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平成１６年度科学研究費補助金（学術創成研究費）研究進捗状況報告書 
 
  

ふりがな ひぐち のりお 

①研究代表者  
 氏   名  

樋口 範雄 
②所属研究機関

 ・部局・職  

東京大学・大学院法学政治学研究

科・教授 

和文  生命工学・生命倫理と法政策 
③研 
究  
課

題

名 英文  Law and Policy on Bioethics and Biotechnology 

平成14年度  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 総  合  計  ④研究経費 
（直接経費） 
１７年度以降は内約額 

          千円 
46,000 

          千円 
43,500 

          千円

43,500 

          千円

43,500 

          千円 
43,500 

              千円 
220,000  

⑤研究組織（研究代表者及び研究分担者） 

氏    名  所属研究機関・部局・職  現在の専門  役割分担（研究実施計画に対する分担事項） 

樋口範雄 

伊藤眞 

佐伯仁志 

両角吉晃 

中山信弘 

道垣内正人 

白石忠志 

大内尉義 

森茂郎 

蒲生忍 

相澤英孝 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

東京大学大学院法学政治学研究科助教授 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

早稲田大学大学院法務研究科客員教授 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

東京大学大学院医学系研究科教授 

帝京大学医学部教授 

杏林大学保健学部教授 

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 

英米法 

民事訴訟法 

刑法 

イスラーム法 

知的財産法 

国際私法 

経済法 

老年病 

分子病理学 

生命科学 

知的財産法

研究代表者 

生命倫理チームリーダー 

生命倫理チーム 

生命倫理チーム 

生命工学チームリーダー 

生命工学チーム 

生命工学チーム 

生命倫理チーム 

生命工学チーム 

生命工学チーム 

生命工学チーム

⑥当初の研究目的（交付申請書に記載した研究目的を簡潔に記入してください。） 

Ⅰ 本研究グループは、生命倫理・生命工学分野における専門性とは何かを追求し、新しい専門家群の養成につなげるた

めの研究を目的とする。 
Ⅱ 生命倫理チームの目的  
 生命倫理を論ずるための専門性は何かを探求する。 
 ①倫理と法律学：生命倫理の分野でもクローン技術法に象徴されるように法化の動きがある。生命倫理分野における、

法律的知見を備えた専門性とは何か、法の役割は何かを探求する。 
 ②倫理と医学：ヒポクラテスの誓い以来、医学と医療は倫理的側面と一体化して発展してきた。生殖技術の進展・終末

期医療のあり方・遺伝子治療のあり方などは、従来の医学・医療の枠を超えた課題を提示しており、生命倫理分野におけ

る医学からの専門的アプローチとは何かを探求する。 
 ③ネットワーキング構築の必要性：これらの課題の解決のためには、真の学際的・国際的研究チームを形成し、共同し

て研究にあたることが必要である。 
Ⅲ 生命工学チームの目的 
 生命工学を論ずるための専門性とは何かを探求する。その中で、「生命倫理の望ましい維持・発展のためには、生命倫

理・生命工学にかかる経済的政策がいかにあるべきか」を探るべく、従来の法的事象の実証分析をするとともに、今後へ

の展望を獲得することを目標とする。具体的には、①生命工学に対する知的財産法の現状と課題、②生命倫理と競争政策

の相関関係に関する現状と課題、の２点に分けて、研究を進める。 
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⑦これまでの研究経過 
Ⅰ 本研究は、学術創成研究費の趣旨の３つの観点のうち、どの観点に主眼を置いて研究を行っているかについてお書きください。 
 
 本研究は、学術創成研究費の掲げる３つの目的のうち、主として、①の創造的・革新的・学際的分野

を創成する研究を主眼とし、同時に、生命倫理・生命工学というテーマが世界規模で重要な問題とされ

ている現状に照らして、③国際的に対応を強く要請される研究を強く意識するものとなっている。それ

は後述するこれまでの研究経過でも明らかである。 
 

 

Ⅱ 研究の進捗状況について、必要に応じて図表等を用いながら、研究組織内の連携状況を含め、具体的に記入してください。 
 研究計画の目標として、より具体的に以下の５つの目標を掲げて出発した。 

   ①東京大学法学部におけるこの分野への関心の増加 

   ②東京大学法学部の内外における若手研究者の養成と研究の促進 

   ③法学専攻者と他の専門分野の人との学問的交流促進 

   ④わが国以外の専門家とのネットワーク作り 

   ⑤２００４年度から「生命科学と法」と題する講義（演習）の実施 

     これは法科大学院科目とすることが考えられる。 

 さらに、当初２年の研究活動計画を、次のＡ・Ｂを行いＣの成果を得る形で次のように定めた。 

   Ａ 生命工学・生命倫理に関する問題の把握 

     わが国においてこれらの分野で何が問題となっているかを、研究会、討論会の形で明らかに 

     する。積極的に医学・法学の若手研究者に参加を要請し、問題の共有を行う。 

   Ｂ わが国以外における問題の展開 

     プロジェクト２年度までに、外国で生命工学と法・生命倫理と法と題する講義を行っている  

     学者を招き、東大法学部でセミナーを開いてもらう。その他海外の専門家を招き、海外に若 

     手研究者を派遣して積極的交流を行う。 

   Ｃ（１）上記Ａから出てくる事例集の刊行 

    （２）上記Ｂから出てくる講義案（日本語版）の刊行 

    （３）若手研究者のための業績発表の機会を作る（雑誌・書籍など） 

 この２年間はこれらの方針に従い、ほぼ順調に計画を遂行した。紙幅の関係で詳細は後の特記事項の項目に述べるが、

概要は次の通りである。 

 Ａ 医学者・法学者が参加し仮設例につき議論するディスカッションを１３回行い、ジュリストという  
   法律雑誌に連載した。それ以外にも厚生労働省の担当者・学外有識者を招いて研究会やワークショ 
   ップを多数開催した。 

 Ｂ ２年目にアメリカのロー・スクールおよびメディカル・スクールでこの分野を講ずる専門家を招聘 
   し一種の集中講義を行った。イギリス、オーストラリア、ドイツ、アメリカの専門家との交流（国 
   際会議参加やシンポジウム・ワークショップ実施）も数多く行った。 

 Ｃ 「生命倫理ケーススタディ」を平成１６年度中に刊行する予定である。「アメリカの生命倫理と法」 
   という集中講義の要旨は、本プロジェクトのウェブサイトで公開した。ワークショップの成果は、 
   雑誌「法の支配」などで公表した。 

 なお、生命工学分野においては、知的財産権を専門とする弁護士や東京高裁の裁判官・特許庁の担当者などと研究会を

別に組織し、定期的に会合を重ねた。 

 なお、これらの研究会・ワークショップ等には、オリジナルメンバーから推薦を受けた若手研究者（大学院学生・助手・

助教授等）に積極的に参加してもらっている。 

Ⅲ その他 
これまで２年間の活動である。 

１）全体会議・研究会                １６回 

２）生命倫理ケーススタディに関するディスカッション １３回 

３）「生命工学と法政策」研究会            ２回 

４）「アメリカの生命倫理と法」集中講義             １３回 
５） 国内における他グループの活動への参加            １４回 
６）海外セミナー・国際会議への派遣  ５回５カ国のべ１１人 

７）海外から専門家を招聘してのシンポジウム・ワークショップ ８回 
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⑧特記事項 
これまでの研究において得られた、独創性・新規性を格段に発展させる結果あるいは可能性、新たな知見、学問的・学術的なイン 

パクト等特記すべき事項があれば記入するとともに、推薦者の期待がどの程度達成されつつあるかについて記入してください。 
 
 医療の専門家と法律の専門家が一堂に会して議論することは、これまで少なかった。そのため相互

理解が足らず不適当な対応のなされているところがあることが、これらの活動によって認識された。

２つの例を掲げる。 

 第１に、生体肝移植をめぐるディスカッションの過程で、ドナーを一定親族に限ることの合理性が

問題とされた。日本移植学会の指針に入れられていたため、どの大学でもそれが要件とされる一方、

３親等までとか４親等までとか内容は一律でなかった。２００３年９月のジュリストでディスカッシ

ョンの模様が掲載され、日本移植学会は１０月末、親族以外からの提供も認めるよう指針の変更を行

った。 

 第２に、日本外科学会その他の医療団体は、医療事故の警察報告につき、医師法２１条の要件を超

えて報告するようガイドラインを作成していたが、本プロジェクトの研究会において、医師団体が前

提とする法の理解とガイドラインの内容の当否が問題とされた。刑事制裁につながる方法だけで医療

事故の減少を図ることへの疑問と、それが倫理的にも議論の残るところであることが指摘され、２０

０３年２月、心臓血管外科学会での本プロジェクト代表研究者樋口による特別報告につながった。 

 第３として、上記２例でもわかるように、生命倫理に関わる問題は医学界や厚生労働省の指針やガ

イドラインで規律されている場合が少なくない。東京大学大学院法学政治学研究科では、２１世紀Ｃ

ＯＥプログラムの１つとして、「国家と市場の相互関係におけるソフトロー」というプロジェクトを

立ちあげたばかりであり、２００４年３月には「現代における倫理・社会規範と法－ソフトロー研究

の将来展望」と題するシンポジウムを本プロジェクトと共催した。医療や生命倫理の場面でのソフト

ローのあり方を、ビジネスその他の場面でのあり方と比較するような契機が生まれている。 

 以上のように、本プロジェクトは、単に書物や文献のレベルでの研究調査にとどまらず、より積極

的に、法律以外の学界や政策担当者との連携を維持し強化するよう努めている。 

 なお、本プロジェクトの当初２年間は、上記のような成果は別として、基本的にはいわば基礎力充

実期と位置づけてきた。具体的な仮設例をめぐって医師・看護師その他の医療関係者、宗教哲学や法

哲学専攻者、臨床心理の専門家などと法律家が議論する機会を作るとともに、アメリカの専門家（そ

の内の１人は、生命倫理に関する大統領委員会の委員でもある）にアメリカでのロー・スクールおよ

びメディカル・スクールでの講義内容を連続講演の形で再現してもらうなど、生命倫理および生命工

学と法政策に関する問題の理解に努めた。たとえば、以下は、連続講演のタイトルであるが、その内

容は、この分野の多様性と問題のありようを認識するうえで大きな貢献となった。 

第１講：イントロダクション 第２講：自己決定権の意義とインフォームド・コンセント法理 第３

講：治療の停止 第４講：尊厳死・安楽死 第５講：他者のための代行判断 第６講：臓器移植  
第７講：人工生殖 第８講：医療資源の配分 第９講：人を対象とする研究倫理に関するイントロダ 
クション 第１０講：弱者を対象とする研究；人を対象とする研究に関するその他の問題 第１１講： 
人の受精卵を対象とする研究 第１２講：出生前診断；発症前診断 第１３講：行動に関する遺伝学；

遺伝工学 
 この内容は、すでに述べたように、本プロジェクトのウェブサイトhttp://www.j.u-tokyo.ac.jp/biolaw/
で公開しているが、さらに内容を充実させて、アメリカにおける生命倫理・生命工学に関する基本書

を本グループの研究成果として刊行物の形で公表したいと考えている。 
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⑨研究成果の発表状況 
この研究費による成果の発表に限り、学術誌等に発表した論文（発表予定のものを記入することも可能。）の全著者名、論文名、 

学協会誌名、巻（号）、最初と最後のページ､発表年（西暦）、及び国際会議、学会等における発表状況について記入してください。 
・開原成允・樋口範雄編著『医療の個人情報保護とセキュリティ―個人情報保護法と ＨＩＰＡＡ法』（有斐閣・2003） 
・樋口範雄「アメリカにおける医療情報保護：ＨＩＰＡＡプライヴァシー規則の特色と日本法 への示唆」 
           アメリカ法2003年1号37p~53p 
・樋口範雄「医療情報の保護と利用」鴇田忠彦・近藤建文編『ヘルスリサーチの新展開』77p~105p（東洋経済新報社・2003）
・樋口範雄「医療情報の取り扱いー産業医や診査医のケースにおける医師の説明義務 Reed v. Bojarski, 764 A.2d 433 (N.
J. 2001)」ジュリスト1226号100p~103p（2002） 
・樋口範雄「患者の医療情報の保護ーアメリカにおける個人情報保護の一側面 ① Association of American Physicians & S
urgeons, Inc. v. United States Department of Health and Human Services, 2002 U.S. Dist. LEXIS 15857 (S.D. Texas)(2002年
6月14日判決） ②South Carolina Medical Association v. United States Department of Health and Human Services (D.C. S.C.
 2002)(2002年8月14日判決）」ジュリスト1231号176p~179p（2002） 
・樋口範雄「座談会 救命と法：除細動器航空機搭載問題を例にとって」（大原光博、金光良 美、久保野恵美子、西舘恵
子、三田村秀雄）ジュリスト1231号104p~134p（2002） 
・樋口範雄「医師・患者関係のとらえ方ーアメリカ医師会の倫理規定に学ぶ」井上通敏・森脇 要編『２１世紀の病院医療：
病院経営とリスクマネジメント』156p~173p（南江堂・2003） 
・樋口範雄「医療における個人情報保護・・・ＨＩＰＡＡ法を含めて」月刊新医療2003年5月号48p~50p 
・樋口範雄「座談会 ＡＥＤは非医師でも積極的に使うべきか」（三田村秀雄・飛鳥田一朗・岡田和夫） 
      カレントテラピー21巻4号84p~95p（2003） 
・樋口範雄「医療における個人情報保護の課題―ＨＩＰＡＡプライバシー・ルールに何を学ぶか」 
      社会保険旬報2004年1月1日号（No.2194)18p~21p 
・辻省次・武藤香織・樋口範雄「生命倫理ケーススタディcase1-遺伝病の告知」 
               ジュリスト1243号52p~61p（2003) 
・森茂郎・武市尚子・児玉安司「生命倫理ケーススタディcase2-病理解剖・司法解剖後の検体・遺体の取扱い」 
               ジュリスト1244号214p~225p(2003) 
・吉村泰典・米村滋人・渕史彦「生命倫理ケーススタディcase3-人工生殖の規制問題」 
               ジュリスト1247号120p~128p(2003) 
・加藤紘之・児玉安司・佐伯仁志「生命倫理ケーススタディcase4-医療事故情報の警察への報告」 
                ジュリスト1249号68p~80p(2003) 
・大内尉義・岩田太・佐伯仁志「生命倫理ケーススタディcase5-末期医療のあり方ー延命治療に関する判断枠組」 
              ジュリスト1251号98p~108p(2003) 
・菅原寧彦・東方敬信・安部圭介「生命倫理ケーススタディcase6-生体肝移植をめぐる問題」 
                ジュリスト1252号126p~134p(2003) 
・荒川義弘・佐藤恵子・早川眞一郎「生命倫理ケーススタディcase7-臨床研究・臨床試験のあり方」 
                 ジュリスト1254号174p~186p(2003) 
・木戸浩一郎・土屋裕子・旗手俊彦「生命倫理ケーススタディcase8-患者の権利・胎児へのリスク」 
                 ジュリスト1256号124p~134p(2003) 
・佐藤紀子・蒲生忍・両角吉晃「生命倫理ケーススタディcase9-看護師の良心」 
               ジュリスト1258号146p~154p(2003) 
・門脇孝・玉井真理子・岩田太「生命倫理ケーススタディcase10-知的障害者の不妊手術」 
               ジュリスト1261号128p~135p(2004) 
・小柳仁・丸山英二・三瀬朋子/樋口範雄「生命倫理ケーススタディcase11-小児に対する臓器移植」 
               ジュリスト1263号108p~118p(2004) 
・幸道秀樹・米村滋人・畑中綾子「生命倫理ケーススタディcase12-血液製剤と限られた資源の配分問題」 
                ジュリスト1265号76p-84p(2004) 
・島崎修次・柳澤厚生・樋口範雄「生命倫理ケーススタディcase13-救命救急士と医療行為」 
                ジュリスト1267号76p-85p(2004) 
・森茂郎「臨床検査の倫理的側面」臨床研究47(12),1490p~1495(2003) 
・蒲生忍「医学研究の倫理ー学術フロンティア公開講演会「医療とコミュニケーション」からー」 
     杏林医学会雑誌34(4),313p~317p(2003) 
・蒲生忍「研究と医療の倫理ー遺伝性疾患のスクリーニングを例にー」杏林医学会雑誌35(1) (2004年発表予定） 




