
図書閲覧貸出ﾘｽﾄ 01-全般

番号 図　書　名 著者 出版年 出　版　社　名

★1 広辞苑 新村出 1992 岩波書店

★2 新英和大事典 小稲義男 1992 研究社

★3 新和英大事典 増田　綱 1992 〃

★4 独和大事典 国松孝二 1990 小学館

★5 岩波理化学事典 久保亮五 1992 岩波書店

★6 岩波生物学事典 山田常雄 1993 〃

★7 南山堂医学大事典 鈴木正二 1993 南山堂

★8 医学英和大事典 加藤勝治 1992 〃

9
臨床産業医学全書２－１
産業内科学（循環器・呼吸器系）

五島雄一郎 1988 医歯薬出版

10
臨床産業医学全書２－２
産業内科学（血液・腎・生殖器系）

安部英 1988 〃

11
臨床産業医学全書２－３
産業内科学（神経・筋系・消化器・代謝系）

祖父江逸郎 1989 〃

12
臨床産業医学全書３
産業災害外科・整形外科

内山元昭 1985 〃

13
臨床産業医学全書４
産業皮膚科学

永井隆吉 1988 〃

14
臨床産業医学全書５
産業眼科学

市川宏 1988 〃

15
臨床産業医学全書８
産業リハビリテーション医学

赤津隆 1988 〃

16 現代労働衛生ハンドブック 三浦豊彦 1994 労働科学研究所出版部

17
産業保健１
（産業保健の考え方・進め方）

日本産業衛生学会 1985 篠原出版

18
産業保健２
（産業保健の作業別マニュアル）

日本産業衛生学会 1985 〃

19 産業医の職務Ｑ＆Ａ 櫻井治彦 2009 産業医学振興財団

20 産業医活動マニュアル 石川高明  瀬尾攝 1999 医学書院

21 産業看護講座　上巻 日本産業衛生学会 1991 篠原出版

22 産業看護講座　下巻 日本産業衛生学会 1991 〃

23
安全衛生運動史
労働保護から快適職場への70年

中央労働災害防止協会 1986 中央労働災害防止協会

24 安全衛生年鑑 中央労働災害防止協会 2006 〃

25 経営と安全衛生 労働省安全衛生部 1991 〃

26 六法全書Ⅰ 菅野和夫 2009 有斐閣

27 六法全書Ⅱ 菅野和夫 2009 〃

28 国民衛生の動向 厚生統計協会 2011 厚生統計協会

29 ２１世紀にはばたく産業看護
「産業看護研究会のあゆ
み」編集委員会

1992 労働基準調査会

30 産業疲労ハンドブック
日本産業衛生学会産業
疲労研究会編集委員会

1995 〃

31 労働安全衛生基本調査
労働大臣官房政策調査
部

1992 労務行政研究所

32 産業医ノートブック 的場恒孝 1995 医歯薬出版

33 産業保健マニュアル 和田攻 2006 南山堂

34 高齢化時代－Agingへの挑戦 松山美保子 1986 中央労働災害防止協会

35 新／安全衛生日誌 中央労働災害防止協会 1993 〃

36 Dictionary of Abbreviationsin Medical Sciences Ｗ．Ｆｏｒｔｈ 1989 Springer-Verlag

37 安全、衛生、作業条件トレーニング・マニュアル
国際労働機関（ＩＬＯ）・ス
ウェ―デン合同産業安全審

1991 労働科学研究所出版部

38 医学・生物学のための推計学 鳥居敏雄 1981 東京大学出版会

39 医学統計Ｑ＆Ａ 日本消化器病学会 1992 金原出版

40 保健＋医療＋福祉の現代用語 日本医療企画 2001 日本医療企画

41 医歯系・生物系のための統計学入門 Ｏ・Ｔダン 1986 大竹出版
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42 実証研究の手引き 古谷野　亘 1988 ワールドプランニング

43 臨床医のためのやさしい医学統計学 小川　龍 1981 真興交易書出版部

44 公衆衛生マニュアル 柳川  洋 1995 南山堂

45 疫学マニュアル 柳川　洋 1988 〃

46 医療のための統計学 有田　清三郎 1988 医歯薬出版

47 産業医へのアドバイス 日本整形外科学会 1994 金原出版

48 産業医ハンドブック 杉本寛治 2002 南江堂

49 SASによるデータ解析入門 竹内啓 1987 東京大学出版会

50 SASによる共分散構造分析 竹内啓 1992 〃

51 SASによる実験データの解析 竹内啓 1989 〃

52 労働者のライフサイクルと企業社会 高橋祐吉 1994 労働科学研究所出版部

53 労働と健康の歴史第一巻 三浦豊彦 1992 〃

54 労働と健康の歴史第二巻 三浦豊彦 1992 〃

55 労働と健康の歴史第三巻 三浦豊彦 1993 〃

56 労働と健康の歴史第四巻 三浦豊彦 1989 〃

57 労働と健康の歴史第五巻 三浦豊彦 1991 〃

58 労働と健康の歴史第六巻 三浦豊彦 1991 〃

59 労働と健康の歴史第七巻 三浦豊彦 1992 〃

60 保育と労働 越河六郎 1992 〃

61 変わる医療現場（医療ルネサンスPARTⅠ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1993 医療問題取材班

62 現代病の周辺（医療ルネサンスPARTⅡ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1993 〃

63 病と共生（医療ルネサンスPARTⅢ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1994 〃

64 健康と指標（医療ルネサンスPARTⅣ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1995 〃

65 優しさのカルテ（医療ルネサンスPARTⅤ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1995 〃

66 命のプリズム（医療ルネサンスPARTⅥ）
読売新聞社健康・医療問
題取材班

1995 〃

67 医学文献サーチガイド 山崎茂明 1993 日本医書出版協会

68 生涯教育のための公衆衛生学 住野公昭 1995 金芳堂

69
パソコンによる文献データベース
活用技術文献秘書マニュアル

医学書院 1994 医学書院

70 事例から学ぶ産業保健の実務 産業保健事例研究会 1998 労働基準調査会

71
驚異の小宇宙・人体１
生命誕生

ＮＨＫ取材班 1996 ＮＨＫ出版

72
驚異の小宇宙・人体２
しなやかなポンプ　心臓・血管

ＮＨＫ取材班 1996 〃

73
驚異の小宇宙・人体３
消化吸収の妙　胃と腸

ＮＨＫ取材班 1996 〃

74
驚異の小宇宙・人体４
壮大な化学工場　肝臓

ＮＨＫ取材班 1996 〃

75
驚異の小宇宙・人体５
なめらかな連携プレー　骨・筋肉

ＮＨＫ取材班 1996 〃

76
驚異の小宇宙・人体６
生命を守る　免疫

ＮＨＫ取材班 1996 〃

77 驚異の小宇宙別巻　CG図鑑 ＮＨＫ取材班 1996 〃

78
驚異の小宇宙別巻
ビジュアル人体ブック

ＮＨＫ取材班 1996 〃

79
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心１
心が生まれた惑星　進化

ＮＨＫ取材班 1993 〃

80
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心２
脳が世界をつくる　知覚

ＮＨＫ取材班 1993 〃

81
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心３
人生をつむぐ臓器　記憶

ＮＨＫ取材班 1993 〃
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82
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心４
人はなぜ愛するか　感情

ＮＨＫ取材班 1993 〃

83
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心５
秘められた復元力　発達と再生

ＮＨＫ取材班 1993 〃

84
驚異の小宇宙・人体（監）脳と心６
果てしなき脳宇宙　無意識と創造性

ＮＨＫ取材班 1993 〃

85
驚異の小宇宙・人体（監）別巻
ビジュアル脳と心のデータブック

ＮＨＫ取材班 1993 〃

86 色彩学 千々岩英彰 1995 福村出版

87 産業医のための産業保健ガイドライン集 産業医学振興財団 1997 産業医学振興財団

88 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際 労働省労働基準局 1991 労働法令協会

89 疫学入門 労働省労働基準局 1993 医学書院

90 産業医のための職場とエイズ 土屋健三郎 1990 産業医学振興財団

91 エイズ担当者必携エイズ対応マニュアル 労働省  労働衛生課 1997 東京法規出版

92 AIDS／HIV感染症の最新ガイド 宗像恒次 1995 南江堂

93 エイズ対策　理論と実践のすべて 木村  哲 1994 東京法規出版

94 海外旅行と病気 エイズ対策研究会 1995 東海大学出版会

95 海外で健康にくらすための手引 金田良雅 1984 近代出版

96 海外で医者にかかるときの助け舟 渡辺義一 1996 〃

97 予防接種の手びき 渡辺義一 1995 〃

98 新予防接種の手帖 木村三生夫 1995 〃

99 生物学的モニタリング 木村三生夫 1995 篠原出版

100 安全衛生推進者必携 緒方正名 1991 中央労働災害防止協会

101 衛生推進者必携 中央労働災害防止協会 2007 〃

102 安全人間工学 中央労働災害防止協会 2007 〃

103 職場の人間工学 橋本邦衛 1990 〃

104 こちら安全衛生相談室 野呂影勇 1988 〃

105 安全衛生管理計画のたて方と活かし方 中央労働災害防止協会 1991 〃

106 安全衛生委員会のつくり方すすめ方 中村昌弘 2007 労働基準調査会

107 職場点検マニュアル 庄司悠一 1989 〃

108 災害防止のABC 労働調査会出版局 2005 〃

109 第三次産業に属する特定業種の安全衛生管理の実態 増本清 1991 労働法令協会

110 安全衛生委員会の進め方、活かし方
労働大臣官房政策調査
部

1991 中央労働災害防止協会

111 産業医のための作業関連疾患予防必携 中央労働災害防止協会 2007 〃

112 1　 学校給食 車谷典男 1995 労働基準調査会

113 2　 VDU労働 池田省三 1988 〃

114 3　 指まがり症 中桐伸五 1989 〃

115 4　 職場のメンタルヘルス 朝日俊弘 1991 〃

116 5　 保育労働 伊木雅之 1993 〃

117 6　 安全衛生委員会 藤岡一昭 1993 〃

118 7　 健康調査 久繁哲徳 1993 〃

119 8　 清掃労働１ 酒井一博 1990 〃

120 9　 看護労働 久繁哲徳 1991 〃

121 10　公務災害補償 井上  浩 1991 〃

122 11　事務労働 宇土  博 1991 〃

123 12　女性労働 丸本百合子 1992 〃
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124 13　学校給食と洗浄作業 大川博徳 1992 〃

125 14　学校用務労働 増保佳佑 1992 〃

126 15　清掃労働２ 増保佳佑 1992 〃

127 16　産業医活動 山下五郎 1992 〃

128 職場復帰の理論と実際
産業医科大学産業生態
科学研究所

1997 中央労働災害防止協会

129 いきいき安全学 丸山康則 1992 〃

130 歴史に学ぶ健康の知恵 宮本義己 1995 〃

134 「職場におけるエイズ教育のあり方」に関する研究報告書
「職場におけるエイズ教育の
あり方」研究会

1994 〃

135 新　職長の安全衛生手引 中央労働災害防止協会 1997 〃

136 衛生管理者の実務 中央労働災害防止協会 2006 〃

137 医学への統計学 古川俊之 1992 朝倉書店

138 脊髄損傷者のための性と出産のガイドブック （財）労災年金福祉協会 1996 三輪書店

139 せき髄損傷者のための性に関するＱ＆Ａ （財）労災年金福祉協会 1994 労災年金福祉共済会

141 産業医のための事例でみる事業者が行う就業上の措置 労働省労働衛生課 1998 産業医学振興財団

142 保健婦のための指導案１教育編 名原 寿子 1997 廣川書店

143 保健婦のための指導案２活動編 名原 寿子 1997 〃

144 職場におけるセクシュアルハラスメント防止マニュアル 労働省女性局 1998 ２１世紀職業財団

145 産業医実務エッセンス
産業医学推進研究会/館
正知

1996 労働基準調査会

146 労働災害と企業責任 弁護士 井上克樹 1996 Ｔ.Ｉ.Ａ法律企画

147 労働災害の企業責任と労働者の協力義務 弁護士 安西 愈 1995 〃

148 技術革新と労働の人間化 鷲谷 徹他 1991 労働科学研究所出版部

149 労働における安全と保健 小木和孝 1997 〃

150 職業医学・理論と実践へのアプローチ 荒記 俊一 1999 サイエンス社

151 新入者安全衛生テキスト 中央労働災害防止協会 2008 中央労働災害防止協会

152 産業医実践ガイド 和田 攻 1998 文光堂

153 職場の感染症を防ぐ 中央労働災害防止協会 1999 中央労働災害防止協会

154
事例から学ぶ産業保健の実務
【第２集】システム

産業保健事例研究会/大
久保 利晃

1999 労働基準調査会

155 労災防止活動推進ハンドブック 日本労働組合総連合会 1997 〃

156 セクハラ防止ガイドブック 日経連出版部 1999 日経連出版部

157 労働衛生機関安全衛生マニュアル
全国労働衛生団体連合
会

1995 全国労働衛生団体連合会

158 プライバシー等、労働衛生機関をめぐる法律問題 安西愈 1998 〃

159 新・産業安全ハンドブック 中央労働災害防止協会 2000 中央労働災害防止協会

160 労働安全衛生マネジメントシステム導入実践マニュアル
小木 和孝／川上 剛／原
邦夫

1999 通産資料調査会

161 高脂血症　上 諏訪　庸夫 2001 日本臨牀社

162 高脂血症　下 諏訪　庸夫 2001 〃

163 生活習慣病予防マニュアル 大野　良之 2001 南山堂

164 厚生労働省白書 厚生労働省 2009 厚生労働省

165 かけだし産業医の覚書－嘱託産業医の業務活動報告－ 山田誠二 2001 産業医学振興財団

166 職場巡視 鹿毛明 2001 〃

167 循環器系疾患の危険因子管理と高血圧治療 塩之入 洋 2001 東京医学社

168 産業医活動報告集
日本産業衛生部会：産業
医部会

2001 日本産業衛生学会
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169
組織・人員の変化と事業所安全衛生管理の現状
－労働安全衛生管理部門の状況と人材ニーズに関する調
査報告書

中央労働災害防止協会 2001 中央労働災害防止協会

170
ヘルシー・カンパニーの実現－２１世紀の企業の健康に携わ
る方々へ－

ＣＨＣ 2001 バイオコミュニケーションズ

171 じん肺－歴史と医学－ 吉野貞尚 2002 中央労働災害防止協会

172 産業医学実践講座
日本産業衛生学会近畿
地方会

2002 南江堂

173
産業医のための過重労働による健康障害防止マニュアル
－過労死予防の総合対策－

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課

2002 産業医学振興財団

174 図解整形外科理学診断ガイド 露口雄一 1998 文光堂

175 腰痛をめぐる常識の嘘 菊地臣一 1994 金原出版

176 続・腰痛をめぐる常識のウソ 菊地臣一 2001 金原出版

177 整形外科プライマリケアハンドブック 片田重彦/石黒隆 2000 南江堂

178 整形外科診断学 辻陽雄 1999 金原出版

179 頭痛・めまい・しびれの臨床 植村研一 1987 医学書院

180 標準リハビリテーション医学 植田敏 2000 医学書院

181
職場とウイルス肝炎　－Ｂ型・Ｃ型肝炎の正しい理解と対処
のために－

厚生労働省労働衛生課 2002 産業医学振興財団

182 過重労働による健康障害を防止するために 労働調査会 2003 労働調査会

183
アルコール依存症とその予備軍 －どうする！？問題解決へ
向けての「処方箋」－

猪野亜朗 2003 永井書店

184
職場における救急マニュアル　－負傷から治療、症状固定・
治癒に至るまで－

山崎淳之祐 2004 労働新聞社

185
医療機関のための個人情報保護対策
－プライバシーマーク・ＩＳＭＳ認証取得ガイドブックー

羽生正宗 2005 じほう

186 産業医のための　事例でみる事業者が行う就業上の措置 厚生労働省労働衛生課 2005 （財）産業医学振興財団

産業医の手引（第７版）

産業医の手引（第７版）追補版

188 産業医活動をする人のために
（社）日本産業衛生学会
産業医学部

2005 （財）産業医学振興財団

189 実践産業医活動テキスト　過重労働対策 和田　攻 2006 （財）産業医学振興財団

190 実践産業医活動テキスト　職場のメンタルヘルスケア対策 和田　攻 2006 （財）産業医学振興財団

191 実践産業医活動テキスト　健康情報の保護 和田　攻 2006 （財）産業医学振興財団

192 禁煙支援マニュアル
厚生労働省健康局総務
課生活習慣病対策室

2006 厚生労働省

193
産業保健ハンドブックⅢ　腰痛 －臨床・予防管理・補償の
すべて－

和田攻 2006 （財）産業医学振興財団

194 リスクアセスメント担当者の実務 中央労働災害防止協会 2007 中央労働災害防止協会

195 安全衛生用語辞典 中央労働災害防止協会 2005 中央労働災害防止協会

196 かんたん健康管理術
財団法人　労災年金福祉
協会

2006 （財）労災年金福祉協会

197 動脈硬化性疾患予防ガイドライン　2007年版 日本動脈硬化学会 2007 日本動脈硬化学会

198 企業のための新型インフルエンザ対策マニュアル 和田　耕治 2008 東洋経済新報社

199
産業保健ハンドブックⅤ
働く人々のCommon Diseasesの臨床と予防管理
－とくに過重労働対策の産業医・産業保健活動の実際－

和田　攻 2008 （財）産業医学振興財団

200
産業保健ハンドブックⅥ　職場の感染症対策
－予防管理・発生時対策・臨床・補償のすべて－

和田　攻 2008 （財）産業医学振興財団

201 使える！　健康教育・労働衛生教育　35選
産業医科大学産業医実
務研修センター

2009 日本労務研究会

202 看護職のための産業保健入門 森　晃爾 2010 保健文化社

203 やさしい職場の人事労務と安全衛生の基本
全国労働基準関係団体
連合会

2009 全国労働基準関係団体連合会

204 経営者のための安全衛生のてびき 中央労働災害防止協会 2007 中央労働災害防止協会

205 まるわかり職場巡視　-工場編-
古河電機工業統括産業
医　加部勇

2011 （財）産業医学振興財団

207 新しい腰痛対策Ｑ＆Ａ21 松平　浩 2012 （財）産業医学振興財団

187 　　東京都医師会 2005 労働調査会
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208 生きた安全衛生委員会の運営のために 産業医科大学　加藤憲忠 2011 （財）産業医学振興財団

209 働く人の健康診断と事後措置の実際 和田　攻 2009 （財）産業医学振興財団

210 まるわかり職場巡視　－事務所編－
労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所
オークス所長　竹田透

2011 （財）産業医学振興財団

211 産業保健の基礎－法令と実務－ 石井　義脩 2017 新日本法規

212
生きた安全衛生委員会の運営のために 増補版(How to
産業保健No,4)

加藤　憲忠 2015 産業医学振興財団

213
安全配慮義務－過労死・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ不調を中心に－　増
補版(How to 産業保健No,6)

岡田　邦夫 2014 産業医学振興財団

214 経営者の労働災害防止責任 安全配慮義務Q&A  中央労働災害防止協会 2015 中央労働災害防止協会

215
よくわかる 労災補償と裁判　～安全配慮義務と安全衛
生管理～

弁護士　外井　浩志 2016 中央労働災害防止協会

216
企業・健保担当者必携！！成果の上がる健康経営の進
め方

森　晃爾 2016 労働調査会

217 産業保健担当者のための経営学入門
森　晃爾/岩崎　尚人/柴
田　喜幸

2011 労働調査会

218 やさしい職場の人事労務と安全衛生の基本
全国労働基準関係団体
連合会

2014 全国労働基準関係団体連合会

219 国民衛生の動向　2019/2020 厚生労働統計協会 2019 厚生労働統計協会

220 安全衛生推進者必携 中央労働災害防止協会 2020 中央労働災害防止協会
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