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1 0012371415 WA300:W47:5
感染症とその予防 [ 映像資料DVD ] / 医学映像教育センター制作著作. -- 第3版. --
医学映像教育センター, 2019. -- (健康・保健シリーズ . わたしたちのからだと健康
/ 医学映像教育センター制作著作 ; vol. 5). v.

2 0008085391 329.36:Se22
世界最強組織のつくり方 : 感染症と闘うグローバルファンドの挑戦 / 國井修著. --
筑摩書房, 2019. -- (ちくま新書 ; 1430).

3 0008013518 493.8:Ka59
感染症とたたかう : インフルエンザとSARS / 岡田晴恵, 田代眞人著. -- 岩波書店,
2003.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 870).

4 0007549710 493.8:Ka59
感染症 : 広がり方と防ぎ方 / 井上栄著. -- 増補版. -- 中央公論新社, 2020. -- (中公
新書 ; 1877).

5 0007549595 493.8:Ka59
感染症対人類の世界史 / 池上彰, 増田ユリヤ著. -- ポプラ社, 2020. -- (ポプラ新書 ;
193).

6 0008019481 493.87:Sh62
新型インフルエンザ : 世界がふるえる日 / 山本太郎著. -- 岩波書店, 2006. -- (岩波
新書 ; 新赤版 1035).

7 0007549728 498.6:N59
なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか / 野嶋剛著. -- 育鵬社, 2020. -- (扶桑
社新書 ; 339).

8 0007549751 498.6:U56 ウイルスVS人類 / 瀬名秀明 [ほか] 著. -- 文藝春秋, 2020. -- (文春新書 ; 1270).

9 0008090060 498:J52
人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差 / 詫摩佳代著. -- 中央公論新社,
2020. -- (中公新書 ; 2590).

10 0016447054 933.6:P44
ペストの記憶 / ダニエル・デフォー著 ; 武田将明訳. -- 研究社, 2017. -- (英国十八
世紀文学叢書 ; 3).

11 0007549769 498.67:Ke43
検疫官 : ウイルスを水際で食い止める女医の物語 / 小林照幸 [著]. -- 角川書店,
2009. -- (角川文庫 ; 15986).

12 0014322382 230:P44 ペストの歴史 / 宮崎揚弘著. -- 山川出版社, 2015.

13 0012375267 QV250:Ko43
感染症診療に強くなる問題集 / 羽田野義郎編集. -- 羊土社, 2019. -- (抗菌薬ドリ
ル).

14 0012392841 QW160:U56
ウイルスの反乱 / ロビン・マランツ・ヘニッグ著 ; 長野敬 , 赤松眞紀訳. -- 青土社,
2020.

15 0012392866 WA100:F73
不潔都市ロンドン : ヴィクトリア朝の都市浄化大作戦 / リー・ジャクソン著 ; 寺西
のぶ子訳. -- 河出書房新社, 2016.

16 0012343885 WA100:Sh12
社会を変える健康のサイエンス : 健康総合科学への21の扉 / 東京大学医学部健康
総合科学科編. -- 東京大学出版会, 2016.

17 0012392882 WA100:Y79
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ / 上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也著. -- 第2版.
-- 秀和システム, 2020. -- (図解入門 . メディカルサイエンスシリーズ).

18 0012384103 WA105:Sh95
初・中級者のための読み解く「疫学スタンダード」 / 車谷典男著. -- 診断と治療
社, 2019.

19 0012301743 WA110:A96
アウトブレイクの危機管理 : 新型インフルエンザ・感染症・食中毒の事例から学ぶ
/ 尾崎米厚著者代表. -- 第2版. -- 医学書院, 2012.

20 0007549603 WA240:Ka59
感染症の予防・対策医大病院感染症専門医式消毒術家庭の完全マニュアル : 新型コ
ロナウイルス・食中毒など / 岡秀昭[著] ; わかさ出版編集. -- わかさ出版, 2020.

21 0012198222 WB102:D24:1
ダイナミック・メディシン / 下条文武監修 : 斎藤康監修 : 辻省次〔ほか〕編集主
幹. -- 第1巻 - 別巻. -- 西村書店, 2003.5-.

22 0012198867 WB102:D24:3
ダイナミック・メディシン / 下条文武監修 : 斎藤康監修 : 辻省次〔ほか〕編集主
幹. -- 第1巻 - 別巻. -- 西村書店, 2003.5-.

2020年9月展示関連図書一覧
ここにリストアップした図書以外にも関連図書を多数所蔵しています。蔵書検索端末で検索ができますので、合わ
せてご利用ください。
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23 0014391262 WC11:B42
ビジュアルパンデミック・マップ : 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 / サンド
ラ・ヘンペル著 ; 関谷冬華訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社, 2020. --
(National geographic).

24 0012392924 WC11:I63
イラスト図解感染症と世界史 : 人類はパンデミックとどう戦ってきたか / 神野正
史監修. -- 宝島社, 2020.

25 0012342226 WC11:Ka59
感染源 : 防御不能のパンデミックを追う / ソニア・シャー著 ; 上原ゆうこ訳. -- 原
書房, 2017.

26 0012389532 WC100:G15 外来で診る感染症 : 感染症診療コツのコツ / 具芳明編. -- 日本医事新報社, 2020.

27 0007545924
WC100:J15:201
9

JAID/JSC感染症治療ガイド / JAID/JSC感染症治療ガイド委員会編 ; 2011, 2014,
2019. -- 日本感染症学会, 2012.

27 0012389847 WC100:Ka59
感染症クリスタルエビデンス : こういうときはこうする! / 岡秀昭編著 ; 治療編, 感
染対策・予防編. -- 金芳堂, 2018.

29 0012392858 WC100:Ka59
感染症大全 : 病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし / 堤寛著.
-- 飛鳥新社, 2020.

30 0012390928 WC100:P97
プロの対話から学ぶ感染症 / 岩田健太郎[ほか]著. -- メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル, 2020.

31 0012275608 WC100:Sh24
市中感染症診療の考え方と進め方 : IDATEN感染症セミナー / IDATENセミナーテ
キスト編集委員会編集 ; [第1集], 第2集. -- 医学書院, 2009.

32 0012377438 WC100:Sh96
小児感染症のトリセツREMAKE / 伊藤健太著 ; : set, Origin, Essence. -- 金原出版,
2019.

33 0012382206 WC195:Ky8
救急医療の感染対策がわかる本 : すべての業務をまるごとコーディネート! / 矢野
邦夫著. -- ヴァンメディカル, 2019.

34 0012392908 WC501:J52
人類を脅かす新型コロナウイルス : 緊急出版 / 齋藤勝裕著. -- シーアンドアール研
究所, 2020. -- (Superサイエンス).

35 0012392692 WC501:Ki16
企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル / 和田耕治著. -- 東洋経済新報
社, 2020.

36 0012392932 WC501:Ko79
コロナが変えた世界 : COVID-19 / 野田努, 小林拓音編集. -- Pヴァイン, 2020. --
(Ele-king books).

37 0012392890 WC501:Ko79
コロナ禍で気づく日本人の心得 / 市野美由紀著 ; 山近義幸責任編集長. -- 日本ベン
チャー大學パブリッシング, 2020.

38 0012392098 WC501:Sh62
新型コロナウイルス : 脅威を制する正しい知識 / 水谷哲也著. -- 東京化学同人,
2020.

39 0012392338 WC501:Sh62
新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる / 岩田健太郎著. -- エク
スナレッジ, 2020.

40 0012392676 WC501:Sh62
新型コロナのエアロゾル感染 / 長崎大学バイオハザード予防研究会著 ; 上巻. -- 緑
風出版, 2020.

41 0012392700 WC501:Sh62
新型コロナはいかに世界を変えたか? = The chronicle of new coronavirus
disaster covid-19. -- 枻出版社, 2020. -- (エイムック ; 4651).

42 0012392916 WC501:U56
ウイルスと内向の時代 : コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るか / 佐藤
優著. -- 徳間書店, 2020.

43 0012392684 WC515:I54
インフルエンザ・ハンター : ウイルスの秘密解明への100年 / ロバート・ウェブス
ター [著]. -- 岩波書店, 2019.

44 0012320727 WC515:I67
医療機関における新型インフルエンザ等対策ミニマム・エッセンシャルズ / 田辺
正樹, 大曲貴夫編. -- 南山堂, 2014.

45 0016330631 WC515:Sh32
史上最悪のインフルエンザ : 忘れられたパンデミック / アルフレッド・W・クロス
ビー [著] ; 西村秀一訳. -- みすず書房, 2004.1.

46 0012132890 WC515:Sh62 新型インフルエンザパンデミック / 加地正郎 [ほか] 編著. -- 南山堂, 1998.11.
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47 0012392346 WC515:Sh62
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか : 1918スペ
インインフルエンザから現在までの歩み / 岡部信彦, 和田耕治編集. -- 南山堂,
2020.

48 0012037081 WO185:N71:6
日本外科感染症研究 / 日本外科感染症研究会編. -- 第1巻 - 第6巻. -- 医薬ジャーナ
ル社, 1989.10-.

49 0012390092 WX167:C42
千葉大学病院病院感染予防対策パーフェクト・マニュアル : 日常業務とICTラウン
ドに活かせる / 猪狩英俊編集代表. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社, 2020.

50 0012379756 WX167:I67 医療従事者のための感染対策ルールブック / 矢野邦夫著. -- リーダムハウス, 2019.

51 0012390472 WX167:I67
医療現場ビギナーさんのための感染防止の絵本 : カモシレナイ思考のススメ / 矢
野邦夫監修. -- リーダムハウス, 2020.

52 0012389854 WX167:Ka59
感染予防,そしてコントロールのマニュアル : すべてのICTのために / ニザーム ダ
マーニ著. -- 第2版. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2020.

53 0012374674 WX167:Ki59
基礎から学ぶ医療関連感染対策 : 標準予防策からサーベイランスまで / 坂本史衣
著. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2019.

54 0012386306
WY100:N55:Sh
34-4

血液/アレルギー・膠原病/感染症 / 薊隆文, 矢野久子編. -- メディカ出版, 2020. --
(ナーシング・グラフィカイーエックス . 疾患と看護 ; 4).

55 0012385688 WZ100:Ko79
コレラ、クロロホルム、医の科学 : 近代疫学の創始者ジョン・スノウ / ピー
ター・ヴィンテン=ヨハンセンほか著 ; 井上栄訳. -- メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル, 2019.

56 0012392874 WZ100:Te11 手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い / 玉城英彦著. -- 人間と歴史社, 2017.
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