
書名 配架場所 請求記号

悪の哲学. -- 筑摩書房, 1990.3. -- (ちくま哲学の森 / 鶴見俊輔 [ほか] 編 ; 3). 医9F図書北 108//C44//8474

ルーマばあさんのわるだくみ : ウイルス感染症物語 = Granny Luma's evil tricks : a story of viral

lnfectious diseases / 巽典之著 ; 松本珠希英訳. -- 第2版. -- シスメックス, 2005.2.
医9F図書南 490.7//TA95//9896

細菌と人類 : 終わりなき攻防の歴史 / ウィリー・ハンセン, ジャン・フレネ著 ; 渡辺格訳. -- 中央公論新

社, 2004.1.
医9F図書南 491.7//H29//5505

もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 / 岩田健太郎著 ; 石川雅之絵. -- 朝日新聞出版, 2017.3. 医9F図書南 491.7//I97//1973

ウイルス / 阿部純子著. -- 新紀元社, 2012.8. -- (わかっちゃう図解). 医9F図書南 491.77//A12//6201

コロンブスが持ち帰った病気 : 海を越えるウイルス、細菌、寄生虫 / ロバート・S・デソウィッツ著 ; 古

草秀子訳. -- 翔泳社, 1999.10.
医9F図書南 493.8//D64//9301

感染症 : 病気の起源と歴史 / Richard N. T-W-Fiennes [著] ; 谷荘吉訳. -- 広川書店, 1983.10. 医分棟4F図書 493.8//F25//8477

感染症の世界史 : 人類と病気の果てしない戦い / 石弘之著. -- 洋泉社, 2014.12. 医9F図書南 493.8//I71//8969

感染症の現況と対策 / 國井乙彦[ほか]編集. -- 日本医師会, 1993.11. -- (日本医師会雑誌 ; 第110巻第11号 .

生涯教育シリーズ ; 32).
医9F図書南 493.8//KU43//7673

疫病と世界史 / ウィリアム・H・マクニール著 ; 佐々木昭夫訳 ; 上. -- 中央公論新社, 2007.12. -- (中公文

庫 ; [マ-10-1]).
医9F図書南 493.8//MA23//5322

疫病と世界史 / ウィリアム・H・マクニール著 ; 佐々木昭夫訳 ; 下. -- 中央公論新社, 2007.12. -- (中公文

庫 ;  [マ-10-2]).
医9F図書南 493.8//MA23//5323

感染症の脅威 : パンデミックへの備えは万全か / 日経サイエンス編集部編. -- 日経サイエンス. -- (別冊日

経サイエンス ; 163).
医9F図書南 493.8//N73//0727

怖くて眠れなくなる感染症/岡田晴恵著. -- PHPエディターズ・グループ 医9F図書南 493.8//O38//6186

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, 2020.4. 医9F図書南 493.8//TS94//3466

感染症の近代史 / 内海孝著. -- 山川出版社, 2016.10. -- (日本史リブレット ; 96). 医9F図書南 493.8//U96//0946

小児を救った種痘学入門 : ジェンナーの贈り物/加藤四郎編著. -- 創元社, 2016.8. -- (緒方洪庵記念財団・

除痘館記念資料室撰集)
医9F図書南 493.82//KA86//0505

ロンドン・ペストの恐怖 / ダニエル・デフォー著 ; 栗本慎一郎訳・解説. -- 小学館, 1994.7. -- (地球人ラ

イブラリー ; 004).
医分棟3F図書 493.84//D2//1

ウイルス感染症の臨床と病理 / 青山友三[ほか]編集. -- 医学書院, 1991.4. 医9F図書南 493.87//A58//7378

J-IDEO+ : 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) (24327077) . -- 中外医学社, 2020.4. 医9F図書南 493.87//J11//3304

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. 医9F図書南 493.87//KA22//5575

重症新型インフルエンザ診断と治療の手引 : 鳥インフルエンザウイルスはヒトに感染する / 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,

2013.3.

医9F図書南 493.87//KO14//7326

新型コロナウイルスCOVID-19特講 : Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー / 岡秀昭編著. -- 中外医学

社, 2020.7.
医9F図書南 493.87//O36//3355

グローバル時代のウイルス感染症 / 西條政幸編著. -- 日本医事新報社, 2019.1. 医9F図書南 493.87//SA19//2191

パンデミックH1N1 2009の終焉を迎えて / 鈴木宏, 渡辺彰編. -- 医薬ジャーナル社, 2012.5. -- (インフル

エンザの最新知識Q&A / 鈴木宏, 松本慶蔵編 ; 2012).
医9F図書南 493.87//SU96//5619

ウイルスと感染症 : エボラ出血熱, デング熱, 新型インフルエンザ…世界を震撼させるパンデミック. --

ニュートンプレス, 2015.2. -- (ニュートン別冊)(NEWTONムック).
医9F図書南 493.87//V81//6195

感染症の歴史とこれから
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書名 配架場所 請求記号

日本のコロナ致死率は、なぜ欧米よりも圧倒的に低いのか? / 五味洋治, 時任兼作 [ほか] 著. -- 宝島社,

2020.7.
医9F図書南 498.6//G62//3367

新型インフルエンザパンデミックの黙示録 : 一人の医師の論理学的考察 / 羽田囘著. -- せせらぎ出版,

2012.10.
医9F図書南 498.6//H11//6694

医学探偵ジョン・スノウ : コレラとブロード・ストリートの井戸の謎/サンドラ・ヘンペル著 ; 杉森裕樹,

大神英一, 山口勝正訳. -- 日本評論社, 2009.7
医9F図書南 498.6//H52//8998

アジア旅行者のための感染症対策 / 本田徹編 : 金子明編 : 石井明〔ほか〕著. -- 改訂版. -- 連合出版,

2015.7.
医9F図書南 498.6//H84//9377

ペストと近代中国 / 飯島渉著. -- 研文出版, 2000.12. 医9F図書南 498.6//I29//6302

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, 2020.6. 医9F図書南 498.6//I97//3284

「感染症パニック」を防げ! : リスク・コミュニケーション入門/岩田健太郎著. -- 光文社, 2014.11. -- (光

文社新書 ; 725).
医9F図書南 498.6//I97//8968

感染地図 : 歴史を変えた未知の病原体 / スティーヴン・ジョンソン著 ; 矢野真千子訳. -- 河出書房新社,

2007.12.
医9F図書南 498.6//J64//6548

感染対策キホンのき/洪愛子総編集 ; 工藤友子, 平松玉江, 藤原広子編集. -- ポケット版. -- 日本看護協会出

版会, 2014.2. -- (感染対策チェックテスト100)
医9F図書南 498.6//KO11//8410

MRSA : 病院感染を克服するために/小林寛伊編集. -- 真興交易医書出版部, 1996.3. 医9F図書南 498.6//KO12//1841

近代日本と公衆衛生 : 都市社会史の試み/小林丈広著. -- 雄山閣出版, 2001.2. 医9F図書南 498.6//KO12//5967

新型肺炎感染爆発と中国の真実 : 中国五千年の疫病史が物語るパンデミック / 黄文雄著. -- 徳間書店,

2020.2.
医9F図書南 498.6//KO95//3283

人類vs感染症 : 新型コロナウイルス世界はどう闘っているのか / 國井修著. -- CCCメディアハウス,

2020.8.
医9F図書南 498.6//KU43//3369

感染症予防と健康危機管理 : SARS対策に学ぶこれからの感染症対策 : 第62回日本公衆衛生学会総会「感

染症フォーラム」 / 日本公衆衛生学会監修. -- 日本公衆衛生協会, 2004.3.
医9F図書南 498.6//N77//6707

大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルス感染症<COVID-19>対応BOOK : 全科病棟に対応 /

西口幸雄, 白石訓, 山本紀子編著. -- 照林社, 2020.8.
医9F図書南 498.6//N81//3325

史上最悪の感染症 : 結核、マラリアからエイズ、エボラ、薬剤耐性菌、COVID-19まで/マイケル・オス

ターホルム, マーク・オルシェイカー著 ; 五十嵐加奈子, 吉嶺英美, 西尾義人訳. -- 青土社, 2020.9.
医9F図書南 498.6//O78//3417

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, 2012.10.
医9F図書南 498.6//O96//6200

感染対策40の鉄則/坂本史衣著. -- 医学書院, 2016.9. 医9F図書南 498.6//SA32//0695

感染症専門医が普段やっている感染症自衛マニュアル / 佐藤昭裕著. -- SBクリエイティブ, 2020.7. 医9F図書南 498.6//SA85//3468

私たちにできること。 : 新型インフルエンザとの戦い : NHKプロフェッショナル仕事の流儀 / 進藤奈邦子

著. -- イースト・プレス, 2012.2.
医9F図書南 498.6//SH62//6460

パンデミックを阻止せよ! : 感染症を封じ込めるための10のケーススタディ / 浦島充佳著. -- 新型コロナ

ウイルス対応改訂版. -- 化学同人, 2020.6. -- (DOJIN選書 ; 84).
医9F図書南 498.6//U84//3296

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, 2019.9.
医9F図書南 498.6//V78//2921

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 / 和田攻監修. -- 産業医学振興財団,

2008.9. -- (産業保健ハンドブック ; 6).
医9F図書南 498.8//W12//1990

カミュ / [カミュ著] ; 高畠正明 [ほか] 訳 ; 1. -- 新潮社, 1968-. -- (新潮世界文学 ; 48). 医9F図書北 908//SH61//48

E-Bookで読もう！

書名

インフルエンザとは何か/白水社, 1997.10, 2015.

新型インフルエンザ ―世界がふるえる日―【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1035）

提供サイト・期間

ジャパンナレッジ

Maruzen eBook サブスクリプション

 (- 2021/3/31)
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書名 配架場所 請求記号

パンデミック : 世界をゆるがした新型コロナウイルス / スラヴォイ・ジジェク著 ; 中林敦子訳. -- Pヴァ

イン. -- (Ele-king books).
3F開架新体系 139.3//Z4//2276

コロナ後の世界を語る : 現代の知性たちの視線 / 養老孟司 [ほか] 著 ; 朝日新聞社編. -- 朝日新聞出版,

2020.8. -- (朝日新書 ; 781).
4F新書版 304//A82//3351

コロナ後の世界 : いま、この地点から考える / 筑摩書房編集部編 ; 小野昌弘 [ほか著]. -- 筑摩書房,

2020.9.
4F開架新体系 304//C44//3749

コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 / 村上陽一郎編. -- 岩波書店, 2020.7. -- (岩波新書 ; 新赤版

1840).
4F新書版 304//MU43//2781

コロナ後の世界 / ジャレド・ダイアモンド [ほか著] ; 大野和基編. -- 文藝春秋, 2020.7. -- (文春新書 ;

1271).
4F新書版 304//O67//3350

コロナ危機の経済学 : 提言と分析 / 小林慶一郎, 森川正之編著. -- 日経BP日本経済新聞出版本部, 2020.7. 4F開架新体系 332.107//KO12//3783

新型・殺人感染症 : SARSも鳥インフルエンザもほんの始まりにすぎない / エリノア・レビー, マーク・

フィシェッティ著 ; 日向やよい訳. -- 日本放送出版協会, 2004.6.
3F開架新体系 493.8//L57//7114

知っておきたい感染症 : 新型コロナと21世紀型パンデミック / 岡田晴恵著. -- 新版. -- 筑摩書房, 2020.8. -

- (ちくま新書 ; 1507).
4F新書版 493.8//O38//3343

日本を襲ったスペイン・インフルエンザ : 人類とウイルスの第一次世界戦争 / 速水融著. -- 藤原書店,

2006.2.
7F新体系 493.87//H47//4532

インフルエンザパンデミック : 新型ウイルスの謎に迫る / 河岡義裕, 堀本研子著. -- 講談社, 2009.9. -- (ブ

ルーバックス ; B-1647).
4F新書版 493.87//KA96//3648

最強ウイルス : 新型インフルエンザの恐怖 / NHK「最強ウイルス」プロジェクト著. -- 日本放送出版協

会, 2008.5. -- (NHKスペシャル).
3F開架新体系 493.87//N71//5543

エボラvs人類終わりなき戦い : なぜ二十一世紀には感染症が大流行するのか / 岡田晴恵著. -- PHP研究所,

2015.1. -- (PHP新書 ; 963).
4F新書版 493.87//O38//7682

インフルエンザ : 新型ウイルスの脅威 / 菅谷憲夫著. -- 丸善, 1999.12. -- (丸善ライブラリー ; 308). 4F新書版 493.87//SU29//5541

ドキュメント武漢 : 新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたか / 早川真著. -- 平凡社, 2020.8. --

(平凡社新書 ; 946).
4F新書版 498.0222//H46//3878

武漢日記 : 封鎖下60日の魂の記録 / 方方著 ; 飯塚容, 渡辺新一訳. -- 河出書房新社, 2020.9. 3F開架新体系 498.6//H81//3755

パンデミックが露わにした「国のかたち」 : 欧州コロナ150日間の攻防 / 熊谷徹著. -- NHK出版, 2020.8.

-- (NHK出版新書 ; 630).
4F新書版 498.6//KU33//3348

感染症社会 : アフターコロナの生政治 / 美馬達哉著. -- 人文書院, 2020.7. 3F開架新体系 498.6//MI31//3034

衛生と近代 : ペスト流行にみる東アジアの統治・医療・社会 / 永島剛, 市川智生, 飯島渉編. -- 法政大学出

版局, 2017.4.
3F開架新体系 498.6//N22//8754

コロナ危機の社会学 : 感染したのはウイルスか、不安か / 西田亮介著. -- 朝日新聞出版, 2020.7. 3F開架新体系 498.6//N81//3068

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, 2020.4.
3F開架新体系 498.6//O37//2661

どうする!?新型コロナ / 岡田晴恵著. -- 岩波書店, 2020.5. -- (岩波ブックレット ; No.1026). 3F開架新体系 498.6//O38//2247

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, 田代眞人著. -- 岩波

書店, 2013.11.
3F開架新体系 498.6//O38//6725

思想としての「新型コロナウイルス禍」 / [大澤真幸ほか著]. -- 河出書房新社, 2020.5. 3F開架新体系 498.6//O74//2395

ウイルスVS人類 / 瀬名秀明 [ほか] 著. -- 文藝春秋, 2020.6. -- (文春新書 ; 1270). 4F新書版 498.6//SE57//3092

ペスト残影 / 滝上正 [著]. -- 神奈川新聞社(出版局), 2002.12. 7F新体系 498.6//TA71//2674

パンデミック新時代 : 人類の進化とウイルスの謎に迫る / ネイサン・ウルフ著 ; 高橋則明訳. -- NHK出版,

2012.11.
3F開架新体系 498.6//W84//1082

学情センター（杉本）所蔵感染症関連図書 Webサービスを使って取寄せよう！！
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サービス対象者
学情カードID番

号の最初の２桁
利用方法

 ２３、３３、

３４

 ６１、６２

 教職員
 ０１、１１、

４２

病院講師、研修医、研究医、  ４４～４６

 有期雇用職員
 ５１～５２、

６１～６２

 名誉教授、非常勤講師、客員研究員、
 ４１、４３、

４７

 Webサービスの利用

申請が必要です。

 学外研究者（登録医等）、 旧教員  ８１～８２
 9Fカウンターで手続

きしてください。

 サービス種別

 利用状況照会　：　貸出、予約、購入希望図書、文献の取寄せに関することが、確認で

きます。

 貸出期間の延長　：　 貸出期間内であれば、延長手続きができます。

 貸出中図書の予約　：　 OPACを検索して、貸出中の場合に予約できます。

 配送予約　：　 他キャンパスから図書の取寄せができます。

 文献取寄せの申込　：　 医学分館にない文献のコピーや図書を他大学等より取寄せる

ことが出来ます。

 購入希望図書の申込　：　 医学分館での購入希望(推薦)するものがあれば、申し込む

ことが出来ます。

 教員推薦図書の申込　：　 医学分館での推薦希望するものがあれば、申し込むことが

出来ます。

 新着アラート

 他の利用者が予約中、延長回数オー

バー等で更新できない場合もありま

す。

 研究室貸出中の資料の予約は、カウ

ンターで手続きして下さい。

「申込中」のもののみ取消しできま

す。

教員の方が申込まれると、推薦図書

になります。

 図書や雑誌の新着情報をメールでお

知らせするサービス。

 利用者情報の確認・修正もこちらか

らできます。

学部学生、大学院学生、大学院研究生等

 全学認証のID･パス

ワードでログイン

できます。

 全学認証のID･パス

ワードでログイン

できます。

Webサービスとは、

学内や自宅のパソコンから、図書の予約や貸出期間の延長、文献複写依頼など様々なことが利用できるサー

ビスです。Webサービスを利用するには、ログイン名とパスワードが必要です。

 備考

配送予約を使って、

他キャンパスの本を読もう
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