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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０１－０００１ 研究社　新和英大辞典（第４版） 研究社
０１－０００２ 研究社　新英和大辞典（第６版） 研究社
０１－０００４ 医学英和大辞典　豪華版 KATO'S INTEGRATED　ENGLISH-JAPANESE　MEDICAL　DICTIONARY 南山堂
０１－０００５ 南山堂　医学大辞典（第１８版） 南山堂
０１－０００６ ステッドマン医学大辞典（改訂第５版） カラー版　英和・和英 メジカルビュー社
０１－０００７ 岩波　理化学辞典（第５版） 岩波書店
０１－０００８ 岩波　生物学辞典（第４版） 岩波書店
０１－０００９ 環境科学辞典 東京化学同人
０１－００１０ ｲﾝﾀｰﾌﾟﾚｽ版　化学技術３５万語大辞典（英和編） ペーパーバック版 アルファベータ
０１－００１１ 広辞苑（第５版） 岩波書店
０１－００１２ 日本の職人ことば事典 職人とともに生きてきたことば 工業調査会
０１－００１３ 総務部長マニュアル（第２版） PHP研究所
０１－００１４ やまなしの環境２００１（平成１３年度版） 環境首都・山梨を目指して 山梨県森林環境部森林環境総務課

０１－００１５ 人体解剖学模型 日本医療器研究所
０１－００１６ 平成１２年　人口動態統計（上巻） 上中下３冊 （財）厚生統計協会
０１－００１７ 平成１２年　人口動態統計（中巻） 上中下３冊 （財）厚生統計協会
０１－００１８ 平成１２年　人口動態統計（下巻） 上中下３冊 （財）厚生統計協会
０１－００６４ 高齢者医療と福祉 岩波新書（新赤版）４５６ 岩波書店
０１－００６５ 日本の社会保障 岩波新書（新赤版）５９８ 岩波書店
０１－００６６ 共生の生態学 岩波新書（新赤版）５４６ 岩波書店
０１－００６７ 論争・少子化日本 中公新書ラクレ６ 中央公論新社
０１－００６８ リサイクル幻想 文春新書１３１ 文藝春秋
０１－００６９ 環境ホルモン・何がどこまでわかったか 講談社現代新書１４２５ 講談社
０１－００７１ バイオエシックス入門（第２版） 生命倫理入門 東信堂
０１－００７２ 産業医学総論 臨床産業医学全書１ 医歯薬出版
０１－００７４ 産業医制度の研究 北海道大学図書刊行会
０１－００７５ 産業医活動マニュアル 医学書院
０１－００７６ 産業医活動マニュアル（第３版） 医学書院
０１－００７７ 産業医のための作業関連疾患の予防必携 脳血管疾患・虚血性心疾患等の予防を中心として 中央労働災害防止協会
０１－００７８ 産業医のための作業関連疾患の予防必携 脳血管疾患・虚血性心疾患等の予防を中心として 中央労働災害防止協会
０１－００７９ 最新　産業医・労働衛生コンサルタントの高等常識１１１（改訂版） （有）ヒューマンヘルス
０１－００８０ 産業医実践ガイド 必要な基礎知識と活動の実際のすべて 文光堂
０１－００８１ 産業医ノートブック（第３版） 医歯薬出版
０１－００８２ 産業医へのアドバイス 金原出版
０１－００８３ 産業医学のすすめ 職場健康管理への期待 企画運営委員会
０１－００８４ 日本の産業保健 あゆみと展望 法研
０１－００８５ 産業保健マニュアル（改訂４版） 南山堂
０１－００８６ 事例から学ぶ産業保健の実務（第１集） 労働基準調査会
０１－００８７ 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
０１－００８８ 産業保健指導論 第３版公衆衛生看護学大系・第６巻 日本看護協会出版会
０１－００８９ 疫学・保健統計学 第３版公衆衛生看護学大系・第８巻 日本看護協会出版会
０１－００９０ 産業保健指導論 新版保健学講座１４巻 メヂカルフレンド社
０１－００９１ 産業保健指導論 新版保健学講座１４巻 メヂカルフレンド社
０１－００９２ 産業保健指導論 公衆衛生看護学大系６ 日本看護協会出版会
０１－００９３ 産業医学実践講座 南江堂
０１－００９４ 産業医学実践講座 南江堂
０１－００９５ 職域保健看護 （社）日本労務研究会
０１－００９６ 産業看護の歩み 人と人とのふれあいを通して 労働調査会
０１－００９７ 産業看護の歩み 人と人とのふれあいを通して 労働調査会
０１－００９８ ２１世紀にはばたく産業看護（新訂） 定義・役割と展望 労働基準調査会
０１－００９９ ２１世紀にはばたく産業看護（新訂） 定義・役割と展望 労働基準調査会
０１－０１００ ２１世紀にはばたく産業看護（新訂） 定義・役割と展望 労働基準調査会
０１－０１０１ 産業の現場における危機管理 第１０回日本産業衛生学会　産業医・産業看護全国協議会記録集 協議会実行委員会
０１－０１０２ 保健・医療・福祉複合体 全国調査と将来予測 医学書院
０１－０１０３ 勤労者医療の最前線 労働調査会
０１－０１０４ 災害医療ガイドブック 医学書院
０１－０１０５ 救急蘇生法の指針（医師用） 日本医師会雑誌第１１２巻・第１３号付録 日本医師会
０１－０１０７ 職業医学 ライブラリ　人間と医学６～理論と実践へのアプローチ～ サイエンス社
０１－０１０８ 臨床医学研究序説 方法論と倫理 医学書院
０１－０１０９ 活性酸素 その臨床医学への応用 共立出版
０１－０１１０ 公的介護保険に異議あり もう一つの提案 ミネルヴァ書房
０１－０１１１ 介護保険制度Q&A 介護保険を上手に活用するために 日本医師会
０１－０１１２ 労災重度被災労働者の介護と援護　介護実務編 （社）日本労務研究会
０１－０１１３ 介護雇用管理改善の実務手引 労働新聞社
０１－０１１４ 介護休業制度導入の手引 労働基準調査会
０１－０１１５ Q＆A育児・介護休業制度の急所 労働調査会
０１－０１１６ わかりやすい介護休業制度の実務（改訂３版） 労働調査会
０１－０１１７ 保健・医療・福祉のための論文の まとめ方と書き方 南江堂
０１－０１２９ 疫学総論 文光堂
０１－０１３０ 疫学各論 文光堂
０１－０１３１ 疫学総論 （株）豊島プリンティング

０１－０１３２ 疫学 原理と方法 丸善
０１－０１３３ 疫学と疾病傷害の予防 南山堂
０１－０１３４ 疫学　臨床家のための方法論 講談社
０１－０１３５ 疫学入門演習 原理と方法 南山堂
０１－０１３６ 疫学入門演習（改訂第２版） 原理と方法 南山堂
０１－０１３７ 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 ソフトサイエンス社
０１－０１３８ 疫病と世界史 新潮社
０１－０１３９ プライマリ・ケアのための疫学 杏林書院
０１－０１４１ 公衆衛生・集団検診法 医歯薬出版
０１－０１４２ 日本衛生学会五十年史 日本衛生学会
０１－０１４３ これからの公衆衛生のサイエンスとアート 第５７回（平成１０年度）日本公衆衛生学会総会学会長講演記録集 第５７回日本公衆衛生学会総会 実行委員会事務局
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０１－０１４４ 公衆衛生の思想 歴史からの教訓 医学書院
０１－０１４５ 基礎衛生・公衆衛生学 朝倉書店
０１－０１４６ 衛生・公衆衛生学　人類と健康（改訂） 社会と健康、改題 杏林書院
０１－０１４８ 新衛生管理（上）《第１種用》 中央労働災害防止協会
０１－０１４９ 新衛生管理（下）《第１種用》 中央労働災害防止協会
０１－０１５０ 新 衛生管理者試験 標準問題集（第１種用） 中央労災災害防止協会
０１－０１５１ 新しい環境衛生（改訂第６版） 南江堂
０１－０１５２ 労働衛生用語辞典 中央労災災害防止協会
０１－０１５３ 労働衛生のしおり（平成１２年度） 中央労災災害防止協会
０１－０１５４ 労働衛生のしおり（平成１３年度） 中央労災災害防止協会
０１－０１５５ 労働衛生のハンドブック 東京産業保健推進センター

０１－０１５６ 労働実務事例研究（平成１２年度版） 労働新聞社
０１－０１５７ 労働実務事例研究（平成１４年度版） 労働新聞社
０１－０１５８ 平成１３年度版　労働経済白書（CD-ROM付） 情報通信技術（IT）の革新と雇用 日本労働研究機構
０１－０１５９ 病院・社会福祉施設の労働条件管理（改訂４版） 労働調査会
０１－０１６０ 建設業の労働時間・労働条件管理（改訂２版） 改正法から行政通達まで平成１１年４月に対応した最新版 労働基準調査会
０１－０１６１ 道路貨物運送業の労働時間・労働条件管理 （改訂２版） 改正法から行政通達まで平成１１年４月に対応した最新版 労働基準調査会
０１－０１６２ 労働時間管理の手引き（改訂２版） 労働調査会
０１－０１６３ 人事・労務担当者のやさしい労務管理（改訂９版） 労働調査会
０１－０１６４ 派遣労働者の労務管理（改訂２版） 労基法等の特例解説 労働調査会
０１－０１６５ フレックスタイムのすすめ（改訂２版） 労働調査会
０１－０１６６ 男女別になっていませんかコース別雇用管理の留意点 労働調査会
０１－０１６７ 年次有給休暇制度の解説とQ＆A（改訂２版） 労働調査会
０１－０１６８ 業種・業態別リフレッシュ休暇マニュアル サービス業編 労働基準調査会
０１－０１６９ 業種・業態別リフレッシュ休暇マニュアル 小売業編 労働基準調査会
０１－０１７０ 業種・業態別リフレッシュ休暇マニュアル 卸売業・飲食業編 労働基準調査会
０１－０１７１ 業種・業態別リフレッシュ休暇マニュアル 新版　製造業編 労働基準調査会
０１－０１７２ 業種・業態別リフレッシュ休暇マニュアル 新版　建設業・運輸業編 労働調査会
０１－０１７３ リフレッシュ休暇導入マニュアル 労働基準調査会
０１－０１７４ 交通安全衛生教育ハンドブック 災害防止対策シリーズNO.９ 労働新聞社
０１－０１７５ ２１世紀の地球環境 NHKブックス５２５　～気候と生物圏の未来～ 日本放送出版協会
０１－０１７６ 地球環境と人間 環境の保全と成長の持続は可能か （財）省エネルギーセンター

０１－０１７８ 食糧生産と環境　日学双書５ 日本学術会議第１０３回総会における記録等 （財）日本学術協力財団
０１－０１７９ 生命と環境 生命と科学７ 共立出版
０１－０１８０ 環境保護運動はどこが間違っているのか？ ＪＩＣＣ出版局
０１－０１８１ 自然界における左と右 紀伊国屋書店
０１－０１８２ 生殖とホルモン 学会出版センター
０１－０１８５ タンパク質 医学・生物学のための有機化学３ 朝倉書店
０１－０１８６ 病気と治療の文化人類学 鳴海社
０１－０１８７ 人間生存の生態学 杏林書院
０１－０１８８ 人間と適応 みすず書房
０１－０１８９ 生命の起源と分子進化 岩波講座現代生物科学７ 岩波書店
０１－０１９１ 人間学への試み 筑摩書房
０１－０１９４ バイオアッセー　（生物定量法） その医学生物学領域での適用 近代出版
０１－０１９５ 内分泌撹乱化学物質の生物試験研究法 ｼｭﾌﾞﾘﾝｶﾞｰ･ﾌｪｱﾗｰｸ東京
０１－０１９６ 生体調節系の解析 コロナ社
０１－０１９７ 簡約統計数値表 concise statiscal tables （財）日本規格協会
０１－０１９８ スネデカーコクラン統計的方法 原書第６版 岩波書店
０１－０２０６ 医学への統計学（新版） 統計ライブラリー 朝倉書店
０１－０２０７ 解析概論（改訂第３版） 岩波書店
０１－０２１１ 化学技術者のための応用数学 丸善
０１－０２３０ 厚生の指標　国民衛生の動向（１９８９） 臨時増刊　第３６巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０２３１ 厚生の指標　国民衛生の動向（１９９９） 臨時増刊　第４６巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０２３２ 厚生の指標　国民衛生の動向（２０００） 臨時増刊　第４７巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０２３４ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００１） 臨時増刊　第４８巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０２３５ コミュニティー・ヘルス 分析のための概念と方法 金沢医科大学出版局
０１－０２３６ 児童虐待の早期発見と防止マニュアル　日本医師会雑誌第１２８巻 第１号付録 （社）日本医師会
０１－０２３７ 図解　畜産 やさしい園芸セミナー 農業図書
０１－０２３９ 松香私志 東京大学医学部衛生学教室

０１－０２４０ 習い性となるか みすず書房
０１－０２４１ ねずみの知恵 法政大学出版局
０１－０２４２ 内なる神 人間・風土・文化 蒼樹書房
０１－０２４３ 梶原三郎　エッセー集 大阪大学医学部衛生学教室

０１－０２４４ 宗教と科学の接点 岩波書店
０１－０２４５ 久保田重孝 中央労働災害防止協会
０１－０２４６ 語源のギリシア語法/医学のなかのラテン語 医歯薬出版
０１－０２４７ ライフサイエンスの現状と展望 （総合レビュー）昭和４９年度版 大蔵省印刷局
０１－０２４８ ライフサイエンスの現状と展望 （総合レビュー）昭和５０年度版 大蔵省印刷局
０１－０２４９ 人口動態統計１００年の動向（１８９９～１９９８） （財）厚生統計協会
０１－０２５０ Molecular　Biology　ｏｆ　The　Gene (VolumeⅠ) The Benjamin/Cummings Publishing Company,Inc．

０１－０２５１ Molecular　Biology　ｏｆ　The　Gene（VolumeⅡ） The Benjamin/Cummings Publishing Company,Inc．

０１－０２５２ Industrial　Health（Vol.３９ no.２） NATIONAL INSTITUTE OF INPUSTRIAL JAPAN

０１－０２５３ Publications　Catalog ACGIH　WORLD
０１－０２５４ The　Unfinished　Nation A　Concise　History　ｏｆ　The　American　People　 McGraw－Hill,inc.
０１－０２５５ Reseach　ｉｎ　Human　Ecology：ａｎ　Interdisciplinary　Overview VUBPRESS
０１－０２５６ New　Challenges　For　Public　Health Report　ｏｆ　ａｎ　Interregional　Meeting WHO
０１－０２５７ The　Biologic　Ages　ｏｆ　Man From　Conception　Through　Old　Age W．B．Saunders　Company

０１－０２５８ Nutrition　And　Cancer Wiley　Interscience Publication

０１－０２５９ 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
０１－０２６０ 加須屋　實教授退官記念　教室業績集 富山医科薬科大学医学部公衆衛生学教室

０１－０２６１ イタイイタイ病ならびにカドミウム関連研究 論文集 富山医科薬科大学医学部公衆衛生学教室

０１－０２６２ 労働衛生のしおり（平成１４年度） 中央労働災害防止協会
０１－０２６３ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００２） 臨時増刊　第４９巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０２６４ THE　MERCK　INDEX MERCK＆CO.,INC．
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０１－０２６５ 労働省ものがたり 昭和四十年代初頭 労働基準調査会
０１－０２６６ 産業医のトライ　産業医学映画副読本（シリーズNO．２３の解説） 事業場と労働衛生機関をつないで （財）産業医学振興財団
０１－０２６７ 産業保健ハンドブック（平成１４年度版） 労働調査会
０１－０２６８ 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
０１－０２６９ ILO産業安全保健エンサイクロペディア（第Ⅰ巻） 全Ⅲ巻 労働調査会
０１－０２７０ 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
０１－０２７１ 産業医の職務Q＆A（第６版） （財）産業医学振興財団
０１－０２７２ 産業保健マーケティング 働く人の健康資源を企業戦略的に確保するための考え方と進め方 中央労働災害防止協会
０１－０２７３ やさしい統計学（改訂版） 保健・医療・看護・福祉関係者のために 桐書房
０１－０２７４ 産業医のための作業関連疾患の予防必携 脳血管疾患・虚血性心疾患等の予防を中心として 中央労働災害防止協会
０１－０２７５ ナースのためのパソコン入門 素晴らしい道具を上手に使う方法 中央医学社
０１－０２７６ すぐわかるEXCELによる多変量解析 ていねいでわかりやすいクリックするだけの統計入門 東京図書
０１－０２７７ やまなしの環境２００２（平成１４年版） 環境首都・山梨を目指して 山梨県森林環境部森林環境総務課

０１－０２７８ 人事・労務担当者のやさしい労務管理（改訂１０版） 労働調査会
０１－０２７９ リフレッシュ安全衛生委員会 事例にみるキーポイント３３ 中央労働災害防止協会
０１－０２８０ VDT作業における労働衛生管理 ガイドラインと解説 中央労働災害防止協会
０１－０２８１ 裁判例にみる安全配慮義務の実務 中央労働災害防止協会
０１－０２８２ こんなに簡単！Macintosh -医学- 統計マニュアル 真興交易医書出版部
０１－０２８３ はじめて学ぶやさしい疫学 疫学への招待 南江堂
０１－０２８４ 平成13年度諸外国における大気環境基準設定等動向調査 平成13年度環境省請負業務報告書 三菱化学安全科学研究所
０１－０２８５ 快適職場づくり　ここがポイント！ 快適職場指針の解説 中央労働災害防止協会
０１－０２８６ 新/衛生管理者試験標準問題集（第１種用） 中央労働災害防止協会
０１－０２８８ 産業看護活動論 保健学講座⑦ メヂカルフレンド社
０１－０２８９ 安全の指標（平成16年度）・・・（年度ごと差し替え） 中央労働災害防止協会
０１－０２９０ 公衆衛生看護学総論１（第３版）　第１巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９１ 公衆衛生看護学総論２（第３版）　第２巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９２ 母子保健指導論（第３版）　第３巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９３ 成人保健指導論　難病保健指導論（第３版）　第４巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９４ 地域精神保健指導論　感染症保健指導論（第３版）　第５巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９５ 産業保健指導論（第３版）　第６巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９６ 高齢者保健指導論（第３版）　第７巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９７ 疫学・保健統計学（第３版）　第８巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９８ 保健福祉行政論（第３版）　第９巻 公衆衛生看護学大系 日本看護協会出版会
０１－０２９９ 地区活動の展開方法（第３版）　別冊１ 公衆衛生看護学大系　 日本看護協会出版会
０１－０３００ 保健師学生実習マニュアル（第３版)　別冊２ 公衆衛生看護学大系　～学生、実習指導者、教員のために～ 日本看護協会出版会
０１－０３０１ 労働衛生のしおり（平成１５年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３０２ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００３） 臨時増刊　第５０巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３０３ ILO産業安全保健エンサイクロペディア（第Ⅱ巻） 全Ⅲ巻 労働調査会
０１－０３０４ 産業保健ハンドブック（平成１5年度版） 労働調査会
０１－０３０５ 産業保健ハンドブック（平成１5年度版） 労働調査会
０１－０３０６ 作業関連疾患の予防管理と臨床［改訂版］ （財）産業医学振興財団
０１－０３０７ ［実践記録］産業保健活動事例集 （社）東京都医師会
０１－０３０８ 産業医ハンドブック［改訂第３版］ 南江堂
０１－０３０９ 医統計テキスト 西村書店
０１－０３１１ 作業関連疾患の予防管理と臨床［改訂版］ （財）産業医学振興財団
０１－０３１２ ［実践記録］産業保健活動事例集 （社）東京都医師会
０１－０３１３ 産業保健ハンドブック（平成１５年度版） 労働調査会
０１－０３１４ 産業医の職務Q＆A［改訂７版］ （財）産業医学振興財団
０１－０３１５ 産業医の職務Q＆A［改訂７版］ （財）産業医学振興財団
０１－０３１６ 環【歴史・環境・文明】／特集：「食」とは何か VOL．１６／２００４　Winter 藤原書店
０１－０３１７ 産業保健ハンドブック［２００３年度版］ 愛知産業保健推進センター

０１－０３１８ 能力向上教育用テキスト　衛生管理者の実務 中央労働災害防止協会
０１－０３１９ 産業保健専門職・衛生管理者のためのメネジメントシステムによる産業保健活動 労働調査会
０１－０３２０ はたらく女性の妊娠と出産 社会婦人科学的にみた 形成社
０１－０３２１ ILO産業安全保健エンサイクロペディア（第Ⅲ巻） 全Ⅲ巻 労働調査会
０１－０３２２ ヘルスサイエンスのための基本統計学［第３版］ 南山堂
０１－０３２３ 栄養・健康科学シリーズ 公衆衛生学［改訂第３版］ 南江堂
０１－０３２４ 日本産業衛生学会 産業看護講座（上巻） 篠原出版
０１－０３２５ 日本産業衛生学会 産業看護講座（下巻） 篠原出版
０１－０３２６ 現代生活と保健衛生［第４版］ 篠原出版新社
０１－０３２７ 医師責任訴訟の構造 有斐閣
０１－０３２８ 専門医への紹介と事後の対応 日本医師会生涯教育カリキュラム　医学的課題・主要診療事項 日本医師会
０１－０３２９ 業種別・作業別・法令別　安全衛生用品ガイド 労働調査会
０１－０３３０ 産業医の手引 職場の健康管理のために 社団法人　新潟県医師会
０１－０３３１ ぽすと  Part 5 小医院からのおたより クリニック いのうえ
０１－０３３２ 労働衛生のしおり（平成１６年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３３３ 働く人の病 産業医学振興財団
０１－０３３４ 産業保健ハンドブック改訂２版） 労働調査会
０１－０３３５ 嘱託産業医のための　Ｑ＆Ａ 労働調査会
０１－０３３６ 労働安全衛生法　免許試験ガイドブック 労働調査会
０１－０３３７ 作業環境測定法　作業環境測定士試験ガイドブック　 労働調査会
０１－０３３８ 労働安全衛生法　労働安全コンサルタント試験ガイドブック 労働調査会
０１－０３３９ 産業医のための精神科医との連携ハンドブック 昭和堂
０１－０３４０ 旅の待合室 山梨ふるさと文庫
０１－０３４１ 労働衛生のしおり（平成１７年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３４２ すぐに役立つ産業看護アセスメントツール 株式会社　法研
０１－０３４３ 産業医の手引　平成１７年３月（第７版） 東京都医師会
０１－０３４４ 平成１６年度版　やまなしの環境　２００４ 山梨県森林環境部森林環境総務課

０１－０３４５ 平成１７年度版　やまなしの環境　２００５ 山梨県森林環境部森林環境総務課

０１－０３４６ ［改訂］病院・社会福祉施設の労働条件管理 労働調査会
０１－０３４７ 新　衛生管理【上】　第１種用 中央労働災害防止協会
０１－０３４８ 新　衛生管理【下】　第１種用 中央労働災害防止協会
０１－０３４９ 産業医の職務Ｑ＆Ａ　第７版 （財）産業医学振興財団
０１－０３５０ 産業医活動をする人のために （財）産業医学振興財団
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０１－０３５１ 企業・健康保険組合の職域保健・産業看護活動集 事例にみる健康支援・健康づくりのヒント （株）社会保険研究所
０１－０３５２ 労働衛生のしおり（平成１８年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３５３ 産業医の職務Ｑ＆Ａ　　　第８版 （財）産業医学振興財団
０１－０３５４ 新　衛生管理【上】　第１種用（第５版） 中央労働災害防止協会
０１－０３５５ 新　衛生管理【下】　第１種用（第５版） 中央労働災害防止協会
０１－０３５６ 今日の疫学 医学書院
０１－０３５７ 第一種衛生管理者免許試験対策合格水準問題集(平成１９年度版) (追録付） （社）全国労働基準関係団体連合会

０１－０３５８ 労働衛生のしおり（平成１９年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３５９ 安全の指標（平成１７年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３６０ 安全の指標（平成１８年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３６１ 安全の指標（平成１９年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３６２ 第一種衛生管理者免許試験対策合格水準問題集(平成20年度版) （社）全国労働基準関係団体連合会

０１－０３６３ 職場の安全衛生Q&A　１００選 2007年問題対応！災害防止と職場のノウハウ集 労働調査会
０１－０３６４ 安全の指標（平成２０年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３６５ 新　衛生管理【上】　第１種用（第６版） 中央労働災害防止協会
０１－０３６６ 新　衛生管理【下】　第１種用（第６版） 中央労働災害防止協会
０１－０３６７ 標準　衛生管理者試験問題集（第１種用）第４版 　 《解答と解説》 中央労働災害防止協会
０１－０３６８ 労働衛生のしおり（平成２０年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３６９ 産業医の手引き （第７版）　追補版 東京都医師会
０１－０３７０ 山梨第１１次労働災害防止推進５か年計画　平成２０年 山梨労働局
０１－０３７１ 平成２０年度版　やまなしの環境　２００８ 山梨県森林環境部森林環境総務課

０１－０３７２ 実務体系　産業保健ガイドライン　（第６版） 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
０１－０３７３ 実務体系　産業保健ガイドライン　（第６版） 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
０１－０３７４ 実務体系　産業保健ガイドライン　（第６版） 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
０１－０３７５ 実務体系　産業保健ガイドライン　（第８版） 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
０１－０３７６ 牛乳神話　　完全崩壊 メタモル出版
０１－０３７７ ホルモン・カオス ｢環境エンドクリン仮説」の科学的・社会的起源 藤原書店
０１－０３７８ 私の牛がハンバーガーになるまで 牛肉と食文化をめぐる、ある真実の物語 日本教文社
０１－０３７９ 文明とアレルギー病 杉花粉症と日本人 講談社
０１－０３８０ 月曜日からの食卓　　－日常茶飯の食事学－ ㈱光琳
０１－０３８１ もう肉も牛乳もいらない！ 完全菜食主義ｳﾞｨｰｶﾞﾆｽﾞﾑのすすめ 早川書房
０１－０３８２ 少子に挑む　　「脱・人口減少」への最後の選択 日本経済新聞社
０１－０３８３ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００３） 臨時増刊　第５０巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３８４ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００４） 臨時増刊　第５１巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３８５ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００６） 臨時増刊　第５３巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３８６ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００７） 臨時増刊　第５４巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３８７ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００８） 臨時増刊　第５５巻第９号 （財）厚生統計協会
０１－０３８８ 「人間らしい労働」と「生活の質」の調和　学会創立８０周年記念 働き方の新しい制度設計を考える （社）労働科学研究所出版部

０１－０３８９ ILO産業安全保健エンサイクロペディア（第４版） 労働調査会
０１－０３９０ （ＣＤ－ＲＯＭ）人口動態統計　明治32年～平成9年 (1899年～1997年) （財）厚生統計協会
０１－０３９１ 安全の指標（平成２１年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３９２ 労働安全ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　試験問題集　解答と解説付 平成１９年度版　改訂版 （社）日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会

０１－０３９３ 労働安全ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　試験問題集　解答と解説付 平成２０／１９年度試験問題収録　平成２１年度版 （社）日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会

０１－０３９４ 労働衛生のしおり（平成２１年度） 中央労働災害防止協会
０１－０３９５ 厚生の指標　国民衛生の動向（２００９） 増刊　Vol.５６　No.９ （財）厚生統計協会
０１－０３９６ 産業医の職務Ｑ＆Ａ　　　第９版 （財）産業医学振興財団
０１－０３９７ 平成21年度版　厚生労働白書（CDーROM付） 暮らしと社会の安定に向けた自立支援 厚生労働省
０１－０３９８ お母さん！アトピーから赤ちゃんを守ってあげて 心ゆたかな子供を育てる食育のすすめ 合同出版
０１－０３９９ 牛乳には危険がいっぱい？ 東洋経済新報社
０１－０４００ 使える！　健康教育・労働衛生教育　３５選 （ＣＤ－ＲＯＭ付） （社）日本労務研究会
０１－０４０１ 使える！　健康教育・労働衛生教育　３５選 （ＣＤ－ＲＯＭ付） （社）日本労務研究会
０１－０４０２ 実務体系　産業保健ガイドライン　（第９版） 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
０１－０４０３

働く女性の妊娠･出産に関する健康管理支援実態調査報告
書

病院･介護施設における妊娠･出産･育児に関する支援制度実態調査 （財）女性労働協会
０１－０４０４ 看護職のための産業保健入門  (株)保健文化社
０１－０４０５ 労働衛生のしおり（平成２2年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４０６ 厚生の指標　国民衛生の動向（２０１０／２０１１）　 増刊　Vol.５７　No.９ （財）厚生統計協会
０１－０４０７ 第69回　全国産業安全衛生大会　研究発表会 2010 中央労働災害防止協会
０１－０４０８ 平成22年度版　やまなしの環境 2010 山梨県
０１－０４０９ 安全の指標　平成23年度 中央労働災害防止協会
０１－０４１０ 労働衛生のしおり（平成２３年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４１１ 厚生の指標　国民衛生の動向（２０１１／２０１２）　 増刊　Vol.５８　No.９ （財）厚生統計協会
０１－０４１２ 産業保健　活動事典 ﾊﾞｲｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株）
０１－０４１３ 安全の指標　平成２４年度 中央労働災害防止協会
０１－０４１４ 労働衛生のしおり（平成２４年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４１５ 平成23年度版　やまなしの環境 2011 山梨県
０１－０４１６ 平成24年度版　やまなしの環境 2012 山梨県
０１－０４１７ がんの治療と就労両立支援 勤労者医療研究④ (独)労働者健康福祉機構
０１－０４１８ 労働衛生のしおり（平成２５年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４１９ 安全の指標（平成２５年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４２０ 安全の指標（平成２６年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４２１ 労働衛生のしおり（平成２６年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４２２ 戦後の労働衛生活動を顧みて（インタビュー） 北里大学名誉教授　髙田　勗 (公財）産業医学振興財団
０１－０４２５ 安全の指標（平成２７年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４２６ 労働衛生のしおり（平成２７年度） 中央労働災害防止協会
０１－０４２７ 主治医と職域間の連携好事例30 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編Ⅱ 労働調査会
０１－０４２８ 主治医と職域間の連携好事例30 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編Ⅱ 労働調査会
０１－０４２９ 主治医と職域間の連携好事例30 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編Ⅱ 労働調査会
０１－０４３０ まるわかり職場巡視　工場編 ＨＯＷ　ＴＯ　産業保健１ (公財）産業医学振興財団
０１－０４３１ まるわかり職場巡視　事務所編 ＨＯＷ　ＴＯ　産業保健5 (公財）産業医学振興財団
０１－０４３２ 産業医の職務Q＆A　第１０版 (公財）産業医学振興財団
０１－０４３３ 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 (公財）産業医学振興財団
０１－０４３４ 医療機関における産業保健活動ハンドブック (公財）産業医学振興財団
０１－０４３５ 安全の指標　平成28年度 中央労働災害防止協会
０１－０４３６ 労働衛生のしおり 平成28年度 中央労働災害防止協会

5



０１－０４３７ 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
０１－０４３８ 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
０１－０４３９ 改訂１４版　産業保健ハンドブック 労働調査会

6



登 録 番 号 書 名 発 行 所
０２－０００１ 安衛法便覧（Ⅰ）平成１４年度版 全３巻 労働調査会
０２－０００２ 安衛法便覧（Ⅱ）平成１４年度版 全３巻 労働調査会
０２－０００３ 安衛法便覧（Ⅲ）平成１４年度版 全３巻 労働調査会
０２－０００４ チャート安衛法（改訂３版） 労働調査会
０２－０００５ イラストで見る安衛則１００ 労働調査会
０２－０００６ 労働安全衛生関係法令集（平成１３年度版） （財）労務行政研究所
０２－０００７ 労働安全衛生関係法令集（平成１６年度版） （株）労務行政
０２－０００８ 労働安全衛生法令図説便覧① 第１部　概要・第２部　安全 第一法規(株)
０２－０００９ 労働安全衛生法令図説便覧② 第２部　安全 第一法規(株)
０２－００１０ 労働安全衛生法令図説便覧③ 第２部　安全・第３部　衛生 第一法規(株)
０２－００１１ 労働安全衛生法令図説便覧④ 第３部　衛生・第４部　資料 第一法規(株)
０２－００１２ 労働安全衛生法令違反相談事例集　第１巻 全２巻 第一法規(株)
０２－００１３ 労働安全衛生法令違反相談事例集　第２巻 全２巻 第一法規(株)
０２－００１４ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集① 第一法規(株)
０２－００１５ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集② 第一法規(株)
０２－００１６ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集③ 第一法規(株)
０２－００１７ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集④ 第一法規(株)
０２－００１８ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑤ 第一法規(株)
０２－００１９ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑥ 第一法規(株)
０２－００２０ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑦ 第一法規(株)
０２－００２１ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑧ 第一法規(株)
０２－００２２ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑨ 第一法規(株)
０２－００２３ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑩ 第一法規(株)
０２－００２４ チェックリスト　労働安全衛生法　第１巻 全４巻 第一法規(株)
０２－００２５ チェックリスト　労働安全衛生法　第２巻 全４巻 第一法規(株)
０２－００２６ 安全衛生社内様式集・規定集（改訂） メイトブックス⑭　安全衛生実務テキスト 労働調査会
０２－００２７ 安全衛生法令早見表（改訂５版） ひと目でわかる規則一覧 労働調査会
０２－００２８ 労働衛生手続便覧（改訂） 労働調査会
０２－００２９ 労働安全手続便覧（改訂） 労働調査会
０２－００３０ 労働安全衛生規則実務便覧 労働調査会
０２－００３１ 労働安全衛生法実務便覧 労働調査会
０２－００３２ 労働安全衛生　用語・手続辞典 新日本法規出版(株)
０２－００３３ 労災補償　法令解釈要覧① 新日本法規出版(株)
０２－００３４ 労災補償　法令解釈要覧② 新日本法規出版(株)
０２－００３５ こんなときどうする労働災害 全２巻 ＝会社の対応と責任＝Q&A　第1巻 第一法規(株)
０２－００３６ 労災職業病健康管理（第２版）Ⅰ：労災職業病の企業責任 全３巻　その判例・先例の解説 総合労働研究所
０２－００３７ 労災職業病健康管理（第２版）Ⅱ：労災補償の行政・認定実務 全３巻 総合労働研究所
０２－００３８ 労災職業病健康管理（第２版） Ⅲ：職業病・健康管理と労災認定 全３巻 総合労働研究所
０２－００３９ 労災保険法便覧（改訂５版） 労働調査会
０２－００４０ 改正労災保険法（註解）政・省令、様式付 労働新聞社
０２－００４１ 労災保険　労働福祉事業要覧(平成１４年３月) 労働調査会
０２－００４２ 明説　労災保険法　（改訂版） （財）労務行政研究所
０２－００４３ 労働総覧（Ⅰ）平成１４年度版 労働法令
０２－００４４ 労働総覧（Ⅱ）平成１４年度版 労働法令
０２－００４５ 健康政策六法（平成１４年度版） 中央法規出版
０２－００４６ 労働基準法解釈総覧 労働調査会
０２－００４８ 労働基準法施行規則第３５条詳解(改訂新版) 業務上疾病の範囲と認定 労働新聞社
０２－００４９ 労働基準法施行規則第三十五条詳解（改訂新版） 業務上疾病の範囲と認定 労働新聞社
０２－００５０ 労働基準法・労働安全衛生法（改訂１０版） 労災保険法のあらまし　労働法ハンドブックシリーズ 労働調査会
０２－００５１ 労働基準法・労働安全衛生法（改訂３版） 労災保険法の実務 （社）日本労務研究会
０２－００５２ 改正労働基準法（裁量労働制編） 労働基準調査会
０２－００５３ 新しい労働者派遣法 ここまで広がった派遣の業務 労働調査会
０２－００５４ 派遣先企業のためのやさしい労働者派遣法 労働調査会
０２－００５６ 未払賃金の立替払制度－早わかり－（改訂） 労働調査会
０２－００５７ 男女雇用機会均等法Q＆A 労働調査会
０２－００５８ 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 労働基準調査会
０２－００５９ 保健・医療・栄養関係者のための精解衛生法規 第一出版
０２－００６０ 問答式　労働安全衛生の実務　第１巻 全３巻 新日本法規出版(株)
０２－００６１ 問答式　労働安全衛生の実務　第２巻 全３巻 新日本法規出版(株)
０２－００６２ 労災保険／雇用保険用語・手続事典 新日本法規出版(株)
０２－００６３ 注解労働安全衛生関係法令／解釈例規集⑪ 第一法規(株)
０２－００６４ 男女雇用機会均等法／労働基準法／ 育児・介護休業法［改正］ 法律編 労働基準調査会
０２－００６５ 労災保険法便覧（改訂４版） 労働調査会
０２－００６９ 医療機関のためのわかりやすい労災保険（改訂版） （財）労災保険情報センター

０２－００７０ 医療機関のための労災保険と労働条件管理（改訂） 労働基準調査会
０２－００７１ 労災保険療養の費用支給基準（新版） 労働新聞社
０２－００７２ 改正労働基準法（決定版） 労働基準調査会
０２－００７３ 日本の労働政策（平成１４年度版） 労働調査会
０２－００７４ 労災医療 第9版 （財）労働福祉共済会
０２－００７６ 労災保険　医療費算定実務ハンドブック （平成１４年度版） 労働調査会
０２－００７７ わかりやすい労災保険の用語の解説（改訂版） 2002年度版 （財）労災保険情報センター

０２－００７８ 労働安全衛生手続・書式便覧① 新日本法規出版(株)
０２－００７９ 労働安全衛生手続・書式便覧② 新日本法規出版(株)
０２－００８０ 労働総覧Ⅰ〔平成１５年版〕 労働法令
０２－００８１ 労働総覧Ⅱ〔平成１５年版〕 労働法令
０２－００８２ 安全衛生法令要覧（平成１５年版） 中央労働災害防止協会
０２－００８３ 労働基準法実務問答〔第３集〕（新訂） 労働基準法の賃金に関する項目について６３ケースを収録 労働調査会
０２－００８４ 労働基準法解釈総覧 労働調査会
０２－００８５ ケース・スタディ労災認定集① 新日本法規出版(株)
０２－００８６ ケース・スタディ労災認定集② 新日本法規出版(株)
０２－００８７ 事例式 労働保険の手続と書式① 新日本法規出版(株)

【０２】　関　係　法　令
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０２－００８８ 事例式 労働保険の手続と書式② 新日本法規出版(株)
０２－００８９ 誰にもわかる労働保険の手引① 新日本法規出版(株)
０２－００９０ 誰にもわかる労働保険の手引② 新日本法規出版(株)
０２－００９１ 労災医療 （財）労働福祉共済会
０２－００９２ 日本の労働政策（平成１５年度版） 労働調査会
０２－００９３ リストラ・セクハラ・いじめ 職場のトラブル解決好事例 保険六法新聞社
０２－００９４ 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
０２－００９５ 人事管理実務マニュアル　第１巻 全２巻 新日本法規
０２－００９７ 最新 人事・労務管理の手引（全） 新日本法規出版(株)
０２－００９８ 事例式 人事労務トラブル防止の手引（①・②） 新日本法規出版(株)
０２－００９９ 事例でみる労働安全衛生のチェックポイント（全） 新日本法規出版(株)
０２－０１００ 労務管理法令解釈要覧① 新日本法規出版(株)
０２－０１０１ 労務管理法令解釈要覧② 新日本法規出版(株)
０２－０１０２ 労働安全衛生法令図説便覧⑤第３部　衛生/第４部　資料 第一法規(株)
０２－０１０４ 人事労務統計情報便覧（全） 新日本法規出版(株)
０２－０１０５ これならわかる！職場のトラブル解決法 保険・税金、パート、派遣…。知ってるようで実は知らない職場のルールが手にとるようにわかる。 労働調査会
０２－０１０６ 安衛法便覧Ⅰ（平成１５年度版） 労働調査会
０２－０１０７ 安衛法便覧Ⅱ（平成１５年度版） 労働調査会
０２－０１０８ 安衛法便覧Ⅲ（平成１５年度版） 労働調査会
０２－０１０９ プライバシー等、労働衛生機関をめぐる法律問題 プライバシー等、健診実施に関連する法的諸問題 （社）全国労働衛生 団体連合会

０２－０１１０ 「化審法＆安衛法」届出・手続完全マスター 化学工業日報社
０２－０１１１ 労働時間・休日・休暇管理の手引　① 新日本法規出版(株)
０２－０１１２ ［新訂］　体系　労災保険判例総覧（第六集） 企業通信社
０２－０１１３ 労災保険　業務上疾病のＱ＆Ａ 労働基準調査会
０２－０１１４ チェックリスト　労働安全衛生法　第３巻 全４巻 第一法規(株)
０２－０１１５ 現状における認定基準・対策と労災認定事例・民事裁判例 医療機関における　過重労働・メンタルヘルス対策のポイント （財）労災保険情報センター

０２－０１１６ 石綿（アスベスト）の労災認定のしくみ （アスベストに関する相談窓口一覧つき） （財）労災保険情報センター

０２－０１１７ 改正安衛法のポイント[政省令編」 自主的な取組みの促進による新しい安全衛生の構築に向けて 労働調査会
０２－０１１８ 安衛法便覧Ⅰ（平成１８年度版） 第Ⅰ巻　法令・様式編 労働調査会
０２－０１１９ 安衛法便覧Ⅱ（平成１８年度版） 第Ⅱ巻　告示・指針編 労働調査会
０２－０１２０ 安衛法便覧Ⅲ（平成１８年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１２１ 改訂　知らなきゃトラブる！労働基準関係法の要点 （社）全国労働基準 関係団体連合会

０２－０１２２ 新　労災保険の用語の解説（平成１９年４月法改正対応） （財）労災保険情報センター

０２－０１２３ チェックリスト　労働安全衛生法　第４巻 全４巻 第一法規(株)
０２－０１２４ こんなときどうする労働災害 全２巻 ＝会社の対応と責任＝Q&A　第1巻 第一法規(株)
０２－０１２５ 問答式　労働安全衛生の実務　第３巻 新日本法規出版(株)
０２－０１２６ 人事管理実務マニュアル　第２巻 全２巻 新日本法規出版(株)
０２－０１２７ 安衛法便覧Ⅰ（平成２０年度版） 第Ⅰ巻　法令・様式編 労働調査会
０２－０１２８ 安衛法便覧Ⅱ（平成２０年度版） 第Ⅱ巻　告示・指針編 労働調査会
０２－０１２９ 安衛法便覧Ⅲ（平成２０年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１３０ 改訂１０版　安全衛生法令早見表 ひと目でわかる規則一覧 労働調査会
０２－０１３１ 労災医療 第8版 （財）労働福祉共済会
０２－０１３２ 労働時間・休日・休暇管理の手引　② 新日本法規出版(株)
０２－０１３３ 墜落災害防止ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　新しい足場の安全基準 改正安衛則と手すり先行工法　新ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 労働調査会
０２－０１３４ 労働安全衛生手続・書式便覧③ 新日本法規出版(株)
０２－０１３５ 送検事例と労働災害　　平成１５年版 労働調査会
０２－０１３６ 送検事例と労働災害　　平成２１年版 送検事例から学ぶ労働災害防止対策 労働調査会
０２－０１３７ 「改正雇用保険法の解説」派遣、ﾊﾟｰﾄ、期間雇用者の給付拡充と適用拡大 育児休業給付の改善 労働調査会
０２－０１３８ 安衛法便覧Ⅰ（平成２１年度版） 第Ⅰ巻　法令・様式編 労働調査会
０２－０１３９ 安衛法便覧Ⅱ（平成２１年度版） 第Ⅱ巻　告示・指針編 労働調査会
０２－０１４０ 安衛法便覧Ⅲ（平成２１年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１４１ 安全衛生関係通達集　＝第87集＝ （平成21年4月から平成21年6月まで） 労働調査会
０２－０１４２ 安全衛生関係通達集　＝第88集＝ （平成21年7月から平成21年9月まで） 労働調査会
０２－０１４３ 安全衛生関係通達集　＝第8９集＝ （平成21年１０月から平成21年１２月まで） 労働調査会
０２－０１４４ 安全衛生関係通達集　＝第90集＝ （平成22年1月から平成22年3月まで） 労働調査会
０２－０１４５ 安衛法便覧Ⅰ（平成２２年度版） 第Ⅰ巻　法令編 労働調査会
０２－０１４６ 安衛法便覧Ⅱ（平成２２年度版） 第Ⅱ巻　様式・指針編 労働調査会
０２－０１４７ 安衛法便覧Ⅲ（平成２２年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１４８ 安衛法便覧Ⅰ（平成２３年度版） 第Ⅰ巻　法令編 労働調査会
０２－０１４９ 安衛法便覧Ⅱ（平成２３年度版） 第Ⅱ巻　様式・指針編 労働調査会
０２－０１５０ 安衛法便覧Ⅲ（平成２３年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１５１ 必携！産業保健スタッフが知っておきたい労働基準法 (財)産業医学振興財団
０２－０１５２ 安衛法便覧Ⅰ（平成２４年度版） 第Ⅰ巻　法令編 労働調査会
０２－０１５３ 安衛法便覧Ⅱ（平成２４年度版） 第Ⅱ巻　様式・指針編 労働調査会
０２－０１５４ 安衛法便覧Ⅲ（平成２４年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１５５ 安衛法便覧Ⅰ（平成２５年度版） 第Ⅰ巻　法令編 労働調査会
０２－０１５６ 安衛法便覧Ⅱ（平成２５年度版） 第Ⅱ巻　様式・指針編 労働調査会
０２－０１５７ 安衛法便覧Ⅲ（平成２５年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１５８ 生きた安全衛生委員会の運営のために How to 産業保健４ （財）産業医学振興財団
０２－０１５９ 必携！産業保健スタッフが知っておきたい労働基準法 How to 産業保健２ （財）産業医学振興財団
０２－０１６０ 安全配慮義務ー過労死・メンタルヘルス不調を中心にー How to 産業保健６ （財）産業医学振興財団
０２－０１６１ 企業におけるメンタルヘルス不調の法律実務 判断に迷う教職・復職　４０の事例とその対処法 労務行政
０２－０１６２ 新・労働法実務相談 職場トラブル解決のためのQ&A 労務行政
０２－０１６３ 安衛法便覧Ⅰ（平成２８年度版） 第Ⅰ巻　法令編 労働調査会
０２－０１６４ 安衛法便覧Ⅱ（平成２８年度版） 第Ⅱ巻　様式・指針編 労働調査会
０２－０１６５ 安衛法便覧Ⅲ（平成２８年度版） 第Ⅲ巻　行政通達編 労働調査会
０２－０１６６ 新よくわかる　労災保険・安全衛生　改訂版 労働調査会
０２－０１６７ 酸素欠乏症等防止規則の解説 労働調査会
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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０３－０００１ 異物混入対策マニュアル（CD-ROM付） 管理システムの構築から社員教育・クレーム対応まで PHP研究所
０３－０００２ 産業中毒便覧（増補版） 医歯薬出版
０３－０００３ 中毒学 基礎・臨床・社会医学 朝倉書店
０３－０００４ 中毒－診療のポイント－ 最新医学シリーズ メディカル葵出版
０３－０００５ Toxicology Today 中毒学から生体防御の科学 金芳堂
０３－０００６ エッセンシャル　毒性学 毒性学入門 医歯薬出版
０３－０００７ 毒性学 その生化学的側面 講談社
０３－０００８ 脳と毒物 シリーズ脳の科学 朝倉書店
０３－０００９ 覚せい剤・有機溶剤中毒 精神科　MOOK　NO.３ 金原出版
０３－００１０ 有機溶剤中毒予防の知識と実践（改訂） 作業者用教育テキスト 中央労働災害防止協会
０３－００１１ 環境汚染物質と毒性－有機物質篇－ 化学の領域　増刊１２９号 南江堂
０３－００１２ 薬物代謝と薬効・毒性シンポジウム 南山堂
０３－００１６ 薬物代謝学 医療薬学・毒性学の基礎として 東京化学同人
０３－００１７ 薬物代謝学　（新版） 講談社
０３－００１８ ラジオアイソトープ　薬物代謝実験法 丸善
０３－００１９ 分子薬理学序説 東京化学同人
０３－００２０ 図表による薬理学 地人書館
０３－００２１ 臨床薬理 新薬開発と薬物療法の基礎 講談社
０３－００２２ 薬物学 南山堂
０３－００２３ 薬物と生体 岩波講座現代生物科学１４ 岩波書店
０３－００２４ 産業化学物質、環境化学物質 毒性試験講座⑱ 地人書館
０３－００２８ 環境と人体Ⅰ 生体影響の検出 （財）東京大学出版会
０３－００２９ 環境と人体Ⅱ 環境変異原 （財）東京大学出版会
０３－００３０ 環境と人体Ⅲ 窒素酸化物 （財）東京大学出版会
０３－００３１ 生物学的暴露指標 同文書店
０３－００３２ 生物学的暴露指標１９８７－１９８９ （財）産業医学振興財団
０３－００３３ 環境化学物質の生殖毒性 第１回生殖毒性シンポジウム 名古屋大学医学部衛生学教室

０３－００３４ 医療廃棄物の適正処理マニュアル 臨床病理レビュー（第１１２号） 感染性廃棄物を中心に 臨床病理刊行会
０３－００３５ 有害廃棄物 クリーン、サイクル、コントロールの視点から 中央法規出版
０３－００３６ 生態と重金属 講談社
０３－００３７ 重金属と生物 博友社
０３－００３８ 「鉛」－環境中の鉛と生体影響－ 労働科学巌書９５ （財）労働科学研究所出版部

０３－００３９ 化学物質安全性データブック（改訂増補版） コンパクト版 オーム社
０３－００４０ 化学物質取扱業務の健康管理 （財）産業医学振興財団
０３－００４１ 化学物質の危険・有害便覧（２０００－２００１） 中央労働災害防止協会
０３－００４２ 化学工学便覧（改訂６版） 丸善
０３－００４３ 化学便覧　基礎編Ⅰ　（改訂４版） 丸善
０３－００４４ 化学便覧　基礎編Ⅱ　（改訂４版） 丸善
０３－００４５ 化学便覧　応用化学編Ⅰ　（第５版） 丸善
０３－００４６ 化学便覧　応用化学編Ⅱ　（第５版） 丸善
０３－００４７ 産業保健Ⅰ／産業保健の考え方・進め方（新版） 篠原出版
０３－００４８ アレルギー 産業環境からのアプローチ 金芳堂
０３－００４９ 環境因子による疾患　（第７５巻） 環境性疾患１/最新内科学大系第７５巻 中山書店
０３－００５１ わかりやすい業務上疾病の認定（改訂版） 労災保険 （財）労務行政研究所
０３－００５２ 職業性石綿ばく露と石綿関連疾患 基礎知識と労災補償 （有）三信図書
０３－００５３ 脳・心臓疾患の新認定基準の解説（改訂２版） 労働調査会
０３－００５４ 労働災害および職業性疾病の記録と通知産業保健サイエンスファイル２ ILO行動指針 労働調査会
０３－００５５ じん肺症 大阪市立大学医学部環境衛生学教室

０３－００５６ 労災保険　業務上疾病のQ&A　（改訂２版） 労働調査会
０３－００５７ 交替制勤務 労働科学叢書５０ 労働科学研究所出版部
０３－００５８ 新 ガンマ線透過写真撮影作業主任者テキスト 透過写真撮影業務特別教育用テキスト 中央労働災害防止協会
０３－００５９ 鉛作業主任者テキスト（新版） 中央労働災害防止協会
０３－００６４ 酸素欠乏症等防止規則の解説 中央労働災害防止協会
０３－００６５ 現代労働衛生ハンドブック（増補改訂第２版）本編 本編・増補編セット （財）労働科学研究所出版部

０３－００６６ 現代労働衛生ハンドブック（増補改訂第２版） 増補編 本編・増補編セット （財）労働科学研究所出版部

０３－００６７ 労働衛生 東洋書館
０３－００６８ 労働衛生 東洋書館
０３－００７０ 医学における放射線の防護と安全 ICRP　Pubicaion７３ 丸善
０３－００７１ PATTY'S Iｎｄuｓｔｒiaｌ Hｙｇiene and Toｘiｃology VolumeⅢ　Theory　and　Rationale　of　Industrial　Hygiene　Practice WILEY－INTERSCIENCE

０３－００７２ PATTY'S Iｎｄuｓｔｒiaｌ Hｙｇiene and Toｘiｃology ３ｒｄ．Revised　ed. VolumeⅠ General　Principles WILEY－INTERSCIENCE

０３－００７３ PATTY'S　Iｎｄuｓｔｒiaｌ　Hｙｇiene　and　Toｘiｃology　３rd　Revised　Edition Volume２A：Toxicology WILEY－INTERSCIENCE

０３－００７４ PATTY'S Iｎｄuｓｔｒiaｌ Hｙｇiene and Toｘiｃology ３ｒｄ Revised　Edition Volume２B：Toxicology WILEY－INTERSCIENCE

０３－００７５ MECHANISMS OF TOXICITY AND HAZARD EVALUATION Volume８ NORTH－HOLLAND　BIOMEDICAL　PRESS

０３－００７６ New Concepts and Developmentsin Toxicology Elsevier
０３－００７７ New Concepts and Developments in Toxicology Elsevier
０３－００８３ Reviews in Biochemical Toxicology １ North-Holland,inc
０３－００８４ Reviews in Biochemical Toxicology ２ North-Holland,inc
０３－００８５ Reviews in Biochemical Toxicology ５ Biomedical
０３－００８６ Selective Toxicity Chapman and Hall
０３－００８７ Drug Metabolism and Alcohol University Park press
０３－００８８ Inorganic Mercury Joint Research Centre
０３－００９２ Update on Benzene Advances in Occupational Medicine&Rehabilitaon Pl-ME press
０３－００９３ Principles of Drug Action:The Basis of Pharmacology John Wiley&Sons inc
０３－００９４ Quantitative Toxicology John Wiley&Sons inc
０３－００９５ Catalytic Transition Metal Hydrides The New York Academy  of Sciences

０３－００９６ Guidelines For Poison Control WHO
０３－００９９ Environmental Chemistry Academic press
０３－０１００ Industrial and Environmental Xenobiotics S.primger - Verlg
０３－０１０１ TOXICOLOGY The Basic Science of Poisons Macmillan Publishing Co.,Inc

０３－０１０２ Occupational Health Recognizing and Preventing Work-Related Disease  Littre,Brown and Company

０３－０１０５ じん肺に併発する肺がんに関する症例資料集 中央労働災害防止協会
０３－０１０６ 2003ACGIH化学物質と物理因子のTLVs&化学物質のBEIs 日測協資料　NO．５１ （社）日本作業環境測定協会

【０３】　産 業 中 毒　・　職 業 性 疾 病
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０３－０１０７ 職業感染の予防と対策 医療従事者への警鐘 真興交易医書出版部
０３－０１０８ 労災保険　VDT作業と眼精疲労 日研社
０３－０１０９ 振動障害 ～３５年の軌跡～ 労働調査会
０３－０１１０ 石綿による疾病の新認定基準の解説 労働調査会
０３－０１１１ 産業保健スタッフのための 頸肩腕障害（上肢障害）入門 労働調査会
０３－０１１２ 職業・環境がんの疫学 低レベル曝露でのリスク評価 篠原出版新社
０３－０１１３ ［改正］脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定 新認定基準の解説 労働基準調査会
０３－０１１４ アスベスト関連疾患　日常診療ガイド アスベスト関連疾患を見逃さないために 労働調査会
０３－０１１５ 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
０３－０１１６ 2005ACGIH化学物質と物理因子のTLVs&化学物質のBEIs (日本語版)  日測協資料　NO．５３ （社）日本作業環境測定協会

０３－０１１７ 過労死（脳・心臓疾患)の労災認定のしくみ 脳・心臓疾患（負傷に起因するものを除く。）の労災認定基準の解説 （財）労災保険情報センター

０３－０１１８ 増補改訂版　アスベスト関連疾患日常診療ガイド アスベスト関連疾患を見逃さないために[ 教材用　ＣＤ－ＲＯＭ付 ] 労働調査会
０３－０１１９ 精神障害等（過労自殺）の労災認定のしくみ 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解説 （財）労災保険情報センター

０３－０１２０ 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 （財）産業医学振興財団
０３－０１２１ 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 （財）産業医学振興財団
０３－０１２２ 2006ACGIH化学物質と物理因子のTLVs＆化学物質のBEIs (日本語版)  日測協資料　NO．５４ （社）日本作業環境測定協会

０３－０１２３ 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）産業医学振興財団
０３－０１２４ 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）産業医学振興財団
０３－０１２５ じん肺・粉じん作業マニュアル メイトブックス⑮ 労働基準調査会
０３－０１２６ 2007ACGIH化学物質と物理因子のTLVs＆化学物質のBEIs (日本語版)  日測協資料　NO．５５ （社）日本作業環境測定協会

０３－０１２７ 画像で診る今日のじん肺症例選集 分野名　「粉じん等による呼吸器疾患」 （独）労働者健康福祉機構

０３－０１２８ 新たな画像診断法　じん肺におけるFDG、MET-PETの研究 分野名　「粉じん等による呼吸器疾患」 （独）労働者健康福祉機構

０３－０１２９ 新たな画像診断法 胸膜プラークの胸壁３D表示 分野名　「粉じん等による呼吸器疾患」 （独）労働者健康福祉機構

０３－０１３０ 新たな画像診断法 経時サブトラクション法 分野名　「粉じん等による呼吸器疾患」 （独）労働者健康福祉機構

０３－０１３１ 2008ACGIH化学物質と物理因子のTLVs＆化学物質のBEIs (日本語版)  日測協資料　NO．５６ （社）日本作業環境測定協会

０３－０１３２ 2004ACGIH化学物質と物理因子のTLVs＆化学物質のBEIs (日本語版)  日測協資料　NO．５２ （社）日本作業環境測定協会

０３－０１３３ 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）産業医学振興財団
０３－０１３４ 振動障害の理解のために （独）労働者健康福祉機構

０３－０１３５ 画像で診る今日の職業別じん肺症例選集 分野名　「粉じん等による呼吸器疾患」 （独）労働者健康福祉機構

０３－０１３６ 産業保健ハンドブックⅠ　石綿関連疾患（第４版）　 予防・診断・労災補償 （財）産業医学振興財団
０３－０１３７ 産業保健ハンドブックⅠ　石綿関連疾患（第４版）　 予防・診断・労災補償 （財）産業医学振興財団
０３－０１３８ 産業保健ハンドブックⅠ　石綿関連疾患（第４版）　 予防・診断・労災補償 （財）産業医学振興財団
０３－０１３９ 新しい腰痛対策Ｑ＆Ａ２１ 非特異的腰痛のニューコンセプトと職域での予防法 （財）産業医学振興財団
０３－０１４０ ２０１５年版　16615の化学商品 化学工業日報社
０３－０１４１ 新しい腰痛対策Ｑ＆Ａ２１ 非特異的腰痛のニューコンセプトと職域での予防法

（公財）産業医学振興財
団

０３－０１４２ 振動障害の業務上認定の考え方と問題点 （独法）労働者健康福祉機構　山陰労災病院

０３－０１４３ 職場の感染症対策ー予防管理・発生時対策・臨床・保障のすべてー 産業保健ハンドブックⅥ
（公財）産業医学振興財
団
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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０４－０００１ がん・日本と世界－その動向と病因論－ 癌の臨床　別集 篠原出版
０４－０００２ がんの計量疫学 癌の臨床　別集 篠原出版
０４－０００３ がん登録と臨床疫学 癌の臨床　別集 篠原出版
０４－０００４ 職業がん－疫学的アプローチ－ 癌の臨床　別集 篠原出版
０４－０００５ がんはどこまでわかったか 講談社
０４－０００６ がんはどこまで分かったか　Part2 がんは遺伝子病である 講談社
０４－０００７ ガンはどれだけ避けられるか 今日のアメリカの研究成果から （財）名古屋大学出版会
０４－０００８ がん その分子生物学、細胞生物学から、その医学、環境科学まで 共立出版
０４－０００９ 図説　癌免疫のしくみ 新宿書房
０４－００１０ 遺伝子とガン 発ガン機構と治療への道 日経サイエンス社
０４－００１２ がん細胞の誕生 朝日選書２２３ 朝日新聞社
０４－００１３ がん細胞の誕生（新版）朝日選書３８４ 人は何故がんになるのか 朝日新聞社
０４－００１４ がん遺伝子の発見 がん解明の同時代史 中央公論社
０４－００１５ ガン制圧への道 ＮＥＷ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＧＥ　６ 岩波書店
０４－００１６ それでもがん検診うけますか 専門医が教える本当の話 ネスコ（日本映像出版）
０４－００１７ がんの痛みからの解放（第２版）オピオイド鎮痛薬の規制ガイド付き WHO方式がん疼痛治療法 金原出版
０４－００１８ がん予防と食生活 （社）日本栄養食品協会
０４－００１９ ガンと食物 素食のすすめ 形成社
０４－００２０ 生活環境と発がん 大気・水・食品 朝倉書店
０４－００２１ 化学物質と癌の発生 学会出版センター
０４－００２２ 有田市におけるコレラ防疫秘話

和歌山県立医科大学公衆
衛生学教室

０４－００２３ 花粉症の科学－話題のアレルギー病を探る－ 新バイオサイエンスシリーズ 化学同人
０４－００２４ エイズ－教職員のためのガイドブック－ 国立大学保健管理施設協議会エイズ特別委員会

０４－００２５ 人と病気の科学史 ポピュラー・サイエンス 裳華堂
０４－００２６ ある病気の運命 結核との闘いから何を学ぶか （財）東京大学出版会
０４－００２７ 脳卒中がほんとうになくなる日 ラットが拓く予知医学への道 保健同人社
０４－００２８ カラーアトラス　誤りやすい皮膚病変（追補改訂版） メジカルビュー社
０４－００２９ 糖尿病とくすり 新しい薬物療法から食事療法、運動療法 保健同人社
０４－００３０ 臨床糖尿病マニュアル 南江堂
０４－００３１ 分子糖尿病学の進歩（１９９４） 基礎から臨床まで 金原出版
０４－００３２ 糖尿病は予防できる 健康生活のための食事と運動 第一出版
０４－００３３ 糖尿病のマネージメント（第３版） 医学書院
０４－００３４ 臨床検査のABC 日本医師会
０４－００３５ 生体・機能検査のＡＢＣ 日本医師会
０４－００３６ 医療の基本ABC 日本医師会
０４－００３７ 老年期痴呆診療マニュアル 日本医師会
０４－００３８ 動脈硬化・老年病予防健診マニュアル メジカルビュー社
０４－００３９ 肝疾患診療マニュアル 日本医師会
０４－００４０ 血液疾患診療マニュアル 日本医師会
０４－００４１ 脳血管障害の臨床 日本医師会
０４－００４２ 症候から診断へ（第１集） 一般症候・呼吸器・心臓・血管 日本医師会
０４－００４３ 症候から診断へ（第２集） 消化器・内分泌・代謝・血液・造血器・免疫 日本医師会
０４－００４４ 症候から診断へ（第３集） 腎・泌尿器・生殖器・神経 日本医師会
０４－００４５ 症候から診断へ（第４集） 心理・精神機能・成長・発達・加齢に伴う注意すべき徴候） 日本医師会
０４－００４６ 症候から診断へ（第５集) 感覚器・運動器 日本医師会
０４－００４７ 感染症の診断・治療ガイドライン 日本医師会
０４－００４８ 標準分子医化学 医学書院
０４－００４９ 標準生理学（第５版） 医学書院
０４－００５０ 標準救急医学（第３版） 医学書院
０４－００５１ 標準微生物学（第８版） 医学書院
０４－００５２ 標準整形外科学（第８版） 医学書院
０４－００５３ 標準組織学　各論（第３版） 医学書院
０４－００５４ 標準組織学　総論（第４版） 医学書院
０４－００５５ 医学統計Q&A 金原出版
０４－００５９ 環境細胞遺伝学序説 環境因子によるヒトの染色体異常 医歯薬出版
０４－００６２ 生物時計－サーカデアン・リズムの機構 現代科学選書 岩波書店
０４－００６３ 体温調節のしくみ 文光堂
０４－００６４ 死を教える〈叢書〉死への準備教育　第１巻 全３巻 メヂカルフレンド社
０４－００６５ 死を看取る〈叢書〉死への準備教育　第２巻 全３巻 メヂカルフレンド社
０４－００６６ 死を考える〈叢書〉死への準備教育　第３巻 全３巻 メヂカルフレンド社
０４－００７０ アルコールと栄養 お酒とうまく付き合うために 光生館
０４－００７３ 健康と運動の生理学（改訂４版） 金芳堂
０４－００７４ 健康と医療の思想　医療ブックス⑦ 健康の自己責任論をこえて 労働旬報社
０４－００７５ 労働と健康の歴史　第一巻　（改訂第２版） 古代から幕末まで （財）労働科学研究所出版部

０４－００７６ 労働と健康の歴史　第二巻 明治初年から工場法実施まで （財）労働科学研究所出版部

０４－００７７ 労働と健康の歴史　第三巻　（改訂第２版） 倉敷労働科学研究所の創立から昭和へ （財）労働科学研究所出版部

０４－００７８ 労働と健康の歴史　第四巻　（第２版） 一五年戦争下の労働と健康 （財）労働科学研究所出版部

０４－００７９ 労働と健康の歴史　第五巻　（第２版） 労働と健康の戦後史 （財）労働科学研究所出版部

０４－００８０ 労働と健康の歴史　第六巻 労働衛生通史　医史学と私　展望：労働衛生史　僕の昭和史 （財）労働科学研究所出版部

０４－００８１ 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 （財）労働科学研究所出版部

０４－００８２ 肥満の臨床医学（新版） 病態・診断・治療 朝倉書店
０４－００８３ 食と健康 脂質のはたらき 建帛社
０４－００８４ パプアニューギニアの食生活 「塩なし文化」の変容　中公新書１０４４ 中央公論社
０４－００８５ 早く肉をやめないか？ 狂牛病と台所革命 三五館
０４－００９８ 食の万歩計 日本図書刊行会
０４－００９９ 講座　食の文化　第一巻 人類の食文化 （財）味の素食の文化センター

０４－０１００ 食品衛生学 新栄養士課程講座 建帛社
０４－０１０１ 化学的合成品以外の食品添加物リスト（第１版）１９８９ 社会保険出版社
０４－０１０２ 目でみる臨床栄養学（新版） 医歯薬出版
０４－０１０３ 新しい臨床栄養学（改訂第３版） 南江堂
０４－０１０４ 過労死を防ぐ栄養学 働き盛りの食べ物・食べかた 講談社

【０４】　健　康　管　理
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０４－０１０５ 食品・栄養・健康ニューガイドシリーズ　　高脂血症 その原因と食事指導 第一出版
０４－０１０６ 日本人の食習慣の特徴と疾患 第一出版
０４－０１０７ 生活習慣病予防マニュアル（改訂３版） 南山堂
０４－０１０８ 生活習慣病と食養 疾患別臨床シリーズ別巻 現代出版プランニング
０４－０１０９ 食品・栄養・健康ニューガイドシリーズ　骨粗松症 生活からの予防法 第一出版
０４－０１１０ わかりやすい食品添加物（新訂版） こう変わる表示のすべて 社会保険出版社
０４－０１１１ わかりやすい食品添加物 社会保険出版社
０４－０１１２ 食品の微量元素含量表 Table　ｏｆ　Trace　Element　Contents　ｉｎ　Japanese　Foodstuffs 第一出版
０４－０１１３ 食物繊維（改訂新版） 第一出版
０４－０１１４ 日本人の栄養所要量（昭和５４年度改定） 第一出版
０４－０１１５ 日本人の栄養所要量（第三次改定） 第一出版
０４－０１１６ 戦後昭和の栄養動向 国民栄養調査４０年をふりかえる 第一出版
０４－０１１７ 保健統計の年次推移 厚生の指標（臨時増刊）　第４１巻 第１６号 （財）厚生統計協会
０４－０１１８ 国民栄養の年次推移 厚生の指標（臨時増刊）　第４２巻 第１６号 （財）厚生統計協会
０４－０１１９ 国民栄養の年次推移 厚生の指標（臨時増刊）　第４２巻 第１６号 （財）厚生統計協会
０４－０１２０ 国民栄養の現状（昭和５６年度版） 昭和５４年国民栄養調査成績 第一出版
０４－０１２１ 国民栄養の現状（昭和６０年度版） 昭和５８年国民栄養調査成績 第一出版
０４－０１２２ 国民栄養の現状（平成９年度版） 平成９年国民栄養調査結果 第一出版
０４－０１２３ 食料・栄養・健康　（１９８４年版） 最新の情報・資料とその解説 医歯薬出版
０４－０１２４ 食料・栄養・健康　（１９８５年版） 最新の情報・資料とその解説 医歯薬出版
０４－０１２５ 食料・栄養・健康　（１９９８年版） 最新の情報・資料とその解説 医歯薬出版
０４－０１２６ 食料・栄養・健康　（２０００年版） 最新の情報・資料とその解説 医歯薬出版
０４－０１２７ 運動と栄養 杏林書院
０４－０１２８ コンディショニングとパフォ－マンス向上のスポーツ栄養学 体育・スポーツ・健康科学テキストブックシリーズ （有）市村出版
０４－０１２９ 運動療法処方せん作成マニュアル 日本医師会雑誌　第１１６巻 第３号付録 日本医師会
０４－０１３０ 健康運動のガイドライン 日本医師会雑誌　第１１１巻 第１２号付録　 日本医師会
０４－０１３１ いきいき健康ライフ 健康を習慣づけるためのオールガイド読本 文部科学省共済組合
０４－０１３２ 新しい健康科学の探究 東山書房
０４－０１３３ 健康科学 医学書院
０４－０１３４ 働く人の健康管理 災害防止対策シリーズNO.１０ 労働新聞社
０４－０１３５ 働く女性と母性健康管理 労働調査会
０４－０１３６ 化学物質取扱業務と健康管理 （財）産業医学振興財団
０４－０１３７ 健康管理概論 新栄養士課程講座 建帛社
０４－０１３８ 健康管理の計量化 とくにがん・循環器疾患のリスクファクターを考える 共立出版
０４－０１３９ 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 日本医事新報社
０４－０１４０ 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 日本医事新報社
０４－０１４１ 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
０４－０１４２ 有機溶剤健康診断のすすめ方 （社）全国労働衛生団体 連合会事務局

０４－０１４３ これからの健康管理（第３版） 癌、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
０４－０１４４ これからの健康管理 （社）全国労働衛生団体 連合会

０４－０１４５ 特殊健康診断検査法 中央労働災害防止協会
０４－０１４６ Evidence　Based　Medicineによる健康診断 医学書院
０４－０１４７ 人間ドックマニュアル（第２版） 健康評価と指導のポイント 医学書院
０４－０１４８ 臨床医のための健康指導ハンドブック 医学書院
０４－０１４９ 健診データハンドブック 医学書院
０４－０１５０ 介護労働者のための健康づくりハンドブック 病院付添看護労働者等の健康づくりに関する調査研究報告書 中央労働災害防止協会
０４－０１５１ 労災保険　二次健康診断等給付のしくみ 労働調査会
０４－０１５２ 過重労働になっていませんか？ 過重労働による健康障害を防止するために 労働調査会
０４－０１５３ 腰痛の予防対策に関する調査研究委員会報告書 中央労働災害防止協会
０４－０１５４ 職場における腰痛予防対策マニュアル 腰痛予防管理者用労働衛生教育テキスト 中央労働災害防止協会
０４－０１５５ 頸肩腕－障害の診断と治療－（改訂第２版） 金原出版
０４－０１５６ 喫煙の科学－職場の分煙テキストブック 産業保健サイエンスファイル１ 労働調査会
０４－０１５７ 産業疲労－自覚症状からのアプローチー（改訂） 労働科学叢書３３ （財）労働科学研究所出版部

０４－０１５８ 産業疲労ハンドブック（新装） 労働基準調査会
０４－０１５９ 職場における救急マニュアル 救急体制の確立に向けて 労働新聞社
０４－０１６１ 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
０４－０１６２ 今日の治療指針　２００２年度版（Ｖｏｌｕｍｅ４４） 私はこう治療している 医学書院
０４－０１６３ 治療薬マニュアル２００２ 医学書院
０４－０１６４ メルクマニュアル日本語版（第１７版） 日経ＢＰ社
０４－０１６５ 基準値・診断マニュアル（第７版） 中外医学社
０４－０１６６ How to 健康管理　（９月号） 特集：あなたの職場でもできる腰痛予防 法研
０４－０１６７ ランナーズ（第２６巻第２号） （株）ランナーズ
０４－０１６８ 新しい健康診断 健康診断の積極的活用 （社）全国労働衛生団体連合会

０４－０１６９ 海外派遣労働者のために世界の歯科事情と安心ガイド （社）日本歯科医師会
０４－０１７０ Food for Life Three Rivers press
０４－０１７１ Eｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Cａｒｃｉｎｏｇｅｎｓ Mｅｔｈｏｄｓ ｏｆ Aｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ Eｘｐｏｓｕｒｅ MｅａｓｕｒｅｍｅｎｔVｏｌｕｍｅ１０ IARC
０４－０１７２ Environmental Carcinogenesis Occurrence,Risk　Evaluation　ａｎｄ　Mechanisms North-Holland 
０４－０１７３ Liver and Drugs Academic press
０４－０１７４ Esposizione a Stirene Fondazione Clinica del Lavoro

０４－０１７６ Deadly Feasts Simon＆Schuster
０４－０１７７ The Causeｓ of Cancer Oxford University press

０４－０１７８ The Sixth World Food Survey FAO
０４－０１７９ A Look Into Modern Working Life National Institute for Working Life

０４－０１８０ Alcohol and The Cell Annals　ｏｆ　The　New　York　Academy　ｏｆ　Sciences　VOLUME４９２　 The NewYork Academy of Science

０４－０１８１ 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
０４－０１８２ 働く人の健康診断の事後措置（改訂版） （財）産業医学振興財団
０４－０１８３ 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
０４－０１８４ 動脈硬化・老年病予防健診マニュアル メジカルビュー社
０４－０１８５ 実践診断指針 生涯教育シリーズ６０ 日本医師会
０４－０１８６ 海外派遣労働者のために世界の歯科事情 と安心ガイド （社）日本歯科医師会
０４－０１８７ 成人病の真実 文藝春秋
０４－０１８８ 今日の診療。プレミアム（Vol．12） ハイブリッドDVD－ROM版 医学書院
０４－０１８９ 職場とウイルス肝炎 B形・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
０４－０１９０ 海外派遣労働者のために世界の歯科事情と安心ガイド （社）日本歯科医師会
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０４－０１９１ 腰痛予防マニュアル 労働基準調査会
０４－０１９２ 女性労働者・事業主・医師・助産師・保健師・看護師のための 職場における母性健康管理 （財）女性労働協会
０４－０１９３ １６ヶ国語対応　診療補助法 NPO法人　AMDA国際医療情報センター

０４－０１９４ 過重労働になっていませんか？ 過重労働による健康障害を防止するために 労働調査会
０４－０１９５ いま、知っておきたい健康管理の基礎知識（新版） 中央労働災害防止協会
０４－０１９６ 公衆栄養学（改訂第４版） 栄養・健康科学シリーズ 南江堂
０４－０１９７ 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 労働調査会
０４－０１９８ トルコ薬剤情報（薬剤師調査報告） 薬剤簡易対比表付き・海外勤務者健康管理の手引き 労働福祉事業団
０４－０１９９ 国民栄養の現状 平成13年度厚生労働省国民栄養調査結果 第一出版
０４－０２００ 過重労働による健康障害防止と保健指導 労働調査会
０４－０２０１ EBM健康診断［第２版］ 医学書院
０４－０２０２ 職場における喫煙対策 新ガイドラインと解説　付録付 中央労働災害防止協会
０４－０２０３ 過重労働による健康障害防止と保健指導 労働調査会
０４－０２０４ 介護職の健康管理 今すぐできる予防と対策　MINERVA福祉ライブラリー（６１） ミネルヴァ書房
０４－０２０５ 基礎からわかる化学物質による健康障害の防止 有害物の労働衛生管理 中央労働災害防止協会
０４－０２０６ 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
０４－０２０７ 総合診療誌　プライマリケア 特集：健診で異常を指摘された人へのベストガイド 医学書院
０４－０２０８ 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
０４－０２０９ 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
０４－０２１０ 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
０４－０２１１ ［新版］モデル健康診断業務管理マニュアル （社）全国労働衛生団体連合会

０４－０２１２ 睡眠障害の対応と治療ガイドライン じほう
０４－０２１３ 患者にやさしい薬剤師になろう　生活習慣病 セルフケアを支えるために（調剤と情報　９月臨時増刊号） じほう
０４－０２１４ 健康教育・ヘルスプロモーションの評価 篠原出版新社
０４－０２１５ 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 労働福祉事業団　栄養士協議会

０４－０２１６ 糖尿病診療マニュアル 日本医師会
０４－０２１７ 生活健康科学 三井出版株式会社
０４－０２１８ 精神障害の臨床 日本医師会
０４－０２１９ 心臓病の外来診療 生涯教育シリーズ６５ 日本医師会
０４－０２２０ 産業医のための事例でみる事業者が行う就業場の措置 （財）産業医学振興財団
０４－０２２１ 産業医学１００話 働く人の健康と病気 （財）労働科学研究所出版部

０４－０２２２ 実践産業医活動テキスト　　健康情報の保護 （財）産業医学振興財団
０４－０２２３ 実践産業医活動テキスト　　過重労働対策 （財）産業医学振興財団
０４－０２２４ 禁煙支援マニュアル （Ⅰ)ＣＤ－ＲＯＭで学ぶ禁煙支援の基礎知識（Ⅱ）たばこ関連情報 厚生労働省健康局総務課
０４－０２２５ 内臓脂肪がなくなる　筋力トレーニングBOOK 成美堂出版
０４－０２２６ 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
０４－０２２７ 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）日本労務研究会
０４－０２２８ 運動器疾患の進行予防ハンドブック 医歯薬出版（株）
０４－０２２９ 産業保健ハンドブックⅤ　働く人々のCommon　Diseasesの臨床と予防管理 とくに過重労働対策の産業医・産業保健活動の実際 （財）産業医学振興財団
０４－０２３０ 平成20年度　特定保健指導・ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ　受託化事業パイロットスタディ [事業報告書] （社）日本看護協会
０４－０２３１ 平成20年度　効果的な生活習慣病予防活動推進ﾌｫｰﾗﾑ 生活習慣病予防への戦略的な取り組み （社）日本看護協会
０４－０２３２ 生活習慣病予防活動教材集 ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援による保健指導対応 （社）日本看護協会
０４－０２３３ 平成20年度保健指導支援事業 保健指導ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ （社）日本看護協会
０４－０２３４ 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 （財）産業医学振興財団
０４－０２３５ 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 （財）産業医学振興財団

０４－０２３６ 過重労働対策・面接指導のQ&A１００ How to 産業保健⑨ （財）産業医学振興財団
０４－０２３７ 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 （財）産業医学振興財団
０４－０２３８ 企業のためのがん就労支援マニュアル 病気になっても働き続けることが出来る職場づくり 労働調査会
０４－０２３９ 職場における感染症対策 （財）産業医学振興財団
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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０５－０００１ 許容濃度提案理由書集 日本産業衛生学会編
０５－０００２ 安衛法　化学物質　上巻（増補改訂第２版） CAS番号付与 化学工業日報社
０５－０００３ 安衛法　化学物質　下巻（増補改訂第２版） CAS番号付与 化学工業日報社
０５－０００４ 化学物質　環境・安全管理用語事典（改訂第２版） 化学工業日報社
０５－０００５ 化学物質のリスクアセスメント 現状と問題点 薬業時報社
０５－０００６ 特定化学物質等障害予防規則の解説（改訂） 中央労働災害防止協会
０５－０００７ 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
０５－００１０ 汚染物質 東日本新書１８６ 新日本出版社
０５－００１１ オゾン層破壊物質使用削減マニュアル オゾン層保護対策 産業協議会

０５－００１２ 工業化学物質のヒトにおける　生物学的モニタリング 同文書店
０５－００１３ 生物学的モニタリング 理論と実際 篠原出版
０５－００１４ 正常値と異常値の間 その判定と対策 中外医学社
０５－００１５ 環境理解のための基礎化学 東京化学同人
０５－００１６ 環境適応の生化学－その分子理論－（下） モダンバイオロジーシリーズ３５ 共立出版
０５－００１７ 最近の化学工学４８ 環境化学工学（化学工学会編） 大気・水環境を中心に次世代環境対策を考える （社）化学工学会
０５－００１８ 衛生工学（新訂第三版） わかり易い土木講座１５ 彰国社
０５－００１９ 低騒音化技術 技術書院
０５－００２０ 超低音（聞えない音） 基礎・測定・評価・低減対策 技術書院
０５－００２１ 作業環境騒音 測定・評価・対策の実際 技術書院
０５－００２２ 作業環境測定概論 コロナ社
０５－００２３ 作業環境測定士へのみち 試験から登録まで 中央労働災害防止協会
０５－００２４ 作業環境改善事例集 第一法規
０５－００２５ 人間工学チェックポイント 安全、健康、作業条件改善のための実際的で実施しやすい対策 （財）労働科学研究所出版部

０５－００２６ 機器分析のてびき①②③データ集 化学同人
０５－００２８ Quantitative Risk Assessment For　Environmental and Occupational Health Lewis　Publishers,inc
０５－００２９ Indoor Air Pollution From Biomass Fuel WHO
０５－００３０ Exposure Assessment　For Epidemiology and Hazard Control Lewis　Publishers,inc
０５－００３６ 作業環境における騒音の管理 中央労働災害防止協会
０５－００３７ 職場改善シリーズ１ わかる化学物質管理の方法 （財）労働科学研究所出版部

０５－００３８ 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
０５－００３９ 産業保健ハンドブックⅧ　職場の物理的因子のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 働く人の健康障害防止のために （財）災害医学振興財団
０５－００４０ 産業保健ハンドブックⅧ　職場の物理的因子のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 働く人の健康障害防止のために （財）産業医学振興財団
０５－００４１ 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

【０５】　作 業 環 境 管 理
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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０６－０００１ 医師に必要な実務、法的知識（第３版） 中外医学社
０６－０００２ 産業医をめぐる法律問題 日本労働法学会誌８６号 日本労働法学会
０６－０００３ 液晶ディスプレイの生態学 利用者中心のディスプレイ技術への視点　ヒューマンサイエンスフロンティアシレーズ（Ⅰ） （財）労働科学研究所出版部

０６－０００４ ほこりとともに５０年 （財）労働科学研究所 出版部

０６－０００５ ほこりとともに５０年 （財）労働科学研究所出版部

０６－０００６ 事例にみる建設業における私病の実態と予防対策 脳・心臓疾患を中心として 労働基準調査会
０６－０００８ 不安全行動は防げる 災害防止対策シリーズNO.２　 職場からみた実践的対策 労働新聞社
０６－０００９  目で見る躾づくりの実際 災害防止対策シリーズNO.３ 決めて守って大きく伸ばす 労働新聞社
０６－００１０  ヒヤリ体験から学ぶ 災害防止対策シリーズNO.４ 災害への芽を摘みとる具体策 労働新聞社
０６－００１１ 災害防止対策シリーズNO.５ 器械高度化とヒューマンエラー 人間のエラーを追放して、ゼロ災害を実現しよう 労働新聞社
０６－００１２ シンプルＫＹマニュアル 災害防止対策シリーズNO.６　 いつでも　どこでも　誰でもできる 労働新聞社
０６－００１３ 新安全朝礼ハンドブック 災害防止対策シリーズNO.11 話し方、ミーティングのコツ 労働新聞社
０６－００１４ イラストで見る労務安全 建設現場作業員・職長必携 労働調査会
０６－００１５ 中高年齢者の安全 災害防止対策シリーズNO.８　 労働新聞社
０６－００１６ 危機予知訓練マニュアル（改訂） メイトブックス⑨ 業種別KYシート集 労働調査会
０６－００１７ マンガで学ぶ　実例危機予知訓練 （復習テスト付）製造業 労働新聞社
０６－００１８ マンガで学ぶ　実例危機予知訓練 （復習テスト付）建設業版Ⅱ 労働新聞社
０６－００１９ イラストで見る土木工事の災害事例と防止対策（改訂） 職長・作業員必携 労働調査会
０６－００２０ 災害事例イラスト１００（改訂） メイトブックス⑯ 労働基準調査会
０６－００２１ 建設業の災害防止マニュアル（改訂） 労働調査会
０６－００２２ 交通事故防止マニュアル（改訂４版） メイトブックス⑫ 労働調査会
０６－００２３ 建設業におけるヒューマンエラー防止対策 HEART手法による原因分析と対策樹立 労働調査会
０６－００２４ 新入社員教育マニュアル（改訂） メイトブックス⑩階層別・安全衛生教育テキスト 労働調査会
０６－００２５ 職長教育マニュアル（改訂） メイトブックス⑪階層別・安全衛生教育テキスト 労働調査会
０６－００２６ 建設業の安全作業標準集（改訂） メイトブックス⑥業種別・安全作業標準集 労働調査会
０６－００２７ 製造業の安全作業標準集（改訂） メイトブックス⑦業種別・安全作業標準集 労働調査会
０６－００２８ 安全作業シート集 メイトブックス⑧作業別図解シート＆チェックリスト 労働基準調査会
０６－００２９ ことわざ安全読本 労働新聞社
０６－００３０ 安全管理マニュアル（改訂） メイトブックス①安全衛生担当者の実務テキスト 労働調査会
０６－００３１ 運送業・倉庫業の安全管理マニュアル（改訂３版） メイトブックス② 労働調査会
０６－００３２ プレス加工業の安全管理マニュアル（改訂３版） メイトブックス③ 労働基準調査会
０６－００３３ 安全衛生推進者必携 中央労働災害防止協会
０６－００３４ 建設業の安全衛生管理（改訂２版） 労働調査会
０６－００３５ 中小企業のための安全衛生教育の進め方 メイトブックス⑱ 労働調査会
０６－００３６ 職場点検マニュアル（改訂） メイトブックス⑤安全衛生チェックリスト 労働調査会
０６－００３７ 安全衛生チェックリスト集（建設業編） メイトブックス⑰ 労働調査会
０６－００３８ 災害防止対策シリーズNO.１ 安全衛生活動の進め方 　 労働新聞社
０６－００３９ 安全衛生管理活動のプロセス評価災害防止対策シリーズNO.７　 経営者・管理職・職長・作業者のためのチェックリスト 労働新聞社
０６－００４０ 安全衛生活動の推進の基礎知識 災害防止対策シリーズNO.12 労働新聞社
０６－００４１ 基礎からわかる作業手順書 安全作業に活かす実践ノウハウ 中央労働災害防止協会
０６－００４２ 新しい時代の安全管理のすべて 中央労働災害防止協会
０６－００４３ 新最近の労働災害 原因と再発防止対策 （社）日本労務研究会
０６－００４４ 有機溶剤を正しく取り扱うために 衛生教育資料NO．２ 愛知産業保健推進センター

０６－００４５ じん肺を正しく理解するために 衛生教育資料NO．３ 愛知産業保健推進センター

０６－００４６ 作業環境管理を正しく行うために 衛生教育資料NO．４ 愛知産業保健推進センター

０６－００４７ 快適なVDT作業のために(解説書（ﾋﾞﾃﾞｵ№．24の副読本）） ガイドラインに即した職場づくり （財）産業医学振興財団
０６－００４８ 安全衛生関係ガイドライン集 （社）山梨県労働基準協会連合会

０６－００４９ 快適なVDT作業のために（解説書（ﾋﾞﾃﾞｵ№．24の副読本）） ガイドラインに即した職場づくり （財）産業医学振興財団
０６－００５０ VDT作業を楽しく 厚生労働省ガイドラインに基づくVDT作業従事者用テキスト 中央労働災害防止協会
０６－００５２ 経営者のための安全衛生のてびき 中央労働災害防止協会
０６－００５３ 災害予防の新手法　これからはじめる職場のリスクアセスメント 労働調査会
０６－００５４ 事故は、なぜ繰り返されるのか？ ヒューマンファクターの分析 中央労働災害防止協会
０６－００５５ 安全衛生責任者の実務必携 中央労働災害防止協会
０６－００５６ 中小企業のための職場のリスクアセスメント 新しい安全衛生管理の導入に向けて 中央労働災害防止協会
０６－００５７ 新入者のための安全衛生（中国語版） 中央労働災害防止協会
０６－００５８ 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
０６－００５９ すぐできる安全衛生マネジメントシステム 安全と健康実践ガイド１ （財）労働科学研究所出版部

０６－００６０ 外国人労働者の労務・安全衛生管理 中央労働災害防止協会
０６－００６１ 職場改善のための安全衛生実践マニュアル （財）労働科学研究所
０６－００６２ 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 システム担当者研修用テキスト 中央労働災害防止協会
０６－００６３ 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 リスクアセスメント担当者の実務研修用テキスト 中央労働災害防止協会
０６－００６４ 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 システム監査担当者の実務研修用テキスト 中央労働災害防止協会
０６－００６５ 労働衛生機関安全衛生マニュアル 労働災害防止のためのガイドライン （社）全国労働衛生団体連合会

０６－００６６ 建設業新規入場者教育用マニュアル 現場管理者・職長・教育担当者　必携 労働調査会
０６－００６７ 産業保健ハンドブック　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
０６－００６９ 鋳物製造事業場における リスクアセスメントマニュアル 中小規模事業場への導入をめざして 中央労働災害防止協会
０６－００７０ 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 システム担当者の実務（第４版）研修用テキスト 中央労働災害防止協会
０６－００７１ ＣＤ－ＲＯＭ版　職場改善セミナー教材 日本産業衛生学会
０６－００７２ まるわかり職場巡視　（工場編） （財）産業医学振興財団
０６－００７３ 課長安全管理マニュアル リーダーの役割と守らなければならない法令 労働調査会
０６－００７４ [改訂版]　新入社員　安全衛生教育マニュアル 安衛法第５９条に基づく雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育（全業種対応） 労働調査会

【０６】　作　業　管　理
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登 録 番 号 書 名 発 行 所
０７－０００１ 産業精神保健ハンドブック ① 産業精神保健の基礎 中山書店
０７－０００２ 産業精神保健ハンドブック ② 産業精神保健の実際 中山書店
０７－０００３ 産業精神保健ハンドブック（別冊） 資料、索引 中山書店
０７－０００４ カウンセリング辞典 誠信書房
０７－０００５ 産業カウンセリング事典 川島書店
０７－０００６ 産業カウンセリングハンドブック 金子書房
０７－０００７ 産業カウンセリング 実践・カウンセリング１ 日本文化科学社
０７－０００８ 産業カウンセラーになりたい人のために　産業カウンセリング入門 日本文化科学社
０７－０００９ 職場における自殺の予防と対応 中央労働災害防止協会
０７－００１０ 自殺の危機 臨床的評価と危機介入 金剛出版
０７－００１１ 自殺のサイン 精神科選書５ 診療新社
０７－００１２ カウンセリングの技法 誠信書房
０７－００１３ カウンセリングの理論 誠信書房
０７－００１４ エンカウンター 心とこころのふれあい 誠信書房
０７－００１５ カウンセリング・マインド 誠信書房
０７－００１６ ニュー・カウンセリング "からだ"にとどく新しいタイプのカウンセリング 誠信書房
０７－００１７ カウンセリングの技術（第２版） クライエント中心療法による 誠信書房
０７－００１８ カウンセリング－今これから－ 理論・方法・技術を語る 誠信書房
０７－００１９ 産業心理相談ハンドブック 金子書房
０７－００２０ 遺伝カウンセリングマニュアル 南江堂
０７－００２２ 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
０７－００２３ 心のヘルスケア リスニングの秘訣 日本文化科学社
０７－００２４ 栄養指導のためのヘルスカウンセリング 医歯薬出版
０７－００２５ もっと知ろう　セクシュアルハラスメント ポッケトガイド 労働調査会
０７－００２６ 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策 労働調査会
０７－００２７ いきいき職場の労務管理 RCSの生かし方 （社）日本労務研究会
０７－００２８ 職場におけるメンタルヘルス対策 精神障害等の労災認定「判断指針」対応 労働調査会
０７－００２９ 労災保険精神障害等の認定と事例 （財）労務行政研究所
０７－００３０ 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
０７－００３１ 精神障害等の労災認定 「心理的負荷による精神障害に係わる業務上外の判断指針」の解説 労働調査会
０７－００３２ 精神障害等の労災認定「判断指針」の解説 労働調査会
０７－００３３ こころとからだを休ませよう　自律神経失調症 症例とチェックテスト 永岡書店
０７－００３４ バリント療法 全人的医療入門 医歯薬出版
０７－００３５ ストレス危機の予防医学 ライフスタイルの視点から 日本放送出版協会
０７－００３６ ストレスに負けない本 ガイア
０７－００３７ 労働衛生管理におけるメンタルヘルス事例集 増補版 （財）産業医学振興財団
０７－００３８ 医療・看護・メンタルヘルスの心理学 ナカニシヤ出版
０７－００３９ 気づきへのサポート－心理相談の活動から－ マインドケア 日本文化科学社
０７－００４１ からだに聞いてこころを調える だれにでも、今すぐできる瞑想の本 誠信書房
０７－００４２ 職場の病 現代の病シリーズ４ 医学書院
０７－００４３ ハイテク社会の病 現代の病シリーズ５ 医学書院
０７－００４４ アルコール依存症 あなたの飲み方は大丈夫か 有斐閣
０７－００４５ アルコール依存症の最新治療 金剛出版
０７－００４６ 青春期患者へのアプローチ 精神科選書１３ 診療新社
０７－００４７ 青年期境界例 金剛出版
０７－００４８ 燃えつき症候群 医師・看護婦・教師のメンタル・ヘルス 金剛出版
０７－００４９ コーネル・メディカル・インデックス その解説と資料 三京房
０７－００５０ 予診・初診・初期治療（改訂版） 診療新社
０７－００５１ 意識障害を診わける（改訂版） 診療新社
０７－００５２ 誤診のおこるとき（改訂版） 早まった了解を中心として 診療新社
０７－００５３ 事例援助と訪問・往診 診療新社
０７－００５４ 子供をどう診るか 診療新社
０７－００５５ 精神療法の第一歩（改訂版） 診療新社
０７－００５６ うつ病（気分障害） 診療新社
０７－００５７ 女性の精神障害 産婦人科医と精神科医との対話 診療新社
０７－００５８ 外科でみられる精神障害 診療新社
０７－００５９ 入院・退院の臨床 診療新社
０７－００６０ 精神科診療所 診療新社
０７－００６１ 老いの心と臨床 診療新社
０７－００６２ 分裂病患者のためのケア わが体験をもとに 診療新社
０７－００６３ 高齢社会へのステップ 健康福祉・労働の視点から 杏林書院
０７－００６５ 異常と正常－精神医学の周辺－ UP選書６４ （財）東京大学出版会
０７－００６６ 「甘え」の構造 弘文堂
０７－００６７ 働きバチの現代病 あなたの精神衛生 大月書店
０７－００６８ ＰＨＰ　（ＮＯ.６５０） 「話し下手」でも、心地よい人づきあいができる表現術 PHP研究所
０７－００６９ ＰＨＰ　（ＮＯ.６５０） 「話し下手」でも、心地よい人づきあいができる表現術 PHP研究所
０７－００７０ カウンセリングの実際問題 誠信書房
０７－００７１ メンタルヘルスケア実践ガイド（初版） （財）産業医学振興財団
０７－００７２ 現代カウンセリング事典 金子書房
０７－００７３ メンタルヘルス事典 同朋舎
０７－００７４ 働く人のストレス相談室 健康づくりの担当者、管理者、人事担当者のために 働く人の健康づくり協会
０７－００７５ 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
０７－００７６ メンタルヘルスケア実践ガイド（初版） （財）産業医学振興財団
０７－００７７ 事例から学ぶ産業保健の実務（第３集）メンタルヘルス編 労働調査会
０７－００７８ ICD－10 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン 医学書院
０７－００７９ 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
０７－００８０ 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
０７－００８１ 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
０７－００８２ 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
０７－００８３ 事例から学ぶ産業保健の実務［第３集］メンタルヘルス編 労働調査会
０７－００８４ 自分も会社も元気にする　メンタルヘルスマネジメント PHP研究所

【０７】　産 業 心 理 学
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０７－００８５ 厚生労働省指針に対応したメンタルヘルスケアの基礎 社内教育指導用　CD－ROM付き 中央労働災害防止協会
０７－００８７ 厚生労働省指針に対応したメンタルヘルスケアの基礎 社内教育指導用　CD－ROM付き 中央労働災害防止協会
０７－００８８ ストレスマネジメントと職場カウンセリング 主要な方法論とアプローチ 川島書店
０７－００８９ ストレススケールガイドブック 実務教育出版
０７－００９０ 職場における自殺の予防と対応 中央労働災害防止協会
０７－００９１ 心の病 治療と予防の現在 労働調査会
０７－００９２ 精神障害のある人が働き続けるために 理解と支援の充実をめざして （社）日本てんかん協会
０７－００９３ 精神障害のある人が働き続けるために 理解と支援の充実をめざして （社）日本てんかん協会
０７－００９４ 心の病 治療と予防の現在 労働調査会
０７－００９５ 実践　心の健康づくり 職場のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策事例集　明日の風はここちいい 中央労働災害防止協会
０７－００９６ 労災保険《改訂版》 精神障害等の認定と事例 労務行政
０７－００９７ 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
０７－００９８ 実践産業医活動テキスト 職場のメンタルヘルスケア対策 （財）産業医学振興財団
０７－００９９ もし部下がうつになったら (株)ディスカヴァ－・トゥエンティ－ワン

０７－０１００ 会社で心を病むということ 東洋経済新報社
０７－０１０１ メンタルヘルスケア実践ガイド（第２版） （財）産業医学振興財団
０７－０１０２ メンタルヘルスケア実践ガイド（第２版） （財）産業医学振興財団
０７－０１０３ メンタルヘルスケア実践ガイド（第２版） （財）産業医学振興財団
０７－０１０４ e-learningシステムを活用した企業ストレスマネージメントの実践的研究 e-ｌearningからWeb併用型メンタルヘルス対策へ 宮崎産業保健推進センター

０７－０１０５ NHKｽﾍﾟｼｬﾙ　うつ病治療常識が変わる NHK取材班 （株）宝島社
０７－０１０６ 働く人の　うつ、疲労と脳血流の変化 画像で見る うつ、疲労の客観的評価 保健文化社
０７－０１０７ 最新　厚生労働省改訂　プロに聞く職場のうつ　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」対応 労働調査会
０７－０１０８ 最新　厚生労働省改訂　プロに聞く職場のうつ　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」対応 労働調査会
０７－０１０９ ピアサポーターのためのピアカウンセリング入門 よきピアサポーターめざして （社）日本てんかん協会
０７－０１１０ メンタルヘルス職場復帰困難事例への対応マニュアル 愛知産業保健推進センター

０７－０１１１ プロに聞く　部下を持つ人のためのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 社労士　産業医　精神科医による 労働調査会
０７－０１１２ プロに聞く　部下を持つ人のためのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 社労士　産業医　精神科医による 労働調査会
０７－０１１３ 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
０７－０１１４ 産業カウンセリングの効果測定報告書 創立５０周年記念

（社）日本産業ｶｳﾝｾﾗｰ協
会

０７－０１１５ ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ　どう進める？職場復帰支援の実務 （財）産業医学振興財団
０７－０１１６ ここが知りたい　職場のメンタルヘルスケア 精神医学の知識＆精神医療との連携法 (株)南山堂
０７－０１１７ IPT　対人関係療法でなおす　トラウマ・PTSD 問題と障害の正しい理解から対処法、接し方のポイントまで (株)創元社
０７－０１１８ 昭和30～40年代生まれはなぜ自殺に向かうのか 50人に一人が自殺する日本！36～56歳、必読！ ㈱講談社
０７－０１１９ ﾒｰﾙ相談から見える働く人のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの現状と対策 (独)労働者健康福祉機構
０７－０１２０ 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 （財）産業医学振興財団
０７－０１２１ 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 （財）産業医学振興財団
０７－０１２２ ドクター山本のメール相談事例集 メンタルヘルスのヒントが見える！ 労働調査会
０７－０１２３ 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編 復職可判断のアセスメント・ツールと活用事例　20 労働調査会
０７－０１２４ 治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編 復職可判断のアセスメント・ツールと活用事例　20 労働調査会
０７－０１２５ 専門スタッフによる職場訪問型復職支援の実際 事業場資源としての勤労者ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｾﾝﾀｰの活動 (独)労働者健康福祉機構
０７－０１２６ セルフケアの技法と研修の実務 メンタルヘルス (公財）産業医学振興財団
０７－０１２７ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１２８ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１２９ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３０ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３１ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３２ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３３ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３４ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３５ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３６ メンタルヘルス対策　はじめの一歩 ＤＶＤ付録 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３７ 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 (公財）産業医学振興財団
０７－０１３８

メンタルヘルス　セルフケアの技法と研修の実
務

How to 産業保健⑧ (公財）産業医学振興財団
０７－０１３９

ステージ別実践法　メンタルヘルス対策のすす
め方

How to 産業保健⑦ (公財）産業医学振興財団
０７－０１４０

メンタルヘルス　どう進める？職場復帰支援の
実務

How to 産業保健③ (公財）産業医学振興財団
０７－０１４１ DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院
０７－０１４２ DSM-6 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院
０７－０１４３ DSM-7 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院
０７－０１４４ DSM-8 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院
０７－０１４５ DSM-9 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院
０７－０１４６ ICD－10 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン　新訂版 医学書院
０７－０１４７ ICD－1０ 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン　新訂版 医学書院
０７－０１４８ ICD－1０ 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン　新訂版 医学書院
０７－０１４９ ICD－1０ 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン　新訂版 医学書院
０７－０１５０ ICD－1０ 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン　新訂版 医学書院
０７－０１５１ ICD－1０　ケースブック 精神および行動の障害の診断トレーニング 医学書院
０７－０１５２ ICD－1０　ケースブック 精神および行動の障害の診断トレーニング 医学書院
０７－０１５３ ICD－1０　ケースブック 精神および行動の障害の診断トレーニング 医学書院
０７－０１５４ ICD－1０　ケースブック 精神および行動の障害の診断トレーニング 医学書院
０７－０１５５ ICD－1０　ケースブック 精神および行動の障害の診断トレーニング 医学書院
０７－０１５６

リスクマネジメントとしてのメンタルヘルス対
策

ー現場における問題解決のポイントー (公財）産業医学振興財団
０７－０１５７

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１５８

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１５９

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６０

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６１

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６２

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６３

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６４

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６５

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６６

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６７

嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆
Ａ

ストレスチェック実務Ｑ＆Ａ編集委員会　編 (公財）産業医学振興財団
０７－０１６８ ストレスチェック完全攻略 Ｄｒ．山本流 日本医事新報社
０７－０１６９ 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
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０７－０１７０ 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
０７－０１７１ 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 増補版　 労働調査会
０７－０１７２ 職場のメンタルヘルス対策ーQ&Aと相談事例ー 新日本法規
０７－０１７３ Q&A精神疾患をめぐる労務管理 新日本法規
０７－０１７４ 心の健康づくり　社内研修ツール　 企業に求められるメンタルヘルス対策 CD-ROM付き労働調査会
０７－０１７５ 面接指導版　嘱託産業医のためのストレスチェック実務Ｑ＆Ａ CD付き (公財）産業医学振興財団
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