
『増税の論理』（新日本出版社） 
谷山治雄・著 定価：1,300 円 

 

『地球のゆくえ』（集英社） 
広瀬 隆・著 定価：1,700 円 

 
『医療の経済学』（日本経済新聞社） 
広井良典・著 定価：2,000 円 

 
 
『高齢化社会はこうすれば支えられる』（あけび書房） 
川上則道・著 定価：2,300 円 

 



 
『談合の経済学』（集英社） 
武田晴人・著 定価：1,600 円 

 
 
『「世界一」の医療費抑制政策を見直す時期』（頸草書房） 
二木 立・著 定価：2,575 円 

 

 
『官僚―軋む巨大権力』（日本経済新聞社） 
日本経済新聞社・編 定価：1,800 円 

 

 
『人間を幸福にしない日本というシステム』（毎日新聞社発行） 
Ｋ．Ｖ．ウォルフレン・著、篠原 勝・訳 定価：1,800 円 



 
 
『豊かな国への選択』上、下（西村書店） 
Ｐ．Ｇ．ピーターソン・著・宇佐美滋・監訳 定価：各 1,600 円 

 
 
『1995→2010 世界大恐慌』（総合法令） 
ラビ・バトラ著 藤原直哉／ペマ・ギャルボ訳 定価：1,600 円 

 
 
『政治ジャーナリズムの罪と罰』（新潮社） 
田勢康弘・著 定価：1,250 円 

 
 
『現代医療の社会学、日本の現状と課題』（世界思想社） 
黒田浩一郎・編 定価：1,950 円 



 

 
『調査報道 医療行政の内幕』（三一新書） 
池村俊郎・著 定価：800 円 

 
 
『さまざまなる戦後』（文藝春秋） 
保坂正康・著 定価：2,000 円 

 

 
『歯科医師会を斬る－歯科院内感染の恐怖』（ビッグライフ社） 
古川久美子・著 定価：1,300 円 
 

 

 
『脳内革命－脳から出るホルモンが生き方を変える』（サンマーク出版） 



春山茂雄・著 定価：1,600 円 

 
 
『開業医はなぜ自殺したのか』（あけび書房） 
矢吹紀人・著 定価：1,800 円 

 

 
『日本の予算を読む』（筑摩書房） 
新藤宗幸・著 定価：680 円 

 

 
『未来からのシグナル』（毎日新聞社） 
高塚 光・著 定価：1,300 円 

 

 
一語の辞典『技術』（三省堂） 
飯田賢一・著 定価：1,000 円 



 
 
一語の辞典『文化』（三省堂） 
飯田賢一・著 定価：1,000 円 

 
 
「日本の医療費－国際比較の視覚から」（医学書院） 
二木 立・著 定価：3,708 円 

 

 
『公的介護保険に異議あり〔もうひとつの提案〕』（ミネルヴァ書房） 
里美賢治・二木立・伊藤敬文・著 定価：2,266 円 

 

 
『「歯科医療ミス」の恐るべき実態』（双葉社刊） 
油井香代子・著 定価：1,400 円 



 
 
『脳を究める／脳研究最前線』（朝日新聞社） 
立花 隆・著 定価：2,200 円 

 
 
『アーユルヴェーダー 寿命の科学』（主婦と生活社） 
稲村晃江・著 定価：1,400 円 

 
 
『医学の不確実性』（日本評論社刊） 
中川米造・著 定価：1,854 円 

 
 
『日本の医療』（中央公論社刊） 
池上直己、J,C,キャンベル・著 定価：720 円 



 
 
『疲労と付き合う』（岩波新書） 
飯島祐一・著 定価：650 円 

 

 
『カルテは誰のものか－患者の権利と生命の尊厳』（丸善ライブラリー213） 
和田 勉・著 定価：720 円 

 
 
予防の時代へのかけ橋を迎えた医療 
『現代医療の論点－水野肇の辛口コラム』（法研） 
水野肇・著 定価：1,500 円 

 
 
『医療保険改革の構想』（日本経済新聞社） 
広井良典・著 定価：2,060 円 



 
 
『人間性の医学』（名古屋大学出版会） 
飯島宗一・加藤延夫・監修／堀田知光・太田美智雄・編 定価：2,400 円（税別） （1997.6） 

 
 
『複雑系の経済学』（ダイヤモンド社） 
週刊ダイヤモンド、ダイヤモンド・ハーバードビジネス編集部共編 本体価格：2,000 円（税別） 

（1997.7） 

 

 
『医学常識はウソだらけ』（クレスト社刊） 
三石 巌・著 本体価格：1,600 円（税別） （1997.8） 

 

 
『医療と福祉の経済システム』（筑摩書房刊） 
西村周三・著 本体価格：660 円 （1997.9） 



 

 
『インフォームド・コンセント：日本に馴染む六つの提言』（丸善ライブラリー232） 
星野一正・著 本体価格：680 円 （1997.11） 

 

 
『人生の成功は歯で決まる－ここまできた最新歯科医療』（ダイヤモンド社発行） 
弘岡秀明・古賀剛人・著 本体価格：1,700 円 （1997.11） 

 
 
『医療・保険・福祉改革のヒント』（中公新書） 
水野 肇・著 定価：660 円 （1997.12） 

 
 
『パラドックスとしての身体―免疫・病い・健康』河出書房新社 
多田富雄ほか・著 定価：2,000 円＋税 （1998.2） 



 
 
『医療改革』日本評論社 
岩崎 榮・広井良典・編 からだの科学臨時増刊 定価：1,600 円（税別） （1998.3） 

 
 
『高齢社会へのメッセージ』丸善ライブラリー218 
宮島 洋・著 定価：660 円 （1998.5） 

 
 
『新しい医療とは何か』日本放送出版協会 NHK ブックス 817 
永田勝太郎・著 定価：830 円（税別） （1998.5） 

 

 
『医療保険改革と日本の選択』薬事日報社 
川渕孝一・著 定価：2,800 円（税別） （1998.6） 



 
 
『噛んで食べて生きる－歯科訪問診療とその周辺』アドア出版 
安村美恵子・著 定価：1,400 円（税別） （1998.8） 

 
 
『最新・医療経済学入門～医療システムの根本的改革に向けて』医学通信社 
久繁哲徳・著 定価：2,800 円（税別） （1998.9） 

 
 
『医師はなぜ治せないのか』築地書館 
バーナード・ラウン・著、小泉直子・訳 定価：2,000 円（税別） （1998.10） 

 
 
『医を測る－医療サービスの品質管理とは何か－』厚生科学研究所 
岩崎 榮・編 定価：2,800 円（税別） （1998.11） 



 

 
『医療保障と医療費』東京大学出版会 
社会保障研究所・編 定価：4,200 円（税別） （1998.12） 

 
 
『HTU墜落遺体 御巣鷹山の日航機 123 便UTH』講談社 
飯塚 訓・著 定価：1,500 円（税別） （1999.1） 

 
 
『HTU日本の医療を問いなおす－医師からの提言UTH』筑摩書房（ちくま新書） 
鈴木 厚・著 定価：660 円（税別） （1999.2） 

 
 
『HTU人の顔を変えたのは何かUTH』河出書房新社 
原島 博・馬場悠男・著 定価：667 円（税別） （1999.3） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4062565153/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4480057757/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4309501141/ref=sib_dp_pt#reader-link


 
 
『HTU患者が書いた歯医者の本UTH』現代書館 
宮坂朝子・著 定価：1,500 円（税別） （1999.4） 

 
 

 『HTU「経済政策」はこれでよいか－現代経済と金融危機UTH』岩波書店

伊東光晴・著 定価：1,600 円（税別） （1999.5） 

 
 
『HTUこの国の失敗の本質UTH』講談社刊 
柳田邦夫・著 定価：1,600 円（税別） （1999.6） 

 
 
『HTU医の現在UTH』岩波新書新赤版 607 
T高久史麿・編 定価：700 円（税別） （1999.7） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4768467253/sr=1-1/qid=1254978257/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254978257&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4000227017/sr=1-1/qid=1254978201/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254978201&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4062091895/sr=1-2/qid=1254978166/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254978166&sr=1-2
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4004306078/sr=1-1/qid=1254977977/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254977977&sr=1-1


 

 
『HTU遺体鑑定／歯が語りかけてくるUTH』講談社 
鈴木和男・著 定価：1,500 円（税別） （1999.8） 

 
 
『懺悔の日誌／歯科医師 50 年我が道を行く』文芸社刊 
土持 允・著 定価：1,500 円（税別） （1999.9） 

 

 
『HTU平成 11 年度 厚生白書－社会保障と国民生活UTH』（株）ぎょうせい 
厚生省／監修 定価 2,381 円 （1999.10） 

 

 
『HTU市場原理に揺れるアメリカの医療UTH』医学書院 
李 啓充・著 定価：2,200 円（税別） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4062096749/sr=1-1/qid=1254979207/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254979207&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/432405892X/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4260138464/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


 

 
『HTU変わろうとしない医者たちUTH』大和書房刊 
米山公啓・著 定価：1,700 円（税別） （1999.12） 

 

 
『HTU医療社会学を学ぶ人のためにUTH』世界思想社 
近藤雄三・黒田浩一郎・編 定価：2,200 円（税別） （2000.1） 

 

 
『子供の体に異変が起きている』河出書房新社 
東 茂由・著 定価：667 円（税別） （2000.2） 

 

 
『HTU国民のﾚｷｼUTH』産経新聞社 
西尾幹二・著 新しい歴史教科書をつくる会編 定価：1,905 円（税別） （2000.3） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4479390707/sr=1-1/qid=1254980068/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254980068&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4790707776/sr=1-1/qid=1254980040/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254980040&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4594027814/sr=1-1/qid=1254979979/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254979979&sr=1-1


 

 
『退院勧告』自由工房 
北村叔子・著 定価：2,000 円（税別） （2000.4） 

 

 
『HTU老いはこうしてつくられる－こころとからだの加齢変化UTH』中央公論新社 
正高信男・著 定価：660 円（税別） （2000.5） 

 
 
『21 世紀の「医」はどこに向かうのか』NTT 出版 
村上陽一郎／NTT データシステム科学研究所・編 定価：2,800 円（税別） （2000.6） 

 
 
『HTU介護保険と医療保険改革UTH』勁草書房 
T二木 立・著 定価：2,800 円（税別） （2000.7） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4121015185/sr=1-1/qid=1254980693/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254980693&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4326750448/sr=1-1/qid=1254980364/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254980364&sr=1-1


 
 
『歯科医療倫理 Q&A』太陽出版 
大井賢一／木坂昌知・著 定価：1,800 円（税別） （2000.9） 

 

 
『医療の基本 ABC－日本医師会生涯教育シリーズ』診断と治療社 
日本医師会・編 定価：5,500 円（税別） （2000.10） 

 
 
『HTU公衆衛生の責任／これからの保健・医療をめざしてUTH』東北大学出版会 
久道 茂・著 定価：1,600 円（税別） （2000.11） 

 
 
『HTU虫歯の敵は幾万ありとてもUTH』健友館 
山下文夫／田浦勝彦／藤野悦男／木村年秀・著 定価：1,300 円（税別） （2000.12） 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/492508531X/sr=1-1/qid=1254981476/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254981476&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4773704748/sr=1-1/qid=1254981436/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254981436&sr=1-1


 
『HTU町から歯医者さんがいなくなる日／IT革命が歯科医師を救うUTH』情報センター出版局 
T乕田克巨・著 定価：1,300 円（税別） （2001.1） 

 
 

 T『HTTU誤診列島 ニッポンの医師はなぜミスを犯すのかUTTH』集英社刊

T中野次郎・著 定価 1,600 円（税別） （2001.3） 

 
 

 T『HTTU医療保険がつぶれる／抜本改革を阻むものとは何かUTTH』（株）法研

T山路憲夫・著 定価 1,500 円（税別） （2001.4） 

 

 
T『HTTU養生訓に学ぶUTTH』PHP研究所発行 
T立川昭二・著 定価 660 円（税別） （2001.5） 

 
 
T『HTTU公共事業は止まるかUTTH』岩波新書 717 
T五十嵐敬喜・小川明雄・編著 定価 740 円（税別） （2001.6） 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4795834520/sr=1-1/qid=1254981633/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254981633&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4834250342/sr=1-2/qid=1254982050/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254982050&sr=1-2
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4879543667/sr=1-1/qid=1254982022/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254982022&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4569614132/ref=sib_dp_pt#reader-link
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4004307171/sr=1-1/qid=1254982173/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254982173&sr=1-1


 

 
 T『HTTU税金の常識・非常識UTTH』筑摩書房 ちくま新書

T平野拓也・著 定価 680 円（税別） （2001.7） 

 

 
T『HTTU健康ブームを問うUTTH』岩波新書 723 
T飯島祐一・編著 定価 700 円（税別） （2001.8） 

 
 
T『爽のデンタル・ワーク～中原爽・業績集～』クインテッセンス出版 
T中原 爽・著 定価 8,500 円（税別） （2001.9） 

 

 
T『ふしぎの国の医療』ライフ企画 
T田辺 功・著 定価 1,600 円（税別） （2001.11） 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4480058877/sr=1-1/qid=1254982391/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254982391&sr=1-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4004307236/sr=1-1/qid=1254982500/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254982500&sr=1-1


 
T『21 世紀の健康長寿の秘訣／新版平成養生訓』新企画出版社 
T小田清一・著 定価 1,500 円（税別） （2001.12） 

 

 
『HTU「新老人」を生きる／知恵と身体情報を後世に遺すUTH』光文社 
日野原重明・著 定価 1,200 円（税別） （2002.1） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 
『HTU21 世紀初頭の医療と介護／幻想の「抜本改革」を超えてUTH』勁草書房 
二木 立・著 定価 3,200 円（税別） （2002.3） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 
『身元確認－歯や骨からのアプローチ』（株）フリープレス 
大国 勉・著 定価 3,000 円（税別） （2002.4） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 



『苦悩する市場原理のアメリカ医療』あけび書房 
アメリカ医療視察団・著 定価 2,400 円（税別） （2002.6） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『HTUハーバードの医師づくり－最高の医療はこうして生まれるUTH』医学書院 
田中まゆみ・著 定価 1,800 円 （2002.7） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『医療改革 痛みを感じない制度設計を』東洋経済新聞社 
川渕孝一・著 定価 2,400 円（税別） （2002.8） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『HTU我が医療革命論UTH』東洋経済新報社 
坪井栄孝・著 定価：1,600 円（税別） （2002.9） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 



『HTU100 歳だからこそ、伝えたいことUTH』サンマーク出版 
塩谷信男・著 定価：1,500 円（税別） （2002.10） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『HTU歯科医院のためのISO9000 入門UTH』クインテッセンス出版 
先端歯科医療共同組合・編著 定価 2,800 円（税別） （2002.11） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『経済協力開発機構 OECD の提言 高齢化時代への現実的対応』かもがわ出版 
阿部 敦・訳著 定価：1,600 円（税別） （2002.12） 

 
 
『日本の高齢者は本当にゆたかか／転換期の社会保障を考えるために』萌文社刊 
T唐鎌直義・著 定価：1,600 円 T[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『「超」文章法 伝えたいことをどう書くか』中央公論社 
野口悠紀雄・著 定価：780 円（税別） （2003.2） 

http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4763194437/ref=sib_dp_pt#reader-link


[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『HTU残り火のいのち 在宅介護 11 年の記録UTH』集英社新書 

） （2003.3） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 
T藤原瑠美・著 定価：700 円（税別

 
 
『定年後に笑う人－生きがいよりも生き方だ』PHP 研究所 

 江坂 彰・著 定価：1,200 円（税別） （2003.4）
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『唯臓論』風人社刊 
後藤T仁敏T・著 定価 2,300 円（税別） （2003.5） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『仕事の報酬とは何か 人間成長を目指して』PHP 研究所 

 田坂広志・著 定価：1,150 円（税別） （2003.6）

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4087201597/sr=1-1/qid=1254987193/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books&qid=1254987193&sr=1-1


[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『介護保険 地域格差を考える』岩波書店 
中井清美・著 定価：700 円（税別）（2003.7） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『歯科医療白書 創造的な歯科医療社会を目指して』社会保険協会発行 

2003.8） 日本歯科医師会監修 定価：2,800 円（税別） （

[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『心察／ぬくもりとやすらぎを求めて』医学評論社 
ディビィッド・クール著 古屋美登里訳 定価：1,800 円（税別） （2003.9） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『社会保障の市場化・営利化』新日本出版社 
横山寿一・著 定価：2,000 円（税別） （2003.10） 



[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

『誰も書かなかった日本医師会』草思社 
03.10） 水野 肇・著 定価：1,700 円（税別） （20

[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『生涯最高の失敗』朝日新聞社（問合せ先 03-.3545-0131） 

0 円（税別） （2004.1） 朝日選書 736 田中耕一・著 定価：1,20
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
道路の権力 道路公団民営化の攻防 1000 日』文芸春秋（問合先：03-3265-1211） 『

猪瀬直樹・著 定価：1,680 円（税込） （2004.3） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 
『ユダヤ人から学ぶ金持ち人間の習慣術』日本文芸社（問合先：03-3294-8931） 



ウイン・クラブ・編著 定価 1,260 円（税込） （2004.4） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
『免疫革命』講談社インターナショナル（問合先：03-3944-6493） 
安保 徹・著 定価：1,680 円（税込） （2004.5） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 
『年金大崩壊』講談社（問合先：03-5953-3438） 
岩瀬達哉・著 定価：1,680 円（税込） （2004.6） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 

 
『アメリカ以後－取り残される日本』光文社（問合先：03-5395-8289） 
田中 字・著 定価：735 円（税込） （2004.7） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 



 
 
歯は心も体も元気にする－入れ歯保険制度に異議あり－』ビジネス社（問合先：03-5444-4761） 『

中西しげあき・著 定価：1,575 円（税込） （2004.8） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 

 
 
政治献金－実態と論理－』岩波書店（問合先：03-5210-4054） 『

古賀純一郎・著 定価：735 円（税込） （2004.9） 
[評者／中道 勇（富山県開業）] 
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『増税の論理』（新日本出版社）


谷山治雄・著　定価：1,300円




『地球のゆくえ』（集英社）


広瀬　隆・著　定価：1,700円




『医療の経済学』（日本経済新聞社）


広井良典・著　定価：2,000円




『高齢化社会はこうすれば支えられる』（あけび書房）


川上則道・著　定価：2,300円




『談合の経済学』（集英社）


武田晴人・著　定価：1,600円




『「世界一」の医療費抑制政策を見直す時期』（頸草書房）


二木　立・著　定価：2,575円




『官僚―軋む巨大権力』（日本経済新聞社）


日本経済新聞社・編　定価：1,800円




『人間を幸福にしない日本というシステム』（毎日新聞社発行）


Ｋ．Ｖ．ウォルフレン・著、篠原　勝・訳　定価：1,800円




『豊かな国への選択』上、下（西村書店）


Ｐ．Ｇ．ピーターソン・著・宇佐美滋・監訳　定価：各1,600円




『1995→2010世界大恐慌』（総合法令）


ラビ・バトラ著　藤原直哉／ペマ・ギャルボ訳　定価：1,600円




『政治ジャーナリズムの罪と罰』（新潮社）


田勢康弘・著　定価：1,250円




『現代医療の社会学、日本の現状と課題』（世界思想社）


黒田浩一郎・編　定価：1,950円




『調査報道　医療行政の内幕』（三一新書）


池村俊郎・著　定価：800円




『さまざまなる戦後』（文藝春秋）


保坂正康・著　定価：2,000円




『歯科医師会を斬る－歯科院内感染の恐怖』（ビッグライフ社）


古川久美子・著　定価：1,300円




『脳内革命－脳から出るホルモンが生き方を変える』（サンマーク出版）


春山茂雄・著　定価：1,600円




『開業医はなぜ自殺したのか』（あけび書房）


矢吹紀人・著　定価：1,800円




『日本の予算を読む』（筑摩書房）


新藤宗幸・著　定価：680円




『未来からのシグナル』（毎日新聞社）


高塚　光・著　定価：1,300円




一語の辞典『技術』（三省堂）


飯田賢一・著　定価：1,000円




一語の辞典『文化』（三省堂）


飯田賢一・著　定価：1,000円




「日本の医療費－国際比較の視覚から」（医学書院）


二木　立・著　定価：3,708円




『公的介護保険に異議あり〔もうひとつの提案〕』（ミネルヴァ書房）


里美賢治・二木立・伊藤敬文・著　定価：2,266円




『「歯科医療ミス」の恐るべき実態』（双葉社刊）


油井香代子・著　定価：1,400円




『脳を究める／脳研究最前線』（朝日新聞社）


立花　隆・著　定価：2,200円




『アーユルヴェーダー　寿命の科学』（主婦と生活社）


稲村晃江・著　定価：1,400円




『医学の不確実性』（日本評論社刊）


中川米造・著　定価：1,854円




『日本の医療』（中央公論社刊）


池上直己、J,C,キャンベル・著　定価：720円




『疲労と付き合う』（岩波新書）


飯島祐一・著　定価：650円




『カルテは誰のものか－患者の権利と生命の尊厳』（丸善ライブラリー213）


和田　勉・著　定価：720円




予防の時代へのかけ橋を迎えた医療


『現代医療の論点－水野肇の辛口コラム』（法研）


水野肇・著　定価：1,500円




『医療保険改革の構想』（日本経済新聞社）


広井良典・著　定価：2,060円




『人間性の医学』（名古屋大学出版会）


飯島宗一・加藤延夫・監修／堀田知光・太田美智雄・編　定価：2,400円（税別）　（1997.6）




『複雑系の経済学』（ダイヤモンド社）


週刊ダイヤモンド、ダイヤモンド・ハーバードビジネス編集部共編　本体価格：2,000円（税別）　（1997.7）




『医学常識はウソだらけ』（クレスト社刊）


三石　巌・著　本体価格：1,600円（税別）　（1997.8）




『医療と福祉の経済システム』（筑摩書房刊）


西村周三・著　本体価格：660円　（1997.9）




『インフォームド・コンセント：日本に馴染む六つの提言』（丸善ライブラリー232）


星野一正・著　本体価格：680円　（1997.11）




『人生の成功は歯で決まる－ここまできた最新歯科医療』（ダイヤモンド社発行）


弘岡秀明・古賀剛人・著　本体価格：1,700円　（1997.11）




『医療・保険・福祉改革のヒント』（中公新書）


水野　肇・著　定価：660円　（1997.12）




『パラドックスとしての身体―免疫・病い・健康』河出書房新社


多田富雄ほか・著　定価：2,000円＋税　（1998.2）




『医療改革』日本評論社


岩崎　榮・広井良典・編　からだの科学臨時増刊　定価：1,600円（税別）　（1998.3）




『高齢社会へのメッセージ』丸善ライブラリー218


宮島　洋・著　定価：660円　（1998.5）




『新しい医療とは何か』日本放送出版協会　NHKブックス817


永田勝太郎・著　定価：830円（税別）　（1998.5）




『医療保険改革と日本の選択』薬事日報社


川渕孝一・著　定価：2,800円（税別）　（1998.6）




『噛んで食べて生きる－歯科訪問診療とその周辺』アドア出版


安村美恵子・著　定価：1,400円（税別）　（1998.8）




『最新・医療経済学入門～医療システムの根本的改革に向けて』医学通信社


久繁哲徳・著　定価：2,800円（税別）　（1998.9）




『医師はなぜ治せないのか』築地書館


バーナード・ラウン・著、小泉直子・訳　定価：2,000円（税別）　（1998.10）




『医を測る－医療サービスの品質管理とは何か－』厚生科学研究所


岩崎　榮・編　定価：2,800円（税別）　（1998.11）




『医療保障と医療費』東京大学出版会


社会保障研究所・編　定価：4,200円（税別）　（1998.12）




『墜落遺体　御巣鷹山の日航機123便』講談社


飯塚　訓・著　定価：1,500円（税別）　（1999.1）




『日本の医療を問いなおす－医師からの提言』筑摩書房（ちくま新書）


鈴木　厚・著　定価：660円（税別）　（1999.2）




『人の顔を変えたのは何か』河出書房新社


原島　博・馬場悠男・著　定価：667円（税別）　（1999.3）




『患者が書いた歯医者の本』現代書館


宮坂朝子・著　定価：1,500円（税別）　（1999.4）




『「経済政策」はこれでよいか－現代経済と金融危機』岩波書店


伊東光晴・著　定価：1,600円（税別）　（1999.5）




『この国の失敗の本質』講談社刊


柳田邦夫・著　定価：1,600円（税別）　（1999.6）




『医の現在』岩波新書新赤版607


高久史麿・編　定価：700円（税別）　（1999.7）



『遺体鑑定／歯が語りかけてくる』講談社


鈴木和男・著　定価：1,500円（税別）　（1999.8）




『懺悔の日誌／歯科医師50年我が道を行く』文芸社刊


土持　允・著　定価：1,500円（税別）　（1999.9）




『平成11年度　厚生白書－社会保障と国民生活』（株）ぎょうせい


厚生省／監修　定価2,381円　（1999.10）




『市場原理に揺れるアメリカの医療』医学書院


李　啓充・著　定価：2,200円（税別）




『変わろうとしない医者たち』大和書房刊


米山公啓・著　定価：1,700円（税別）　（1999.12）




『医療社会学を学ぶ人のために』世界思想社


近藤雄三・黒田浩一郎・編　定価：2,200円（税別）　（2000.1）




『子供の体に異変が起きている』河出書房新社


東　茂由・著　定価：667円（税別）　（2000.2）




『国民のﾚｷｼ』産経新聞社


西尾幹二・著　新しい歴史教科書をつくる会編　定価：1,905円（税別）　（2000.3）




『退院勧告』自由工房


北村叔子・著　定価：2,000円（税別）　（2000.4）




『老いはこうしてつくられる－こころとからだの加齢変化』中央公論新社


正高信男・著　定価：660円（税別）　（2000.5）




『21世紀の「医」はどこに向かうのか』NTT出版


村上陽一郎／NTTデータシステム科学研究所・編　定価：2,800円（税別）　（2000.6）




『介護保険と医療保険改革』勁草書房


二木 立・著　定価：2,800円（税別）　（2000.7）




『歯科医療倫理Q&A』太陽出版


大井賢一／木坂昌知・著　定価：1,800円（税別）　（2000.9）




『医療の基本ABC－日本医師会生涯教育シリーズ』診断と治療社


日本医師会・編　定価：5,500円（税別）　（2000.10）




『公衆衛生の責任／これからの保健・医療をめざして』東北大学出版会


久道　茂・著　定価：1,600円（税別）　（2000.11）




『虫歯の敵は幾万ありとても』健友館


山下文夫／田浦勝彦／藤野悦男／木村年秀・著　定価：1,300円（税別）　（2000.12）




『町から歯医者さんがいなくなる日／IT革命が歯科医師を救う』情報センター出版局


乕田克巨・著　定価：1,300円（税別）　（2001.1）




『誤診列島　ニッポンの医師はなぜミスを犯すのか』集英社刊


中野次郎・著　定価1,600円（税別）　（2001.3）




『医療保険がつぶれる／抜本改革を阻むものとは何か』（株）法研


山路憲夫・著　定価1,500円（税別）　（2001.4）




『養生訓に学ぶ』PHP研究所発行


立川昭二・著　定価660円（税別）　（2001.5）




『公共事業は止まるか』岩波新書717


五十嵐敬喜・小川明雄・編著　定価740円（税別）　（2001.6）




『税金の常識・非常識』筑摩書房　ちくま新書


平野拓也・著　定価680円（税別）　（2001.7）




『健康ブームを問う』岩波新書723


飯島祐一・編著　定価700円（税別）　（2001.8）




『爽のデンタル・ワーク～中原爽・業績集～』クインテッセンス出版


中原　爽・著　定価8,500円（税別）　（2001.9）




『ふしぎの国の医療』ライフ企画


田辺　功・著　定価1,600円（税別）　（2001.11）




『21世紀の健康長寿の秘訣／新版平成養生訓』新企画出版社


小田清一・著　定価1,500円（税別）　（2001.12）




『「新老人」を生きる／知恵と身体情報を後世に遺す』光文社


日野原重明・著　定価1,200円（税別）　（2002.1）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『21世紀初頭の医療と介護／幻想の「抜本改革」を超えて』勁草書房

二木　立・著　定価3,200円（税別）　（2002.3）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『身元確認－歯や骨からのアプローチ』（株）フリープレス


大国　勉・著　定価3,000円（税別）　（2002.4）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『苦悩する市場原理のアメリカ医療』あけび書房


アメリカ医療視察団・著　定価2,400円（税別）　（2002.6）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『ハーバードの医師づくり－最高の医療はこうして生まれる』医学書院


田中まゆみ・著　定価1,800円　（2002.7）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『医療改革　痛みを感じない制度設計を』東洋経済新聞社


川渕孝一・著　定価2,400円（税別）　（2002.8）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『我が医療革命論』東洋経済新報社


坪井栄孝・著　定価：1,600円（税別）　（2002.9）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『100歳だからこそ、伝えたいこと』サンマーク出版


塩谷信男・著　定価：1,500円（税別）　（2002.10）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『歯科医院のためのISO9000入門』クインテッセンス出版


先端歯科医療共同組合・編著　定価2,800円（税別）　（2002.11）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『経済協力開発機構OECDの提言　高齢化時代への現実的対応』かもがわ出版


阿部　敦・訳著　定価：1,600円（税別）　（2002.12）




『日本の高齢者は本当にゆたかか／転換期の社会保障を考えるために』萌文社刊


唐鎌直義・著　定価：1,600円　[評者／中道　勇（富山県開業）]




『「超」文章法　伝えたいことをどう書くか』中央公論社


野口悠紀雄・著　定価：780円（税別）　（2003.2）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『残り火のいのち　在宅介護11年の記録』集英社新書


藤原瑠美・著　定価：700円（税別）　（2003.3）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『定年後に笑う人－生きがいよりも生き方だ』PHP研究所


江坂　彰・著　定価：1,200円（税別）　（2003.4）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『唯臓論』風人社刊


後藤仁敏・著　定価2,300円（税別）　（2003.5）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『仕事の報酬とは何か　人間成長を目指して』PHP研究所


田坂広志・著　定価：1,150円（税別）　（2003.6）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『介護保険　地域格差を考える』岩波書店


中井清美・著　定価：700円（税別）（2003.7）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『歯科医療白書　創造的な歯科医療社会を目指して』社会保険協会発行


日本歯科医師会監修　定価：2,800円（税別）　（2003.8）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『心察／ぬくもりとやすらぎを求めて』医学評論社


ディビィッド・クール著　古屋美登里訳　定価：1,800円（税別）　（2003.9）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『社会保障の市場化・営利化』新日本出版社


横山寿一・著　定価：2,000円（税別）　（2003.10）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『誰も書かなかった日本医師会』草思社


水野　肇・著　定価：1,700円（税別）　（2003.10）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『生涯最高の失敗』朝日新聞社（問合せ先03-.3545-0131）


朝日選書736　田中耕一・著　定価：1,200円（税別）　（2004.1）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『道路の権力　道路公団民営化の攻防1000日』文芸春秋（問合先：03-3265-1211）


猪瀬直樹・著　定価：1,680円（税込）　（2004.3）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『ユダヤ人から学ぶ金持ち人間の習慣術』日本文芸社（問合先：03-3294-8931）


ウイン・クラブ・編著　定価1,260円（税込）　（2004.4）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『免疫革命』講談社インターナショナル（問合先：03-3944-6493）


安保　徹・著　定価：1,680円（税込）　（2004.5）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『年金大崩壊』講談社（問合先：03-5953-3438）


岩瀬達哉・著　定価：1,680円（税込）　（2004.6）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『アメリカ以後－取り残される日本』光文社（問合先：03-5395-8289）


田中　字・著　定価：735円（税込）　（2004.7）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『歯は心も体も元気にする－入れ歯保険制度に異議あり－』ビジネス社（問合先：03-5444-4761）


中西しげあき・著　定価：1,575円（税込）　（2004.8）


[評者／中道　勇（富山県開業）]




『政治献金－実態と論理－』岩波書店（問合先：03-5210-4054）


古賀純一郎・著　定価：735円（税込）　（2004.9）


[評者／中道　勇（富山県開業）]






