
図書閲覧貸出ﾘｽﾄ 04-健康管理関係

番号 図　書　名 著者 出版年 出版社名

1 これからの健康診断 労働省労働衛生課 1990 中央労働災害防止協会

2 じん肺診査ハンドブック 労働省安全衛生部 1987 〃

3 労働者の健康増進 高田勗 1992 〃

4 労働安全衛生法に基づく職場の健康づくり必携 労働省労働衛生課 1993 労務行政研究所

5 職場の健康管理 産業医学振興財団 1993 六法出版社

6 こうしてすすめられる企業内健康づくり 中央労働災害防止協会 1992 働く人の健康づくり協会

7 これからの健康管理 岡崎勲 1993 日本医事新報社

8 人間ドックマニュアル 日野原重明 1991 医学書院

9 VDT健診マニュアル 阿部眞雄 1993 労働基準調査会

10 健康づくりの基礎 小山内博 1993 労働科学研究所出版部

11 高圧環境と健康 眞野喜洋 1994 〃

12 健診データハンドブック
健診情報データベース研究
会

1993 医学書院

13 化学物質取扱業務の健康管理 溝口嘉正 1994 産業医学振興財団

14 職場における体力・健康づくり 日本産業衛生学会 1995 労働科学研究所出版部

15 タバコは全身病　実験編 松本  恒 1994 少年写真新聞社

16 タバコは全身病　女性編 松本  恒 1994 〃

17 それでもタバコを吸いますか？ 大西  省三 1993 クインテッセンス出版

18 たばこの煙のない職場 渡辺  昌 1992 総合医学社

19 タバコやめますか　人間やめますか 広島県医師会 1995 ごま書房

20 運動でヘルスケア　あなたの健康づくりへ　ナイスアクセス 波多野義朗 1992 中央労働災害防止協会

21 鉛　健康診断のすすめ方 原田  章 1990 全国労働衛生団体連合会

22 有機溶剤　健康診断のすすめ方 緒方正名 1990 〃

23 企業内健康づくり事例集 緒方正名 他 1990 働く人の健康づくり協会

24 女子労働者の母性健康管理テキスト 働く人の健康づくり協会 1996 中央労働災害防止協会

25 職場のアルコール対策110番 働く人の健康づくり協会 1996 〃

26 ＶＤＴ健康診断Ｑ＆Ａ
労働省婦人局婦人福祉
課

1989 全国労働衛生団体連合会

27 健康診断・人間ドックの検査結果の読みかた活用のしかた 水澤都加佐 1993 〃

28 モデル健康診断業務管理マニュアル
（社）全国労働衛生団体
連合会

1998 〃

29 健康のなぜに答える本 和田攻 1999 東京法規出版

30 名医50人に聞く健康セルフチェック500
全国労働衛生団体連合
会

1998 〃

31 冬の寒さと健康　－気候・気温と健康（上）－
安田 和人（帝京大学医学
部教授）

1998 労働科学研究所出版部

32 夏の暑さと健康　－気候・気温と健康（下）－
織田 敏次 日本赤十字医
療ｾﾝﾀｰ院長

1998 〃

33 健康診断ストラテジー 三浦 豊彦 1993 バイオコミュニケーションズ

34 『健康開発』会報誌合併号 三浦 豊彦 1993 〃

35 職場ですすめる健康づくりマニュアル 産業医学推進研究会 1998 中央労働災害防止協会

36 いま、知っておきたい健康管理の基礎知識 土屋 健三郎 1998 働く人の健康づくり協会

37
優秀事例にみる企業内健康づくり－ＴＨＰ10周年記念論文
集－

土屋 健三郎 1998 中央労働災害防止協会

38 みんなですすめる健康づくり　－心とからだ－ 中央労働災害防止協会 1998 働く人の健康づくり協会

39
ＩＬＯ労働者の健康サーベイランスのための技術・倫理ガイドラ
イン／労働者個人情報の保護実施要綱

河野慶三 1998 労働基準調査会

40 一般健康診断ハンドブック 高田勗 1999 中央労働災害防止協会
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41 深夜に働く人の健康ガイド 労働省労働衛生課 2000 〃

42 職場における喫煙対策Ｑ＆Ａ マーティン・ムーア イード 2000 〃

43 いま知っておきたい健康管理の基礎知識 中央労働災害防止協会 1998 働く人の健康づくり協会

44 職場におけるこれからの健康管理 中央労働災害防止協会 1998 中央労働災害防止協会

45 発見！あなたの健康プラン 中央労働災害防止協会 1999 〃

46 働く人の健康診断の事後措置 厚生労働省労働衛生課 2002 産業医学振興財団

47 喫煙の科学　－職場の分煙テキストブック
産業医科大学産業生態
科学研究所

2000 労働調査会

48 脳卒中のすべて 嘉山孝正 2001 山形新聞社

49 職場の体力・健康づくりの展開と効果 日本産業衛生学会 2001 労働科学研究所出版部

50
二次健康診断項目と特定保健指導のガイドライン
－労災保険二次健康診断等給付事業について－

日本医師会 2001 労働調査会

51 働く人の健康づくりTHPの進め方 厚生労働省労働衛生課 2001 中央労働災害防止協会

52 社員の健康管理と使用者責任 岩出　誠 2004 労働調査会

53 海外勤務と健康　健康管理の手引き
労働者健康福祉機構　海
外勤務健康管理センター

2010
労働者健康福祉機構　海
外勤務健康管理センター

54 メタボリック・シンドローム　予防・解消ハンドブック
宗像　正徳/齊籐　照代/
荒木　由美子/坂本　和志

1998 労働調査会

55 がんの治療と就労　両立支援（勤労者医療研究４） 労働者健康福祉機構 2013 労働者健康福祉機構

56 がんの治療と就労　両立支援（勤労者医療研究６） 労働者健康福祉機構 2015 労働者健康福祉機構

57 企業のためのがん就労支援マニュアル
高橋　都/森　晃爾/錦戸
典子

2016 労働調査会

58
がんに罹患した労働者に対する 治療と就労の両立支援
マニュアル

労働者健康安全機構 2017 労働者健康安全機構

59
脳卒中に罹患した労働者に対する 治療と就労の両立支
援マニュアル

労働者健康安全機構 2017 労働者健康安全機構

60
糖尿病に罹患した労働者に対する 治療と就労の両立支
援マニュアル

労働者健康安全機構 2017 労働者健康安全機構

61
メンタルヘルス不調をかかえた労働者に対する 治療と
就労の両立支援マニュアル

労働者健康安全機構 2017 労働者健康安全機構

62
メンタルヘルス不調をかかえた労働者に対する 専門ス
タッフによる職場訪問型復職支援マニュアル

労働者健康安全機構 2017 労働者健康安全機構

63
治療と仕事の「両立支援」 メンタルヘルス不調編 (復職
可判断のアセスメント・ツールと活用事例２０）

小山　文彦 2013 労働調査会

64
治療と仕事の「両立支援」 メンタルヘルス不調編Ⅱ（主
治医と職域間の連携好事例３０ ）

小山　文彦 2015 労働調査会

65
過重労働対策・面接指導のQ＆A100　増補改訂版(How
to 産業保健No,9)

堀江　正知 2014 産業医学振興財団

66 嘱託産業医のためのストレスチェック実務 Q＆A 産業医学振興財団 2015 産業医学振興財団

67
面接指導版　嘱託産業医のためのストレスチェック実務
Q＆A

産業医学振興財団 2016 産業医学振興財団

68 Dr．山本流 ストレスチェック完全攻略！ 山本　晴義 2016 日本医事新報社

69 「健診」の上手な活用法 高谷　典秀 2015 法研

70 海外勤務者の過労死予防 労働者健康福祉機構 2015 労働者健康福祉機構

71 働く女性と健康　多様な視点からのヘルスケア 産業医学振興財団 2015 産業医学振興財団

72 職場における感染症対策(How to 産業保健No,10) 濱田　篤郎 2015 産業医学振興財団

73
ここが知りたい　職場のメンタルヘルスケア　改訂２版
精神医学の知識＆精神医療との連携法

日本産業精神保健学会 2016 南山堂

74 職場×発達障害 五十嵐　良雄 2017 南山堂

75
企業の精神疾患社員への対応実務
採用選考から私傷病休職、リハビリ勤務、退職まで

布施　直春 2017 経営書院

76
ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門
改訂第２版　「働き方改革関連法」対応

櫻澤　博文 2018 日本医事新報社

77 事業場内メンタルヘルス推進担当者　必携 中央労働災害防止協会 2019 中央労働災害防止協会

78
集団分析・職場環境改善版　産業医・産業保健スタッフ
のためのストレスチェック実務Ｑ＆Ａ

産業医学振興財団 2018 産業医学振興財団

79
集団分析・職場環境改善版　産業医・産業保健スタッフ
のためのストレスチェック実務Ｑ＆Ａ

産業医学振興財団 2018 産業医学振興財団
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80 企業ができるがん治療と就労の両立支援　実務ガイド 遠藤　源樹 2017 日本法令

81 選択制　がん罹患社員用就業規則　標準フォーマット
がん患者就労支援ネット
ワーク

2019 労働新聞社

82
情報機器作業を快適に　厚生労働省ガイドラインに基づ
く　情報機器作業従事者用テキスト

中央労働災害防止協会 2019 中央労働災害防止協会

83 高年齢労働者が安全・健康に働ける職場づくり 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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