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法律実務家を対象とした医療過誤訴訟を取り扱った数少ない専門書。

基本的かつ実践的なテーマ、 訟務を踏まえた実体法上の諸問題、 訴訟法
の諸問題を立体的で具体的に構成する。

患者側の代理人として多くの訴訟を担当した弁護士、 病院 ・ 医師側の代
理人として多くの訴訟活動を行ってきた弁護士、 医療過誤訴訟を担当した
判事の方々がそれぞれの立場を踏まえて執筆。

医療従事者の立場から、 医療の現場の実情や医療事故を防ぐ対策等の解
説も詳述。      ■詳細は裏面をご参照下さい。

青林書院へ直接ご注文の際

には， 別途送料が 1 回につき
４００円(税込)かかります。

医 療 訴 訟

本シリーズは、 熟練した弁護士を中心とする
専門訴訟のエキスパートが執筆されたもので
あり、 専門訴訟に関与する弁護士をはじめと
する法律実務家の座右の書となるものと期待
している。

　　　　　　日本弁護士連合会  会長 平山正剛
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