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資料番号 資料名１ 資料名２ 出版社名 出版年 編著者名１ 編著者名２

0100006 平成６年度  実務衛生行政六法 新日本法規出版 1993

0100009 国際情報大事典　ＰＡＳＰＯ 学習研究社 1992

0100013 汗にむくいる 徳おこし労相奮戦記 労務行政研究所 1994 村上  正邦

0100015 「人間尊重」時代の労働政策 労務行政研究所 1993 清水  傅雄

0100016 実りある職業生活の実現 労務行政研究所 1993 松原  東樹

0100018 産業人間工学 快適職場をデザインする 啓学出版 1992 エティエンヌ・グランジャン

0100019 企業社会への挑戦 過労死をなくすために 兵庫部落問題研究所 1991 神戸過労・ストレス研究会

0100020 産業医ノ―トブック 医歯薬出版 1992 的場  恒孝

0100021 生きがいシェアリング 中央公論社 1988 野田  正彰

0100022 疫学入門  第２版 医学書院 1990 土屋  健三郎

0100023 産業看護 問題解決事例演習 日本看護協会出版会 1991 北尾  誠英 水梨  律子

0100024 ⑦健康調査  誰でもできる健康調査  すすめ方とその活用 労働基準調査会 1993 久繁  哲徳 全日本自治団体労働組

0100025 ⑪事務労働  事務職員の仕事と健康 労働基準調査会 1991 宇土  博 全日本自治団体労働組

0100026 ⑫女性労働  働く女性の健康対策 労働基準調査会 1992 丸本  百合子 全日本自治団体労働組

0100027 ⑯産業医活動  職場に根ざして 労働基準調査会 1993 山下  五郎 全日本自治団体労働組

0100028 新訂  ２１世紀にはばたく  産業看護 定義・役割と展望 労働基準調査会 1992
「産業看護研究会のあゆみ」編
集委員会

0100029 産業看護のあゆみ 日本看護協会出版会 1987 日本看護協会

0100030 地域産業保健 医学書院 1985 上畑  鉄之丞 龍野  由子

0100031 産業保健指導論 メディカルフレンド 1993 田中  茂 鈴木  美代

0100032 山よろけ 北海道じん肺 三一書房 1992

0100033 産業内科学 循環器系・呼吸器系 医歯薬出版 1988 五島  雄一郎

0100034 産業内科学
血液・造血器系・腎・尿路・生殖器
系

医歯薬出版 1988 安部  英 牛尾  耕一

0100035 産業内科学 神経・筋系・消化器・代謝系 医歯薬出版 1989 祖父江  逸郎 鈴木  継美

0100036 産業災害外科・整形外科学 医歯薬出版 1985 内山  元昭 石田  一夫

0100037 産業皮膚科学 医歯薬出版 1990 永井  隆吉 野村  茂

0100038 産業眼科学 医歯薬出版 1990 市川  宏 栗本  晋二

0100039 産業リハビリテーション医学 医歯薬出版 1986 赤津  隆 石田  肇

0100041 産業疲労ハンドブック 労働基準調査会 1988 日本産業衛生学会 産業疲労研究会

0100043 改訂版  安全衛生委員会のつくり方すすめ方 労働基準調査会 1989 庄司  悠一

0100053 安全衛生届出書式のすべて 中央労働災害防止協会 1991 労働省安全衛生部

0100054 高齢化新時代  Ａｇｉｎｇヘの挑戦 中央労働災害防止協会 1986 松山  美保子

0100056 すぐわかる労働衛生の実務 中央労働災害防止協会 1991 労働省労働衛生課

0100068 現代労働衛生ハンドブック 労働科学研究所 1996 三浦  豊彦

0100071 英文日本大事典 ＪＡＰＡＮ カラーペディア 講談社 1994

0100079 改訂　経営と安全衛生 中央労働災害防止協会 1991 労働省安全衛生部

0100081 災害医学用語事典 和・英・仏・西語 へるす出版 1992 青野  允

0100082 行動する産業医学 アトミズムからホーリズムへ 近代文藝社 1993
「行動する産業医学」シンポジ
ウム運営委員会

0100083 改訂  新／安全衛生日誌 中央労働災害防止協会 1993

0100088 講談社　精神医学大事典 講談社 1992 新福  尚武

0100091 衛生管理者  資格を取ろう 法学書院 1988 法学書院編集部

0100094 日本標準産業分類 全国統計協会連合会 1993 総務庁統計局統計基準部

0100095 ハイテク社会の病 医学書院 1992 河野  友信 唐木  正敏

0100097 新訂  ２１世紀にはばたく  産業看護 定義・役割と展望 労働基準調査会 1992
「産業看護研究会のあゆみ」編
集委員会

0100098 新しい保健事業の手引 保健事業第３次計画の概要 新企画出版社 1992
厚生省老人保健福祉局老人
保健課

0100099 続・安全衛生３分間スピーチ 中央労働災害防止協会 1994

0100102 ②ＶＤＵ労働  コンピュータと変化する事務作業 労働基準調査会 1988 池田  省三 全日本自治団体労働組

0100103 ③指曲がり症  調理員の新しい職業病その治療と対策 労働基準調査会 1989 中桐  伸五 全日本自治団体労働組

0100104
④職場のメンタルヘルス  ストレス対策と精神保健活動のす
すめ

労働基準調査会 1991 朝日  俊弘 全日本自治団体労働組

0100105 ⑤保育労働  保母の仕事と健康 労働基準調査会 1989 伊木  雅之 全日本自治団体労働組

0100106 ⑥安全衛生委員会  活動の経験と今後の課題 労働基準調査会 1989
全日本自治団体労働組合安
全衛生対策室

0100107 ⑧清掃労働１  収集作業の改善対策 労働基準調査会 1990 酒井  一博 全日本自治団体労働組

0100108 ⑨看護労働  看護職員の仕事と健康 労働基準調査会 1991 久繁  哲徳 全日本自治団体労働組

0100109 ⑩公務災害補償  公務災害認定への手引き 労働基準調査会 1991 井上  浩 全日本自治団体労働組

0100110 ⑭学校用務労働  安全作業と安全衛生活動 労働基準調査会 1992 増保  佳祐 全日本自治団体労働組

0100111 ⑮清掃労働２  処理施設の安全衛生対策 労働基準調査会 1993 田中  勝 全日本自治団体労働組

0100112 公衆衛生の心 医学書院 1992 中澤  正夫

0100113 保健婦の歩みと公衆衛生の歴史 医学書院 1994 小栗  史朗

0100114 自治体における公衆衛生 医学書院 1987 丸山  創 山本  繁

0100116 疫学 メディカルフレンド 1994 豊川  裕之

0100117 保健統計 メディカルフレンド 1994 入山  文郎

0100118 健康管理論 メディカルフレンド 1994 郡司  篤晃

0100121 保健教育論 メディカルフレンド 1994 宮坂  忠夫

0100122 公衆衛生看護学総論  ① メディカルフレンド 1994 松下  和子

0100123 公衆衛生看護学総論  ② メディカルフレンド 1994 飯田  澄美子

0100128 グラフ、図表を使った安全衛生のすすめ方 中央労働災害防止協会 1991 高橋  恒彦

0100129 最新医学略語事典 中央法規出版 1994 牛場  大蔵

0100130 内科  Ⅰ 中央法規出版 1994 宮崎  和子

0100131 内科  Ⅱ 中央法規出版 1994 宮崎  和子

0100132 内科  Ⅲ 中央法規出版 1994 宮崎  和子

0100133 外科  Ⅰ 中央法規出版 1994 富田  幾枝

0100134 外科  Ⅱ 中央法規出版 1994 加藤  光宝
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0100135 母性 中央法規出版 1994 前原  澄子

0100136 精神科  Ⅱ 中央法規出版 1994 川野  雅資

0100142 ＴＱＣとのたたかい 学習の友社 1984 大場  秀雄 中原  学

0100143 エンジニアのための  人間工学  －改訂－ 日本出版サービス 1993 小松原  明哲

0100144 人間工学の指針 －技術者のためのマニュアル－ 日本出版サービス 1988 Ｆ．ケラーマン

0100146 現代をみつめる医者の眼 同時代社 1989 高柳  新 石田  一宏

0100149 モデル工場から職業センターまで 雇用問題研究会 1994 氏家  麻夫

0100150 余暇のすすめ 中公新書 1982 大河内一男

0100152 改訂  経営と安全衛生 中央労働災害防止協会 1991 労働省安全衛生部

0100153 健康教育と組織づくり 医学書院 1992 相磯  富士雄 菊地  頌子

0100154 精神衛生と保健活動 医学書院 1985 中澤  正夫 宇津野  ユキ

0100155 保健婦が綴る保健婦の歴史 医学書院 1992 小栗  史朗 菊地  頌子

0100156 小児 中央法規出版 1994 桑野  タイ子

0100157 精神科  Ⅰ 中央法規出版 1995 川野  雅資

0100158 厚生統計テキストブック  第２版 厚生統計協会 1994

0100159 地域医療基礎統計  １９９２年版 厚生統計協会 1992

0100160 地域医療基礎統計  １９９３年版 厚生統計協会 1993

0100161 阪神大震災  その時企業は 徹底検証・危機管理 日本経済新聞社 1995 小沢  治文

0100172 学校給食 調理員の安全と健康 労働基準調査会 1995 自治労安全衛生対策室 車谷  典男

0100173 学校給食と洗浄作業 合成洗剤から石けんへ 労働基準調査会 1992 自治労安全衛生対策室 大川  博徳

0100174 保健婦の歩みと公衆衛生の歴史 医学書院 1994 小栗  史朗 木下  安子

0100175 地域産業保健 医学書院 1985 上畑  鉄之丞 龍野  由子

0100176 産業疲労ハンドブック 労働基準調査会 1995 日本産業衛生学会 産業疲労研究会編集委

0100178 講座  日本の保健・医療 地域と医療  ３ 労働旬報社 1990 朝倉  新太郎 野村  拓

0100179 講座  日本の保健・医療 現代の医療と医療労働  ５ 労働旬報社 1991 朝倉  新太郎 野村  拓

0100180 地域のニーズと保健婦活動 中央法規出版 1994 保健婦活動研究会

0100181 保健婦の役割と専門性 中央法規出版 1990 保健婦活動研究会

0100182 母子と保健婦活動 中央法規出版 1990 保健婦活動研究会

0100183 成人・老人と保健婦活動 中央法規 1990 保健婦活動研究会

0100184 職業復帰のためのリハビリテーションマニュアル
労働福祉事業団　職業復帰
問題研究会

1999

0100185 難病・公害と保健婦活動 中央法規出版 1990 保健婦活動研究会

0100186 公衆衛生看護学総論１ 日本看護協会出版会 1995 平山  朝子 宮地  文子

0100187 公衆衛生看護学総論  ２ 日本看護協会出版会 1995 平山  朝子 宮地  美砂子

0100188 公衆衛生看護学総論  ３ 日本看護協会出版会 1995 渡辺  裕子

0100191 産業保健指導論 日本看護協会出版会 1995 河野  啓子

0100192 疫学・保健統計 日本看護協会出版会 1995 村田  篤司 片平  洌彦

0100193 健康管理論 日本看護協会出版会 1995 田中  平三

0100194 保健福祉行政論 日本看護協会出版会 1995 小野寺  伸夫 大野  勇夫

0100195 保健婦学生実習マニュアル
学生、実習指導者、教員のため
に

日本看護協会出版会 1995 平山  朝子

0100196 保健婦業務要覧 日本看護協会出版会 1994 日本看護協会

0100197 保健婦の歴史 医学書院 1994 大国  美智子

0100198 保健婦活動指針Ｑ＆Ａ 地域に出よう 日本看護協会出版会 1993
日本看護協会保健婦職能委
員会

0100202 産業医へのアドバイス 金原出版株式会社 1994 日本整形外科科学会

0100205 メンタルヘルス解説事典 中央法規出版 1990 大原  健士郎

0100206 全国病医院情報  平成７年版 あなたの行きたい病院がわかる 日本医療企画 1995 日本医療企画

0100207 新臨床  眼科全書 中毒・災害医学・失明防止 金原出版株式会社 1992 市川  宏 真鍋  礼三

0100208 超低音（聞こえない音） 基礎・測定・評価・低減対策 技術書院 1994 中野  有朋

0100210 人口動態保健所・市区町村別統計  Ｓ６３～Ｈ４ 人口動態統計特殊報告  上巻 厚生統計協会 1995 厚生省大臣官房統計情報部

0100211 人口動態保健所・市区町村別統計  Ｓ６３～Ｈ４ 人口動態統計特殊報告  下巻 厚生統計協会 1995 厚生省大臣官房統計情報部

0100212 平成５年度  地域保健推進特別事業例集 中央法規出版 1995 厚生省健康政策局計画課

0100213 これからの地域保健
地域保健対策強化のための関係
法律の整備に関する法律のポイ
ント

中央法規出版 1995 厚生省健康政策局計画課

0100214 標準試験問題集
労働安全コンサルタント・労働衛
生コンサルタント

日本労働安全衛生コンサル
タント会

1995
日本労働安全衛生コンサルタ
ント会

0100215 人間行動の基礎と諸問題 ヒトはどのように生きていくのか 福村出版 1994 加藤  豊比古

0100216 地域健康づくり
多様化する自主的健康福祉推進
活動

総合労働研究 1986 桐木  逸朗

0100217 地域社会と福祉の展開 総合労働研究所 1980 氏原  正治郎

0100218 地域保健活動の動向と課題 医学書院 1991 橋本  正己

0100219 在宅福祉・医療・健康関連民間サービスの実態 中央法規出版 1993
厚生省大臣官房統計情報部
管理企画課

0100220 プライマリ・ケア医学  第２版 医学書院 1988 日野原  重明 岩崎  栄

0100221 ライフスタイルと健康 健康理論と実証研究 医学書院 1991 森本  兼曩

0100222 人間の社会的形成と変容 ナカニシ出版 1993 原岡  一馬

0100223 保健医療の経済学 Ｖ．Ｒ．フュックス 勁草書房 1990 江見  康一 田中  滋

0100224 産業社会とコミュニテｲ 勁草書房 1990 唐澤  和義

0100225 対話からの地域保健活動 健康教育情報学の試み 篠原出版 1991 守山  正樹 松原  伸一

0100227 衛生・公衆衛生学 第４版 医学書院 1994 和田  攻

0100229 基礎環境衛生学 朝倉書店 1991 渡辺  厳一

0100230 公衆衛生学 朝倉書店 1983 小泉  明

0100231 衛生化学・公衆衛生学 朝倉書店 1995 宮崎  利夫

0100232 現代公衆衛生学 朝倉書店 1992 緒方  正名

0100233 衛生化学 朝倉書店 1986 内山  充

0100234 公衆衛生学演習 学文社刊 1990 安斎  博 松井  清治

0100235 公衆衛生 八千代出版 1992 加藤  雄司 三浦  勇夫
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0100236 公衆衛生学  第２版 講談社サイエンテｲフィク 1994 竹本  泰一郎 斎藤  寛

0100237 新衛生公衆衛生学 南山堂 1994 館  正知 岡田  晃

0100238 薬学領域の公衆衛生学 南山堂 1993 澤村  良二 中村  健一

0100239 新編  現代生活と保健衛生 篠原 出版 1995 伊藤  孝

0100240 保健衛生とフィットネス 篠原出版 1993 稲葉  裕 高橋  華王

0100241 改訂  新編保健衛生 篠原出版 1992 有賀  徹

0100243 新ストレス学 朝倉書店 1994 伊藤  眞次 森谷  潔

0100244 健康と生活環境 朝倉書店 1993 中永  征太郎

0100245 健康管理概論 朝倉書店 1995 郡司  篤晃

0100246 健康と現代生活 生涯にわたる健康生活 朝倉書店 1993 木村  龍雄 福元  格太郎

0100247 環境人間工学 朝倉書店 1993 佐藤  方彦 勝浦  哲夫

0100248 健康の科学 健康の理論と実際 朝倉書店 1995 梅田 博道 鈴木清

0100249 現代の健康科学 朝倉書店 1992 中村  治雄

0100250 実践健康学 より豊かな生活を求めて 中央法規出版 1992 大森  正英 水野  敏明

0100251 健康科学概論 中央法規出版 1995 川上  吉昭 菊池  裕子

0100252 健康科学 医学書院 1986 古谷  博 丸井  英二

0100253 新健康管理論 南江堂 1993 岡田  晃 田中  恒夫

0100255 地域の看護ニードと保健婦活動 中央法規出版 1990
地域の看護と保健婦活動を考
えるつどい

0100256 保健福祉学入門 大修館書店 1993 佐久間  淳

0100258 五十年の回想 労働基準調査会 1995 遠藤  政夫

0100264 医学統計学ハンドブック 朝倉書店 1995 宮原英夫・丹後俊郎

0100267 震災と医療（阪神淡路大震災の記録） 兵庫県医師会 1996 兵庫県医師会

0100274 第三の医学 日本評論社 1996 メルビン・ウァーバック

0100275 労働における安全と保健 英国の産業安全保健制度改革
（財）労働科学研究所出版
部

1997
委員会報告１９７０－７２年  委
員長  ローベンス卿

0100278 アンケート調査の方法 朝倉書店 1997 辻  新六  有馬  昌宏

0100279 質問紙調査の計画と解析 文化出版局 1997 高橋  武則 揚  国林

0100280 労災補償行政５０年史 労働新聞社 1998
労働省労働基準局労災管理
課

0100281 熱帯医学 （株）中山書店 1997 平田　直

0100282 産業精神保健ハンドブック 中山書店 1998 日本産業精神保健学会

0100285 産業医学講習会講義録 （財）産業医学振興財団 1998 唐沢　正義

0100287 生き活き中小企業労働施策のしおり （財）労働行政研究所 1998
労働省労政局中小企業労働
対策室

0100288 ＨＡＣＣＰがよくわかる本 ｐｈｐ研究所 1998 日佐和夫

0100289 事例から学ぶ　産業保健の実務　第２集システム編 労働基準調査会 1999 大久保利晃 産業保健事例研究会

0100290 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

0100292 産業医実務エッセンス 労働基準調査会 1996 産業医学推進研究会 館正知

0100293 事例から学ぶ産業保健の実務　第１集 労働基準調査会 1998 大久保利晃 産業保健事例研究会

0100294 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 （財）２１世紀職業財団 1999 労働省女性局

0100295 人事ｽﾀｯﾌのための職場のｾｸﾊﾗ防止ﾏﾆｭｱﾙ 経営書院 1998 産労総合研究所

0100299 大震災１００日の記録 兵庫県知事の手記 （株）ぎょうせい 1995 貝原俊民

0100300 甦るまち・住まい
阪神・淡路大震災からの震災復
旧・復興のあゆみ

（財）住宅建築総合センター 1997 兵庫県都市住宅部

0100301 産業医のための事例でみる事業者が行う就業上の措置 （財）産業医学振興財団 1998 労働省労働衛生課 日本医師会

0100302 産業医のための産業保健ガイドライン集 （財）産業医学振興財団 1998

0100303 阪神・淡路大震災における保健活動 一年をふりかえって 兵庫県伊丹保健所 1996 兵庫県伊丹保健所 伊丹こころのケアセン

0100304 ケースと判例で学ぶ職場のｾｸﾊﾗ防止ガイド ＰＨＰ研究所 1999 ＰＨＰ研究所

0100307 健康長寿を支える高齢者健診と保健活動
（株）ライフサイエンスセン
ター

1998
笹森典雄　小山和作　田村政
紀

0100308 阪神大震災全記録 読売新聞社 1995 読売新聞社 岡野敏之

0100309
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 労働基準調査会 1999 高田 勗

0100310 災害時の地域保健医療活動 1997 厚生省健康政策局計画課 厚生省健康政策局指導

0100313 産業医のための事例でみる事業者が行う就業上の措置 （財）産業医学振興財団 1999 労働省労働衛生課 日本医師会推薦

0100315 職業医学　理論と実践へのアプローチ サイエンス社 1999
東京大学医学部教授　荒記
俊一

0100316 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 通産資料調査会 1999 川上剛 原邦夫

0100317 職場復帰のためのリハビリテーションマニュアル 労働調査会 2000
労働福祉事業団職業復帰問
題研究会

0100320
労働の場におけるストレス及びその健康影響に関する研究
報告

労働省 2000 加藤正明 東京医科大学

0100323 産業医活動マニュアル第３版 医学書院 1999 瀬尾　攝

0100324 働く人のための探偵
アリスハミルトンを知っています
か？

産業医学振興財団 2000 ｽﾃﾌｧﾆｰ　ｻﾝﾏﾙﾁﾉ　ﾏｸﾌｧｰｿﾝ

0100327 保健学講座１　地域看護学概論 メヂカルフレンド社 2000 飯田澄美子　金川克子

0100328 保健学講座２　地域看護方法論 メヂカルフレンド社 2000 飯田澄美子　金川克子

0100333 保健学講座７　産業看護活動論 メヂカルフレンド社 2000 馬場快彦　鈴木美代

0100334 保健学講座８　疫学・保健統計 メヂカルフレンド社 2000 豊川裕之

0100336 保健学講座１０　地域看護研究 メヂカルフレンド社 2000 金川克子

0100338 保健学講座１２　健康教育論 メヂカルフレンド社 2000
宮坂忠夫　川田智恵子　吉田
亨

0100339 地域看護学講座１　地域看護学総論 第2版 医学書院 2000 島内節

0100341 地域看護学講座３　健康教育と学習 医学書院 1998 島内節

0100347 地域看護学講座９　障害者・精神保健地域看護活動 医学書院 2000 谷中輝雄　他

0100348 地域看護学講座１０　地域看護研究 医学書院 2000 島内節

0100349 地域看護学講座１２　保健福祉行政論 医学書院 1997 島内節

0100350 地域看護学講座１１　情報・保健統計と疫学 医学書院 2000 島内節

0100351 地域看護学講座　別巻　地域看護管理 医学書院 2000 島内節

0100353 ヘルスパスポート 海外渡航者健康管理協会 1998 海外渡航者健康管理協会
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0100354
労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＨＳＭＳ）－環境とのシ
ステム統合による構築と統合審査

日本規格協会 2001 平林良人・豊田寿夫

0100355 労働安全衛生マネジメントシステムシステム担当者の実務 中央労働災害防止協会 2000

0100357 快適職場づくりガイドブック 中央労働災害防止協会 1999

0100359 労働における安全と保健─英国の産業安全保健制度改革─ (財)労働科学研究所出版部 1997 ローベンス卿

0100360 かけだし産業医の覚書　－嘱託産業医の業務活動報告－ (財)産業医学振興財団 2001 山田　誠二

0100361 リスクマネジメント読本 別冊　看護管理 医学書院 2001 「看護管理」編集室

0100362 人は誰でも間違える
より安全な医療システムを目指し
て

日本評論社 2000
Ｌ.コーン／Ｊ.コリガン／Ｍ.ドナ
ルドソン

0100363 勤務時間制・交代制 (財)労働科学研究所出版部 1996 (財)労働科学研究所

0100364 労働者のライフサイクルと企業社会 (財)労働科学研究所出版部 1994 高橋　祐吉

0100365
女性の労働・生活時間　－フルタイムで働く女性１万人に聞く
－

(財)労働科学研究所出版部 1995 連合女性局

0100366
就業構造の変化と労働者の生活　－労働科学の諸問題とし
て－

(財)労働科学研究所出版部 1996 遠藤　幸男

0100367 労働科学の方法 (財)労働科学研究所出版部 2000 ヨセファ・イオテイコ

0100368
「信じられないミス」はなぜ起こる　－ヒューマン・ファクターの
分析－

中央労働災害防止協会 2001 黒田　勲

0100369
安全衛生３分間スピーチ⑤　－聞き手が思わず納得する話
材100－

中央労働災害防止協会 2000

0100371
平成１２年度　職場における分煙対策等推進検討委員会報
告書

平成12年度　厚生労働省委託事
業

2001
中央労働災害防止協会／中
央快適職場推進センター

0100373 衛生管理者の実務　能力向上教育用テキスト 中央労働災害防止協会 2008

0100375 労働安全衛生基本調査報告　平成12年（2000）
厚生労働省大臣官房統計
情報部

2001
厚生労働省大臣官房統計情
報部

0100376 リスクアセスメント担当者の実務
厚生労働省指針に対応した労働
安全衛生マネジメントシステム

中央労働災害防止協会 2001 厚生労働省安全課

0100377 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
と人材ﾆｰｽﾞ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　調査
研究部

0100378 日本の労働政策　【平成14年版】 労働調査会 2002 厚生労働省

0100379
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－

(財)産業医学振興財団 2002 厚生労働省労働衛生課

0100380 ＩＬＯ　産業安全保健エンサイクロペディア＜第4版＞第１巻 労働調査会 2002 (財)労働科学研究所

0100383 ＥＢＭ実践のための統計学的Ｑ＆Ａ
国際的医学雑誌の論文を題材に
して

篠原出版社 2002 マーチン・ブランド ｼﾞｬﾈｯﾄ・ﾋﾟｰｺｯｸ

0100384 ＩＬＯ産業安全保健エンサイクロペディア第４版　Ⅱ 労働調査会 2003 財団法人　労働科学研究所

0100385 セクシュアルハラスメント相談担当者のためのＡｔｏＺ 財団法人２１世紀職業財団 2003 財団法人２１世紀職業財団

0100386 人工臓器は、いま
暮らしのなかにある最先端医療
の姿

㈱はる書房 2003 日本人工臓器学会

0100391 ILO産業安全保健エンサイクロペディア　　第４版　Ⅲ ろうどう調査会 2003 財団法人　労働化学研究所

0100392 労災指定医療機関エリア別ガイド　№14　兵庫エリア版 困った時にすぐに役に立ちます！
RIC　財団法人　労災保険情
報センター

2004
RIC　財団法人　労災保険情報
センター

0100393 保健師からの便り　　～健保組合で活躍する保健師たち～ 社会保険研究所 2004 飯島美世子 川上雪彦

0100394 公衆衛生マニュアル2004 南山堂 2004 柳川　博 中村　好一

0100395 産業医学実践講座 南江堂 2002
日本産業衛生学会近畿地方
会

本郷充彦

0100396 働く人の病 （財）産業医学振興財団 2004 ベルナルディーノ・ラマツィーニ 東敏昭（監訳）

0100397 産業医ハンドブック ㈱南江堂 2002 鎌田武信（監修） 杉本寛治・岡田章

0100398 英文診断書・医療書類の書き方 ㈱メジカルビュ社 2004 篠塚　規

0100400 ILO産業安全保健エンサイクロぺディア 労働調査会 2004

0100401 ILO産業安全保健エンサイクロぺディア　CD-ROM版 労働調査会 2004 （財）労働科学研究所

0100402 保健指導スキルアップワークブック 法研 2005 森晃爾

0100403
教師のための不登校サポートマニュアル―不登校ゼロへの
挑戦―

明治図書 2005 小林正幸・小野昌彦

0100404 産業医のための　事例でみる事業者が行う就業上の措置
財団法人　産業医学振興財
団

2005

0100406 電子申請マニュアル　厚生労働省汎用版 労働調査会 2005
全国労働基準関係団体連合
会

0100407 嘱託産業医のためのＱ＆Ａ 労働調査会 2004
産業医科大学産業医実務研
修センター

0100408 厚生の指標・増刊　国民衛生の動向2009年 2009 財団法人厚生統計協会

0100409 平成21年度版　厚生労働白書（ＣＤ－ＲＯＭ付） ㈱ぎょうせい 2009 厚生労働省

0100410 産業医の手引　第7版 東京都医師会 2005 東京都医師会

0100411 改訂５版　産業保健マニュアル ㈱南山堂 2006 和田　功

0100412 過重労働対策 （財）産業医学振興財団 2006

0100414 産業医活動をする人のために （財）産業医学振興財団 2005

0100415 すぐに役立つ産業看護アセスメントツール ㈱法研 2005 河野　啓子

0100416 産業医の覚書　－拡大する産業医活動の軌跡－ 財）産業医学振興財団 2005 山田　誠二

0100417
産業保健専門職・衛生管理者のためのマネジメントシステム
による産業保健活動

労働調査会 2003 森　晃爾

0100418 産業医の職務Ｑ＆Ａ　第９版 産業医学振興財団 2009

0100419 産業医学実践講座　改訂第２版 ㈱南江堂 2007
日本産業衛生学会近畿地方
会

0100420 産業保健散策　北海道労働衛生史メモ ㈱北海道医療新聞社 2007 古屋　統

0100421 今日の治療薬　解説と便覧　2008 南江堂 2008 水島　裕

0100422 クルマはかくして作られる 別冊ＣＧ 2001 福野　礼一郎

0100423 超クルマはかくして作られる 別冊ＣＧ 2003 福野　礼一郎

0100424 最新地域看護学（総論） ㈱日本看護協会出版会 2008
宮崎美砂子　北山三津子　春
山早苗　田村須賀子

0100425 最新　地域看護学　各論１ ㈱日本看護協会出版会 2008 北山三津子　田村須賀子

0100426 最新　地域看護学　各論２ ㈱日本看護協会出版会 2008 宮崎美砂子　春山早苗

0100427 使える！健康教育・労働衛生教育　35選（ＣＤ－ＲＯＭ付） 日本労務研究会 2009
産業医科大学産業医実務研
修センター

0100428 看護職のための産業保健入門 ㈱保健文化社 2010 森　晃爾

0100429
厚生の指標増刊　国民衛生の動向　Ｖｏｌ．５７　Ｎｏ．９　２０１
０/２０１１

2010 財団法人厚生統計協会
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0100430
安全衛生選書　すぐにできる労働安全衛生マネジメントシス
テム

労働調査会 2009 増本　清　増本　直樹

0100431
安全衛生選書　企業事故から会社を守る　危機管理の進め
方

労働調査会 2010 亀井　太

0100432 安全衛生選書　企業事故から会社を守る危機管理の進め方 労働調査会 2010 亀井　太

0100433 まるわかり職場巡視　工場編 産業医学振興財団 2011 加部　勇

0100434 国民衛生の動向　2011／2012
財団法人　厚生労働統計協
会

2011 財団法人　厚生労働統計協会

0100435 産業保健ハンドブック（改訂９版） 労働調査会 2011

0100436 産業保健活動事典
バイオコミュニケーションズ
㈱

2011 バイオコミュニケーションズ

0100437
ふみしめて七十年　老人保健法施行後　約３０年間の激動の
時代を支えた保健師活動の足跡

日本公衆衛生協会 2013
奥山則子、島田美喜、平野か
よ子

0100438 国民衛生の動向　2012/2013 厚生労働統計協会 2012 厚生労働統計協会

0100439 ここまでやったらパワハラです！　裁判例１１１選 労働調査会 2012

0100440 ケースメソッドによる公衆衛生教育　第５巻 篠原出版新社 2011 矢野　栄二　竹内武昭

0100441 産業保健マニュアル　改訂６版 ㈱南山堂 2013 森　晃爾　和田　攻

0100442 公衆衛生マニュアル２０１３ ㈱南山堂 2013 柳川　洋　中村　好一

0100443 戦後の労働衛生活動を顧みて 産業医学振興財団 2014 高田

0100444 インタービュー　戦後の労働衛生活動を顧みて 産業医学振興財団 2014 高田　つとむ

0100445 産業保健ハンドブック（改訂１２版） 労働調査会 2014

0100446 Safety-I＆Safety-Ⅱ安全マネジメントの過去と未来 海文堂出版㈱ 2015 エリック・ホルナゲル

0100447 人間工学チェックポイント第２版 労働科学研究所 2014
国際労働事務局（ＩＬＯ）編集国
際人間工学会（ＩＥＡ）協力

小木和孝訳

0100448 How to産業保健⑩職場における感染症対策 産業医学振興財団 2016 濱田　篤郎

0100449 企業のためのがん就労支援マニュアル 労働調査会 2016 高橋 都 森 晃爾　錦戸 典子

0100450 産業保健ハンドブック
産業保健ハンドブックシリーズ①
改訂14版

労働調査会 2017 森　晃爾

0100451 嘱託産業医のためのＱ＆Ａ改訂４版 労働調査会 2017 森　晃爾

0100452 働く人の健康状態の評価と就業措置・支援
産業保健ハンドブックシリーズ⑥
改訂2版

労働調査会 2018 森　晃爾

0100453 日医総研ワーキングペーパー
がん治療と就労の両立のための
医師連携（第１報）

日医総研 2018
日本医師会総合政策研究機
構

0100454 過重労働/長時間労働対策・面接指導のQ&A 働き方改革対応 産業医学振興財団 2019 堀江　正知

0200001 老人六法  平成５年度版 中央法規出版 1993 厚生省老人保健福祉局

0200003 安衛法　化学物質　上巻  増補改訂第２版 化学工業日報社 1994
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0200004 安衛法　化学物質　下巻  増補改訂第２版 化学工業日報社 1994
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0200011 三訂新版　労働者災害補償保険法 労働法コンメンタール  ５ 労務行政研究所 1992
労働省労働基準局労災管理
課

0200015 じん肺法の解説 中央労働災害防止協会 1991
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200017 化学物質の危険・有害便覧 中央労働災害防止協会 1992 労働省安全衛生部

0200020 こちら安全衛生相談室 安全衛生１１１の質問に答える 中央労働災害防止協会 1991

0200021 労働衛生工学通論 日本作業環境測定協会 1992
労働省安全衛生部環境改善
室

0200022 ＪＭＰ（ジャンプ）ブックス４１ 改正医療法への対応ポイント５０ 日本医療企画 1993 川渕  孝一

0200023 新版　有機溶剤中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 1993
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200025 特定化学物質等障害予防規則の解説 中央労働災害防止協会 1992 労働省労働衛生課

0200029 新版　電離放射線障害防止規則の解説 中央労働災害防止協会 1993
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200030 酸素欠乏症等防止規則の解説 中央労働災害防止協会 2009

0200034 鉛中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2008

0200042 人づくりへの技術協力 －外国人研修生受入れの実務－ 労働基準調査会 1993
労働省職業能力開発局海外
協力課

0200058 実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第１巻  通則編 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

200060 実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第3巻　安全基準編➁ 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

0200061 実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第４巻  安全基準編③ 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

0200062 実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第５巻  安全基準編④ 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

0200063 実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第６巻  衛生基準編 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

0200068 地方公務員安全衛生法令集 労働基準調査会 1991
労働省労働基準局安全衛生
部

自治省行政局公務員部

0200082 じん肺の歴史  現状と将来 六法出版社 1993 吉野  貞尚

0200084 明日をめざす労働戦略 労務行政研究所 1992 岡部  晃三

0200088 労災保険　労働福祉事業要覧 労働基準調査会 1996 労働省労働基準局

0200092 労災職業病民事賠償年鑑　１９９２年版 刑事責任とじん肺問題 労災問題研究所 1991

0200093 労災職業病民事賠償年鑑　１９９３年版 損害賠償額算定と慰謝料 労災問題研究所 1992

0200097 労働衛生工学通論 日本作業環境測定協会 1992
労働省安全衛生部環境改善
室

0200098 精選  労災補償実務講座  平成６年３月  第６版 労働福祉共済会 1994 労働省労働基準局

0200102 労働災害の民事責任と損害賠償 上巻  責任論のすべて 労災問題研究所 1981 安西  愈

0200103 労働災害の民事責任と損害賠償 中巻  安全対策と職業病 労災問題研究所 1993 安西  愈

0200104 労働災害の民事責任と損害賠償 下巻  過失相殺から示談まで 労災問題研究所 1992 安西  愈

0200105 労働災害の民事責任と損害賠償 続巻  賠償額の損害賠償論 労災問題研究所 1992 安西  愈

0200106 公労協 労働経済社 1979 公企体労働問題研究会

0200107 私たちは医療労働者 学習の友社 1985 日本医労協

0200108 労災訴訟の実務解説 商事法務研究所 1994 法務省訟務局

0200109 トラブルをおこさないための  外国人雇用の実務 商事法務研究所 1992 外国人雇用問題研究会

0200110 事例が教える  労働法（上） 個別的労働関係の法律知識 総合労働研究所 1993 山本  吉人

0200111 事例が教える  労働法（下） 集団的労働関係の法律知識 総合労働研究所 1993 山本  吉人
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0200112 じん肺法の解説 中央労働災害防止協会 2009

0200113 特定化学物質等障害予防規則の解説 中央労働災害防止協会 1992 労働省労働衛生課

0200115 事務所衛生基準規則の解説 中央労働災害防止協会 1991
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200118 人づくりへの技術協力 －外国人研修生受入れの実務－ 労働基準調査会 1993
労働省職業能力開発局海外
協力課

0200122 新／衛生管理［管理編］  《第１種用》 中央労働災害防止協会 1994
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200126 新／衛生管理［法令編］  《第１種用》 中央労働災害防止協会 1994
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200129 新／衛生管理［管理編］  《第２種用》 中央労働災害防止協会 1994
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200132 新／衛生管理［法令編］  《第２種用》 中央労働災害防止協会 1995
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200133 実務に役立つ労働安全衛生規則の遂条詳解 第７巻  特別規制編 中央労働災害防止協会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部

0200139 衛生管理者への道  その魅力と将来性 法学書院 1992 神奈川労務安全衛生協会 労働衛生研究会

0200140 じん肺検査ハンドブック 中央労働災害防止協会 1987
労働省安全衛生部労働衛生
課

0200143 安全衛生管理規程の実際 中央労働災害防止協会 1992 中央労働災害防止協会

0200144 じん肺の歴史  現状と将来 六法出版社 1993 吉野  貞尚

0200146 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

0200147 じん肺訴訟便覧 労災問題研究所 1986

0200148 現代労働災害論－労災法理の諸問題 労災問題研究所 1978 多田  勝利

0200152 看護六法 平成７年度版 新日本法規 1995 厚生省健康政策局看護課

0200153 健康政策六法 平成７年版 中央法規 1995 厚生省健康政策局

0200154 労働安全衛生法便覧　CD-ROM 安全衛生担当者必携 労働基準調査会 1997 労働省安全衛生部

0200156 地方公務員安全衛生法令集 労働基準調査会 1995 労働省基準局安全衛生部 自治省行政局公務員部

0200158 労災職業病民事賠償年鑑  １９９４年版 企業の健康管理責任と過労死 労災問題研究所 1994

0200159 労災職業病民事賠償要覧 労災問題研究所 1995

0200160 決定版　改正労働基準法 1999 労働省労働基準局監督課 労働基準調査会

0200163 労災保険判例総覧  第２集 労働基準調査会 1995 労働省労働基準局

0200164 脳・心臓疾患の災害補償判例総覧［第２集］ 労働基準調査会 1994 労働省労働基準局補償課

0200165 業務上疾病の認定 ［資料集］ 労働基準調査会 1994 労働省労働基準局補償課

0200166 労働安全手続便覧 労働基準調査会 1993 労働省安全衛生部

0200167 チャート  パートタイム労働法 労働基準調査会 1995 労働基準調査会

0200169 労災保険  労働福祉事業要覧 労働基準調査会 1996 労働省労働基準局

0200170 労働災害を活かす 労働災害の事例と対策 中央労働災害防止協会 1988 労働省安全衛生課

0200172 産業保健組織に関する国際標準
産業保健組織に関するＩＬＯ条約
及び勧告の解説

産業医学振興財団 1994 大久保  利晃

0200178 安全衛生六法（１） 六法出版社 1983
労働省労働基準局安全衛生
部

0200179 安全衛生六法（２） 六法出版社 1992
労働省労働基準局安全衛生
部

0200180 安全衛生六法（３） 六法出版社 1983
労働省労働基準局安全衛生
部

0200181 安全衛生六法（４） 六法出版社 1983
労働省労働基準局安全衛生
部

0200194 環境六法 中央法規 1996 環境庁環境法令研究会

0200195 廃棄物六法 中央法規 1995
厚生省生活衛生局水道環境
部計画課

0200214 安全衛生社内様式集・規定集 労働基準調査会 1993 労働基準調査会

0200215 ’９９労働統計ハンドブック 東京商工会議所 1999

0200216 図説　労働白書　平成１０年度版 至誠堂 1998 労働省政策調査部

0200217 労働統計要覧　１９９９年版 大蔵省印刷局 1999 労働大臣官房政策調査部

0200218 安衛法　新規化学物質届出ガイドブック 中央労働災害防止協会 1998 労働省化学物質調査課編

0200219 海外労働白書　平成１０年度版 日本労働研究機構 1998 労働大臣官房国際労働課

0200220 安全・衛生管理の基本手引き 中経出版 1997 増本　清

0200222 労務年鑑　９９年版 （社）日本労務研究会 1999 （社）日本労務研究会

0200223 第４９回　労働統計年報（平成８年） （財）労務行政研究所 1998 労働大臣官房政策調査部

0200224 ＩＳＯ労働安全・衛生マネジメント規格 日刊工業新聞社 1998 川上　剛 矢野　友三郎

0200226 産業保健組織に関する国際標準 （財）産業医学振興財団 1994 大久保　利晃

0200229 労災保険医療Ｑ＆Ａ （財）労災保険情報センター 1999 労働省労働基準局補償課

0200232 精神障害等の労災認定 労働調査会 2000 労働省労働基準局補償課

0200238 実務に役立つ労働安全衛生法　平成11年法改正対応版 中央労働災害防止協会 2000
労働省労働基準局安全衛生
部

0200239 「問題社員」対応の法律実務ートラブル防止の労働法ー 日経連出版部 2000 石井妙子

0200241 労災保険心理的負荷による精神障害等の認定と事例 労働調査会 2001
厚生労働省労働基準局労災
補償部補償課

0200242 体系労災保険判例総覧[第五集] 企業通信社 2001
厚生労働省労働基準局労災
補償部補償課

0200243 業務上疾病と一般健康管理の法律問題 (財)労働福祉共済会 2001 安西　愈

0200245 労働安全衛生法　ＭＳＤＳ対象物質全データ　改訂第２版 化学工業日報社 2007

0200247 <改訂版>労災保険のしおり (財)労災保険情報センター 2001
厚生労働省労働基準局労災
補償部労災管理課

0200248 <改訂５版>労災保険　給付と認定の実務 労働調査会 2001
厚生労働省労働基準局労災
補償部補償課

0200250 実務者のための　化学物質等法規制便覧 化学工業日報社 2001 (社)日本化学工業協会

0200255 ＜改訂２版＞脳・心臓疾患の新認定基準の解説 労働調査会 2002
厚生労働省労働基準局労災
補償部補償課

0200257 【改訂】労働衛生手続便覧 労働調査会 2002
厚生労働省労働基準局安全
衛生部

0200260 過重労働による健康障害を防止するために 過重労働になっていませんか？ 労働調査会 2002
厚生労働省労働基準局監督
課･労働衛生課

0200263 労災保険の裁決と判決例 財団法人労働福祉共済会 1992
厚生労働省労働基準局労災
補償部補償課
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0200264 労災民事損害賠償訴訟に関する調査研究　続 財団法人労働福祉共済会 2001 労災補償研究会

0200265 個別労働紛争相談事例集
急増する労働相談　解決のポイン
ト

保険六法新聞社 2002
全国社会保険労務士会連合
会

0200266 職場のトラブル解決好事例 リストラ・セクハラ・いじめ・・・ 保険六法新聞社 2003
厚生労働省大臣官房地方課
労働紛争処理業務室

0200271 労働安全衛生法違反の刑事責任 労働災害の防止をめざして ㈱日労研 2002 寺西輝泰

0200275 労災保険のしおり　平成16年度版
RIC　財団法人　労災保険情
報センター

2004
RIC　財団法人　労災保険情報
センター

0200283 裁判例にみる安全配慮義務の実務 弁護士安西　愈（監修） 中央労働災害防止協会 2004 中央労働災害防止協会 安西　愈（監修）弁護

0200284 個人情報保護法と企業法務　第２版
収集･取得･利用から管理･開示ま
での実践的対応策

㈱民事法研究会 2004 菅原　貴与志

0200285 Ｑ＆Ａ個人情報保護法〔第３版〕 株式会社有斐閣 2005
個人情報保護基本法制研究
会

三上明輝、清水幹冶、

0200287 これだけは知っておきたい　個人情報保護 日本経済新聞社 2005 岡村　久道 鈴木　正朝

0200288 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 2004 中央労働災害防止協会

0200290 ＶＤＴ作業と健康障害―臨床・予防管理・補償のすべて― 産業医学振興財団 2005

0200291
石綿則ハンドブック　２６年ぶりの新規則による石綿ばく露防
止対策の要点

労働調査会 2005 労働調査会

0200292
改正安衛法のポイント[法案編]　改正法案にみる新しい安全
衛生の方向

労働調査会 2005 労働調査会

0200293 判例から学ぶ従業員の健康管理と訴訟対策ハンドブック ㈱法研 2005
サンユー会研修実務委員会法
令研究グループ

0200294 改正一括法でここが変わった！法律編
社）全国労働基準関係団体
連合会

2005 労働調査会出版局

0200295 健康情報の保護 （財）産業医学振興財団 2006

0200296 石綿障害予防規則の解説 2010

0200297
第６版　実務体系　産業保健ガイドライン　－１冊でわかる法
令・通達・指針・ガイドライン－

財）産業医学振興財団 2006 財）産業医学振興財団

0200298 法律学講座双書　第七版補正二版 弘文堂 2007 菅野　和夫

0200299 人事・労務管理シリーズ　過重な労働と時間管理編
（社）全国労働基準関係団
体連合会

2006

0200300 労働時間等の設定改善への取組みＱ＆Ａ 労働調査会 2007 労働調査会出版局

0200301 実務担当者のための労働安全衛生法令の早わかり 中央労働災害防止協会 2007 小野　宏逸

0200302
第８版　実務体系　産業保健ガイドライン　－１冊でわかる法
令・通達・指針・ガイドライン－

財団法人産業医学振興財
団

2008

0200305
労働基準監督署への対応と職場改善　－是正勧告、指導を
活用し明るい職場づくりを－

労働調査会 2008 角森　洋子

0200306 実務体系　産業保健ガイドライン　第９版 2009 産業医学振興財団

0200307 電離放射線障害防止規則の解説 中央労働災害防止協会 2008

0200308 特定化学物質障害予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2009

0200309 新版　有機溶剤中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2010

0200310
新訂　精神障害等の労災認定「心理的負荷による精神障害
等に係る業務上外の判断指針」の詳解

労働調査会出版 2009

0200311 わかりやすいパワーハラスメント裁判例集 財団法人２１世紀職業財団 2009

0200312
改訂３版　労働安全衛生法の詳解　労働安全衛生法の逐条
解説

労働調査会 2009 藤澤　直明

0200313
派遣労働者の安全衛生・労働時間管理　派遣労働者を活用
する全事業所必携

労働調査会 2008 労働調査会出版局

0200314
改訂　労働基準監督署への対応と職場改善　是正勧告、指
導を活用し明るい職場づくりを

労働調査会 2010 角森　洋子

0200315 機密管理規定例付き　個人情報保護と労務管理 労働調査会 2005 木村　大樹

0200316
改訂２版　こうして手にする仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）取組みのヒントと企業事例

労働調査会出版局 2010
（社）全国労働基準関係団体
連合会

0200317 偽装請負　労働者派遣と請負の知識 労働調査会 2008 外井　浩志

0200318
安全衛生担当者のための実務必携　送検事例と労働災害
平成２２年版（労働安全衛生広報）別冊

労働調査会 2010 労働調査会

0200319 送検事例と労働災害　平成１８年版 労働調査会 2006 労働調査会出版局

0200320 送検事例と労働災害　平成１９年版 労働調査会 2007 労働調査会出版局

0200321 送検事例と労働災害　平成２０年版 労働調査会 2008 労働調査会出版局

0200322 送検事例と労働災害　平成２１年版 労働調査会 2009 労働調査会出版局

0200323 ここが変わった！改正育児・介護休業法 労働調査会出版局 2010
（社）全国労働基準関係団体
連合会

0200324 安衛法用語便覧 労働調査会 2011 労働調査会出版局

0200325 労働基準法　解釈総覧　改訂１４版 労働調査会 2011 厚生労働省労働基準局

0200326 新訂２版　労災保険実務問答 労働調査会 2009 労働調査会出版局

0200327 改訂４版　労災保険業務上疾病のＱ＆Ａ 労働調査会 2007 労働調査会出版局

0200328
労災裁判　1988-2007　安全配慮義務から職場環境配慮義
務へ

労働調査会 2009 外井　浩志

0200329
労災保険　業務上疾病認定基準の医学的解説　脳・心臓疾
患編

労働調査会 2006 労働調査会出版局

0200330 労働契約法と就業規則 労働調査会 2008 外井　浩志

0200331 新版　労働者派遣法の法律実務　上巻 労働調査会 2008 安西　愈

0200332 新版　労働者派遣法の法律実務　下巻 労働調査会 2008 安西　愈

0200333 必携！産業保健スタッフが知っておきたい労働基準法 産業医学振興財団 2011 扇　義人

0200334 労働安全衛生法のポイント　平成23年度版 労働調査会 2011 労働調査会

0200335 政策担当者が語る　労働衛生施策の歩み 労働調査会 2012 松尾　幸夫

0200337 有機溶剤中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2014 田畑　和実

0200338 特定化学物質障害予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2015 阿部　研二

0200339 電離放射線障害防止規則の解説 中央労働災害防止協会 2013 田畑　和実

0200340 鉛中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2014 阿部　研二

0200341 石綿障害予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2015 阿部　研二

0200342 じん肺法の解説 中央労働災害防止協会 2010 田畑和実

0200343 粉じん障害防止規則の解説 中央労働災害防止協会 2014 阿部　研二

0200344 酸素欠乏症等防止規則の解説 中央労働災害防止協会 2012 田畑　和実

0200345 ラベル・ＳＤＳの読み方・活かし方 中央労働災害防止協会 2014 阿部　研二

0200346
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
～

中央労働災害防止協会 2016 外井 浩志
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0300004 音響性聴器障害 基礎と臨床 金原出版 1993 志多  亨 野村  恭也

0300005 産業中毒便覧  増補版 医歯薬出版 1994 後藤  稠 池田  正之

0300006 改訂５版　化学工学便覧 丸善 1992 化学工学会

0300007 化学便覧基礎編　Ⅰ 改訂４版 丸善 1993 日本化学会

0300008 化学便覧基礎編　Ⅱ  改訂４版 丸善 1993 日本化学会

0300009 先例・判例  労災職業病 第三巻第一篇  損害賠償篇 労働教育センタ― 1986 松岡  三郎

0300010 先例・判例  労災職業病 第三巻第二篇  業務上外認定篇 労働教育センタ― 1986 松岡  三郎

0300011 先例・判例  労災職業病 第三巻第三篇　通勤災害篇 労働教育センタ― 1986 松岡  三郎

0300013 改訂３版　アイソト―プ便覧 丸善 1992 日本アイソト―プ協会

0300014 新素材ハンドブック 丸善 1992
新素材ハンドブック編集委員
会

0300015 危険物ハンドブック 丸善 1984 吉田  忠雄 田村  昌三

0300016 環境汚染物質の生体への影響 ①マンガン・アスベスト 東京化学同人 1977 和田  攻 稲葉  裕

0300017 環境汚染物質の生体への影響 ⑤塩素および塩化水素 東京化学同人 1978 宮崎  元一 今成  登志男

0300018 環境汚染物質の生体への影響
⑦気相有機汚染物質（揮発性炭
酸化水素と酸化生成物）

東京化学同人 1978 池田  正之

0300019 環境汚染物質の生体への影響 ⑧一酸化炭素 東京化学同人 1979 鈴木  庄亮 兜  真徳

0300020 環境汚染物質の生体への影響 ⑨窒素酸化物 東京化学同人 1979 和田  攻 奥田  典夫

0300021 環境汚染物質の生体への影響 ⑩鉛  －大気中の鉛－ 東京化学同人 1979 桜井  治彦 中村  健一

0300022 環境汚染物質の生体への影響 ⑪白銀族元素 東京化学同人 1980 和田  攻

0300023 環境汚染物質の生体への影響 ⑫銅・鉄 東京化学同人 1981 木村  正己 荒記  俊一

0300024 環境汚染物質の生体への影響 ⑬光化学オキシダント（上） 東京化学同人 1981 中島  泰知 宗森  信

0300025 環境汚染物質の生体への影響 ⑬光化学オキシダント（下） 東京化学同人 1981 中島  泰知 宗森  信

0300026 環境汚染物質の生体への影響 ⑭粒子状多環式有機物質 東京化学同人 1981 石西  伸 児玉  泰

0300027 環境汚染物質の生体への影響 ⑮硫化水素 東京化学同人 1982 小野  哲 和田  攻

0300028 環境汚染物質の生体への影響 ⑯ヒ素 東京化学同人 1985 久永  明 石西  伸

0300029 環境汚染物質の生体への影響 ⑰亜鉛 東京化学同人 1986 山根  靖弘

0300030 環境汚染物質の生体への影響 ⑱気中粒子状物質 東京化学同人 1986 和田  攻

0300031 環境汚染物質の生体への影響 ⑲アンモニア 東京化学同人 1989 松下  秀鶴

0300032 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際（上巻） 労働法令協会 1991 労働省労働基準局

0300033 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際（下巻） 労働法令協会 1993 労働省労働基準局

0300039 職業性疾病  ［事例集］ 中央労働災害防止協会 1987

0300042 有機溶剤作業主任者の実務 能力向上教育用テキスト 中央労働災害防止協会 1993
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0300045 新版　粉じんによる疾病の防止　指導者用 中央労働災害防止協会 2009

0300048 労災保険業務上疾病のＱ＆Ａ 労働基準調査会 1997 労働省労働基準局補償課

0300052 じん肺読本 じん肺診療２７年の記録 労災問題研究所 1988 吉野  貞尚

0300053 マインドスケイプ 集英社 1989 クレイグ・ブロード

0300054 アスベスト対策をどうするか 日本評論社 1988 アスベスト問題研究会

0300056 職業性疾病の認定　資料編 労働法令協会 1990 労働省労働基準局補償課

0300058 わかりやすい業務上疾病の認定 労務行政研究所 1991 労働省労働基準局補償課

0300060 化学物質等の危険有害性等表示制度 労働基準調査会 1993
労働省労働基準局安全衛生
部化学物質調査課

0300065 有機溶剤  －労働衛生管理－ 産業医学振興財団 1987 川口  義明

0300067 石綿  －労働衛生管理－ 産業医学振興財団 1987 川口  義明

0300072 勤労者の成人病管理　Ⅰ 産業医学振興財団 1989 川口  義明

0300082 金属中毒の健康管理 産業医学振興財団 1994 井上  尚英 木村  実

0300083 実験化学ガイドブック 丸善 1994 日本化学会

0300084 分析化学便覧  改訂４版 丸善 1991 日本分析化学会

0300085 第４版  電気化学便覧 丸善 1993 電気化学協会

0300086 用水排水便覧  改訂２版 丸善 1990 編集委員会

0300087 油脂科学便覧  改訂３版 丸善 1992 日本油化学協会

0300088 化学装置便覧 丸善 1989 化学工学協会

0300089 先端技術における  危険・有害化学物質プロフィル１００ 丸善 1992 及川  紀久雄

0300090 新労働科学論  第一部 労働経済社 1988 西尾  雅七 細川  汀

0300091 新労働科学論  第二部 労働経済社 1988 西尾  雅七 細川  汀

0300092 新労働科学論  第三部 労働経済社 1988 西尾  雅七 細川  汀

0300093 フロンガスとアスベスト かもがわブックレット 1989 泉  邦彦

0300094 職業病とたたかう力 労働経済社 1993 北海道労災職業病対策

0300095 労働と健康の科学 労働経済社 1993 労働と健康の科学研究社

0300096 職業病認定のてびき 労働経済社 1980 淀協社会医学研究所

0300098 労災・職業病闘争の課題 労働経済社 1976 細川  汀 辻村  一郎

0300099 頚肩腕障害のための健康手帳 労働経済社 1977 細川  汀

0300100 じん肺症・粉じんによる健康障害を予防しよう
じん肺症・粉ぱいによる健康障害
を予防しよう

労働科学研究所 1990 海老原  勇

0300101 １２６９５の化学商品 化学工業日報社 1995

0300103 職業性疾病  ［事例集］ 中央労働災害防止協会 1995

0300104 有機溶剤作業主任者の実務　能力向上教育テキスト 中央労働災害防止協会 2008

0300105 改定  新・業務上疾病の範囲と分類 労働法令協会 1992 労働省労働基準局補償課

0300107 安全衛生法における変異原性試験 テストガイドラインとＧＬＰ 中央労働災害防止協会 1991
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0300109 改訂版  わかりやすい業務上疾病の認定 労政業務研究所 1994 労働省労働基準局

0300111 今日の職業性疾病 中央労働災害防止協会 1993 吉川  博

0300112 職業がん／疫学的アプローチ 篠原出版 倉垣  徳

0300114 粉じん障害防止規則の解説 中央労働災害防止協会 1994
労働省安全衛生部労働衛生
課

0300115 化学物質取扱業務の健康管理
財団法人産業医学振興財
団

1993

0300118 イラスト中毒・物理的疾患（含産業医学） 文光堂 1992 和田  攻
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0300119 勤労者の成人病管理  Ⅱ
財団法人産業医学振興財
団

1994

0300122 化学物質による中毒－ ガス中毒 産業医学振興財団 1991

0300125 作業関連疾患の判定と管理 産業医学振興財団 1993

0300126 ＭＲＳＡ感染とその対策 ＭＲＳＡ共存時代の知恵 全日本病院出版会 1995 稲松  孝思

0300127 スタンダード  感染性廃棄物処理ハンドブック 日本医療企画 1993 ハンドブック編集委員

0300128 中毒学における生化学的アプローチ 重金属を中心として 篠原出版 1980 井村  伸正 中尾  真

0300129 じん肺患者の呼吸機能検査ハンドブック 真興交易（株）医書出版部 1990 滝島  任 中村  雅夫

0300130 粉じん爆発 危険性評価と防止対策 オーム社 1991 榎本  兵治

0300131 炭じん爆発 三池三川鉱の一酸化炭素中毒 日本評論社 1994 原田  正純

0300132 有機溶剤健康診断のすすめ方 全国労働衛生団体連合会 1990
労働省労働基準局労働衛生
課

0300133 ＡＣＧＩＨ  化学物質と物理因子のＴＬＶ 化学物質のＢＥＩ 社）日本作業環境測定協会 1996 （社）日本作業環境測定協会

0300135 せきめん読本 THE  ＡＳＢＥＳＴＯＳ 社団法人  日本石綿協会 1996 青木  誠治

0300136 第５版  化学便覧  応用化学編  Ⅰ 丸善 1995 日本化学会

0300137 第５版  化学便覧  応用化学編  Ⅱ 丸善 1995 日本化学会

0300138 化学物質安全性データブック オーム社 1994 化学物質安全情報研究会

0300139 有害物質データブック 丸善 1990 ザックス

0300140 職業性疾病事例集 中央労働災害防止協会 1987

0300142 産業中毒の半世紀 1999
東京労災病院産業中毒セン
ター

0300143 離職するじん肺有所見者のためのガイドブック 労働省 2000 労働省

0300146 必須/じん肺アトラス　CD-ROM ろっぽう新社 2000 志田寿夫 本間浩一

0300147 作業関連疾患の予防管理と臨床 産業医学振興財団 1997 池田　敏　他

0300148 化学物質　環境・安全管理用語事典 化学工業日報社 1998
環境・安全管理用語編集委員
会

0300149 ここがポイント！これからの化学物質管理 中央労働災害防止協会 2000 労働省化学物質調査課

0300150
改訂　わかりやすい化学物質の危険有害性表示制度　＜安
全データシートの作り方・見方＞

中央労働災害防止協会 2000
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0300151 許容濃度提案理由書集 中央労働災害防止協会 2000 日本産業衛生学会

0300152 許容濃度提案理由書集　増補版94年～00年 中央労働災害防止協会 2000 日本産業衛生学会

0300153 わかる化学物質管理の方法 労働科学研究所 1999 中明賢二

0300155 アーク溶接粉じん対策教本 産報出版 2000 社団法人日本溶接協会

0300156 新版　有機溶剤中毒予防規則の解説 中央労働災害防止協会 2000 労働省化学物質調査課

0300157 石綿代替繊維とその生体影響 中央労働災害防止協会 1996
労働省労働基準局安全衛生
部化学物質調査課

0300158 化学物質過敏症
忍び寄る現代病の早期発見と治
療

㈱保健同人社 2001 宮田　幹夫

0300159 化学物質の健康リスク評価 丸善㈱ 2001
関沢 純／花井 荘輔／毛利 哲
夫

0300160 中毒百科　事例・病態・治療　<改訂第２版>
工業用品／ガス／農薬／医薬品
／動植物

㈱南江堂 2001 内藤　裕史

0300161 建設労働と石綿・アスベスト
－肺癌・悪性中皮腫・石綿肺　予
防と補償のために－

(財)労働科学研究所出版部 1996 海老原　勇

0300162
生物化学兵器【①初動要員のためのハンドブック　②早わか
りＱ＆Ａ集】

生物化学テロ即時対応の知識と
実践マニュアル

啓正社 2001 小川　和久

0300163 化学物質の危険・有害便覧　＜2000-2001＞ 中央労働災害防止協会 2002 厚生労働省安全衛生部

0300164 化学物質 環境・安全管理用語辞典＜改訂第２版＞ 化学工業日報社 2002
環境・安全管理用語編集委員
会

0300165 じん肺　－歴史と医学－ 中央労働災害防止協会 2002 吉野貞尚／吉野章司

0300166
職業性石綿ばく露と石綿関連疾患　－基礎知識と労災補償
－〔改訂新版〕

三信図書 2002 森永　謙二

0300167 中毒学　－基礎・臨床・社会医学ー 朝倉書店 2002 荒記　俊一

0300168 化学物質規制・関連法事典 丸善㈱ 2003 淡路剛久 田村昌三

0300169 化学物質毒性ハンドブック１ 丸善㈱ 1999 内藤裕史 横手規子

0300170 化学物質毒性ハンドブック２ 丸善㈱ 1999 内藤裕史 横手規子

0300171 化学物質毒性ハンドブック３ 丸善㈱ 1999 内藤裕史 横手規子

0300172 化学物質毒性ハンドブック4 丸善㈱ 1999 内藤裕史 横手規子

0300173 化学物質毒性ハンドブック５ ㈱丸善 1999 内藤裕史 横手規子

0300174 化学物質毒性ハンドブック６ 丸善㈱ 1999 内藤裕史 横手規子

0300176 石綿（アスベスト）の労災認定のしくみ
財団法人　労災保険情報セ
ンター

2005 工藤和夫

0300177 アスベスト関連疾患日常診療ガイド（ＣＤ－ＲＯＭ付き） 労働調査会 2006
独立行政法人労働者健康福
祉機構

0300178
ＧＨＳ対応による混合物（化学物質）のＭＳＤＳ作成手法の研
修テキストとパワーポイントテキスト２冊組

中央労働災害防止協会 2006 中央労働災害防止協会

0300180
増補改訂２版　アスベスト関連疾患日常診療ガイド（ＣＤ－Ｒ
ＯＭ付き）

労働調査会 2012
独立行政法人労働者健康福
祉機構

0300181
産業保健ハンドブックⅠ　石綿関連疾患-予防・診断・労災補
償-　第四版

産業医学振興財団 2006 森永　謙二

0300182
化学物質等のリスクアセスメント・リスクマネジメントハンドブッ
ク（全３巻セット）

2007 社）日本作業環境測定協会

0300183
産業保健ハンドブックⅣ　じん肺　－臨床・予防管理・補償の
すべて－

財団法人　産業医学振興財
団

2007

0300184 改訂　石綿による疾病の新認定基準の解説 労働調査会 2006 労働調査会出版局

0300185 増補改訂2版　アスベスト関連疾患日常診療ガイド 労働調査会 2013 （独）労働者健康福祉機構

0300186 改訂版　アスベスト関連疾患早期発見・診断の手引 日本労務研究会 2013
（独）労働者健康福祉機構　岸
本卓巳

0300187
2014年10月　第8版　アスベスト（石綿）と健康被害　石綿によ
る健康被害と救済給付の概要

環境再生保全機構 2014
（独）環境再生保全機構　石綿
健康被害救済部

0300188 アスベスト関連疾患日常診療ガイド〈改訂３版〉 労働調査会 2016 労働者健康安全機構

0300189 よくわかるじん肺健康診断（CD-ROM付） 産業医学振興財団 2017
労災病院じん肺研究グループ
編集委員会

0300190 改訂版　アスベスト関連疾患早期発見・診断の手引 中皮腫を正しく診断するために 日本労務研究会 2016 岸本　卓巳

0300191 アスベスト石綿と健康被害
石綿による健康被害と救済給付
の概要

環境再生保全機構 2017

0300192 アスベスト関連疾患日常診療ガイド
アスベスト災害関連疾患を見逃さ
ないために

労働調査会 2018 労働者健康安全機構
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0300193 アスベスト 石綿と健康被害
石綿による健康被害と救済給付
の概要

環境再生保全機構 2019

0400001 これからの健康管理　第２版
がん、心臓病、肝臓病、糖尿病、
ストレスの一次予防を中心に

日本醫事新報社 1993 岡崎  勲

0400003 労働安全衛生法に基づく職場の健康づくり必携  平成４年版 労務行政研究所 1992 労働省労働衛生課

0400005 労働安全衛生法に基づく職場の健康づくり必携  平成５年版 労務行政研究所 1993 労働省労働衛生課

0400008 こうして進める企業内健康づくり コンセプトからノウハウまで 働く人の健康づくり協会 1992 中央労働災害防止協会

0400010 職場のメンタルヘルス相談 商事法務研究会 1992 稲村博 宮本光雄

0400011 人的資源管理 産業心理と人事・労務 同文舘 1987 Ｈ・Ｔ・グレイアム 平野  文彦

0400012 係長のへルスコントロール入門 ぎょうせい 1989 松崎  俊久

0400013 ビジネスマンを直撃する会社ストレス症候群
あなたは大丈夫かその実態と構
造を探る

新星出版社 1992 河野  友信

0400014 あなたの健康問題 学習の友社 1986 中村  美治

0400015 外国で暮すための健康管理学 毎日新聞社 1984 大利  昌久 川合  多喜夫

0400016 職場とこころの健康① 企業と産業精神衛生 東海大学出版会 1992 精神分析学振興財団

0400017 職場とこころの健康② 企業と中高年 東海大学出版会 1992 精神分析学振興財団

0400019 職場とこころの健康④ 企業と転勤 東海大学出版会 1992 精神分析学振興財団

0400020 職場とこころの健康⑤ 個人と性格 東海大学出版会 1992 精神分析学振興財団

0400021 これからの健康診断 一般健康診断ハンドブック 中央労働災害防止協会 1990 労働省労働衛生課

0400025 職場メンタルヘルスのすすめ方 中央労働災害防止協会 1990 加藤  正明

0400027 安全と健康［対話式］パスポート 旅のドクター 情報企画出版 1993 大利  昌久

0400028 労災職業病の企業責任－その判例・先例の解説 総合労働研究所 1992 三浦  豊彦 安西  愈

0400030
職業病・健康管理と労災認定－産業医による予防・診断・治
療

総合労働研究所 1992 三浦  豊彦 安西  愈

0400032 職場におけるテクノストレス―現状と対策― テクノストレスに関する調査研究 中央労働災害防止協会 1990 労働省労働衛生課

0400035 労働者の健康増進 中央労働災害防止協会 1992 高田  勗

0400038 職場における心の健康づくり 産業医学振興財団 1992
労働省労働基準局安全衛生
部労働衛生課

0400040 労働衛生管理におけるメンタルヘルス［事例集：増補版］ 産業医学振興財団 1983 川口  義明

0400045 労働衛生管理におけるメンタルヘルス 職場における心の健康づくり 産業医学振興財団 1986
労働省安全衛生部労働衛生
課

0400050 ＶＤＴ・健康セミナー テクノストレスとその対策 労働経済社 1984 田村  博 酒井  一博

0400051 ＶＤＴワークと人間 日本出版サービス 1987
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｕｎ
ｃｉｌ

杉山  貞夫

0400052 これからのＶＤＴ
マン・マシン・インターフェースとし
てのＶＤＴ

東洋法規出版 1985 通商産業省電子機器課

0400053 ＶＤＴ労働 職場の不安と対応 学習の友社 1985 木元  進一郎 北山  利夫

0400058 口腔疾患の予防と予防プログラム ＷＨＯの指針 口腔保健協会 1986 石井  俊文 橋本  雅範

0400060 働く人々の健康問題 振動病・カネミ油症・農業病他 医療図書出版社 1990 高松  誠

0400061 灰になれなかった肺 ひろがるじん肺禍の実態 記録社 1986 小笠原  信之

0400062 職務満足感と生活満足感 白桃書房 1993 小野  公一

0400063 たばこの煙のない職場 もっと安全に　もっと健康に 総合医学社 1992 渡辺  昌

0400064 どうしましたか？
健康問題Ｑ＆ＡそしてＦ（フォ
ロー）

日本テレビ放送網 1993 高橋  淳

0400065 ソフト技術者はなぜ倒れたか 過労死の現場を行く 日刊工業新聞社 1990 祢津  加奈子

0400067 企業フィットネスの先進事例集 ぎょうせい 1992 健康・体力づくり事業財団

0400072 なぜカゼをひくの？ コープ出版 1991 田邉  正忠

0400073 さよならも言わないで
「過労死」したクリエーターの妻の
記録

双葉社 1988 八木  光恵

0400074 日本は幸福か
過労死・残された５０人の妻たち
の手記

教育史料出版会 1992 全国過労死を考える家族の会

0400075 ＯＡ機器の健康対策 日本経営協会総合研究所 1985 馬場  快彦 神代  雅晴

0400076 健康診断から健康管理へ ユリシス出版部 1992 斎藤  征夫

0400077 労働衛生管理と健康障害対策 労働衛生の進むべき路 総合労働研究所 1985 阿部  達馬

0400078 ドクターＫＡＮＰＯＯ・ＲＩＯの「ＯＡ危機フェア」 ディ・アンド・アール 1991 渡邊  一幹 中井  久美代

0400080 ストレス社会の楽天主義者 中央経済社 1985 小野  浩三

0400081 職場ストレスとメンタル・ヘルス 職場メンタル・ヘルスのすすめ方 日本生産性本部 1989 小田  晋

0400088 ビジネスマンの「マインドヘルス読本」 時事通信社 1993 関谷  透

0400090 企業の担当者が書いたメンタル・ヘルス職場事例集 緑蔭書房 1989 精神衛生普及会

0400093 職場のメンタルヘルス ビジネスマンの心の健康づくり 保健同人社 1988 加藤  正明 精神衛生普及会

0400094 現代のエスプリ別冊 職場のメンタルヘルスＱandＡ 至文堂 1988 稲村  博

0400095 労働科学叢書９３　ソフトウェア技術者の職業性ストレス 労働科学研究所 1992 藤垣  裕子

0400096 ワーキングウーマンのストレス診断 スターツ出版 1993 来須  明

0400097 過労死と労災補償 労働旬報社 1991 岡村  親宜

0400098 過労死１１０番 夫が倒れたとき　倒れないために 合同出版 1989 大阪過労死問題連絡会

0400099 過労死と企業の責任 労働旬報社 1991 川人  博

0400100 過労死とのたたかい 新日本出版社 1992 稲木  健志 上畑  鉄之丞

0400101 過労死
その実態  予防と労災補償の手
引き

双葉社 1988
過労死弁護団全国連絡会議
編

0400102 ストップ・ザ・突然死 創芸社 1989 大倉  透 黒川  顕

0400103 過労死 労働大学 1991
労働大学調査研究所社会医
学研究センタ―

0400104 ＫＡＲＯＳＨＩ「過労死」 国際版 窓社 1990 過労死弁護団全国連絡会議

0400106 あなたと家族のための過労死しない，させない本 農山漁村文化協会 1992 広瀬  俊雄

0400107 過労死への挑戦 労働経済社 1992 田尻  俊一郎 松本  久

0400108 さよなら過労死 人間らしく生きるために かもがわ出版 1990 大阪過労死問題連絡会

0400109 はたらきざかりの働き過ぎ 労働経済社 1985 田尻  俊一郎

0400111 労働と健康の戦後史 労働と健康の歴史　第５巻第２版 労働科学研究所出版部 1991 三浦  豊彦

0400112 労働と健康の歴史　第六巻 労働衛生通史・他 労働科学研究所出版部 1991 三浦  豊彦

0400113 労働と健康の歴史　第七巻
古典的金属中毒と粉塵の健康影
響の歴史

労働科学研究所出版部 1992 三浦  豊彦

0400116 特殊健康診断のための検査法 興仁舎 1986 関  幸雄
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0400117 業種別  職場の健康管理 現場からのレポ―ト 六法出版社 1993 産業医学振興財団

0400118 職場と喫煙
職場における喫煙に関する懇談
会報告書

中央労働災害防止協会 1989 労働省労働衛生課

0400119 歯牙酸蝕症と産業保健管理 口腔保健協会 1989
日本口腔衛生学会産業衛生
研究部会

0400121 増補改訂　労働者の健康調査・健康診断の手引き 同時代社 1990
全日本民医連労働者健康問
題委員会

0400122 肩こり・腰痛のストレッチング 金原出版 1992 中村  栄太郎 藤木  幸雄

0400123 学校検尿の進め方・考え方 検査の実際と事後管理 宇宙堂八木書店 1984 小林  收 岡田  敏夫

0400124 産業保健マニュアル 南山堂 1991 和田  攻

0400125 ３０年のあゆみ  「本編」・「資料」
明日の安全と健康を切り拓く中災
防

中央労働災害防止協会 1994

0400126 歯科健康教育・健康相談の手引  新版 （株）新企画出版社 1993
厚生省老人保健福祉局老人
保健課

歯科健康教育相談研究

0400127 こころもからだもリフレッシュ 働くあなたの入浴健康法 中央労働災害防止協会 1993 白井  朝子 吉田  貴彦

0400128 熟睡にＡＣＣＥＳ 働き上手に効く眠り 中央労働災害防止協会 1991 鳥居  鎮夫

0400129 職場の応急処置 やさしい手当と豆知識 中央労働災害防止協会 1993 清水  倉一 伊地知  正光

0400130 ９３年度  働く人の健康のしるべ 中央労働災害防止協会 1993

0400132 沈黙の鉄路 国鉄ローカル線を行くＰａｒｔⅠ 労働経済社 1982 佐々木  博子

0400133 枕木の詩 国鉄ローカル線を行くＰａｒｔⅡ 労働経済社 1983 佐々木  博子

0400134 化石の街 カミネ油症事件 労働経済社 1977 佐々木  博子

0400135 男たちの遺書 労働経済社 1981 佐々木  博子

0400136 難病の海に虹の橋を
立ちあがる人工腎透析者・難病
者たち

労働経済社 1982 前田  こう一

0400137 女のからだと健康
産婦人科医からみた母性保護［Ｐ
ＡＲＴ２」

労働経済社 1987 佐道  正彦 加藤  治子

0400138 子育ての森の中で はたらく母親の記録 労働経済社 1984 三宅  喜代子

0400139 はたらく女性の健康設計 労働経済社 1981 山下  節義 辻村  一郎

0400140 とも働きの生活設計 労働経済社 1981 清水  民子 田中  恒子

0400141 保母健康手帳 労働経済社 1976 細川  汀 横山  昌子

0400142 改訂新版  果菜ジュース療法 自宅で直せる治療法 善本社 1993 石原  結寛

0400143 エイズ  共に生きるために 善本社 1994 山本  利雄

0400144 生きる悦び 善本社 1993 後藤  静香

0400145 現代のエスプリ２２５
男性のストレス・働く男の精神病
理

至文堂 1986 岡堂  哲男

0400146 現代のエスプリ２２６
女性のストレス・おんなのライフ
コースと精神病理

至文堂 1986 岡堂  哲男

0400147 現代のエスプリ２８９ ストレスと突然死 至文堂 1991 田中  正敏 津田  彰

0400148 ビジネスマンのためのリラクセーション さよならストレス 日本生産性本部 1988 渡辺  俊男

0400149 あなたの医療問題 学習の友社 1986 公文  昭夫

0400150 長時間労働シンドローム 学習の友社 1986 辻岡  靖仁 北山  利夫

0400151 改訂  過労死
脳・心臓系疾病の業務上認定と
予防

労働経済社 1984 細川  汀 上畑  鉄之丞

0400152 ＶＤＴ・健康セミナー テクノストレスとその対策 労働経済社 1984 田村  博 酒井  一博

0400153 「からだと心」のリラックス法 三笠書房 1994 丸野  廣

0400154 水野  肇の働きざかりの健康学 三笠書房 1990 水野  肇

0400155 働き盛りの心臓病 農文協・健康双書 1989 中塚  喬之

0400156 労働安全衛生法に基づく職場の健康づくり必携  平成６年版 労務行政研究所 1994 労働省労働衛生課

0400157 判例からみた  企業における精神健康管理 商事法務研究所 1989 高井  信夫

0400158 健康学概論 大修館書店 1987 横橋  五郎 田中  恒男

0400159 現代のエスプリ３２９ 出勤拒否 至文堂 1994 稲村  博

0400160 人体病理学 大修館書店 1986 福永  昇

0400161 精神衛生  改訂新版 大修館書店 1982 中川  四郎 玉井  収介

0400162 現代のエスプリ３３５ 外国人労働者とこころ 至文堂 1995 多文化間精神医学会

0400163 公衆衛生  改訂新版 大修館書店 1978 田多井  吉之介

0400164 からだの健康学 大修館書店 1993 田多井  吉之介

0400165 こころの健康学 大修館書店 1990 加藤  正明

0400166 健康の生態学 大修館書店 1990 田中  恒男

0400167 「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

中央労働災害防止協会 1994
「職場におけるエイズ教育のあ
り方」研究会

0400168 からだいきいき  リフレッシュ体操３４５ 大修館書店 1988 小野  泰正 河野  光信

0400169 デイリーストレッチ体操 大修館書店 1993 安田  矩明 小栗  達也

0400170 口腔保健のためのフッ化物応用ガイド 口腔保健協会 1994 フッ素研究部会

0400171 集団を対象としたフッ化物局所応用マニュアル 口腔保健協会 1993 フッ素研究部会

0400172 医療に恵まれないところでの歯科保健の手引き 口腔保健協会 1993 Ｍ．Ｄｉｃｋｓｏｎ

0400173 口腔保健活動のこれからの道 ＷＨＯによる実践のための提案 口腔保健協会 1989 上条  英之

0400174 歯科保健指導関係資料 口腔保健協会 1994 厚生省健康政策局

0400175 環境と医学 第６回ワークショップ記録 口腔保健協会 1984 発達歯科医学懇話会

0400176 過労死への挑戦 労働経済社 1992 田尻  俊一郎 松本  久

0400177 はたらきざかりの働き過ぎ 労働経済社 1985 田尻  俊一郎

0400178 ＶＤＴ作業ガイドラインのすべて 労働経済旬報別冊 労働経済社 1986

0400179 職場のヘルスチェック 労働経済社 1986 平田  衛 小宮  希士

0400180 タバコやめますか、人間やめますか ごま書房 1995 広島県医師会

0400181 たばこの煙のない職場 もっと安全に  もっと健康に 総合医学社 1992 渡辺  昌

0400182 タバコは全身病  実験編 少年写真新聞社 1994

0400183 タバコは全身病  女性編 少年写真新聞社 1994

0400184 それでもタバコを吸いますか クインテッセンス出版 1993 大西  省三 岡  賢二

0400185 新・禁煙教育の手引き 学事出版 1993 禁煙教育をすすめる会

0400186 明日からタバコがやめられる 禁煙セルフブック 法研 1994 中村  正和 大島  明

0400187 アメリカ禁煙事情 米国式禁煙法とその評価 社会保険出版 1992 小田  清一

0400188 エイズ  知っておきたいこれだけのこと 新星出版 1994 エイズ予防財団
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0400189 ＡＩＤＳ  ｉｎ  Ｊａｐａｎ 明石書店 1994 宗像  恒次

0400190 日本のエイズ 明石書店 1994 宗像  恒次 森田  真子

0400191 エイズ  心の時代への扉 明石書店 1994 宗像  恒次

0400192 エイズ！アメリカの闘い 日本はなにを学ぶべきか ＴＢＳブリタニカ 1994 マサミ・コバヤシ・ウィーズナー

0400193 ＡＩＤＳ／ＨＩＶ感染症の最新 南江堂 1994 木村  哲 山本  直樹

0400194 エイズがわかる基礎知識 共和書院 1994 中井  益世

0400195 ＡＩＤＳ診療ポケットブック 南江堂 1994 島田  馨 木村  哲

0400196 エイズの基礎知識とその指導 学校図書 1994 田能村  祐麒

0400197 新・エイズ戦争 東洋経済新聞 1994 松山  幸弘

0400198 ＡＴＬとＡＩＤＳ 南江堂 1994 畑中  正一

0400199 整形外科医が処方した予防と治療の体操
肩こり、肩の痛み、腰痛、膝の痛
み

金原出版 1994 伊丹  康人

0400200 やさしい腰痛 日本医事新報社 1994 佐野  茂夫

0400201 腰痛・肩こり 予防と治し方 法研 1994 桜井  実

0400202 腰痛の正しい知識  改訂版 南江堂 1993 片岡  治

0400203 よく効く腰痛療法のすべて 日本文芸社 1994 福田  光洋

0400204 エイズへの挑戦 患者・科学者・メデｲア・社会 新曜社 1993 広瀬  弘忠

0400206 ＶＤＴ作業の物理環境 ＶＤＴから何が出ているか 労働科学研究所 1992 富永  洋志夫

0400207 体の疲労を早くとる本 体の中から元気がでる 三笠書房 1993 鈴木  弘文

0400208 判例からみた  企業における精神健康管理 商事法務研究所 1989 高井  信夫

0400209 ４．職場の病 医学書院 1995 広瀬  俊雄 山岡  昌之

0400210 健康管理概論 新  エスカ２１ 同文書院 1995 富永  佑民 上島  弘嗣

0400211 職場でおこる病気発見法 日刊工業新聞社 1990 前田  昌司

0400212 健康評価と指導のポイント 人間ドックマニュアル 医学書院 1993 日野原  重明 藤原  弘行

0400213 健康評価と指導のポイント 人間ドックマニュアル 医学書院 1993 日野原  重明 藤原  弘行

0400214 公務員のためのメンタルヘルス・ハンドブック 学陽書房 1994 梅垣  和彦 大島  正浩

0400215 ストレス管理読本 アメリカ産業の場合 千曲秀版社 1989 米国安全技師会 輿水  厚

0400216 ＶＤＴ作業の健康マニュアル オフィス・ストレス 労働旬報社 1988 上畑  鉄之丞 千田  忠男

0400217 事例が語る新中間管理職のメンタルヘルス 弘文堂 1989 佐々木  時雄

0400218 日本鋼管の職場活性化レポート ＮＫＫのストレスマネジメント エイデル研究所 1989 日本鋼管労働部 健康開発室

0400219 現代のエスプリ２９０ ストレスと過労死 至文堂 1991 田中  正敏 津田  彰

0400220 ＫＡＲＯＳＨＩ「過労死」 窓社 1991 過労死弁護団 全国連絡会議

0400221 第２版増補  突然死はなぜ起こる 発生の謎解きから予防まで 日本プランニングセンター 1993 熊木  敏郎

0400222 歯科医師のための産業保健入門 口腔保健協会 1993 日本歯科医師会

0400224 健康診断受診者必読本 日本プランニングセンター 1978 安藤  幸夫

0400225 職場のエイズマニュアル 読売新聞社 1994 和田  努

0400226 企業とエイズ 迫られる人権尊重の経営 日本経済新聞社 1993 野田  衛

0400227 職場とエイズ 東京商工会議所 1993

0400228 ＶＤＴ医学マニュアル 全日本病院出版会 1990 石川  哲

0400229 エイズ 正しい理解者のために 講談社 1993 塩川  優一 北村  敬

0400230 エイズがわかる本 法研 1992 宗像 恒次

0400231 企業フィットネスのコンセプト ぎょうせい 1991 健康・体力づくり事業団

0400232 自分の心が見える本
疲れた心を健康にする３２の処方
箋

法研 1995 近藤  裕

0400233 海外生活者のメンタルヘルス 法研 1994 宗像  恒次

0400234 労働眼科 金原出版 1989 三島  擠

0400236 産業医のための職場とエイズ 産業医学振興財団 1995 労働省労働衛生課

0400238 心の成長と仕事 道具的世界観を超えて 産能大学出版部 1993 佐伯  雅哉

0400239 ビジネスマンのためのメンタルタフネス ＴＢＳブリタニカ 1994 ジム・レーヤー ピーター・マクラフリ

0400240 ストレス研究の歴史的概観 労働基準調査会 1992 坂部  弘之

0400241 わかりやすいメンタル・ヘルス 産業現場での活かし方 中央労働災害防止協会 1993 坂本  弘

0400242 コミュニテｲメンタルヘルス
新しい地域精神保健活動の理論
と実際

中央法規出版 1992 ロレンＲ・モシャ ロレンゾ・ブルチ

0400243 メンタルケース・ハンドブック 中央法規出版 1995 菱山  珠夫 村田  信男

0400245 働く人のメンタルヘルス 法研 1995 平山  正実

0400246 精神保健サマリーノート 分光堂 1994 関谷  透

0400247 メンタルヘルスハンドブック 同朋舎 1989 上里  一郎 飯田  眞

0400248 筋肉は怒ると怖い 膝・腰痛・肩こり・頭痛 星雲社

0400249 女性のメンタルヘルス 心のシグナル 金原出版株式会社 1994 人見  一彦

0400250 はたらく女の母性と健康 女性のいのちを美しく 労働旬報社 1988 丸本  百合子 岡村  三穂

0400251 働く女性のンタルヘルス 同朋舎 1989 内山  喜久雄 上里  一郎

0400252 医療ソーシャルワークの実践 中央法規出版 1994 ミーケ・バドウｲ ブレンダ・ビアモンテ

0400253 保健医療ソーシャルワーク・ハンドブック 実践編 中央法規出版 1995
保健医療ソーシャルワーク研
究会

0400254 保健医療ソーシャルワーク・ハンドブック 理論編 中央法規出版 1995
保健医療ソーシャルワーク研
究会

0400255 たばこの健康学  ８ 大修館書店 1992 浅野牧茂

0400256 喫煙と健康
喫煙と健康問題に関する報告書
第２版

健康・体力づくり事業団 1993 厚生省

0400257 喫煙対策Ｑ＆Ａ 保健同人社 1994 喫煙対策研究班

0400258 ＶＤＴ労働チェックマニュアル
ＯＡ機器使用者の健康を守るため
に

労働基準調査会 1993
日本産業衛生学会ＶＤＴ作業
研究会

0400259 いきいき医療人の自己開発マニュアル
患者応対・コミュニケーション術入
門

日本医療企画 1990 北山  卓男

0400260 心肺（脳）蘇生法の実際
心停止、呼吸停止における緊急
処置

へるす出版 1994 小濱  啓次

0400261 身体活動と体力トレーニング 日本出版サービス 1994 藤原  勝夫 外山  寛

0400262 運動指導・運動療法 南江堂 1995 矢崎  義雄

0400263 職業にあわせた総体法 健康双書 1986 金井  聖徳

0400264 治る腰痛・治らない腰痛 労働旬報社 1991 芹沢憲一 笹久保  均
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0400265 職場の腰痛体操
効果をあげるための実践マニュア
ル

総合労働研究所 1981 岩田  辰夫

0400266 救急法のすべて 理論と実技 技術書院 1994 小森  栄一

0400267 ドライアイ あなたの目、乾いていませんか？ 日本評論社 1992 坪田  一男

0400268 突然死
元気な人ほど危険なその実体と
予防法

共和書院 1992 塩谷  英之

0400269 あなたの職場の衛生点検 中央労働災害防止協会 1994 中央労働災害防止協会

0400270 なくそう！はさまれ・巻き込まれ 中央労働災害防止協会 1993 豊島  富三郎

0400271 事務所衛生基準規則の解説 中央労働災害防止協会 2005

0400272 快適職場を求める職域保健 労働基準調査会 1994 青山  英康

0400273 お店を安全快適に
大規模小売業の労働災害防止対
策ガイドライン

中央労働災害防止協会 1993 中央労働災害防止協会

0400274 労働者の健康増進 中央労働災害防止協会 1995 高田 勗

0400275 新／ＶＤＴ作業を楽しく ＶＤＴ作業従事用テキスト 中央労働災害防止協会 1994 労働省労働衛生課

0400276 心とからだの健康づくり 働く人のために 新日本印刷株式会社 1994 働く人の健康づくり協会

0400277 こうして進める企業内健康づくり コンセプトからノウハウまで 働く人の健康づくり協会 1992 労働省労働衛生課

0400278 ＪＲ労務管理と健康破壊 日本評論社 1993 木元  進一郎 芹沢  憲一

0400279 肥満症 日本評論社 1995 松沢  佑次

0400280 マイコン革命と労働の未来 日本評論社 1985 剣持  一巳

0400282 「日本的労使関係」と過労死 学習の友 1991 牧野  富夫

0400283 派遣労働者の悩み１１０番 学習の友社 1987 民主法律協会

0400284 私のアフリカ大陸発見 女性大使の見聞録 ２１世紀職業財団 1995 佐藤  ギン子

0400285 労働の近未来へ 日本評論社 1991 森  清

0400286 ビジネス戦士よ若死にすることなかれ 若さを保つ「老化制御」の発見 産業能率大学出版部 1988 越智  宏倫

0400287 ヘルシーカンパニー 人的資源の活用とストレス管理 産能大学出版部 1948 ロバート・Ｈ・ローゼン

0400288 「労働」の終焉 人間選書 1987 安永  寿延

0400289 技術が労働をこわす 技能の復権 人間選書 1987 渡植  彦太郎

0400290 仕事が暮らしをこわす 使用価値の崩壊 人間選書 1987 渡植  彦太郎

0400291 労働者とともに 労働大学 1976 向坂  逸郎

0400292 労働者の世界観 労大新書 1992 向坂  逸郎

0400293 世界労働運動の歴史  下巻 労働大学新書 1976 篠藤  光行

0400294 こころの日曜日
４５人カウンセラーが語る心と気
持ちのほぐし方

法研 1995 菅野  泰蔵

0400295 余暇とサラリーマン 余暇教育の研究  Ⅱ 学文社 1983 瀬沼  克彰

0400296 サラリーマン・アパシー 同朋舎 1989 延島  信也

0400297 労働の人間化 人間と仕事の調和をもとめて 総合労働研究所 1990
法政大学大原社会問題研究
所

0400298 腰痛予防マニアル 労働基準調査会 1997 市堰  英之

0400300 脊髄損傷者のための 性と出産のガイドブック 三輪書店 1996 労災年金福祉協会

0400303 産業医のための作業関連疾患の予防必携 中央労働災害防止協会 1997 労働省労働衛生課

0400305 労働衛生スタッフのための職場復帰の理論と実際 中央労働災害防止協会 1997
産業医科大学産業生態科学
研究所

0400306 不整脈 株式会社メディカルビュー社 1995
東京女子医科大学附属日本
心臓血圧研究所助教授笠貫
宏

0400307
改訂脳血管疾患虚血性疾患の労災認定、認定基準の解説と
業務上、外認定事例

労働省 1996 労働省労働基準局

0400308 改正労働安全衛生法とこれからの健康管理 株式会社労働新聞社 1997 露木  保

0400311 ハイパー臨床内科 中山書店 1997 美代　賢吾

0400315 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

0400316 ｔｈｐ　１０周年記念論文集 働く人の健康づくり協会 1998 中央労働災害防止協会

0400318 健康診断ストラテジー
バイオコミニケーションズ
（株）

1998 産業医学推進研究会

0400319 ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策 中央労働災害防止協会 1998

0400320 職場の感染症を防ぐ 中央労働災害防止協会 1999

0400321 ダイオキシン類による健康影響調査 豊能郡美化センターにおける 中央労働災害防止協会 1999

0400322 企業における健康対策の実態 労務行政研究所 1997

0400323 コレステロールを下げる健康教育 新しいプログラムの手引き 保健同人社 1994 上島弘嗣 岡山　明

0400324 ６０歳からの生活習慣病予防Ｑ＆Ａ 日本加除出版 1998 横山正義

0400325
小規模事業場における健康診断の事後措置等に関するマ
ニュアル

（財）産業医学振興財団 1999 （財）産業医学振興財団

0400328 働く人の健康診断の事後措置 (財)産業医学振興財団 1998 労働省労働衛生課 日本医師会推薦

0400330 喫煙の科学ー職場の分煙テキストブック 労働調査会 2000
産業医科大学産業生態科学
研究所

0400331 働く人の健康管理 労働新聞社 1998
労働省安全衛生部労働衛生
課

河野慶三

0400332 60歳からの健康･体力づくり 日本加除出版㈱ 1996 永田晟

0400333 60歳からの健康･安全ウォーキング 日本加除出版㈱ 1999 青木高 牧川優

0400334 60歳からの生活習慣病予防Ｑ＆Ａ 日本加除出版㈱ 1998 横山正義

0400335 予防医学のストラテジー　生活習慣病対策と健康増進 医学書院 2000 ジェフリーローズ 田中平三　曽田研二

0400336 Evidence　Based　Medicineによる健康診断 医学書院 2000 矢野栄二 山岡和枝

0400337 健診後のヘルスケアガイド 東京法規出版 2000 石川恭三

0400338 健康生活24時間 東京法規出版 2000 日野原　重明

0400340 高血圧の個別健康教育 保健同人社 2000 上島弘嗣ほか 個別健康教育ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝ

0400341 コレステロールを下げる個別健康教育 保健同人社 2000 岡山　明　ほか 個別健康教育ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝ

0400342 耐糖能異常の個別健康教育 保健同人社 2000 岡山　明　ほか 個別健康教育ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝ

0400343 環境発がんのブラックボックスをさぐる 産業分子疫学のチャレンジ 労働科学研究所出版部 1999 津金昌一郎 花岡知之

0400344 一般健康診断ハンドブック 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0400345 ドライアイクリニック 医学書院 2000 坪田一男

0400346 アウトブレイクの危機管理 医学書院 2000 阿彦忠之

0400347 心電図セルフトレーニング ㈱診断と治療社 1999 新村一郎他
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0400348 血糖値をみる・考える 南江堂 2000 島　健二

0400350 血圧をみる・考える 南江堂 2000 島本和明

0400351 生活習慣病講座 南江堂 2000 佐久間長彦

0400352 生活習慣病の理解 文光堂 2000 小坂樹徳

0400353 アレルギー　産業環境からのアプローチ 金芳堂 1993 田中健一

0400355 明日からタバコがやめられる 法研 1999 中村正和 大島明

0400356 職場の体力・健康づくりの展開と効果 (財）労働科学研究所出版部 2001 日本産業衛生学会 労働者体力問題研究会

0400357 勤労者医療の最前線 労働調査会 2000 高田　勗 若林　之矩

0400358 働く女性と母性健康管理 労働調査会 2001
厚生労働省　雇用均等・児童
家庭局　短時間・在宅労働課

0400359 ダイオキシン類による健康障害防止対策 中央労働災害防止協会 2000 労働省化学物質調査課

0400360 職場における頚肩腕症候群予防対策に関する報告書 中央労働災害防止協会 1995
労働省安全衛生部労働衛生
課

0400361 腰痛を防ごう！
「職場における腰痛予防対策指
針」のポイント

中央労働災害防止協会 1997
労働省安全衛生部労働衛生
課

0400365 健診で血圧が高めですよと言われた人の本 ㈱法研 2001 鈴木 洋通／奈良 昌治

0400366 健診で肥満ぎみですよと言われた人の本 ㈱法研 2001 中村 治雄／奈良 昌治

0400367 職場の体力・健康づくりの展開と効果 (財)労働科学研究所出版部 2001
日本産業衛生学会／労働者
体力問題研究会

0400368 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

労働調査会 2001 高瀬　佳久／高田　勗

0400369
お酒の問題Ｑ＆Ａ　職域･地域におけるアルコール依存症者
対応マニュアル

(財)労働科学研究所出版部 1999 柳田　公佑

0400371 発見！あなたの健康プラン　～新版　働く人の健康づくり～ 中央労働災害防止協会 1999 中央労働災害防止協会

0400372 職場ですすめる健康づくりマニュアル 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0400374 ダイエットを医学する　人類は丸くなっている？ 中央公論新社 2001 蒲原　聖可

0400375 耳科学－難聴に挑む 中央公論新社 2001 鈴木　淳一／小林　武夫

0400376 禁煙支援ハンドブック ㈱じほう 2000 高橋　裕子

0400378 シックハウス症候群　　病気になる家、癒される家 ㈱徳間書店 1997 鳥居　新平

0400379 肥満・肥満症の指導マニュアル　＜第２版＞ 医歯薬出版㈱ 2001 日本肥満学会編集委員会

0400380 放射線と健康 ㈱岩波新書 2001 舘野　之男

0400381 個別健康教育　禁煙サポートマニュアル ㈱法研 2000
中村正和/増居志津子/大島
明

0400382 たばこがやめられる本
やめたいやめさせたいときの禁煙
サポート

女子栄養大学出版部 2001 斎藤　麗子

0400383 職場のメンタルヘルスケア　＜改訂２版＞
産業医と産業保健スタッフのため
のガイドブック

㈱南山堂 2001 白倉克之/高田勗/筒井末春

0400384 「禁煙」科の医者が書いた７日でやめる本
10年以上すっている人のがまん
いらずの禁煙メソッド

青春出版社 2001 阿部　眞弓

0400385 ＣＤＣ：海外旅行保健情報＜1999-2000＞
Health Information For
Internationnal Travel,1999-2000

(財)海外邦人医療基金 2001 岡部　信彦

0400386 今日から始める「健康日本２１」実践プログラム ㈱東京法規出版 2001 柳川　洋

0400387 あなたの首を守ろう！最新・脳梗塞の予防＆撃退法 オーエス出版社 2001 若林利光 ／ 工藤弘志

0400388 ダイオキシン類のばく露を防ぐ　－特別教育テキスト－ 中央労働災害防止協会 2001
厚生労働省安全衛生部化学
物質調査課

0400390
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止
対策　－作業指揮者テキスト－

中央労働災害防止協会 2001
厚生労働省安全衛生部化学
物質調査課

0400391 働く人の健康づくり【ＴＨＰの進め方】 中央労働災害防止協会 2001 厚生労働省労働衛生課

0400392 脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書 2001
脳・心臓疾患の認定基準に関
する専門検討会

0400393 疾病と病態生理 南江堂 2001
橋本隆男／佐藤隆司／豊島
聰

0400394 肝機能検査をみる・考える 南江堂 2001 沖田　極

0400395 これで納得　胸部Ｘ線写真読影　＜基礎から救急まで＞ 南江堂 2001 千田　金吾

0400396 職域保健と健康情報の取り扱いＱ＆Ａ 保健科学総合研究会 2001 堀江　正知

0400397
健康ファミリーのかかりつけＤｒ.　【図解】症状からわかるここ
ろの病気【図解】症状からわかるからだの病気

㈱法研 2001 吉川武彦／瀬在幸安

0400398 読むだけで絶対やめられる　禁煙セラピー KKロングセラーズ 2001 アレン・カー

0400399 健康日本２１ 推進ガイドライン ㈱ぎょうせい 2001 多田羅　浩三

0400400 シックハウス事典 技報堂出版㈱ 2001 (社)日本建築学会

0400402 職場とウィルス肝炎
Ｂ型・Ｃ型肝炎の正しい理解と対
処のために

（財）産業医学振興財団 2002 厚生労働省労働衛生課 鹿毛　明

0400404 過労死が頭をよぎったら読む本
いつも忙しすぎるあなたの健康管
理学

㈱夢の設計者 2000 昇　幹夫 清水　勝

0400406 おかあさんになりたい 不妊症Ｑ＆Ａ 角川書店 2003 大谷産婦人科院長　大谷徹郎

0400407 健康思想　現在からの方向 池田出版㈱ 2002 川口　雄次

0400408 職場における喫煙対策
喫煙行動基準に関するアンケート
調査

中央労働災害防止協会 2003
厚生労働省安全衛生部環境
改善室

0400409 単身赴任でがんばる　あなたの食生活 勤労者の健康を守るガイドブック 2004
労働福祉事業団　栄養士協議
会

0400410 職場の喫煙対策のすすめ 中央労働災害防止協会 2004

0400411 たばこアトラス (財)日本公衆衛生協会 2004 (財)日本公衆衛生協会 ジュディスマッケイ・

0400412 海外旅行医学ハンドブック ㈱山と渓谷社 2003 篠塚　規

0400413 なるほどそうか～漢方的思考と体質～（２冊組） 小島印刷　㈱じんのう 2005 日笠　穣

0400414 〔改訂版〕指導者のための救急蘇生法の指針（一般市民用） へるす出版 2005 心肺蘇生法委員会

0400415
指導者のためのＡＥＤを用いた救急蘇生法の指針（一般市民
用）

へるす出版 2004 心肺蘇生法委員会

0400416 健康教育・健康管理のレシピ ㈱南山堂 2005 神田晃　谷原真一　亀田高志

0400417
睡眠に関する地域保健活動　開発事業報告書と開発事業報
告書（２冊組）

2006 社団法人日本看護協会

0400418 男の更年期　よくわかる診断と治療 昭和堂 2006 奥山明彦

0400419 禁煙支援マニュアル（ＣＤ━ＲＯＭ付き） 2006
厚生労働省　健康局総務課
生活習慣病対策室

0400420 糖尿病食事療法のための食品交換表　第６版 日本糖尿病協会・文光堂 2006 日本糖尿病協会

0400421 スロトレ slow training diet 高橋書店 2006 石井直方　谷本道哉

0400422
医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎（生活習慣
病を中心に）

医歯薬出版㈱ 2006
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0400423 医療・保健スタッフのための健康行動理論　実践編 医歯薬出版㈱ 2006 松本　千明

0400424 ライフスタイル療法Ⅱ　肥満の行動療法 医歯薬出版㈱ 2006 足達　淑子

0400425
生活習慣病がわかる　糖尿病・動脈硬化をはじめとする各疾
患の分子機構と発症のメカニズム

㈱羊土社 2005 春日　雅人

0400426
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-

産業医学振興財団 2005

0400427 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

0400428 高血圧治療ガイドライン2004 ライフサイエンス出版 2005
日本高血圧学会高血圧治療ガ
イドライン作成委員会

0400429
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－

財団法人産業医学振興財
団

2008

0400430
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－

財団法人産業医学振興財
団

2008

0400431
運動器疾患進行予防ハンドブック　予防・治療・リハビリテー
ション

医歯薬出版株式会社 2005 豊永　敏宏

0400432
産業保健ハンドブックⅦ　働く人の健康診断と事後措置の実
際　～一般健康診断のすすめ方と事後措置のすべて～

2009 産業医学振興財団

0400433
睡眠障害の基礎知識　睡眠の生理から治療、職域における
対応まで

社団法人　日本労務研究会 2008
石井正三　今村聡　島悟　高
田勗

0400450 産業保健ハンドブック改訂１４版 労働調査会 2017 森　晃爾

0500001 図説　口腔病理学 医歯薬出版 1991 松宮  誠一

0500002 口腔病理カラーアトラス 医歯薬出版 1994 石川  梧朗

0500004 温熱生理学 理工学社 1990 中山  昭雄

0500005 イラスト　現場の騒音対策 オーム社 1992
アメリカ合衆国労働省労働安
全衛生局

0500006 人間の許容限界ハンドブック 朝倉書店 1993 関  邦博 坂本  和義

0500007
製造業，ずい道・地下鉄建設工事における労働環境の実態
（平成３年）

労務行政研究所 1993 労働大臣官房政策調査部

0500008 頚肩腕障害の診断と治療 改訂集第２版 金原出版 1993 岩破  康博 藤木  幸雄

0500010 職場に人間性の回復を 宮崎労災訴訟の記録 生活ジャーナル 1992 牛久保  秀樹 高井  秀忠

0500012 作業関連疾患及び作業関連災害の疫学
労働衛生に関するＩＬＯ／ＷＨＯ合
同委員会レポート

労働基準調査会 1992 西山  勝夫 毛利  一平

0500016 安全衛生管理計画事例集 中央労働災害防止協会 1990 中央労働災害防止協会

0500017 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 1992 中村  昌弘

0500018 低騒音化技術 技術書院 1993 中野  有朋

0500019 技術者のための音響工学 丸善 1986 早坂  寿雄

0500021 振動障害Ｑ＆Ａ 労務行政研究所 1993 井上  尚英 那須  吉郎

0500023 局所排気装置フ―ド
設計資料集成  －粉じん（石綿）
編－

中央労働災害防止協会 1989
労働省安全衛生部労働衛生
課

0500025 局所排気装置フ―ド 設計資料集成（応用編） 中央労働災害防止協会 1990
労働省安全衛生部労働衛生
課

0500029 局所排気・空気清浄装置の標準設計と保守管理（上） 局所排気装置編 中央労働災害防止協会 1992 労働省労働衛生課

0500032 局所排気・空気清浄装置の標準設計と保守管理（下） 空気清浄装置編 中央労働災害防止協会 1992 労働省労働衛生課

0500035 作業環境測定マニュアル 日本作業環境測定協会 1986
労働省安全衛生部労働衛生
課

0500040 新訂　労働衛生管理とデザイン・サンプリングの実務 日本作業環境測定協会 1992
労働省安全衛生部環境改善
室

0500042 新訂　作業環境測定記録の新モデル様式の書き方と見方 日本作業環境測定協会 1991
労働省安全衛生部労働衛生
課

0500048 作業環境測定ガイドブック総論　０（第４版第２刷） 日本作業環境測定協会 2010

0500050 新訂　作業環境測定ガイドブック（１） 鉱物性粉じん関係 日本作業環境測定協会 1990
労働省安全衛生部環境改善
室

0500051 作業環境測定ガイドブック（２） 特定化学物質・金属類関係 日本作業環境測定協会 1992
労働省安全衛生部労働衛生
課

0500062 改訂  やさしい局排設計教室 中央労働災害防止協会 1992 沼野  雄志

0500064 イタリアの労働環境と健康 労働経済社 1981 上畑  鉄之丞 松田  博

0500065 安全衛生のための作業標準の作り方・活かし方 中央労働災害防止協会 1993 塩沢  一男

0500067 あなたのゼロ災ミーティング 中央労働災害防止協会 1991 田辺  肇

0500068 あなたの職場の４Ｓ 中央労働災害防止協会 1994 加藤  多慶夫

0500069 働く人の健康づくり 中央労働災害防止協会 1991 原田  純一郎

0500070 あなたの職場の安全点検 中央労働災害防止協会 1994 小池  煕

0500071 安全衛生新書  安全のための心理学 中央労働災害防止協会 1994 正田  亘

0500072 作業環境騒音 技術書院 1994 中野  有朋

0500073 実務的騒音対策指針  第２版 技報堂出版 1994 日本建築学会

0500074 管理監督者のための衛生管理ガイドブック 中央労働災害防止協会 1985 小沼  正哉

0500075 新版  職場の安全教育ハンドブック 総合労働研究所 1985 谷村  富男

0500076 現代の人間工学 朝倉書店 1994 長町  三生

0500077 人間工学 朝倉書店 1992 大島  正光

0500078 人間の許容限界ハンドブック 朝倉書店 1993 関  邦博 坂本  和義

0500079 振動障害 六法出版社 1984 土生  久作

0500080 全身振動の生体反応 名古屋大学出版会 1989 Ｈ．ピュイ Ｇ．ツェレット

0500081 振動障害Ｑ＆Ａ 労務行政研究所 1993 井上  尚英 那須  吉郎

0500082 作業環境における騒音の管理 中央労働災害防止協会 1993 労働省労働衛生課

0500084 単調労働と副次行動
－単調労働の作業に及ぼす影響
と対策－

高文堂出版社 1992 岸田  孝弥

0500086 騒音・振動対策ハンドブック 技報堂出版 1991
社団法人  日本音響材料協会
編

0500087 環境管理と企業 化学工業日報社 1995 野口  聡

0500088 環境問題と被害者運動 （株）学文社 1993 飯島  伸子

0500089 企業の環境対策
８社の事例３００社のアンケート調
査

（株）日本経営協会総合研
究所

1992 森下  研

0500090 労働環境調査報告 労働省労働大臣官房 1991 労働大臣官房政策調査部

0500091 環境中の鉛と生体影響 最近の研究動向
（財）労働科学研究所出版
部

1997 堀口  俊一

0500094 電磁波はこわくない 電力新報社 1998 田中  しそう

0500095 快適職場づくりハンドブック 中央労働災害防止協会 1996
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0500098 温室度・騒音・酸欠等関係 日本作業環境測定協会 1996
労働省労働省安全衛生部環
境改善室

0500106 作業環境測定ガイドブック　鉱物性粉じん関係　１（第３版）
（社）日本作業環境測定協
会

2009

0500107 作業環境測定ガイドブック　電離放射線関係　２（改訂第３版）
（社）日本作業環境測定協
会

2008

0500108
作業環境測定ガイドブック　特定化学物質関係　３（改訂第３
版）

（社）日本作業環境測定協
会

2009

0500109 作業環境測定ガイドブック　金属類　４（第４版）
（社）日本作業環境測定協
会

2009

0500110
作業環境測定ガイドブック　有機溶剤関係　５（第３版　第３
刷）

（社）日本作業環境測定協
会

2009

0500111
作業環境測定ガイドブック　温湿度・騒音・酸欠等関係　６（第
２版）

（社）日本作業環境測定協
会

2009

0500112 職場改善のための安全衛生実践マニュアル 労働科学研究所 1999 自治体労働安全衛生研究会

0500113 ＪＩＳハンドブック５２　環境測定Ⅰ　大気・騒音・振動 日本規格協会 2001

0500114 改訂　あなたの職場の衛生点検 中央労働災害防止協会 2000 中央労働災害防止協会

0500115 振動障害の手指動脈造影像
岩見沢労災病院 健康診断
ｾﾝﾀｰ･振動障害ｾﾝﾀｰ

2001 本間　浩樹／小林　毅

0500116 現場に役立つ騒音対策 (財)労働科学研究所出版部 2003 山本　剛夫 アメリカ労働省労働

0500117 ＡＣＧＩＨ　化学物質と物理因子のＴＬＶｓ＆化学物質のＢＥＩs 2005 （社）日本作業環境測定協会

0500118 粉じんマスク～適正な選び方、有効な使い方～
（財）労働科学研究所出版
部

2007 木村　菊二

0500119 労働衛生工学とリスク管理 日本作業環境測定協会 2009 日本作業環境測定協会

0500120 新やさしい局排設計教室　作業環境改善技術と換気の知識 中央労働災害防止協会 2012 沼野　雄志

0500121
局所排気・プッシュプル型換気装置及び空気清浄装置の標
準設計と保守管理

中央労働災害防止協会 2012 中央労働災害防止協会

0500122
局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置の定
期自主検査指針の解説

中央労働災害防止協会 2012 中央労働災害防止協会

0500123 職場改善　産業保健人間工学の知恵と妙技 ㈱日科技連出版社 2008 神代雅晴

0500124 新版　工場換気 空気調和・衛生工学学会 2010 空気調和・衛生工学会

0500125 ＪＩＳハンドブック　２０１２　３７-２　労働安全・衛生 日本規格協会 2012 日本規格協会

0500126 ＪＩＳハンドブック　２０１３　５２-１　環境測定Ⅰ-１大気 日本規格協会 2013 日本規格協会

0500127 ＪＩＳハンドブック　2013　52-2　環境測定Ⅰ-2　騒音・振動 日本規格協会 2013 日本規格協会

0600002 安衛法・有害性調査制度の解説 中央労働災害防止協会 1990
労働省安全衛生部化学物質
調査課

0600005 労働衛生手続便覧 労働基準調査会 1993 労働省安全衛生部

0600007 職場安全教育のすすめ方 日本能率協会 1986 谷村  富男

0600008 静かな時限爆弾 アスベスト災害 新曜社 1987 広瀬  弘忠

0600009 労働基準法施行規則第３５条の解説 労働法令協会 1989 労働省労働基準局補償課

0600010 「コンピュータ人間」―その病理と克服 勁草書房 1993 小川  憲治

0600011 ハイテク災害 日本評論社 1986 大石  進

0600012 仕事の革新 白桃書院 1992 田尾  雅夫

0600016 職場環境改善のための測定の実際 労働科学研究所 1994 多田  治

0600019 製造業における振動工具取扱作業の管理 指導者用 中央労働災害防止協会 1992
労働省安全衛生部労働衛生
課

0600020 災害防止のＡＢＣ 労働基準調査会 1991 増本  清

0600022 改訂増補・防じんマスクの選び方・使い方
粉じん吸入による健康障害防止
のために

労働科学研究所出版部 1992 木村  菊二

0600023 安全衛生保護具のすべて 中央労働災害防止協会 1992 労働省安全衛生部

0600030 新版　有機溶剤作業主任者テキスト 中央労働災害防止協会 1993
労働省安全衛生部労働衛生
課

0600031 人間工学基準数値数式便覧 技報堂出版 1992 佐藤  方彦

0600033 安全衛生保護具のすべて 中央労働災害防止協会 1992 労働省安全衛生部

0600034 絵で読む  やさしい小集団活動のすすめ方 日本能率協会 1993 上田  利男

0600035 絵で読む  やさしい提案活動のすすめ方 日本能率協会 1990 豊沢  豊雄

0600036 完全生産への第一歩  整理・整頓清掃のすすめ方 日本能率協会 1989 末弘  喜久男

0600037 ヒューマン・エラー  過誤は巨大化する エイデル研究社 1992 正田  亘

0600038 安全の指標
平成７年度  労働省労働基準局
編

中央労働災害防止協会 1995 労働省労働基準局

0600039 こうしてつくるいきいき・快適店舗
百貨店・スーパー  安全・健康マ
ニュアル

中央労働災害防止協会 1994 中央労働災害防止協会

0600041 騒音障害防止のＡＢＣ 労働基準調査会 1993 増本  清

0600042 化学工場の安全管理総覧 中央労働災害防止協会 1552 労働安全衛生部衛生課

0600043 知っておきたい職場の化学物質 中央労働災害防止協会 1992 労働省化学物質調査課

0600045 学校給食職場 労働基準調査会 1993 甲田  茂樹 自治体労働安全衛生研

0600046 清掃職場 収集作業を中心に 労働基準調査会 1993 清掃労働ワークショップ 自治体労働安全衛生研

0600047 安全衛生委員会［１］ 労働基準調査会 1995
安全衛生委員会活動ワーク
ショップ

自治体労働安全衛生研

0600048 消防職場 労働基準調査会 1995 消防労働ワークショップ 自治体労働安全衛生研

0600051 じん肺・粉じん作業マニュアル 労働基準調査会 1995 馬場  快彦

0600052 保安管理と保安教育・運動 鉱業労働災害防止協会 1976 勝田  忠映 鉱業労働災害防止協会

0600053 鉱山保安テキスト 鉱害防止（上） 鉱業労働災害防止協会 1993
鉱業労働災害防止協会テキス
ト編集委員会

鉱業労働災害防止協会

0600054 鉱山保安テキスト 鉱害防止（下） 鉱業労働災害防止協会 1991
鉱業労働災害防止協会テキス
ト編集委員会

鉱業労働災害防止協会

0600055 鉱山保安テキスト 機械 鉱害労働災害防止協会 1993 鉱害労働災害防止協会

0600056 鉱山保安テキスト 鉱場 鉱業労働災害防止協会 1992
鉱業労働災害防止協会テキス
ト編集委員会

0600057 鉱山保安テキスト 電気 鉱業労働災害防止協会 1993
鉱業労働災害防止協会テキス
ト編集委員会

鉱業労働災害防止協会

0600058 鉱山保安テキスト 坑外 鉱業労働災害防止協会 1992 鉱業 労働災害防止協会

0600059 鉱山保安テキスト 坑内 鉱業労働災害防止協会 1995 鉱業労働災害防止協会

0600060 作業者による放射性核種の摂取の限度（１） 丸善株式会社 1984 日本アイソトープ協会

0600061 作業者による放射性核種の摂取の限度（２） 丸善株式会社 1982 日本アイソトープ協会

0600062 作業者による放射性核種の摂取の限度（３） 丸善株式会社 1981 日本アイソトープ協会

0600063 作業者による放射性核種の摂取の限度：追補（４） 丸善株式会社 1993 日本アイソトープ協会
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0600064
作業者の緊急被曝と事故被曝に対処するための諸原則と一
般手順

丸善株式会社 1982 日本アイソトープ協会

0600065 作業者によるラドン娘核種の吸入の限度 丸善株式会社 1986 日本アイソトープ協会

0600066 作業者の放射線防護のためのモニタリングの一般原則 丸善株式会社 1984 日本アイソトープ協会

0600067 現場監督者のための安全衛生のすすめ方 事例を中心として 雇用問題研究会 1994 野原  石松 近藤  英一郎

0600068 放射線との共生 ユリシス 1993 佐々木  康人 館野  円

0600069 安全  １９９６ （財）日本規格協会 1996

0600070 環境測定  １９９６ （財）日本規格協会 1996

0600071 ＶＤＴ作業の労働衛生管理　その現状と問題点 実態調査分析結果を中心に 中央労働災害防止協会 1999

0600072 労働衛生管理とデザイン・サンプリングの実務
（社）日本作業環境測定協
会

1998
労働省安全衛生部環境改善
室

0600073 国際放射線防護委員会の１９９０年勧告 日本アイソトープ協会 1999 日本アイソトープ協会

0600075 放射線のＡＢＣ 日本アイソトープ協会 2000 日本アイソトープ協会

0600076 新･放射線の人体への影響 日本アイソトープ協会 1999 日本保健物理学会 日本アイソトープ協会

0600077 線量低減マニュアル　作業管理者用 中央労働災害防止協会 1999 労働省労働衛生課

0600078 線量低減マニュアル　作業者用 中央労働災害防止協会 1999 労働省労働衛生課

0600079 核燃料物質等取扱業務特別教育ﾃｷｽﾄ　原子力発電所編 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0600080 核燃料物質等取扱業務特別教育ﾃｷｽﾄ　核燃料施設編 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0600081 やさしい保護具の知識ー安全衛生保護具・機器等ー (社)日本保安用品協会 2000 (社)日本保安用品協会

0600082 安全、衛生、作業条件トレーニングマニュアル 労働科学研究所 1999 国際労働機関(ILO）

0600083 人間工学チェックポイント 労働科学研究所 1998 国際労働機関(ILO）

0600085 核燃料物質等取扱業務特別教育テキスト原子力発電所編 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0600086 核燃料物質等取扱業務特別教育テキスト核燃料施設編 中央労働災害防止協会 2000 労働省労働衛生課

0600089 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル (社)日本保安用品協会 2001
厚生労働省労働基準局化学
物質調査課

0600090 VDT作業の労働衛生実務
厚生労働省ガイドラインに基づく
VDT作業指導者用テキスト

中央労働災害防止協会 2003
厚生労働省安全衛生部労働
衛生課

佐々木徹

0600091
リスクアセスメントハンドブック　（化学物質総合安全管理のた
めの）

丸善 1998 平石　次郎その他８名

0600092 ＶＤＴ作業と健康障害━臨床・予防管理・補償のすべて━ （財）産業医学振興財団 2005

0600093
中国におけるじん肺・アスベスト関連疾患の診断と治療の向
上のために

2014 労働者健康福祉機構

0700002 安全の行動科学 人がまもる安全　人がおかす事故 学文社 1992 三戸  秀樹 北川  睦彦

0700003 その気にさせる〈モチベーション機能〉 京都玄文社 1988 大塩  雅巳

0700004 モチベーション入門 日本経済新聞社 1993 田尾  雅夫

0700005 産業カウンセリングの現場から 企業戦士のうしろ姿 岩波書店 1992 藤田  雅子

0700006 安全心理学 恒星社厚生閣 1985 正田  亘

0700007 精神健康・カウンセリング ぎょうせい 1991 松浦  健児

0700008 企業の精神保健講座の手引
職場のマンツーマン・カウンセリン
グのために

博文社 1987 猿渡  逸喜

0700009 診断には見逃せない職業病 ＦＭＰセンター 1989 三浦  豊彦

0700010 産業・組織心理学入門 福村出版 1993 岡村  一成

0700011 産業神経症物語 労働科学叢書７３ 労働科学研究所出版部 1986 小沼  十斗穂

0700012 産業・組織心理学 恒星社厚生閣 1992 正田  亘

0700013 新版　産業心理入門 総合労働研究所 1989 正田  亘

0700014 生活科学としての心理学 勁草書房 1987 津久井  佐喜男

0700015 続・健康塾 自己発見のために 創元社 1984 木村  裕昭

0700018 職場の人間関係 講座：人間関係の心理学４ ブレーン出版 1986 瀧本  孝雄 鈴木  乙史

0700019 職務満足の心理学的研究 勁草書房 1984 西川  一廉

0700020 新版　医学への統計学 朝倉書店 1993 古川  俊之 丹後  俊郎

0700021 労働と健康の科学 労働経済社 1993 労働と健康の科学研究会

0700022 はたらく人の健康学 大修館書店 1989 三浦  豊彦

0700024 新・産業心理学 杉山書店 1986 糸川  民生

0700025 増補  人間考学 産業心理学的アプローチ 高文堂出版社 1991 岸田  孝弥

0700026 社会心理学 人間の相互作用の研究 岩波書店 1984 古畑  和孝

0700028 マクロ・ア―ゴノミクス
人間考学・産業心理学的アプロー
チ

高文堂出版社 1992 岸田  孝弥

0700029 わたしのこころへ ある臨床心理士のこころの記録 日本評論社 1993 松本  よし子

0700030 心の成長と仕事 道具的世界観を超えて 産能大学出版部 1993 佐伯  雅哉

0700031 職場の人間工学 中央労働災害防止協会 1989 野呂  影勇

0700033 対人関係の心理学 有斐閣 1987 大橋  正夫 長田  雅喜

0700034 臨床心理学 有斐閣 1993 藤永  保 三宅  和夫

0700035 社会心理 有斐閣 1984 辻  正三 中村  陽吉

0700036 家族心理 心理学７ 有斐閣 1979 古畑  和孝 小嶋  秀夫

0700037 新版　産業心理学 有斐閣 1989 安藤  端夫

0700038 日本の業癌 実態と予防を考える 篠原出版 1987 鈴木  武夫

0700039 新しい産業心理
２１世紀のライフ・スタイルを求め
て

福村出版 1993 西川  一廉 森下  高治

0700040 医療・健康心理学 福村出版 1992 中川  米造 宗像  恒次

0700041 組織コミュニケ―ション 個と組織との対話 福村出版 1993 原岡  一馬 若林  満

0700043 改訂  職業心理学研究 峯書房 1992 市村  潤

0700045 組織・職務と人間行動 効率と人間尊重との調和 ぎょうせい 1993 南  隆男 浦  光博

0700046 ストレス解消学
過労死・がん・慢性疾患を超える
ために

小学館 1991 宗像  恒次

0700047 産業心理臨床 星和書店 1993 乾  吉佑 飯長  喜一郎

0700049 事故予防の行動科学 福村出版 1988 三隅  二不二 丸山  康則

0700050 「他者」との出会い 企業社会の病理を超えて 田畑書店 1985 嵯峨  一郎

0700051 ストレス研究の歴史的概観 労働基準調査会 1992 坂部  弘之

0700053 安全人間工学 中央労働災害防止協会 1990 橋本  邦衛

0700055 コンピュ―タ化オフィスの人間工学 啓学出版 1989 エティヌ・グランジャン 西山  勝夫
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0700056 医療・看護・メンタルヘルスの心理学 ナカニシヤ出版 1993 西村  良二

0700057 中高年の自殺 同朋舎出版 1990 稲村  博

0700058 コンピュータリズム 同朋舎出版 1990 内山  喜久雄 野田  正彰

0700059 産業ストレスの臨床 朝倉書店 1992 河野  友信

0700060 ストレスの科学と健康 朝倉書店 1993 河野  友信 田中  正敏

0700061 不安からの解放
不安神経症不眠症で悩んでいる
人へ

創芸社 1992 床鍋  博人

0700062 心理治療法ハンドブック 福村出版 1994 伊藤  隆二

0700063 社会性の発達心理学 福村出版 1992 繁多  進

0700064 発達心理学ハンドブック 福村出版 1994 東  洋

0700065 組織の行動科学 福村出版 1994 三隅  二不二

0700066 事故予防の行動科学 福村出版 1994 三隅  二不二 丸山  康則

0700067 自然災害の行動科学 福村出版 1988 阿部  北夫

0700068 法の行動科学 福村出版 1991 木下  富雄

0700069 知覚工学 福村出版 1989 大山  正

0700070 事態構造論序説 福村出版 1989 寺岡  隆

0700071 組織の中の人間 福村出版 1994 原岡  一馬

0700072 社会の中の人間 福村出版 1994 原岡  一馬

0700073 くらしの社会心理学 福村出版 1994 小川  一夫

0700074 産業心理学 恒星社厚生閣 1985 正田  亘

0700075 人間工学 恒星社厚生閣 1992 正田  亘

0700076 創造性開発の研究 恒星社厚生閣 1980 恩田  彰

0700077 社会心理学 シンボリック相互作用論の展開 恒星社厚生閣 1981 Ａ．Ｒ．リンドスミス Ａ．Ｌ．ストラウス

0700078 災害情報論 恒星社厚生閣 1991 廣井  脩

0700079 社会学的階級論の構造 恒星社厚生閣 1978 八木  正

0700080 シンボリック相互作用論 恒星社厚生閣 1992 船津  衛

0700081 自我の社会理論 恒星社厚生閣 1994 船津  衛

0700082 現代社会学の視角 恒星社厚生閣 1979 新明  正道

0700083 社会学的分析 恒星社厚生閣 1993 森  博

0700084 心の研究史 恒星社厚生閣 1985 Ｓ．スミス

0700085 マイ・ライフ・ストラテージ 総合労働研究所 1983 奥井  礼喜

0700086 流行の社会心理 勁草書房 1992 川本  勝

0700087 日本人の対人恐怖 勁草書房 1988 木村  駿

0700088 動物社会心理学 勁草書房 1982 宮司  正男

0700089 方法論からの心理学 勁草書房 1986 田中  一彦

0700090 生活科学としての心理学 勁草書房 1987 津久井  佐喜男

0700091 俗信の社会心理 勁草書房 1989 野村  明

0700092 社会心理学の源流と展開 勁草書房 1987 Ｆ．Ｂ．カープ

0700093 現象学的心理学の系譜 人間科学としての心理学 勁草書房 1990 Ａ．ジオルジ

0700094 人間と集団・社会 勁草書房 1991 磯貝  芳郎

0700095 開業心理臨床 星和書店 1990 乾  吉佑 飯長  喜一郎

0700096 医療心理臨床 星和書店 1991 乾  吉佑 飯長  喜一郎

0700097 司法心理臨床 星和書店 1991 竹江  孝 乾  吉佑

0700098 福祉心理臨床 星和書店 1992 網野  武博 乾  吉佑

0700099 支持的精神療法の上手な使い方 星和書店 1994 Ｄ．Ｓ．ワーマン

0700100 心理療法の諸原則（上） 星和書店 1984 Ｉ．Ｂ．ワイナー

0700101 心理療法の諸原則（下） 星和書店 1992 Ｉ．Ｂ．ワイナー

0700102 マスターソン  逆転移と精神療法の技法 星和書店 1994 Ｊ．Ｆ．マスターソン

0700103 自己愛と境界例
発達理論に基づく総合的アプロー
チ

星和書店 1994 Ｊ．Ｆ．マスターソン

0700104 神経症の精神分析・精神療法 星和書店 1991 植村  彰

0700105 心理臨床 精神科臨床と心理臨床家 星和書店 1984 前田  重治

0700106 心理臨床学の冒険 星和書店 1991 森谷  寛之 酒木  保

0700107 心理検査の基礎と臨床 星和書店 1992 藤土  圭三 中川  賢幸

0700108 知能の構造と測定 星和書店 1981 Ｈ．Ｉ．アイゼンク

0700109 身体の心理学 身体のイメージとその現象 星和書店 1987 Ｐ．シルダー

0700110 ストレスとコーピング ラザルス理論への招待 星和書店 1994 Ｒ．Ｓ．ラザルス

0700111 やさしい集団精神療法入門 星和書店 1994 山口  隆 増野  肇

0700112 集団精神療法の進め方 星和書店 1992 山口  隆 中川  賢幸

0700113 合本ウォン教授の集団精神療法セミナー 星和書店 1994 山口  隆

0700114 心理劇と分裂病患者 星和書店 1984 台  利夫

0700115 統合精神療法 星和書店 1983 Ｆ．ノブロフ

0700116 認知療法入門 星和書店 1990 Ａ．フリーマン

0700117 「うつ」を生かす －うつ病の認知療法－ 星和書店 1994 大野  裕

0700118 いやな気分よ、さようなら －自分で学ぶ「抑うつ」克服法－ 星和書店 1994 バーンズ

0700119 自己実現への再決断  ＴＡ・ゲシュタルト療法入門 星和書店 1993 Ｍ＆Ｒグルーディング

0700120 森田療法ワークショップ  '８３～'８５ 星和書店 1986 高良  武久 大原  健士郎

0700121 続・森田療法ワークショップ  '８６～'８８ 星和書店 1990 森田療法学会

0700122 ことばの分析 ナカニシヤ出版 1980 本多  一郎

0700123 行動理論と条件づけ ナカニシヤ出版 1982 Ｋ．Ｗ．スペンス

0700124 学習理論と精神発達 ナカニシヤ出版 1985 Ｗ．Ｋ．エスティズ

0700125 スキナーの言語行動理論入門 ナカニシヤ出版 1984 スティーブン  ヴィノキュア

0700126 心理生理学 ヒトの行動と生理的反応 ナカニシヤ出版 1985 Ｊ．Ｌ．アンドレアッシ

0700127 心理サイバネティクス ナカニシヤ出版 1994 十島  雍蔵

0700128 幻想と空想の心理学 ナカニシヤ出版 1986 近藤  敏行
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0700129 日本人の感覚と生活 ナカニシヤ出版 1990 佐藤  愛子

0700130 現代機能主義知覚論 ナカニシヤ出版 1988 大羽  蓁

0700131 瞳孔運動の心理学 ナカニシヤ出版 1990 松永  勝也

0700132 病院心理臨床入門 ナカニシヤ出版 1992 長尾  博

0700133 これからのメンタルヘルス ナカニシヤ出版 1992 安藤  延男

0700134 神経症はなおせる ナカニシヤ出版 1982 Ｈ．Ｊ．アイゼンク

0700135 ゲシュタルト療法 その理論と実際 ナカニシヤ出版 1992 Ｆ．Ｓ．パールズ

0700136 カーン・シンボル・テスト解釈法 ナカニシヤ出版 1991 鬼丸  正巳

0700137 フランシス  ゴールトンの研究 ナカニシヤ出版 1987 岡本  春一

0700138 発達心理学（下）  青年・成人・老年期 ナカニシヤ出版 1993 山内  光哉

0700139 発達心理学総論 ナカニシヤ出版 1986 塩見  邦雄

0700140 教育・発達の心理学 ナカニシヤ出版 1991 千葉  尭

0700141 人間形成の心理学 ライフサイクルを解明する ナカニシヤ出版 1993 中西  信男

0700142 サクセスコミュニケーション ナカニシヤ出版 1993 Ａ．ライト

0700143 セルフ・エスティームの心理学 ナカニシヤ出版 1994 遠藤  辰雄 井上  祥治

0700144 社会の中の人間理解 －社会心理学への招待－ ナカニシヤ出版 1993 大坊  郁夫

0700145 現代  社会心理学の発展（２） ナカニシヤ出版 1991 三隅  二不二

0700146 人間関係入門 いきいきした人生のために ナカニシヤ出版 1992 安藤  延男

0700147 個と集団の社会心理学 ナカニシヤ出版 1994 狩野  素朗

0700149 帰属過程の心理学 ナカニシヤ出版 1991 蘭  千壽

0700150 人間性の心理学
－モチベーションとパーソナリティ
－

産能大学出版部 1992 Ａ．Ｈ．マズロー

0700151 マズローの心理学 －第三勢力の心理学－ 産能大学出版部 1992 Ｆ．ゴーブル

0700152 健康と生体の機能 高文堂出版社 1992 松本  一弥

0700153 カウンセリングと人間性 創元社 1993 河合  隼雄

0700155 臨床検査への統計学 朝倉書店 1995 丹後  俊郎

0700156 医学統計解析の基礎 朝倉書店 1991 駒沢  勉

0700157 医学統計学 朝倉書店 1992 宮原  英夫

0700158 現代社会心理学 －個人と集団・社会－ 朝倉書店 1994 古畑  和孝

0700159 現代産業社会と人間 朝倉書店 1990 谷口  茂

0700160 近未来の人間科学事典 朝倉書店 1992 田中  正敏

0700162 心理学概論 有斐閣 1988 金城  辰夫

0700163 集団行動の心理学 有斐閣 1987 永田  良昭

0700164 対人関係の心理学 有斐閣 1987 大橋  正夫 長田  雅喜

0700165 職業・人事心理学 ナカニシヤ出版 1992 松本  卓三 熊谷  信順

0700166 経営組織心理学 朝倉書店 1993 松浦  健児 岡村  一成

0700167 産業心理学入門 八千代出版 1994 竹内  常雄

0700168 産業精神医学の実際 新興医学出版社 1987 森  温理

0700169 ケースにみる職場の精神衛生  ２訂版 総合労働研究所 1992 梶谷  哲男

0700170 臨床心理学入門 創元社 1992 氏原  寛

0700171 企業の精神保健講座の手引
職場のマンツーマン・カウンセリン
グのために

博文社 1987 猿渡  逸喜

0700172 産業・組織心理学研究の動向 産業・組織心理学会１０年の歩み 学文社 1994 産業・組織心理学会

0700173 産業社会学 学文社 1994 安藤  喜久雄 浦野  和彦

0700174 職業と社会 学文社 1993 寿里  茂

0700175 環境心理入門 学文社 1994 正田  亘

0700176 産業と組織の社会学 学文社 1993 田草川  僚一 安藤  喜久雄

0700177 社会学と現代 学文社 1995 前納  弘武

0700178 社会生活の心理学 福村出版 1994 市川  典義 佐竹  宣夫

0700179 産業・組織心理学入門    第２版 福村出版 1995 岡村  一成

0700180 市民のための心理学 福村出版 1995 水口  禮治

0700181 女性のためのライフサイクル心理学 福村出版 1995 岡本  祐子 松下  美知子

0700183 人間行動の心理 福村出版 1995 木村  忠雄 瀬島  順一郎

0700184 精神保健と精神科医療 中央法規出版 1988 蜂矢  英彦 南雲  与志郎

0700185 精神保健とリハビリテーション活動 中央法規出版 1988 蜂矢  英彦 岡上  和雄

0700186 地域精神保健活動の理解と実際 中央法規出版 1988 村田  信男 藤井  克徳

0700187 精神保健と家族問題 中央法規出版 1988 滝沢  武久 村田  信男

0700188 精神保健教育のあり方 中央法規出版 1990 吉川  武彦 佐野  光正

0700189 精神保健行政と生活保障 中央法規出版 1990 見浦  康文 滝沢  武久

0700190 精神保健の法制度と運用 中央法規出版 1992 小松  源助 林  幸夫

0700191 精神保健関係資料集 中央法規出版 1992 見浦  康文 中村  俊哉

0700192 産業心理学 新曜社 1987 安藤  瑞夫

0700193 社会心理学 新曜社 1993 岡部  慶三 竹内  郁郎

0700194 産業発展の社会学 八千代出版 1991 内藤  英二

0700195 現代産業心理学 八千代出版 1988 岡村  一成 関  忠文

0700196 社会学 時代を知り現代をいきる 中央法規 1994 大宮  登 藤井  広美

0700197 変動期の社会学 自立と共同をめぐって 中央法規出版 1995 笹谷  春美 吉崎  祥司

0700198 働きざかりの精神衛生 ストレスに負けないための１４ヶ条 労働旬報社 1987 石田  一宏

0700199 新しい産業心理
２１世紀のライフ・スタイルを求め
て

福村出版 1993 ＮＩＰ研究会

0700200 地域精神保健
メンタルヘルスとリハビリテーショ
ン

医学書院 1993 村田  信男

0700201 医学生のための心理学 弘文堂 1982 Ｒ．Ｒへザーリント Ｄ．Ｈミラー

0700203 社会と人間 社会心理学パースペクテイブ 杉山書店 1995 小池  澄男

0700204 うつが気になる 人の本
あなたはこんな心当たりはありま
せんか

ごま書房 1992 村崎  光邦

0700205 精神保健マニュアル 南山堂 1993 吉川  武彦
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0700208 職場のメンタルヘルス・ケア 南山堂 1996
白倉  克之・高田  つとむ・筒井
末春

0700209 心理学研究法 ナンバー９  質問紙調査 東京大学出版会 1997 続  有亘 ・村上  英治

0700210 精神症状測定の理論と実際 海鳴社 1995
国立精神神経センター  北村
俊則

0700213 働く人の心理相談いろはがるた
健康づくり担当者、管理者、人事
担当者のために

働く人の健康づくり協会 1996 藤井　久和

0700214 こころをささえる　事例集　心理相談員の活動 中央労働災害防止協会 1998 心理相談員会

0700215 企業内健康づくり事例集 中央労働災害防止協会 1996 働く健康づくり協会

0700216 こうして進める企業内健康づくり 働く人の健康づくり協会 1995 中央労働災害防止協会

0700217 みんなでメンタルヘルス　らくらくりらっくす 働く健康づくり協会 1996 菊池　章彦

0700228 産業カウンセリング事典 川島書店 1999 内山喜久雄 中澤次郎

0700229 産業カウンセラーのすべてがわかる本 法学書院 1999 法学書院編集部

0700230 マイクロカウンセリング　基本的かかわり技法 丸善株式会社 1999 福原　真知子

0700231 マイクロカウンセリング　積極技法 丸善株式会社 1999 福原　真知子

0700232 教師のためのメンタルヘルスブック 東京法規出版 2000 河野友信

0700233 心はつらつ読本 東京法規出版 2000 福渡　靖

0700234 産業カウンセリングハンドブック 金子書房 2000 日本産業カウンセリング学会

0700235 働く人たちのストレスサバイバル 日本精神保健社会学会 2000 宗像恒次

0700236 人は傷つくとどうなるか 日本評論社 2001 加藤進昌

0700237 パニック障害症例集 日本評論社 2001 貝谷久宣 不安・抑うつ臨床研究

0700238 疲労と精神衛生 (財)労働科学研究所出版部 2001 桐原　葆見

0700239 管理監督者向けメンタルヘルス教育研修教材集 労働調査会 2001 櫻井 治彦／島　悟 廣　尚典　・　森　晃

0700240 働く人の心の健康づくり　ｒｅｌａｘ　－指針と解説－ 中央労働災害防止協会 2001 中央労働災害防止協会

0700241 ストレスを上手に生かす人、生かせない人 コアラブックス 2000 桑崎　彰嗣

0700242 「心の病気」精神病うつ病心身症ストレス・・・ 西東社 2001 齊藤　英二

0700243 ５分間ヒーリング
ストレスをためないための簡単に
すぐできるヒーリング集

産調出版 2001 ジェーン・アレクサンダー

0700244 人は傷つくとどうなるのか 日本評論社 2001 加藤 進昌／樋口 輝彦

0700245 社会的スキルと対人関係　～自己表現を援助する～ ㈱誠信書房 2000 相川　充／津村俊充

0700246 心的トラウマの理解とケア ㈱じほう 2001 金　吉晴

0700247 公務員のための　メンタルヘルス・ハンドブック
－元気はつらつな職場ライフの作
り方－

㈱社会保険出版社 2001 夏目　誠／山岡　昌之

0700248 公務員のための　21世紀のトータルヘルス・ハンドブック ㈱社会保険出版社 2000 山岡　昌之／小橋　隆一郎

0700249 初級産業カウンセラー養成講座テキスト
(社)日本産業カウンセラー協
会

2000

0700250 ヘルピングトレーナー・ガイド ヘルピングの心理学　研修ガイド
(社)日本産業カウンセラー協
会

1998 ロバート･Ｒ･カーカフ

0700251 初級／中級　産業カウンセラーへのナビゲーター 認定試験合格対策講座
(社)日本産業カウンセラー協
会

1998

0700252 産業カウンセリング基礎論
－産業において人を生かしていく
ために－

(社)日本産業カウンセラー協
会刊

1996 石井　完一郎

0700253 図説　精神医学入門 ㈱日本評論社 2001 Ｃ･カトナ／Ｍ･ロバートソン

0700254 ヘルピング・ワークブック
ヘルピングの心理学　学習ワーク
ブック

(社)日本産業カウンセラー協
会

1996 ロバート･Ｒ･カーカフ

0700255 <詳解>初級産業カウンセラー試験問題(平成10･11年度)
(社)日本産業カウンセラー協
会

2000 (社)日本産業カウンセラー協会

0700256
産業カウンセリング　事例に学ぶ　　事例・逐語記録の書き方
と検討

(社)日本産業カウンセラー協
会

1999 (社)日本産業カウンセラー協会

0700257 そうだ！相談に行こう!!　－産業カウンセリング事例集－
(社)日本産業カウンセリング
協会

1996
(社)日本産業カウンセリング協
会

0700258
産業カウンセリング入門　＜産業カウンセラーになりたい人の
ために＞

㈱日本文化科学社 2001
杉溪　一言／中澤　次郎／松
原　達哉／楡木　満生

0700259 キャリア・カウンセリング　理論と実際、その今日的意義 (社)雇用問題研究会 1999 木村　周

0700260 カウンセリングの話　＜増補＞ 朝日新聞社 2000 平木　典子

0700261 カウンセリングとは何か 朝日新聞社 1999 平木　典子

0700262 ヘルピングの心理学 ㈱講談社 2000 ロバート･Ｒ･カーカフ

0700263 カウンセリング心理学　変動する社会とカウンセラー ㈱ナカニシヤ出版 2001 渡辺　三枝子

0700264 働く人のストレス相談室
健康づくり担当者、管理者、人事担当
者のために

働く人の健康づくり協会 2001 藤井　久和

0700265 危険と安全の心理学 中央労働災害防止協会 2001 正田　亘

0700267 ストレス時代のこころのケア ㈱保健同人社 2001 柏瀬　宏隆

0700268 笑いの治癒力 ㈱創元社 1998 アレン・クライン

0700269 笑いの治癒力Ⅱ　ユーモアと死と癒し ㈱創元社 2001 アレン・クライン

0700270 プロカウンセラーの聞く技術 ㈱創元社 2001 東山　紘久

0700271 精神障害者のケアマネジメント ㈱へるす出版 2001 日本精神保健福祉士協会

0700272
職場の健康管理指導者のためのメンタルヘルス研修マニュ
アルⅠ

健康保険組合連合会 2001 河野　友信他

0700273
職場の健康管理指導者のためのメンタルヘルス研修マニュ
アルⅡ

健康保険組合連合会 2001 河野　友信他

0700274 心的トラウマの理解とケア ㈱じほう 2001 金　吉晴

0700275 ２１世紀のメンタルヘルス読本 ㈱東京法規出版 2001 河野　友信

0700277
精神障害等の労災認定「判断指針」対応　職場におけるメン
タルヘルス対策

労働調査会 2000 日本産業精神保健学会

0700278 生物学的アプローチによる精神科ケア 南江堂 2001
森　則夫／櫻庭　繁／瀧川
薫

0700279
言葉を聞く人心を聴く人　－コミュニケーションとメンタルヘル
ス－

中央労働災害防止協会 2001 武藤　清栄

0700280 産業カウンセリングの理論的な展開 至文堂 2001
渡辺三枝子／渡邊忠／山本
晴義

0700281 産業カウンセリングの実践的な展開 至文堂 2001
渡邊忠／渡辺三枝子／安藤
一重

0700282 自殺問題Ｑ＆Ａ　自殺予防のために 至文堂 2002 秋山聡平／斎藤友紀雄

0700283 メンタルヘルスケア実践ガイド 手法を理解して、事例で体験する (財)産業医学振興財団 2002 和田攻／鹿毛明　他

0700284 最新カウンセリング入門 理論・技法とその実際 ナカニシヤ出版 2001 中西信男／渡辺三枝子

0700285 カウンセリングの理論 ㈱誠信書房 2001 國分　康孝

0700286 涙が出るほど笑ってラクになる本 笑いの魔力でストレスとける ㈲ハギジン出版 2003 昇　幹夫
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0700288 職場に笑いのウズをよぶ本 笑いは最高のガン封じ かんき出版 1998 昇　幹夫

0700290 笑ってらくになる本 ストレス翔んでけおもしろビタミン ハギジン出版 1996 昇　幹夫

0700292 笑いは心と脳の処方箋 ユーモアから学ぶ健康学 リヨン社 2003 昇　幹夫

0700294 ナイチンゲールの統計グラフ 英国陸軍の衛生改革としての 小林印刷出版部 1991 多尾　清子 近思研究所

0700296 統計学者としてのナイチンゲール 医学書院 1991 多尾　清子 近思研究所

0700297 ナースのための質問紙調査とデータ分析　第2版 医学書院 1999 多尾　清子 石井　京子

0700298 色を着る・食べる・塗る・見る　トータル・カラーヒーリング NEW健康法 中央アート出版社 2000 高坂　美紀

0700299 製造現場のためのメンタルヘルス 部下の「心の病」に気づいたとき
社団法人　日本ﾌﾟﾗﾝﾄﾒﾝﾃﾅ
ﾝｽ協会

2003 鈴木安名

0700300 人生を変える笑顔の作り方 絶対運が開ける笑顔セラピー ＰＨＰ研究所 2004 野坂　礼子

0700301 心の病い　治療と予防の現在 労働調査会 2004
日本医師会　羽生田俊　西島
英利　高田昴

0700302 精神障害のある人が働きつづけるために 理解と支援の充実をめざして 社団法人てんかん協会 2004
２００４年度精神障害者職業自
律啓発事業企画委員会

鶴井　啓司

0700304
兵庫県内における自殺未遂、自殺既遂患者の動向に関する
調査研究報告書

(財)兵庫県ヒューマンケア研
究機構こころの

2002

0700305 雑計学のすすめ 決定と計画の科学 ㈱講談社 1968 佐藤　信

0700306 総説　臨床心理学 コレール社 2001 小林　重雄

0700307 産業医のための精神科医との連携ハンドブック ㈱昭和堂 2005 産業医科大学精神医学教室

0700308 カウンセリング事典 ㈱誠信書房 2004 國分　康孝

0700310 心の健康　職場復帰支援手引き　〔解説と取組み事例〕 中央労働災害防止協会 2005 中央労働災害防止協会

0700311 生体リズムを活かす 中央労働災害防止協会 2004 田村康二

0700312 日頃気になる体のあのこと　この症状 中央労働災害防止協会 2004 鷲崎　誠

0700313 ストレススケールガイドブック ㈱実務教育出版 2004
財団法人パブリックヘルスリ
サーチセンター

0700314 メンタルヘルスと職場復帰支援ガイドブック ㈱中山書店 2005 日本産業精神保健学会 平田　直

0700315 職場のメンタルヘルス　―実践的アプローチ― 中央労働災害防止協会 2005
日本産業衛生学会　産業精神
衛生研究会

0700316
新しい職場のメンタルヘルス　ひとりの精神科医、５０年の道
程

藤井久和 2005 藤井久和

0700317 これからの職場のメンタルヘルス ㈱創元社 2005 藤井久和

0700318 職場のメンタルヘルスケア対策 （財）産業医学振興財団 2006

0700319
こんな上司が部下を追いつめる
　━産業医のファイルから━

㈱文芸春秋 2006 荒井　千暁

0700320 女性のメンタルヘルス ㈱創元社 1996 藤本修　荒賀文子　東牧子

0700321 暴力・虐待・ハラスメント ナカニシヤ出版 2005 藤本修　荒賀文子　角典哲

0700322 新版　メンタルヘルス入門　事例と対応法 創元社 2006

0700323
生活環境とメンタルヘルス　人は現代社会にどのように適応
していくか

ナカニシヤ出版 2006

0700324 トラウマの発見 ㈱講談社 2005 森　茂起

0700325
実践　心の健康づくり
　━職場のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策事例集━

中央労働災害防止協会 2005 中央労働災害防止協会 佐々木　徹

0700327 現場に活かす精神科ﾁｰﾑ連携の実際 創元社 2006
藤本修、荒賀文子、東牧子、
丸山総一郎

0700328
ＴＦＴ<思考場>療法入門　タッピングで不安、うつ、恐怖症を取
り除く

春秋社 2001 ロジャー・Ｊ・キャラハン

0700329 人を育てる中小企業
社)全国労働基準関係団体
連合会

2007
木村周　下村英雄　古山善一
松原賀寿子　渡邉祐子

0700330 ソーシャル・スキル・トレーニング 日本文化科学社 2002 渡辺　弥生

0700331 セルフ・エンパワーメント 東京図書出版会 2007 八尾　芳樹　角本　ナナ子

0700332 包括的ストレスマネジメント 医学書院 2006 ジェロルドＳグリーンバーグ

0700333 幕末テクノクラートの群像 近代文芸社 2005 矢野　武

0700334 医療技術者のための統計学 小林印刷出版部 2004 多尾　清子

0700335 産業精神保健マニュアル 中山書店 2007 日本産業精神保健学会 尾崎　仁志

0700336 会社で心を病むということ 東洋経済新報社 2007 松崎　一葉

0700338 メンタルヘルスケア実践ガイド　第2版
財団法人　産業医学振興財
団

2008

0700339
平成19年　産業医科大学「メンタルヘルス　エキスパート産業
医」養成コース

産業医科大学、産業医実務
研修センター

2007

0700340 プロに聞く部下を持つ人のためのメンタルヘルス対策 労働調査会 2010
中村雅和　中辻めぐみ　福本
正勝　高野知樹

0700341 心の健康　詳説　職場復帰支援の手引き 中央労働災害防止協会 2010 能登　清和

0700342 自己愛（わがまま）化する仕事　メランコからナルシスへ 労働調査会 2010 大野　正和

0700343 精神科医はどのように話を聴くのか 2010 藤本　修

0700344 短眠者の時代だ 神戸新聞総合出版センター 2011 矢野　武

0700345 メンタルヘルス　どう進める？職場復帰支援の実務 産業医学振興財団 2011 廣　尚典

0700346 ここが知りたい　職場のメンタルヘルスケア 南山堂 2011 日本産業精神保健学会

0700347
メンタルヘルスのヒントが見える！ドクター山本のメール相談
事例集

労働調査会 2011 山本晴義

0700348
ココロブルーと脳ブルー　知っておきたい科学としてのメンタ
ルヘルス

産業医学振興財団 2011 小山文彦

0700349 「がんと働く」リワークノート ＮＰＯキャンサーリボンズ 2011

0700350 職場のメンタルヘルス　こころの病気の理解・対応・復職支援 ミネルヴァ書房 2012 藤本　修

0700351 適応障害とｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 朱鷺書房 2007 井上　敏明

0700352 成人アスペルガー症候群の認知行動療法 星和書店 2012 ヴァレリー・Ｌ・ガウス 伊藤絵美

0700353
非定型うつ病のことがよくわかる本「気まぐれ」「わがまま」と
誤解を受ける新型うつ病のすべて

講談社 2009 貝谷　久宣

0700354 図解　やさしくわかる認知行動療法 ナツメ社 2012 福井至　貝谷久宣

0700355 「社会的うつ病」の治し方　人間関係をどう見直すか 新潮社 2012 斎藤環

0700356
成人の高機能広汎性発達障害とアスペルガー症候群　社会
に生きる彼らの精神行動特性

医学書院 2011 広沢正孝

0700357 多様化したうつ病をどう診るか 医学書院 2011 野村　総一郎

0700358
ストレス百科事典　精神医学的・臨床心理的・社会心理的・社
会経済的影響

丸善出版 2013
ストレス百科事典翻訳刊行委
員会

0700359
産業・精神看護のための働く人のメンタルヘルス不調の予防
と早期支援

金子書房 2012 近藤信子　萩　典子
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0700360
産業ストレスとメンタルヘルス　最先端の研究から対策の実
践まで

中央労働災害防止協会 2012 日本産業ストレス学会

0700361
働く人の心理学　働くこと、キャリアを発達させること、そして
生涯発達すること

ナカニシヤ出版 2013 岡田　昌毅

0700362 非正規雇用と労働者の健康 労働科学研究所 2011
矢野栄二　井上まり子編者
丸山総一郎ほか

0700363
産業看護マネジメント　経営学的視点による産業看護活動（Ｃ
Ｄ付）

産業医学振興財団 2012 栗岡　住子

0700364 産業カウンセリング　産業カウンセラー養成講座 日本産業カウンセラー協会 2013

0700365 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編 労働調査会 2013 小山　文彦

0700366 専門スタッフによる職場訪問型復職支援の実際 労働者健康福祉機構 2013
横浜労災病院勤労者メンタル
ヘルスセンター長　山本　晴義

0700367 ステージ別実践法　メンタルヘルス対策のすすめ方 産業医学振興財団 2012 藤代　一也

0700368 保健指導が楽しくなる！医療コーチングレッスン 南山堂 2010 鱸伸子　いとうびわ　柳澤厚生

0700369 コーチングで保健指導が変わる！ 医学書院 2008
柳澤厚生　鱸伸子　田中晶子
磯さやか

0700370 メンタルヘルス　セルフケアの技法と研修の実務 産業医学振興財団 2014 島津　美由紀 真船　浩介

0700371 精神科のヒミツ 中央公論新社 2014 藤本　修

0700372 メンタルヘルス対策はじめの一歩 産業医学振興財団 2015

0700373 ストレス学ハンドブック ㈱創元社 2015 丸山　総一郎

0700374
摂食障害　食べない、食べられない、食べたら止まらない　第
２版

㈱医学書院 2011 切池　信夫

0700375 社会精神医学 ㈱医学書院 2009 日本社会精神医学会

0700376 主治医と職域間の連携好事例３０ 労働調査会 2015
労働者健康福祉機構　小山文
彦

0700377 日本で一番やさしい職場のストレスチェック制度の参考書 労働調査会 2015 石見　忠士

0700378 働く女性と健康　多様な視点からのヘルスケア
公益財団法人　産業医学振
興財団

2015 武谷　雄二

0700379 精神科医の仕事、カウンセラーの仕事 ㈱平凡社 2016 藤本　修 関根　友実

0700380 Ｄｒ．山本流ストレスチェック完全攻略！ 日本医事新報社 2016 山本晴義

0700381 企業のためのがん就労支援マニュアル 労働調査会 2016 高橋都　森晃爾　錦戸典子

0700382 建設業におけるメンタルヘルス対策の進め方 中和印刷㈱ 2016 建設業労働災害防止協会 田村和佳子　小山文彦

0700383 働く女性のストレスとメンタルヘルスケア ㈱創元社 2017 丸山　総一郎

0700384 女性のメンタルヘルス 「はたらく」を支える！ 南山堂 2017 丸山　総一郎

0700385
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
（CD-ROM付）

集団分析・職場環境改善版
産業医学振興財団振興財
団

2018 及川　桂

0700386 Q&Aで学ぶワーク・エンゲイジメント できる職場のつくりかた 金剛出版 2018 島津　明人

0700387 産業保健スタッフによる”メンタルろうさい”保健指導
ストレス対処に着目したセルフケ
ア支援

横浜労災病院治療就労両
立支援部勤労者メンタルヘ
ルスセンター

2019 山本　晴義

0700388 建設業におけるメンタルヘルス対策の進め方 建設業労働災害防止協会 2016 小山文彦（監修）

0700389 裁判例から学ぶ建設業のメンタルヘルス 建設業労働災害防止協会 2016 藤川　久昭（監修）

0700390 建設現場の職場環境改善マニュアル（CD-ROM付）
「建災防方式健康KYと無記名スト
レスチェック」の活用

建設業労働災害防止協会 2017

0700391 建設現場の職場環境改善事例集（CD-ROM付） 建設業労働災害防止協会 2018

0700392 建設工事従事者のためにセルフチェック・ハンドブック 建設業労働災害防止協会 2018 小山文彦（監修）

0700393 生きた安全衛生委員会の運営のために 産業医学振興財団 2011 加藤　憲忠

0700394 メールカウンセリングエッセンス
ドクター山本のメール相談事例集
Part2

労働調査会 2020 小山文彦・杉山匡・李健實


