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項目 書名等 著者名等 編者名等

振動学と波動学

大辞林 松村明

機械工学便覧改訂第５版 (社)日本機械学会

JAF MATE第30巻7号「7Km/hを超えたら、飛んだ。」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第30巻8号「ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄなしで走行中、わずか時速７Kmを超えただけでもう危険!」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第31巻2号「命を守る技術　ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしないとどうなるか」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

改訂　振動工学 谷口修

ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ『見てわかる力学』写真で楽しく学ぶ本 藤井清・中込八郎

ファインマン物理学 Ⅱ ﾌｧｲﾝﾏﾝ､ﾚｲﾄﾝ､ｻﾝｽﾞ 訳 富山小太郎

新 観察･実験大辞典［物理編］②熱光音/波動/電磁気  「新 観察･実験大辞典」編集委員会

地学

地球科学選書『地震の物理』 金森博雄

図解実験観察大事典　地学 監 歌代勤・海野和三郎

交通事故の医療費（査定員､顧問医）

交通事故における医療費単価と濃厚治療 江口保夫

鞭打ち症の査定読本 基礎知識とﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 加藤安宏

鞭打ち損傷と周辺疾患 査定実務化のために 井上久

交通事故損害賠償の判例と考え方 小賀野昌一

交通外傷における医療費点検ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾚｾﾌﾟﾄﾁｪｯｸから医療照会まで 川辺豊

対人賠償額算定の基礎知識　最新版 　

五大地裁庁裁判官による座談会　交通事故賠償の算定基準について　付･相反する判決例に見る実務上の諸論点 倉田卓次

損害保険会社の交渉手法と、自動車事故被害者の錯覚

車の事故で損をするな!　知っておどろくこの道25年"神様"の交渉術 小林武敏

理工学的見地からの交通事故の解析

むちうち症入門 林洋 自動車公論編集室

検証 むち打ち損傷 医・工・法学の総合研究 羽成守・藤村和夫

むち打ち症のはなし 御巫清允・河端正也

注解交通損害賠償算定基準 実務上の争点と理論 損害賠償算定基準研究会

改訂版注解交通損害賠償算定基準 実務上の争点と理論 上 損害額算定･損害の補填 損害賠償算定基準研究会

三訂版注解交通損害賠償算定基準 実務上の争点と理論 上 損害額算定･損害の補填 損害賠償算定基準研究会

交通事故損害賠償の法理と実務　交通事故紛争処理ｾﾝﾀｰ創立10周年記念論文集 (社)交通事故紛争処理ｾﾝﾀｰ

日弁連の算定の基準

交通事故損害額算定基準1997　16訂版…所謂『青い本』 (財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ専門委員会

交通事故損害額算定基準2002　18訂版…所謂『青い本』 (財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ専門委員会

損害額算定基準1991　（平成3年）版…所謂『赤い本』 (財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ専門委員会

損害額算定基準2002　（平成14年）版…所謂『赤い本』 (財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ専門委員会

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸに対しての加療費用

交通事故賠償の新たな動向　交通事故民事裁判例集創刊25周年記念論文集 不法行為法研究会

一般的算定の考え方

交通事故実務ﾏﾆｭｱﾙ 民事交通事件処理 東京弁護士会法友全期会 交通事故実務研究会

交通事故の法律相談 執 大嶋芳樹､西村孝一、羽成守、本間通加藤了

時効の中断

損害保険研究第58巻第2号 専務理事　香川嵩

自動車保険研究 2000.4 第6号

自賠責保険金の支払い

Q&A自動車保険相談 （財）日弁連交通事故相談ｾﾝﾀ-

自動車保険の現状

自動車保険の概況平成13年度（平成12年度ﾃﾞｰﾀ） 自動車保険料率算定会（自算会） 業務ｻｰﾋﾞｽ部

交通事故傷病者の健保での加療

自動車保険研究 2000.4 第2号

損害保険研究第61巻第3号(通巻238号) 専務理事　豊田太郎

医学全般

南山堂医学大辞典 大改訂版1978 ***** *****

診察概論 執 星虎男

項目 書名等 著者名等 編者名等

交通事故処理

ｼﾞｭﾘｽﾄ臨時増刊1969年8月25日号No.431

整形外科学

神中整形外科学 神中正一

小整形外科学 片山良亮

骨折･脱臼の無血治療法 　整復技法 金井良太郎

骨折の徒手整復実例集 編著　中村政好

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ治療 A.L.ﾛｰｶﾞﾝ 訳 須藤清次

最新ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ  診断と治療 J.G.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 訳 須藤清次･松本徳太郎

明解・図説ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ・ﾃｸﾆｯｸ（脊椎骨盤矯正法） ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ・ｽﾃｰﾂ 訳 竹谷内一愿・須藤清次

ﾊﾟｰﾏｰ系ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ　哲学・理論・ﾃｸﾆｯｸ 塩川満章

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 東村英太郎

脊椎のﾏﾆﾌﾟﾚｰｼｮﾝ　ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸによる診断と治療技術 I.A.ｱｰｶｰﾄ 訳 大竹信雄

金原診療選書　ﾏﾆﾌﾟﾚｰｼｮﾝの実際　徒手的治療法の手技解説 松本義康･I.A.ｱｰｶｰﾄ・和才嘉昭 監 天児民和

OSTEOPATHY  姿勢保健均整法 共 亀井進・小関勝美

新聞記事

自動車保険ｼﾞｬｰﾅﾙ第664号（昭和61年7月17日）…交通事故の医療費の問題点…江口保夫 渡辺富雄

医療ﾙﾈｻﾝｽ　通算3073回　針灸の効果

医療ﾙﾈｻﾝｽ　通算3093回　肺塞栓症を追う　2

終末の教団　証言　幹部１０人の素顔　2土谷正実化学班ｷｬｯﾌﾟ



診療報酬3割ｶｯﾄを追う　手術数で評価　医師を逆なで

横領弁護士に実刑、池下弁護士を除名

泣きつらにハチ!そんな裁判、アリ? 日本弁護士連合会

全国保険医団体連合会関東ﾌﾞﾛｯｸ協議会「みなさん､医療「構造改革」の本当の中身をご存じですか?」

雑誌記事

判例時報No.829（昭和51年12月11日号）…鞭打ち損傷に関しての判例 下平健一

別冊ｼﾞｭﾘｽﾄNo.18交通事故判例百選［重要判例の集大成］…治療費､弁護士費用 山本阿母里

ｼﾞｭﾘｽﾄ増刊総合特集42自動車事故…医療費とむち打ち症 渡辺陽三

別冊ｼﾞｭﾘｽﾄNo.138損害保険判例百選［第二版］…自賠責保険と任意保険の関係､請求権 渡辺陽三

別冊ｼﾞｭﾘｽﾄNo.152交通事故判例百選［第四版］…時効と健康保険での受診 津田憲司

からだｻｲｴﾝｽ（柔整復Version）第8巻第44号2002.6.15…『患者さんである国民のためにも柔道整復師の根本的な浜西千秋

JAF MATE第30巻7号「7Km/hを超えたら、飛んだ。」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第30巻8号「ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄなしで走行中、わずか時速７Kmを超えただけでもう危険!」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第31巻2号「命を守る技術　ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしないとどうなるか」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第36巻3号 「増える事故ﾄﾗﾌﾞﾙ 知っていますか?ｴｱﾊﾞｯｸﾞ。」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第40巻11号 「ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄという危機管理　車外放出の恐怖」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第38巻2号 「真横からｸﾙﾏが衝突したら!」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第38巻3号 「ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ総集編」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第38巻11号 「私たちの見てきたもの　20世紀の年表」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

JAF MATE第41巻2号 「JAFとｸﾙﾏの40年」 監 (社)日本自動車連盟(JAF) 

用語の問題

新大字典 上田万年・岡田正之・飯島忠夫・栄田猛猪・飯田伝一

8割ｶｯﾄ

P78に傷病者受け入れ時の対応の記載有り。



発行所名等 発行者名等 代表者名 初版日 確認終版日 確認できる内容

㈱三省堂 ㈱三省堂 守屋眞明 S63.11.03 ***** 『振動』『波動』『亜』『不全』『不完全』の意味

(社)日本機械学会 (社)日本機械学会 竹中規雄 S41.11.30 S45.09.15 ｴﾈﾙｷﾞｰと速度に関しての公式

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H04.08.01 ***** ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしていないと、時速7㎞で前方放出する。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H04.09.01 ***** ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしていないと、時速7㎞で前方放出する。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H05.03.01 ***** 交通事故の際、想像もつかない放出事故がある。

㈱ｺﾛﾅ社 ㈱ｺﾛﾅ社 藤田末治 S32.07.10 S44.02.20 鞭打ち損傷は頸部にとどまらず、下部脊椎にも影響する。

㈱講談社 加藤勝久 S57.02.20 *****

㈱岩波書店 緑川亨 S43.05.25 H01.05.15 波動と振動の実験で脊椎への影響を証明する。

東京書籍㈱ 河内義勝 H14.03.29 ***** 波動と振動の実験で脊椎への影響を証明する。

㈱岩波書店

東京書籍㈱ 東京書籍㈱ 小高民雄 S57.10.20 ***** 質量の違いによる地震波の伝達速度に差が出る。

保険毎日新聞社 加藤安宏 H02.09.20 ***** 江口弁護士の本

保険毎日新聞社 加藤安宏 S59.03.01 ***** 損保会社査定員用…医師でない者が加療方法にまで立ち入る。

㈱自動車保険ｼﾞｬｰﾅﾙ 嶋康 H04.01.10 ***** 損保会社査定員用（元顧問医による）

保険毎日新聞社 加藤安宏 H01.08.25 *****

保険毎日新聞社 加藤安宏 H09.04.21 *****

保険毎日新聞社 加藤安宏 S60.04.11 ***** 偏向傾向の判例記載で、濃厚高額診療・鞭打ち損傷に関して記述。

㈱自動車保険ｼﾞｬｰﾅﾙ 嶋康 S62.08.28 ***** 医師の指示に関して…医師が治療効果を知らない時には誰がこの判断をするのか。

㈱永岡書店 永岡貞市 S59.11.05 *****

㈱自動車公論社 監修 松野正徳 S61.03 ***** 自身が被験者になって…鞭打ち損傷の解析

㈱ぎょうせい H11.03.10 ***** 限界値論の否定、胸椎・腰椎への受傷の可能性

同文書院 宇野正昭 S43.02.15 S53.09.10 一般的な鞭打ち損傷の話、発生機序

㈱ぎょうせい H01.07.15 *****

㈱ぎょうせい H01.07.15 H06.06.30

㈱ぎょうせい H01.07.15 H14.10.01

㈱ぎょうせい S59.09.25 *****

(財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ S45.03.01 H09.12.15

(財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ S45.03.01 H14.01.01 過剰･濃厚・高額診療についてと、ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ費用を認める。

(財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ S44.03.31 H03.02.02

(財)日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ S44.03.31 H14.02.08 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ費用､必要かつ相当な実費全額

㈱ぎょうせい H08.03.31 ***** ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ費用について

㈱ぎょうせい H10.02.20 H10.04.20 交通事故処理で必要な知識の一般論

学陽書房 光行淳子 H09.03.11 ***** 鞭打ち損傷と過剰診療についての一般論

（財）損害保険事業総合研究所 専務理事 香川嵩 H08.08.20 ***** 時効の中断について

自動車保険料率算定会 料率業務本部 業務ｻｰﾋﾞｽ部 H14.04 ***** 時効の中断について

㈱ぎょうせい H09.09.17 ***** 自賠責保険金の支払われ方

自動車保険料率算定会（自算会） 業務ｻｰﾋﾞｽ部 H14.02 ***** 自賠責と民間損保､共済の実績

自動車保険料率算定会 料率業務本部 業務ｻｰﾋﾞ H12.04 ***** 健康保険での交通事故被害者の加療

（財）損害保険事業総合研究所 専務理事 豊田太郎 H11.11.25 ***** 健康保険での交通事故被害者の加療

㈱南山堂 鈴木正二 S29.01.10 S53.05.01 医学用語の解説

医道の日本社 戸部宗七郎 S50.03 S54.03.20 診察法…問診･視診・打診・聴診・触診

発行所名等 発行者名等 代表者名 初版日 確認終版日 確認できる内容

㈱有斐閣 S44.08.25 ***** 交通事故処理は刑事、民事、行政の処理がある

㈱南山堂 鈴木正二 S15.01.10 S26.01.10 脱臼の整復時期について

㈱中外医学社 青木三千雄 S36.07.15 S4010.15 脱臼の整復時期について

医歯薬出版㈱ ***** ***** 無血整復について

㈱豊饒書館 山田昭一郎 S61.11.03 ***** 無血整復について

㈱科学新聞社（出版局） 池田冨士太 S52.08.01 ***** 手技の方法と適応症

㈱科学新聞社（出版局） 池田冨士太 S50.07.20 *****

㈱科学新聞社（出版局） 池田冨士太 S49.07.15 *****

㈱科学新聞社（出版局） 池田冨士太 S54.07.10 *****

日本理科医学研究会 東村英太郎 売捌 ㈱南江堂 T15.04.10 S49.05.10

医道の日本社 戸部宗七郎 S51.12.20 S52.06.15 手技の方法と適応症

金原出版㈱ 金原秀雄 S44.01.30 S51.04.20 手技の方法と適応症

日本ｵｽﾃｵﾊﾟｼｰ協会 小関勝美 発売 紀元社出版㈱ S52.07.25 ***** 手技の方法と適応症

自動車保険ｼﾞｬｰﾅﾙ 嶋康 S61.07.17 ***** 技術的に高度なものを要求される場合などは点数を上げる。

読売新聞社 整形外科で良くならない疾病に対しての針灸の効果

読売新聞社 H15.04.17 ***** 医師に充分な知識や経験がなく、診断が遅れる事の例。

読売新聞社 H07.05.18 ***** 鞭打ち損傷の不適切な治療により社会的犯罪者になってしまった人



読売新聞社 H14.05.28 ***** 手術をしない医師が､より高額の加療費用を得ている。

読売新聞社 H15.03.20 ***** 不良弁護士の例

読売新聞社 ? ? 司法制度と弁護士と訴訟の結果について

　

判例時報社 判例時報社 発売 日本評論社 S51.12.11 ***** 頸椎むちうち損傷の高額治療費について

㈱有斐閣 江草忠允 S43.04.01 ***** 交通事故に伴う各種の費用

㈱有斐閣 下村康幸 S61.03.25 ***** 交通事故医療費と、鞭打ち損傷について

㈱有斐閣 江草忠敬 H08.06.10 ***** 自賠責保険と任意保険の関係、請求権について

㈱有斐閣 江草忠敬 H11.09.30 ***** 請求権の時効と、健保での受診

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H04.08.01 ***** ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしていないと、時速7㎞で前方放出する。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H04.09.01 ***** ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしていないと、時速7㎞で前方放出する。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H05.03.01 ***** 交通事故の際、想像もつかない放出事故がある。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H10.04.01 ***** ｴｱﾊﾞｯｸﾞの作動環境と動作時期。

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H14.12.01 ***** ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ未着装時の車外放出について

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H12.03.01 ***** 側面衝突から乗員を守る技術、運転前の10秒ﾁｪｯｸ（ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ､荷物の収納､座席

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H12.04.01 ***** ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの買い方･選び方・乗せ方・使い方　「とﾍｯﾄﾞﾚｽﾄの位置､ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄの着用）

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H12.12.01 ***** 交通戦争、ｵｳﾑ真理教､ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ

㈱JAF MATE社 奥山昭彦 H15.03.01 ***** 交通事故死者の推移、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ・ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの着用義務

㈱講談社 野間佐和子 H05.03.11 ***** 『診』『検』の意味
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