
  文生書院

古書（感染・衛生ほか）在庫一覧

単行本 372点 --  2ページ

紙芝居  14点 -- 55ページ

雑誌    123点 -- 59ページ

洋書    5点 -- 75ページ

   【２０２０年５月２０日】

リスト中の問い合わせリンクは"Adobe Acrobat"で開いた場合に

機能します。PDFをダウンロードして"Acrobat"でご覧ください。

弊社への直接メール・お電話でもご注文をお受けしております。

リスト掲載品はほとんどが一点ものです。万一品切れの際はご容赦ください。

表示価格は税別です。

〒 113-0033 東京都文京区本郷6-14-7

Tel (03) 3811-1683

Fax (03) 3811-0296

E-mail   info@bunsei.co.jp

https://www.bunsei.co.jp/



1 医学七科問答

解剖学 全 （図式共２冊）

リュドロー 内務省 衛生局 [東京医学会社] ¥5,000 [本体]

M12 B6版 355+81p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?1:医学七科問答～

2 都市生死婚姻統計月報

第２号：明治１３年２月

内務省 衛生局 [] ¥10,000 [本体]

M14.6 B5版 32pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?2:都市生死婚姻～

3 大阪府衛生参考室列品案内記

大阪府衛生課 [] ¥9,000 [本体]

M22.5 B6版 57pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?3:大阪府衛生参～

4 山形県衛生第十三年報【少破】

自明治二十五年一月至明治二十五年十二月 

山形県庁 [] ¥14,000 [本体]

M26.9 B5版 44p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?4:山形県衛生第～

5 万国衛生年鑑

大日本私立衛生会 [] ¥24,000 [本体]

M26 A5版 343p 万国衛生年鑑 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?5:万国衛生年鑑～

6 通俗衛生【印少書込】

３４・３８～４３・５４～５６・５８～６２・６４・６５号（合本１冊）

大阪 私立 衛生会 [] ¥50,000 [本体]

M34-36 A5版 3.5㎝p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?6:通俗衛生【印～

7 衛生法 4

広中 佐兵衛 [博文館] ¥27,000 [本体]

M34 A5版 324p 警察監獄全書 ４ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?7:衛生法～

8 衛生化学

須田 勝三郎 [博文館] ¥3,000 [本体]

M36 A5版 397p 帝国百科全書 第９５編 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?8:衛生化学～



9 獣疫調査報告

第１・３～７・１０・１２～１５・１７・２０次 （１３冊） 

農商務省 農務局 獣疫 調査所 [] ¥52,000 [本体]

M38-S18 A5版 獣疫調査報告 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?9:獣疫調査報告～

10 明治三七・八年戦役陸軍衛生史【印少書込少ヤケ少イタミ少破】

伝染病及主要疾患：第一編・腸窒扶斯／第二編・発疹窒扶斯 第５巻：第１冊（正誤表共）

[] ¥7,500 [本体]

M38] B5版 573p 明治三七・八年戦役陸軍衛生史 第５巻；第１冊お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?10:明治三七・八～

11 法庫門地方衛生事項

明治三八年冬期法庫門滞在中調査 

倉林 軍医 [] ¥25,000 [本体]

M38 B6版 3cmp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?11:法庫門地方衛～

12 帝国衛生法例彙集

瀬戸 秀兄 [南江堂] ¥40,000 [本体]

M40.9 A5版 946,31p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?12:帝国衛生法例～

13 食肉衛生警察全

合巻

津野 慶太郎 [長隆舎書店] ¥12,000 [本体]

M41.9 A5版 473p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?13:食肉衛生警察～

14 長野県衛生統計書

明治４０～４４・大正元・５～８年（１０冊） 

長野県 警察部 [] ¥65,000 [本体]

M42-T9 B5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?14:長野県衛生統～

15 臨時馬疫調査委員会記事

明治４２～大正元年度 （４冊） 

農林省 馬政局 [] ¥120,000 [本体]

M42 A5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?15:臨時馬疫調査～

16 農事試験場要報

重要殺菌及駆虫剤 第２０号  ２冊

農商務省 試験場 [] ¥8,000 [本体]

M43･44 A5版 64pp 農事試験場要報 第２０号 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?16:農事試験場要～



17 食肉衛生警察全

訂正  

津野 慶太郎 [長隆舎書店] ¥12,000 [本体]

M44.3 A5版 490p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?17:食肉衛生警察～

18

内閣統計局 [東京統計協会] ¥12,000 [本体]

M44.8 A4版 184p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?18:衛生統計ニ関～

19 防疫之栞【印】

埼玉県警察部衛生課 [] ¥3,000 [本体]

T1.9 B7版 139p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?19:防疫之栞【印～

20 日本衛生法規大全完【痛】

内務省衛生局 [明治大学出版部] ¥55,000 [本体]

M45 A5版 1030p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?20:日本衛生法規～

21 応用菌学汎論【印】

齋藤 賢道 [博文館] ¥6,500 [本体]

T1.12 A5版 336p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?21:応用菌学汎論～

22 衛生叢書【除籍本ヤケ少書込表紙欠テープ補修有イタミ】

第２輯

内務省衛生局 [] ¥20,000 [本体]

T1.12 A5版 1441p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?22:衛生叢書【除～

衛生統計ニ関スル描画図並統計表／衛生統計ニ関スル描画図ノ説明【除籍本汚補修済少痛】



23 急性伝染病ニ因ル死亡統計

原表（自明治３２年至同４１年） 

内閣 統計局 [] ¥25,000 [本体]

T2.3 A4版 593pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?23:急性伝染病ニ～

24 衛生叢書【除籍本ヤケ少書込背テープ補修有イタミ】

第４輯

内務省衛生局 [] ¥25,000 [本体]

T3.10 A5版 1109p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?24:衛生叢書【除～

25 香港ノ衛生状態ニ就テ

西暦千九百十四年二月 

内務省衛生局 [] ¥25,000 [本体]

T3 A5版 95p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?25:香港ノ衛生状～

26 大正三年発疹窒扶私流行誌【少破】

内務省衛生局 [] ¥45,000 [本体]

T5.9 A5版 662p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?26:大正三年発疹～

27 現行医薬衛生法令全書

久志野 松三郎 [医薬法令研究会] ¥6,000 [本体]

T5 B6版 503p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?27:現行医薬衛生～

28 結核死亡統計表【除籍本補修跡ヤケ】

自明治３２年至大正２年 月別・年齢別・職業別（３冊）

保健衛生調査会 [内務省衛生局] ¥30,000 [本体]

T6.3 A4版 169+253+313p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?28:結核死亡統計～



29 学校衛生参考資料【除籍本少イタミ】

第２輯

文部省 [] ¥12,000 [本体]

T7.11 A5版 180p 学校衛生参考資料 第２輯 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?29:学校衛生参考～

30 獣疫調査所研究報告

第１・４・８～１０号 （５冊）

農商務省 農務局 [] ¥35,000 [本体]

T7-S2 A5版 獣疫調査所研究報告 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?30:獣疫調査所研～

31 朝鮮衛生要義全

白石 保成 [白石 保成] ¥37,000 [本体]

T7 A5版 526p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?31:朝鮮衛生要義～

32 児童保健学校衛生講話資料全

第２版  

古瀬 安俊 [南山堂書店] ¥4,000 [本体]

T7 A5版 329p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?32:児童保健学校～

33 保健衛生調査

寄生虫之部

山口県 [] ¥4,000 [本体]

T9 A5版 95pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?33:保健衛生調査～

34 日耳曼国ニ於ケル労働者結核病保護法

内務省 衛生局 [] ¥15,000 [本体]

T10.1 A5版 306pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?34:日耳曼国ニ於～

35 性の衛生

羽太 鋭治 [実業之日本社] ¥4,000 [本体]

T10.5 B6版 303pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?35:性の衛生～



36 冬と子供

内務省 衛生局 [] ¥1,000 [本体]

T10.11 B6版 30p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?36:冬と子供～

37 衛生倫理行政上より観察したる巴理公娼論

濡沙吐蠡 松本 南溟／高田 守天 [不二書院] ¥24,000 [本体]

T11.2 A5版 317pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?37:衛生倫理行政～

38 女子生理衛生教科書【ヤケ少書込ノド痛】

大正１１年版

安東 伊三次郎 [宝文館] ¥1,500 [本体]

T11.11 A5版 84p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?38:女子生理衛生～

39 保健衛生調査書

大正１１年度

長野県 [] ¥12,000 [本体]

T12 A5版 322p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?39:保健衛生調査～

40 国民必携衛生全書

一名衛生警察全書 

菊池 林作／伊藤 尚賢 [大日本衛生警察協会] ¥18,000 [本体]

T12.3 A5版 594pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?40:国民必携衛生～

41 細菌検査所ニ関スル調査

内務省衛生局 [] ¥5,000 [本体]

T13 B5版 21p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?41:細菌検査所ニ～

42 事業概要

大阪市立衛生試験所 [] ¥4,000 [本体]

T13] A5版 22p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?42:事業概要～



43 都市衛生年報

大正１２年

京都市 衛生課 [] ¥11,000 [本体]

T13 A5版 116p 都市衛生年報 大正１２年 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?43:都市衛生年報～

44 児童の生理衛生

岡田 道一 [児童保護研究会] ¥2,000 [本体]

T13 B6版 214p 児童研究 第４編 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?44:児童の生理衛～

45 解剖生理及衛生

宮島 満治 [南江堂書店] ¥3,000 [本体]

T13 A5版 432p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?45:解剖生理及衛～

46 保健衛生調査【除籍本少ヤケ少シミイタミ背テープ補修有】

実査地 三重県名賀郡矢持村 第４輯

三重県衛生課 [] ¥4,000 [本体]

T13.3 A5版 113p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?46:保健衛生調査～

47 保健衛生調査書

大正１３年度

長野県 [] ¥12,000 [本体]

T14 A5版 293p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?47:保健衛生調査～

48 トラホーム

内務省 衛生局 [日本結核予防協会] ¥10,000 [本体]

T14 B6版 25p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?48:トラホーム～



49 南満州鉄道附属地衛生概況【少ヤケシミ少イタミ補修済除籍本】

大正１２年度

南満州鉄道地方部衛生課 [] ¥15,000 [本体]

T14.3 A5版 82+3ｽﾞp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?49:南満州鉄道附～

50 学校衛生概論

北 豊吉 [右文館] ¥3,000 [本体]

T14 A5版 306p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?50:学校衛生概論～

51

住宅問題資料 第３輯 （付図１０枚共）

社会局 [] ¥4,000 [本体]

T14.7 A5版 87p 住宅問題資料 第３輯 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?51:英国に於ける～

52 神戸市衛生施設大観【少書込】

神戸市役所衛生課 [] ¥45,000 [本体]

T15.3 A5版 368p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?52:神戸市衛生施～

53 国際連盟主催各国衛生技術官交換視察会議報告

内務省 衛生局 [] ¥6,000 [本体]

T15 A5版 267pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?53:国際連盟主催～

54 神奈川県震災衛生誌

桑島 弥太郎 [神奈川県庁 衛生課] ¥30,000 [本体]

T15.12 A5版 259p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?54:神奈川県震災～

英国に於ける不良住宅及不衛生地区の改善【除籍本少ヤケ背少イタミ裏表紙欠付図５枚欠】



55 北海道衛生統計要覧

大正１４年

北海道庁 警察部 衛生課 [] ¥6,000 [本体]

T15 A5版 136p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?55:北海道衛生統～

56 法定伝染病累年比較表

内務省 衛生局 [] ¥6,000 [本体]

T15 B5版 30p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?56:法定伝染病累～

57 衛生大観

大阪市衛生組合連合会 [] ¥20,000 [本体]

S2.1 B5版 331p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?57:衛生大観～

58 兵庫県統計書

警察・衛生 大正１４年：第７編

兵庫県 [] ¥6,000 [本体]

S2 A5版 346p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?58:兵庫県統計書～

59 兵庫県統計書【少汚少痛印】

警察・衛生 大正１５年昭和元年：第７編

兵庫県 [] ¥6,000 [本体]

S2 A5版 344p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?59:兵庫県統計書～

60 神奈川県震災衛生誌

桑島 弥太郎 [神奈川県庁 衛生課] ¥30,000 [本体]

S2.11 A5版 259p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?60:神奈川県震災～



61 蒙古巡廻診療第二班報告【除籍本少ヤケ綴穴あり】

満鉄衛生課主催 第５回

満州医科大学蒙古巡廻診療団 [] ¥25,000 [本体]

S2.11 B5版 61p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?61:蒙古巡廻診療～

62 空気と衛生

大阪市立衛生試験所 [] ¥3,500 [本体]

S3 B6版 25p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?62:空気と衛生～

63 保健衛生新横浜之建設

御大典記念 

横浜市衛生組合連合会 [] ¥85,000 [本体]

S3.11 A5版 408p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?63:保健衛生新横～

64 平時衛生勤務研究録

青木 袈裟美 [陸軍軍医団] ¥4,500 [本体]

S3 A5版 247p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?64:平時衛生勤務～

65 家畜衛生関係法規
農林省 畜産局 [中央獣医会] ¥5,700 [本体]

S3.3 A6版 220p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?65:家畜衛生関係～

66 乳児幼児の衛生
小野 賢一郎 [東京日日巡回病院] ¥4,500 [本体]

S3 B6版 34pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?66:乳児幼児の衛～

67 兵庫県統計書

衛生 昭和２年：第７編下巻

兵庫県 [] ¥5,000 [本体]

S3 A5版 150p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?67:兵庫県統計書～



68 戦用衛生材料内容品表【ヤケ痛書込除籍本】

陸普 第４９５２号 

下志津衛戍病院 [陸軍省] ¥18,000 [本体]

S3.10 A5版 2.3cmp 陸普 第４９５２号 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?68:戦用衛生材料～

69 東京保健衛生器卸売同業会目録

第一版  昭和５年

保健衛生器卸売同業会 [保健衛生器卸売同業会目録編纂所] ¥30,000 [本体]

S4.12 B5版 257p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?69:東京保健衛生～

70 衛生試験法

改訂増補版  上・下巻（２冊）

小山 哉 [] ¥8,000 [本体]

S4-6 A5版 1380p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?70:衛生試験法～

71 保健衛生ニ関スル例規

内務省 衛生局 [内務省衛生局] ¥18,000 [本体]

S4 A5版 195p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?71:保健衛生ニ関～

72 交友会報

第１２～１８号（合本）

獣疫調査所 交友会 [獣疫調査所交友会] ¥24,000 [本体]

S4.12-S7.12A5版 179+158+127+143＊p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?72:交友会報～

73 学校児童衛生講話資料

増訂四版  

岡田 道一 [右文館] ¥5,000 [本体]

S4 B6版 246p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?73:学校児童衛生～

74 農村保健衛生実地調査成績

内務省 衛生局 [内務省衛生局] ¥15,000 [本体]

S4.3 B5版 212,349(ﾄｳｹｲﾋｮｳ)p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?74:農村保健衛生～



75 南満巡回診療報告【表紙印削跡ヤケ少痛綴穴あり】

満鉄衛生課主催 第６回

満州医科大学蒙古巡廻診療団 [] ¥25,000 [本体]

S4.11 B5版 67p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?75:南満巡回診療～

76 薬事衛生ニ関スル法規及例規秘

内務省 衛生局 [] ¥30,000 [本体]

S5 A5版 336p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?76:薬事衛生ニ関～

77 北海道衛生統計要覧【少ヤケ少シミ背少イタミ除籍本】

昭和３年

北海道庁警察部衛生課 [] ¥6,000 [本体]

S5.3 A5版 139p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?77:北海道衛生統～

78 衛生視察南米紀行

石原 喜久太郎 [博文館] ¥5,000 [本体]

S6.10 B6版 434p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?78:衛生視察南米～

79 業績抄録集

創立２５周年記念／創立３０周年記念（自昭和６年至昭和１０年）／自昭和１１年至昭和１６年 第１～３集（３冊）

大阪市立衛生試験所（生活科学研究所） [] ¥12,000 [本体]

S6.11-11.11-18.8A5版 360+386+271pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?79:業績抄録集～

80 京都市衛生年報

昭和６年

京都市保健部衛生課 [] ¥7,000 [本体]

S7.12 A5版 215p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?80:京都市衛生年～



81 知らねばならぬ健康の道

内務省衛生試験所分析表 常識普及号

須田 三郎 [帝都皇道会 出版部] ¥3,000 [本体]

S7.4 A5版 36p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?81:知らねばなら～

82 東京市防疫概要

昭和６年

東京市役所保健局 [] ¥10,000 [本体]

S7.3 A5版 198p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?82:東京市防疫概～

83 保健衛生調査会報告書

第１６回

保健衛生調査会 [] ¥5,000 [本体]

S7 A5版 29p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?83:保健衛生調査～

84 島根県統計書【除籍本補修済】

警察衛生 昭和５年：第４編

島根県 [] ¥6,000 [本体]

S7.10 B5版 100p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?84:島根県統計書～

85 衛生概況附録

昭和７，９年版

南満州鉄道 衛生課 [] ¥60,000 [本体]

S7-9 B5版 279p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?85:衛生概況附録～

86 日本薬局方

第５改正  

内務省 衛生局 [日本医政会] ¥5,000 [本体]

S7 B6版 583p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?86:日本薬局方～

87 衛生試験所業績抄録集

上・下水之部

大阪市立衛生試験所 [] ¥12,000 [本体]

S8 A5版 288pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?87:衛生試験所業～



88 結核死亡統計

内務省衛生局 [] ¥3,500 [本体]

S8.1 A5版 25pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?88:結核死亡統計～

89 最近に於ける各国結核予防事業

内務省 衛生局 [] ¥5,000 [本体]

S8.3 A5版 140p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?89:最近に於ける～

90 伝染性貧血

三谷 五郎／林 伊兵衛 [中央獣医会] ¥2,400 [本体]

S8 B6版 98pp 応用獣医学雑誌 第６年 第６号・附録 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?90:伝染性貧血～

91 国際獣疫事務局国際委員会要録

第６～８回

農林省 畜産局 [農林省畜産局] ¥24,000 [本体]

S8.11-S9.3-S10.6A5版 154+135+141pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?91:国際獣疫事務～

92 学校と家庭の児童衛生

岡田 道一 [岡村書店] ¥5,000 [本体]

S8 B6版 427p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?92:学校と家庭の～

93 花柳病予防ニ関スル調

内務省 衛生局 [] ¥12,000 [本体]

S8.10 A5版 58pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?93:花柳病予防ニ～

94 婦人の生理と衛生

岩田 正道 [金原商店] ¥7,000 [本体]

S8 A5版 193pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?94:婦人の生理と～

95 赤十字博物館報【少痛】
夏の衛生展覧会号 第１１号

日本赤十字社 [] ¥10,000 [本体]

S8 A5版 134p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?95:赤十字博物館～



96 朝鮮総督府獣疫血清製造所研究報告【少ヤケ少汚除籍本】

第８次

朝鮮総督府獣疫血清製造所 [] ¥15,000 [本体]

S8 B5版 163p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?96:朝鮮総督府獣～

97 人体寄生虫卵保有者調査並ニ同駆除成績報告【少ヤケ少折少イタミ補修済除籍本】

第１３～１５編：昭和６～８年度（３冊

福岡県警察部衛生課 [] ¥12,000 [本体]

S8.3 A5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?97:人体寄生虫卵～

98 警視庁防疫年鑑【印少破】

昭和７～１６年（１０冊）

警視庁衛生部 [] ¥40,000 [本体]

S8-17 A5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?98:警視庁防疫年～

99 家畜衛生協会会員名簿

家畜衛生協会 [] ¥2,400 [本体]

S9 B5版 20pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?99:家畜衛生協会～

100 家畜防疫会議要録
第６回：昭和８年

農林省 畜産局 [農林省畜産局] ¥5,000 [本体]

S9 A5版 143pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?100:家畜防疫会議～

101 衛生物品員数表／物品員数表／厩舎用物品配置表【ヤケ少書込綴穴あり】
（３冊）

育馬係・庶務係物品取扱主任 [日高種馬牧場] ¥5,000 [本体]

S9.12 B5版 20+34+15p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?101:衛生物品員数～



102 衛生統計書

昭和９年（鹿児島県）／昭和１０年・１１年（山口県）（３冊）

鹿児島県／山口県 [] ¥4,000 [本体]

S10-13.1 B5版 81+82+80pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?102:衛生統計書～

103 保健衛生ニ関スル法規及例規

内務省衛生局 [] ¥24,000 [本体]

S10.3 A5版 565p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?103:保健衛生ニ関～

104 満州における邦人移民の消化器、伝染病に対する心得

附 移民地調査報告 

関東局移民衛生調査委員会 [] ¥6,500 [本体]

S10.1 A5版 40p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?104:満州における～

105 体育・衛生統計類纂

増訂第５版  

吉田 章信 [診断と治療社] ¥5,500 [本体]

S10 A5版 390p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?105:体育・衛生統～

106 満州に於ける結核とその予防対策／満州における邦人移民の消化器、伝染病に対する心得／満州に於ける邦人農業移民の住居衛生問題の研究

（３冊）

関東局移民衛生調査委員会 [] ¥25,000 [本体]

S10-11 A5版 52+40+38p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?106:満州に於ける～

107 最新石川女子生理衛生教科書

三訂  

石川 日出鶴丸 [富山房] ¥2,500 [本体]

S10 A5版 140p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?107:最新石川女子～

108 満州の医事衛生殊に伝染病【印少ヤケ少シミ少イタミ少虫喰製本外れ】

九大医報特別号 （正誤表共）

九州帝国大学医学部学友会出版部 [] ¥20,000 [本体]

S10.4 A5版 178p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?108:満州の医事衛～



109 第一次満蒙学術調査研究団報告【印削跡少ヤケ少イタミ背貼込】

熱河省産変形菌・熱河省ノ植物生態学的研究 第４部第３編

第一次満蒙学術調査研究団 [] ¥3,500 [本体]

S11.9 B5版 55p 第一次満蒙学術調査研究団報告 第４部第３編お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?109:第一次満蒙学～

110 関東局移民衛生調査委員会会議録

第３回（昭和１１年１月）

小坂 隆雄 [関東局移民衛生調査委員会] ¥10,000 [本体]

S11 A5版 113p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?110:関東局移民衛～

111 結核予防座談会（速記録）

宮城県警察部衛生課 [仙台膳写堂] ¥5,000 [本体]

S11 A5版 22pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?111:結核予防座談～

112 満州ニ於ケル地方病ニ就テ

昭和１０年度研究調査ノ分 

関東局 移民衛生調査委員会 [関東局移民衛生調査委員会] ¥5,000 [本体]

S11.7 A5版 17p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?112:満州ニ於ケル～

113 台湾総督府主催第八回家畜防疫会議要録

台湾 総督府 [台湾総督府] ¥10,000 [本体]

S11 A5版 295pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?113:台湾総督府主～

114 衛生試験所沿革史

内務省 東京 衛生試験所 [内務省東京衛生試験所] ¥6,500 [本体]

S12.3 B5版 168p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?114:衛生試験所沿～

115 結核諸統計

群馬県 衛生課 [群馬県警察部衛生課] ¥4,000 [本体]

S12.8 A5版 47pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?115:結核諸統計～



116 第三次移民綏稜開拓組合に於ける移民住宅並に一般衛生状況実地調査概要

昭和１１年８月

関東局 移民 衛生 調査委員会 [] ¥6,000 [本体]

S12 A5版 18p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?116:第三次移民綏～

117 朝鮮防疫統計

昭和１１・１３年（２冊）

朝鮮総督府警務局 [] ¥18,000 [本体]

S12.9-14.10B5版 277+277p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?117:朝鮮防疫統計～

118 地方病性甲状腺腫、カシン・ベツク氏病、水に因る地方病性皮膚炎及其の他マラリヤ並寄生虫病に関する実地調査概要

昭和１１年７月

関東局移民衛生調査委員会 [] ¥5,000 [本体]

S12.1 A5版 3p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?118:地方病性甲状～

119 北満地方に於ける甲状腺腫及カシンベツク氏病其の他寄生虫病に関する実地調査概要

昭和１１年７月

関東局移民衛生調査委員会 [] ¥5,000 [本体]

S12.1 A5版 16p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?119:北満地方に於～

120 保健施設拡充ニ関スル参考資料

内務省 衛生局 [内務省衛生局] ¥14,000 [本体]

S12.5 A5版 29pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?120:保健施設拡充～

121 満蒙に於ける波状熱に関する調査概要

昭和１１年９月

関東局移民衛生調査委員会 [] ¥4,500 [本体]

S12.4 A5版 10p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?121:満蒙に於ける～

122 防疫要覧

千葉県 教育民生部 [] ¥6,000 [本体]

S12 版 141p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?122:防疫要覧～

123 満州における冬期野菜貯蔵法

関東局 移民衛生調査委員会 [関東局移民衛生調査委員会] ¥2,500 [本体]

S12.11 A5版 10p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?123:満州における～



124 純粋培養菌種接種法に依る椎茸，なめこ，榎茸人工栽培法

興林会 [興林会] ¥3,500 [本体]

S12.11 A5版 93p 興林会叢書 第１７号 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?124:純粋培養菌種～

125 移民地に於ける畜産並に家畜衛生実地調査概要

昭和１１年１０月

関東局 移民衛生調査委員会 [関東局移民衛生調査委員会] ¥4,000 [本体]

S12.4 A5版 50p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?125:移民地に於け～

126 本邦ニ於ケル学校衛生団体ニ関スル調査【除籍本少ヤケ少汚少イタミ】

文部大臣官房体育課 [] ¥5,000 [本体]

S13.3 B5版 51p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?126:本邦ニ於ケル～

127 ＊ノ暖房力ニ就テ (＊=火+亢 )

太原 臨時衛生 調査班 [太原臨時衛生調査班] ¥8,000 [本体]

S13.4 B5版 18p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?127:＊ノ暖房力ニ～

128 日本帝国家畜伝染病予防史

法規変遷ノ二 大正・昭和第４篇

山脇 圭吉 [獣疫調査所] ¥8,000 [本体]

S13.3 A5版 (1481-1693)pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?128:日本帝国家畜～

129 大庭士郎（医博）

名古屋医科大学 細菌学 教室 同門会 [] ¥3,000 [本体]

S13 A5版 218pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?129:大庭士郎（医～

130 警察教科書

衛生篇 

内務省 警保局 [警察協会] ¥7,000 [本体]

S13 A5版 200p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?130:警察教科書～



131 山東省ノ獸疫ニ関スル調査

華北 産業科学研究所 [華北産業科学研究所] ¥7,000 [本体]

S13.4 B5版 108p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?131:山東省ノ獸疫～

132 北満満人農民並ニ本邦農業移民ノ衣食住

三浦 運一 [] ¥4,000 [本体]

S13.6 (ﾋｮｳｼﾖﾘ)A5版 22*p 国民衛生 第１５巻第６号 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?132:北満満人農民～

133 母性及児童保護【ヤケ少痛】

西野 睦夫 [保健衛生協会] ¥20,000 [本体]

S13.7 A5版 532p 産業衛生講座 第８巻 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?133:母性及児童保～

134 安川隆氏提出論文「魚類大腸菌属ニ関スル研究」審査要旨？

[] ¥2,500 [本体]

S13 B5版 8p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?134:安川隆氏提出～

135 山西省ニ於ケル衛生諸法規ノ調査（事変前諸法規ノ翻訳）【印】

太原臨時衛生調査班 [] ¥20,000 [本体]

S14.12 B5版 228p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?135:山西省ニ於ケ～

136 山西省ニ於ケル急性伝染病ニ就テ【印】

其ノ１

第３野戦防疫部太原分遣隊臨時衛生調査班（木村） [] ¥7,500 [本体]

S14.4 A5版 50p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?136:山西省ニ於ケ～

137 太原城外汾河橋梁附近二於ケル新旧「トーチカ」ノ衛生学的研究

太原臨時衛生調査班 [] ¥3,500 [本体]

S14.10 B5版 49p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?137:太原城外汾河～



138 満州衛生の実態調査

田中 武 [満州結核予防協会] ¥18,000 [本体]

S14 B5版 259p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?138:満州衛生の実～

139 北海道樺太衛生

栗山 弘忠 [北海道樺太衛生協会] ¥5,000 [本体]

S14 B5版 98p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?139:北海道樺太衛～

140 栄養之原理／結核予防／鉱山衛生／労働衛生要解／サナトリウム／生体測定

横手社会衛生叢書 第１０～１３・２０・２１冊 （６冊）

石原 房雄／佐々木 秀一／他４名 [金原商店] ¥18,000 [本体]

S14.3-16.7A5版 109+100+102+78+479+274p 横手社会衛生叢書 第１０～１３・２０・２１冊お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?140:栄養之原理／～

141 獣疫血清類使用心得

農林省 獣疫 調査所 [農林省獣疫調査所] ¥3,000 [本体]

S14.1 A6版 77p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?141:獣疫血清類使～

142 陸軍省農林省主催第十回日満家畜防疫会議要録

陸軍省 兵務局／農林省 畜産局 [陸軍省 兵務局／農林省 畜産局] ¥20,000 [本体]

S14.8 A5版 478p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?142:陸軍省農林省～

143 満洲家畜防疫必携【少書込少破】

久米 定一 [満洲獣医畜産学会] ¥4,500 [本体]

S14.6 A5版 193p 満洲獣医畜産学会雑誌 第２１巻第２号 附録お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?143:満洲家畜防疫～

144 学生生徒児童並に教職員の結核罹患状況概要【少虫喰ノド少痛】

学校衛生 第１９巻第１２号別冊 

岩原 拓 [結核予防会結核研究所] ¥3,000 [本体]

S14.12 A5版 26p 学校衛生 第１９巻第１２号別冊 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?144:学生生徒児童～



145 経理概況書／軍馬衛生概況書／入廠防疫ニ関スル指示／斃馬診断書【印ヤケ少書込少痛】

（４冊）

豊橋臨時補充馬廠 [] ¥8,000 [本体]

S14 B5版 11+9+7+5p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?145:経理概況書／～

146 台湾の結核【除籍本補修済少ヤケ少痛】

衛生調査書 第１７輯 （基本調査の９） 

台湾総督府警務局衛生課 [] ¥20,000 [本体]

S14.3 B5版 152p 衛生調査書 第１７輯 （基本調査の９） お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?146:台湾の結核【～

147 大陸衛生【除籍本少ヤケ少イタミ綴穴テープ補修済】

創刊号・２・３・５号（４冊）

東京帝国大学医学部鉄門大陸衛生研究会 [] ¥35,000 [本体]

S14-16 A5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?147:大陸衛生【除～

148 極東ソ聯の衛生統計資料【少ヤケ少イタミ補修済除籍本】

北経調査 第４９号 

ハバロフスク極東地方統計局／ゴスプラン （編） 内山 彼得 [満鉄・北満経済調査所]¥15,000 [本体]

S14.9 A5版 164p 北経調査 第４９号 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?148:極東ソ聯の衛～



149 国民保健ニ関スル統計

厚生省 衛生局 [] ¥5,000 [本体]

S15.2 A5版 72pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?149:国民保健ニ関～

150 太原市城外、支那兵営内空気、理学的状態二就テ

太原臨時衛生調査班 [] ¥2,500 [本体]

S15.1 B5版 29p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?150:太原市城外、～

151 環境衛生指導事業概要

昭和１４年度

大阪市 保健部 [] ¥4,000 [本体]

S15 A5版 49p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?151:環境衛生指導～

152 静岡市衛生組合五十年史【箱破・少痛】

[静岡市衛生組合] ¥20,000 [本体]

S15 A5版 483p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?152:静岡市衛生組～

153 歯科医事衛生史

前・後巻（２冊） 

日本 歯科医師会 [日本歯科医師会] ¥18,000 [本体]

S15-33 A5版 618+720p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?153:歯科医事衛生～

154 南方衛生座談会講演要旨【少ヤケ】

第１１回日本連合衛生学会 

戸田 正三／他 [] ¥4,000 [本体]

S15 A5版 66p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?154:南方衛生座談～

155 警視庁防疫年鑑

昭和１４年

警視庁 衛生部 [] ¥40,000 [本体]

S15 A5版 187p 警視庁防疫年鑑 昭和１４年 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?155:警視庁防疫年～



156 山梨県衛生事業概要【ヤケ少折少イタミ表紙書込除籍本】

昭和１５年編

山梨県警察部衛生課 [山梨県衛生課] ¥30,000 [本体]

S15.9 A5版 177p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?156:山梨県衛生事～

157 都市と農村の保健施設

南崎 雄七／井村 哮全 [保健衛生協会] ¥6,000 [本体]

S15 A5版 418pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?157:都市と農村の～

158 京津事情【少イタミ】

外地に於ける教育の特殊性・天津のコレラについて・租界の表情（米国総領事館の巻）／他 創刊３週年特輯号：８月２０日（臨時）発行

井上 今朝一 [京津事情社] ¥700,000 [本体]

S15.8 B5版 70p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?158:京津事情【少～

159 東北一純農村の医学的分析

岩手県志和村に於ける社会衛生学的調査 

高橋 実 [朝日新聞社] ¥4,500 [本体]

S16.4 A5版 270pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?159:東北一純農村～

160 衛生日本の回顧

紀元二千六百年奉祝記念 

日本赤十字社 [大日本出版] ¥2,500 [本体]

S16.6 A5版 302p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?160:衛生日本の回～

161 紀元二千六百年奉祝記念衛生日本の回顧

日本赤十字社 [] ¥2,500 [本体]

S16 A5版 315pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?161:紀元二千六百～

162 東京市衛生試験所報告【少破】

学術報告 第１６回：昭和１４年分

東京市 衛生試験所 [東京市役所] ¥5,000 [本体]

S16.3 A5版 108pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?162:東京市衛生試～



163 横手社会衛生叢書

古瀬 安俊 [金原商店] ¥4,000 [本体]

S16 A5版 286pp 横手社会衛生叢書 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?163:横手社会衛生～

164 衛生材料関係調査研究

熱地生薬調査 

[] ¥2,500 [本体]

S16 B6版 53p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?164:衛生材料関係～

165 衛生工業便覧【印】

昭和１７年（第３回）

衛生工業便覧委員会 [衛生工業協会] ¥25,000 [本体]

S17.11 B5版 966p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?165:衛生工業便覧～

166 南方に於ける伝染性疾患の蔓延状況

日本公衆保健協会 調査室 [日本公衆保健協会調査室] ¥7,500 [本体]

S17.4 A5版 136p 南方衛生調査資料 第５輯 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?166:南方に於ける～

167 仏領印度支那ノ衛生事情報告

其１

外務省仏印資源調査団 [] ¥20,000 [本体]

S17 A5版 402p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?167:仏領印度支那～

168 実務指針防疫事務撮要

吉川 学 [文光堂] ¥18,000 [本体]

S17 A5版 625p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?168:実務指針防疫～

169 熱帯衛生

岡部 浩洋 [河出書房] ¥4,000 [本体]

S17 B6版 467p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?169:熱帯衛生～

170 薬事衛生ニ関スル法規及例規

厚生省 衛生局 [] ¥30,000 [本体]

S17 A5版 639p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?170:薬事衛生ニ関～



171 医学と衛生南方生活必携【少ヤケ少破】

南崎 雄七 [教材社] ¥4,000 [本体]

S17 B6版 354p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?171:医学と衛生南～

172 熱帯衛生【少ヤケ】

岡部 浩洋 [河出書房] ¥4,000 [本体]

S17 B6版 445p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?172:熱帯衛生【少～

173 蘭印政庁の衛生工作【少書込線引】

蘭印政庁 （編） 山岡 節男 [大沢築地書店] ¥2,500 [本体]

S17 B6版 168p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?173:蘭印政庁の衛～

174 日本人と熱帯衛生【函少破】

小倉 清太郎／他 [畝傍書房] ¥2,000 [本体]

S17 A5版 418p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?174:日本人と熱帯～

175 ビルマ・ソロモン・トンガ・フィジー・ニューヘブライヅ衛生事情

日本公衆保健協会 調査室 [日本公衆保健協会] ¥12,000 [本体]

S17.3 A5版 140p 南方衛生調査資料 第６輯 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?175:ビルマ・ソロ～



176 東亜諸民族の死亡に関する衛生統計的調査【印】

特に日本人の死亡統計を中心として（資料 乙 第６６号Ｃ） 

東亜研究所 [東亜研究所] ¥15,000 [本体]

S18 B5版 319p 資料 乙 第６６号Ｃ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?176:東亜諸民族の～

177 必需医薬品及衛生材料調査

日本医師会 [] ¥9,000 [本体]

S18 B5版 80p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?177:必需医薬品及～

178 水戸烈公の医政と厚生運動

上巻下巻

石島 績 [日本衛生会] ¥10,000 [本体]

S18-16 A5版 373+148p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?178:水戸烈公の医～

179 応用菌学語彙

仮版  

小原 巌 [] ¥4,000 [本体]

S18 A5版 52p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?179:応用菌学語彙～

180 健民と防疫

中・下巻（２冊）

井口 信海 [文松堂書店] ¥14,000 [本体]

S19.10-19.3A5版 666p+661pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?180:健民と防疫～

181 満州家畜防疫必携

大東亜省 満州 事務局 [] ¥16,000 [本体]

S19.2 A5版 239pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?181:満州家畜防疫～

182 医薬品衛生資材動員計画参考案

昭和１９年度

厚生省／軍需省 [] ¥6,000 [本体]

S19 B5版 85p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?182:医薬品衛生資～

183 仏印に於ける伝染病

佐野 次郎 [日本医書出版] ¥4,500 [本体]

S20 B5版 137p 日新叢書 第３０編 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?183:仏印に於ける～



184 婦人社会衛生学

佐藤 美実 [教典出版] ¥3,500 [本体]

S20 A5版 322pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?184:婦人社会衛生～

185 農村衛生の実際

入鹿山 勝郎 [東洋書館] ¥4,800 [本体]

S22.11 B6版 170pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?185:農村衛生の実～

186 東京都防疫年鑑

自昭和１７年至昭和２１年

東京都 衛生局 防疫課 [] ¥10,000 [本体]

S22.9 A5版 74p 東京都防疫年鑑 自昭和１７年至昭和２１年お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?186:東京都防疫年～

187 衛生統計関係法規例規集

厚生省予防局 [] ¥3,000 [本体]

S23 B6版 278pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?187:衛生統計関係～

188 公衆衛生学

改訂増補  

戸田 正三 [東洋書館] ¥4,200 [本体]

S23.7 A5版 541p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?188:公衆衛生学～

189 民族と結核

吉岡 博人 [村松書店] ¥3,200 [本体]

S23 B6版 136p 民族衛生叢書 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?189:民族と結核～

190 最新衛生学講義

上巻

渡部 秋雄 [春日書房] ¥2,000 [本体]

S23 B6版 270p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?190:最新衛生学講～

191 学年別教材配当小学校の衛生教育

荷見 秋次郎／浜田 正好／他２名 [牧書店] ¥2,500 [本体]

S23 B6版 184p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?191:学年別教材配～



192 衛生統計の実際

川上 理一 [公衆衛生社] ¥2,500 [本体]

S24.6 A5版 142p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?192:衛生統計の実～

193 衛生教育テスト【印】

荷見 秋次郎／濱田 正好／他２名 [栗林書房] ¥1,000 [本体]

S24 B6版 178p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?193:衛生教育テス～

194 模範衛生村実施要領

埼玉県 [] ¥1,800 [本体]

S25 B6版 24pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?194:模範衛生村実～

195 アメリカに於ける公衆衛生行政

スマイリー，Ｗ．Ｇ． 曽田 長宗／有本 邦太郎／他２名 [第一出版] ¥5,500 [本体]

S25.7 A5版 758pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?195:アメリカに於～

196 京都ジフテリア予防接種禍記録

京都府 衛生部 [京都府 衛生部] ¥9,000 [本体]

S25.3 A5版 577p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?196:京都ジフテリ～

197 看護婦国家試験研究叢書【印少汚背少痛少書込】

解剖生理学／細菌学、化学、薬物学／他 第１～８巻（８冊）

看護婦国家試験研究会 [金芳堂] ¥7,000 [本体]

S25 B6版 106+179+124+143+139+142+87+149p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?197:看護婦国家試～

198 細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関スル公判書類

[外国語図書出版所] ¥10,000 [本体]

S25 B6版 738p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?198:細菌戦用兵器～

199 小環境衛生学

職業衛生を含めて 

北浜 章 [北辰堂書店] ¥1,500 [本体]

S25 A5版 162p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?199:小環境衛生学～



200 児童の社会衛生

第４回ＣＩＥ推薦書 

ルエーシェ 高田 他家雄 [新人社] ¥1,500 [本体]

S25 B6版 329p 第４回ＣＩＥ推薦書 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?200:児童の社会衛～

201 公衆衛生

予防医学 

北浜 章 [岩崎書店] ¥2,500 [本体]

S25 B6版 273p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?201:公衆衛生～

202 農村衛生の実証的研究

東北一純農村の医学的分析 

高橋 実 [日本学生図書協会] ¥5,000 [本体]

S26.2 A5版 257pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?202:農村衛生の実～

203 結核統計資料

厚生大臣官房統計調査部 [日本衛生統計協会] ¥4,500 [本体]

S26.3 B5版 91p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?203:結核統計資料～

204 長野県公衆衛生研究記録

第１回

長野県 衛生研究所 [長野県衛生研究所] ¥3,000 [本体]

S26.3 B5版 75p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?204:長野県公衆衛～

205 衛生統計医師必携

改訂  

日本衛生統計協会 [創成社] ¥3,500 [本体]

S26 A5版 104p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?205:衛生統計医師～

206 衛生材料業界沿革史

樋口 三郎 [西部衛生材料協会] ¥4,000 [本体]

S26 A5版 510pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?206:衛生材料業界～

207 七島熱の調査研究

第１～2編

東京都 衛生局 予防課 [東京都衛生局予防課] ¥3,000 [本体]

S27-28 B5版 137+125p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?207:七島熱の調査～



208 引揚検疫史

第３巻

引揚援護庁 [] ¥8,000 [本体]

S27 B5版 149pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?208:引揚検疫史～

209 衛生統計年報

１９５１～１９５２

山梨県衛生民生部 [] ¥5,000 [本体]

S28.3 B5版 300p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?209:衛生統計年報～

210 神戸市集団赤痢記録

昭和２７年

神戸市立 防疫所 [神戸市衛生局] ¥5,000 [本体]

S28.5 B5版 233p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?210:神戸市集団赤～

211 昭和２７年３月中日本（現新三菱）重工業株式会社神戸造船所赤痢集団発生記録

玉木 緝煕 [兵庫県衛生部] ¥6,500 [本体]

S28.5 B5版 491p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?211:昭和２７年３～

212 中日本（現新三菱）重工業株式会社神戸造船所赤痢集団発生記録

昭和２７年３月

兵庫県衛生部 [] ¥10,000 [本体]

S28.5 B5版 491p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?212:中日本（現新～

213 福岡県下・水系爆発赤痢記録

昭和２７年

福岡県衛生部予防課 [福岡県衛生部] ¥18,000 [本体]

S28.2 B5版 118p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?213:福岡県下・水～

214 応用黴菌学【少汚】

改訂版 実施篇 下巻

宮路 憲二 [岩波書店] ¥3,500 [本体]

S28 A5版 580p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?214:応用黴菌学【～

215 茂原下痢症

昭和２８年６月千葉県茂原市における下痢症の集団発生記録 

相良 貞直 [千葉県衛生部] ¥8,500 [本体]

S29.3 A5版 150p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?215:茂原下痢症～



216 学校衛生統計摘要

昭和２７年度

文部省 初等中等教育局 [文部省 初等中等教育局] ¥2,000 [本体]

S29 B5版 34p 学校保健資料 第９集 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?216:学校衛生統計～

217 防疫必携

総論・法令編・技術編（上・下） 第１～４集（４冊）

厚生省防疫課 [医学書院] ¥20,000 [本体]

S30.6-32.5A5版 429+216+343+358p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?217:防疫必携～

218 公共衛生

ソ同盟の教科書 

アジュージジン／他 滋賀 秀俊 [新紀元社] ¥7,000 [本体]

S30 A5版 329p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?218:公共衛生～

219 高坂村における公衆衛生の歩み

昭和２１年意向の事業報告 

東松山市 高坂 支所 [] ¥2,500 [本体]

S30.2(ｵﾜﾘﾆ)B5版 49pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?219:高坂村におけ～

220 家畜伝染病予防法関係法規

農林省 畜産局 [文永堂] ¥4,600 [本体]

S31 A5版 192pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?220:家畜伝染病予～

221 北海道結核実態調査報告
1

北海道 衛生部 [] ¥4,500 [本体]

S32 B5版 156p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?221:北海道結核実～

222 アジア獣疫会議の記録
第３回

アジア獣疫会議協賛会（第３回） [] ¥3,000 [本体]

S32 B5版 145pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?222:アジア獣疫会～

223 衛生工学【印】
上水道及び下水道 

岩崎 富久／他 [森北出版] ¥1,500 [本体]

S32 A5版 400p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?223:衛生工学【印～



224 厚生事業概要

群馬県衛生民生部厚生課 [] ¥4,000 [本体]

S33.3 A5版 49p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?224:厚生事業概要～

225 南せん北ば（東京衛生試験所所長・薬学博士）

松尾 仁 [薬業時報社] ¥4,000 [本体]

S35.10 B6版 311p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?225:南せん北ば（～

226 部落と健康

１～２号 （合冊）

部落解放同盟 西郡 支部 防疫委員会 [] ¥3,800 [本体]

S37.7 B5版 63pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?226:部落と健康～

227 本邦の各検疫港における港内海水の汚染状況について

昭和３８年

厚生省公衆衛生局検疫課 [] ¥16,000 [本体]

S38.4 B5版 251p 検疫業務資料 １９６３ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?227:本邦の各検疫～

228 舞鶴地方隊衛生１０年史

舞鶴地方総監部 衛生課 [舞鶴地方総監部 衛生課] ¥13,000 [本体]

S38.3 B6XB4版 126p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?228:舞鶴地方隊衛～

229 家畜衛生研究のあゆみ

創立４０周年記念 

農林省 家畜衛生試験場 [農林省家畜衛生試験場] ¥7,400 [本体]

S38.3 B5版 367p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?229:家畜衛生研究～

230 栃木県福祉行政基礎調査

第２回：昭和３８年度

栃木県 衛生民生部 [] ¥4,500 [本体]

S39 B5版 257pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?230:栃木県福祉行～

231 学校伝染病

須藤 春一／須藤 弘 [東山書房] ¥3,500 [本体]

S39 A5版 369p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?231:学校伝染病～



232 ウイルスの狩人

ウィリアムズ 永田 育也／蜂須賀 養悦 [岩波書店] ¥1,200 [本体]

S39 B6版 495p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?232:ウイルスの狩～

233 新潟地震【少ヤケ】

衛生対策の記録 

新潟県衛生部 [新潟県衛生部／新潟県公衆衛生協会] ¥5,000 [本体]

S40.3 B5版 112p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?233:新潟地震【少～

234 小沢龍さんの想い出（厚生省医務局長）

日本公衆衛生協会 [日本公衆衛生協会] ¥3,000 [本体]

S40 A5版 224p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?234:小沢龍さんの～

235 農村の環境衛生

大塩 行夫 [農林出版社] ¥3,500 [本体]

S41.8 A5版 216p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?235:農村の環境衛～

236 南米移住地保健衛生調査団報告書

第３回

外務省中南米・移住局 [] ¥24,000 [本体]

S41 B5版 309p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?236:南米移住地保～

237 衛生関連学の進歩

1967

第１７回日本医学会総会衛生関係６分科会連合学会 [] ¥18,000 [本体]

S42 B5版 246p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?237:衛生関連学の～

238 日本のワクチン

国立 予防衛生研究所 学友会 [丸善] ¥4,000 [本体]

S42.7 A5版 408p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?238:日本のワクチ～



239 本邦港湾域内のネズミ族とその寄生ノミについて【印】

昭和４３年

厚生省公衆衛生局検疫課 [] ¥6,500 [本体]

S43.8 B5版 142p 検疫業務資料 １９６８ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?239:本邦港湾域内～

240 最新学校衛生学

駿河 尚庸 [吐鳳堂書店] ¥3,000 [本体]

S43 A5版 437p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?240:最新学校衛生～

241 化学・細菌（生物）兵器とその使用の影響

ウ・タント国連事務総長報告 

外務省 国際連合局 [] ¥3,000 [本体]

S44 A5版 147pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?241:化学・細菌（～

242 新衛生公衆衛生学【印ラベル】

安倍 三史／他 [南山堂] ¥2,000 [本体]

S44 A5版 544p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?242:新衛生公衆衛～

243 免疫の病理

三橋 進／相沢 幹／花岡 正男 [朝倉書店] ¥7,500 [本体]

S44 B5版 658p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?243:免疫の病理～

244 老学究の手帖から（古屋芳雄国立公衆衛生院院長・日本医科大学教授）【署名線引】

古屋 芳雄 [日本家族計画協会] ¥3,000 [本体]

S45.1 A5版 402p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?244:老学究の手帖～

245 児童用玩具・遊具の安全と衛生

厚生省 児童家庭局 [日本児童福祉協会] ¥3,500 [本体]

S45 A5版 115p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?245:児童用玩具・～

246 炎の中から

被爆衛生兵の証言 

田川 清光 [長崎の証言刊行委員会] ¥2,000 [本体]

S46.8 B6版 252p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?246:炎の中から～



247 母子衛生行政法令通知集

（母子保健法共）

厚生省児童家庭局 [母子衛生研究会] ¥12,000 [本体]

S47.9 A5版 401+99p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?247:母子衛生行政～

248 公衆浴場史

全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会 [] ¥24,000 [本体]

S47 A5版 549p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?248:公衆浴場史～

249 安全衛生優良局所等の施策集

昭和４７年度

厚生局 保健課 [] ¥3,000 [本体]

S47.11 B5版 97p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?249:安全衛生優良～

250 褐色のペスト

ドイツ・ファシズム＝ルポルタージュ 

ゲラン 栖原 弥生 [河出書房新社] ¥1,500 [本体]

S47.6 A5版 280p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?250:褐色のペスト～

251 衛生行政概要

昭和４７・４８年１２月（２冊）

群馬県衛生部 [] ¥5,000 [本体]

S48.3-S48.12B5版 183+207p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?251:衛生行政概要～

252 歴史散歩飛鳥の人々(国立公衆衛生院院長・日本医科大学教授)

古屋 芳雄 [日本家族計画協会] ¥2,000 [本体]

S48 A5版 127p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?252:歴史散歩飛鳥～

253 五代目（防衛庁衛生局長）

鈴木 一男 [牧野出版社] ¥5,000 [本体]

S49.10 A5版 208p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?253:五代目（防衛～

254 衛生教育に必要な保健統計学

植松 稔 [杏林書院] ¥2,000 [本体]

S49 A5版 202p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?254:衛生教育に必～



255 検疫業務年報

昭和４６～５５年（８冊）

厚生省公衆衛生局保健情報課検疫所管理室 [] ¥24,000 [本体]

S50.3-56.11B5版 196+93+97+90+90+82+93+95p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?255:検疫業務年報～

256 公衆衛生関係資料

公衆衛生局 [] ¥16,000 [本体]

S50.1 B5版 352p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?256:公衆衛生関係～

257 国立衛生試験所百年史

国立 衛生試験所 百年史 編集委員会 [国立衛生試験所創立百周年記念事業東衛会実行委員会]¥3,000 [本体]

S50.3 B5版 521p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?257:国立衛生試験～

258 果樹のウイルス病

研究と対策 

宮川 経邦 [農山漁村文化協会] ¥4,500 [本体]

S50 A5版 254p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?258:果樹のウイル～

259 寒蕾風花（厚生省公衆衛生局局長・医学博士）

加倉井 駿一 追悼録 刊行会 [加倉井駿一追悼録刊行会] ¥3,500 [本体]

S50.6 A5版 259p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?259:寒蕾風花（厚～

260 同仁会診療防疫班【少ヤケ少シミ函少イタミ】

青木 義勇 [長崎大学医学部細菌学教室水曜会] ¥15,000 [本体]

S50.3 A5版 254p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?260:同仁会診療防～

261 疾病モデル動物に関する総合研究

自己免疫モデル動物等に関する研究 

科学技術庁研究調整局 [] ¥6,000 [本体]

S51.3 B5版 311p 昭和４７・４８・４９年度特別研究促進調整費お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?261:疾病モデル動～



262 １９７６年関門港における三高丸コレラ検疫の記録

昭和５１年７月～８月 

門司検疫所 [] ¥5,000 [本体]

S51.12 B5版 99p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?262:１９７６年関～

263 家畜衛生試験場年報

昭和５０年度

農林省 家畜衛生試験場 [文永堂] ¥4,500 [本体]

S51 A5版 166pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?263:家畜衛生試験～

264 母子衛生行政法令・通知集

厚生省児童家庭局母子衛生課 [母子衛生研究会] ¥9,000 [本体]

S52.11 A5版 526p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?264:母子衛生行政～

265 公衆衛生局関係資料

昭和５２～５５年１月（４冊）

公衆衛生局 [公衆衛生局] ¥9,000 [本体]

S52-55 B5版 378+381+393+404p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?265:公衆衛生局関～

266 公衆衛生学修練３７年

野瀬喜勝教授停年退官記念文集 

野瀬 喜勝 教授 停年 退官 記念事業実行委員会 [野瀬喜勝教授停年退官事業実行委員会]¥4,000 [本体]

S52.5 B5版 311p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?266:公衆衛生学修～

267 我が中隊記録【少ヤケ】

近衛師団衛生隊担三会：編成４０周年記念 

布能 半蔵 [担三会本部] ¥5,000 [本体]

S53.11 A5版 265p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?267:我が中隊記録～

268 市町村別循環器疾患死亡率の分布図

正・続（各付録共４冊）

成人病の疫学分布研究協議会 [大和ヘルス財団] ¥35,000 [本体]

S53.8-54.3B4版 15+100+18+132p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?268:市町村別循環～



269 人畜共通ウイルスの抗原変異に関する総合研究

第１回研究会記録 （昭和５３年４月１４日於国立予防衛生研究所） 

人畜共通ウイルスの抗原変異に関する総合研究委員会 [] ¥4,000 [本体]

S53.11 B5版 154p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?269:人畜共通ウイ～

270 新編植物ウイルス学

平井 篤造 （代） [養賢堂] ¥4,000 [本体]

S53 A5版 357p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?270:新編植物ウイ～

271 静岡県医療衛生史

土屋 重朗 [吉見書店] ¥3,000 [本体]

S53 A5版 767p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?271:静岡県医療衛～

272 特殊疾病対策の概要

昭和５３年度

東京都 衛生局 [東京都衛生局] ¥2,500 [本体]

S53.5 B5版 24pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?272:特殊疾病対策～

273 有田市を中心として発生したコレラ誌

和歌山県 [和歌山県] ¥2,000 [本体]

S53.3(ｼﾞｮﾖﾘ)B5版 426p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?273:有田市を中心～

274 特殊感染症（ラッサ熱、マールブルグ病等）海外研修報告書

昭和５３年度

国際伝染病研究会 [] ¥4,500 [本体]

S54.3 B5版 100p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?274:特殊感染症（～

275 衛生学園の父・後藤真一伝（医療スタッフ養成・教育）

衛生学園 出版局 [] ¥3,500 [本体]

S54 A5版 288pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?275:衛生学園の父～

276 環境衛生関係営業統計要覧

環境衛生金融公庫 [] ¥8,500 [本体]

S55.3 B5版 245p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?276:環境衛生関係～



277 食中毒統計表

昭和５４年

東京都 衛生局 環境衛生部 [] ¥3,500 [本体]

S55 B5版 135pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?277:食中毒統計表～

278 １９８０年関門港における韓国コレラ検疫に関する記録

昭和５５年９月～１０月 

門司 検疫所 [門司検疫所] ¥6,000 [本体]

S55.10 B5版 138p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?278:１９８０年関～

279 東京都衛生年報

昭和５４年

東京都 衛生局 総務部 地域 保健課 [] ¥3,000 [本体]

S55 B5版 400p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?279:東京都衛生年～

280 過疎地域保健指導事業

広島県環境保健部公衆衛生課 [] ¥9,000 [本体]

S56.4 B5版 153p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?280:過疎地域保健～

281 北・南米の家畜衛生事情

第２回海外畜産事情研修報告書 

中央畜産会 [中央畜産会] ¥4,000 [本体]

S56 B5版 122p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?281:北・南米の家～

282 免疫理論

獲得免疫に関するクローン選択説 

バーネﾂト 山本 正／大谷 杉士／小高 健 [岩波書店] ¥2,500 [本体]

S56 A5版 217p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?282:免疫理論～

283 全国市町村別主要疾患死亡数値表

全死因・がん・循環器疾患・糖尿病・肝硬変・結核 

疾病の疫学分布 研究班 [健康・体力づくり事業財団] ¥12,000 [本体]

S57.6 A4版 521p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?283:全国市町村別～

284 地域と疫学

果樹地帯と農薬流行性出血熱過去帳 

中沢 忠雄 [医療法人加納岩病院] ¥4,700 [本体]

S57 B5版 126p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?284:地域と疫学～



285 広島県市町村別保健資料集／広島県市町村別保健地図

広島県地区衛生組織連合会創立２５周年記念 （２冊）

広島県地区衛生組織連合会 [] ¥7,500 [本体]

S57.12 B5/B6XB4版 238+47p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?285:広島県市町村～

286 酵素免疫測定法（ＥＩＡ）によるクレチン症スクリーニング

母子愛育会 [大門出版] ¥4,500 [本体]

S57.3 B5版 145p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?286:酵素免疫測定～

287 松岡脩吉教授研究業績目録

日本体育大学衛生学教室 [日本体育大学] ¥3,000 [本体]

S57 B5版 163p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?287:松岡脩吉教授～

288 新発田市・豊栄市北蒲原郡医事衛生史【印】

新発田市 豊栄市 北蒲原郡 医事衛生史 編集委員会 [新発田市豊栄市北蒲原郡医師会]¥12,000 [本体]

S57 B5版 663p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?288:新発田市・豊～

289 公衆衛生に関する研究報告

昭和５６～６２年度（７冊）

東京都衛生局総務部地域保健課 [] ¥25,000 [本体]

S58.3-H1.3B5版 64+124+80+58+129+109+111p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?289:公衆衛生に関～

290 東京都医療社会事業年報

昭和５７～５９・６１・６２年版（５冊）

東京都 衛生局 医療福祉部 [東京都衛生局医療福祉部] ¥45,000 [本体]

S58-63 B5版 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?290:東京都医療社～

291 伝染病流行予測調査結果報告書

昭和５８・５９・６１／６２年度（３冊）

東京都衛生局公衆衛生部／東京都立衛生研究所微生物部 [衛生局公衆衛生部防疫結核調査係]¥12,000 [本体]

S59.12-S61.4-S63.12B5版 62+63+99pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?291:伝染病流行予～



292 発生源常時監視マニュアル

日本環境衛生センター [日本環境衛生センター] ¥7,000 [本体]

S59.3((ﾋｮｳｼ)B5版 308p 昭和５８年度環境庁委託排出基準等設定調査報告書お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?292:発生源常時監～

293 野菜のウイルス病

発生生態と診断・防除 

植物ウイルス研究所 学友会 [養賢堂] ¥4,500 [本体]

S59 A5版 474p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?293:野菜のウイル～

294 保健衛生事業概要

昭和６０・６１年版（２冊）

東京都江東区保健衛生部／深川保健所／城東保健所 [] ¥8,000 [本体]

S60.10 B5版 136+136p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?294:保健衛生事業～

295 満州難民・飢餓と疫病に耐えて

続・満州拓植公社社員と家族の敗戦引揚記録 

満拓会 [あずさ書店] ¥4,000 [本体]

S60 B5版 368p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?295:満州難民・飢～

296 雑想苑（医学博士・日本民族衛生学会会長）

飛騨のある街医の記録 続

須田 圭三 [仁生会 須田病院] ¥6,000 [本体]

S60.10 A5版 534p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?296:雑想苑（医学～

297 衛婦３０年史

第３０回大会（昭和５９年３月）を記念して 

大阪府衛生婦人奉仕会 [] ¥5,000 [本体]

S61 B5版 185pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?297:衛婦３０年史～

298 川崎市公衆衛生看護のあゆみ

川崎市公衆衛生看護４０周年記念誌 

川崎市公衆衛生看護のあゆみ企画編集委員会 [川崎市衛生局] ¥4,000 [本体]

S61.6 B5版 311p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?298:川崎市公衆衛～

299 石橋夘吉先生（日本公衆衛生協会会長）

石橋 夘吉 先生 追悼録 刊行会 [石橋夘吉先生追悼録刊行会] ¥4,000 [本体]

S61.5 A5版 241p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?299:石橋夘吉先生～



300 環衛公庫資料集

環境衛生 金融公庫 [環境衛生金融公庫] ¥2,500 [本体]

S61.3 B5版 145p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?300:環衛公庫資料～

301 衛生学・公衆衛生学教育協議会資料

厚生省 [厚生省] ¥11,000 [本体]

S62.11 B5版 290p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?301:衛生学・公衆～

302 埼玉県患者動向調査

上・下巻（２冊）

埼玉県衛生部衛生総務課 [] ¥10,000 [本体]

S62 A4版 814+724pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?302:埼玉県患者動～

303 組換えＤＮＡ技術を用いたウィルスワクチンの開発研究

昭和６１年度研究報告書 

[] ¥6,000 [本体]

S62 B5版 96p 厚生化学研究費補助金（医薬品開発研究事業）お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?303:組換えＤＮＡ～

304 石津澄子教授退任記念業績集

東京女子医科大学衛生学公衆衛生学教室 [] ¥3,000 [本体]

S63 B5版 129p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?304:石津澄子教授～

305 国立公衆衛生院創立五十周年記念誌

国立公衆衛生院五十周年記念事業出版企画編集委員会 [] ¥7,000 [本体]

S63 B5版 335p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?305:国立公衆衛生～

306 横浜疫病史
万治病院の百十年 

内海 孝 [横浜市 衛生局] ¥11,000 [本体]

S63.3 B5版 399p 5E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?306:横浜疫病史～

307 環境衛生・水処理・水資源技術者・研究者名鑑
「水」臨時増刊号（第３０巻第１４号） ’８９年度版

月刊「水」発行所 [] ¥1,500 [本体]

S63 B5版 192p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?307:環境衛生・水～



308 エイズと人権

臨時増刊号保存版  

東大 ＰＲＣ （ 患者の権利検討会 ） 企画委員会 [技術と人間] ¥2,500 [本体]

S63.4 A5版 128p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?308:エイズと人権～

309 エイズへの挑戦

患者・科学者・メディア・社会 

広瀬 弘忠 [新曜社] ¥2,000 [本体]

H1.5 B6版 346,45(ｻｸｲﾝ)p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?309:エイズへの挑～

310 衛生局八王子保健所ＯＡモデル職場の事後評価書

東京都総務局総務部行政管理室 [] ¥5,000 [本体]

H1.4 B5版 149p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?310:衛生局八王子～

311 感染症サーベイランス事業年報

昭和６２・６３年（２冊）

厚生省保健医療局結核・感染症対策室 [] ¥16,000 [本体]

H1.2-H2.2B5版 297+332p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?311:感染症サーベ～

312 創立四十周年記念誌

東京都立衛生研究所記念誌編纂分科会 [] ¥5,500 [本体]

H1.10 B5版 345pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?312:創立四十周年～

313 東京都結核サーベイランス集計表

昭和６２年報

東京都衛生局公衆衛生部防疫結核課結核係 [東京都衛生局公衆衛生部] ¥4,000 [本体]

H1.3 B5版 142pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?313:東京都結核サ～

314 春風秋雨七十年（医学博士・川崎市衛生局局長）

一行政医の回想 

佐々木 忠正 [近代文芸社] ¥3,500 [本体]

H1.8 A5版 392p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?314:春風秋雨七十～

315 保健衛生に関する行政監察結果報告書

保健所の業務運営を中心として 

総務庁 行政監察局 [総務庁行政監察局] ¥3,500 [本体]

H1 B5版 158p Ｆ１４ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?315:保健衛生に関～



316 衛生統計年報

昭和６３年

石川県厚生部 [] ¥3,500 [本体]

H2.2 B5版 513p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?316:衛生統計年報～

317 東京都結核サーベイランス集計表

平成元年報

東京都衛生局医療福祉部結核感染症課 [東京都衛生局医療福祉部結核感染課]¥4,000 [本体]

H2.10 B5版 322p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?317:東京都結核サ～

318 日米大学生のエイズ・キャンペーン・ポスターに対する評価とエイズに関する態度の比較研究【少書込】

エイズ予防財団報告書 平成２年度（１９９０）

エイズ予防財団 [] ¥3,500 [本体]

H2 B5版 66p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?318:日米大学生の～

319 健康教育指導強化対策事業報告書

性及びエイズ教育調査研究委員会報告 

愛知県 教育委員会 保健体育課 性及びエイズ教育調査研究委員会 [愛知県教育委員会保健体育課]¥4,000 [本体]

H2 B5版 160p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?319:健康教育指導～

320 山口誠哉教授退官記念研究業績集

筑波大学 社会医学系 疫学・環境保健研究グループ [] ¥2,000 [本体]

H2 B5版 124p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?320:山口誠哉教授～

321 青い恐怖白い街

コレラ流行と近代ヨーロッパ 

見市 雅俊／他 [平凡社] ¥1,500 [本体]

H2.6 A5版 297p 4.6E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?321:青い恐怖白い～



322 前田和甫教授退官記念誌

東京大学医学部保健学科疫学教室のあゆみ 

前田 和甫 教授 退官 記念出版事業 編集委員 [東京大学 医学部 保健学科 疫学教室]¥3,500 [本体]

H2 B5版 158p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?322:前田和甫教授～

323 埼玉公衆衛生世界サミット報告書

１９９１年９月１７日～９月２０日 

公衆衛生国際会議企画委員会事務局 [] ¥8,000 [本体]

H3 A4版 241p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?323:埼玉公衆衛生～

324 千代田区民保健・健康意識調査調査結果報告書

平成３年度

東京都千代田区保健衛生部 [] ¥4,000 [本体]

H3.10 B5版 100p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?324:千代田区民保～

325 東京都の救急災害医療

東京都衛生局医療計画部医療対策課 [] ¥4,400 [本体]

H3.1 B5版 80p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?325:東京都の救急～

326 免疫の応答機構解明のための基盤技術の開発に関する研究

科学技術振興調整費 第１期 （昭和６２～平成元年度）

科学技術庁研究開発局 [] ¥16,000 [本体]

H3.10 B5版 511p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?326:免疫の応答機～

327 植物感染生理学最近の進歩

西村正暘先生追悼記念 

奥 八郎／他 [植物感染生理学最近の進歩刊行会] ¥5,500 [本体]

H3 B5版 258p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?327:植物感染生理～

328 東京都における保健婦活動状況

平成元年・２年度（２冊）

東京都衛生局医療計画部看護課 [] ¥7,000 [本体]

H3.2-4.2 B5版 118+118p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?328:東京都におけ～

329 附属機関等総合実態調査（検査検定機関３）結果報告書

動植物検疫関係 

総務庁 行政監察局 [総務庁] ¥15,000 [本体]

H3 B5版 232p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?329:附属機関等総～



330 母子衛生の主なる統計

１９９２：平成４年

母子衛生研究会 [母子保健事業団] ¥1,500 [本体]

H4.10 B5版 128p 母子衛生の主なる統計 平成４年 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?330:母子衛生の主～

331 衛生統計年報

平成３年版

姫路市健康福祉局保健部保健管理課 [] ¥3,500 [本体]

H4.9 B5版 149p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?331:衛生統計年報～

332 川崎市衛生年報

第２８巻（平成３年度・通算第４１集）

川崎市 衛生局 [川崎市 衛生局] ¥4,500 [本体]

H4.11 B5版 240p 川崎市衛生年報 第２８巻 （通算第４１集）お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?332:川崎市衛生年～

333 衛生統計年報

平成３年版

福岡県保険環境部衛生総務課 [] ¥4,000 [本体]

H5.3 B5版 431,6(ﾌﾛｸ)p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?333:衛生統計年報～

334 検疫所に関する調査結果報告書

附属機関等総合実態調査－検査検定機関（４） （検疫所に関する調査結果に基づく勧告共２冊）

総務庁行政監察局 [] ¥8,500 [本体]

H5.7 A4版 136+36p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?334:検疫所に関す～

335 随時世論調査

エイズの理解と予防に関する意識調査 第１回（平成５年度）

名古屋市市民局広報情報部広聴課 [名古屋市市民局] ¥4,000 [本体]

H6.6 A4版 66p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?335:随時世論調査～

336 コレラの世界史

見市 雅俊 [晶文社] ¥2,500 [本体]

H6 A5版 299p 4.8E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?336:コレラの世界～



337 エイズ対策関係法令通知集

エイズ対策必携 

厚生省保健医療局エイズ結核感染症課 [エイズ予防財団] ¥3,000 [本体]

H7.6 B5版 287p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?337:エイズ対策関～

338 国際エイズ会議国際ＳＴＤ会議公式記録

第１０回

コングレ [第１０回国際エイズ会議／国際ＳＴＤ会議組織委員会] ¥10,000 [本体]

H7.6 A4版 302p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?338:国際エイズ会～

339 母子保健の主なる統計【少ヤケ】

平成７年度（訂正表共）

厚生省児童家庭局母子保健課 （監修）／母子衛生研究会 （編） [母子保健事業団]¥2,000 [本体]

H8.3 A5版 132p 母子保健の主なる統計 平成７年度4.9E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?339:母子保健の主～

340 メディカルサイエンスの時代

細菌学・生理学など（医学の歴史 ３） ２

アンダーウッド 酒井 シヅ／他 [朝倉書店] ¥5,000 [本体]

H8.10 A5版 269p 医学の歴史 ３ 4.3E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?340:メディカルサ～

341 堺市学童集団下痢症報告書

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による集団食中毒の概要 

堺市 学童集団下痢症 対策本部／堺市 環境保健局 ＊ [堺市 学童集団下痢症対策本部／＊]¥6,000 [本体]

H9 A4版 404p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?341:堺市学童集団～

342 院内感染の防止に関する緊急研究

平成１１年度

科学技術庁研究開発局 [科学技術庁研究開発局] ¥3,000 [本体]

H12 A4版 530p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?342:院内感染の防～



343 免疫・造血システムの体細胞改変による制御技術の開発に関する研究成果報告書

第２期:平成９～１１年度 

科学技術庁研究開発局 [科学技術庁] ¥2,500 [本体]

H12 A4版 313p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?343:免疫・造血シ～

344 バイオハザード裁判

予研＝感染研実験差し止めの法理 

予研＝感染研裁判原告の会／予研＝感染研裁判弁護団 [緑風出版] ¥1,500 [本体]

H13.1 A5版 352p 4.8E+09 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?344:バイオハザー～

345 国立歴史民俗博物館研究報告

安政五年のコレラと吉田神社の勧請／函館戦争降伏人と静岡藩／他 第１０９集

国立歴史民俗博物館研究報告編集委員会 [国立歴史民俗博物館] ¥2,000 [本体]

H16.3 A4版 273p 国立歴史民俗博物館研究報告 第１０９集 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?345:国立歴史民俗～

346 検証「健康格差社会」

介護予防に向けた社会疫学的大規模調査 

近藤 克則 [医学書院] ¥2,000 [本体]

H19.3 B5版 182p 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?346:検証「健康格～

347 エイズ事典

ワトシュタイン／他 宗像 恒次 [明石書店] ¥4,500 [本体]

H19 B5版 575p 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?347:エイズ事典～

348 逐条解説墓地、埋葬等に関する法律

新版  

生活衛生法規研究会 [第一法規] ¥1,500 [本体]

H21.8 A5版 321p 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?348:逐条解説墓地～

349 中国新医療衛生体制の形成

移行期の市場と社会 

吉田 治郎兵衛 [東方書店] ¥7,000 [本体]

H22.3 A5版 470p 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?349:中国新医療衛～



350 公衆とその諸問題【カバー少ヤケ少イタミ】

デューイ 植木 豊 [ハーベスト社] ¥2,000 [本体]

H22.7 A5版 231p 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?350:公衆とその諸～

351 隠喩としての病いエイズとその隠喩

.ソンタグ 富山 太佳夫 [みすず書房] ¥2,000 [本体]

H24.9 B6版 219p 始まりの本 9.8E+12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?351:隠喩としての～

352 英国倫敦万国衛生博覧会日本文部省出品説明【少イタミ少汚】

A CATALOGUE WITH EXPLANATORY NOTES OF THE EXHIBITS FROM THE DEPARTMENT OF EDUCATION,EMPIRE OF JAPAN,IN THE INTERNATIONAL HEALTH AND EDUCATION EXHIBITION,HELD IN LONDON.1884. 明治１７年５月

[文部省] [] ¥6,000 [本体]

A5版 30p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?352:英国倫敦万国～

353 衛生組合施設要綱

神奈川県 [神奈川県] ¥2,500 [本体]

A5版 8pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?353:衛生組合施設～

354 衛生提要

埼玉県衛生課 [] ¥5,000 [本体]

B6版 115p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?354:衛生提要～

355 小児急性伝染病の話

五味 松樹 [埼玉県産婆会] ¥3,000 [本体]

B6版 33p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?355:小児急性伝染～

356 防疫提要

伝染病予防法規 

警視庁衛生部 [] ¥4,500 [本体]

B6版 148p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?356:防疫提要～



357 満州衛生の実態調査

田中 武 [満州結核予防協会] ¥18,000 [本体]

康6 B5版 255p 衛生指導報告 第１輯 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?357:満州衛生の実～

358 満州の伝染病と保健生活法

鉄路総局 [] ¥5,000 [本体]

康1 B6版 34p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?358:満州の伝染病～

359 衛生関係現況分析調査書

その１・２（２冊）

文化厚生部会 衛生専門分科会 [] ¥4,600 [本体]

B5版 178+160p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?359:衛生関係現況～

360 民政部衛生例規輯覧

民政部 衛生司 [] ¥18,000 [本体]

康3 A5版 316p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?360:民政部衛生例～

361 鼻疽文献要覧

高野 義臣 [新京馬疫研究所] ¥23,000 [本体]

康6.8 B5版 263p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?361:鼻疽文献要覧～

362 腸チフス事件上告趣意書

上・下巻 （２冊）

[] ¥18,000 [本体]

B5版 652+639p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?362:腸チフス事件～

363 北京市衛生局第一衛生区事務所年報

第１３年

北京市 衛生局 第一衛生区事務所 [] ¥9,000 [本体]

民27 B5版 104p 北京市衛生局第一衛生区事務所第十三年年報お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?363:北京市衛生局～

364 欧米ニ於ケル牡蠣衛生施設【印少痛】

野辺地 慶三 [] ¥3,400 [本体]

B5版 49(ｵﾖｿ)p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?364:欧米ニ於ケル～



365 行啓衛生事務

[] ¥4,000 [本体]

B5版 7p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?365:行啓衛生事務～

366 衛生上より見たる児童の座席に就いて

山伏町 小学校 訓導／須賀 忠光 [] ¥2,000 [本体]

B5版 20p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?366:衛生上より見～

367 国民保健概況

内務省 衛生局 [] ¥2,000 [本体]

A5版 10pp お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?367:国民保健概況～

368 結核罹患ノ社会衛生学的考察【除籍本補修済ヤケシミ少痛】

第１回懸賞論文 

警視庁衛生部同人会 [] ¥25,000 [本体]

［S7.1］ B5版 246p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?368:結核罹患ノ社～

369 第八次開拓団入植予定地衛生調査報告【除籍本少ヤケ少イタミ】

康徳５年７月

民生部保健司 [] ¥35,000 [本体]

康5.10 B5版 204p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?369:第八次開拓団～



370 軍馬輸送衛生ノ参考／馬匹衛生ニ関スル注意【謄写版ヤケ痛】

（２部）

第三師団獣医部 [] ¥3,000 [本体]

B5版 25+4p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?370:軍馬輸送衛生～

371 上海市四年来衛生工作概要

民国２１～２４年 

[] ¥10,000 [本体]

民25 A4版 81p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?371:上海市四年来～

372 日支事変写真帖／支那於戦時写真帖／北支那駐屯記念【少ヤケ少イタミ】

関東大震災の写真１０枚含む／動員時に於ける衛生材料（１６枚）／他 （３冊:１８枚・６９枚・１３７枚）

[] ¥400,000 [本体]

B5/B4/B4版 18+24+42p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?372:日支事変写真～



373 健ちゃんばんざい（紙芝居）【シミ少痛ヤケ左上部削れあり】

衛生教材 結核予防連絡 （２０枚１組）

脚本：平林 博／絵画：籠宮 歌二 [日本教育画劇] ¥20,000 [本体]

S17 B4版 20p お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?373:健ちゃんばん～

374 虱夫婦物語【少イタミ】（紙芝居）

発疹チフスノ蔓延ヲ防止セヨ（Ｆ－２１） （２４枚１組）

厚生省予防局防疫課 （指導）／橋本 大 （画版） [国民画劇] ¥65,000 [本体]

S22.1 B4版 24p Ｆ－２１ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?374:虱夫婦物語【～

375 ずっきんずっきん（紙芝居）【ヤケ】

児童百科紙芝居全集・保健衛生篇 ４ （１６枚１組）

文：大川 秀夫／画：渡辺 加三 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S30 B4版 16p 児童百科紙芝居全集・保健衛生篇 ４ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?375:ずっきんずっ～

376 よい子・強い子・元気な子（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ少破函貼込函テープ補修有】

児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：５ 結核予防 （１６枚１組）

作：福島 のり子／画：吉崎 正己 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S30.5 B4版 16p 児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：５ 結核予防お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?376:よい子・強い～



377 けんちゃんの夏やすみ（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ破函テープ補修有】

児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：６ 夏の保健衛生 （１６枚１組）

文・画：安井 淡 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S30.5 B4版 16p 児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：６ 夏の保健衛生お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?377:けんちゃんの～

378 さむさにまけるな（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函ラベル函テープ補修有】

児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：１ 冬の衛生 （１６枚１組）

文・画：安井 淡 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S31.1 B4版 16p 児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：１ 冬の衛生お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?378:さむさにまけ～

379 もん太くんとうさ子ちやん（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ破テープ補修有】

児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：７ よいしせい・よいたべかた （１６枚１組）

作：福島 のり子／画：石川 雅也 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S31.4 B4版 16p 児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：７ よいしせい・よいたべかたお問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?379:もん太くんと～

380 かび助ものがたり（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函ラベル函テープ補修有】

児童百科紙芝居全集 保健衛生編：８ （１６枚１組）

文：原 ＊之助／画：加東 てい象 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S31.5 B4版 16p 児童百科紙芝居全集 保健衛生編：８ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?380:かび助ものが～



381 おとのさまのわすれもの（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函貼込函テープ補修有】

保健衛生紙芝居シリーズ ２ （１６枚１組）

作：足立 澄男／画：西原 ヒロシ [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S36.1 B4版 16p 保健衛生紙芝居シリーズ ２ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?381:おとのさまの～

382 夏休みのラビーちゃん（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函ラベル函テープ補修有】

保健衛生紙芝居シリーズ ３ （１６枚１組）

作：福島 のり子／画：石川 雅也 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S36.1 B4版 16p 保健衛生紙芝居シリーズ ３ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?382:夏休みのラビ～

383 この道はもうとおらない（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函貼込函テープ補修有】

保健衛生紙芝居シリーズ ４ （１６枚１組）

作：安井 淡／画：小野田 弘弥 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S36.2 B4版 16p 保健衛生紙芝居シリーズ ４ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?383:この道はもう～

384 キタナイッチ君（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函貼込函テープ補修有】

保健衛生紙芝居シリーズ ５ （１６枚１組）

作：安井 淡／画：森国 トキヒコ [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S36.1 B4版 16p 保健衛生紙芝居シリーズ ５ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?384:キタナイッチ～



385 ボッコンポン（紙芝居）【印少ヤケ少イタミ函貼込函テープ補修有】

保健衛生紙芝居シリーズ ６ （１６枚１組）

作：福島 のり子／画：伊藤 和子 [教育画劇] ¥4,000 [本体]

S36.1 B4版 16p 保健衛生紙芝居シリーズ ６ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?385:ボッコンポン～

386 伝染病菌とのたたかい（紙芝居）【印少ヤケ函少イタミ函テープ補修有】

北里柴三郎（紙しばい日本人の力シリーズ ３２１） （１６枚１組）

脚本：菅 忠道／画：桜井 誠 [童心社] ¥5,000 [本体]

S39.9 B4版 16p 紙しばい日本人の力シリーズ ３２１ お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?386:伝染病菌との～



387 ＷＨＯ環境保健委員会報告

1992年 \2,000  15/03

環境産業新聞社 ¥2,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?387:ＷＨＯ環境保～

388 衛生学伝染病学雑誌 

 Vols. 1-11, M37-T4 揃 

日本衛生学会 ¥160,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?388:衛生学伝染病～

389 衛生局年報

明治10/11～昭和15年の内５4冊　明12～17年

内務省衛生局 ¥300,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?389:衛生局年報～

390 衛生年報

昭和２１～３４年度（終刊）

厚生省 ¥160,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?390:衛生年報～

391 衛生行政業務報告：厚生省報告例  

昭和３５-平成１2年度

¥160,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?391:衛生行政業務～

392 環境保健レポート

１～４８号　昭４６～昭５７　揃  \60,000-

日本公衆衛生協会 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?392:環境保健レポ～

393 感染・炎症・免疫

１～２３巻  昭４６～平５  揃

医薬の門社 ¥170,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?393:感染・炎症・～

394 感染症学雑誌

４９巻１２号～７９巻１２号の内２９１冊　昭５０～平１７　\120,000-

日本感染症学会 ¥120,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?394:感染症学雑誌～



395 検疫所業務年報

昭和３８～４０・５３・５９・６１年版

厚生省生活衛生局検疫課 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?395:検疫所業務年～

396 公衆衛生

１～５６巻　昭２１～平４　揃　製本済　\600,000-

医学書院 ¥600,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?396:公衆衛生～

397 公衆衛生院研究報告

１～５０巻　昭２６～平１３　欠２冊　\250,000-　18/11

国立公衆衛生院 ¥250,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?397:公衆衛生院研～

398 公衆衛生情報

１～２３巻  昭４６～平５  在本２４０冊

日本公衆衛生協会 ¥200,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?398:公衆衛生情報～

399 厚生科学

１～３９巻  昭２６～平２  揃

公衆衛生院 ¥330,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?399:厚生科学～

400 社会医学研究報告

昭和57/58,平成1,3-7年度 

広島大学医学部公衆衛生学教室 ¥14,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?400:社会医学研究～

401 植物防疫（農薬と病虫より改題）

４～２３巻　昭２５～昭４４ 欠３冊

日本植物防疫協会 ¥180,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?401:植物防疫（農～

402 生活衛生

６巻１号～９巻４号・１９巻１号～３２巻６号　昭37～昭63　在本85冊

大阪生活衛生協会 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?402:生活衛生～



403 伝染病及び食中毒精密統計年報

昭和３０～３３・３５～４９・６２・６３年  \45,000-  15/01

厚生省大臣官房統計調査部 ¥45,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?403:伝染病及び食～

404 伝染病簡速統計月報

１～２号　昭２４　\3,000  15/01

厚生省大臣官房統計調査部 ¥3,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?404:伝染病簡速統～

405 伝染病統計

昭５６～平１１年　揃

厚生省大臣官房統計情報部 ¥70,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?405:伝染病統計～

406 伝染病流行予測調査報告書

昭和47-平成3年 欠6冊   \60,000- 12/10

厚生省公衆衛生局保健情報課 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?406:伝染病流行予～

407 伝染病流行予測調査報告書

昭和47-平成3年 欠6冊   \60,000- 12/10

厚生省公衆衛生局保健情報課 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?407:伝染病流行予～

408 日本公衆衛生雑誌

１～５６巻　昭２９～平２１　\500,000-　17/03

日本公衆衛生協会 ¥500,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?408:日本公衆衛生～

409 民族衛生

１～７４巻  昭６～平２０  揃  \450,000- 09/06

日本民族衛生学会 ¥450,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?409:民族衛生～

410 薬害エイズ裁判史

全５巻　平１４　\12,000-　18/09　ISBN4535512256

東京ＨＩＶ訴訟弁護団 編／日本評論社 発行 ¥12,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?410:薬害エイズ裁～



411 中国本草図録

全１０巻　１９８８～１９９０　揃　

蕭培根 人民衛生出版社 香港商務印書館 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?411:中国本草図録～

412 横手社会衛生叢書

１～１３輯　大１４～大１５　揃

村山達三・他  編 ¥50,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?412:横手社会衛生～

413 産業衛生講座

１～１０巻  昭１２～昭１４ 欠２冊  

蒲生俊文  他編 ¥20,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?413:産業衛生講座～

414 愛知県城山精神衛生相談所報

Nos.5-6 1968-69年

愛知県城山精神衛生相談所 ¥2,400 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?414:愛知県城山精～

415 衛生化学

次:V.1-35#4/1953-89  揃 02/11

薬事日報社／日本薬学会 ¥350,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?415:衛生化学～

416 衛生検査

１～３３巻１１号　昭２７～昭５９　欠２２冊

衛生検査協会 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?416:衛生検査～

417 衛生動物

１～３４巻 昭２５～昭５８ 欠３冊

日本衛生昆虫学会 ¥200,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?417:衛生動物～

418 衛生試験所報告

Nos.10-107, 明治29-平成元年 揃 

国立衛生試験所 ¥450,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?418:衛生試験所報～



419 大阪母性衛生学会雑誌

1-12 1964-76 

大阪母性衛生学会 ¥25,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?419:大阪母性衛生～

420 学校保健研究

１～５０巻  昭３４～平２０  揃 

日本学校保健学会 ¥350,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?420:学校保健研究～

421 環境保健レポート

１～４８号　昭４６～昭５７　揃  

日本公衆衛生協会 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?421:環境保健レポ～

422 公衆衛生

１～５６巻　昭２１～平４　揃　

医学書院 ¥550,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?422:公衆衛生～

423 公衆衛生院研究報告

１～５０巻　昭２６～平１３　欠２冊　

国立公衆衛生院 ¥250,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?423:公衆衛生院研～

424 厚生科学

１～３９巻  昭２６～平２  揃

公衆衛生院 ¥330,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?424:厚生科学～

425 厚生科学

１～８巻３号　昭１５～昭２４　揃　

厚生科学研究所 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?425:厚生科学～

426 国民衛生

１～３０巻  大１２～昭３６  揃　

日本予防学会 ¥300,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?426:国民衛生～



427 産業医学

１～４３巻　昭３４～平１３　欠１０冊

日本産業衛生学会 ¥250,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?427:産業医学～

428 社会衛生

１～４巻２号　昭１１～昭１４　\50,000-

社会衛生協会 ¥50,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?428:社会衛生～

429 食品衛生研究

１～３５巻　昭２６～昭６０　欠７冊　\300,000-

日本食品衛生協会 ¥300,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?429:食品衛生研究～

430 食品衛生学雑誌

１～４５巻　昭３５～平１６　揃　\300,000-　14/07

日本食品衛生学会 ¥300,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?430:食品衛生学雑～

431 生活衛生

６巻１号～９巻４号・１９巻１号～３２巻６号　昭37～昭63　在本85冊

大阪生活衛生協会 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?431:生活衛生～

432 東京都立衛生研究所年報

１４～２５号  昭３７～昭４９  \18,000- 08/05

東京都立衛生研究所 ¥18,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?432:東京都立衛生～

433 東京都衛生局特殊疾病（難病）に関する報告書等

昭和52,53年

¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?433:東京都衛生局～

434 日本衛生化学会誌

V.1-16#2 S4-S19(終刊) 揃  

日本衛生化学会 ¥150,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?434:日本衛生化学～



435 日本衛生学雑誌

１～６３巻　昭２１～平２０　揃　

日本衛生学会 ¥450,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?435:日本衛生学雑～

436 衛生学伝染病学雑誌 

 V.1-11／M37-T4 揃 

日本衛生学会 ¥160,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?436:衛生学伝染病～

437 日本公衆衛生雑誌

１～５６巻　昭２９～平２１　

日本公衆衛生協会 ¥500,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?437:日本公衆衛生～

438 日本公衆保健協会雑誌

３巻５～２１巻６ 昭２～昭２１ 在本９０冊  \  19/5

内務省衛生局 ¥80,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?438:日本公衆保健～

439 保健の科学

１～４４巻　昭３４～平１４　揃 

杏林書院 ¥420,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?439:保健の科学～

440 北方産業衛生

８～３０輯  昭３０～昭４１  揃

北方産業衛生協会 ¥30,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?440:北方産業衛生～

441 民族衛生

１～７４巻  昭６～平２０  揃 

日本民族衛生学会 ¥450,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?441:民族衛生～

442 安全衛生のひろば

１５巻４号～１８巻３号の内３５冊　昭４９～昭５２　

中央労働防止協会 ¥16,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?442:安全衛生のひ～



443 医業と社会（医事衛生へ改題）

１～１０巻２９号　昭６～昭１５　欠７冊

日本医事衛生通信社 ¥250,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?443:医業と社会（～

444 大正期衛生局年報（復刻版）

第二期全７巻（大正９～昭和元）　平６　

東洋書林 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?444:大正期衛生局～

445 衛生行政業務報告：厚生省報告例

(衛生年報より継続) 昭和35-平成11年度 揃 \160,000

厚生省大臣官房統計情報部 ¥160,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?445:衛生行政業務～

446 衛生統計年報

1967,1968(人口動態統計編):1975,1986,1988年

琉球政府厚生局公衆衛生部 ¥20,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?446:衛生統計年報～

447 衛生統計月報

Vols. 14#7-23#6 (終刊), 昭和36-45年 在本67冊

厚生大臣官房統計調査部 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?447:衛生統計月報～

448 衛生世界

01/06 V.2#2-7/T4 

衛生世界社 ¥18,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?448:衛生世界～

449 衛生統計年報

昭和59年 

宮城県保健環境部 ¥3,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?449:衛生統計年報～

450 衛生統計年報

昭和33度-36年 

大阪市衛生局医務課 ¥16,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?450:衛生統計年報～



451 衛生統計年報

人口動態編 平２・平３（２冊）　

沖縄県環境保健部医務課 ¥6,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?451:衛生統計年報～

452 衛生概観

昭和１２年度　

関東局警務部衛生課 ¥20,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?452:衛生概観～

453 衛生統計年報

昭和37－39年 

山形県衛生部 ¥12,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?453:衛生統計年報～

454 家事と衛生（藤原九十郎 監修）

Vols. 1-13. T14-S12 

家事と衛生研究会 ¥400,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?454:家事と衛生（～

455 環境衛生

１巻８号～２８巻３号　昭２９～昭５６　欠９０冊

環境衛生研究会 ¥180,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?455:環境衛生～

456 家庭娯楽衛生新報

Nos. 69-75,78,82,85,87,95,116, M40-44 在本１３冊

衛生新報社 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?456:家庭娯楽衛生～

457 行刑衛生会雑誌

５～１６巻１０号　昭５～昭１６　欠５冊　

行刑衛生会 ¥120,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?457:行刑衛生会雑～

458 業務統計年報

平成５～８・１０年度（５冊）　

環境衛生金融公庫 ¥15,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?458:業務統計年報～



459 京都市衛生試験所報告

１～１９号の内９冊　大９～昭１６

京都市衛生試験所 ¥50,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?459:京都市衛生試～

460 京都市衛生統計年報

１～１１巻  昭２３～昭３３  在本８冊

京都市衛生局 ¥24,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?460:京都市衛生統～

461 京都府衛生統計年報

昭和23-24年

京都府衛生部 ¥6,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?461:京都府衛生統～

462 検疫所業務年報

昭和３８～４０・５３・５９・６１年版

厚生省生活衛生局検疫課 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?462:検疫所業務年～

463 検疫衛生

７～３４号  昭４０～昭４８ 欠６冊 

日本検疫衛生協会 ¥20,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?463:検疫衛生～

464 厚生の指標

１～５４巻１４号　昭２９～平１９　欠６０冊

厚生統計協会 ¥400,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?464:厚生の指標～

465 衛生統計

Vols. 1-6, 昭和23-28年 (終刊) 

日本衛生統計協会 厚生統計協会 ¥90,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?465:衛生統計～

466 国民衛生の動向

昭２８～平２３／２４　揃（昭２９未刊）

厚生統計協会 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?466:国民衛生の動～



467 厚生：厚生省広報誌

V.1-54  S21-H11  欠56冊  

厚生省監修／厚生問題研究会 ¥400,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?467:厚生：厚生省～

468 公衆衛生情報

１～２３巻  昭４６～平５  在本２４０冊

日本公衆衛生協会 ¥200,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?468:公衆衛生情報～

469 公衆衛生年鑑

昭和４２・４３年版  在本２冊  

大分県 ¥4,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?469:公衆衛生年鑑～

470 国民生活基礎調査（厚生行政基礎・国民健康・国民生活実態・保健衛生基礎を改題）

昭和61-平成21年版　欠2冊　【印 ラベル】　

厚生省 ¥180,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?470:国民生活基礎～

471 国民生活基礎調査（昭和６３年）

平２　

厚生省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?471:国民生活基礎～

472 国民生活基礎調査（平成４年）

全４巻　平６　揃 \12,000-　15/11

厚生省大臣官房統計情報部 ¥12,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?472:国民生活基礎～

473 国民生活基礎調査（平成５年）

平７　

厚生省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?473:国民生活基礎～

474 国民生活基礎調査（平成６年）

平８

厚生省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?474:国民生活基礎～



475 国民生活基礎調査（平成７年）

全４巻　平９　揃　

厚生省大臣官房統計情報部 ¥12,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?475:国民生活基礎～

476 国民生活基礎調査（平成８年）

平１０　

厚生省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?476:国民生活基礎～

477 国民生活基礎調査（平成９年）

平１１　

厚生省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?477:国民生活基礎～

478 国民生活基礎調査（平成１０年）

全４巻　平１２

厚生省大臣官房統計情報部 ¥15,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?478:国民生活基礎～

479 国民生活基礎調査（平成１１年）

平１３

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?479:国民生活基礎～

480 国民生活基礎調査（平成１２年）

平１４

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?480:国民生活基礎～

481 国民生活基礎調査（平成１３年）

全４巻　平１５　

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥15,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?481:国民生活基礎～

482 国民生活基礎調査（平成１４年）

平１６　

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?482:国民生活基礎～



483 国民生活基礎調査（平成１５年）

平１７

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?483:国民生活基礎～

484 国民生活基礎調査（平成１６年）

全４巻　平成１８年

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥15,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?484:国民生活基礎～

485 国民生活基礎調査（平成１７年）

平１９

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?485:国民生活基礎～

486 国民生活基礎調査（平成２５年）

全４巻　平２７　揃

厚生労働省大臣官房統計情報部 ¥18,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?486:国民生活基礎～

487 事業成績概要

昭２～昭２３年度　揃

大阪市立衛生試験所 ¥100,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?487:事業成績概要～

488 心身障害者（児）及び老人福祉関係収容施設職員海外派遣研修報告書

昭和57,59,60年

東京都福祉局指導部福祉研修課／東京都衛生局公衆衛生部母子衛生課 ¥6,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?488:心身障害者（～

489 社会医学研究報告

昭和57/58,平成1,3-7年度

広島大学医学部公衆衛生学教室 ¥14,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?489:社会医学研究～

490 住友産業衛生

１～２１輯　昭４０～昭６０　欠１冊

住友病院産業衛生研究室 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?490:住友産業衛生～



491 全国食中毒事件録

昭和30-56年 欠3冊

厚生省環境衛生局食品衛生課 ¥70,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?491:全国食中毒事～

492 生活と環境

Vols.1-38, 昭和31-平成5年 在本274冊

日本環境衛生協会 ¥200,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?492:生活と環境～

493 全国産業安全衛生大会研究発表集（全日本）

昭４２～昭６１　在本３１冊

中央労働災害防止協会 ¥45,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?493:全国産業安全～

494 千葉県衛生統計年報

昭和54年  

千葉県衛生部薬務課 ¥3,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?494:千葉県衛生統～

495 朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計

昭９～昭１２　揃　

朝鮮総督府逓信局 ¥50,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?495:朝鮮逓信部内～

496 伝染病流行予測調査報告書

昭和47-平成3年 欠6冊  

厚生省公衆衛生局保健情報課 ¥60,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?496:伝染病流行予～

497 東京都の医療施設

昭和５０年度３号  昭和55年度３号  昭和５６年度５号  在本３冊

東京都衛生局 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?497:東京都の医療～

498 東京都立衛生研究所事業月報

Nos. 1-45,58-61号, 昭和24-29年 欠7冊

¥20,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?498:東京都立衛生～



499 栃木県水質年表

昭和48-59,63, 平成2年度  

栃木県衛生環境部 ¥30,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?499:栃木県水質年～

500 日本社会衛生年鑑（勞働科学年鑑へ改題）

大正9-昭和27年  欠4冊 

倉敷労働科学研究所 ¥200,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?500:日本社会衛生～

501 日本社会衛生年鑑

全２５巻（大正８～昭和２７）別巻共２６冊　平９～平１０

皓星社 ¥120,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?501:日本社会衛生～

502 環境白書

昭和47-58,60-62, 平成6,7,9,10年版 19冊 

群馬県衛生環境部環境局環境政策課 ¥40,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?502:環境白書～

503 広島衛生医事月報

Nos. 109-168号, 1908-1912年 欠10冊  

広島衛生医事社 ¥50,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?503:広島衛生医事～

504 ビルの環境衛生管理

２～５６号  昭５３～平４  在本２８冊

財団法人 ビル管理教育センタ ¥8,400 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?504:ビルの環境衛～

505 保健衛生基礎調査報告

昭和38-60年 欠昭和41/42年  

厚生省大臣官房統計情報部 ¥70,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?505:保健衛生基礎～

506 北海道樺太衛生 (北東日本厚生へ改題)

７巻１号～１３巻９号の内５３冊　昭９～昭１２

北海道樺太衛生協会 ¥75,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?506:北海道樺太衛～



507 北海道公衆衛生学雑誌

Vols. 1-16#1 1987-2002年 在本26冊+9 附録

北海道公衆衛生学会 ¥27,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?507:北海道公衆衛～

508 （新編）目で見る公衆衛生

１６～４５号  昭４３～昭４８  揃 

日本公衆衛生協会 ¥12,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?508:（新編）目で～

509 予防年鑑

昭和２６・２７年版  昭２８  在本２冊 

長野県衛生部 ¥5,000 [本体]

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?509:予防年鑑～



510 Die Aetiologie der Tuberculose (KOCH, Robert) Price on Request

KOCH, Robert.  Die Aetiologie der Tuberculose. 

(Nach einem in der physiologischen Gesellschaft zu Berlin am 24. März gehaltenen Vortrage). 

 Berlin, August Hirschwald, 1882.

[offered with:] KOCH, Robert.  Weitere Mittheilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose.  

Leipzig and Berlin, Georg Thieme, 1890-91.

[and with:] KOCH, Robert.  Ueber neue Tuberkulinpräparate.  Leipzig, Georg Thieme, 1897.

511 Charbon et septicémie (PASTEUR, Louis) Price on Request

PASTEUR, Louis, and Jules François JOUBERT.  Charbon et septicémie. Paris, G. Masson, 1877.

8vo, pp. 24; margins minimally foxed; but a fine copy, 

uncut and unopened in the original grey printed wrappers.

first edition, the very rare offprint from the comptes rendus de l’academie 

des sciences 85 (1877), of this important paper.

512 Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien
[SEMMELWEIS].  HEBRA, Ferdinand von.  Price on Request

Höchst wichtige Erfahrungen über die Ätiologie der in Gebäranstalten epidemischen Puerperalfiebern.  

[with:] Fortzetzung der Erfahrungen über die Ätiologie … 

[in:] Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 

volume IV, pages 242-244, and V, pages 64-65.  

Vienna, Kaulfuss Witwe, Prandel & Comp., 1847 [-1848].



513 フローレンス・ナイチンゲール  ―レコード・葉書・ディスク―
Florence Nightingale Collection  (Record・Post Card・2 Discs) ¥180,000 [本体]

1:Record. "Florence Nightingale. An Episode of the Crimea."

  British Empire Cancer Campaign. Edison Bell Record. 19th Century Celebrity Series. No.1. 25cm.

  With detailed explanation "Florence Nightingale. The Cylinder Recording."

2:Post Card. Portrait of Florence Nightingale. Black and White. 9x14cm.

3:2 Discs. VOICES OF HISTORY.  Historic recordings from the British Library Sound Archives. 

514 マリー・ストープス　コレクション Marie Stopes  [1880-1958]
  マリー・ストープス Marie Stopes(1880-1958)は20世紀に活躍した最も重要な女性の一人と言える。

『結婚愛』（"Married Love":1918年）を著し、現在では一般に普及した避妊の権利を推進、バース・

コントロールのクリニックを開設するなど、イギリスで最初の性に関するカウンセラーであった。

  一方でスコットランド人植物学者としても著名で、研究のために日本を訪れており北海道での植物探索

調査、東京帝国大学での講義や小石川植物園に化石研究の施設を設置するなどした。さらに帰国後の

1912年『日本の古典劇・能』("Plays of Old Japan (The NO)")をロンドンで出版し、西洋への日本の

紹介者としても足跡を残している。 ¥980,000 [本体]


