス
ピス・緩和ケア連絡協議会などの統計資
料に基づき考察を試みた。

3 J.コーエン『名誉の文化』
（J.Cohen," Culture of
Credit"Science,Vol.268,No.5218
,23 June,pp.1706-11)

単独訳 平成８年３
月

『ヒトゲノム解析
研究と社会との
接点研究報告
書』第２集、京
都大学文学部
倫理学研究室、
２９８－３０３頁

本報告書は、松原謙一（大阪大学細胞生
体工学センター）を代表とする、文部省科
学研究費[創成的基礎研究]「ヒトゲノム解
析研究」の中で「社会との接点に関わる研
究」として行われた、加藤尚武編集による
研究活動報告である。申請者が担当した
論文（化医学雑誌記事の書評）の主な内
容は、研究活動における「協調」と「競争」
の共存的しくみであり、それが今日の競合
的な科学の発展に寄与しているという見
解。
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4 ターミナルケアにおける精神的
援助の在り方―宗教的援助の可
能性をめぐって

単著 平成11年11
月

『日本生命倫理
学会第11回年
次大会プログラ
ム・予稿集』第
11回日本生命
倫理学会大会
発表要旨集（於
千葉大学）47頁

発表では、1)現代日本人の宗教意識「無
宗教・無信仰」説、2)スピリチュアルケア研
究の拝啓（概念整理）の検討、事例研究と
して1)緩和ケア病棟「ホスピス」「ビハーラ」
入院患者の進行割合、2)宗教かスタッフ
「チャプレン」「ビハーラ僧侶」へのインタ
ビューの紹介。

5 「死生観の押し付けには留意」特
集「宗教こころ」末期患者の宗教
的ケア　（平成11年9月30日　産
経新聞）

単著 平成11年9
月

産経新聞、特集
「宗教とこころ」
「日本宗教学
会」第58回学術
大会㊦

淀川キリスト教病院ホスピス病棟と長岡西
病院ビハーラ病棟を比較調査し、信仰と
末期患者の心のケアの問題について論じ
た。現場では宗教的援助によって、患者と
その家族が自分たちの苦しみの意味を見
つけ出せる機会を提供することとし、宗教
的援助の有効性を説きつつも、患者の支
えには宗教的援助が絶対条件ではなく、
大切なのは互いが人間的に成熟していく
プロセスであることを主張。

6 ヒト生体試料を用いた研究に関
するアメリカ生命倫理委員会見
解に対して"Response to
National Bioehics Advisory
Commission on the Ethical
Issues and Policy Concerns
Surrounding Research Using
Human Biological Materials"

単独訳 平成12年2
月

アメリカ人類遺
伝学会声明プ
ロジェクト、玉井
真理子編アメリ
カ人類遺伝学
会（ASHG)

本翻訳文は、アメリカ人類遺伝学会の声
明文で、主な内容は、「医学生への遺伝
学に関する研究」「ヒトゲノムプロジェクト」
「遺伝学的検査」「遺伝学的研究へのイン
フォームドコンセント」等。申請者の翻訳担
当内容は、ASHGのアメリカ生命倫理委員
会に対しする「ヒト生体試料を用いた研
究、倫理的諸問題と政策上の手引き」へ
の返答文。

7 スピリチュアルケアと宗教的援助
をめぐる一考察―言説の分析を
中心に―

単著 平成12年11
月

『日本生命倫理
学会第12回年
次大会プログラ
ム予稿集』第12
回日本生命倫
理学会大会発
表要旨集（於旭
川医科大学）31
頁

スぴリアチュアルケアの問題として、1）概
念そのものの曖昧さ、表現・アセスメントの
難しさ、2)宗教的ケアとの関連、3)担い手
及びコミュニケーションの三つをあげ、キリ
スト教系、仏教系、非宗教的緩和ケア病棟
の3事例報告から、各スタッフのスピリチュ
アルケアへの考えを非買う検討し、問題点
の整理を行った。

8 末期がん患者の在宅ケア意思決
定モデル

単著 平成13年5
月

『医療マネジメ
ント学会雑誌』
第1巻第4号、第
3回医療マネジ
メント学会大会
発表要旨（於パ
シフィック横浜）
136頁

病院管理研究所医療政策研究部での共
同研究。末期医療政策評価の一課題であ
る、在宅末期医療について、『人口動態社
会経済面調査』の「患者及び介護者の療
養形態の希望」調査などをもとに検討し
た。「末期がん患者の在宅意思決定モデ
ル」を作成し、在宅ケアが可能となる条件
を社会経済的要因から分析、対策を試み
た。

9 末期癌患者在院日数の県別格
差の分析

単著 平成13年4
月

『日本衛生学雑
誌』

日本衛生学会での発表要旨。
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10 がん在宅死亡率の年次推移分
析

単著 平成13年10
月

『日本公衆衛生
雑誌』

日本公衆衛生学会での発表要旨。

11 生殖補助医療における情報提供
の在り方に関する検討―多胎等
のリスク情報に着目して

単著 平成15年11
月

『日本生命倫理
学会　第15回年
次大会プログラ
ム・予稿集』日
本生命倫理学
会、68頁

1989年に国内初の体外受精が行われて
以来、生殖補助医療(ART)は急速に進歩
しており、同時に不妊カップルが子どもを
もうける技術として社会に浸透しつつあ
る。その一方で、排卵誘発剤や体外受
精ー胚移植療法の結果としての「多胎」と
いう深刻な問題を生み出している。本研究
では、不妊に悩むカップルがARTに関す
る意思決定を行う際に、どのような媒体を
介してどのような内容の情報を得ているの
かを調査し、生命倫理学の視座から適切
なインフォームド・コンセントのあり方につ
いて検討する。

12 生殖補助医療における多胎等の
リスクに関する情報提供の在り方

単著 平成15年10
月

『第23回日本医
学哲学・倫理学
会大会』（全国
大会プログラ
ム）日本医学哲
学・倫理学会、
18頁

本研究では、生殖補助医療に際して、当
事者不妊カップルがどのような情報に基
づき意思決定を行っているか、特に多胎
妊娠のリスクについて十分な情報を得て
いるかに着目し、調査研究を行った。生殖
補助医療に関する情報は、一般書籍やイ
ンターネットを通じて自ら収集する以外で
は、不妊治療を受ける際の専門医からの
説明が最も重要であると考えられる。ICの
際に多胎妊娠等のリスク情報がどのように
説明されているのかを説明資料をもとに分
析した。その結果、生殖補助医療に関す
る意思決定に際して、事前に多胎妊娠等
のリスク情報が十分に知らされていない可
能性があることが明らかとなった。

13 「減数手術」説明なし　不妊治療
の患者向け文書　国立成育医療
センター調査　母体リスク記述２
４％
（西日本新聞2004年11月22日掲
載）

単著 平成15年11
月

共同通信、西日
本新聞、中国新
聞、山梨日日新
聞、秋田さきが
け、他１２紙、平
成15年11月22
日。

「不妊治療施設が作成した患者向け説明
文書の大半が、三つ子以上の多胎妊娠に
なった場合、胎児の一部を死なせる「減数
手術」が必要になる可能性をまったく説明
していないことが、国立成育医療センター
の掛江直子・成育保健政策科学研究室長
らのグループの調査で分かった。　（中略）
　▼研究グループの冲永隆子・帝京大専
任講師の話
　体外受精の成功率などプラス面だけで
なく、患者の期待に反する情報もきっちり
と文書で提供し、適切な形でインフォーム
ドコンセントを得るべきだ。」　（←西日本新
聞での掲載文抜粋）

http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/di
splay/1470/
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14 VOLUMEⅠ：「Ⅳ　現代アラブの
世界」（427－432頁）、「Ⅴ　イス
ラエル」（432－435頁）、
VOLUMEⅤ　アペンディックス
（付録Ⅰ　生命倫理に関連した
綱領、宣誓と指令）セクション３：
「生命倫理におけるチャプレンの
役割指針　米国プロテスタント保
健医療協会チャプレン部会」
（3033－3036頁）、「倫理綱領米
国薬剤師協会」（3036－3037）、
「専門家基準の声明：薬剤師倫
理綱領　国際薬剤師連盟」（3037
－3039頁）

単独訳 平成17年1
月

Stephen G.
Post　生命倫理
百科事典 翻訳
刊行委員会
編、日本生命倫
理学会 編集協
力『生命倫理百
科事典』Ⅰ～Ⅴ
（ENCYCLOPE
DIA 　OF
BIOETHICS
3RD EDITION
by　Stephen
G.Post )、丸善
株式会社、B5
判・上製・函入
3300頁。

生命倫理に関する最初のレファレンスとし
て、アメリカ図書館協会のダートマス賞を
受賞した Encyclopedia of Bioethics 第3版
の翻訳書。アメリカの医療、生命科学、生
命倫理、倫理、哲学、宗教、法学、経済
学、人類学などの主要分野から約460人
の専門家が執筆を担当。国内の生命倫理
研究者、総勢290名の手によって翻訳さ
れ、日本生命倫理学界にとっての記念碑
的プロジェクトである。生命倫理全般を網
羅している。学際的分野である生命倫理
に関する事典として、宗教、人類学、法
学、社会学などと関連する項目もふんだ
んに取り入れられ、内容も多岐に渡る。申
請者は、左記の部分を担当翻訳した。

15 「中絶論争の行方　丸本百合子
発表」司会まとめ

単著 平成17年3
月

『医学哲学と倫
理』、第4号、日
本医学哲学・倫
理学会関東支
部、18－20頁

平成16年10月に昭和大学で開催された、
第23回日本医学哲学・倫理学会全国大
会シンポジウムでのメインテーマ「今、リプ
ロダクティブ・ヘルス／ライツを問う―中絶
問題における生命の尊厳と生殖の自由」
に向けて、未だ決着のつかない中絶問題
について議論した。申請者は、本報告書
の中で、当日の「中絶論争の行方　丸本
百合子発表」司会まとめを行った。

16 シンポジウム「今、リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツを問う―中絶
問題における生命の尊厳と生殖
の自由」のまとめ

共著 平成17年10
月

『医学哲学・医
学倫理』、第23
号、日本医学哲
学・倫理学会、
163－164頁

上記、シンポジウム「今、リプロダクティブ・
ヘルス／ライツを問う―中絶問題における
生命の尊厳と生殖の自由」（平成17年10
月23－24日、昭和大学旗の台キャンパス）
での座長を、東日本国際大学福祉環境学
部の小松奈美子と一緒に務めた。本シン
ポジウムでは、日々現実のものとなってい
る中絶問題における生命の尊厳と生殖の
自由（権利）について考察するとともに、リ
プロダクティブ・ヘルス/ライツ（女性の性と
生殖に関する健康・権利）そのものを、医
学的、方角的、社会学的、哲学・倫理学視
点から問い直した。

17 第16回生命倫理学会年次大会
座長報告集

単著 平成17年3
月

『日本生命倫理
学会ニューズレ
ター』30：14

平成16年11月に鳥取環境大学で行われ
た、日本生命倫理学会第16回年次大会
の座長報告集。申請者は、一般演題Gの
座長を務めた。本群（一般演題G)では、生
殖医療をメインテーマに、生殖補助医療
のあり方や倫理的問題、人工妊娠中絶の
歴史に関する内容であり、それぞれの専
門化が真摯に問題を提起し、活発な議論
が交わされた。
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18 文献紹介、中島みち「尊厳死」に
尊厳はあるか―ある呼吸器外し
事件から

単著 平成20年3
月

『日本生命倫理
学会ニューズレ
ター』38：4－5

本書、中島みち著『「尊厳死」に尊厳はあ
るか―ある呼吸器外し事件から』は、2006
年3月に発覚した、富山県の射水市民病
院での外科部長による7人の終末期患者
の人工呼吸器取り外し事件（2000年から
2005年）を題材に、その後続いた「尊厳死
法制化」をめぐる政府・医療界・メディア等
の動きも踏まえ、「真の尊厳死」とは何であ
るかを世に問いかけ、多くのことを教え学
ばせてくれる力作である。本書には、当該
事件で明るみになった、患者自身の尊厳
とは程遠いかたちでまわりの都合で定めら
れる、曖昧でとらえどころのない言葉に
よって美化されたいわゆる「尊厳死」の例
を提示することで、「真の尊厳死」とは何か
を見出していってほしいという切実な願い
がこめられている。

19 死生観教育と生命倫理 単著 平成21年3
月

『宗教研究』（第
67回学術大会
紀要特集）359：
408-409

平成20年9月14日に筑波大で行われた、
第67回日本宗教学会での発表要旨。従
来のバイオエシックス教育で語られてきた
「いのち」をめぐる倫理的ジレンマを中心
に、宗教学が社会に問いかけてきた「いの
ちの価値」に視点を向けつつ、自己決定
権原理の問題について発表した。

20 スピリチュアリティに哲学はどうか
かわるのかー「他者の受容」とい
う問題圏と思想家たち　福山隆
夫発表」司会まとめ

単著 平成21年3
月

『医学哲学と倫
理』通巻６、日
本医学哲学・倫
理学会関東支
部、32‐33頁

平成20年1月12日開催の日本医学哲学・
倫理学会関東支部月例会での発表「スピ
リチュアリティに哲学はどうかかわるのか―
「他者の受容」という問題圏と思想家たち
―」の司会まとめ。氏は発表の中で、現在
の医療現場や周辺の議論において混乱
がみられる「スピリチュアリティ」や「スピリ
チュアルケア」について、科学と宗教と哲
学の関係を整理しながら、主として宗教と
哲学の違いを明確にしつつ哲学的な視点
に立つことで明らかにすること、また哲学
の果たす役割を明確にすることを試みた。

21 日本の大学における「生と死の
教育」の可能性

単著 平成22年3
月

『宗教研究』（第
68回学術大会
紀要特集）363：
516-517

平成21年9月13日に京大で行われた、日
本宗教学会第68回学術大会での発表要
旨。2009年7月13日の「脳死は人の死」と
いう臓器移植法改正をめぐり、ドナーの生
きる権利やいのちの尊厳の問題、ドナーと
レシピエントの生きる権利の狭間の中で、
いのちの隠ぺいが行われている現状につ
いて発表。生と死の教育教材で活用され
ている『隠された風景―死の現場を歩く』
を手掛かりに、「いのちとは何か？」につい
て考察した。
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22 いのちは誰のものか―生命倫理
学的アプローチ

単著 平成23年3
月

『宗教研究』（第
69回学術大会
紀要特集）367：
495-496

平成22年9月5日開催の日本宗教学会第
69回学術大会での発表要旨。発表では、
先端医療の場の「いのちの選択・選別」に
おいえる「自覚化されない生死」の問題を
扱い、医療システムや法律の関与、いたる
ところで情報操作がなされている問題性、
「犠牲を伴う医療」の在り方について論じ
た。いのちを問う宗教の役割(課題）は、単
なる｢先端医療技術に対する歯止め」では
なく、技術の背後に隠された人間性とは何
かを徹底的に論じていくこと、また、いのち
観がゆらいでいる現代社会において、宗
教がもつ本来の「弱者救済」の視点（守ら
れるべき真の当事者を支えるあり方）に立
ちかえることが重要である。

23 第11回　犠牲を伴う移植医療―
救われるいのち、棄てられるいの
ち

単著 平成23年11
月

宗教情報セン
ター

宗教情報センターWeb雑誌コラム、第11回
11月18日号に掲載。タイトル「犠牲を伴う
移植医療―救われるいのち、棄てられる
いのち」。１、「いのちを守る」バイオエシッ
クスの課題、２．臓器移植における「いのち
の犠牲」小児脳死臓器移植の倫理問題を
焦点に、臓器移植を待つ子どもとその家
族の苦悩、脳死状態の子どもとその家族
の苦悩など、移植医療そのものが抱える
いのちの問題について論じた。

24 先端医療技術における弱者への
ケア

単著 平成24年3
月

『宗教研究』（第
70回学術大会
紀要特集）371：
484-485．

平成23年9月3日開催の日本宗教学会第
70回学術大会での発表要旨。発表では、
2010年7月の改正臓器移植法後の初の15
歳未満児童からの臓器摘出を例に挙げ、
法改正前後から懸念されていた倫理問題
について検討した。今回の初のケースで
はドナーの死因が自殺であったが、移植
に急ぐあまり、死因については何も言及さ
れなかった。マスコミ報道では「いのちのリ
レー、いのちのバトンタッチ」という讃美の
声しかなく、表面的な「思いやりの医療」の
問題について問題提起した。

25 文献紹介、盛永審一郎、長島隆
編「看護学生のための医療倫
理」（丸善出版、2012年）

単著 平成24年12
月

『日本生命倫理
学会ニューズレ
ター』51:5

医療従事者のための医療倫理シリー
ズ・テキストとして丸善出版より出さ
れた本書は、看護師国家試験対策を念
頭に作成されており、看護学生が将来
的に現場で知っておかねばならない知
識や各人が思索を探るための様々な情
報が盛り込まれている。患者・被験者
の人権擁護とそのためのシステム構築
という、看護倫理の在り方について、
戦時中の医学研究・人体実験上の倫理
の問題をもとに、現在何をなすべきか
問いかけている。
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