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1989年版農林水産技術情報 : 21世紀
に向けての農林水産技術の革新

産業技術会議 編
産業技術会
議

1989 096776

 
21世紀の健康政策 : 国境を越えた保
健問題

ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ大学公衆衛生
大学院武見国際保健講
座 生存科学研究所 編

講談社 1985.11 096598

 
21世紀の健康政策 : 国境を越えた保
健問題

ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ大学公衆衛生
大学院武見国際保健講
座 生存科学研究所 編

講談社 1985.11 096599

 
21世紀の健康政策 : 国境を越えた保
健問題

ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ大学公衆衛生
大学院武見国際保健講
座 生存科学研究所 編

講談社 1985.11 096600

 
21世紀の健康政策 : 国境を越えた保
健問題

ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ大学公衆衛生
大学院武見国際保健講
座 生存科学研究所 編

講談社 1985.11 096601

 
21世紀の健康政策 : 国境を越えた保
健問題

ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ大学公衆衛生
大学院武見国際保健講
座 生存科学研究所 編

講談社 1985.11 096602

 
21世紀は慢性肝炎が国民病になる :
国民医療非常事態宣言

武見太郎著 ｻｲﾏﾙ出版会 1979 096812

'65 労働衛生のしおり 労働省労働基準局編
中央労働災

1965 9 096357 '65　労働衛生のしおり 労働省労働基準局編
中央労働災
害防止協会

1965.9 096357

 80年代の人事戦略 : 定年延長の条件
高年齢者雇用開発協会
編

高年齢者雇
用開発協会

1980.3 096718

 90年代の雇用問題 白井晋太郎 著
労務行政研
究所

1990.6 096721

 NO2の環境基準をめぐって
日本鉄鋼連盟立地公害
委員会

日本鉄鋼連
盟

1977 096288

 OA機器の健康対策 馬場快彦,神代雅晴編 日本経営協 1985.6 096176

 PCBと複合汚染の医学 田中潔
九州大学出
版会

1976 096152

 
VDT:ｵﾌｨｽﾜ-ｸにおける作業内容とｽﾄ
ﾚｽ : 新技術とﾃﾞ-ﾀ入力作業の改善

Fe Josefina F. Dy著 ; 館
正知監訳

産業医学振
興財団

1987.6 096178

あ ｱｸﾘﾙ樹脂 本多恵羊著
日刊工業新
聞社

1961 096642

 ｱﾒﾘｶの公衆衛生
聯合軍最高指令部民間
情報教育局編 ; 國民教
育社飜譯部訳

國民教育社 1946 096151

 ｱﾒﾘｶの産業安全
中央労働災害防止協会
ｱﾒﾘｶ視察団編著

中央労働災
害防止協会

1966 096140

 ｱﾒﾘｶ外交史研究 本橋正著 学習院大学 1984.3 096720

 
ｱﾒﾘｶ有害物質規制法 : 全訳とその解
説

宮野晴雄解説 ; 日本ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀ-訳

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾ
ﾝﾀ-

1977.1 096298

 ｱﾘﾗﾝ峠 : 写真万葉録・筑豊 上野英信, 超根在監修 葦書房 1986.8 096768

 
あるｱﾒﾘｶ人医学者の見た日本の医学
教育

ｼﾞｮﾝ･Z.ﾊﾞﾜ-ｽ著 ; 金久
卓也,鹿島友義訳

慶応通信 1980.3 096706

愛をこめ いのち見つめて : 書簡集病
床からｶﾞﾝの友へ

柳澤桂子著 主婦の友社 1986.5 096550

1 ページ



 書  　名 版 責任表示 出版者 出版年 登録ID

 新しい医療福祉経済学 田村貞雄著
早稲田大学
出版部

1983.9 096635

 新しい疫学 重松逸造編著者代表
日本公衆衛
生協会

1991.6 096233

 
新しい疫学の方法論 : 薬剤･環境汚染
物質等の人体影響評価

重松逸造編集 ｿﾌﾄｻｲｴﾝｽ社 1979.7 096240

 新しい神観の探究
国際ｸﾘｽﾁｬﾝ教授協会
編

国際ｸﾘｽﾁｬﾝ
教授協会

1986.8 096517

 新しい世界の医科大学
ｼﾞｮﾝ･Z･ﾊﾞﾜｰｽﾞ編 ; 東大
医学部学生ｶﾘｷｭﾗﾑ委
員訳

医歯薬出版 1971 096725

 新しい生物学 : 学術研究動向 渡辺格,青木清編 産業図書 1984.7 096650

 
新しい皮膚の生理と安全性 : 接触化
学物質の毒性評価

高瀬吉雄〔ほか〕編著 清至書院 1983.1 096281

 あなたの健康 : 図説国民医療読本 日本医師会編 春秋社 1980.4 096395
 あなたの健康 : 図説国民医療読本 日本医師会編 春秋社 1980.4 096813

 
あなたの長寿社会読本 : 豊かな雇用･
年金･医療･福祉をめざして｢'91-'92｣

中島義雄著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1990.12 096723

 
安全衛生運動史 : 労働保護から快適
職場への七〇年

中央労働災害防止協会
編

中央労働災
害防止協会

1984.5 096815

 安全人間工学 橋本邦衛著
橋本邦衛遺
稿集刊行会

1982.12 096259

い ｢いやし｣の技のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 日野原重明著 春秋社 1989.7 096546
胃酸分泌機構と壁細胞受容体拮抗剤 大江 慶治、早川 滉 東洋書店 1986.11 096267

 遺伝学の歩みと現代生物学 中村禎里編 培風館 1986.6 096312

 遺伝子とその操作
村松正實[ほか]著 ; 山
村雄一, 吉利和監修

中山書店 1984.11 096476

 遺伝子をさぐる 三田 隆 金原出版 1985.2 096311
医のｱｰﾄ 日野原重明著 中央法規出 1987 1 096507 医のｱ ﾄ 日野原重明著 中央法規出 1987.1 096507

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 1
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1984.1 096518

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 2
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1984.1 096519

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 3
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1984.1 096520

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 4
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1984.1 096521

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 5
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1984.1 096522

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 6
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1987 096523

 医の心 : 医の哲学と倫理を考える 7
北里大学病院医の哲学
と倫理を考える部会編

丸善 1990 096524

 いのちの安らぎ : ﾎｽﾋﾟｽをめぐって 鈴木荘一著 同朋舎出版 1988.9 096536
 いのちの終末 : 死の準備と希望 ｱﾙﾌｫﾝｽ・ﾃﾞ-ｹﾝ著 同朋舎出版 1988.7 096537
 いのちの尊厳 : 医のこころを問う 日野原重明著 同朋舎出版 1988.9 096535

 
ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096444

 
ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096445

 
ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096446

 
ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096447

 
ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096448
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ｲﾗﾝ･ｸｴ-ﾄを診る : 砂漠の国から学ぶ
もの

慶應義塾大学医学部中
近東学術調査団著

慶応通信 1964 096449

 医科学 : その基礎と広がり 1
山村雄一[ほか]著 ; 山
村雄一, 吉利和監修

中山書店 1983.1 096472

 医科学 : その基礎と広がり 2
山村雄一[ほか]著 ; 山
村雄一, 吉利和監修

中山書店 1983.1 096473

 医学･医療をどう学ぶか
全国医学生自治会連絡
会議 編

汐文社 1980.9 096800

 
医学と宗教の接点を探る : 健康から
死まで

植村肇著
日本出版ｻ-ﾋﾞ
ｽ

1982.1 096560

 医学と生物学のための物理学 江藤秀雄著 共立出版 1953.6 096621

 
医学における哲学の効用 : 医学と精
神医学の哲学･倫理問題

ﾁｬ-ﾙｽﾞM・ｶﾙﾊﾞ-著 北樹出版 1984.11 096544

 医学の座標 小林忠義 編 最新医学社 1980.9 096604
 医学の哲学 改版 馬場和光著 馬場富子 1983 096503

 醫學･生物學のための推計學 7版 鳥居敏雄 他 著
東京大学出
版会

1966 096612

 醫學の進歩 木下良順 南條書店 1946 096146

 醫學の進歩
第2
版

木下良順 編集 南條書店 1948.7 096603

 医学を変えた発見の物語
JULIUS H.COMROE,Jr.
著 , 諏訪邦夫 訳

中外医学社 1984.11 096709

 
医学及び生物学研究者のための推計
学入門

高橋晄正, 土肥一郎共
著

医学書院 1951 096615

 
医学教育の原理と進め方 : 医学教育
マニュアル1

日本医学教育学会教育
開発委員会編集 ; 日本
医学教育学会監修

篠原出版 1978 096214

 医学教育測定
Hubbard, John P. (John
Perry)

医歯薬出版 1973 096216
Perry)

 医学教育白書 日本医学教育学会 編 篠原出版 1978.7 096807

 医学序説
ﾍﾝﾘ-・E・ｼﾞｹﾞﾘｽﾄ 著 ,
高山坦三 訳

思文閣出版 1981.1 096578

 
医学序説と医学有機化学 : 初学者へ
の案内･既習者への提言

矢崎俊政 矢崎俊政 1983.9 096245

 
医学哲学概論 : 西洋哲学における誤
謬の系譜

竹崎鼎輔 著 医学研究社 1970.5 096568

 
医学論文の作者へ : 著者と編集者か
らの助言

田村豊幸 他 著 永光堂書店 1980.6 096695

 医学論文を書く人のために
第5
版

緒方富雄 著 南江堂 1963 096698

 医師の誓詞 : 医学本質論 三木栄著
出版工房ｸﾞﾗ
ﾌｨｶ

1977.12 096554

 医師倫理論集 日本医師会編 金原出版 1968 096543
 医心伝真 武見太郎 著 実業之日本 1976 096693
 医人の探究 井上清恒著 内田老鶴圃 1991.2 096531
 医人の探索 井上清恒著 内田老鶴圃 1991.2 096530
 医人の探訪 井上清恒著 内田老鶴圃 1991.2 096529
 医統計学 上村桂著 文永堂 1979.1 096634

 
医薬品の使用規制 : 薬事制度の国際
比較

瀬崎仁訳 丸善 1979.11 096414

 
医療[救命ﾎﾞｰﾄ]に乗り遅れるな : ｱﾒﾘ
ｶの医療に学ぶ

Howard H.Hiatt 著 , 遠
藤明 訳

日本医事新
報社

1989.5 096801

 医療･医学研究における倫理の諸問 岡本直正[ほか]編集 東京医学社 1988.6 096508

 医療ｼｽﾃﾑ論 社会保障研究所編
東京大学出
版会

1985.11 096809

 
医療にこころを : 放射線技師のﾍﾟ-ｼｪﾝ
ﾄ･ｹｱ

社団法人日本放射線技
師会編

ﾏｸﾞﾌﾞﾛｽ出版 1986.11 096424
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 医療のための人間学
産業医科大学綜合人間
学ｶﾘｷｭﾗﾑ小委員会 編
, 土屋健三郎 監修

地湧社 1984.2 096595

 医療のための人間学
産業医科大学綜合人間
学ｶﾘｷｭﾗﾑ小委員会 編
, 土屋健三郎 監修

地湧社 1990 096596

 医療のための人間学
産業医科大学人間学ｶﾘ
ｷｭﾗﾑ小委員会 編 , 土
屋健三郎 監修

地湧社 1984.2 096597

 医療の未来像
ﾌｨﾘｯﾌﾟ ｾﾙﾋﾞ- 著 , 若松
栄一 監修

国際看護交
流協会 ﾒﾁﾞｶﾙ
ﾌﾚﾝﾄﾞ社(発

1976.6 096566

 医療経済基礎統計 日本医師会 編
東洋経済新
報社

1982.9 096810

 医療行政要覧 1990年度版
医療行政資料調査ｾﾝﾀ
- 編纂

医療行政資
料調査ｾﾝﾀｰ

1990 096779

 医療行政要覧 1991年度版
医療行政資料調査ｾﾝﾀ
- 編纂

医療行政資
料調査ｾﾝﾀｰ

1991 096780

 
医療問題の経済学 : 日本の現状と将
来予測

江見康一編
日本経済新
聞社

1980.3 096684

 一般教養としての公衆衛生学
三堀千枝太／黒田芳夫
／野尻與市

開隆堂 1955 096124

 
一般健康診断ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ : 健康診断の
すすめ方

労働省労働衛生課編
中央労働災
害防止協会

1986 096343

 岩手県沢内村の医療 前田 信雄 日本評論社 1983.7 096200

 岩波理化学辞典
第3
版

玉虫文一 他 編 岩波書店 1976 096772

 
一般健康診断ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ : 健康診断の
すすめ方

労働省労働衛生課編
中央労働災
害防止協会

1986 096344
すすめ方 害防止協会

え エイジング　老いの発見
D･P･バラシュ著 ; 中元
藤茂訳

人文書院 1986 096652

 
ｴﾈﾙｷﾞｰと環境 : ﾘｽｸ-便益によるｱﾌﾟ
ﾛｰﾁ

Holt Ashley〔ほか〕編 ;
日本化学会訳編

丸善 1980.1 096421

 
ｴﾈﾙｷﾞｰと環境 : ﾘｽｸ-便益によるｱﾌﾟ
ﾛｰﾁ

Holt Ashley〔ほか〕編 ;
日本化学会訳編

丸善 1980.1 096422

 ｴ-ﾙﾘｯﾋ・ﾍﾞ-ﾘﾝｸﾞ生誕百年記念式典録
ｴ-ﾙﾘｯﾋ・ﾍﾞ-ﾘﾝｸﾞ生誕百
年記念事業会発行

ｴ-ﾙﾘｯﾋ・ﾍﾞ-ﾘ
ﾝｸﾞ生誕百年
記念事業会

1954 096624

 
ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰとｴｺﾛｼﾞｰ : ｢生命｣と｢生き方｣
を問う科学

槌田敦著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1986.7 096559

栄養化学 鈴木 梅太郎,二國 二郎 岩波書店 1935 096305

 栄養化学
第3
版

櫻井芳人著 朝倉書店 1951 096678

 栄養化学 島薗順雄 他 著 朝倉書店 1967.9 096748
 栄養指導 宮坂忠夫 他 著 朝倉書店 1966 096757
 栄養生理学 小池五郎 他 著 朝倉書店 1965 096749
 衛生学 勝木新次著 中山書店 1952.6 096104
 衞生學の領域から 原島進著 淡路書房 1949 096090
 衛生管理の理論と実際 日本通運 日本通運 1979.12 096402

 衛生管理教本 3版 労働省労働基準局
全日本産業
安全連合会

1959 096346

 
衛生関係欧州調査団報告 昭和50年9
月

日本硫安工業協会
労働衛生研究会

日本硫安工
業協会
労働衛生研
究会

1975 096223

 衛生教育に必要な保健統計学 植松稔著 杏林書院 1971.1 096143
 衛生教育提要 戸田正三[ほか]共著 学道書房 1949 096130
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 衛生検査指針 厚生省
協同医書出
版社

1955 096148

 衛生試験法･注解1990 日本薬学会編 金原出版 1990 096775

 疫学
改訂
新版

山本俊一著 文光堂 1983.11 096239

 疫学 : 臨床家のための方法論 重松逸造編著 講談社 1978.6 096242

 
疫学･臨床医学における比較研究の
統計学 : 偏り修正の技法を中心に

Sharon Anderson[ほか]
著 ; 重松逸造, 柳川洋
監訳

ｿﾌﾄｻｲｴﾝｽ社 1982.8 096616

 疫学とその応用 金光正次[ほか]共著 南山堂 1966 096235
 疫学各論 山本俊一著 文光堂 1970.6 096238

 疫学辞典
John M. Last編 ; 重松
逸造[ほか]監訳

日本公衆衛
生協会

1987.3 096234

 疫学総論 山本俊一著 文光堂 1970.6 096237
 疫学入門 山本俊一著 朝倉書店 1972.12 096138
 疫学入門 土屋健三郎編集 医学書院 1968.5 096437

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096438

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096439

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096440

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096441

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096442

 疫学入門
第2
版

土屋健三郎編集 医学書院 1984 096443

遠いまなざし 押田成人著 地湧社 1983 4 096552 遠いまなざし 押田成人著 地湧社 1983.4 096552

 鉛作業主任者ﾃｷｽﾄ
改訂
第4
版

労働省労働衛生課
中央労働災
害防止協会

1980 096389

 
鉛中毒予防規則の解説 : 新規則の逐
条解説と様式記載例

労働省労災防止対策部
労働法令協
会

1967 096387

 
鉛中毒予防規則の解説 : 新規則の逐
条解説と様式記載例

労働省労災防止対策部
労働法令協
会

1967 096388

お
岡山県における粉乳砒素中毒症発生
記録 : 昭和30年8月

浜本英次
岡山県衛生
部

1957.1 096293

か からだの健康と福祉 纐纈教三,的場恒孝編
九州大学出
版会

1987.7 096666

 
ｶﾘｷｭﾗﾑの作り方 : 医学教育マニュア
ル2

日本医学教育学会教育
開発委員会編集 ; 日本
医学教育学会監修

篠原出版 1979.11 096215

 がん : ﾘｽｸと予防
M.P.ﾍﾞｯｼｨ, J.A.ﾐｭｰｱ･ｸﾞ
ﾚｲ編著 ; 岡崎勲監訳

西村書店 1990.2 096260

 ｶﾝﾃﾗ坂 : 写真万葉録・筑豊4 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1985.5 096763

 
ｶﾞﾝ探検百万ｷﾛ : 灼熱と砂塵にｶﾞﾝの
謎を追う

平山雄著 学生社 1966 096686

 がん百態 佐藤博[ほか] 日本化薬? 1971? 096261

ｶﾀﾗｰｾﾞと無ｶﾀﾗｰｾﾞ血液症 緒方正名
ｱｼﾞｱ医師連
絡協議会

1991.5 096220

 ｶﾄﾞﾐｳﾑ関連報告書集
神戸大学医学部公衆衛
生学教室 , 兵庫医科大
学公衆衛生学教室編

神戸大学医
学部公衆衛
生学教室

1991.7 096412

化学物質と癌の発生
小田嶋成和, 橋本嘉幸
編著

学会出版ｾﾝ
ﾀｰ

1978.7 096285
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化学物質のﾋﾄに対する発癌性の評価
: ﾋﾄの癌と関連した化学物質,生産ﾌﾟﾛ
ｾｽおよび産業　IARCモノグラフ

国際癌研究機関[編] ;
黒木登志夫, 松島泰次
郎監訳

ｻｲｴﾝｽﾌｫｰﾗ
ﾑ

1985.2 096294

 化学物質の発癌性評価
厚生省生活衛生局食品
化学課監修
林裕造[ほか]監訳

薬事日報社 1987.2 096286

 
化学物質の有害性調査制度関係法令
の解説

労働省労働基準局安全
衛生部化学物質調査課

中央労働災
害防止協会

1980.6 096394

 化学物質毒性ﾃﾞ-ﾀ総覧 1976
米国国立労働安全衛生
研究所編

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾ
ﾝﾀ-

1976 096297

 科学と宗教と哲学 大江精三著 共立出版 1985 096556
 科学と哲学の界面 大森莊蔵,伊東俊太郎 朝日出版社 1981.4 096674

 
河童から日本人へのﾒｯｾｰｼﾞ : 知能工
業時代の日本の“生き場所″

山下義通 著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1989.3 096711

 解毒と排泄 山村雄一[ほか]監編 中山書店 1981.11 096461
 改正労働基準法施行規則第35条の解 労働省労基局補償課 労働法令協 1978 096377

 
改訂酸素欠乏症防止の手引 : 作業主
任者必携

2訂
労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1980 096348

 改訂増補 生物有機化学 後藤格次 著 暸文堂 1930.11 096774

 
改訂特定化学物質等障害予防規則の
解説

3訂
版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1984 096336

 
改訂特定化学物質等作業主任者ﾃｷｽ
ﾄ

2訂
20版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1980 096337

 
改訂版労働安全・衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの
手引

労働省安全衛生部
中央労働災
害防止協会

1979 096371

 
海洋天然物化学 : 新しい生物活性物
質をもとめて

北川勲 編 化学同人 1987.8 096806

 
隠された事実からのﾒｯｾ-ｼﾞｶﾈﾐﾀﾞ-ｸ
油･油症事件 : 裁判と科学ﾉ-ﾄ

加藤八千代著 幸書房 1985.3 096219
油 油症事件 : 裁判と科学ﾉ ﾄ

 各国の社会保障　1 末高信編 一粒社 1955 096659
 各国の社会保障　2 末高信編 一粒社 1955 096660
 各国の社会保障　3 末高信編 一粒社 1955 096661

 
学歴の深層心理 : 日本人のｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ
を探る

6版 井上敏明著 世界思想社 1989 096526

 
患者の深層心理 : 人間らしい医療を
求めて

2版 井上敏明著 世界思想社 1985 096525

 感染と炎症 山村雄一 他 監修 中山書店 1988 096481
 環境 : その生物学的評価 鈴木継美編 篠原出版 1980.8 096420
 環境ｶﾞﾝ職業ｶﾞﾝ化学ｶﾞﾝ 堀口博著 三共出版 1978.1 096095
 環境と健康 三版 小泉 明 大修館書店 1976.9 096188
 環境と健康 小泉 明 大修館書店 1974.5 096189
 環境と人間2 山村雄一 他 監修 中山書店 1984 096482
 環境と発癌 : 癌の科学第2巻 杉村 隆 南江堂 1979.7 096287
 環境の地球化学 : 微量元素と健康 山縣登著 大日本図書 1973 096683
 環境医学への道 中川米造著 日本評論社 1984.7 096575
 環境衛生と産業衛生 原島進著 光生館 1966 096094
 環境衛生学入門 小泉明著 朝倉書店 1975.2 096187

 環境化学物質要覧
環境庁環境化学物質研
究会編

丸善 1988.11 096416

 環境公害学 : その基礎と分析法 菅野 三郎、福井　昭三 広川書店 1978.1 096193
 環境大気汚染研究のための吸入実験 河合清之編 ｿﾌﾄｻｲｴﾝｽ社 1979.6 096413

 
環境中の微量金属の測定 : 試料の前
処理法

三島昌夫編著
東京化学同
人

1985.1 096415

 環境白書 各論 平成3年版 環境庁編 大蔵省印刷 1991.4 096798

 
環境白書 昭和47年版 : 環境政策の
新しい座標

環境庁編
大蔵省印刷
局

1972.6 096793
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環境白書 昭和51年版 : 試練と選択の
環境行政

環境庁編
大蔵省印刷
局

1976.6 096794

 
環境白書 昭和53年版 : 環境行政の
新たな展開のために

環境庁編
大蔵省印刷
局

1978.6 096795

 
環境白書 昭和54年版 : 環境行政のよ
り一層の進展を目指して

環境庁編
大蔵省印刷
局

1979.6 096796

 
環境白書 総説 平成3年版 : 環境保全
型社会への変革に向けて

環境庁編
大蔵省印刷
局

1991.4 096799

 
環境白書 平成元年版 : 人と環境の共
生する都市を目指して

環境庁編
大蔵省印刷
局

1989.5 096797

 環境保健入門 小泉 明 日本評論社 1990.10 096191
 環境衞生學 2版 石川知福著 吐鳳堂 1942 096091
 看護の基礎 福田邦三[ほか]監修 文光堂 1962 096213

 
看護業務に関する調査研究 : ﾌﾛ-ﾚﾝ
ｽ･ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ財団主催国際会議報告

厚生省医務局
厚生省医務
局

1959.12 096144

 看護研究の手引き 2版 永井敏枝 医学書院 1959 096218

 
看護研究の方法とまとめ方 : はじめて
研究を志す人のために

第2
版

土屋健三郎〔ほか〕著 医学書院 1984.5 096436

 管理医学と情報科学 根岸龍雄 他 著 金原出版 1970.8 096617
 簡明衛生公衆衛生 豊川行平[ほか]著 南山堂 1968 096111
 癌 山村雄一 他 監修 中山書店 1984.7 096479
き 企業行動理論の方法的基礎 河合忠彦著 学習院 1977.8 096662

危険・有害物便覧
第3
版

中央労働災害防止協会
中央労働災
害防止協会

1972 096393

 基礎環境衛生学 渡辺 厳一 朝倉書店 1969 096192

 
奇形を究める胎児科学 : 環境化学物
質とのかかわりあいと予防

西村 秀雄 雄鶏社 1976.3 096206

 機械化された事務作業の研究 勝木新次、伊吹山太郎
労働科学研
究所

1960.6 096177
究所

 北里柴三郎傳 宮島幹之助編 北里研究所 1933 096658
 給食管理 香川綾 著 朝倉書店 1967.12 096758

 
業種別職場の健康管理 : 現場からの
ﾚﾎﾟｰﾄ

産業医学新興財団編集 六法出版社 1987.5 096399

 勤労者の成人病管理 1 産業医学振興財団
産業医学振
興財団

1989.11 096179

 近代医学の史的基盤　下 川喜田愛郎著 岩波書店 1977 096606
 金属とﾋﾄ : ｴｺﾄｷｼｺﾛｼﾞｰと臨床 和田 攻 朝倉書店 1985.4 096295
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096450
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096451
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096452
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096453
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096454
 金属中毒学 土屋健三郎監修 医歯薬出版 1983.12 096455
く 暮らしの中のｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 鈴木良次著 NGS 1983.7 096690

け ｹｰｽ研究の理論とすすめ方
第2
版

田中恒男著 医学書院 1969 096679

 ｹﾞﾙﾛ過法
改訂
増補
6版

守屋寛 著 広川書店 1970 096607

珪肺 日本産業衛生協会
日本産業衛
生協会

1953 096290

 経済と文明 : ﾎﾟｽﾄ･ﾓﾀﾞﾝへの散策 高瀬浄著 成文堂 1990.6 096665
 経済法の性格と展開 正田彬著 日本評論社 1972 096664
 頚肩腕障害の診断と治療 岩破 康博 金原出版 1988.5 096323

 芸術の森の中で 山本正男 著
玉川大学出
版部

1986.3 096710
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結核健康診断･予防接種 : 結核予防
必携--2

結核予防会編 結核予防会 1970 096404

 
血液疾患患者の看護 : 病態生理から
生活指導まで

日野志郎,伊佐ﾏﾙ編集 ;
阿部正和, 高橋ｼｭﾝ, 安
富徹監修

医学書院 1969 096142

 
血液疾患患者の看護 : 病態生理から
生活指導まで

日野志郎,伊佐ﾏﾙ編集 ;
阿部正和, 高橋ｼｭﾝ, 安
富徹監修

医学書院 1966.9 096221

 健康と環境 : 環境科学 斎藤和雄編 朝倉書店 1984.8 096419
 健康学概論 : 現代保健体育学体系12 横橋五郎著 大修館書店 1971.12 096418
 健康管理 田辺製薬編 田辺製薬 1964 096372

 健康管理事業実務要領 梅沢勉
健康保険組
合連合会

1975 096386

 健康管理論 田中恒男, 岡田晃共著 南江堂 1972.12 096131
 健康統計学 植松稔 著 金原出版 1970.8 096618
 検疫制度百年史 厚生省公衆衛生局 編 ぎょうせい 1980.3 096819

 研究者の為の統計的方法
訂正
再版

R.A.ﾌｨｯｼｬｰ著 ; 遠藤健
児,鍋谷清治訳

荘文社 1952 096811

 現代の疫学 : 国民健康のために 岡田博著 勁草書房 1981.9 096241
 現代の公衆衛生学 中村正, 西川編 金原出版 1979.4 096118

 
現代の産業病 : その実態と方向を探
る

東京ﾀｲﾑｽﾞ・産業病取材
班編

中央労働災
害防止協会

1973 096103

 現代医学その成果と展望
ｼﾞｬﾝ・ﾍﾞﾙﾅ-ﾙ著 , 末包
慶太訳

紀伊國屋書
店

1977.5 096558

 現代医学その成果と展望
ｼﾞｬﾝ・ﾍﾞﾙﾅ-ﾙ著 , 末包
慶太訳

紀伊國屋書
店

1977.5 096708

 現代人の栄養学 5版 木村 修一 中央公論社 1976.4 096307
 現代特定疾患40 東京都医師会 金原出版 1977.2 096247

現代文化のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 小林登 他 編 中山書店 1985 096591 現代文化のﾎ ﾃﾝｼｬﾙ 小林登 他 編 中山書店 1985 096591

 現代労働衛生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 三浦豊彦[ほか]編集
労働科学研
究所出版部

1988.12 096489

こ こころの健康と福祉 纐纈教三,的場恒孝編
九州大学出
版会

1988.4 096667

 
これからの衛生管理 : 衛生管理実務
のために

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1978.3 096332

 これからの健康管理
全国労働衛生団体連合
会

全国労働衛
生団体連合

1989.11 096326

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる統計技術 大崎紘[ほか]著 同文書院 1978.6 096676
誤診とその原因の考察 : 日常遭遇す
る症例の教訓

渡辺 良孝 文光堂 1966 096270

 光電比色計による臨床化学検査
改訂
第3
版

齋藤正行 著 南山堂 1952 096610

 公害･労災･職業病年表 飯島 伸子
公害対策技
術同友会

1977.9 096331

 公害の現状と対策 昭和53年版
尼崎市環境保健局環境
公害部調整課編

尼崎市環境
保健局環境
公害部調整

1978.12 096289

 公害の現状と対策 昭和54年版
尼崎市環境保健局環境
公害部調整課編

尼崎市環境
保健局環境
公害部調整

1979.12 096341

 
公害健康被害補償法令集 昭和56年
版

環境庁環境保健部保健
企画課・保健業務課編

中央法規出
版

1981 096342

 公衆衛生学 西川, 井上彦二郎著 朝倉書店 1974.4 096127
 公衆衛生学 佐藤恒信 他 著 朝倉書店 1965 096756

 公衆衛生学の周辺 野村茂著
野村茂教授
退官記念事

1987.4 096116
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公衆衛生学的接近 = Public health
approach vs. clinical approach ; {ET}
PUBLIC HEALTH APPROACH VS.
CLINICAL APPROACH

勝沼晴雄 南江堂 1966.4 096133

 公衆衛生學 第1輯 古屋芳雄編著 日本臨牀社 1948 096112

 
公衆衞生行政大要 : 医師と医学生の
ために

厚生省公衆衞生局編
日本公衆衞
生協会

1958.5 096149

 
公衆衞生行政大要 : 医師と医学生の
ために

厚生省公衆衞生局編
日本公衆衞
生協会

1956.3 096222

 
厚生白書 昭和34年度版 : 福祉計画と
人間の福祉のための投資

厚生省大臣官房企画室
編

大蔵省印刷
局

1960.1 096787

 
厚生白書 昭和36年度版 : 変動する社
会と厚生行政

厚生省大臣官房企画室
編

大蔵省印刷
局

1962.1 096788

 厚生白書 昭和37年度版 : 人口革命
厚生省大臣官房企画室
編

大蔵省印刷
局

1963.2 096789

 厚生白書 昭和38年度版 : 健康と福祉 厚生省編 大蔵省印刷 1964.5 096790

 
厚生白書 昭和39年度版 : 社会開発
の推進

厚生省編
大蔵省印刷
局

1965.9 096791

 厚生白書 昭和40年度 : 40年代の道 厚生省編 大蔵省印刷 1966.1 096792

 高血壓
第4
版

診断と治療社 診断と治療社 1956.5 096139

 高齢化と労働政策 若林之矩 著
労務行政研
究所

1990.7 096715

 
高齢化社会への挑戦 : 定年延長の展
望と課題

高年齢者雇用開発協会
編

高年齢者雇
用開発協会

1979.12 096714

 
高齢者の生活と長寿科学 : 厚生省ｼﾙ
ﾊﾞｰｻｲｴﾝｽ研究の成果から

祖父江逸郎 編
長寿科学振
興財団

1991.3 096722

 合成樹脂便覧
増訂
版

合成樹脂工業技術研究
會 岩井信次 編著

産業図書 1964 096770
版 會 岩井信次 編著

 国際化時代と大学 福田信之著 善本社 1980.11 096644

 国際労働衛生会議 会議記録 第16回
中央労働災害防止協会
編

第16回国際
労働衛生会
議日本組織

1970.12 096821

 
国民生活白書 昭和56年版 : 生活の
質的充実とその課題

経済企画庁編
大蔵省印刷
局

1981.11 096784

 国連人間環境会議の記録 環境庁長官官房国際課
環境庁長官
官房国際課

[1972] 096655

 黒十字 : 写真万葉録・筑豊 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1986.12 096769

 今日と明日のへき地医療
地域医療振興協会 自
治医科大学地域医学研
究会 編

講談社 1991.11 096724

さ 最新有機化学
修正
4版

富田真雄著 廣川書店 1959.9 096628

 細胞と細胞工学 1 若林貞夫[ほか]著 中山書店 1985.12 096474
 細胞と細胞工学 2 祖父江憲治[ほか]著 中山書店 1986.4 096475
 細胞の不思議 : 探究の後をふりか 神谷宣郎講話 ﾌﾞﾚｰﾝｾﾝﾀｰ 1989.1 096705
 細胞學概論 山羽 儀兵 岩波書店 1933.12 096249

 
作業環境管理の方法 : 測定計画とｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

輿重治著 講談社 1976 096639

 
作業環境管理の方法 : 測定計画とｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

輿重治著 講談社 1976 096640

 
作業環境測定指針 : 特定化学物質等
障害予防規則関係

労働省安全衛生部編
中央労働災
害防止協会

1972.1 096380

 
作業環境測定指針 : 特定化学物質等
障害予防規則関係

労働省安全衛生部編
中央労働災
害防止協会

1972.1 096403
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 産業ｽﾄﾚｽ
G.Salvendy,M.J.Smith編
; 斎藤むら子,青木和夫
訳 ; 大島正光監訳

同文書院 1983.9 096280

 産業ｽﾄﾚｽの臨床 河野友信編 朝倉書店 1987.7 096197
 産業に於ける健康 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾊﾝﾀ- 1977 096141
 産業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ医学 赤津隆,石田肇,緒方甫 医歯薬出版 1986.8 096471

 産業安全年鑑 昭和48年版 中央労働災害防止協会
中央労働災
害防止協会

1973.11 096491

 産業安全年鑑 昭和49年版 中央労働災害防止協会
中央労働災
害防止協会

1974.11 096492

 産業安全年鑑 昭和50年版 中央労働災害防止協会
中央労働災
害防止協会

1975.11 096493

 産業安全年鑑 昭和51年版 中央労働災害防止協会
中央労働災
害防止協会

1976.11 096494

 産業医ﾉ-ﾄﾌﾞｯｸ 的場恒孝著 医歯薬出版 1991.3 096397
 産業医学 野村茂著 朝倉書店 1974.8 096117
 産業医学総論 舘正知[ほか]編 医歯薬出版 1988.1 096462

 産業医活動ﾏﾆｭｱﾙ
高田勗, 野見山一生編 ;
瀬尾攝監修

医学書院 1992.1 096398

 産業医要覧 〔編〕労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1965 096129

 産業看護 : 問題解決事例演習 北尾 誠英
日本看護協
会出版会

1991.3 096325

 産業眼科学 市川宏,栗本晋二編集 医歯薬出版 1988.1 096468
 産業災害外科･整形外科学 内山元昭[ほか]編 医歯薬出版 1985.1 096466

 産業耳鼻咽喉科学
岡本途也,岡本健,山本
剛夫編集

医歯薬出版 1989.1 096469

 産業精神医学 小此木啓吾[ほか]編 医歯薬出版 1985.4 096470
産業中毒を中心としての生体の潜在

労働省労働衛生研究所
労働省労働

196 09638 
産業中毒を中心としての生体の潜在
的異常状態について

労働省労働衛生研究所
労働省労働
衛生研究所

1965 096385

 産業中毒便覧
後藤稠, 池田正之, 原一
郎編

医歯薬出版 1977 096778

 産業内科学 : 循環器系・呼吸器系 五島雄一郎[ほか]編 医歯薬出版 1988.5 096463

 
産業内科学 : 神経･筋系 ・ 消化器･代
謝系

祖父江逸郎[ほか]編 医歯薬出版 1989.5 096465

 
産業内科学: 血液･造血器系・腎･尿
路･生殖器系

安部英[ほか]編 医歯薬出版 1988.7 096464

 産業皮膚科学 永井隆吉, 野村茂編 医歯薬出版 1987.7 096467

 
産業保健の考え方･進め方 : 新版産
業保健1

日本産業衛生学会教
育･資料委員会編 ; 日
本産業衛生学会監修

篠原出版 1985.4 096486

 産業保健ﾏﾆｭｱﾙ 和田攻編 南山堂 1987 096327

 産業保健ﾏﾆｭｱﾙ
改訂
第2
版

和田攻編集 南山堂 1991.1 096328

 産業保健看護業務のすすめ方
産業保健看護業務のす
すめ方編集委員会

全国労働衛
生団体連合

1985 096396

 産業保健指導論 河野啓子執筆
日本看護協
会出版会

1991.1 096134

 酸化還元電位 久保秀雄著 南條書店 1947 096608

 酸性雨･環境中の水銀 香川順訳
日本公衆衛
生協会

1989.7 096299

 
酸素欠乏症防止規則の解説 : 酸素欠
乏危険作業主任者の手引

4版 労働省労働衛生部
中央労働災
害防止協会

1972 096349

し じん肺症の呼吸機能障害 滝島任[ほか]著
真興交易医
書出版部

1985.5 096157
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 じん肺診査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
改訂
第4
版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1987.10 096186

 じん肺標準ｴｯｸｽ線ﾌｨﾙﾑ
労働省労働基準局安全
衛生部労働衛生課編

中央労働災
害防止協会

1978.6 096502

 じん肺法の解説
改訂
第2
版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1978 096352

 ｢新大乗｣の旗のもとに 秋月龍著 東方出版 1988.7 096539

 
｢正法眼蔵｣の知恵100 : 道元に学ぶ
禅の極意

秋月龍著 PHP研究所 1984.4 096540

市町村別循環器疾患死亡率の分布図
成人病の疫学分布研究
協議会編集

大和ﾍﾙｽ財団 1978.8 096499

 
市町村別循環器疾患死亡率の分布図
; 続編

成人病の疫学分布研究
協議会編集

大和ﾍﾙｽ財団 1979.3 096500

 
市町村別肺･肝疾患死亡率の分布図 :
肺がん･結核･肝がん･肝硬変 1969-
1974

成人病の疫学分布研究
協議会編

大和ﾍﾙｽ財団 1980.7 096501

 死と老いと生への道 日野原重明著 中央法規出 1987.1 096506

 死因符号事務提要 昭和33年版
厚生省大臣官房統計調
査部

厚生省大臣
官房統計調

1958 096224

 事務所衛生基準規則の解説 2版 労働省安全衛生部
中央労働災
害防止協会

1971 096347

 自己統制法 : 現代を生き抜く心とから 池見 酉次郎 主婦の友社 1978.11 096227
 自動車工学と精神神経科の立場から むちうち傷害部会 1969 096145

 
疾病, 傷害および死因統計分類提要
第2巻

昭和
54年
版

厚生省大臣官房統計情
報部編

厚生統計協
会

1978 096495

疾病 傷害および死因統計分類提要
昭和

厚生省大臣官房統計情 厚生統計協
 

疾病, 傷害および死因統計分類提要
第3巻

昭和
54年
版

厚生省大臣官房統計情
報部編

厚生統計協
会

1979.3 096496

 疾病の地理病理学 山口誠哉編 朝倉書店 1980.5 096246
 実験腫瘍学 井坂 英彦[ほか]著 朝倉書店 1966.8 096211

 
実践統計学 : 社会科学,公衆衛生学を
学ぶ人に

第2
版

中元藤茂著 医歯薬出版 1981 096631

 社会経済学の方法 : 経済学研究序説
増補
版

高瀬淨著 文眞堂 1989.4 096689

 社会保障年鑑 1956年版 健康保険組合連合会編
東洋経済新
報社

1955 096805

 
衆議院公害対策並びに環境保全特別
委員会議録

衆議院.公害対策並びに
環境保全特別委員会

〔衆議院事務
局〕 国会資料
頒布会(発売)

1975 096649

 重金属中毒 鈴木継美, 和田攻編 医歯薬出版 1978.6 096160
 重症喘息の治療 中村晋著 金原出版 1981.1 096282

 
重要化学物質における発ｶﾞﾝ予測物
質ﾃﾞ-ﾀとその危険性別予測ﾃﾞ-ﾀ集

米国国立労働安全衛生
研究所編

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾ
ﾝﾀ-

1976 096296

 緒方正規 : 日本の衛生学の黎明期 野村茂
熊本大学医
学部公衆衛
生学教室

1985 096308

 女工哀史 改版 細井 和喜蔵 岩波書店 1980.7 096204

 将来の医師数 : 20年後の展望
英国保健社会保障省編
: 紀伊国献三訳

医学教育振
興財団

1980.9 096702

 小児医学概論 山岸稔著
日本小児医
事出版社

1989.6 096205

 小泉信三伝
今村武雄著 ; 冨田正文
監修

小泉信三先
生伝記編纂

1983.8 096685
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昭和30年国勢調査 職業分類 : 分類
項目名, 説明および内容例示

総理府統計局編
総理府統計
局

1955.1 096490

 消化器系の構造と機能 松尾裕編 ; 須田正巳監 中山書店 1976.1 096460
 症例研究と発表のしかた 安冨徹, 伊藤篤子著 医学書院 1963.9 096680

 
詳細粉じん則読本 : 別冊労働安全衛
生広報

労働基準調査会
労働基準調
査会

1979.6 096353

 情報ｼｽﾃﾑとしての人間 小林登 他 編 中山書店 1984.9 096588
 職業がん : 疫学的ｱﾌﾟﾛ-ﾁ 倉恒匡徳編 篠原出版 1984.12 096106
 職業がん : 疫学的ｱﾌﾟﾛ-ﾁ 倉恒匡徳編 篠原出版 1984.12 096423
 職業医学 : 理論と実践へのｱﾌﾟﾛ-ﾁ 荒記俊一著 ｻｲｴﾝｽ社 1981.9 096107

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096425

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096426

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096427

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096428

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096429

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096430

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096431

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096432

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096433

職業癌
Robert E Eckardt著 ; 土 日本加除出

1962 096434 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096434

 職業癌
Robert E.Eckardt著 ; 土
屋健三郎訳

日本加除出
版

1962 096435

 職業性疾病事例集
「職業性疾病事例集」編
集委員会編 , 労働省安
全衛生部労働衛生課監

中央労働災
害防止協会

1974 096390

 職業性疾病事例集
第2
版

「職業性疾病事例集」編
集委員会編 , 労働省安
全衛生部労働衛生課監

中央労働災
害防止協会

1975 096391

 職業性喘息 職業ｱﾚﾙｷﾞ-研究会編 朝倉書店 1973.9 096137
 職業性喘息の臨床 中村晋著 金原出版 1979.7 096283
 職業病 久保田重孝著 ｺﾛﾅ社 1966.9 096097
 職業病 : その認識への手引 坂部弘之監訳 労働法令協 1982.3 096113
 職業病 : その認識への手引 坂部弘之監訳 労働法令協 1982.3 096114
 職業病その実態と対策 職業病対策研究会編 日本ｲ-ｴﾑｴｽ 1984.7 096120

 職業病の誤診と鑑別診断
久保田重孝,土屋健三
郎共著

文光堂 1964 096099

 職業病の誤診と鑑別診断
久保田重孝,土屋健三
郎共著

文光堂 1964 096100

 職業病の誤診と鑑別診断
久保田重孝,土屋健三
郎共著

文光堂 1964 096101

 職業病の誤診と鑑別診断
久保田重孝,土屋健三
郎共著

文光堂 1964 096102

 職業病の手引 ｱﾒﾘｶ政府保健省編
中央労働災
害防止協会

1967 096108

 職業病の手引 再版 ｱﾒﾘｶ政府保健省編
中央労働災
害防止協会

1969 096109

 職業病の知識 久保田重孝[編] 四季社 1957 096089
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 書  　名 版 責任表示 出版者 出版年 登録ID

 職業病管理 勝沼晴雄[ほか]編集 医歯薬出版 1961 096172

 職業病管理要覧
労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1970 096345

 職場の衛生ﾉ-ﾄ
第2
版
(増

山口誠哉著 医歯薬出版 1963 096384

 
職場の健康づくり必携 平成3年版 : 改
正労働安全衛生法に基づく

追補
版2
版

労働省労働衛生課編著
労務行政研
究所

1991.7 096356

 職場の産業医学
近藤東郎編集 ; 渡辺厳
一監修

文永堂 1977.4 096125

 職場の産業医学 再版
近藤東郎編集 ; 渡辺厳
一監修

文永堂 1979.6 096126

 職場の精神衛生 大道明著 創元社 1967.5 096180

 食卓の恐怖 : 食品神話の陥し穴
ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･M･ｳｴﾗﾝ, ﾌﾚﾄﾞ
ﾘｯｸ･J.ｽﾃｱ著 ; 大塚滋

日刊工業新
聞社

1976 096306

 食品の安全性評価 粟飯原景昭, 内山充編 学会出版ｾﾝﾀ 1983.6 096302

 食品衛生
改訂
版

柳沢 文徳 共立出版 1956 096304

 食品衛生学 藤原喜久夫著 朝倉書店 1973.3 096301

 食品衛生学
上田喜一, 西村正雄, 浦
久保五郎共著 ; 下田吉
人, 島薗順雄監修

朝倉書店 1966.11 096755

 食品加工貯蔵
佐藤勘之助[ほか]著 ;
下田吉人, 島薗順雄監

朝倉書店 1967 096754

 食品学 1

渡辺篤二[ほか]共著 ;
下田吉人, 島薗順雄監
修 ; 小池五郎, 苫米地
孝之助 福場博保編集

朝倉書店 1967.3 096752

孝之助, 福場博保編集

 食品学 2

久保彰治[ほか]共著 ;
下田吉人, 島薗順雄監
修 ; 小池五郎, 苫米地
孝之助, 福場博保編集

朝倉書店 1967.3 096753

 食品添加物公定書
第3
版

厚生省 厚生省 1974 096303

 食物化学 4版 岩狭與三郎著 共立出版 1955 096622
 心身ｾﾙﾌ･ｺﾝﾄﾛ-ﾙ法 池見酉次郎著 主婦の友社 1983.1 096594
 心臓病の診療ﾏﾆｭｱﾙ : Step･up 的場恒孝著 医歯薬出版 1986.9 096208

 
心療内科学 : 心身医学的療法の統合
と実践

池見酉次郎編著 医歯薬出版 1980.6 096195

 振動症候群 岩田弘敏著 近代出版 1978.9 096256

 振動障害 : その概念をめぐって
Gosta Gemne, William
Taylor [共編] ; 岡田晃,
井上尚英訳

日本労働総
合研究所

1986.5 096251

 振動障害 : 研究動向と診療の実際 岡田晃, 鈴木勝己[著] 篠原出版 1982.3 096252

 振動障害 : 最近の動向 岡田晃[ほか]共著
日本労働総
合研究所

1988.9 096253

 振動障害の基礎・臨床 岡田晃[ほか]共著
日本労働総
合研究所

1988 096254

 新･衛生統計学 下巻 立川清著 第一出版 1958 096614
 新･衛生統計学 上巻 再版 立川清著 第一出版 1963.11 096613

 新･業務上疾病の範囲と分類
労働省労働基準局補償
課編

労働法令実
務ｾﾝﾀ-

1982.7 096374

 新･業務上疾病の範囲と分類
労働省労働基準局補償
課編

労働法令実
務ｾﾝﾀ-

1979.7 096375

 新旧対照 労働安全衛生法
労働省労働基準局安全
衛生部 監修

新日本法規
出版

1980.6 096785
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新産業中毒ﾏﾆｭｱﾙ : 化学物質等の衛
生管理

E.R.Plunkett編著 ; 牛尾
耕一監訳

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾ
ﾝﾀｰ･出版部

1978.6 096159

 新大乗 : 仏教のﾎﾟｽﾄ-ﾓﾀﾞﾝ 秋月龍著 鈴木出版 1988.6 096538

 新版衛生管理(法令編)
労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1983 096383

 新編食品衛生学
豊川行平, 宮木高明, 辺
野喜正夫編集

朝倉書店 1972.5 096300

 新免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 中村弘著 中外医学社 1981.1 096269

 新労働衛生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 三浦豊彦[等]編集
労働科学研
究所

1974 096487

 森永ﾋ素ﾐﾙｸ中毒事件 : 京都からの報 田中昌人 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 1973.3 096168
 神経,精神 : 治療薬学シリーズ 井上 尚英 地人書館 1984.1 096268

 
神経･心理･生理学と意識の諸状態 :
科学と意識シリーズ2

池見 酉次郎 たま出版 1985.5 096277

 神経難病
文部省特定研究｢神経
難病の発症機構｣総括
班編

文部省特定
研究｢神経難
病の発症機
構｣総括班

1987.3 096276

し ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ : 女と男の世界 I. ｲﾘｲﾁ著 ; 玉野井芳郎 岩波書店 1984.1 096505

 
終末期医療 : 自分の死をとりもどすた
めに

大井玄著 弘文堂 1989.3 096547

人工心臓 : 未知なるﾐｸﾛｺｽﾓｽへの挑 渥美和彦著 三田出版会 1989.5 096672
 人災と健康 西尾 雅七、庄司光 光生館 1967.7 096310
 人類とその環境 今西錦司[ほか]編 講談社 1974.11 096656

 人類遺傳學序論 川上理一著 [出版者不明]
[出版年
月不明]

096626

 人類生態学 鈴木継美 他 著
東京大学出
版会

1990.3 096571

人類生態学と健康 鈴木継美著 篠原出版 1989 7 096576 人類生態学と健康 鈴木継美著 篠原出版 1989.7 096576

 人類生態学ﾉｰﾄ 勝沼晴雄 他 著
東京大学出
版会

1970 096574

 人類生態学の方法 鈴木継美 著
東京大学出
版会

1980.12 096573

 人體寄生蟲通説 小泉丹著 岩波書店 1935.5 096147

 図説今日の医学1967(5)
第17回日本医学会総会
学術展示記録編集委員
会編

医学書院 1967.11 096727

 
推計学の化学及び生物学への応用
第1集 : 化学者のための推計学

小立正彦編 南江堂 1961 096637

 
推計学の化学及び生物学への応用
第2集 : Bioassay と推計学

第4
版

小立正彦編 南江堂 1962 096625

 水の健康診断 小林純著 岩波書店 1971.2 096629
 水銀 喜田村正次[ほか]共著 講談社 1977.3 096162

 水銀とｾﾚﾝ
鈴木継美, 大井玄, 井村
伸正編集 ; 高橋等[ほ
か]執筆

篠原出版 1977.8 096161

 
水俣病に関する総合的研究 : 中間報
告書

日本公衆衛生協会
日本公衆衛
生協会

1975 096164

 
水俣病に関する総合的研究 : 中間報
告書　第2集

水俣病に関する総合的
研究班

日本公衆衛
生協会業務

1976 096165

す ｽﾄﾚｽ : その研究の歴史的概観 坂部弘之著
日本労働総
合研究所

1984.9 096171

 
ｽﾄﾚｽ活用法 : 新しいｴﾈﾙｷﾞ-源の発
見

東京ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ編 ;
伊藤守[ほか]執筆

日経ｻｲｴﾝｽ
社

1985.6 096820

 ｽﾓｯｸﾞの中の生活 外山敏夫, 香川順著 角川書店 1965 096657

せ ｾﾙﾌ･ｺﾝﾄﾛ-ﾙと禅
池見酉次郎,弟子丸泰
仙著

日本放送出
版協会

1981.1 096593
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 書  　名 版 責任表示 出版者 出版年 登録ID

 ｾﾙﾌ･ｺﾝﾄﾛ-ﾙの医学 池見酉次郎著
日本放送出
版協会

1978 096592

 ｾﾚﾝ 桜井治彦, 土屋健三郎 東京化学同 1978.1 096154
世界の社会福祉 : 第九回国際社会事
業会議各国国内委員会報告書

第九回国際社会事業会
議運営会編訳

第九回国際
事業会議運

1960 096671

 成人病の知識 厚生省公衆衛生局
厚生省公衆
衛生局

1958 096373

 成人保健ﾏﾆｭｱﾙ
第2
版

大野良之, 柳川洋編 ;
大野良之[ほか]執筆

南山堂 1990.1 096329

 
成長の限界 : ﾛｰﾏ･ｸﾗﾌﾞ｢人類の危機｣
ﾚﾎﾟｰﾄ

46版
D･H･ﾒﾄﾞｳｽﾞ[ほか]共著 ;
大来佐武郎監訳

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 1991 096565

 整形外科外傷ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 鈴木 勝己、渡辺　良 南江堂 1982.4 096250

 
生と死の境界 : 医学･法律･倫理から
みた諸問題

ﾎﾟ-ﾙ･ﾌﾘｯﾁｪ著 ; 佐藤登
志郎, 古郡悦子訳

国際医学出
版

1985.7 096545

 生化学実験法 : 定性編 9版 藤井暢三著 南山堂 1949.5 096638
 生涯教育実践論 大幸財団編集委員会編 大幸財団 1991.12 096663

 生活と科学 1
九州大学公開講座委員
会編

九州大学出
版会

1987.6 096704

 生活と中毒 : 医療と保健活動の指標 野村茂編 医歯薬出版 1984.4 096167
 生活衛生学 原島進, 篭山京編 光生館 1958.3 096093
 生活環境と発がん : 大気･水･食品 石館守三編 朝倉書店 1979.9 096105
 生体と調節 鎮目和夫〔ほか〕編 中山書店 1974.1 096458

 生体反応とREILLY現象 山口與市編著
慶応義塾大
学医学部内
科学教室

1982.12 096324

 生態学的健康観 鈴木継美著 篠原出版 1982.6 096577
 生物としてのﾋﾄ 小林登編 日本評論社 1978.7 096551

 生物化学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
生物化学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ編集
委員会編

技報堂 1953 096777
委員会編

 生物学的ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ : 理解と実際 緒方正名著 篠原出版 1991.3 096291
 生物統計学入門 川上理一著 裳華房 1956 096619

 生物統計学入門抜萃 川上理一著
日本学術出
版社

1956.1 096627

 生命科学ﾉｰﾄ 松尾孝嶺[ほか]著
東京大学出
版会

1974.9 096553

 
生命系のｴｺﾉﾐ- : 経済学･物理学･哲
学への問いかけ

玉野井芳郎著 新評論 1982.11 096570

 生命現象のﾀﾞｲﾅﾐｽﾞﾑ 石井威望[ほか]編集 中山書店 1984.9 096589

 生命表の研究 水島治夫著
生命保険文
化研究所

1963.2 096199

 生命倫理を問う 日本生命倫理学会編 成文堂 1991.4 096510
 精神医学の一般知識 塩入圓祐著 鷺の宮書房 1956 096198

 
西南中国納西族の農耕民性と牧畜民
性 : 神話と言語から見た納西族の原

諏訪哲郎 著 学習院大学 1988.1 096713

 石綿 産業医学振興財団編
産業医学振
興財団

1987.6 096182

 石綿肺 : 臨床と健康管理 三上理一郎編
中央労働災
害防止協会

1984.2 096155

 
先進14ヵ国の医療ｼｽﾃﾑ : 制度･教育･
保険･財政･施設のすべて

ﾏｰｼｬﾙ W. ﾗｯﾌｪﾙ編著 ;
二宮陸雄監訳

毎日新聞社 1990.8 096717

 先端ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ百科
三菱電機ｿｼｵﾃｯｸ研究
会編

東洋経済新
報社

1985.5 096719

 戦後日本の政策目標の評価 田中靖政 編 学習院 1978.5 096803

 全国都市統計総覧 東洋経済新報社編
東洋経済新
報社

1982.9 096783

 全身振動の生体反応
H.ﾃﾞｭﾋﾟｨ, G.ﾂｪﾚｯﾄ著 ;
松本忠雄[ほか]訳

名古屋大学
出版会

1989.4 096255
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 禅の生死観 : 鮮烈な生きざまの証言 赤根祥一著
れんが書房
新社

1976 096549

そ ｿﾞｰﾃﾞﾏﾝ病態生理学
William A. Sodeman[原
著] ; 浅野誠一[ほか]訳

みすず書房 1958.11 096266

 
続　公害関係法令・解説集 ： 公害国
会成立法律の政省令特集

帝国地方行政学会
帝国地方行
政学会

1971 096407

 総合衛生公衆衛生学 藤原元典[ほか]編集 南江堂 1978.1 096483

 総合衛生公衆衛生学 下巻
改訂
第2
版

藤原元典, 渡辺厳一総
編集 ; 藤原元典[ほか]
監修

南江堂 1985 096485

 総合衛生公衆衛生学 上巻
改訂
第2
版

青木国雄[ほか]編 ; 藤
原元典[ほか]監修

南江堂 1985 096484

 騒音 : 労働障害および公害としての Alan Bell著 ; 原島進訳
日本公衆衛
生協会

1972 096408

た 体内環境と調節機構 2
吉田尚〔ほか〕著 ; 山村
雄一, 吉利和監修

中山書店 1984.2 096480

 胎児毒性の遺伝毒性
高野喜一[ほか]著 ; 高
木博司監修

南江堂 1975 096153

 大いなる火 下 : 写真万葉録・筑豊3 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1985 096762
 大いなる火 上 : 写真万葉録・筑豊2 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1984 096761

 
大英帝国における労働人口集団の衛
生状態に関する報告書

橋本正己 訳
日本公衆衛
生協会

1990.7 096497

 大学一般教養としての保健 高橋英次著 南山堂 1960.2 096675

 大気汚染 1
宮島敏行執筆 ; 公害と
防災編集委員会編

白亜書房 1966.1 096647

 大気汚染物質のﾚﾋﾞｭ-
日本科学技術情報ｾﾝﾀ
-

日本科学技
術情報ｾﾝﾀ-

1986.3 096156

第 本 衆衛生学会演 集 本 衆衛生学会編
日本公衆衛

 第20回日本公衆衛生学会演題集 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1963.1 096844

 第22回日本公衆衛生学会総会特集号 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1966.7 096845

 第23回日本公衆衛生学会総会特集号 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1967.5 096846

 第24回日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1967 096847

 第25回日本公衆衛生学会総会特集号 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1968.4 096848

 第26回日本公衆衛生学会総会特集号 日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1969.3 096849

 
第27回日本公衆衛生学会総会特集号
no.2

日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1969.1 096850

 
第28回日本公衆衛生学会総会特集号
no. 2

日本公衆衛生学会編
日本公衆衛
生学会

1970.11 096851

 第43回日本産業医学会総会講演集 日本産業医学会編
[日本産業医
学会]

1970.4 096822

 第44回日本産業医学会講演集 日本産業医学会編
[日本産業医
学会]

1971.4 096823

 
第45回日本産業衛生学会・第12回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会 ; 日本
産業医協議

1972.4 096824

 
第46回日本産業衛生学会・第14回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会 ; 日本
産業医協議

1973.4 096825

 
第47回日本産業衛生学会・第16回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会 ; 日本
産業医協議

1974.3 096826
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第48回日本産業衛生学会・第18回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会 ; 日本
産業医協議

1975.7 096827

 
第49回日本産業衛生学会・第20回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会 ; 日本
産業医協議

1976.4 096828

 
第53回日本産業衛生学会・第28回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会, 日本
産業医協議

1980.5 096832

 
第61回日本産業衛生学会・第44回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会, 日本
産業医協議

1988.4 096837

 
第63回日本産業衛生学会・第48回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会, 日本
産業医協議

1990.4 096838

 
第64回日本産業衛生学会・第50回日
本産業医協議会講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

[日本産業衛
生学会, 日本
産業医協議

1991.3 096839

 蛋白質研究のための電気泳動技術
東京慈恵会医科大学生
理学教室杉本研究室編

納谷書店 1954 096630

ち 地ぞこの子 : 写真万葉録・筑豊 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1986.3 096767
 地域産業保健 上畑鉄之丞,龍野由子 医学書院 1985.1 096202
 窒素酸化物 : 生体影響に関する資料 和田攻[ほか]著 文光堂 1976.7 096169
 中毒 黒川利雄 中山書店 1960.6 096207
 中毒1(新内科学大系60A) 土屋健三郎[ほか]著 中山書店 1977.9 096409
 中毒と解毒 : 忘れられたﾊｲﾎﾟ療法 平出順吉郎著 南江堂 1949.9 096092
 調理学 下田吉人[ほか]共著 朝倉書店 1965.9 096759

 超音波診断の原理と演習
Frederick W.Kremkau著,
小林利次訳

金芳堂 1981.6 096457
小林利次訳

つ 土屋健三郎学長 業績集[1] 土屋健三郎 産業医科大 1982.4 096852
土屋健三郎学長 業績集[2] 土屋健三郎 著 産業医科大 1982.4 096853

 
土屋健三郎先生の足跡 : 産業医科大
学学長としての14年間

産業医科大学土屋健三
郎学長退任記念事業会
編

産業医科大
学土屋健三
郎学長大任
記念事業会

1992.3 096854

て ﾃﾞｰﾀのまとめ方使い方
中元藤茂編著 ; 鈴木隆
一郎, 尾山静夫著

医歯薬出版 1991.3 096330

 ﾃｸﾉｽﾄﾚｽとﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ : 職場の対応策 百渓浩編
通産資料調
査会

1986.6 096196

伝染性疾患予防の原理
第8
版

ｱﾒﾘｶ公衆衛生協会編 ;
日本公衆衛生協会訳

日本公衆衛
生協会

1956 096265

 伝染病予防必携 重松逸造〔ほか〕編集
日本公衆衛
生協会

1970 096243

 伝染病予防必携
第2
版補
訂版

重松逸造〔ほか〕編集
日本公衆衛
生協会

1979 096244

 電気泳動法 : 理論と医学的応用 平井秀松, 島尾和男著 共立出版 1956 096620

 電離放射線障害防止規則の解説 5版 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1969 096392

と
毒性試験報告書のまとめ方 : Vol.1
毒性･一般薬理試験編

林裕造[ほか]編著 清至書院 1982.2 096633

 どくたあNOW : 福岡の医療事情 読売新聞福岡総局編 東洋図書出 1990 096670
 土壌動物生態学 北沢右三著 共立出版 1977 096699
 土壌動物生態研究法 北沢右三編 共立出版 1977.4 096700

 
東西宗教の出会い : 海外ｷﾘｽﾄ者の仏
教観

本多正昭編訳 創言社 1985 096514

 統計解析 鈴木雪夫著 筑摩書房 1978.6 096691
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 統計学者としてのﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ 多尾清子著 医学書院 1991.6 096703
 藤野･日本細菌学史 藤野恒三郎著 近代出版 1984.4 096818

 
頭蓋内に異常血管網を示す疾患 :
Willis動脈輪閉塞症

工藤 達之 医学書院 1967 096203

 働く人々の病気 : 労働医学の夜明け
B.ﾗﾏｯﾂｨｰﾆ著 ; 松藤元
訳

北海道大学
図書刊行会

1980.8 096122

 働く人々の病気 : 労働医学の夜明け
B.ﾗﾏｯﾂｨｰﾆ著 ; 松藤元
訳

北海道大学
図書刊行会

1980.8 096123

 動物發生學 : (脊椎動物) 犬飼哲夫[著] 岩波書店 1935.1 096623

 
道元禅のこころ : 続｢正法眼蔵随聞
記｣に学ぶ

赤根祥道著
れんが書房
新社

1982.6 096534

 
道元禅のすすめ : ｢正法眼蔵随聞記｣
に学ぶ

赤根祥道著
れんが書房
新社

1982.4 096533

 特殊栄養学
福井靖典[ほか]共著 ;
下田吉人, 島薗順雄監

朝倉書店 1967.2 096750

 特殊健康診断のための検査法 関幸雄著 ; 後藤稠監修 興仁舎 1986.12 096636

 特殊健康診断検査法
労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1970.1 096400

 特定化学物質についての健康診断
特殊健康診断技術編集
委員会編

中央労働災
害防止協会

1972 096338

 特定化学物質についての健康診断
特殊健康診断技術編集
委員会編

中央労働災
害防止協会

1972 096339

 特定化学物質についての健康診断
特殊健康診断技術編集
委員会編

中央労働災
害防止協会

1972 096340

 
毒性生化学 : 分子ﾚﾍﾞﾙからみた毒性
の解析

Ernest Hodgson,Frank
E.Guthrie編 ; 佐藤哲男,
本山直樹監訳

ｿﾌﾄｻｲｴﾝｽ社 1982.12 096292

な
ﾅｲﾛﾋﾞ会議の記録 : UNEP管理理事会
特別会合 1982年

環境庁長官官房国際課
著

環境庁長官
官房国際課

〔1982〕 096646
特別会合 1982年 著 官房国際課
内航海運ガイドブック : 国内海上輸送
のｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

日本内航海運組合総連
合会編

日本内航海
運組合総連

1982.7 096677

 流れ 向坊隆著
東京大学出
版会

1979.1 096669

に 二項確率紙の使い方 5版 中里博明 他 著 JUSE出版社 1961 096696
日本のﾀ-ﾐﾅﾙ･ｹｱ : 末期医療学の実 池見酉次郎 他 著 誠信書房 1984.12 096707

 
日本の医学教育 : 改革へのあゆみ :
1969-1988

日本医学教育学会 編 篠原出版 1989.7 096808

 日本の経験 : 環境政策は成功したか 環境庁国際課監修 日本環境協 1978.2 096645

 日本の職業性皮膚障害 再版 久保田重孝, 野村茂著
労働科学研
究所

1956 096135

 日本の石綿肺研究の動向
兵庫医科大学内科学第
三講座編

兵庫医科大
学内科学第
三講座

1981.9 096183

 日本の石綿肺研究の動向
兵庫医科大学内科学第
三講座編

兵庫医科大
学内科学第
三講座

1981.9 096184

 日本の石綿肺研究の動向
兵庫医科大学内科学第
三講座編

兵庫医科大
学内科学第
三講座

1981.9 096185

 
日本の大気汚染状況 : 昭和49年度全
国常時監視測定局における測定値と
その概要

環境庁大気保全局大気
規制課編

ぎょうせい 1975 096648

 
日本医学会総会会誌 京都 第19回 昭
和50年 1975

平沢興 編
第19回 日本
医学会総会

1975.8 096730

 日本医学会総会会誌 第十四回 松本信一 編 日本醫學會 1956.12 096726

 
日本医学会総会会誌 名古屋 第17回
昭和42年 1967

神谷善吾 編
第17回日本
医学会総会

1968.2 096729
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日本医学会総会会誌(1) 大阪 第21回
1983

日本医学会総会記録委
員会

日本医学会
総会

1983.10 096733

 
日本医学会総会会誌(1) 京都 第23回
1991

小川和朗 編
日本医学会
総会

1992.2 096735

 
日本医学会総会会誌(1) 東京 第20回
昭和54年 1979

上田泰 編
日本医学会
総会

1979 096731

 
日本医学会総会会誌(2) 大阪 第21回
1983

日本医学会総会記録委
員会

日本医学会
総会

1983 096734

 
日本医学会総会会誌(2) 東京 第20回
昭和54年 1979

上田泰 編
日本医学会
総会

1979 096732

 
日本医学会総会会誌(2) 京都 第23回
1991

小川和朗 編
日本医学会
総会

1992.2 096736

 
日本医学会総会会誌(3) 京都 第23回
1991

小川和朗 編
日本医学会
総会

1992.2 096737

 日本医学会総会学術講演集 第17回
第17回 日本医学会総
会 編

日本医書出
版協会

1967.12 096728

 
日本医師会医学講座 昭和45年度 (昭
和46年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1971.12 096738

 
日本医師会医学講座 昭和46年度 (昭
和47年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1973.1 096739

 
日本医師会医学講座 昭和47年度 (昭
和48年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1974.2 096740

 
日本医師会医学講座 昭和48年度 (昭
和49年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1975.2 096741

 
日本医師会医学講座 昭和49年度 (昭
和50年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1975.11 096742

 
日本医師会医学講座 昭和50年度 (昭
和51年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1976.11 096743

日本医師会医学講座 昭和51年度 (昭
日本医師会編纂 金原出版 19 11 096 44 

日本医師会医学講座 昭和51年度 (昭
和52年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1977.11 096744

 
日本医師会医学講座 昭和52年度 (昭
和53年刊)

日本医師会編纂 金原出版 1978.12 096745

 
日本医師会医学講座 昭和53年度 (昭
和54年刊)

日本医師会編纂 金原出版 197912 096746

 
日本医師会医学講座 昭和54年度 (昭
和55年刊)

日本医師会編纂 金原出版 198012 096747

 日本衛生学会五十年史
日本衛生学会五十年史
編集委員会 編

日本衛生学
会

1984.3 096814

 
日本衛生学雑誌 第22巻 第1号 昭和
42年4月 : 第37回 日本衛生学会総会

原島進 編
日本衛生学
会

1967.3 096840

 
日本衛生学雑誌 第23巻 第1号 昭和
43年4月 : 第38回 日本衛生学会総会

西尾雅七 発行
日本衛生学
会

1968.4 096841

 
日本衛生学雑誌 第45巻 第1号 平成2
年4月 : 第60回 日本衛生学会総会講

糸川嘉則 発行
日本衛生学
会

1990.4 096842

 
日本衛生学雑誌 第47巻 第1号 平成4
年4月 : 第62回 日本衛生学会総会講

和田攻 発行
日本衛生学
会

1992.4 096843

 日本環境図譜 続 : 産業編
大竹千代子編 ; 半谷高
久監修

共立出版 1982.8 096194

 日本公衆衛生史《昭和前期編》
阿部克己監修, 清水勝
嘉著

不二出版 1989.3 096816

 
日本産業衛生学会(第50回)･日本産業
医協議会(第22回)講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1977 096829

 
日本産業衛生学会(第51回)･日本産業
医協議会(第24回)講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1978 096830

 
日本産業衛生学会(第52回)･日本産業
医協議会(第26回)講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1979 096831
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日本産業衛生学会(第56回)･日本産業
医協議会(第34回)講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1983 096833

 
日本産業衛生学会(第57回)･日本産業
医協議会(第36回)講演集

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1984 096834

 
日本産業衛生学会(第58回)･日本産業
医協議会(第38回)講演集 1

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1985 096835

 
日本産業衛生学会(第58回)･日本産業
医協議会(第38回)講演集 2

日本産業衛生学会, 日
本産業医協議会編

〔日本産業衛
生学会〕

1985 096836

 日本人と国際化
第5回筑波国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ実行委員会編

ぎょうせい 1980.3 096653

 人間とは何か : 人類学が教えること 北原隆(J・ﾌﾘｯｼｭ)著 どうぶつ社 1983.1 096516
 人間とは何か : 矛盾相即的世界 本多正昭著 創言社 1982.4 096515

 人間と適応 : 生物学と医療
ﾙﾈ･ﾃﾞｭﾎﾞｽ著 ; 木原弘
二訳

みすず書房 1977.6 096567

 
人間の機能と再生 : バイオメカニズム
7

ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｽﾞﾑ学会
ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｽﾞﾑ
学会

1984.4 096258

 人間の山 : 写真万葉録・筑豊1 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1984 096760

 人間は21世紀を生きられるか
日本学術協力財団 編
集

日本学術協
力財団

1991.11 096564

 人間生存の生態学 小泉明 著 杏林書院 1971.1 096572
 入門ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ 武内次夫 他 著 南江堂 1958 096611

 
尿細胞診による職業性膀胱腫瘍の管
理

石津澄子著 ; 山田喬監
修

化成品工業
協会

1975 096411

の 脳死･臓器移植と人権 加藤一郎著 有斐閣 1986.7 096511
 脳死と臓器移植 星野一正, 斎藤隆雄編 蒼穹社 1991.1 096509

 
脳卒中･心発作発生の疫学 : 管理と生
活の影響

福田 安平
労働医学研
究会

1978.12 096232

は ﾊﾞｲｵｴｼｯｸｽ
武見太郎監修 , 卜部文
麿著

ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ
社

1982.9 096562
麿著 社

 
ﾊﾞｲｵｴｼｯｸｽの話 : 体外受精から脳死
まで

ﾎｱﾝ･ﾏｼｱ著 南窓社 1985.1 096512

 
ﾊﾞｲｵｴｼｯｸｽの話 続 : 生命操作への
疑問

ﾎｱﾝ･ﾏｼｱ著 南窓社 1985.1 096513

 ﾊﾞｲｵ新時代の人間像 岡本道雄監修 三信図書 1985.7 096555
 ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰと未来社会 小林登 他 編 中山書店 1984 096590
 ﾊﾞ-ｷｯﾄ腫瘍への長い旅 ﾊﾞ-ﾅ-ﾄﾞ・ｸﾞﾚﾑｻ- 相川書房 1979 096212

 ﾊﾟﾝﾁｶｰﾄﾞの理論と実際
第2
版

平山健三著 南江堂 1959 096688

肺癌のすべて : 内科シリーズNO.16 北本治編 南江堂 1974 096263
 肺機能検査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 目黒忠道[ほか]著 旭出版 1979.5 096641

 発生と老化 1
江口吾朗, 大沢仲昭編 ;
山村雄一, 吉利和監修

中山書店 1985.2 096477

 発生と老化 2
江口吾朗, 大沢仲昭編 ;
山村雄一, 吉利和監修

中山書店 1985 096478

 
『働きがいと生きがいのある社会』の
実現を目指して

白井晋太郎 著
日刊労働通
信社

1990.5 096716

 般若心経のすすめ : 釈尊へ帰れ 赤根祥道著
れんが書房
新社

1983.9 096532

 
般若心経の知慧 : 自我(ｴｺﾞ)の酔いか
ら救い出す｢空｣の教え

秋月 龍 永岡書店 1988.5 096542

「般若心経」を解く : 禅とｷﾘｽﾄ教の対 秋月龍、八木誠一著 講談社 1985.6 096541

ひ
ﾋﾟｱｰｽ自伝 : 技術者として生きた50年
: 情報･通信工学のﾊﾟｲｵﾆｱ

ｼﾞｮﾝ・R・ﾋﾟｱ-ｽ 著 , 猪瀬
博 他 訳

日経ｻｲｴﾝｽ
社

1988.4 096712

疲労研究の共同実験
学術研究会議疲労研究
班

創元社 1950 096181

 
疲労調査法 : 疲労の自覚症状調査規
準

3版
日本産業衛生協会産業
疲労委員会撰

労働科学研
究所

1963 096632
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 疲労防止･職業適性

第2
版
(第1
回改

勝沼晴雄 医歯薬出版 1964.6 096173

 
微量金属代謝 第10集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1982 096322

 
微量金属代謝 第1号 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1975 096313

 
微量金属代謝 第2集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1976 096314

 
微量金属代謝 第3集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1976 096315

 
微量金属代謝 第4集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1977 096316

 
微量金属代謝 第5集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1978 096317

 
微量金属代謝 第6集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1978 096318

 
微量金属代謝 第7集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1979 096319

 
微量金属代謝 第8集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1980 096320

 
微量金属代謝 第9集 : その異常と治
療

緒方医学化学研究所,
日本特殊分析研究所編

緒方医学化
学研究所

1981 096321

 微量元素と生体 木村修一, 左右田健次 秀潤社 1987.4 096163

 
美しいﾅｰｽになるための問診と面接の
技術

堀川直義著
ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬｰ
ﾅﾙ社

1977 096217

 
百歳を生きる : 高齢者の形態･機能に
関する調査の記録

佐藤峰雄 著
日本出版ｻ-ﾋﾞ
ｽ

1980.8 096694
関する調査の記録 ｽ

 評価の技法 : ﾘ-ﾃﾞｨﾝｸﾞﾅ-ｽのために 鈴木敦省 著 医学書院 1962.11 096609
 病因論2(新内科学大系4) 柳瀬敏幸[ほか]著 中山書店 1973 096410

 病態栄養学
阿部達夫[ほか]共著 ;
下田吉人, 島薗順雄監

朝倉書店 1966.6 096751

ふ ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱの医科学 1 : 総論 武見太郎[ほか]編集 朝倉書店 1982.11 096271
 ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱの医科学 2 : 各論 武見太郎[ほか]編集 朝倉書店 1982.11 096272

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ学習による疫学入門
Fisher, F. David (Frank
David)

広川書店 1978.9 096236

 ｢文明論之概略｣を読む : 下 丸山真男著 岩波書店 1986.11 096528

 ｢文明論之概略｣を読む : 中
第3
版

丸山真男著 岩波書店 1987 096527

婦人労働 : その労働科学的分析 斎藤一編
労働科学研
究所

1969.8 096456

 
福祉の原点と未来 : 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ
研究大会'90報告書

川原直治編
総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-
ｼｮﾝ研究大会

1991 096673

 福祉経済の理論 塩野谷祐一著
日本経済新
聞社

1973.1 096804

 
福祉社会への選択 : 江見康一教授退
官記念論文集

大熊一郎, 地主重美編 勁草書房 1984.11 096697

 
仏教とｷﾘｽﾄ教 : 滝沢克己との対話を
求めて

八木誠一,阿部正雄編
著 ; 秋月龍,本多正昭共

三一書房 1981.12 096569

 
物理学基礎 : 生理学･生化学研究の
ための

竹中繁雄編 医学書院 1967 096651

 分析化学便覧
改訂
2版

日本分析化学会編 丸善 1971.1 096771

 
粉じんと健康障害 : 系統的な免疫疾
患としての把握

海老原勇
労働科学研
究所出版部

1986.12 096158
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粉じんによる疾病の防止 : 指導者用
粉じん作業特別教育用ﾃｷｽﾄ

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1979 096350

 粉じん障害防止規則の解説
第2
版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1979.1 096351

へ
ﾍﾞｯﾄﾞでつづった病人のための病人学 :
日本医師会長の150日間闘病記

武見太郎著
実業之日本
社

1981.1 096561

 
米国における教育病院管理の現況 :
昭和55年度米国教育病院管理調査団
報告書

医学教育振興財団,日
本私立医科大学協会編
集

医学教育振
興財団

1981.1 096701

ほ ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ樹脂 2版 鶴田基弘著
日刊工業新
聞社

1963 096643

 保健衛生
増補
改訂

慶応義塾大学体育研究
所編

慶応通信株
式会社

1967 096136

 保険概論 木村栄一,庭田範秋編 有斐閣 1976.6 096668

 母の時代 : 深い智慧に生きるために
第2
版

和田重正 著 地湧社 1983.6 096563

 
放射性物質の摂取に伴う被曝とその
管理

市川 龍資 実業公報社 1985.6 096228

 
放射性物質の摂取に伴う被曝とその
管理

市川 龍資 実業公報社 1985.6 096229

 放射線による職業性慢性障害 後藤 五郎
南江堂京都
支店

1955 096231

 放射線はどこまで危険か 菅原 努 ﾏｸﾞﾌﾞﾛｽ出版 1982.6 096230

 凡人の道
ｻﾐｭｴﾙ ﾊﾞﾄﾗ-著 ; 石原
文雄訳

西部読売開
発出版部

1986.1 096504

ま
慢性の咳・痰を主とした疾患 : 慢性気
管支炎・気管支拡張症を中心に

財団法人結核予防会
財団法人結
核予防会

1970.5 096417

み ﾐｸﾛｺｽﾓｽへの挑戦 小林登 他 著 中山書店 1984.9 096587
れんが書房

む 無常の思想 : 日本人の心の原点 赤根祥一著
れんが書房
新社

1980.9 096548

め 免疫 山村雄一監修 中山書店 1975 096459

も 茂木外科各論　中巻
改訂
第14
版

茂木蔵之助 南山堂書店 1942.12 096209

 茂木外科總論　全
改訂
第19
版

茂木蔵之助 南山堂書店 1942.5 096210

 
文部省特定研究神経難病の発症機構
昭和59年度研究業績集

豊倉 康夫
[神経難病の
発症機構班]

1985 096273

 
文部省特定研究神経難病の発症機構
昭和60年度研究業績集

豊倉 康夫
[神経難病の
発症機構班]

1986 096274

 
文部省特定研究神経難病の発症機構
昭和61年度研究業績集

豊倉 康夫
[神経難病の
発症機構班]

1987 096275

や
約束の楽土 ; ﾌﾞﾗｼﾞﾙ篇 : 写真万葉録・
筑豊5

上野英信, 趙根在監修 葦書房 1984.11 096764

約束の楽土(続) ; ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ・
ﾎﾞﾘﾋﾞｱ篇 : 写真万葉録・筑豊

上野英信, 趙根在監修 葦書房 1984.12 096765

 
薬物中毒必携 : 医薬品･化学薬品･動
植物による毒作用と治療指針

第2
版

ﾋﾟｰﾀｰ･ｸｰﾊﾟｰ著 ; 白川
充[ほか]訳

医歯薬出版 1989.9 096773

 やさしい人口学教室
第2
版

安川正彬著 慶応通信 1980.5 096682

 やさしい人口学教室 安川正彬著
家族計画国
際協力財団

1978 096802

ゆ 有機溶剤 産業医学振興財団編
産業医学振
興財団

1987.6 096166
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有機溶剤作業者の健康管理のすすめ
方

中央労働災害防止協会
編 ; 労働省労働衛生課
監修

中央労働災
害防止協会

1983.1 096333

 有機溶剤中毒予防規則の解説
第2
版

労働省安全衛生部労働
衛生課編

中央労働災
害防止協会

1979.3 096334

 有機溶剤中毒予防規則の解説
第7
版

労働省労働基準局編
中央労働災
害防止協会

1961 096335

よ 横山教授臨床講義集 横山

慶応義塾大
学医学部皮
膚科泌尿器
科教室内九

1963 096225

要説公衆衛生学 野村茂著 南江堂 1973 096119
 吉川幸次郎 桑原武夫[ほか]編 筑摩書房 1982.3 096605
 吉田肉腫･腹水肝癌と癌の化学療法 吉田富三著 形成社 1983.6 096264

 
甦る野口英世の心 : ｶﾞｰﾅと日本を結
ぶ医のかけ橋

本多憲児著
本多憲児教
授退官記念
事業実行委

1983 096687

ら
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第1集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1974 096579

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第2集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1975 096580

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第3集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1976 096581

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第4集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1977 096582

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第5集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1978 096583

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第6集 : 日本医師
会特別医学分科会ﾘﾎﾟ-ﾄ

日本医師会編 春秋社 1979 096584
会特別医学分科会ﾘﾎ ﾄ

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第7集 : 子供のﾋｭ
-ﾏﾝ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞ-

日本医師会 編 春秋社 1980 096585

 
ﾗｲﾌ･ｻｲｴﾝｽの進歩 第8集 : ライフサイ
エンスと自由

日本医師会編 春秋社 1981 096586

り
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ白書 : ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの現
状と課題

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学
会編

医歯薬出版 1980.12 096257

理容美容の作業と健康 熊木敏郎
労働科学研
究所出版部

1985.11 096174

 
硫安工業に於ける労働衛生 : 労働衛
生研究会の足跡

日本硫安工業協会
日本硫安工
業協会

1964.11 096170

 
粒子状多環式有機物質 : 環境汚染物
質の生体への影響14

National Research
Council (U.S.).
Committee on Biologic
Effects of Atmospheric
Pollutants
石西伸、児玉泰　訳

東京化学同
人

1981.12 096284

 
臨床経済学 : 医療･保健の経済的評
価とその方法

久繁哲徳 他 監訳 篠原出版 1990.6 096692

 
臨床細菌学提要 : 病原微生物の分離
より同定まで

2版 伝染病研究所学友会 丸善 1952.6 096309

 
臨床四十年 : 新輯西野教授講義講演
集

慶応義塾大学医学部内
科教室

近代書房 1948 096150

 
臨床神経学の基礎 : ﾒｲﾖ-医科大学教
材

第2
版

Daube, Jasper R.
ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝ
ｽ･ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅ

1987.4 096278

 
臨床神経学の基礎 : ﾒｲﾖ-医科大学教
材

第2
版

Daube, Jasper R.
ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝ
ｽ･ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅ

1987.4 096279

 臨床肺癌　I 国立がんｾﾝﾀ- 講談社 1983 096262
 臨牀醫化學2(臨床編) 吉川 春壽 協同醫書出 1951 096248
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れ
歴史のｲｴｽを語る : ｷﾘｽﾄ教と仏教の
対話のために

八木誠一著 春秋社 1984.2 096557

ろ ﾛｼﾔ語文法表 吉原武安著 白水社 1955.7 096681
 ﾛﾎﾞｯﾄと社会 長谷川幸雄著 岩波書店 1985.8 096654

労災保険業務上疾病の認定基準と主
な関連通達集

労働省労働基準局補償
課

労働基準行
政普及会

1977.5 096401

 労働･生活環境をさぐる問診法 広瀬 俊雄 あゆみ出版 1984.3 096175

 
労働と温熱条件 : 日本の高温労働の
労働科学的研究

斉藤 一
勝木新次博
士還暦記念
出版刊行会

1963 096226

 労働と健康 田中茂[ほか]著 大修館書店 1974.10 096190
 労働のｴﾈﾙｷﾞ-原則 鈴木慎次郎 誠文堂新光 1948 096132
 労働の衛生学 三浦豊彦著 大修館書店 1969 096110

 労働の衛生学
第3
版

石川知福著 三省堂 1943 096121

 労働の場における健康問題 坂部弘之編 講談社 1973 096115

 労働安全衛生法案新旧早わかり
中央労働災害防止協会
編

中央労働災
害防止協会

1972 096378

 
労働安全衛生法健康管理のすすめ方
: 産業医･衛生管理者のために

山本 秀夫
日本医事新
報社

1973 096354

 
労働安全衛生法健康管理のすすめ方
: 産業医･衛生管理者のために

第4
版

山本 秀夫
日本医事新
報社

1975 096355

 労働安全衛生法令図説便覧  1
労働省労働基準局安全
衛生部監修

第一法規出
版

1990.1 096405

 労働安全衛生法令図説便覧 2
労働省労働基準局安全
衛生部 監修

第一法規出
版

1990.3 096406

 労働衛生 梶原三郎著 東洋書館 1951 096096

 労働衛生のしおり　昭和45年度
労働省労働基準局安全
衛生部編

中央労働災
害防止協会

1970 096358
衛生部編 害防止協会

 労働衛生のしおり　昭和46年度
労働省労働基準局安全
衛生部編

中央労働災
害防止協会

1971.8 096359

 労働衛生のしおり　昭和53年度
労働省労働基準局安全
衛生部編

中央労働災
害防止協会

1978.8 096360

 労働衛生のしおり　昭和54年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1979 096361

 労働衛生のしおり　昭和55年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1980 096362

 労働衛生のしおり　昭和56年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1981 096363

 労働衛生のしおり　昭和57年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1982 096364

 労働衛生のしおり　昭和58年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1983 096365

 労働衛生のしおり　昭和59年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1984 096366

 労働衛生のしおり　昭和60年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1985 096367

 労働衛生のしおり　昭和63年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1988 096368

 労働衛生のしおり　平成2年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1990 096370

 労働衛生のしおり　平成元年度 労働省労働基準局
中央労働災
害防止協会

1989.8 096369

 労働衛生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

増補
改訂
第3
版

労働科学研究所編
労働科学研
究所

1964.1 096488
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 書  　名 版 責任表示 出版者 出版年 登録ID

 労働衛生学序説 原島進著 光生館 1967 096128

 
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

労働省労働衛生課編
産業医学振
興財団

1986.6 096379

 労働衛生関係法令集 昭和38年版 労働省労働基準局編
全国労働衛
生協会

1963 096381

 労働衛生関係法令集 昭和38年版 労働省労働基準局編
全国労働衛
生協会

1963 096382

 労働衛生行政30年史
労働省安全衛生部労働
衛生課 編

中央労働災
害防止協会

1979 096817

 
労働衛生保護具 : 選び方･用い方の
理論と実際

三浦 豊彦
労働科学研
究所

1955 096201

 勞働科學辭典 鈴木進[ほか]編 河出書房 1949.12 096098

 
労働基準法施行規則第35条詳解 : 業
務上疾病の範囲と認定

労働省労働基準局補償
課編

労働新聞社 1979.2 096376

 
労働白書 平成元年版 : 高年齢者雇
用と女子ﾊﾟ-ﾄﾀｲﾑ労働の現状と課題

労働省編
日本労働協
会

1989.7 096786

 六月一日 : 写真万葉録・筑豊 上野英信, 趙根在監修 葦書房 1985.1 096766
 六法全書 平成2年版 1 星野英一 他 編集 有斐閣 1990.3 096781
 六法全書 平成2年版 2 星野英一 他 編集 有斐閣 1990.3 096782

わ
わが国の市郡別がん死亡率の疫学分
布

成人病の疫学分布研究
協議会編

大和ﾍﾙｽ財団 1977 096498
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