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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX658／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公衆衛生と法 Public Health and the Law 

担当者名 

（Instructor） 
秋元 奈穂子(AKIMOTO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

COVID-19 パンデミックは公衆衛生上の緊急事態における法的問題の多くを現実の問題として明らかにしたが、本ゼミでは、広く

公衆衛生と呼ばれるテーマについて法がどのような役割を果たしているかを、主としてアメリカにおける判例や論文の購読及び議

論を通じて理解する。また、日本における同様の問題と法の対応についてもアメリカと比較しながら検討する。 

 

COVID-19 pandemic has forced us to recognize and consider the legal issues in the midst of public health emergency. This 

seminar aims to understand how law or legal system responds the issues in the field of “public health” in general through 

reading cases and article in the United States as well as class discussion. In addition, it also encourages students to compare 

and consider the similar issues and legal treatment of them under Japan legal system.   

 

授業の内容（Course Contents） 

最初の数回では、公衆衛生と法というテーマを理解するため、公衆衛生という概念やそこで問題となる政府権力と個人の権利の

関係等につき議論する。その後、感染症予防、緊急事態における対応等、公衆衛生における個別具体的な問題についてそれぞ

れ判例や文献をもとに議論する。 

学生は、事前に指定された判例及び論文を読んで各回の演習に参加し、判例及び論文をもとに議論する。 

 

In the first 4-5 classes, students will understand the concept of public health and the relationship of governmental power and 

individual rights, in order to understand the field of public health. Then we will go on to discuss particular issues such as 

prevention of communicable disease, emergency preparedness and response through case laws , statutory laws and articles.  

Students are required to read the cases/articles before the class and will have discussion in class based on such readings.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公衆衛生の概念 Concept pf Public Health  

3. 公衆衛生における政府の役割と個人の権利  Governmental Authority and Individual Rights in Public Health  

4. 公衆衛生を目的とする監視・監督と個人のプライバシー（1） Surveillance, Supervision and Privacy (1)  

5. 公衆衛生を目的とする監視・監督と個人のプライバシー（2） Surveillance, Supervision and Privacy (2)  

6. 感染症の防止とコントロール(1) Prevention and Control of Contagious Disease (1)  

7. 感染症の防止とコントロール(2) Prevention and Control of Contagious Disease (2)  

8. 公衆衛生上の緊急事態における問題(1) Issues in Public Health Emergency (1)  

9. 公衆衛生上の緊急事態における問題(2) Issues in Public Health Emergency (2)  

10. 非感染症の防止とコントロール－タバコの規制 Prevention and Control of Non-Contagious Disease - Tobacco Control  

11. 非感染症の防止とコントロール－ 肥満の問題 Prevention and Control of Non-Contagious Disease - Obesity 

12. 性と生殖に関する問題 (1) Reproductive Health (1) 

13. 性と生殖に関する問題 (2) Reproductive Health (2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業回において指定された文献（判例や論文）を事前に読み、コメントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメント・発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

判例、論文等のコピーをテキストとして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 



 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 

採用人数：15 名 

配当年次：2 年次以上 

選考方法： 

①題目：本ゼミを希望する理由 

②字数：800 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


