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No.2019-470 

丸善出版  分野別カタログ：倫理学 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

看護の倫理学  第2版（1） 石井 トク 2008 9784621078655 ¥4,180  ¥6,270  1008060869 

生命と医療の倫理学  第2版（2） 伊藤 道哉 2013 9784621086728 ¥4,400  ¥6,600  1013312287 

公共政策の倫理学 （4） 河宮 信郎 2002 9784621070444 ¥6,930  ¥10,395  1027880041 

職業の倫理学 （5） 田中 朋弘 2002 9784621070581 ¥6,270  ¥9,405  1029684247 

科学の倫理学 （6） 内井 惣七 2002 9784621070543 ¥6,270  ¥9,405  1030183776 

教育の倫理学 （7） 加藤 尚武 2006 9784621071182 ¥4,180  ¥6,270  1008139855 

経済の倫理学 （8） 山脇 直司 2002 9784621070949 ¥6,270  ¥9,405  1029883432 

マスコミの倫理学 （9） 柏倉 康夫 2002 9784621071007 ¥6,270  ¥9,405  1030183777 

現代人の倫理学 （10） 加藤 尚武 2006 9784621076859 ¥4,180  ¥6,270  1008139859 

環境の倫理学 （11） 山内 廣隆 2003 9784621072073 ¥6,270  ¥9,405  1030483158 

性の倫理学 （12） 田村 公江 2004 9784621072776 ¥6,270  ¥9,405  1030483159 

技術の倫理学 （13） 村田 純一 2006 9784621077351 ¥6,270  ¥9,405  1030183778 

家族の倫理学 （14） 志水 紀代子 2007 9784621079119 ¥6,270  ¥9,405  1029834002 

情報の倫理学 （15） 水谷 雅彦 2003 9784621072707 ¥4,180  ¥6,270  1008060863 

合意形成の倫理学 ―現代社会の倫理を考える―（16） 加藤 尚武著 2009 9784621080696 ¥6,930  ¥10,395  1030681223 

15巻 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥85,140 ¥127,710 

監修 加藤 尚武 ・ 立花 隆 

現代社会の倫理を考えるシリーズ 

※「現代社会の倫理を考える３：ビジネスの倫理学」につきましては、著者許諾の関係で電子提供不可となります。 

生命と科学技術の倫理学 ―デジ
タル時代の身体・脳・心・社会― 
（※） 

冊子版
ISBN 

9784621300176  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥9,240 

森下 直貴 冊子発行 2016年 商品コード 1020598985 

先端科学技術のもたらす効果もしくは負荷に対して、私たちの社会はいかに対応したらよいか。健康、
サイボーグ、エンハンスメント、脳、人格、ロボット、iPS細胞など、21世紀課題群のシステム倫理学
を論じる。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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倫理学 

応用倫理学事典 
冊子版
ISBN 

9784621079225  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥44,000 

加藤 尚武 冊子発行 2008年 商品コード 1010995020 

「応用倫理学」の全貌が見渡せる、この分野初の中項目事典。わが国の「応用倫理学」各分野で活躍中
の研究者総勢２００名が執筆に参加。様々な身の回りのキーワードについて、哲学的・倫理学的概念を
援用しながら具体的に考察する。収録する中項目見出し語数は約３５０。巻末索引の収録語数は約３０
００語で、それぞれの用語に対応する英語も併記。 

応用倫理学のすすめ 
(丸善ライブラリー) 

冊子版
ISBN 

9784621051252  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥3,000 

著者 加藤 尚武 冊子発行 1994年 商品コード 1030815361 

「他人に迷惑をかけない限り何をしてもいい権利」（自己決定権）によって個人の権利が守られている。
しかしポルノグラフィー、代理母、自殺等に関して、個人が他人に迷惑をかけないとしても、社会の側
が干渉したり、個人の自己決定権を制限してくるのは何故か。また、親が子どもを守るということは、
子どもの自己決定権を認めることか否か。新しい学問領域である「応用倫理学」がそれらの問いに解法
を提示する。 

現代を読み解く倫理学  
―応用倫理学のすすめ 2― 
(丸善ライブラリー) 

冊子版
ISBN 

9784621072332 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥3,000 

著者 加藤 尚武 冊子発行 1996年 商品コード 1031031517 

どのような合意が働いているか。どのような合意なら安全か。どのような合意が最善であるか国民の合
意形成の方法論を提供する学問、それが「応用倫理学」である。本書では、いじめ、インフォームド・
コンセント、オフレコ発言、TBS問題、ワイセッ基準、オウム真理教、ボランティア、阪神大震災、環
境問題、遺伝子診断、PKO等々を取り上げ、この学問によって得られた明快な解法を読者に提示する。 

合意形成とルールの倫理学  
―応用倫理学のすすめ 3― 
(丸善ライブラリー) 

冊子版
ISBN 

9784621053607 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥1,640 

著者 加藤 尚武 冊子発行 2002年 商品コード 1008060851 

現代社会の様々な問題解決のために、我々は、いかに合意を形成させ、ルール作りを行い、そして正義
を確立させればいいのか？それら問題解決への最も有効な手段、それが応用倫理学である。本書では、
生命操作の行方、環境問題解決のための合意、刑罰・罰則のあり方等々、近年世間を騒がした社会問題
を俎上にのせ、応用倫理学の視点から、明快な問題解決へのヴィジョンを提示する。 

環境倫理学のすすめ  
(丸善ライブラリー) 

冊子版
ISBN 

9784621070345 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥6,300 

著者 加藤 尚武 冊子発行 1991年 商品コード 1008060854 

地球環境での環境破壊がクローズアップされている現代社会。70年代、アメリカを中心として形成され
た環境倫理学から、われわれは何を学び取らなければならないのか。環境倫理学の3つの基本主張を紹
介し、対応を迫られている環境問題への対処方法を具体的に提言する。 
 
 

新・環境倫理学のすすめ 
(丸善ライブラリー) 

冊子版
ISBN 

9784621053737  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥44,000 

著者 加藤 尚武 冊子発行 2005年 商品コード 1031031520 

京都議定書のような国際協力体制が生まれることを同世代人に向かって期待しながら書いた前著と、京
都議定書が誕生すると同時に傷だらけになっている現状で書いた本書との間には、気分的に大きな違い
がある。さらに深刻になる環境問題に直面する若い世代に向けて、重い課題を投げ出さないで引き受け
てほしいと願う気持ちで執筆したのが本書である。「環境倫理学」の第一人者が、一四年ぶりに書き下
ろした、待望の続編。 
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倫理学 

臨床研究のための倫理審査ハンド
ブック 

冊子版
ISBN 

9784621083260  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥18,480 

笹栗 俊之 冊子発行 2011年 商品コード 1014446537 

倫理審査に関わる人のためのテキスト。臨床研究や倫理審査に関する基本的な理念や知識をまとめると
ともに、倫理審査の現場でそのまま使える知識や技術を紹介。国内外の主要な関連法規や倫理指針も収
録する。 

科学者の発表倫理 ―不正のない
論文発表を考える― 

冊子版
ISBN 

9784621086544  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥8,580 

著者 山崎 茂明 冊子発行 2013年 商品コード 1016123829 

科学研究者の論文発表の倫理に焦点を絞った本。発表倫理について解説したうえで、実証的なデータも
提供しながら不正行為への解決方法を発表倫理の視点から提示する。医学情報誌『あいみっく』連載を
中心に書籍化。 
 
 

大学講義技術者の倫理入門 第5
版 （※） 

冊子版
ISBN 

9784621300169 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥5,940 

著者 杉本 泰治 冊子発行 2016年 商品コード 1020296394 

技術者倫理を科学技術・法・倫理の3面から捉え、その考え方、事例の見方を平易に解説。実務に結び
つく道筋を明らかにし、社会的関心の高い話題を含め、企業の技術倫理の最新事例を盛り込んでアップ
デートした第5版。 

理系のための科学技術者倫理 
―JABEE基準対応― （※） 

冊子版
ISBN 

9784621089460 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥7,920 

著者 直江 清隆 冊子発行 2015年 商品コード 1019315053 

大学や高専で、工学や理学を学ぶ学生を対象としたテキスト。技術が社会や自然におよぼす影響や効果
を解説し、個人そして組織の次元における技術者倫理の指針・展望を示す。日本技術者教育認定機構
(JABEE)基準にも対応。 

教養としての生命倫理 （※） 
冊子版
ISBN 

9784621300244 
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥8,580 

著者 村松 聡 冊子発行 2016年 商品コード 1020782149 

地球環境での環境破壊がクローズアップされている現代社会。70年代、アメリカを中心として形成され
た環境倫理学から、われわれは何を学び取らなければならないのか。環境倫理学の3つの基本主張を紹
介し、対応を迫られている環境問題への対処方法を具体的に提言する。 
 
 

エンジニアのための人を対象とす
る研究計画入門 ―科学的合理性と倫

理的妥当性― （※） 

冊子版
ISBN 

9784621089606  
同時 

1アクセス 
(本体) 

¥12,540 

著者 山内 繁 冊子発行 2015年 商品コード 1019315066 

人を対象とする研究・実験には、科学的合理性と倫理的妥当性が要求される。エンジニアがこのような
要求に応えられるよう、生物医学の方法論、研究デザイン、サンプルサイズの設計など、エビデンスを
作るための基礎をまとめる。 
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シリーズ生命倫理学 全20巻 
The Japanese Bioethics Series

本邦初の集大成 
生命倫理学の歴史と現在、将来への展望を総括 

編集代表： 粟屋 剛（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生命倫理学分野） 
編集幹事： 倉持 武、霜田 求、藤野 昭宏、森下 直貴（50 音順） 

巻 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

1 生命倫理学の基本構図 今井  道夫 2012 9784621084786 1010548441 

2 生命倫理の基本概念 香川  知晶 2012 9784621084793 1010548442 

3 脳死・移植医療 倉持  武 2012 9784621084809 1010548443 

4 終末期医療 シリーズ生命倫理学編集委員会 2012 9784621084816 1012269185 

5 安楽死・尊厳死 シリーズ生命倫理学編集委員会 2012 9784621084823 1012269186 

6 生殖医療 菅沼  信彦 2012 9784621084830 1010718918 

7 周産期・新生児・小児医療 シリーズ生命倫理学編集委員会 2012 9784621084847 1012269187 

8 高齢者・難病患者・障害者の医療福祉 シリーズ生命倫理学編集委員会 2012 9784621084854 1012269188 

9 精神科医療 中谷  陽二 2013 9784621084861 1013533781 

10 救急医療 有賀  徹 2013 9784621084878 1013867156 

11 遺伝子と医療 玉井  真理子 2013 9784621084885 1013151740 

12 先端医療 霜田  求 2012 9784621084892 1011492087 

13 臨床倫理 浅井  篤 2012 9784621084908 1010995013 

14 看護倫理 浜渦  辰二 2012 9784621084915 1011492088 

15 医学研究 シリーズ生命倫理学編集委員会 2012 9784621084922 1012269189 

16 医療情報 板井  孝壱郎 2013 9784621084939 1014022186 

17 医療制度・医療政策・医療経済 今中  雄一 2013 9784621084946 1013151739 

18 医療事故と医療人権侵害 池田  典昭 2012 9784621084953 1011492089 

19 医療倫理教育 伴  信太郎 2012 9784621084960 1011492090 

20 生命倫理のフロンティア シリーズ生命倫理学編集委員会 2013 9784621084977 1012708625 

全20巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥255,200  ¥382,800  1014121076 

各巻価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥12,760  ¥19,140  

4 


