
○ウイルスとは何か
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

感染(うつ)る 赤江雄一／編 慶應義塾大学出版会 2019 1111049183

インフルエンザ・ハンター ロバート・ウェブスター／[著] 岩波書店 2019 1110946033

ジカ熱 デボラ・ジニス／著 水声社 2019 1111055313

病気がみえる　vol.6 医療情報科学研究所／編集 メディックメディア 2018 1111000699

ウイルスは悪者か 高田礼人／著 亜紀書房 2018 1111004865

ウイルスの意味論 山内一也／[著] みすず書房 2018 1111014443

美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス
図鑑101

マリリン・J.ルーシンク／著 創元社 2018 1110880166

感染症に挑む 杉山政則／著 共立出版 2017 1110876149

ウイルス・ルネッサンス 山内一也／著 東京化学同人 2017 1110709399

はしかの脅威と驚異 山内一也／著 岩波書店 2017 1110592035

病原細菌・ウイルス図鑑 新居志郎／編集委員　他 北海道大学出版会 2017 1110876131

感染源 ソニア・シャー／著 原書房 2017 1110707823

流感世界 フレデリック・ケック／著 水声社 2017 1110733100

ウイルスは生きている 中屋敷均／著 講談社 2016 1110574058

シリーズ現代の生態学　6 日本生態学会／編 共立出版 2016 1110535950

巨大ウイルスと第4のドメイン 武村 政春／著 講談社 2015 1110512272

グローバル感染症　必携70疾患のプロファイル 日経メディカル／編 日経BP社 2015 1110446299

ブラック微生物学 JACQUELYN G.BLACK／著 丸善出版 2014 1110169180

人体に危ない細菌・ウイルス 小林 一寛／著 PHP研究所 2014 1110364005

ウイルス Dorothy H.Crawford／著 丸善出版 2014 1110372172

感染症法令通知集　平成25年版 中央法規出版 2013 1110328695

感染爆発(パンデミック)にそなえる　新型インフ
ルエンザと新型コロナ

岡田 晴恵／著　他 岩波書店 2013 1110153291

重症新型インフルエンザ診断と治療の手引
高病原性鳥インフルエンザ
の診断・治療に関する国際
連携研究班／著

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2013 1110127204

ウイルス・プラネット カール・ジンマー／著 飛鳥新社 2013 1110108733

新しいウィルス入門　単なる病原体でなく生物進
化の立役者?

武村 政春／著 講談社 2013 1110117536

ウイルスと地球生命 山内 一也／著 岩波書店 2012 1108954593

感染症事典 感染症事典編集委員会／編 オーム社 2012 1108774660

破壊する創造者 フランク・ライアン／著 早川書房 2011 1108672088

闘う!ウイルス・バスターズ 河岡 義裕／著 朝日新聞出版 2011 1108672385

新型インフルエンザ<A／H1N1>　わが国におけ
る対応と今後の課題

宮村 達男／監修　他 中央法規出版 2011 1108748904

感染症日本上陸　新型インフルエンザだけじゃない!
今、感染症のグローバル化が始まった

渡邊 靖彦／著　他 阪急コミュニケーションズ 2010 1108659044

感染症をめぐる54の話　あなたの隣に潜む病原
体と病院内感染

東京警察病院感染制御対策室／編 丸善 2008 1108539709

SARS WHO西太平洋地域事務局／著 結核予防会 2007 1107826305

史上最悪のウイルス　上・下 カール・タロウ・グリーンフェルド／著 文藝春秋 2007
1108400084
1108400092

○ウイルス・感染症と人の歴史
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

世界史を変えた13の病 ジェニファー・ライト／著 原書房 2018 1110799804

衛生と近代 永島剛／編 法政大学出版局 2017 1110730999

感染症の世界　顧みられない熱帯病を中心として 内藤記念くすり博物館 2016 1110618400

感染症の近代史 内海孝／著 山川出版社 2016 1110495544

病原菌と国家 小川眞里子／著 名古屋大学出版会 2016 1110466958

病いと癒しの人間史 岡田 晴恵／著 日本評論社 2015 1110455514

THE INFLUENZA PANDEMIC IN JAPAN,1918-
1920

Hayami Akira／著
International
Reseach　Center for
Japanese Studies

2015 1110273776
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ウイルスについて知る



感染症の世界史 石 弘之／著 洋泉社 2014 1110500103

なぜ感染症が人類最大の敵なのか? 岡田 晴恵／著 ベストセラーズ 2013 1110553789

人類と感染症の歴史　[正] 加藤 茂孝／著 丸善出版 2013 1110122007

江戸の流行り病 鈴木 則子／著 吉川弘文館 2012 1108953264

感染症と文明 山本 太郎／著 岩波書店 2011 1108942879

日本における伝染病との闘いの歴史 菅又 昌実／編著 みみずく舎 2010 1108925312

感染症の中国史 飯島 渉／著 中央公論新社 2009 1108615574

図解歴史をつくった7大伝染病 岡田 晴恵／著 PHP研究所 2008 1108496587

図説病の文化史 久保井 規夫／著 柘植書房新社 2006 1108514173

感染症は世界史を動かす 岡田 晴恵／著 筑摩書房 2006 1108101906

疫病は警告する 浜田 篤郎／著 洋泉社 2004 1108065028

歴史を変えた病 フレデリック・F.カートライト／著 法政大学出版局 1996 1100215993

○感染予防
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

世界最強組織のつくり方 國井修／著 筑摩書房 2019 1111039986

知っておきたい感染症と予防接種 高山直秀／著 時空出版 2017 1110766035

在宅医療×感染症 遠藤光洋／編集 南山堂 2016 1110833215

公共交通機関における新型インフルエンザ等対
策に関する調査研究

国土交通省国土交通政策研
究所／[編]

国土交通省国土交
通政策研究所

2014 1110271465

看護基礎教育から継続教育にわたる手指衛生改善
のための標準的支援プログラムの構築

山本 容子／研究代表者
京都府立医科大学
医学部看護学科

2014 1110255393

海外渡航者のための予防接種と感染症の知識 高山 直秀／著　他 時空出版 2014 1110501259

洗浄と殺菌のはなし 新名 史典／編著 同文舘出版 2013 1110317227

ウイルス感染から身を守る方法　ワクチンや抗
ウイルス剤の正しい知識がわかる!

中原 英臣／著 河出書房新社 2013 1110338157

消毒と滅菌のガイドライン 小林 寛伊／編集 へるす出版 2012 1110092580

マスクと日本人 堀井 光俊／著 秀明出版会 2012 1110084256

病院感染対策ガイドライン
国公立大学附属病院感染対
策協議会／編集

じほう 2012 1110017546

21世紀の予防医学・公衆衛生 町田 和彦／編著 杏林書院 2012 1110029285

公共機関・企業のための実践新型インフルエン
ザ対策

橘 とも子／共編著　他 ぎょうせい 2009 1108829183

予防医学事典 松島 綱治／編集　他 朝倉書店 2005 1108084599

「SARS予防」緊急現場報告 ガオ ユーリング／編 PHP研究所 2003 1108150978

○感染症と危機管理
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

イザというとき、命を守るために!　危機管理・防
災のあり方

青木信之／著 近代消防社 2019 1111032833

危機対応学　明日の災害に備えるために 東大社研／編 勁草書房 2018 1111001218

現代危機管理論　現代の危機の諸相と対策 前田雅英／編集代表 立花書房 2017 1110859582

大惨事と情報隠蔽　原発事故、大規模リコール
から金融崩壊まで

ドミトリ・チェルノフ／著 草思社 2017 1110742929

しなやかな社会の挑戦　CBRNE、サイバー攻
撃、自然災害に立ち向かう

「レジリエンス社会」をつくる
研究会／著

日経BPコンサルティング 2016 1110573910

暮らしを変える驚きの数理工学 合原 一幸／編著 ウェッジ 2015 1110435839

恐怖の法則　予防原則を超えて キャス・サンスティーン／著 勁草書房 2015 1110417167

ニュース空間の社会学　不安と危機をめぐる現
代メディア論

伊藤 守／編 世界思想社 2015 1110508759

国家の危機管理　実例から学ぶ理念と実践 伊藤 哲朗／著 ぎょうせい 2014 1110374558

発達科学ハンドブック　7 日本発達心理学会／編 新曜社 2013 1110155510

危機管理学総論　理論から実践的対応へ 大泉 光一／著 ミネルヴァ書房 2012 1110015144

パンデミックを阻止せよ!　感染症危機に備える
10のケーススタディ

浦島 充佳／著 化学同人 2012 1110126388

流行病の国際的コントロール 永田 尚見／著 国際書院 2010 1107872739

パンデミック・シミュレーション　感染症数理モデ
ルの応用

大日 康史／著　他 技術評論社 2009 1108851468
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