ば納得! 脳を守るライフスタイルの秘訣 ● 血液浄化療法ハンドブック2020 ● 疼痛の認知神経リハ
る・いかす 手の動きの滑らかさと巧みさを取り戻すために ● 精神疾患が合併していても身体リハ
摂食嚥下障害と発話障害の理解と治療 ● キールホフナーの人間作業モデル 理論と応用 改訂第5版
ビリテーションのことばをさがす ● 片麻痺を治療する
［Ⅰ］体幹 座位，起立，立位のリハビリテーシ
● ラーニングシリーズ IP/保健・医療・福祉専門職の連携教育・実践 第1巻 IPの基本と原則 ● ラー
● ラーニングシリーズ IP/保健・医療・福祉専門職の連携教育・実践 第3巻 はじめてのIP 連携を学
第4巻 臨床現場でIPを実践し学ぶ ● ラーニングシリーズ IP/保健・医療・福祉専門職の連携教育・
AAC入門 ● 豚足に憑依された腕 高次脳機能障害の治療 ● 四本足のあしながおじさん 難病患者に
初期集中支援チームの実践20事例に学ぶ ● どうして普通にできないの! 「かくれ」発達障害女子
が生まれる ● 頸髄損傷のリハビリテーション 改訂第3版 ● 認知症の正しい理解と包括的医療・ケ
● 人間の運動学 ヒューマン・キネシオロジー ● 医療スタッフのための 心の生物学入門 ● 構音訓
たプロフェッショナル ● 言語聴覚士のための摂食嚥下リハビリテーションQ&A 臨床がわかる50
きる認知症診療術 笑顔の生活を支えよう ● リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第
ボクは日々、変容する身体 ● リハビリテーション・エッセイ 砂原茂一さんの「リハビリテーション
テーションのためのガイドブック ● リハビリテーション・コミック「のーさいど」から 脳がこわれ
医との「対話」● 片麻痺の作業療法 QOLの新しい次元へ ● 発達を学ぶ 人間発達学レクチャー ● 精
専門家のサファリングの人類学 ● 作業療法実践の仕組み 改訂第2版 ● 系統別・治療手技の展開 改
手技 ● リハビリテーション・エッセイ
「あなたと一緒に遠くまで旅する本」恋する塵 リハビリテー
脳を学ぶ 改訂第2版 「ひと」とその社会がわかる生物学 ● 言語聴覚療法 臨床マニュアル 改訂第3
事 ● ペイン・リハビリテーションを生きて ● 音楽家と医師のための音楽家医学入門 ● 一日10分 家
障害者の世界 改訂第2版 私の思うリハビリや暮らしのこと ● リハビリテーションのための神経生
マンティック・サイエンスとしての認知神経リハビリテーション ● 高次脳機能障害のための認知リ
う医療と療育 ● 脳卒中後のコミュニケーション障害 成人コミュニケーション障害者のリハビリテ
た心の発達 ● ながら力 が歩行を決める 自立歩行能力を見きわめる臨床評価指標
「F&S」● 治療的
周の「脳」レクチャー・シリーズ 脳を学ぶ3 アンサンブル・グループ
「ブーケ・デ・トン」との対話 ●
自閉症者の声無き叫び ● はじめての言語障害学 言語聴覚士への第一歩 ● マニュアルセラピーに対
家、古谷千佳子さんとの対話 ● 理学療法ハンドブック改訂第4版 4巻セット ● 理学療法ハンドブッ
プローチ ● 理学療法ハンドブック 改訂第4版 第3巻 疾患別・理学療法基本プログラム ● 理学療法
常会話訓練 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第1巻 作業療法概論 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第2
ローチ入門 痛みと麻痺に対する治療的手技 ● 運動の生物学 改訂第2版 臨床家のための脳科学 ●
作業治療学2 精神障害 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第6巻 作業治療学3 発達障害 ● 作業療法学
高次脳機能障害 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第9巻 作業療法技術学1 義肢装具学 ● 作業療法学
訂第3版 第11巻 作業療法技術学3 日常生活活動 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第12巻 作業療法
史 チンパンジーからサイボーグまで ● 言語障害の研究入門 はじめての研究 そして発表まで ● マ
つけたこと ● シリーズ/作業の科学 作業の科学 Vol.7 ● 脳のリハビリテーション：認知運動療法
テーション学 キャリア発達と社会参加に向けた就労支援体系 改訂第2版 ● 外科領域リハビリテー
を研究にするための13の講義 ● リハビリテーションのための認知神経科学入門 ● 感覚統合とその
差異をつくる ● シリーズ/作業の科学 作業の科学 Vol.6 ● 失語症者の実用コミュニケーション 臨
便・快眠の行動学 生活習慣病と薬物 ● 地域に根ざした作業療法 ● 基礎作業学実習ガイド 作業活
リテーション：認知運動療法の提言 第1巻 中枢神経疾患 ● Q&A きこえとことばの相談室 50の
意 ● シリーズ/作業の科学 作業の科学 Vol.5 ● 認知運動療法へ・私の臨床ノート1 道具と治療 ●
シュルツ・上肢の痛みの評価法 ● 臨床評価指標入門 適用と解釈のポイント ● 組みひも・作業療法
治療の実際 ●「認知を生きる」
ことの意味 カランブローネからリハビリテーションの地平へ ● 愉し
セボ 古代の祈禱師から現代の医師まで ● 作業─ その治療的応用 改訂第2版 ● シリーズ/作業の科
ン 知っておきたい全プロセス 第3版 ● 認知運動療法入門 臨床実践のためのガイドブック ● アド
究論文集 第4集 人間行動と皮質下機能 ● アドバンスシリーズ/コミュニケーション障害の臨床 第
関節可動域測定法 可動域測定の手引き 改訂第2版 ● シリーズ/作業の科学 作業の科学 Vol.3 ● 失
第2巻 意味・音韻面から語想起
（名詞）
の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集 第3巻 動
巻 漢字・仮名の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集 第5巻 文構成の改善をめざす ● 失
第7巻 文作成と難しい語句の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集 第8巻 難しい内容表
ざす ● 計測法入門 計り方，計る意味 ● 神経発達学的治療と感覚統合理論 セラピストのための実践
シリーズ/コミュニケーション障害の臨床 第6巻 口蓋裂・構音障害 ● アドバンスシリーズ/コミュ
健・医療のための研究法入門 発想から発表まで ● 医療と人間行動学 ● クライエント中心の作業療
のための基礎研究論文集 第2集 生存と自己表現のための知覚 ● 理学療法・作業療法のSOAPノー
作業の科学 作業の科学 Vol.2 ● シリーズ/作業の科学 作業の科学 Vol.1 ● 実習 ADL/APDL 学
の評価と治療 子どもへの感覚運動入力の実際 ● ボエーム・ワークショップ・公式テキスト 赤ちゃ
歳まで 機能的姿勢─運動スキルの発達 ● 新しい装具学 バイオメカニクス・素材と加工法・適合 ●
12 ヵ月まで ● 片手で料理をつくる 片麻痺の人のための調理の手引き ● セラピストのための基礎
達と援助 ● ボエーム・ワークショップ・公式テキスト 筋膜リリース 神経発達学的治療への応用 ●
● 知覚のリハビリテーション 評価と再教育 株式会社
● 身ぶりで語ろう 適応・時間別 54の治療のゲーム
キスト 上肢‑上部体幹の機能改善 評価と治療アプローチ ● 神経筋促通手技 パターンとテクニッ
bath理論による 原著第2版 ● 図解 関節・運動器の機能解剖 下肢編 ● 子どもの発達と感覚統合 ●
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「運動の専門家」
伝統ある定番，そして

近
刊

新・徒手筋力検査法
原著第10版

D. Avers・M. Brown

WEB動画付

著／津山直一・中村耕三

訳

ISBN 978-4-7639-0041-8
₂₀₂₀・A₄・₅₅₄ 頁・₂ 色刷・予価（本体 ₇,₈₀₀ 円＋税）

（MMT）のための
徒手筋力テスト
定番教科書であり，世界的名著
である“Muscle Testing” が
改訂された原著第10版
多数の図版と詳細な解説で，徒手筋力検査（MMT）を行うための具体的方法と段階づ
けのすべてを網羅した定番テキストが改訂！
翻訳を見直し，わかりやすく，臨床のイメージをつかみやすい内容に刷新．
本書の内容に準拠した動画をパソコンやスマートフォンで視聴し，検査の実際を確認す
ることができる．
◉ 主要目次

2

第 1 章 ● 徒手筋力テストの原理
第 2 章 ● 徒手筋力テストの普及と限界
第 3 章 ● 頚筋のテスト（頭部伸展／頚部伸展／頭部屈曲（顎引き）／頚部屈曲／片側胸鎖乳突
筋を分離する屈曲／頚部回旋）
第 4 章 ● 体幹と骨盤底の筋力テスト（体幹伸展／骨盤挙上／体幹屈曲／体幹回旋／コアテス
ト／安静時吸気／努力呼気／骨盤底）
第 5 章 ● 上肢の筋力テスト（肩甲胸郭筋テストの紹介／肩甲骨外転と上方回旋／肩甲骨挙
上／肩甲骨内転／肩甲骨下制と内転／肩甲骨内転と下方回旋／肩甲骨下制／肩屈曲／肩
伸展／肩外転／肩水平外転／肩水平内転／肩外旋／肩内旋／肘関節屈曲／肘関節伸展／
前腕回外／前腕回内／手関節屈曲／手関節伸展／指の近位指節間（PIP）関節および遠位
指節間（DIP）関節屈曲／近位指節間（PIP）関節テスト／遠位指節間（DIP）関節テスト／指
の中手指節（MCP）関節伸展／指の中手指節（MCP）関節屈曲／指外転／指内転／母指中
手指節（MCP）関節および指節間（IP）関節屈曲／母指中手指節（MCP）関節屈曲／母指指
節間（IP）関節屈曲／母指中手指節（MCP）関節および指節間（IP）関節伸展／母指外転／
母指内転／対立（母指を小指へ）／握力）
第 6 章 ● 下肢の筋力テスト（股関節屈曲／股関節屈曲，外転，外旋と膝屈曲／股関節伸展／
股関節外転／屈曲位からの股関節外転／股関節内転／股関節外旋／股関節内旋／膝関節
屈曲／膝関節伸展／足関節底屈／足関節の背屈と足の内がえし／足の内がえし／足の底
屈を伴う足の外がえし／母趾と足趾の中足趾節（MP）関節の屈曲／母趾と足趾の遠位趾節
間（DIP）関節と近位趾節間（PIP）関節の屈曲／母趾と足趾の中足趾節（MP）関節と趾節間
（IP）関節の伸展）
第 7 章 ● 脳神経支配筋のテスト（外眼筋／顔面と眼瞼の筋／鼻の筋肉／口と顔面の諸筋／咀
嚼筋／舌筋／口蓋筋／咽頭筋／喉頭筋／嚥下に関する筋／嚥下運動のテスト／液体や食
物を摂取しても安全かどうか，臨床的にあらかじめ確かめておく方法）
第 8 章 ● 徒手筋力測定の別法（機器を使用する筋力テスト／パワーテスト／自体重テスト／収
縮部の病変をテストするサイリャックス法）
第 9 章 ● 機能テスト（チェアスタンドテスト／歩行速度／フィジカルパフォーマンステストと修正
フィジカルパフォーマンステスト／タイムドアップアンドゴー／階段の昇降／床からの立ち上
がり／歩行）
第 10 章 ● ハンドヘルドダイナモメトリー（肩屈曲／肩伸展／肩外転／肩外旋／肩内旋／肘屈
曲／肘伸展／手関節伸展／股関節屈曲／股関節伸展／股関節外転／股関節外旋／股関節
内旋／膝屈曲／膝伸展／足関節の背屈と足の内がえし）
第 11 章 ● 症例研究
第 12 章 ● 解剖学ポイント早わかり

のための
画期的な新しいテキスト

人間の運動学

ヒューマン・キネシオロジー
宮本省三・八坂一彦・平谷尚大・田渕充勇・園田義顕 共著
ISBN 978-4-7639-0039-5
₂₀₁₆・B₅・₈₀₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₈,₀₀₀ 円＋税）

新時代の運動学テキスト
誕生

」から「広義の運動学
21 世紀の運動学は「狭義の運動学（科学としての運動学）
（科学と心の融合した運動学）
」へと，新しい歩みを始めている．それは「運動学」
から「人間の運動学」への歩みであり，それこそが我々の希望である．
（本書「はじめに」より）
基礎と臨床を合体させた画期的な内容構成で，卒前教育から臨床現場まで長く活用
できる「運動学の基本図書」というべき一冊．理学療法士，作業療法士，柔道整復
師，スポーツ関連養成校などで必須の「運動学の基礎知識」を完全網羅．教科書と
して日々の学習にはもちろん，国家試験対策にも充分な力を発揮．800 頁を超える
大著でありながら，
「学習のしやすさ」
「読み進めやすさ」を徹底的に重視した編集
で，とてもわかりやすくまとめられている．
本書の特徴
■ 運動学に必須の基礎知識を完全網羅

■ 基礎と臨床をつなぐ

■「脳科学の世紀」
の運動学

■「人間の運動」
とは何か

■ 徹底した
「読みやすさ」

■ 豊富な図版と2 色刷

■ 最新の知見の紹介

■ 新しい運動学の枠組みを提案

解剖学，生理学，関節運動学など，運動学
のベースとなる知識を網羅し，国試対策に
も万全な内容．
運動の理解に必要な脳・神経科学の知識も
幅広く紹介．病態解釈や臨床思考に役立て
ることができる．
一つひとつのテーマや流れが分かりやすく
まとめられているため，まるで物語を読む
ように運動学を自然に理解できる．
各領域の最新の研究や知見を数多く紹介．
この一冊に運動学をより良くアップデート
する最新知識が満載．

発達，姿勢・歩行分析，病態や障害につい
ての知識も詳細に解説し，卒前教育から臨
床現場まで長く活用できる．
サルと人間の運動を分かつものはなにかと
いう観点から，
「人間らしい運動」の持つ
複雑さに迫る内容構成．
ほぼ毎ページに図表や写真，イラストを配
置．さらに，緑色を使用した 2 色刷で見や
すく，学習しやすい構成になっている．
運動学の歴史的背景を整理したうえで，学
際的な領域も取り入れた新たなヴィジョン
を提示している．

■ この一冊で様々な授業科目や学問領域に対応可能

運動学だけでなく，解剖学や生理学は勿論，神経学や人間発達学，整形外科学や日常生活動
作学，また治療学的な内容の授業・学習においても，それぞれの基礎テキストして幅広く使
用することができる．
◉ 主要目次

序章 ●「人間の運動」の誕生～サルからヒトへの奇跡／第 1 部 ● 人間の身体（身体の解剖学／
身体の運動学／身体の神経学／身体の生理学）／第 2 部 ● 運動する人間（肩関節の運動学／
肘関節と前腕の運動学／手関節の運動学／手指の運動学／股関節の運動学／膝関節の運
動学／足関節と足部の運動学／脊柱と頭部の運動学）／第 3 部 ● 動作する人間（発達の運動
学／姿勢と動作の運動学／歩行の運動学）／第 4 部 ● 行為する人間（行為のニューラルネッ
トワーク／行為の運動学習／行為システム）／第 5 部 ● 身体化された心（運動の鍵盤支配型
モデルを超えて／空間を生きる／コミュニケーション行為／人間はʻ意識ʼを動かして行為す
る）／終章 ●ヒューマン・パフォーマンス
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卒前教育から現場
多職種連携の
ラーニングシリーズ
インタープロフェッショナル

IP

保健・医療・福祉専門職の連携教育・実践

近年，保健・医療・福祉領域において，さまざまな専門
職が互 いの専 門 性について学ぶ「IPE（多 職 種 連 携
教育）」，そしてそうした相互理解をもとに連携して働く
「IPC・IPW（多職種連携協働・実践）」の重要性が注
目されている．本シリーズは，そうした連携のために必要
不可欠な概念として注目されている「IP（インタープロ
フェッショナル）」の教科書である．
IPを学ぶ学生，専門職種，研究者など，あるいはその学
習環境に応じて① IP の理論研究，②教育現場での教授
ツール，③学生・初学者向けの入門テキスト，④臨床現
場での体制づくりのためのガイド，⑤事例集というそれぞ
れ特徴的なアプローチによる全 5 巻構成になっている．
さらに，異なる巻同士で互いの内容に関連性がある箇所
には「リファレンス」を設け，
より深い学習が可能である．

IP をどう教える？ 教員の方におすすめ
ISBN 978-4-7639-6030-6

第2巻

教育現場でIPを実践し学ぶ
矢谷令子 編著
₂₀₁₈・B₅・₁₃₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

主に保健・医療・福祉専門職を養成する学校の教員のため
の IPE 入門書．学校で IPE を推進し，学生に連携を教授す
る方法を具体的かつ体系的に解説している．

IP で現場を変える

臨床家の方におすすめ

ISBN 978-4-7639-6032-0

第4巻

臨床現場でIPを実践し学ぶ
藤井博之 編著
₂₀₁₈・B₅・₁₂₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

病院施設や地域ケアの現場で，周りの専門職と一緒に IP
を実践しながら学んでいくための方法を詳しく解説してい
る．職場勉強会でのテキストとしても活用できる．
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実践までを網羅した
教科書シリーズ
時代の要請に応える
新テキストシリーズ（全 5 巻）

「2020 年養成カリキュラム改正（PT・OT）」にも対応

IP を理解する

IPに関心がある全ての方におすすめ

ISBN 978-4-7639-6029-0

第1巻

IPの基本と原則

藤井博之 編著
₂₀₁₈・B₅・₁₁₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

IPを理解するうえで欠かすことのできない基本的な知識や
原則を詳しく解説した，IP に関心がある全ての人にとって
必須の基本書．

IPって何？ 学生・初学者の方におすすめ
ISBN 978-4-7639-6031-3

第3巻

はじめてのIP

連携を学びはじめる人のための IP 入門
大嶋伸雄 編著
₂₀₁₈・B₅・₂₄₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₆₀₀ 円＋税）

主に学生・初学者の方を対象にした IP の入門書．IPE，
IPC（IPW）
，連携といった言葉に関心はあるけれど何か
ら勉強すればよいかわからないという方のために．

何が現場の問題なのか？ IPに関心がある全ての方におすすめ
ISBN 978-4-7639-6033-7

第5巻

地域における連携・協働 事例集
対人援助の臨床から学ぶ IP

吉浦 輪 著
₂₀₁₈・B₅・₁₆₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₄₀₀ 円＋税）

病院施設や地域におけるさまざまな困難事例を通して，現
場の複雑な問題への対処方法を理解するためのテキスト．
学習や研修に欠かせないものとなる．
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いつかは誰でもなる認知症 ──
診断・治療のコツ，そして包括的な
その困りごとを解決，前向きにとら
ISBN 978-4-7639-6028-3

認知症の本人・家族の困りごとを
解決する医療・介護連携の秘訣
初期集中支援チームの実践 20 事例に学ぶ

認知症の行動・心理症状（BPSD）や
介入拒否などによる
困難事例への対処方法を身につける

山口晴保・山口智晴 編集／前橋市認知症初期集中支援チーム 著
₂₀₁₇・B₅・₂₃₆ 頁・定価（本体 ₂,₆₀₀ 円＋税）

地域の中で暮らす認知症で困っている人たちを早期に発見し
て，その困りごとを解決し，穏やかでその人らしい在宅生活を
支えるための基本的な考え方が書かれており，認知症初期集中
支援チームをはじめとする多職種協働のあり方を学べるように
なっている．
ISBN 978-4-7639-6027-6

認知症の正しい理解と
包括的医療・ケアのポイント

快一徹！脳活性化リハビリテーションで進行を防ごう 第 3 版

地域包括ケアの時代に即した，多職種
による包括的医療・リハ・ケアを解説
山口晴保 編著／佐土根朗・松沼記代・山上徹也
₂₀₁₆・B₅・₄₀₄ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

著

認知症に関心をもつすべての人のニーズに応じて読んでもらえ
るよう，
「認知症の概要と基礎知識」
「症状とケアのポイント」
「脳活性化リハの理論と実践のポイント」
「評価，診断，関連疾
患，治療，食生活など」に分けてまとめ，この一冊で認知症の
全体像をつかめるようになっている．
ISBN 978-4-7639-6025-2

紙とペンでできる認知症診療術
笑顔の生活を支えよう

どのように認知症の患者を診断・治療し，
支えていけばよいのか
山口晴保

著

₂₀₁₆・B₅・₃₃₀ 頁・定価（本体 ₅,₂₀₀ 円＋税）

現在，あらゆる分野の医師が認知症の診療術を理解・習得するこ
とが求められている．本書は「認知症の本人とその家族が笑顔で
穏やかに暮らし続けていけること」を認知症医療のアウトカムと
とらえ，診断，薬物療法，リハ・ケア・家族指導といった実践医
療を解説している．医療者としてやりがいを感じることのできる
方略が満載の一冊であり，認知症患者への医療向上の必読書と
なっている．
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その発症を遅らせるための対策から，
医療・リハ・ケアで認知症の人を支え，
える方法までを実践的に解説！
ISBN 978-4-7639-6035-1

認知症予防

最新刊

読めば納得！ 脳を守るライフスタイルの秘訣

第3版

発症を遅らせるための対策をエビデンス

（科学的な根拠）に基づいて解説
山口晴保

著

₂₀₂₀・A₅・₂₉₄ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

認知症の予防について「発症を遅らせること，また，発症
後も進行を遅らせること」と明示した「認知症施策推進大
綱」や，WHO が発表した認知症リスク低減のガイドライ
ンに基づく最新の考え方をふまえ，
「ならない方法」では
なく「なるリスクを減らして先送りする生活」を説く．ア
ルツハイマー型認知症や血管性認知症についてわかりやす
く解説するとともに，第2版刊行からの6年間で大きく進歩
したメタ分析によるエビデンスレベルの高い研究成果を多
数盛り込んだ．読んだらすぐに実践したくなる予防法と，
健康な脳と心，からだを備え，高齢期を豊かに生き生きと
過ごす術を学べる， 認知症予防 の決定版である．
◉ 主要目次

第 1 章 ● はじめに（認知症とは／認知症の具体例 ほか）／第 2 章：● 認知症の成り立ちを知
る（アルツハイマー型認知症 ほか）／第 3 章 ● 認知症を防ごう（食事のときの心がけ／運動
のススメ／ストレスとうつ ほか）／第 4 章 ● 医師の処方する薬剤と認知症（非ステロイド系
消炎鎮痛剤 ほか）／第 5 章 ● 脳活性化リハビリテーションで脳老化防止（快刺激と褒め合い
ほか）／第 6 章 ● 認知症の早期発見（早期に出現する症状 ほか）／第 7 章 ●まとめ

ISBN 978-4-7639-6034-4

認知症ポジティブ！ 最新刊
脳科学でひもとく笑顔の暮らしとケアのコツ

「なるのが不安」
「介護がつらい」
そんな思いを逆転する新発想
山口晴保

著

₂₀₁₉・四六・₃₄₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

認知症には絶対になりたくない─ ．本書は，認知症の理
解やケアにポジティブ心理学の考え方を取り入れること
で，こうした認知症に対するネガティブなイメージをポジ
ティブなものに変えていくことを目指すものである．認知
症に対する見方を変えることで，認知症があっても役割や
生きがいをもって明るく穏やかに暮らし続けることがで
き，また家族や介護スタッフの負担の軽減にもなることを
紹介する．いつまでも笑顔で生きたいと願う方々，認知症
の人を支える介護家族，そして彼らをサポートする医療・
ケアスタッフ必読の書となっている．
◉ 主要目次

第 1 章 ● 認知症をポジティブにとらえる（長寿と認知症／認知症という病気を理解しよう／認
知症になっても幸福をめざす ほか）／第 2 章 ● 認知症のポジティブケア（家族が困る症状と
は？／家族が困る症状は予防しよう／ポジティブケア ほか）／第 3 章 ● 認知症のポジティブ
医療（早期診断・早期絶望からの脱却／ポジティブな終末期医療／認知症になっても尊厳が
守られる医療 ほか）／第 4 章 ● 認知症にやさしい地域（認知症の人をやさしく受け入れる社
会／認知症にやさしい地域づくりの施策 ほか）
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セラピストと患者が共に
ISBN 978-4-7639-1085-1

臨床のなかの対話力

リハビリテーションのことばをさがす
佐藤公治・本田慎一郎・菊谷浩至 著
₂₀₁₉・B₅・₁₈₈ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

教育心理学者，リハビリテーション・セラピスト，
詩人が対話する

ことばによってことばを越える
豊かな臨床のビジョン

人間は対話する存在である．人や環境と対話しながら人間は成長し，創造し，喜怒
哀楽のなかで生きていく．リハビリテーション治療においてそれはいっそう切実な
真実である．本書は，人間に備わったこの「対話によって成長し，支え合って現実
を創造し，そのなかで希望を求めて生きていく」という原理を，ヴィゴツキーに始
まる「対話」の学術理論からその実践的な活用までを，研究者，セラピスト，詩人
の共同作業によって描き出していく．ことばが患者の認知過程を変えて回復へと導
いていくという重要な役割を演じるリハビリテーション治療の現場感覚を，学術と
臨床の協力によって生き生きと描き出した画期的な教科書の誕生！
◉ 主要目次

第 1 部 ● 臨床としての対話～対話の理論，対話の臨床［「対話」の意味を確かめる／「対話の
理論」を読む］／第 2 部 ● あなたへと開かれることばをさがす～リハビリテーション治療の現
場，詩作の現場から［ことばをさがす］／第 3 部 ● 対話する人間の力～読者への手紙［人間の
意識世界の「謎」を前にして／親愛なるあなた（セラピスト・読者）へ／まだまだ続く未完の完
成へ，願いを込めて］
ISBN 978-4-7639-2143-7

豚足に憑依された腕
高次脳機能障害の治療

本田慎一郎 著
₂₀₁₇・A₅・₅₉₄ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

思考と対話による「記述科学」
その一つの結晶

片麻痺，半側空間無視，嚥下障害，失語，失行，失調，慢性疼痛…
本書はさまざまな障害の患者の「治療」を，一貫した治療理論に依拠して行ってき
た一人のセラピストによる，かつてない詳細な，丁寧な臨床の記録であり，共に歩
んだ一人一人の患者の物語でもある．
従来からの外部観察・動作分析に加え，本人にしか分かり得ない患者の経験してい
る世界（内部観察）の意味を「対話」によって推し量り，相互の関連を理解しよう
とすることによって，患者の思考と動きの理由を追求し，脳科学や関連知見の助け
を借りて，治療の糸口を見つけていく．試行錯誤の様子や転機をもたらす患者との
やりとり，治療仮説の検証まで，臨床の展開は謎解きのようなおもしろさであり，
何より患者の確かな変化（機能回復）がその適切さを物語っている．
◉ 主要目次
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豚足に憑依された腕／右側の左側は左側／「空間」の左右と「におい」の左右／「口の中で食
塊が消えるんやわ」／「僕の舌の先はないんですよ」／何をすべきかはわかる。どうすればいい
のかがわからない／「見ないと足が床についている感じがしないんやわ」／見ることは言語で読
み取ることではないか？／失行症（?）で目が合わない…／「健側は健側にあらず」を認知過程
から考える／「触れられると思うだけで痛いです」

つくっていく治療の世界
ISBN 978-4-7639-2141-3

片麻痺の人のためのリハビリガイド
感じることで動きが生まれる

片麻痺の正しい理解に基づく
リハビリの方向性と練習の提案
中里瑠美子

著

₂₀₁₇･ʙ₅･₁₁₂ 頁 ･ 定価 ⎝ 本体 ₂,₂₀₀ 円 ⧻ 税 ⎠

片麻痺となり，これからどのようなリハビリをすればよいのか
不安に思っておられる方，頑張って動く練習を繰り返しても望
ましい変化のみられない方，より良い回復を目指す方のため，
そしてそのような患者さんの「治療」を模索するセラピストの
ためのテキスト．傷ついた脳の仕組みを知ることで得られる正
しい学習（リハビリ）の方針は，動くことではなく，まず「か
．本書ではその方針に基づいて，患者さ
らだの声を聴くこと」
んご自身で取り組むことのできる練習についても提案している．
ISBN 978-4-7639-1080-6

臨床は、とまらない

脳機能障害の治療は，
まさに探求の連続だ！
唐沢彰太

著

₂₀₁₆･Ａ₅･₂₁₆ 頁 ･ 定価 ⎝ 本体 ₂,₅₀₀ 円 ⧻ 税 ⎠

脳機能障害の治療は，まさに探求の連続．脳卒中片麻痺，神経
難病，疼痛…，リハビリテーション治療の現場で日々，悪戦苦
闘するセラピストの臨床思考を生き生きと描き出した27の記録．
ISBN 978-4-7639-1071-4

ペイン・リハビリテーションを生きて
江草典政・三谷直子 著／中谷俊彦 寄稿
₂₀₁₃・A₅・₂₄₀ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

4 年半に及ぶ CRPS（type1）に対するリハビリテーションの記
録．患者の経験，セラピストの学術，両者の対話という 3 つの
視点を重ね合わせることによってその臨床の厚みを多層的に描
き出したもので，
「治療」というものがまさに経験として生き
られたことのドキュメントであると同時に，ペイン・リハビリ
テーションの実践に有効な知識と具体的な技術を解説する．
ISBN 978-4-7639-1050-9

わたしのからだをさがして

リハビリテーションでみつけたこと
小川奈々・中里瑠美子 著／大西成明 写真
₂₀₀₇・A₅・₁₅₈ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

目に見えるし，手でさわることもできるこのからだが，ずっ
と，わたしにはみつけられなかった─脳梗塞によって左半身
が麻痺した女性とそのセラピストの往復書簡から浮かび上がる
リハビリテーションの本当の意味を描き出していく試み．
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ISBN 978-4-7639-1019-6

認知運動療法

運動機能再教育の新しいパラダイム
Carlo Perfetti・宮本省三・沖田一彦 著／小池美納
₁₉₉₈・B₅ 変形・₃₁₆ 頁・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

訳

「回復の科学」としてのリハビリテーションを提言．イタリア
のリハビリテーション専門医カルロ・ペルフェッティが我が国
の理学療法士と協力して書き下ろした力作であり，認知運動療
法の基本テキスト．認知理論に立脚した運動療法の革新的な治
療理論と技法を，豊富な図版とともに解説．
ISBN 978-4-7639-1067-7

［カルロ・ペルフェッティ論文集］

身体と精神

ロマンティック・サイエンスとしての
認知神経リハビリテーション
Carlo Perfetti 著／小池美納 訳／宮本省三・沖田一彦
₂₀₁₂・B₅ 変形・₂₁₂ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

監訳

カルロ・ペルフェッティによる日本人を対象にした連続講義の
中から，リハビリテーション理論の核心部分に関わる重要な 10
本の講義を選んで再編集．
ISBN 978-4-7639-1025-7

子どもの発達と認知運動療法
Paola Puccini・Carlo Perfetti 著
宮本省三・沖田一彦 監訳／小池美納・松葉包宜
₂₀₀₀・B₅ 変形・₂₈₈ 頁・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

訳

心のなかの目に見えない身体を育てる．
『認知運動療法』と双璧をなす基本テキスト．神経運動学と発
達心理学との融合から生まれた斬新な治療技法の提言であり，
認知運動療法の小児領域への応用を詳細に解説．人間の運動発
達を解説したすぐれたテキストでもある．

ISBN 978-4-7639-1078-3

認知神経
リハビリテーション入門
Carlo Perfetti 著／小池美納 訳
₂₀₁₆・A₄・₁₀₄ 頁・オールカラー・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

ペルフェッティ自身による
認知神経リハビリテーションの入門書！

脳のリハビリテーションとして注目されている認知神経リハビリテーショ
ン（認知運動療法）の初心者用教科書の決定版．4 色刷，写真やシェーマを
豊富に使い，解説も簡潔明瞭，コンパクトなボリュームにもかかわらず，
入門書にふさわしい基礎事項をすべて網羅．本書ボリュームのおよそ半分
は実際の治療の方法を解説したもので，セラピストにとっては訓練プログ
ラムの立案に活用できる具体的な臨床ガイドともなっている．
本書は認知神経リハビリテーションを生み出したカルロ・ペルフェッティ
の主著から重要な解説を選び出しコンパクトに構成したもの．
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ISBN 978-4-7639-1087-5

疼痛の 最新刊
認知神経
リハビリテーション

Ｃ. ペルフェッティ，Ｆ. パンテ，Ｃ.リッツェッロ，Ｍ .ゼルニッツ 編著／
小池美納・朝岡直芽 訳／江草典政・宮本省三 監訳
₂₀₂₀・B₅ 変形・₃₁₂ 頁・定価（本体 ₅,₀₀₀ 円＋税）

生きられ，身体化された「経験」としての痛みを治療する，
ペイン・リハビリテーションの新しいパラダイム！
医学的問題としての「疼痛」の背景には，
「痛み」という，人間の生存に不
可欠な複雑な仕組みがある．遷延化する「痛み」はまさにその複雑な仕組
みの破綻である．本書は疼痛治療に対する医学の歴史の延長線上で，今日
まさに展開しつつあるリハビリテーション治療の最新の方法を提供する．
◉ 主要目次

第 1 章 ● 疼痛の解釈～その歴史（古代から現代まで）と認知神経理論の仮説（古代ギ
リシャからデカルトまで／デカルトからメルザックまで／リハビリテーションにどのよう
に影響したのか？／疼痛の神経科学研究における新たな展開／ニューロマトリックス
理論／慢性痛と幻肢痛における中枢神経系の可塑的変化／疼痛とリハビリテー
ション文化）／第 2 章 ● 回復の科学へ～リハビリテーション認識論（リハビリテーショ
ンの問題としての疼痛／疼痛の分類とリハビリテーション／神経障害性疼痛の新た
な仮説／認知神経リハビリテーションにおける疼痛の解釈仮説／疼痛システム）／
第 3 章 ● 疼痛と認知神経リハビリテーション（新しい仮説、新しい介入方法／身体
︲ 精神の関係と疼痛／情報の不整合の結果としての疼痛／疼痛症候群における情
報の構築と統合：感覚的、認知的、情動的側面／意識経験、言語、そして疼痛／イ
メージと疼痛／認知神経リハビリテーションの基本原理と疼痛の病態解釈／認知神
経リハビリテーションにおける訓練の道具立て）／第 4 章 ● 疼痛患者の病態の認知
神経的な解釈（疼痛患者のプロフィール（評価）／疼痛を伴わない行為の選択から、
テーマと関連性に着目して適切な訓練を導き出す／ある臨床例への応用にみる「プ
ロフィール」の例）／第 5 章 ● 疼痛のための訓練（疼痛のための認知神経リハビリ
テーション／現実との関係性を踏まえた疼痛のための訓練／疼痛のための訓練と
その特殊性／疼痛のための訓練のグループ分類／疼痛のための訓練／訓練の構
造／訓練の構造に沿って実施された訓練例）／第 6 章 ● 臨床症例（線維筋痛症が
疑われる症例／外傷による右上肢切断（肩甲上腕間離断）後の幻肢痛／中枢神経疾
患（右片麻痺）の疼痛／中枢神経疾患（左片麻痺）の疼痛／脊髄損傷で発症した神経
障害性疼痛／脊髄腫瘍の手術後の神経障害性疼痛／軽微な整形外科疾患に続い
て出現した神経障害性疼痛／炎症性の整形外科疾患に由来する神経障害性疼痛）

ISBN 978-4-7639-3055-2

失語症の
認知神経
リハビリテーション

カルロ・ペルフェッティ 著／宮本省三 解説／小池美納
₂₀₁₈・B₅ 変形・₂₁₆ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

訳

脳のリハビリテーション
言語治療の新しい視点を提言！

人間の言語機能の背景には，高次な脳の機能を支える皮質連合機能がある
ことが，脳・神経科学の展開により明らかになってきた．本書では，それ
らの知見に基づき，失語症を失行症と同様に「高次脳機能障害」の別の病
態として捉え直し，その分析と具体的な治療方法を解説している．絵カー
ドと対話を使った言語訓練の方法はきわめて具体的で丁寧である．
◉ 主要目次

第 1 部 ● 失語症を理解する（言語と行為／失語症のリハビリテーション理論／失
語症のリハビリテーション治療／失語症をシステムの損傷として捉える）／第 2 部
● 失語症を治療する（言語の再教育の原則／絵カードの活用方法／臨床事例）
／
［解説］リハビリテーションの 春
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ISBN 978-4-7639-1040-0

脳のリハビリテーション：認知運動療法の提言

中枢神経疾患

Carlo Perfetti 編著／小池美納 訳／沖田一彦・宮本省三
₂₀₀₅・B₅ 変形・₂₂₀ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

第1巻
監訳

本書は「整形外科的疾患」と併せて認知神経リハビリテーショ
ンの治療原理を詳しく解説した臨床シリーズの第一弾．治療理
論の説明から具体的な訓練の組み立てまでの思考の流れを丁寧
に説明している．運動イメージ，失行症，小脳疾患をめぐり，膨
大な基礎知見の検証とリハビリテーションへの応用を提示する．
ISBN 978-4-7639-1041-7

脳のリハビリテーション：認知運動療法の提言

整形外科的疾患

Carlo Perfetti 編著／小池美納 訳／沖田一彦・宮本省三
₂₀₀₇・B₅ 変形・₂₀₂ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

第2巻
監訳

「中枢神経疾患」に続く認知神経リハビリテーションの臨床論．
整形外科的疾患に対する治療では最高度に洗練されてきた認知
運動療法の内容を知るためには欠かせない待望のテキスト．本
書では整形疾患の主要なテーマである肩，体幹，手，膝に対す
るリハビリテーション治療に焦点を当てて詳しく説明している．
ISBN 978-4-7639-1034-9

「認知を生きる」ことの意味

カランブローネからリハビリテーションの地平へ
Aldo Pieroni・Sonia Fornari 著／小池美納
₂₀₀₃・A₅・₉₈ 頁・定価（本体 ₁,₅₀₀ 円＋税）

訳／沖田一彦

編集

実践を通じた「知」の創造としての治療の展開を語る．
認知神経リハビリテーションが生まれた時からこれまでの間，
絶えず問われ続けてきたリハビリテーション治療の普遍的な意
義とそのあり方，そしてその発展の方向性をめぐる真摯な議論
を講義とインタビューの形で提供する．
ISBN 978-4-7639-1043-1

認知運動療法と道具
差異を生みだす差異をつくる

Carlo Perfetti 編集／小池美納 訳／宮本省三・沖田一彦
₂₀₀₆・A₄・₇₆ 頁・オールカラー・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

監訳

認知運動療法の基礎理論を紹介し，治療に用いる主要な道具
（タブレット，スポンジ，運動軌道板パネル，スティック，アー
チ，ブリッジ，ボーゲン，不安定プレート，単・多軸プラット
フォーム，ローラーボックス，シーソー等）の使用方法を解説．

ISBN 978-4-7639-1082-0

認知とは何か

中村三夫・宮本省三 著
₂₀₁₇・四六変形・₂₉₆ 頁・定価（本体 ₁,₅₀₀ 円＋税）

本書は著書らの胸のうちに長い年月とどまり続けてきたリハビ
リテーションに関わる多種多様な画像イメージ，そしてカル
ロ・ペルフェッティをはじめとする広く関連学問分野からの重
要なキーフレーズを改めて選び出し，それらをコラージュする
ことによって，認知神経リハビリテーションの特徴や全体像を
生き生きと描き出す．
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ISBN 978-4-7639-1038-7

道具と治療

認知運動療法へ・私の臨床ノート［1］
塚本芳久・山田真澄・石原崇史 著
₂₀₀₄・A₅・₁₆₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

認知運動療法で使う道具の意味にスポットを当てながら，セラ
ピストが認知運動療法の実践に向けた自らの臨床思考を具体的
に記述していく．
日本の学習者のレベルに応じたわかりやすい記述によって，治
療で道具を有効に使う方法を解説する．
ISBN 978-4-7639-1039-4

臨床思考の手続きと治療

認知運動療法へ・私の臨床ノート［2］
塚本芳久・山田真澄・石原崇史 著
₂₀₀₅・A₅・₁₆₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

リハビリテーション・カルテは臨床思考を論理的に練り上げて
いく重要なツールである．
『道具と治療』に続き，認知運動療法
の実践に向けたセラピストの思考過程を記述していく．
臨床効果に最も影響を与える病態分析と治療計画をうまく進め
るために，本書でもできる限りわかりやすい記述で解説する．
ISBN 978-4-7639-1069-1

リハビリテーション臨床のための
脳科学
運動麻痺治療のポイント

富永孝紀・市村幸盛・大植賢治・河野正志 著
₂₀₁₂・A₅・₂₂₄ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

脳科学の成果とリハビリテーション治療をつなぐ重要部分を具
体的に書いた実践書．臨床に不可欠な脳科学の知識，そしてそ
れに基づく治療とそのための臨床思考の二部構成．
ISBN 978-4-7639-1053-0

運動の生物学

臨床家のための脳科学

改訂第 2 版

塚本芳久 著
₂₀₀₉・A₅・₃₀₂ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

「生物学的運動学」の定番テキスト．ロングセラー「運動の生物
学」シリーズ三部作を一冊に統合・整理し，内容を全面的に刷
新した待望の改訂版．運動を「情報の構築」という認知心理学
的視点から捉え，運動療法をその支援として実施する理論から
実践方法までの流れで解説する．
ISBN 978-4-7639-1065-3

“ながら力”が歩行を決める

自立歩行能力を見きわめる臨床評価指標「F&S」
井上和章 著
₂₀₁₁・A₅・₁₅₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

患者さんにいつ，どんな根拠で自立歩行練習を勧めればよいの
か，これは長年の現場の悩みであった．本書は，実用的な歩行
能力は運動機能と認知機能の絶妙なコラボレーションの結果で
あることに着目し，バランス評価スケールと二重課題を併用し
た，まさに現場のための実用的な評価指標を提供する．
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ISBN 978-4-7639-1084-4

片麻痺を治療する［Ⅰ］

体幹

座位，起立，立位のリハビリテーション
宮本省三 著
₂₀₁₈・B₅ 変形・₃₂₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₅,₀₀₀ 円＋税）

座位・立位・歩行・すべての生活行為を
支える「体幹」の治療を再考する

座位の機能次第でその人の生活の質は大きく変わる．臨床現場がどこであ
れ，体幹の治療は決しておろそかにできない課題である．本書は，体幹は
繊細な知覚器官であり運動器官であることを解き明かし，その巧緻な機能
を再び取り戻すために必要な，丁寧な治療（訓練）の手続きと実施上の技
術を詳述する．体幹のイメージと治療を一新する，画期的な一冊．
◉ 主要目次

第Ⅰ部 ● 片麻痺の体幹を理解する（片麻痺の体幹への まなざし ／座位と体幹の
運動分析／片麻痺の体幹の崩れ／なぜ，体幹の崩れが生じるのか？／体幹の姿勢
制御とリハビリテーション／体幹は運動の巧緻性に満ちている／脳のなかの体幹／
脳のなかの体幹 の病態を探求する）／第Ⅱ部 ● 片麻痺の体幹を治療する（体
幹の行為，機能，情報の回復を目指す／体幹の認知神経リハビリテーション／体幹
の対称機能を治療する／体幹の垂直機能を治療する／体幹の支持機能を治療す
る／体幹の到達機能を治療する／座位から起立，立位，歩行へ）

ISBN 978-4-7639-1072-1

片麻痺

バビンスキーからペルフェッティへ
宮本省三 著
₂₀₁₄・B₅ 変形・₅₂₀ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

「片麻痺」と「高次脳機能障害」
，この
人間の謎に対する医学の挑戦は続く．
リハビリテーション治療のための入門書
本書は「片麻痺」という現象が初めて臨床で記述された時点から始まるリ
ハビリテーション治療の歴史的考察から，運動療法の理論的根拠の変遷，
そして具体的な治療技術の開発の道のりまでを描き出すものである．人間
が高度な制御システムに支えられた複雑な存在であればあるほど，脳損傷
に対するリハビリテーション治療も複雑になる．神経科学における「片麻
痺」の発見の歴史は，人間というシステムが生まれもっているその複雑さ
を理解し，治療方策を開発しようとしてきた医療者の苦闘の歴史でもあ
る．本書は，片麻痺という現象に秘められた人間の謎をめぐる解明の歴史
を丁寧に紐解きながら，リハビリテーション治療の歴史的な展開とその現
在の姿をわかりやすく描き出す．

ISBN 978-4-7639-1074-5

リハビリテーション・エッセイ［あなたと一緒に遠くまで旅する本］

恋する塵

リハビリテーション未来圏への旅
宮本省三 著
₂₀₁₄・B₆ 変形・₁₇₈ 頁・定価（本体 ₁,₂₀₀ 円＋税）

長い歳月をかけて，僕は心の中で，セラピストになっていった．
著者がセラピストとしての自分のアイデンティティを問いなが
ら執筆してきたものの中から36編のエッセイが厳選されている．
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リハビリテーションのための「脳科学」入門
ISBN 978-4-7639-1079-0

リハビリテーションのための

脳・神経科学入門

改訂第 2 版

森岡 周 著
₂₀₁₆・A₅・₂₄₄ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

リハビリテーションは脳のフロンティアへ！

リハビリテーション専門家にとって必須の脳・神経科学
の知見を紹介した初版から，9 割近くの内容を一新した
待望の大改訂！身体所有感，運動主体感，運動学習など
最重要な論点を整理し，初版では描かれていなかった，
脳卒中・疼痛に対するリハビリテーション戦略も提示さ
れている．
リハビリテーション専門家が当たり前の知識として脳・
神経科学の知識を共有し，その知識を基に治療を行って
いく時代を目指すためにベースとなる知識を提供． ま
た，セラピストが患者に対してどのような病期に，どの
ような課題を与え，どのような難易度で治療，訓練を実
践すべきかを考えるための助けとなる一冊となっている．

◉ 主要目次

脳の中の身体地図と神経可塑性／脳卒中後の運動機能回復の神経メカニズム／
運動制御に関わる空間認知と身体イメージの生成プロセス／運動主体感・運動
意図の生成プロセスと運動イメージ／運動学習の神経メカニズムとそのストラテ
ジー／脳・神経科学に基づいた脳卒中リハビリテーション／脳・神経科学に基づ
いた疼痛リハビリテーション
ISBN 978-4-7639-1068-4

リハビリテーションのための

神経生物学入門

森岡 周 著
₂₀₁₃・A₅・₃₆₈ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

リハビリテーションに携わる人々のために書かれた脳科
学の入門書シリーズの第 3 弾．人間の行為の意味という
視点から脳科学を捉え直す画期的力作．
◉ 主要目次

私たちはどこから来たのか…人類の進化に伴う脳機能の変遷／「私」はどのように
して生まれるのか…脳の発達と成熟／「私」はどこにいるのか…自己意識と身体
性の神経機構／私は世界に触れる…手の進化とその神経機構／私は世界を歩く…
二足歩行を生み出す神経機構／私は知る…学習する人間／私の心は動かされる
…情動の神経機構／私は心の中に世界をつくる…概念・言語・イメージ・ワーキン
グメモリの神経機構／私は世界とともに生きる…社会的動物としての人間／私た
ちはどこへ行くのか…文化・芸術を生み出す人間
ISBN 978-4-7639-1045-5

リハビリテーションのための

認知神経科学入門

森岡 周 著
₂₀₀₆・A₅・₁₈₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

「自己意識」がどのようにして生まれるかという観点を
主軸に「思考」や「学習」などリハビリテーションの基
盤となる最新の脳科学知見をレビュー．
◉ 主要目次

認知神経科学の誕生と展開／知覚と表象の神経生物学／注意の情報処理モデル
と注意障害／記憶の現象学／言語野の進化とコミュニケーションの脳内メカニズ
ム／個人の主観的な意識経験（心の状態）が神経システムに影響する／社会的認
知における模倣行動と心の理論の発達／自己意識のオペレーティングシステム／
意識経験とクオリア／リハビリテーション治療への提言
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ISBN 978-4-7639-1073-8

脳を学ぶ

改訂第 2 版

「ひと」とその社会がわかる生物学
森岡 周 著／付録紙工作 ごとうけい
₂₀₁₄・A₄・₁₄₂ 頁・₂ 色刷（付録紙工作 ₄ 色刷）
・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

脳を学ぶ第一歩・最新決定版！
！
ニューロンから「社会脳」まで

本書は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士にとどまらず，臨床心理，
特別支援教育に携わる人々の間でも定評を確立した「脳科学入門」の改訂
版．神経科学の基礎から，
「社会脳」まで，初版のボリュームを倍増させて
脳科学学習の全領域をカバーした充実の内容．
［著者あとがきより］
この改訂版では，初版の良き部分を残しつつも，その内容に対して大幅に
情報を追加，更新し，さらには新たに「脳と社会」に関する内容を書き下
ろしました．
「脳を学ぶこと」は「社会を学ぶこと」でもあると捉えていた
だけるのではないでしょうか．
◉ 充実の三部構成

ニューロンとそのネットワーク／脳／脳と社会

ISBN 978-4-7639-1061-5

脳を学ぶ（2）

写真家、古谷千佳子さんとの対話
森岡 周・古谷千佳子 著／写真集 古谷千佳子
₂₀₁₀・A₄ 変形（₂₁₀×₂₁₀ミリ）
・₁₁₈ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

人間はひとりでは生きられない…人間は自然と離れては生きら
れない．その理由は人間の脳の仕組みに根ざしていた．
沖縄の漁師（海人）と海辺の暮らしを撮り続ける写真家，古谷
千佳子さんの作品世界を通して，人と人，人と自然の繋がりを
生み出す脳の社会的な働きを浮き彫りにするユニークな教材．
ISBN 978-4-7639-1063-9

脳を学ぶ（3）

アンサンブル・グループ「ブーケ・デ・トン」との対話
森岡 周・齊藤佐智江・猿渡紀子・飯島多恵 著
［演奏 CD］ブーケ・デ・トン（音の花束アンサンブル）
₂₀₁₁・A₄ 変形（₂₁₀×₂₁₀ミリ）
・₁₄₄ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

演奏CD 付
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音楽はどのようにして生み出されてくるかをテーマに，長年ア
ンサンブル活動を続けてきた音楽家と対話し，身体と道具（楽
器）によって音楽を創り出す脳の仕組みについて解説する．
「ブーケ・デ・トン」演奏 CD が付録．

ISBN 978-4-7639-1077-6

発達を学ぶ
人間発達学レクチャー

森岡 周 著
₂₀₁₅・A₄・₁₆₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

発達を観察し，理解する力を養うために

「人間発達学」のこれからの潮流を
とらえた新しい教科書

発達を複数の視点「姿勢と運動」
「認知と知性」
「情動と社会性」から理解
する方法を，豊富な図版とともにわかりやすく解説．発達学の教科書で手
薄だった脳科学の理論的根拠も漏れなく解説．基礎的な知識から最先端の
知識まで，読者の興味を引きつける幅広い内容のコラムも充実．理学療
法，作業療法に限らず，小児医療，小児看護，保育，特別支援教育に携わ
る人々にとっても活用できる教科書．
◉ 主要目次

姿勢変換および動作のシークエンスとして観察する方法／知性の生成のプロセス
として観察する方法／自己形成と社会的役割の獲得のプロセスから観察する方法
─ライフサイクル論─ ／観察結果のマトリクス的統合─ 発達を複眼的に捉える思
考法─

ISBN 978-4-7639-1083-7

コミュニケーションを
学ぶ ひとの共生の生物学
森岡 周 著
₂₀₁₈・A₄・₂ 色刷・₁₄₀ 頁・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

脳の進化，人と社会，これからの
コミュニケーション理解の基本を解説

従来のコミュニケーション理解から一歩進み，脳機能の進化が飛躍的に発
達させた人間行動の特徴としてコミュニケーションを捉え直し，そのオー
トポイエティックな働きとして人間の意識や社会づくりについて解説．
◉ 主要目次

第 1 部 ● 社会人類学的視点からみた人間のコミュニケーション［生物学的神経コ
ミュニケーションから社会システムへ／超個体としてのコミュニケーション行動／
社会的行動と脳の進化の関係／文化的営みと言語の兆し／記憶と想像を操るとい
う戦略］／第 2 部 ● 神経科学からみた人間のコミュニケーション［脳の側性化と言
語／音声認知と意味理解に関わる脳機能／文章の理解と言語学習／他者の心を読
み取るシステム／同期し合う身体と心／自己意識あるいはメタ意識から成り立つ人
間社会］／第 3 部 ● 人間のコミュニケーション行動［身体性／会話／身だしなみ／
記号とアイコン／ゴシップと情報拡散／読み書きと文学／儀式と集団生活／芸術
的志向性／ソーシャルネットワークサービス（SNS）／拡張現実とコミュニケーショ
ロボットとの共存］
ン／コミュニケーション支援用具／近未来社会，AI・機械学習，
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藤田貴史

三部作

［藤田貴史 プロフィール］
2002 年，第 13 回「MANGA OPEN」で，自作「ミーマフ」が一次選考通
過作品となったことから漫画家生活が始まる．
「桜だ！ ハリー」
「どんこちゃん」等．漫画連載の一方で医療福祉職に従事
するも，2007 年，脳動脈瘤破裂により立場が逆転．被治療者となる．障害
と共存する漫画家として活動中．
ISBN 978-4-7639-4010-0

リハビリテーション・コミック

「のーさいど」から

脳がこわれてもボクは漫画家！
藤田貴史 著
₂₀₁₅・B₅・₆₄ 頁・定価（本体 ₁,₂₀₀ 円＋税）

徹底的に当事者の目線から描かれた，高次脳機能障害のサーバイバル．右
脳を広範囲に損傷した著者が，主人公の少女に自身を投影し，障害をもつ
こと，願いを叶えるために生きること，障害をもつ人・もたない人が一緒
に生きる社会で起こるさまざまな葛藤を，ストレートな感性で描き出す
「再生」の物語．巻末にはすぐれた洞察が発揮された著者のエッセイを収
録．
ISBN 978-4-7639-4011-7

リハビリテーション・レポート

「認知運動療法」日記
ボクは日々、変容する身体

藤田貴史 著
₂₀₁₆・B₅・₆₀ 頁・定価（本体 ₁,₅₀₀ 円＋税）

著者が 1 年間にわたって経験した「認知運動療法」の体験記．具体的な訓
練メニューやセラピストとのやりとりを，文章とイラストを駆使しててい
ねいに記録した作品．リハビリテーションが進むにつれて生まれてきた自
分の身体に対する発見が，生き生きと描き出される．リハビリテーション
を受ける側，治療する側（医師やセラピスト）の双方にとって，示唆にあ
ふれた内容．
ISBN 978-4-7639-4012-4

リハビリテーション・エッセイ

砂原茂一さんの
『リハビリテーション』を読む
遠いビジョンを読み直す

藤田貴史 著
₂₀₁₆・B₅・₁₄₄ 頁・定価（本体 ₁,₈₀₀ 円＋税）

日本のリハビリテーション創成期に執筆された不朽の名著，砂原茂一氏の
『リハビリテーション』を，高次脳機能障害をもつ漫画家の著者が読み直
して，思いを書き，イメージをイラスト化していくという形で綴られる，
掛け値なしの真剣な読書体験記．治療者側の解釈ではなく，一貫して当事
者目線からのユニークなリハビリテーション論を展開する．現役でリハビ
リテーションや障害者福祉に携わる人々にとどまらず，当事者やその家
族，そしてこれからリハビリテーションを志す若い人々に向けて強く訴え
かける．
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ISBN 978-4-7639-1070-7

高次脳機能障害者の世界
改訂第 2 版

私の思うリハビリや暮らしのこと
山田規畝子 編著／山鳥 重 解説
₂₀₁₃・A₅・₁₈₈ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

医師であり，自らもまた高次脳機能障害をもつ障害者となった
経験をもとに，主にリハビリテーションの専門家に向けて書か
れた好評書の改訂版．コラムも加えてさらに充実．

ISBN 978-4-7639-2132-1

高次脳機能障害のための
認知リハビリテーション
統合的な神経心理学的アプローチ

McKay M. Sohlberg・Catherine A. Mateer
尾関 誠・上田幸彦 監訳
₂₀₁₂・B₅・₄₄₀ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

著

高次脳機能障害への既存のリハビリテーション技術の補強・構
築とともに，高次脳機能障害に対する認知リハビリテーション
の理論的基盤から実際の介入までを詳細に解説．
ISBN 978-4-7639-3039-2

高次脳機能検査の解釈過程

知能，感覚︲運動，空間，言語，学力，遂行，記憶，注意
Charles J. Golden・Patricia Espe-Pfeifer・
Jana Wachsler-Felder 著／櫻井正人 訳
₂₀₀₄・A₅・₃₀₈ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

高次脳機能障害の評価における神経心理学的解釈の新たな指針
となるテキスト．患者の症状についての妥当で有用な理解を得
るために，検査間の関係性を知り，適切に組み合わせ，比較検
討し，統合的に解釈する方法を提示する．
ISBN 978-4-7639-3043-9

右半球損傷

認知とコミュニケーションの障害
Penelope S. Myers 著／宮森孝史 監訳
₂₀₀₇・B₅・₃₁₂ 頁・定価（本体 ₅,₀₀₀ 円＋税）

患者のQOLに重大な影響を及ぼす右半球損傷による障害，特に
認知とコミュニケーションの障害について広く研究を概観し，
その診断と治療，リハビリテーションに関して，臨床的視点を
重視した十分な情報を提供する．
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ISBN 978-4-7639-1062-2

新版

リズム，音楽，脳

神経学的音楽療法の科学的根拠と臨床応用
Michael H. Thaut 著
三好恒明・頼島 敬・伊藤 智・柿﨑次子・糟谷由香・柴田麻美
₂₀₁₁・B₅・₂₂₄ 頁・定価（本体 ₅,₀₀₀ 円＋税）

訳

．脳科学の
2006 年刊行の翻訳初版を補足して完成した「新版」
知見を根拠に疾患・障害をもつ人々の回復を図る医療的音楽療
法を解説．音楽療法士に限らず，幅広い専門職の人々にも臨床
に直結した多くのアイデアを提供する一冊．

ISBN 978-4-7639-0037-1

音楽家と医師のための

音楽家医学入門

根本孝一・酒井直隆 編著
朝妻孝仁・尼子雅敏・有野浩司・大江隆史・須原貴志
₂₀₁₃・B₅・₁₂₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

共著

医学知識は最大の予防と治療につながる！
音楽家医学のスペシャリストである医師による
ガイドブック

楽器演奏によってからだを酷使する「音楽家」に向けて，演奏による障害
の予防，あるいは障害のとりかえしの付かない重度化を防ぐために書かれ
た，音楽家の読める医学書．音楽家に起こりやすい障害のほぼすべてを網
羅し，原因，症状，治療とリハビリテーションの方針についてわかりやす
く解説している．
音楽家自身はもとより，音楽家を教育養成する立場にある教師にとって
も，信頼のおける医学書として活用できる．

ISBN 978-4-7639-1064-6

治療的音楽活動のススメ

山崎郁子 著
₂₀₁₁・A₄・₁₆₀ 頁・付録楽譜 ₄ 色刷・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

音楽大学出身の作業療法士による音楽療法実践ガイドブック．
障害ごとに対象者の抱える機能的・生活上の問題を示し，音楽
療法がそれら問題の何を改善するのかを示す．医療職と音楽療
法士が互いの専門性のメリットを活用し合うことによって，音
楽療法のいっそうの普及をめざす方法を提案．
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ISBN 978-4-7639-0034-0

音楽家の手：臨床ガイド
Ian Winspur・Christopher B. Wynn Parry
酒井直隆・根本孝一 監訳
₂₀₀₆・B₅・₂₂₆ 頁・定価（本体 ₅,₇₀₀ 円＋税）

編集

手の外科クリニックで早くから音楽家の手の治療に取り組んで
きた著者らの成果をまとめた「音楽家医学」のバイブル的テキ
スト．医療技術と音楽文化という 2 つの切っても切れない専門
的な観点から「音楽家医学」の独特な世界を紹介する．

ISBN 978-4-7639-1047-9

外科領域リハビリテーション
最新マニュアル
宇佐美 眞 編集
₂₀₀₆・B₅ 変形・₂₄₈ 頁・定価（本体 ₄,₈₀₀ 円＋税）

消化器外科，心臓外科，呼吸器外科，緩和医療など，整形外科
以外の外科領域の術後リハビリテーションを網羅して解説した
待望のマニュアル．循環器，呼吸器領域に比べて手薄であった
外科領域のリハビリテーションを丁寧に解説する．
ISBN 978-4-7639-1031-8

切断のリハビリテーション
知っておきたい全プロセス

Barbara Engstrom・Catherine Van de Ven 著
陶山哲夫・草野修輔・高倉保幸・赤坂清和 監訳
₂₀₀₂・B₅・₃₃₄ 頁・定価（本体 ₅,₂₀₀ 円＋税）

切断のリハビリテーションはどのような過程をたどるのか…術
前評価，術後管理から，心理的適応，機能的再教育，家庭復
帰，さらにサービスの質の評価まで，すべてのプロセスが理解
できる．
ISBN 978-4-7639-0029-6

新しい装具学

バイオメカニクス・素材と加工法・適合
Pat McKee・Leanne Morgan 著
加倉井周一・赤居正美・田中清和 共訳
₁₉₉₈・B₅・₄₀₀ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

上肢，頭頸部，体幹，下肢まで，装具の理論的概念，デザイン，
材料の選択，製作法，患者の評価・適応を豊富な図版と表形式
の説明で明確，完璧に記載．熱可塑性プラスチックを中心に装
具についての最新情報を満載．
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理学療法ハンドブック

改訂第 4 版

細田多穂・柳澤 健 編集
₂₀₁₀・B₅ 第 ₁ 巻 ₁,₂₀₄ 頁・定価（本体 ₈,₀₀₀ 円＋税）
第 ₂ 巻 ₈₈₂ 頁・定価（本体 ₇,₅₀₀ 円＋税）
第 ₃ 巻 ₆₉₈ 頁・定価（本体 ₇,₀₀₀ 円＋税）
第 ₄ 巻 ₃₃₀ 頁・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-1060-8

全 4 巻セット

セットでご購入の場合，
5,000円（税抜）もお得です

定価（本体 ₂₂,₀₀₀ 円＋税）
〈分売不可〉

基礎から臨床までを一望できる理学療法のエンサイクロペディア
ISBN 978-4-7639-1056-1

第1巻

理学療法の基礎と評価

理学療法士が知っておくべき基本的な知識や考え方，ならびに，病態につ
いて理解・説明していく際に必要な医学知識がまとめられている．
ISBN 978-4-7639-1057-8

第2巻

治療アプローチ

理学療法の現場で行われている各治療アプローチの臨床的意義から治療の
実際まで，最新知見を交えつつ，その全貌が示されている．
ISBN 978-4-7639-1058-5

第3巻

疾患別・理学療法基本プログラム

理学療法が対象とする代表的な疾患について，最新知見を反映しつつ，そ
の基本的なプログラムが簡潔に整理されている．
ISBN 978-4-7639-1059-2

第4巻

疾患別・理学療法の臨床思考

充実したシングルケーススタディの紹介とともに，障害像の変化や二次障
害の予防についても解説した充実の内容となっている．

図解

関節・運動器の機能解剖

理解しやすい斬新なイラストで学ぶ機能解剖学．世界的に好評を得ている
機能解剖書の完訳．人間の関節・運動器の形態と機能を簡明なイラストと
解説により動的・立体的に統合してとらえたテキスト．
ISBN 978-4-7639-1005-9

図解

関節・運動器の機能解剖

上肢・脊柱編

J. Castaing 他・著／井原秀俊・中山彰一・井原和彦
₁₉₈₆・B₅・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₄,₂₀₀ 円＋税）

ISBN 978-4-7639-1006-6

図解

関節・運動器の機能解剖

下肢編

J. Castaing 他・著／井原秀俊・中山彰一・井原和彦
₁₉₈₆・B₅・₁₇₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）
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共訳

共訳

ISBN 978-4-7639-0040-1

頸髄損傷の
リハビリテーション
改訂第 3 版

二瓶隆一・陶山哲夫・飛松好子 編著
₂₀₁₆・A₄・₃₄₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

専門スタッフの豊かな知識と
経験が詰まった基本の一冊

頸髄損傷の基本的な病態の知識はもちろん，急性期・回復期のリハビリ
テーションの実際，健康を管理・維持しながらの復学や就労，社会生活の
自立，そして最新の研究動向まで，全過程・全側面に関して，頸髄損傷の
診療・リハビリテーションに携わる専門スタッフの知識と経験がこの一冊
に詰まっている．重要性を増す急性期，ライフイベントの中でも大きな課
題となる性と出産についてなど内容はいっそう充実した．さらにその全過
程の経験者である当事者の貴重な手記も新しく掲載．チームとして力を発
揮するために，専門職だけでなく当事者や家族の方との情報共有にも役立
つテキスト．

ISBN 978-4-7639-1026-4

理学療法・作業療法の

SOAPノートマニュアル

問題志向型診療記録の書き方

第2版

Ginge Kettenbach 著／柳澤 健 監訳
₂₀₀₀・B₅・₂₇₀ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

問題志向型診療記録の書き方を具体的に解説．理学療法士・作
業療法士が効率的に診療記録を書くための主要な方法である
SOAP ノート書式を学ぶためのワークブック．保健医療の改革
期である今日，すべてのセラピストに共通した必携書．
ISBN 978-4-7639-0031-9

関節可動域測定法

可動域測定の手引き 改訂第 2 版
Cynthia C. Norkin・D. Joyce White 著
木村哲彦 監訳／山口 昇・園田啓示・中山
₂₀₀₂・B₅・₂₆₈ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

孝・吉田由美子

共訳

徒手筋力テストと並んで重要な評価手技である関節可動域測定
法のすべてをコンパクトにまとめた一冊．測定結果のデータ処
理等，大幅な内容を増補，刷新した改訂版．

ISBN 978-4-7639-0033-3

シュルツ・上肢の痛みの評価法
Karen Schultz-Johnson 著／中田眞由美
₂₀₀₃・A₄・₇₆ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

訳

患者の抱えている痛みの身体的な因子から心理・社会的な因子
までを総合的に把握し，具体的な治療的介入を立案するための
コンパクトなアセスメント．本書を活用することで，医学的・
職業的リハビリテーションに向けて有用となる秩序立った情報
収集が可能となる．症例を所収し，評価用紙の使用方法につい
ても具体的に解説した．
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ISBN 978-4-7639-1075-2

系統別・
治療手技の展開

改訂第 3 版
感覚器系─外皮／リンパ系／
結合組織（非収縮組織）と筋系／関節系／
神経系／その他の治療手技
竹井 仁・黒澤和生 編集
₂₀₁₄・四六倍・₅₂₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₆,₅₀₀ 円＋税）

「マニュアルセラピー」学習のための
バイブル的教科書，待望の改訂版

本書は，15 年前に初版が刊行されて以来，人体構造の正確な解剖・生理
学・運動学を踏まえたさまざまな治療手技（マニュアルセラピー）を理解
するための基本的な教科書として評価され，愛用されてきたテキストの
改訂版．
基礎系の記述を一本化して整理し，卒前教育での専門基礎科目の教科書と
していっそう使いやすくなった．

ISBN 978-4-7639-1030-1

計測法入門
計り方，計る意味

内山 靖・小林 武・間瀬教史 編集
₂₀₀₁・B₅・₃₈₈ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

「計測」を評価や治療の効果を説明するための便利な道具とし
て位置づけ，臨床家ならではのテーマに計測をいかに活用する
かについて，豊富な計測デザインとその考察を示しながら解説
したわが国唯一のガイドブック．

ISBN 978-4-7639-1035-6

臨床評価指標入門
適用と解釈のポイント

内山 靖・小林 武・潮見泰藏 編集
₂₀₀₃・B₅・₃₃₆ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

『計測法入門：計り方，計る意味』の姉妹編．臨床で使用されて
いる定性的評価指標を中心にその開発目的から信頼性・妥当性
の検証，データ解釈のポイントを解説．
検査バッテリーの目的から信頼性評価までを学術的に整理．

ISBN 978-4-7639-1044-8

臨床判断学入門

内山 靖・小林 武・前田眞治 編集
₂₀₀₆・B₅・₂₀₂ 頁・定価（本体 ₄,₂₀₀ 円＋税）

ICF に準拠したリハビリテーションの臨床判断過程．新生児か
ら高齢者までの全対象者に対するリハビリテーションの臨床思
考過程を，急性期医療機関，回復期医療機関・施設（老人保健
，外来，地域・在宅の事例を通して，ICF に準拠し
施設を含む）
たフローチャートとテキストで解説．
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ISBN 978-4-7639-1055-4

マイオチューニングアプローチ入門
痛みと麻痺に対する治療的手技 ［DVD 付］
高田治実 著
₂₀₀₉・A₄・₂₁₆ 頁・オールカラー・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

DVD 付

痛みや痺れ，筋緊張の異常などを改善するマイオチューニング
アプローチ（MTA）の基礎理論と基本的な触診法，質の高い
アプローチを行うための治療技術を解説．付録DVDでは，本書
で解説した触察法と治療技術の実際を約70分の動画で収録し，
手技の理解と習得を容易にしている．
ISBN 978-4-7639-1051-6

マリガンのマニュアルセラピー
原著第 5 版

Brian R. Mulligan 著
藤縄 理・赤坂清和・亀尾 徹・細田多穂 監訳
₂₀₀₇・A₅・₂₁₆ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

マリガン・コンセプトによる，自動運動を併用した新しいモビ
ライゼーション・テクニックを豊富な写真とコースそのままの
軽妙な解説でわかりやすく解説．好評の前版に最新の内容を加
えた改訂版．
ISBN 978-4-7639-1054-7

マニュアルセラピーに対する
クリニカルリーズニングのすべて
Mark A. Jones・Darren A. Rivett 編著
藤縄 理・亀尾 徹 監訳
₂₀₁₀・B₅・₅₀₀ 頁・定価（本体 ₁₀,₀₀₀ 円＋税）

世界的に著名なセラピストの執筆による，マニュアルセラピー
におけるクリニカルリーズニングの理論と実践を網羅した待望
の書．推論と意志決定の過程を理解し，臨床に生かせるように
なることを目指す．
ISBN 978-4-7639-1027-1

バトラー・神経系モビライゼーション
触診と治療手技

David S. Butler 著／伊藤直榮 監訳
₂₀₀₀・四六倍・₂₇₆ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

「神経系モビライゼーション」は，多要素から成るアプローチ
を目指すことで，徒手療法の可能性を広げるものである．その
第一人者バトラーによる原著の待望の翻訳．神経・整形外科的
疾患における，神経系についての検査と治療に関係した理論，
概念，仮説，そして技術を提供する．
ISBN 978-4-7639-1008-0

神経筋促通手技

改訂第 3 版

D. E. Voss 他・著／福屋靖子 監訳
乾 公美・溝呂木絢子・森永敏博 共訳
₁₉₈₉・B₅・₄₄₆ 頁・定価（本体 ₈,₀₀₀ 円＋税）

運動療法で使用されるファシリテーション・テクニックの中で
も代表的な手技 PNF を，開発者自らが解説した正統派の教科
書．理学療法士，作業療法士の養成校の教科書から臨床家の知
識，技術のリフレッシュのための参考書と，幅広く，また長く
活用できる．
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ISBN 978-4-7639-1086-8

精神疾患が合併していても
身体リハビリテーションは
できる！ 最新刊
平川淳一・林 光俊・上薗紗映 編著
₂₀₁₉・B₅・₂₂₄ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

精神科医療に
身体リハビリテーションを組み込む

本書に書かれている身体リハビリテーションに対する具体的な実践は，23
年前に医療法人社団光生会平川病院で始められた先進的な試みの集大成で
あると同時に，これからますます超高齢化を迎える社会に対応していく医
療体制づくりのモデルともなるものである．近年，身体リハビリテーショ
ンが精神疾患を抱える患者の予後の回復に重要な関わりと高い相関を持っ
ていることが注目され始めているが，それを現実の精神科医療の中で実践
していくためには身体リハビリテーションと精神科医療とを繋ぐ広い理解
が必要である．本書はそうした知識の中でも，毎日の臨床に即役立つ，と
りわけ重要な必須知識をピックアップしたガイドブックとなっている．

ISBN 978-4-7639-1076-9

精神科・身体合併症の
リハビリテーション
総合的な治療計画から実践まで

平川淳一・林 光俊・仙波浩幸・上薗紗映 編集
₂₀₁₅・B₅・₂₃₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

精神科でこそ身体へのリハビリテーションは必須！
！

従来，精神疾患の合併が主な阻害要因で身体的リハビリテーションへの受
け入れや維持が困難であった医療現場のギャップを埋めるために書かれ
た，我が国初の画期的なテキスト． 医師，看護師，セラピスト，ケース
ワーカーといった多職種が総力をあげて執筆．これまで精神医療従事者し
か学ぶことの少なかった代表的な精神疾患やその症状の知識や具体的な対
処方法を，豊富な図版でコンパクトに提供．今後，医療機関にとどまらず
在宅や訪問の現場で，精神障害や身体障害という括りでは分けられない重
複した複雑な中間領域に対応しなければならないリハビリテーション専門
家に必須とされる知識を網羅している．
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作業療法学全書
社団法人 日本作業療法士協会

改訂第 3 版 （全 13 巻）

監修

作業療法についての学びの始まり

本シリーズは，日本作業療法士協会が監修する作
業療法士養成のための教科書であり，1990 年にわ
が国初のオリジナルテキストとして刊行以来，学
生に，作業療法の実践を見据えた基本的な知識と
技術，またその魅力を伝えるための確かな拠り所
として，全国の作業療法士養成校で使用されてき
た．改訂第３版は，いまの時代が求める新しい知
識と技術を取り入れ，これからの作業療法の方向
性をも示したものである．
₂₀₀₈～₂₀₁₀・B₅・₂ 色刷
第 ₁ 巻 ₃₂₄ 頁・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）
第 ₂ 巻 ₂₃₆ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
第 ₃ 巻 ₃₇₈ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）
第 ₄ 巻 ₃₆₄ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）
第 ₅ 巻 ₃₈₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）
第 ₆ 巻 ₂₄₄ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
第 ₇ 巻 ₁₈₀ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

第₈巻
第₉巻
第 ₁₀ 巻
第 ₁₁ 巻
第 ₁₂ 巻
第 ₁₃ 巻

₂₆₈ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
₂₆₀ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
₂₁₆ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）
₃₄₈ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）
₂₁₂ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）
₂₄₈ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

ISBN 978-4-7639-2118-5

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 1 巻】

作業療法概論

杉原素子 編集
₂₀₁₀・B₅・₃₂₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

これから作業療法を学ぶ上での素地を養うためのテキストであ
る．作業療法の定義や思考の枠組み，歴史，対象，作業療法過
程，また管理運営や教育・研究まで，作業療法という専門領
域，作業療法士という専門職について，的確なイメージをこの
一冊で形成する．
ISBN 978-4-7639-2119-2

作業療法学全書

基礎作業学

改訂第 3 版 【第 2 巻】

澤田雄二 編集
₂₀₀₉・B₅・₂₃₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

作業療法を行う（評価・治療・指導・支援）には特に，治療技
術である作業活動の理解，それが人に与える影響や，作業活動
と人との相互作用など，作業療法の治療技術の基本的な理解が
重要である．本書は，基本的な理論の概説とともにその理解に
重点を置いている．
ISBN 978-4-7639-2120-8

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 3 巻】

作業療法評価学

生田宗博 編集
₂₀₀₉・B₅・₃₇₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

評価は，作業療法の重要な第一歩である．観察・検査・測定・
試験を的確に実施し必要情報を取得することで始まるが，得た
情報をどのように読みどう役立てるかを考え，判断することが
評価の本質といえる．評価とは何かを知り，その判断能力を養
うための一冊．
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ISBN 978-4-7639-2121-5

作業療法学全書

作業治療学 1

改訂第 3 版 【第 4 巻】

身体障害

菅原洋子 編集
₂₀₀₈・B₅・₃₆₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

身体障害作業療法の枠組みと治療原理をまずしっかり理解でき
るように解説した上で，それぞれの疾病や外傷について，急性
期から回復期までの作業療法介入の考え方と技術を中心に記述
し，基本的な理解を目指した．養成教育で最大限活用すること
に主眼を置いている．
ISBN 978-4-7639-2122-2

作業療法学全書

作業治療学 2

改訂第 3 版 【第 5 巻】

精神障害

冨岡詔子・小林正義 編集
₂₀₁₀・B₅・₃₈₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

本書は，精神保健医療福祉における作業療法の位置づけを明確
にした上で，作業療法の基礎から応用までを，障害のある人た
ちの回復と生活再建に役立つための，普遍的な機能と役割を重
視して記述した．基礎教育にはもちろん，臨床の現状を点検す
る際の羅針盤ともなる．
ISBN 978-4-7639-2123-9

作業療法学全書

作業治療学 3

改訂第 3 版 【第 6 巻】

発達障害

田村良子 編集
₂₀₁₀・B₅・₂₄₄ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

本書は，子どもと家族中心，医療領域から地域生活支援へとい
う視点で，作業療法実践の過程を，事例とともにわかりやすく
提示した． 事例は，主訴・評価・統合と解釈・治療計画・結
果・まとめの流れとし，基礎的な知識と治療への応用の包括的
理解を目指している．
ISBN 978-4-7639-2124-6

作業療法学全書

作業治療学 4

改訂第 3 版 【第 7 巻】

老年期

村田和香 編集
₂₀₀₈・B₅・₁₈₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

本書は，老人保健分野での作業療法士の需要急増を受け，障害
にのみ注目するのでなく人生の集大成にある「老年期」の人と
作業を焦点とした．特徴は，作業療法を実践するにあたり，特
に作業の概念と，作業遂行上の課題と要素という視点からまと
めた点である．
ISBN 978-4-7639-2125-3

作業療法学全書

作業治療学 5

改訂第 3 版 【第 8 巻】

高次脳機能障害

渕 雅子 編集
₂₀₁₁・B₅・₂₆₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

高次脳機能障害の分類から画像の見方，評価の際に必要となる
検査について概説し，さらに高次脳機能障害によってもたらさ
れる多様な症状に対する評価と介入の実際を症例を交えて紹介
することで，作業療法士に必要とされる知識と技術を一冊にま
とめている．
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ISBN 978-4-7639-2126-0

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 9 巻】

作業療法技術学 1

義肢装具学

古川 宏 編集
₂₀₀₉・B₅・₂₆₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

リハビリテーションにおいて多くの職種が関わる分野である義
肢と装具について，作業療法士にとって必要な知識と技術につ
いて詳説している．さらに，適応となる疾患についても具体例
を通じて紹介することで，臨床における作業療法士の役割が明
確になるように構成した．
ISBN 978-4-7639-2127-7

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 10 巻】

作業療法技術学 2

福祉用具の使い方・住環境整備
木之瀬 隆 編集
₂₀₀₉・B₅・₂₁₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

福祉用具と住環境整備について理論的に理解し，実践の中で活
用できることを意図して編集を行っている．具体的な日常生活
活動を中心に，福祉用具の活用方法の基本と，作業療法で関わ
る疾患や障害に対する福祉用具の選定・適合方法を示した．
ISBN 978-4-7639-2128-4

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 11 巻】

作業療法技術学 3

日常生活活動

酒井ひとみ 編集
₂₀₀₉・B₅・₃₄₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）

本書では，日常生活活動（ADL）について，対象者がその人ら
しい「日常の生活」を取り戻すために作業療法士が提供する専
門性や役割とは何であるかを提示し，作業療法士が介入してい
く上で習得すべき概念，知識および技術と具体的な支援の方法
を紹介する．
ISBN 978-4-7639-2129-1

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 12 巻】

作業療法技術学 4

職業関連活動

平賀昭信・岩瀬義昭 編集
₂₀₀₉・B₅・₂₁₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

作業療法士と職業関連活動へのかかわりについて体系的に理解
することを目指し，人にとっての職業の意味や就労支援に関す
る概念・理論から，知っておくべき制度や技術，そして関連職
種・機関との連携のあり方，さらに各障害における具体的な支
援の実際をまとめた．
ISBN 978-4-7639-2130-7

作業療法学全書

改訂第 3 版 【第 13 巻】

地域作業療法学

太田睦美 編集
₂₀₀₉・B₅・₂₄₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

作業療法士が「地域」で活動するとはどのようなことであるの
か．本書では，さまざまな障害とともに地域で生活する方々の
生活を支援するために必要とされる作業療法について考え，臨
床に結びつけることができるようになることを目指している．
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ISBN 978-4-7639-2138-3

作業療法
実践の仕組み
改訂第 2 版

矢谷令子・福田恵美子 編集
₂₀₁₄・A₄・₂₅₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

多様な臨床領域にわたる
作業療法の進め方をこの「一冊」で解説！
専門教育の現場で 120％活用できる教育ツール

本文，図表のボリュームを倍増した 14 年ぶりの大改訂．作業療法計画から
実施，効果判定までの手順を横断的に詳しく解説した唯一の教科書．今回
の改訂では「認知症の作業療法」など，臨床実習のための実践事例を作業
療法士の業務拡大に合わせて再構成し，作業療法の効果判定の根拠となる
実践の記録方法もいっそう詳細に解説．さらに，巻末付録として自己学習
用のワーキングシートを多数収録．

ISBN 978-4-7639-2107-9

作業─その治療的応用
改訂第 2 版

社団法人 日本作業療法士協会 編集
₂₀₀₃・B₅・₁₉₂ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

作業療法士にとって必須の知識である作業活動について，治療
として活用するために必要とされる基本的知識を豊富な図版と
ともに解説． 急性期，回復期，維持期や対象に応じた活用方
法，効用，工夫や応用がコンパクトに理解できる．

ISBN 978-4-7639-2113-0

基礎作業学実習ガイド
作業活動のポイントを学ぶ

岩瀬義昭 編著／浅沼辰志・佐藤浩二 著
₂₀₀₅・B₅・₁₃₂ 頁・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

作業活動（手工芸）に共通の材料─道具─工程の構造的連関を
捉え，かつ治療的観点とはどのようなものかのポイントを具体
的に提示した，作品づくりを通して学べる実習用テキスト．工
程の説明では「治療的観点・作業の工夫と段階づけ」を対向頁
にわかりやすく提示．
ISBN 978-4-7639-2057-7

作業療法実践のための 6 つの理論
理論の形成と発展

B. Johanna Miller 他・著／岩崎テル子 監訳
₁₉₉₅・A₅・₂₈₈ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

フィドラー，モゼイ，ロレンス，エアーズ，ライリー，キール
ホフナーという作業療法の包括的な概念化と発展に寄与してき
た 6 人の理論家を選びその生き方と業績を丁寧に概説し，作業
療法理論の全体像の理解を図る．
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ISBN 978-4-7639-2137-6

身体障害の作業療法
改訂第 6 版

Heidi McHugh Pendleton, Winifred Schultz-Krohn 編著／
山口 昇，宮前珠子 監訳
₂₀₁₄・B₅・₁,₄₈₈ 頁・上製函入り・定価（本体 ₂₂,₀₀₀ 円＋税）

身体障害領域の作業療法の実践において必要な理論と方法が，
体系的かつ最新の情報とともにまとめられている．作業療法士
を目指す学生から作業療法士として活躍する臨床家まで，幅広
い層が有効に活用できるエンサイクロペディアである．
ISBN 978-4-7639-2115-4

職業リハビリテーション学

キャリア発達と社会参加に向けた就労支援体系
（旧書名：職業リハビリテーション入門）
改訂第 2 版
松為信雄・菊池恵美子 編集
₂₀₀₆・B₅・₄₀₈ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

医療，福祉，教育の現場で活躍する専門家が，近年の法体系の
変化などで大きく変動する職業リハビリテーションの技術，知
識，その実際を詳細に解説．関連職種にとって共通の指針とな
る基本図書の待望の改訂版．
ISBN 978-4-7639-2110-9

組みひも・作業療法への適用法
治療・援助・評価の手引き

遠藤てる 編著／松村恵理子・鈴木真弓・大村みさき・小山春美
₂₀₀₃・A₄ 変形・₁₁₈ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

著

作業療法士の治療手段としての作業．その一つでありさまざま
な利点を持つ「組みひも」を治療的に活用するための基本知識
と技術（構造からみた組ひもの特徴，基本的な手順図，適用す
る対象者，難易の設定の仕方など）を丁寧に解説し，具体的な
症例も提示．臨床で用いるための実践的なガイドブック．
ISBN 978-4-7639-2099-7

クライエント中心の作業療法
カナダ作業療法の展開

Mary Law 編著／宮前珠子・長谷龍太郎 監訳
₂₀₀₀・B₅・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

カナダ作業療法士協会が方法論として確立した「クライエント
中心」の作業療法は，クライエントとの協業により達成される
治療効果はもちろん，コスト面でも優れた実践の技法である．
その理念，哲学，実際的な方法論を明確に述べ，症例が示す治
療効果を詳説する．
ISBN 978-4-7639-2086-7

実習 ADL /APDL
学生のためのワークブック

原 和子・田原美智子・清水英樹・齋藤さわ子・杉村公也・
奥村庄次・平山 隆 著
₁₉₉₉・B₅・₂₄₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

名古屋大学医学部保健学科の過去 15 年間にわたる実践の中で
整理された実習の進め方をまとめたもので，教師のためのガイ
ド，学生へのヒント，課題の実施方法等，実習を計画し，有効
に実施するための実習帳．
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ISBN 978-4-7639-2144-4

キールホフナーの

人間作業モデル
理論と応用

最新刊

改訂第 5 版

Renée R. Taylor 編著／山田 孝 監訳
₂₀₁₉・B₅・₆₂₄ 頁・定価（本体 ₈,₅₀₀ 円＋税）

人間作業モデルの理解のために必須のテキストが
全面改訂

人間作業モデルを理解し，実践するための必携書．理論の刷新に加え，病
院，施設，高齢者，小児などの多様な事例が充実．
◉ 主要目次

人間作業モデルへのいざない／人に特化した人間作業という概念／人と環境との間
の交流／意志／習慣化：日常作業のパターン／遂行能力と生きている身体／環境と
人間作業／行為の諸次元／作業的生活を加工すること／行うことと，
なること：作業
の変化と発達／作業療法のリーズニング：作業療法の計画，
実施，
成果の評価／評
価：情報収集の標準化された方法と標準化されていない方法の選択と利用／作業
従事：クライアントはどのように変化を達成するのか／介入の過程：作業的変化を可
能にする／作業療法のリーズニングのガイドライン／観察の評価／自己報告：クライ
アントの視点を明らかにすること など

ISBN 978-4-7639-2140-6

事例でわかる
人間作業モデル

山田 孝 編著
₂₀₁₅・B₅・₂₄₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₇₀₀ 円＋税）

人間作業モデル（MOHO）を
知りたい，分かりたい人のために─

歴史，理論，評価法の解説を踏まえたうえで，さまざまな臨床場面におい
て人間作業モデルを適用した 16 の事例を紹介している．事例の紹介にあ
たっては図版を多用し，すべての事例に「初回評価時のクライアントの状
態」
「MOHO のリーズニング」
「介入後のクライアントの状態」を示した図
を掲載し，対象となったクライアントの変化や問題点が一目で分かるよう
になっている．臨床の進め方がリアルにわかる一冊．
◉ 主要目次

◦人間作業モデルの歴史／◦人間作業モデルの概論と評価法／◦事例（回復期
リハビリテーション病棟での人間作業モデル／介護老人保健施設での人間作業モ
デル／通所リハビリテーションや通院での人間作業モデル／訪問リハビリテーショ
ンでの人間作業モデル／終末期での人間作業モデル／認知症高齢者の絵カード
評価法を用いた実践）

ISBN 978-4-7639-2112-3

地域に根ざした作業療法
Marjorie E. Scaffa 著／山田 孝 監訳
₂₀₀₅・B₅・₄₂₀ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

地域に根ざしたリハビリテーションを実践するうえで，専門家
として必要となる理論的枠組みと知識をこれまでの歴史も踏ま
えて論じ，専門家は地域においてどのような実践ができるか，
多様な場面における実践例とそこで必要となるエッセンスを紹
介．地域での実践を考えるリハビリテーション専門家にとって，
新たなプログラムを開発するための理論的な支柱となる一冊．
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近 刊

精神障害作業療法入門（仮題）
改訂第 2 版

簗瀬

誠

編著

2020 刊行予定・A5・約 200 頁・2 色刷

コンパクトな初版の読みやすさをそのままに
事例解説を加えた改訂版

日常生活をていねいに再建していく作業療法の実践者になるために，精神
障害に対する作業療法を学ぶ第一歩として格好の教科書．短時間で，無駄
なく，最大限の学習効果をあげるための教科書．
◉ 主要目次

第 1 章 ● 序論（「精神障害」ということば／精神障害リハビリテーションの理念／
作業療法は何に関わるのか）／第 2 章 ● 作業療法観（ヤスパースの作業療法観／
呉秀三の実践と作業療法観／菅修～作業療法の奏効機転／内村英幸の慢性統合
失調症患者を対象とした実践／非日常としての医療に日常をもちこむ／作業療法
観のまとめ）／第 3 章 ● 作業療法の対象疾患（精神疾患の分類／統合失調症）／
第 4 章 ● 統合失調症患者を理解するための基礎知識（統合失調症患者の 3 つの
側面／回復過程／行動特徴と認知機能障害／障害の構造（障害論）／脆弱性－ス
トレス－保護因子モデル／病前性格と人柄／生活課題と基本的欲求／ドパミン仮
説）／第 5 章 ● 対象者理解の方法（対象者理解の観点／対象者を理解するための
情報源と情報を収集する方法）／第 6 章 ● 日常生活の制限～6 要因モデルと作業
療法の進め方（日常生活の制限～6 要因モデル／作業療法の進め方／治療・介入
する／作業療法を行ううえでの注意／日常生活の制限～6 要因モデルによる実践
例）／第 7 章 ● 地域での生活を支える（精神医療福祉の歩み／リカバリーとエンパ
ワメント／ICFとMTDLP／IPW（専門職連携）／医療と福祉／家族を支援する）

ISBN 978-4-7639-6024-5

精神医療は誰のため？

ユーザーと精神科医との「対話」

NPO 法人全国精神障害者ネットワーク協議会（ストロベリーママ・徳
山大英・藤田幸廣・山梨宗治）
／伊藤哲寛・上田啓司・野中 猛／
八尋光秀
₂₀₁₅・A₅・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

精神医療は誰のために，何のためにあるのか．
原点を共に考える試み

精神医療ユーザーとベテランの精神科医が場を共にし，互いの違いを認識
しつつ，よりよい精神医療・支援のあり方，望ましいリカバリーを実現す
るために，診断や入院・薬などさまざまな問題について話しあった貴重な
記録．ユーザー側が自身の体験と全国のユーザーへの実態調査の結果をも
とに率直に切実な疑問を呈すれば，医師たちも時に答えに詰まりながらも
誠実に答え，さらに尋ねる．リカバリーを共に考える一冊．
◉ 主要目次

私たちの経験／「病識」は必要か／家族との関係／診断と見立て／強制入院と隔
離／薬をめぐるギャップ／地域で生き抜く

ISBN 978-4-7639-2054-6

身ぶりで語ろう

適応・時間別の 54 の治療ゲーム集
A. J. Remocker・E. T. Storch 著／篠田峯子
₁₉₉₄・B₅・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

訳

精神科患者の効果的な言語コミュニケーション回復を目的とし
た小グループテクニックを収録したもの．本書は作業療法士の
みならず福祉領域でのレクレーションその他の活動に関わるス
タッフにとっても活用の範囲は広い．
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ボエーム・ワークショップ
公式テキスト・シリーズ
Regi Boehme が主宰するワークショップには毎年，全米から多くの理学療
法士，作業療法士，言語聴覚士が参加する．運動発達の基礎講座から実技
研修に至る彼らの一貫した教育プログラムはすべてテキストとして出版さ
れている．本シリーズはこうしたテキストのすべてを訳出したものである．
ISBN 978-4-7639-2050-8

上肢―上部体幹の機能改善
評価と治療アプローチ

R. Boehme 編著／高橋智宏 監訳／柴田秀雄・辻
₁₉₉₂・B₅・₂₀₄ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

薫・茂原直子

共訳

神経発達学的治療（NDT）を基盤に，上肢の操作機能を援助するための治
療技法を豊富なイラストで解説したテキスト．小児科領域ばかりではなく
成人の中枢神経疾患にも豊富な応用例を示す．
ISBN 978-4-7639-2060-7

筋膜リリース

神経発達学的治療への応用
R. Boehme 著／古澤正道・中 徹 共訳
₁₉₉₆・B₅・₈₆ 頁・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

中枢神経疾患患者（児）の治療における筋膜リリースの理論的背景や具体
的方法を解説するとともに，NDT と筋膜リリース各々の治療体系を変質
させることなく発展させ，統合させるという興味深い試みを図る．
ISBN 978-4-7639-2067-6

機能的姿勢─運動スキルの発達
誕生から1 歳まで

R. Boehme 編著／高橋智宏 監訳／太田直美・佐野幹剛・西 範子・松本憲吾・毛利あすか 共訳
₁₉₉₇・B₅・₂₉₀ 頁・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

誕生後 1 年間の子どもの発達を一つの流れとして克明に解説．豊富なイラ
ストを用い，評価と治療に直結した情報を提供してくれる．障害をもつ子
どもたちに関わる理学療法士，作業療法士，言語聴覚士に最適の書．
ISBN 978-4-7639-2071-3

赤ちゃんの運動発達
絵でみる治療アプローチ

R. Boehme 著／芝田利生・櫻庭 修 共訳
₁₉₉₈・B₅・₁₁₀ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

脳性運動障害の乳児に対する治療的アプローチを明解なイラストで解説し
たガイドブック．日本語版では姿勢や運動に関する基礎知識を図版と解説
で増補．
ISBN 978-4-7639-2072-0

アテトーゼ・失調・低緊張の評価と治療
子どもへの感覚運動入力の実際

R. Boehme 著／調 誠也 訳
芝田利生・調 直子・直井富美子・鈴木ほがら・星野英子
₁₉₉₉・B₅・₁₃₀ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

監訳

ボエムワークショップの公式テキストシリーズ中，症状別に技法の全体像
を整理した唯一のテキスト．子どもの感覚−運動経験を促す技法の基本的
なタイプと応用の可能性を豊富なイラストを用いて丁寧に解説．
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ISBN 978-4-7639-2070-6

写真でみる
乳児の運動発達
生後 10 日から12カ月まで

Lois Bly 著／木本孝子・中村 勇 共訳
₁₉₉₈・A₄・₃₁₀ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

ベテラン理学療法士の視線を通して学ぶ
乳児の驚異的な運動発達の本質

生後 10 日から 12 ヵ月の 1 年間が月齢ごとに写真で構成されており，順番
に見ていくだけで運動発達の連続した流れがありありとイメージできる．
写真には詳細な解説が付けられ，さらに乳児の将来的な障害の徴候を発見
し，その対策を講じるためのポイントが具体的に解説されている．発達の
基本を学ぶための好適書．
◉ 主要目次

新 生 児：生 後 10日→ 1ヵ月→ 2ヵ月→ 3ヵ月→ 4ヵ月→ 5ヵ月→ 6ヵ月→ 7ヵ月
→ 8ヵ月→ 9ヵ月→ 10ヵ月→ 11ヵ月→ 12ヵ月／背臥位→腹臥位→寝返り→側臥
位→四つ這い位→座位→立ち上がり→立位→伝い歩き→歩行／各月齢で，運動の
障害され得る徴候について観察のポイント・対応の仕方をコメント

ISBN 978-4-7639-1066-0

リハビリテーションのための

発達科学入門

身体をもった心の発達
浅野大喜 著
₂₀₁₂・A₅・₁₂₈ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

本書は，小児リハビリテーションに長く取り組んできた著者に
よるもので，子どもたちの発達支援に欠かすことのできない発
達科学の知識を提供するものである．生きる世界への探索の動
機を育み社会との関わりを構築するための支援を提言する．
ISBN 978-4-7639-2066-9

ハンドスキル

手・手指スキルの発達と援助
Jane Case-Smith・C. Pehoski 編著／奈良進弘・仙石泰仁
₁₉₉₇・B₅・₂₀₈ 頁・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

監訳

スキル発達を促す治療的アプローチを詳説．本書は「神経発達
学的理論」や「感覚統合理論」そのものではなく，これら理論
の作業療法への応用を実践的に紹介．複雑な手と手指のスキル
発達を展望し，操作や道具使用の理解のための枠組みを非常に
わかりやすく解説．
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ISBN 978-4-7639-2139-0

片麻痺の作業療法
QOL の新しい次元へ

中里瑠美子 著
₂₀₁₅・A₅・₁₉₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₆₀₀ 円＋税）

「目をつぶると半身が消える」
「見ていても自分の手のような感
．このように語る片麻痺患者の治療は，目に見え
じがしない」
る動きだけでなく，患者の自己所有感や運動主体感を変質させ
ている認識の仕方（身体−脳システム）を治療的に解釈する必
要がある．その考え方を，症例を通して具体的に提示する．
ISBN 978-4-7639-2021-8

エガース・片麻痺の作業療法
Bobath 理論による 原著第 2 版

O. Eggers 著／柴田澄江・原 和子・山口
₁₉₈₆・B₅・₁₆₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

昇

共訳

従来理学療法の理論，技法とされていた Bobath 法を作業療法
へ応用し，治療プログラムの間隙を埋める書として，役立つ実
践書．伝統的なゲームや作業をうまく取り入れ，治療手段とし
ての改良を工夫している．

ISBN 978-4-7639-2136-9

一日 10 分 家庭で行う手のリハビリ
遠藤てる・鈴木真弓・松村恵理子 著
₂₀₁₃・A₄・₁₇₂ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

麻痺した手の機能回復練習は家庭でも実践できる．ただし我流
でやる練習は時に事故につながり，かえって体を痛めることに
なる．この本は，手のリハビリに経験豊富な作業療法士が 一
般の人が読める医学書 として執筆したものである．一日 10
分の練習でも，それが正しい方法で，息長く実践されるなら，
きっとよい効果があらわれる．
ISBN 978-4-7639-2068-3

片手で料理をつくる

片麻痺の人のための調理の手引き
遠藤てる 著
₁₉₉₈・A₄ 変形・₁₉₂ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

「理論編・練習編・実践編」の 3 部で構成され，調理指導をする
作業療法士，特に新人作業療法士，また援助する家族や，本人
の三者に向けて，すぐ役立つように図や写真を多用し，工夫を
こらして編集された画期的な料理書である．

ISBN 978-4-7639-2142-0

四本足のあしながおじさん
難病患者に対する支持的作業療法の経験
風間忠道 著
₂₀₁₇・四六・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₁,₆₀₀ 円＋税）

作業療法士の著者は，臨床の多くを筋ジストロフィーなどの難
病の患者が入院する病棟で過ごした．そこで出会った患者の病
棟での生活の様子や患者の肉声，そして著者自身の作業療法の
取り組みを，30 のエピソードにまとめた．
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ISBN 978-4-7639-2145-1

新 知覚をみる・いかす

最新刊

手の動きの滑らかさと巧みさを取り戻すために
中田眞由美 編著／清本憲太・岩崎テル子 共著
₂₀₁₉・B₅・₄₂₀ 頁・定価（本体 ₇,₀₀₀ 円＋税）

「なぜうまく道具を扱えないのか？」
疑問解決の糸口をつかむ

運動機能には大きな問題がないのに，ものをつかむことができない，必要
以上に強く握り込んでしまう─ ．こうしたケースに遭遇したとき，手の
巧みな動きを支えている知覚の障害をどのようにみて，治療にいかしてい
けばよいのか，知覚機能を評価する各種検査の詳細な解説とともにその考
え方の流れがわかりやすくまとめられている．基本的な知識の確認から臨
床への応用までを網羅した，すべての臨床家必携の一冊である．
◉ 主要目次

第 1 章 ● 臨床観察から理解する手の知覚障害と動作障害（知覚情報をつくってい
るのは自らの手の動き／対象物への手の不適合が生じるのはなぜか ? ほか）／第
2 章 ● 体性感覚の神経生理学的基礎（神経生理学的基礎／触覚受容器とその特
徴 ほか）／第 3 章 ● 知覚評価（知覚評価の歴史的変遷／手・上肢の知覚障害の
診かた ほか）／第 4 章 ● 知覚障害の部位と特徴（体性感覚障害はどうして生じる
のか ほか）／第 5 章 ● 知覚のリハビリテーション（知覚のリハビリテーションの歴
史的変遷／知覚のリハビリテーションのとらえ方 ほか）

ISBN 978-4-7639-2053-9

知覚のリハビリテーション
評価と再教育

A. Lee Dellon 著／内西兼一郎 監訳
センソリー・リハビリテーション研究会 訳
₁₉₉₄・B₅・₂₆₈ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

手の障害に対する知覚再教育において現代の主流をつくり，ま
た動的 2 点識別覚など，手の知覚検査の創作者でもあるデロン
教授の主著．数々の知覚検査の原理と臨床技術を丁寧に解説す
る．
ISBN 978-4-7639-2108-6

結核作業療法とその時代
甦る作業療法の原点

加賀谷一 著
₂₀₀₃・A₅・₂₀₄ 頁・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

，その誕
結核に苦しむ人々のために生まれた「結核作業療法」
生と衰退の歴史をたどり，そこに作業療法の原点を見出す著者
渾身のライフワーク．現存する数少ない療養所資料，聞き取り
といった一次資料を通して「社会的治療」としての作業療法の
本質が浮かび上がる．
ISBN 978-4-7639-2117-8

手と道具の人類史

チンパンジーからサイボーグまで
関 昌家・鈴木良次 編集
₂₀₀₈・A₅・₂₃₆ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

「人はなぜ作業をするのか？」この作業療法の原理的な問いか
けに対する明晰な答えを求めて，精神医学，霊長類学，考古
学，工学，脳科学の第一人者たちが考証する．知的興奮にあふ
れた読み物．

37

シリーズ／作業の科学

（Methodology of Occupational Therapy）
作業療法関連科学研究会（SIRWOT） 編集

作業の治療的応用を探る方法論を問う．作業療法は関連する諸科学の成果
に常に立脚しながら発展させるべき応用科学である．人間と作業の関わり
のメカニズムを探りながら，精神科作業療法の科学性確立に向けた活動の
成果をムック形式で提供するシリーズ．
ISBN 978-4-7639-2089-8

作業の科学 VOL.1

₁₉₉₉・A₄・₁₂₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法の科学
〈1〉
／Interdisciprinary Approach to Occupational
Therapy ／精神分裂病の捉え方の変遷／医療の中の行動学／作業方法「つ
づれ織り」／段通作業の作業量からみた精神分裂病の特徴／歪みゲージに
よる段通作業における示指の動きの分析
ISBN 978-4-7639-2090-4

作業の科学 VOL.2

₂₀₀₀・A₄・₁₃₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法の科学
〈2〉
／作業療法と「脳の科学」
／治療における人
間関係／精神分裂病の生物学的研究の現状／ SIRWOT の作業療法指針／
作業方法「段通」
ISBN 978-4-7639-2091-1

作業の科学 VOL.3

₂₀₀₁・A₄・₁₅₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法の科学
〈3〉／ヒトとテクノロジー／鬼の精神史／作業
方法「織物」／精神科での作業療法の効果についての歴史的展望／作業療
法の予後調査と段通作業における作業量からみた作業療法の効果
ISBN 978-4-7639-2092-8

作業の科学 VOL.4

₂₀₀₃・A₄・₁₅₀ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法の科学
〈4〉／石器から見た初期人類の行動的進化／わ
が国の精神科作業療法の歩み─ 作業療法士誕生まで／作業方法「ネット手
芸」／介護老人保健施設における転倒事故対策について／通院作業療法患
者の追跡調査／精神病院における作業療法のコンピュータ管理
ISBN 978-4-7639-2093-5

作業の科学 VOL.5

₂₀₀₄・A₄・₁₃₂ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法の科学
〈5〉／現代型ホモ・サピエンスの出現と「第二
次出アフリカ」／人類の進化と石器製作技術の発展 ─ 石器復元製作の視点
から／作業方法「刺繡（クロスステッチ）
」
／遅延見本合わせ課題における
年代別の比較／精神分裂病者の遅延見本合わせ課題での反応
ISBN 978-4-7639-2094-2

作業の科学 VOL.6

₂₀₀₆・A₄・₁₀₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法と動物モデル／行動薬理概観─動物の行動から心の病
気に迫る／両眼視野闘争から意識を探る／作業方法「刺繍（クロスステッ
，布」
チ）
ISBN 978-4-7639-2095-9

作業の科学 VOL.7

₂₀₀₇・A₄・₈₈ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

収録論文：作業療法と遊び／チンパンジーにおけるエンリチメントの変
遷／不安障害の薬物療法／認知症患者の遅延見本合わせ課題での反応
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セラピストのための
基礎研究論文集
臨床家にとっては日頃の疑問に解決の糸口や考察のてがかりを提供し，学
生にとっては理学療法や作業療法の拠ってたつ広い学問領域に対するガイ
ドとなるよう編集された基礎研究論文のアンソロジー・シリーズ．
ISBN 978-4-7639-6007-8

第1集

運動制御と運動学習

宮本省三・沖田一彦 選／蔵田 潔・森 茂美・大島知一・矢部京之助・
笠井達哉・藤原勝夫・岡本 勉・麓 信義・山田憲政・森谷敏夫・佐々木正人・
木村 敏・金子明友・中村隆一 著
₁₉₉₇・B₅ ・ ₄₃₀ 頁・定価（本体 ₆,₂₀₀ 円＋税）

リハ医学，神経生理学，認知科学などの主要な研究領域から著名な第一人
者を執筆者とし，運動研究に関わる最新科学のレビューを集成．
ISBN 978-4-7639-6008-5

第2集

生存と自己表現のための知覚

岩崎テル子・中田眞由美・澤 俊二 選／岩村吉晃・中島八十一・当間 忍・
青木 藩・山田仁三・酒田英夫・和氣洋美・小川 尚・赤松幹之・関 喜一 著
₂₀₀₀・B₅・₂₈₈ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

体性感覚の情報処理に関するテーマを中心に神経生理学，感覚生理学，心
理学などの主要な研究領域の著名な第一人者が執筆するとともに，視覚，
触覚，聴覚などの感覚研究に関わる最新科学の知見を集成．
ISBN 978-4-7639-6018-4

第3集

筋感覚研究の展開
改訂第 2 版

河上敬介 選／伊藤文雄 著
₂₀₀₅・B₅・₄₉₀ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

筋紡錘の生理学的研究の第一人者による待望の改訂版．全体にわたる知見
の刷新とともに，特に今回の改訂では，痛みの分子生理学・遺伝子レベル
から臨床レベルまでの情報を大幅に増補．
ISBN 978-4-7639-6012-2

第4集

人間行動と皮質下機能

永井洋一 選／遠山正彌・香山雪彦・今村一之・中村彰治・福島菊郎・福島順子・
加藤 誠・宮下暢夫・渡辺克成・岩崎愼一・西条寿夫・小野武年・永井正則・
入來正躬・上野照子・前田久雄 著
₂₀₀₂・B₅・₃₅₈ 頁・定価（本体 ₆,₀₀₀ 円＋税）

脳幹，大脳基底核，大脳辺縁系の構造と機能をめぐり，人間行動の発現と
調整に果たすヒト脳皮質下機能の生物学的基盤に対して最新研究が迫る．
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ISBN 978-4-7639-3049-1

言語聴覚療法
臨床マニュアル
改訂第 3 版

平野哲雄・長谷川賢一・立石恒雄・能登谷晶子・倉井成子・
斉藤吉人・椎名英貴・藤原百合・苅安 誠・城本 修・
矢守麻奈 編集
₂₀₁₄・B₅・₅₆₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₆,₈₀₀ 円＋税）

現在の言語聴覚療法の臨床において
必要な基礎と実際のすべてが明らかに！

言語聴覚士が臨床において必要な知識と技術を網羅し，全面的に刷新した
改訂第3版．各章では，臨床の流れを図で示し，言語聴覚士が臨床において
患者の障害に対してどのようにかかわるのか，わかりやすく示している．
執筆した臨床の最前線にいる言語聴覚士は 120 名以上におよび，臨床の進
め方が手に取るように分かる 1 冊となっている．
◉ 主要目次

総論／聴覚障害／言語発達障害／脳性麻痺／失語症／言語障害と関わりの深い
高次神経機能障害／音声障害／構音障害／吃音／摂食・嚥下障害

ISBN 978-4-7639-3047-7

脳卒中後の
コミュニケーション障害

改訂第 2 版
成人コミュニケーション障害者の
リハビリテーション：失語症を中心に
竹内愛子・河内十郎 編著
₂₀₁₂・B₅・₃₇₈ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₅,₆₀₀ 円＋税）

言語治療の専門家にとって必須の理論と実際

脳卒中後に出現するコミュニケーション障害を正しく理解し，適切な援助
を行うために，さまざまな障害の種類とそれらの特徴を，患者の具体的症
状を提示しながら概説している．障害を理解するために必要な脳機能につ
いても詳述．
◉ 主要目次

失語症／失語症近縁のコミュニケーション障害／失語症以外の脳卒中後コミュニ
ケーション障害／脳の構造と機能／失語症の原因となる脳の病気と病巣局在法／
言語と脳の働き／脳の損傷によって起こるさまざまな症状／失語症の回復に関連
する要因／失語症の治療法／失語症言語治療の進め方 ― 具体例による評価・診
断，訓練，経過／失語症者の心理・社会的側面の問題とその援助

ISBN 978-4-7639-3016-3

構音と音韻の障害

音韻発達から評価・訓練まで
John E. Bernthal・Nicholas W. Bankson
船山美奈子・岡崎恵子 監訳
₂₀₀₁・B₅・₄₆₈ 頁・定価（本体 ₆,₄₀₀ 円＋税）

編著

乳幼児期の音韻発達について，ことばの産生能力と知覚能力を
発達させていく過程を詳説．具体的な例を挙げて音韻障害の要
因をさぐり，評価法から分析法，さらに現在用いられている多
くの治療アプローチを紹介．
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ISBN 978-4-7639-3048-4

この道のりが楽しみ

《訪問》言語聴覚士の仕事

平澤 哲哉 著／大西 成明 写真
₂₀₁₃・A₅・₁₈₈ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

《訪問》言語聴覚士という道を切り拓いてきた
著者が伝える“楽しさ”と進め方の実際

急性期リハビリテーションが重視され早期退院が促進されるなか，家族と
もコミュニケーションがとれず途方に暮れている人たちに，言語聴覚士は
確実に求められている．
《訪問》ST として 11 年余りのキャリアを持つ著者
が，その楽しさとともに，病院との違いなどの実際を伝える．著者の一日
をプロのカメラマンが追ったフォトドキュメントも収録．
「訪問」に関心
をもつ言語聴覚士に必ず役立つ一冊．
◉ 主要目次 《訪問》が開く可能性／フォトドキュメント［今日もこの道を］／改めて，言語聴覚士

とは／《訪問》言語聴覚療法の実際／仲間づくりから広がる生活

ISBN 978-4-7639-3046-0

はじめての言語障害学
言語聴覚士への第一歩

伊藤元信 著
₂₀₁₀・A₅・₂₀₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

「ヒトと言語」という最も基本的なトピックから，言語聴覚障
害の評価と治療という具体的なトピックの理解の仕方まで，ま
さに言語聴覚療法の概論で知っておくべきすべての内容をわか
りやすく解説．言語聴覚士をめざす学生から若い現職者に至る
までの広い層に向けた入門書．
ISBN 978-4-7639-3044-6

言語障害の研究入門

はじめての研究 そして発表まで
伊藤元信 著
₂₀₀₈・A₅・₂₀₀ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

すべての言語障害にかかわる医療福祉関係者や学生に向けて，
はじめて研究に向き合うときの意識の持ち方や研究課題の見つ
け方，研究の結実の証となる専門学術誌への論文掲載までをわ
かりやすく解説した，言語障害研究の入門書．

ISBN 978-4-7639-3008-8

臨床家による臨床家のための

構音障害の治療

H. Winitz 編著／船山美奈子・岡崎恵子 監訳
₁₉₉₃・B₅・₂₈₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

最も出現頻度の高いといわれる構音障害の治療法について，実
績のある有効なものだけを集め，簡潔に解説する．著名な言語
治療の臨床家23名の経験に裏打ちされた治療方法の確かな理解
が得られる．
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ISBN 978-4-7639-3056-9

言語聴覚士のための

パーキンソン病の 最新刊
リハビリテーションガイド
摂食嚥下障害と発話障害の理解と治療
杉下周平・福永真哉・田中康博・今井教仁 編集
₂₀₁₉・B₅・₁₆₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₄₀₀ 円＋税）

パーキンソン病患者のリハビリテーションを行う
言語聴覚士に必要な知識と技術を40 の項目に凝縮

パーキンソン病患者の摂食嚥下障害と発話障害に対して，言語聴覚士がリ
ハビリテーションを行うために必要とされる最新知識と評価，検査，訓練
法についてわかりやすく紹介．
◉ 主要目次

第Ⅰ章 ● パーキンソン病の基礎知識（パーキンソン病の概論／パーキンソン病の治
療薬／パーキンソン病の外科的治療 など）／第Ⅱ章 ● パーキンソン病の摂食嚥
下障害：1．摂食嚥下障害の評価（パーキンソン病の嚥下障害の特徴／薬剤服用
時，服用後の注意点と対処法 など）／2．摂食嚥下訓練（筋力増強に必要な基礎
知識／呼吸，体幹，頸部筋ストレッチの方法 など）／第Ⅲ章 ● パーキンソン病の発
話障害：1．パーキンソン病の発話特徴（聴覚的な発話特徴／音響学的な特徴 な
ど）／2．パーキンソン病の発話訓練（LSVT LOUDⓇ－その理論と治療法 など）

ISBN 978-4-7639-3050-7

失語症臨床の
認知神経心理学的アプローチ

評価とリハビリテーションのためのガイドブック
Anne Whitworth・Janet Webster・David Howard
長塚紀子 監訳／荻野 恵・山澤秀子・吉田 敬 訳
₂₀₁₅・B₅・₄₈₂ 頁・定価（本体 ₆,₃₀₀ 円＋税）

著

失語症をもつ人が直面している困難さの本質を理解したうえでセ
ラピーを決定し，その効果を予測し，検証可能なかたちで評価と介
入の知見を積み重ねていくことができる，理論的かつ実践的な書．
ISBN 978-4-7639-3037-8

失語症臨床ガイド

症状別─理論と42 症例による訓練・治療の実際
竹内愛子 編集
₂₀₀₃・B₅・₃₆₈ 頁・定価（本体 ₅,₅₀₀ 円＋税）

失語症臨床における患者の訓練・治療に必要な知識と方法を提
供するガイドブック．失語症の代表的症状に対して，第一線の
臨床家による症状の解説，訓練・治療法理論，そして具体的な
症例提示による臨床プロセスを紹介している．

ISBN 978-4-7639-3041-5

失語症者の
実用コミュニケーション 臨床ガイド
竹内愛子 編集
₂₀₀₅・B₅・₂₆₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

実生活で本当に役立つコミュニケーション能力の改善のための
ガイドブック． 訓練室では正答できる語彙が実際にコミュニ
ケーション場面では使えないという問題を克服するために必須
の知識を解説．
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ISBN 978-4-7639-3057-6

食べることの 最新刊
リハビリテーション
摂食嚥下障害の多感覚的治療
本田慎一郎・稲川 良 著
₂₀₁₉・A₅・₂₈₆ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

摂食嚥下障害の治療は，
口腔器官の運動だけでなく
食べることの多感覚性の理解から始まる
私たちが何かを食べるときには，自分の舌や口蓋など口腔器官のイメー
ジ，食べ物の大きさ・形・硬さなど物性の的確な認識，それに合わせた適
切な運動イメージが構築されている．しかし摂食嚥下障害の患者はその何
かが変質している．目で観察できる動きだけでなく患者自身の認知過程を
知ることが，誤嚥やむせを防ぎ美味しく食べるための新たな治療の可能性
へと導く．多感覚に目を向けた病態解釈と臨床の実際を紹介する．
◉ 主要目次

第 1 部 ●「食べること」の経験とリハビリテーション（食べることの機能／病態解
釈と治療の組み立て）／第 2 部 ●「食べること」の治療としてのリハビリテーション
（観察・病態解釈・治療の実際～臨床思考をたどる／治療道具の作製）

ISBN 978-4-7639-3052-1

言語聴覚士のための

摂食嚥下
リハビリテーションＱ＆Ａ
臨床がわかる50 のヒント

福岡達之 編著／今井教仁・大黒大輔・齋藤翔太・杉下周平・
南都智紀・萩野未沙・宮田恵里・渡邉光子 著
₂₀₁₆・B₅・₁₈₀ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

言語聴覚士が知っておくべき問診，検査，評価，
訓練のポイントを50 のトピックスに凝縮

摂食嚥下リハビリテーションの臨床で言語聴覚士が活躍するために必要と
されるさまざまな知識と技術，理論面の根拠を，経験豊富な言語聴覚士が
まとめた．臨床的なセンスを身につけ，さらなるレベルアップを図るため
に必須の一冊．
◉ 主要目次

第 1 章 ● 言語聴覚士が行う嚥下評価（意識レベルと呼吸状態はどのようにみる？／
栄養状態はどうやって把握する？／むせのない誤嚥はどうやって判断する？ ほ
か）／第 2 章 ● 言語聴覚士が行う嚥下訓練（言語聴覚士が行う呼吸訓練とは？ ほ
か）／第 3 章 ● 病態に応じた評価・訓練・対処法

ISBN 978-4-7639-3054-5

言語聴覚士のための

AAC 入門

知念洋美 編著／東江浩美・木場由紀子・東川 健・西脇恵子・平山孝子・
村西幸代・吉畑博代 著
₂₀₁₈・B₅・₂₅₆ 頁・₂ 色刷・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

AAC（拡大・代替コミュニケーション）の定義，構成要素や導
入の流れを概観したうえで，知的能力障害，自閉スペクトラム
症，構音障害，失語症と発語失行におけるAACのニーズや導入
に際して必要な検査，アプローチ方法，実践例を具体的に解説．
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失語症訓練のためのドリル集
（全 9 巻）

竹内愛子 編集／石坂郁代・今村恵津子・渋谷直樹・武石
₂₀₀₁・A₄

源・中村京子・細川惠子

著

単なる教材集にとどまらないユニークな編集．
⃝課題の性質，難易度，予測される症状改善の度合いに応じて分冊してい
るため，個々の患者さんごとに適切な教材を選択することができる．
⃝教材ドリルはミシン目で切り離し可能・語彙イラスト約 300 点収録．

全9巻

定価（本体 ₃₀,₀₀₀ 円＋税）

ISBN 978-4-7639-3028-6

第1巻

語想起（名詞）の改善をめざす

₂₅₈ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3029-3

第2巻

意味・音韻面から語想起（名詞）の改善をめざす

₂₅₈ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3030-9

第3巻

動作・状態を表す語（動詞・形容詞・形容動詞）の
改善をめざす

₂₃₂ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3031-6

第4巻

漢字・仮名の改善をめざす

₂₄₀ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3032-3

第5巻

文構成の改善をめざす

₁₇₆ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3033-0

第6巻

長い文の理解の改善をめざす

₁₀₂ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3034-7

第7巻

文作成と難しい語句の改善をめざす

₁₉₆ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3035-4

第8巻

難しい内容表現の改善をめざす

₁₄₄ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3036-1

第9巻

日常コミュニケーションの改善をめざす

₂₃₂ 頁・定価（本体 ₃,₆₀₀ 円＋税）

ISBN 978-4-7639-3045-3

イラスト フル活用
失語症の日常会話訓練
竹内愛子・山澤秀子・荻野 恵 著
₂₀₀₉・A₄・₂₂₀ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

失語症者の日常的なコミュニケーション場面での発話の改善を
目指すテキスト．43種の日常生活場面と12種の年中行事のイラ
ストを用い，実用的な会話訓練を行うことができる．
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ISBN 978-4-7639-3013-2

重度失語症検査
竹内愛子 他・著
₁₉₉₇・B₅・₁₅₂ 頁・定価（本体 ₅,₂₀₀ 円＋税）

臨床家必携の
失語症検査セット
従来の失語症検査において，非常に重度な失語症患者はほとんど反応がで
きず，残存能力を適切に評価し，治療アプローチの手掛かりを得ることが
難しかった．本検査法は，コミュニケーション成立の根底で必要な他者へ
の非言語的な働きかけのレベルから非言語的象徴機能，言語機能の検査ま
でをカバーした，従来の失語症検査の概念を超えるものとなっている．
検査は導入部，非言語基礎課題，非言語記号課題，言語課題の 4 つの部分
からなり，個々のコミュニケーション・モダリティについて残存能力を的
確に数値化することが可能である．
，
，
「実施マニュアル」
「記録用紙」に加え，
「行動観察表」
「家族への質問
，
紙」
「検査用絵（102 枚）
・文字カード（48 枚）
」がセットとなっている．

アドバンスシリーズ

コミュニケーション障害の臨床（全 7 巻）
日本聴能言語士協会講習会実行委員会 編集
₂₀₀₁～₂₀₀₂・B₅ ［第 ₁ 巻］
（品切，絶版）

第一線で活躍する言語臨床家と医学・歯学・心理学等言語臨床の周辺領域
で先進的な研究・臨床を実践する専門家が書き下ろした論文集．
ISBN 978-4-7639-3022-4

第2巻

吃音

小澤恵美・國島喜久夫・府川昭世・鈴木夏枝・大橋佳子
₁₃₂ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

著

ISBN 978-4-7639-3023-1

第3巻

脳性麻痺

田中倶子・児玉和夫・鈴木恒彦・高見葉津・山川眞千子・高橋ヒロ子・寺田美智子
₂₁₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

著

ISBN 978-4-7639-3024-8

第4巻

運動性構音障害

山崎美智子・鈴木恒彦・椎名英貴・長谷川和子・玉井直子・木村康子・大澤富美子
₁₈₂ 頁・定価（本体 ₃,₂₀₀ 円＋税）

著

ISBN 978-4-7639-3025-5

第5巻

失語症

高橋 正・石坂郁代・伊集院睦雄・伏見貴夫・辰巳
₂₁₀ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

格・中西之信・手束邦洋

著

ISBN 978-4-7639-3026-2

第6巻

口蓋裂・構音障害

武内和弘・福田登美子・西尾順太郎・糟谷政代・磯野信策・峪 道代・山崎祥子・山本悠子 著
₂₂₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）
ISBN 978-4-7639-3027-9

第7巻

聴覚障害

鷲尾純一・小松健祐・石田 孝・加我君孝・中川辰雄・中村公枝・舞薗恭子・城間将江・
伊藤 泉・佐藤紘昭・筒井優子・濵田豊彦 著
₂₉₄ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）
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ISBN 978-4-7639-3042-2

構音訓練のための
ドリルブック
改訂第 2 版

岡崎恵子・船山美奈子 編著／今井智子・大平章子・加藤正子・
川田順子・竹下圭子・三浦真弓・山下夕香里 著
₂₀₀₆・B₅・₂₂₆ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

ことばに障害のある子どもたちの訓練に欠かせない
ドリルブック
構音訓練に欠かせない 8500 の単語と 2300 の文を収録．単語は，名詞に限
らず動詞，形容詞等も精選し，訓練にひろがりを持たせることが可能．文
も対象者を考慮し，親しみやすく，かつ訓練に有用な文を選んでいる．ま
た，訓練に活用できるかわいいイラストを 140 点収録した．充実した「使
用の手引き」により，日本語語音の音声学的特徴や構音器官についても知
ることができる．
◉ 主要目次

語・文の選定／語・文の配列の順序／日本語語音の音声学的特徴と五十音／イ
ラストについて／構音訓練に活用できる単語・文のリスト／構音訓練に活用しやす
い語・句・文のヒント

ISBN 978-4-7639-3053-8

構音訓練のための
ドリルブック
［プリント作成ソフト］
改訂第 2 版準拠〈CD︲ROM〉

岡崎恵子・船山美奈子 編著
今井智子・大平章子・加藤正子・川田順子・竹下圭子・
三浦真弓・山下夕香里 著
₂₀₁₆・トールケース判・価格（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

対象者にあった単語や文を収めたオリジナルプリント
を簡単に作ることができるパソコン用ソフトウェア

好評書『構音訓練のためのドリルブック 改訂第 2 版』に収録されている
「単語（約 8500）
」と「文（約 2300）
」のすべての内容を CD‑ROM に収めた
パソコン用ソフトウェア．パソコンの画面上で使用したい単語や文を自由
に選び，オリジナルのプリント用データ（Microsoft Word 形式）を作成す
ることができる．作成したデータはMicrosoft Word形式なので，書体や文
字の大きさについては自由に加工することができる．ソフトウェアの起動
方法は，
「パソコンにインストールする方法」と「インストールせずに CD‑
ROM から直接起動する方法」を選ぶことができるので，パソコンへのソ
フトウェアのインストールができない環境でも，使用可能となっている．
◉ご注意
ご利用いただく際には，CD-ROMドライブまたは DVD-ROMドライブが接続されたパソコンが
必要です．
対応 OS：Windows 10／Windows 8.1／Windows 7／Windows Vista
動作に必要なシステム(CPU,メモリ)：上記の OSが動作する環境
プリントの表示に対応するMicrosoft Word のバージョン：2016／2013／2010／2007
収録されている「単語」と「文」は，書籍（『構音訓練のためのドリルブック 改訂第 2 版』）と同一
ですが，書籍に収録されている「使用の手引き」や「イラスト」は収録されていません．
本商品は，
【CD-ROM のみ】の商品です．書籍（『構音訓練のためのドリルブック 改訂第 2 版』）
は含まれておりません．

46

ISBN 978-4-7639-3051-4

構音訓練に役立つ

音声表記・音素表記
記号の使い方
ハンドブック
今村亜子 著
₂₀₁₆・A₅・₁₄₈ 頁・定価（本体 ₂,₂₀₀ 円＋税）

[ ] と / / の使い分けがわかる

「音」をきちんと書き留め，日々の訓練に役立てるための方法を，
「若い言
語聴覚士のAさん」
「きこえとことばの教室に赴任したばかりの先生のBさ
ん」
「ベテラン言語聴覚士の T 先生」の 3 人の会話を交えながら，分かりや
すく解説している．臨床で「音」を記録する際に混乱しがちな「音声表記」
と「音素表記」の違いを整理し，基本的な知識を得ることができる．
◉ 主要目次

第 1 章 ●Ｑ＆Ａ（構音障害臨床で観察された音声を記号で正確に書き写すことはで
きますか？／日本語の母音「ア」を音声記号で [a]と書いていいですか？ ほか）／
第 2 章 ● こんなとき，どう書く？ 現場で取り組む日々の記録
第 3 章 ● 臨床に役立つ 7 つのエピソード

ISBN 978-4-7639-3040-8

Q&A きこえとことばの相談室

50 の質問とアドバイス

キャサリン L. マーティン 著／長谷川靖英 訳
₂₀₀₅・A₅・₁₈₀ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

子どもが成長過程において直面する可能性がある「きこえ」と
「ことば」に関するさまざまな問題を Q&A 形式で紹介．保護者
の視点に立った質問と，それに対する専門家によるアドバイス
が豊富に示されている．

ISBN 978-4-7639-4004-9

読み書き障害の克服

ディスレクシア入門

B. Hornsby 著／苧阪直行・苧阪満里子・藤原久子
₁₉₉₅・A₅・₁₇₆ 頁・定価（本体 ₁,₉₀₀ 円＋税）

共訳

本書は全般的な知的機能に遅れがないにもかかわらず，読み書
きに問題を示すこの障害の理解のために，親と教師向けに書か
れた入門書である．どのような援助が必要か，実際的なアドバ
イスを含めてわかりやすく解説．
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ISBN 978-4-7639-2135-2

感覚統合 Q&A
改訂第 2 版
子どもの理解と援助のために

土田玲子 監修／石井孝弘・岡本武己 編集
₂₀₁₃・B₅・₂₄₆ 頁・定価（本体 ₃,₀₀₀ 円＋税）

療育に携わる人のためのガイドブック
豊富なイラストとあわせて保護者の質問にセラピストが具体的に答えるス
タイルはそのままに，関連する質問を大幅に増補．発達障害の子どもたち
の臨床に携わる人々のみならず，保育・教育関係者，保護者にとっても，
よりいっそう読みやすく理解しやすい内容になっている．
◉ 主要目次

第 1 部 ● 子どもの行動を理解するために（「なぜ，その場でクルクル回ったり，ジャ
ンプを繰り返す行動をするのでしょうか？また止めたほうがよいのですか？」／「つ
ま先立ち，つま先歩きをするのが目立つのですが，矯正しなくてもよいのですか？」
など）／第 2 部 ● 家庭・保育園・幼稚園・学校生活での支援（「子どもの発達のた
めに，家庭で取り組める活動にはどのようなものがありますか？」など）／第 3 部 ●
感覚統合療法について（「感覚統合療法を必要とする子どもたちについて教えてく
ださい」／「感覚統合療法の基本的な考え方や目的について説明してください」な
ど）／第 4 部 ● 感覚統合と脳のしくみの話

ISBN 978-4-7639-2114-7

感覚統合とその実践
第2版

Anita C. Bundy・Shelly J. Lane・Elizabeth A. Murray 編著
土田玲子・小西紀一 監訳／岩永竜一郎・太田篤志・加藤寿宏・児玉真美・
田村良子・永井洋一・日田勝子・福田恵美子・山田 孝 共訳
₂₀₀₆・B₅・₅₅₀ 頁・定価（本体 ₈,₅₀₀ 円＋税）

感覚統合に関する学術的な情報を集大成した米国の基本図書の
翻訳．理論研究，治療的介入方法，神経生理学的な基礎知見と
幅広い範囲にわたって最新の情報を紹介．
ISBN 978-4-7639-2003-4

子どもの発達と感覚統合
A. J. Ayres 著／佐藤 剛 監訳
₁₉₈₂・A₅・₂₉₀ 頁・定価（本体 ₃,₈₀₀ 円＋税）

刊行以来，同著者の「感覚統合と学習障害」
（絶版）と併せ読み
つがれている本書は，感覚統合療法が子どもの発達にいかに重
要かを，Ayres 自身が両親や専門外の人々に向けてわかりやす
く解説した入門書．
本書によって感覚統合理論の発達障害への応用の方向性が示さ
れた画期的な著作．
ISBN 978-4-7639-2104-8

神経発達学的治療と感覚統合理論

セラピストのための実践的アプローチ

Erna I. Blanche 他・著／高橋智宏 監訳／佐野幹剛
₂₀₀₁・A₄・₁₈₂ 頁・定価（本体 ₄,₅₀₀ 円＋税）

訳

神経発達学的治療（NDT）と感覚統合理論を組み合わせて効
果的に用いるアプローチについて紹介．脳性麻痺，ダウン症候
群，自閉症などの子どもたちへの適用を紹介している．巻末に
は，子どもが興味を持って取り組むことができる29の活動プロ
グラムが提示されており，臨床ですぐに活用できる．
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ISBN 978-4-7639-2131-4

発達支援学：
その理論と実践

育ちが気になる子の子育て支援体系
加藤正仁・宮田広善 監修／全国児童発達支援協議会
₂₀₁₁・B₅・₅₁₂ 頁・定価（本体 ₄,₈₀₀ 円＋税）

編集

我が国の子どもの育ちに関わるさまざまな問題を
乗り越えていくために，力の結集を!

子どもとその家族の理解，その支援のために適切な視点や気づきを提供
し，有効な技法や情報を提供するために編まれた「発達支援学」の総合的
な入門書．
本書は，子どもの発達支援に関わるこれまでの理論や技法を整理し，その
全体像を見渡せるように編集されている．
◉ 主要目次

発達支援の意味と役割／発達支援の技法と理論／発達支援の日常実践／発達支
援に関わる制度／発達支援と医療（「障害児医療」について／障害の発見から発
達支援の開始へ／基礎疾患／日常の健康管理について／感染症対策／合併症と
その対応／重症心身障害児／救急対応／遺伝相談 など）

ISBN 978-4-7639-4006-3

愉しく食べる

食事に個別の配慮と援助を必要とする
こどもさんとその家族の方へ
野藤弘幸・藤井敏江・長谷川理惠・櫻庭 修
₂₀₀₃・B₅・₁₀₄ 頁・定価（本体 ₁,₈₀₀ 円＋税）

著

「自分で食べたいな」の支援に向けて，家族・援助者のために
59 の Q&A で支援のポイントを解説．わかりやすいイラストで
姿勢やメニューなど食事にまつわる生活全般に対する注意点を
コンパクトにまとめた．
ISBN 978-4-7639-4009-4

いのちのケア

子どもの生と死に向き合う医療と療育
武田康男 編
₂₀₁₂・A₅・₁₆₈ 頁・定価（本体 ₁,₈₀₀ 円＋税）

子どもの誕生，それは家族にとって祝福に満ちた人生の出発の
ときである．しかし，誕生と表裏一体の問題として死が存在す
ることも事実である．
「グリーフケア（悲嘆のケア）
」の現状と
その支援について，専門家がケアのありかたについて述べると
ともに，いのちと向き合う経験をした親による手記を収めた．
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ISBN 978-4-7639-4013-1

どうして普通に
できないの！

「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独
こだま ちの 著
₂₀₁₇・A₅・₁₅₆ 頁・定価（₁,₅₀₀ 円＋税）

「普通」って一体なんだろう…
著者の苦悩が私たちすべてに向ける問い

著者は「普通になること」を幼い時からめざしてきたが，いつ何をどうす
れば「普通」なのか分からないままに努力を重ねてきた．違和感，孤独，
不安を抱えながら「気が遠くなるほど」行った「自分分析」に加え，自分
とタイプの違うアスペルガー症候群の娘と定型発達の息子を育てるなかで
自分なりに解釈した「特性」についても記している．
◉ 主要目次

私が思う自閉圏の本質／先の見えない躓きの日々－私の歩み（「普通」の呪縛のは
じまり・コピーはただのコピー・自由な環境で路頭に迷う・
「社会人」の期日・結婚
して発見した彼・全力で「母親」をやってみる・藁を摑んで振り出しに戻る・診断
書という「免許」
・あの頃のまるで私）

ISBN 978-4-7639-4008-7

無限振子

精神科医となった自閉症者の声無き叫び
Lobin H. 著
₂₀₁₁・A₅・₁₆₀ 頁・定価（本体 ₁,₈₀₀ 円＋税）

精神科医であり「受動型」の自閉症である著者が，30 代にして
診断を受け 0 歳から生き直し始めるまでの自らの経験を，分析
的視点を交えて綴った貴重な記録．
さらに，最大のサポーターである精神科医と，最大の理解者で
あるセラピストが，著者についてまた自閉症について解説する．
ISBN 978-4-7639-4007-0

自閉症とその関連症候群の子どもたち
学級・セラピーの現場でできること

Johanna M. Anderson 著／小越千代子 訳
₂₀₀₄・A₅・₁₀₈ 頁・定価（本体 ₂,₀₀₀ 円＋税）

日常生活における感覚刺激の重要性を認識し，自閉的な子ども
たちをよりよく理解し援助していくために，親や教師はどのよ
うに子どもたちに接し，どのような感覚刺激を用いればよいか
が，わかりやすく簡潔にまとめられている．学校の授業やセラ
ピーの現場ですぐに応用できるアイデアを豊富に収録．
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ISBN 978-4-7639-1081-3

医療スタッフのための

心の生物学入門
廣中直行 著
₂₀₁₆・A₅・₂₅₆ 頁・定価（本体 ₂,₅₀₀ 円＋税）

心の輪郭をつかむ！
医療の現場で生まれる心の葛藤に，
「心」の科学という光をあてる
医療，看護，リハビリテーションの現場で生まれる心の葛藤の諸相を現代
の心理学はどこまで説明できるだろうか？ 生物学的心理学の研究で著名
な筆者が，医療現場で生まれる心の問題に正面から切り込んだ科学読み
物．この著者ならではの率直で軽妙な語り口によって，高度な脳科学の知
識がわかりやすく理解できる．正統的な心理学の流れを忠実にレビューし
た心理学小史を踏まえ，さらに現代の心理学（脳科学）が人間の「心」の
何を解き明かし，いまなお何が謎のままなのかを解説した本格的な内容．
その場限りのカウンセリング技術では解決できない，だから納得できない
医療従事者の心の葛藤を，脳の働きというサイエンスを手がかりに乗り越
えていくための実用的な知識の使い方がわかりやすく解説されている．

ISBN 978-4-7639-6023-8

苦悩することの希望
専門家のサファリングの人類学

浮ヶ谷幸代 編著
阿部年晴・沖田一彦・加藤直克・田中大介・福冨
星野 晋・松繁卓哉・山上実紀 共著
₂₀₁₄・菊・₂₉₄ 頁・定価（本体 ₃,₅₀₀ 円＋税）

律・

「苦しみ」の理由を問い直すために
医療人類学からの提言

保健医療福祉の当事者とは患者であり，そしてそうした人々と出会う専門
家でもある．従来，医療人類学では病気をめぐる患者の苦悩が主要な研究
テーマであった．けれども本書では，その枠組から踏み出て，専門家の苦
悩をテーマに，専門家が直面しているもやもやとした得体の知れない苦し
さの理由を専門家自らが自分に問いかける手がかりを模索する．多様な角
度から専門家の苦悩について考察したユニークな提言．
◉目次

医療専門家の苦悩をいかに解き明かすか？／ケアはいつケアとなるか／生活の場
からの発想／医師の役割意識と苦悩／理学療法士のサファリング／「かかわりの
専門職」の体験する苦悩と可能性／「ご遺体」は最初の患者である／葬儀業の
仕事にみる専門家のケアとサファリング／現代の対人援助専門職のサファリング／
「適度な距離」の模索～医療専門家のサファリングの創造性

ISBN 978-4-7639-6014-6

パワフル・プラセボ

古代の祈禱師から現代の医師まで
Arthur K. Shapiro・Elaine Shapiro 著
赤居正美・滝川一興・藤谷順子 訳
₂₀₀₃・A₅・₃₆₈ 頁・定価（本体 ₄,₀₀₀ 円＋税）

医療者は，治療の意味や効果をどのように明確にすることがで
きるのか． 現代医学の歴史はプラセボとの闘いの歴史であっ
た．EBM や医療倫理といった医学の今日的問題を読み解く最
も本質的な手がかりは，プラセボをめぐる議論の中にある．
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ISBN 978-4-7639-6026-9

希望をくれた人

パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル
宮崎恵理 著
₂₀₁₆・A₅・₃₃₀ 頁・定価（本体 ₂,₈₀₀ 円＋税）

障害者アスリートの努力の源にいる
のはどんな人たちなのか─

選手たちの述懐を通して，その真摯な姿を浮き彫りにする．
◉ 主要目次

第一章 ● 走る義足で可能性を育む［義肢装具士・臼井二美男／陸上競技選手・鈴木徹／
陸上競技選手・谷真海／自転車競技選手・藤田征樹］ 第二章 ● 可能性を追求してチャ
レンジする［医師・近藤国嗣／車いすバスケットボール選手・土子大輔］ 第三章 ● 対話
型トレーニングで気づきを促す［パーソナルトレーナー・齊藤登／車いすバスケットボール
選手・増渕倫巳］ 第四章 ● 輝ける場所をつくる［理学療法士・橘香織／車いすバスケッ
トボール選手・萩野真世］ 第五章 ● 体験させて世界を広げる［バラエティクラブジャパ
ン・千葉祗暉／アルペンスキー選手・村岡桃佳］ 第六章 ● 火をつけて燃え上がらせる

［視覚特別支援学校教諭・寺西真人／競泳選手・河合純一／ゴールボール選手・信澤用秀］
第七章 ● 意志を探って道を示す［生涯スポーツ学教授・野村一路／アルペンスキー選
手・小池岳太］ 第八章 ● 声をかけ続けていく［障害者スポーツ推進専門員・増田和茂／
車いすテニス選手・上地結衣］ 第九章 ● 耳を傾けて真意を探る［理学療法士・社会福
祉士・三野敏美／陸上競技選手・廣道純］ 第十章 ●きっかけをつくって支える［養護学
校教諭・渡辺孝次／元・クロスカントリースキー・バイアスロン選手・井口深雪］

ISBN 978-4-7639-6017-7

快食・快便・快眠の行動学
生活習慣病と薬物

田所作太郎 著
₂₀₀₅・A₅・₂₅₂ 頁・定価（本体 ₂,₄₀₀ 円＋税）

「健康指向」
「不健康・病」をめぐる私たちの行動の理由や問題
点を，身近なトピックから解説した医学エッセイ．自らの加齢
や患者体験も踏まえ「全人的医療」の精神をもって綴る．人間
行動の変化に日々接し，その理解に努める看護師・介護士・薬
剤師・作業療法士・理学療法士に有効なアドバイスを提供．
ISBN 978-4-7639-6010-8

医療と人間行動学

田所作太郎 著
₂₀₀₀・A₅ 変形・₁₉₄ 頁・定価（本体 ₂,₄₀₀ 円＋税）

医学教育，医療現場に必携の基本テキスト．
人間行動に関する著書は多いが，医療に直結した人間行動を論
じた書は数少なく読みにくい．本書は，食べる，飲む，眠る，
学ぶ，遊ぶ，息抜きする等，人間の振る舞いの根本と考えられ
る行動の理由と意味を行動学によって解き明かし，保健・医療
に携わる人向けに読みやすく書き起こした一冊である．
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ISBN 978-4-7639-5027-7

血液浄化療法 最新刊
ハンドブック 2020
透析療法合同専門委員会 企画・編集
₂₀₂₀・B₅・₄₆₈ 頁・定価（本体 ₅,₈₀₀ 円＋税）

透析技術認定士をめざす人の，
必携・必読の指定テキスト

本書は，透析療法合同専門委員会が主催する透析技術認定士認定講習会及
び認定試験のテキストであり，透析技術認定士をめざす臨床工学技士，看
護師にとって文字通り必読書である．技術も背景的知識も身につくよう，
臨床の第一線で活躍する医師・技士によって必要かつ簡潔・網羅的にまと
められており，現職スタッフにも新たな知識の学習や確認に有用．
◉ 主要目次

知っておきたい先人達の軌跡と歴史／透析技術認定士の現況と役割／血液浄化
療法の工学的基礎知識／血液透析機器・装置／安全対策／透析室の感染対策／
血液浄化療法の基礎と技術／腎臓病（腎不全）の病態と症状／急性血液浄化／慢
性透析療法／小児患者に対する透析／長期透析に伴う合併症／薬物療法と食事
療法／臨床検査／腎移植／腎不全患者の心理的ケア／透析療法における倫理的
問題／透析患者への看護／血液浄化療法の現況／透析と医療経済／次元と単位
の取り扱い方

ISBN 978-4-7639-6015-3

「研究方法」入門

アイデアを研究にするための 13 の講義
小林宣泰 著
₂₀₀₆・A₄・₁₈₈ 頁・定価（本体 ₄,₇₀₀ 円＋税）

天才のインスピレーションよりも凡才の地道なトレーニングこ
そが大事．13 回の講義を通して，論理的に考えること，論理的
に表現すること，そして論理的に読んだり聞いたりすることの
秘訣を紹介．新聞記事，広告，漫画など身近な実例を多数収録．

ISBN 978-4-7639-6011-5

保健・医療のための研究法入門
発想から発表まで

Diana M. Bailey 著／朝倉隆司 監訳
₂₀₀₁・A₄ 変形・₃₂₀ 頁・定価（本体 ₅,₄₀₀ 円＋税）

研究は，問いかけ，答えを求める方法論がわかれば誰にでもで
きる身近なものだ．トピックの発見から論文作成・投稿まで，
保健医療の専門家や学生が，研究とは何かを理解し，そこに楽
しみを見出し，最後までやり遂げられるようにデザインされて
いる．豊富な実例を通して丁寧に解説．
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常備店一覧
北海道
札幌

小樽
釧路
旭川
函館
北見
東北
弘前
盛岡
仙台

秋田
山形
郡山

関東
茨城稲敷
つくば
壬生
下野
大田原
前橋

高崎
太田
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紀伊國屋書店・札幌本店
MARUZEN & ジュンク堂書店・札幌店
三省堂書店・札幌店
丸善・札幌医科大学売店
丸善・キャンパスショップHIT店（北海道工業大学内）
コーチャンフォー・美しが丘店
コーチャンフォー・ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー・新川通り店
喜久屋書店・小樽店
コーチャンフォー・釧路店
ジュンク堂書店・旭川店
コーチャンフォー・旭川店
昭和書房
コーチャンフォー・北見店

ジュンク堂書店・弘前中三店
東山堂・都南店 北日本医学書センター
ジュンク堂書店・盛岡店
アイエ書店
丸善・仙台アエル店
福祉工房書店・国見堂
ジュンク堂書店・秋田店
高陽堂書店
岩瀬書店・富久山店
ジュンク堂書店・郡山店

志学書店・県立医療大学売店
丸善・筑波大学医学専門学群書籍部
ACADEMIA イーアスつくば店
廣川書店・獨協医科大学店
大学書房・自治医科大学店
国際医療福祉大学・書籍売店
群馬大学生協・昭和店
紀伊國屋書店・前橋店
戸田書店・前橋本店
ブックマンズアカデミー・前橋店
戸田書店・高崎店
ブックマンズアカデミー・高崎店
ブックマンズアカデミー・太田店

011-231-2131
011-223-1911
011-209-5600
011-616-0057
011-688-0017
011-889-2000
011-817-4000
011-769-4000
0134-31-7077
0154-46-7777
0166-26-1120
0166-76-4000
0138-54-3316
0157-26-1122

0172-34-3131
050-3795-0876
019-601-6161
022-738-8670
022-264-0151
022-271-8979
018-884-1370
023-631-6001
024-936-2220
024-927-0440

029-887-6317
029-858-0424
029-868-7407
028-286-2960
028-544-8061
028-722-2553
027-233-9558
027-220-1830
027-223-9011
027-280-3322
027-363-5110
027-370-6166
0276-40-1900

毛呂山
さいたま
越谷
熊谷
千葉

文光堂書店・埼玉医科大学店
三省堂書店・大宮店
佃文教堂・埼玉県立大学売店
戸田書店・熊谷店
志学書店
三省堂書店・そごう千葉店
くまざわ書店・ペリエ千葉本店
津田沼
丸善・津田沼店
船橋
ジュンク堂書店・南船橋店
流山
紀伊國屋書店・流山おおたかの森店
市原
紀伊國屋書店・帝京平成大学ブックセンター
日本橋
丸善・日本橋店
神保町
三省堂書店・神保町本店 MBC
御茶ノ水 丸善・お茶の水店
八重洲
八重洲ブックセンター・本店
丸の内
丸善・丸の内本店
有楽町
三省堂書店・有楽町店
新宿
紀伊國屋書店・新宿本店
ブックファースト・新宿店
三省堂書店・東京女子医科大学店
大森
東邦稲垣書店
丸善・東邦大学大森店
池袋
ジュンク堂書店・池袋本店
三省堂書店・池袋本店
渋谷
MARUZEN & ジュンク堂書店・渋谷店
板橋
文進堂書店
吉祥寺
ジュンク堂書店・吉祥寺店
三鷹
丸善・キャンパスショップ杏林大学井の頭店（杏林大学内）
立川
オリオン書房・ノルテ店
ジュンク堂書店・立川高島屋店
多摩
丸善・多摩センター店
稲城
コーチャンフォー・若葉台店
横浜
有隣堂・医学書センター
有隣堂・横浜駅西口店医学書センター
紀伊國屋書店・横浜店
三省堂書店・新横浜店
ACADEMIA 港北店
川崎
丸善・ラゾーナ川崎店
藤沢
ジュンク堂書店・藤沢店
相模原
有隣堂・医学書センター北里大学病院店
オオヌマ・北里大学売店
中部
山梨

明倫堂書店・甲府店
ジュンク堂書店・岡島甲府店

049-295-2170
048-646-2600
048-973-5311
048-599-3232
043-224-7111
043-245-8331
043-202-2900
047-470-8311
047-401-0330
04-7156-6111
0436-74-5567
03-6214-2001
03-3233-3312
03-3295-5581
03-3281-1815
03-5288-8881
03-5222-1200
03-3354-0131
03-5339-7611
03-3203-8346
03-3766-0068
03-5753-1466
03-5956-6111
03-6864-8900
03-5456-2111
03-3964-3305
0422-28-5333
0422-48-3571
042-522-1231
042-512-9910
042-355-3220
042-350-2800
045-261-1231
045-311-6265
045-450-5901
045-478-5520
045-914-3320
044-520-1869
0466-52-1211
042-778-5201
042-778-8006

055-274-4331
055-231-0606
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松本
長野
新潟

長岡
富山
金沢
福井
岐阜
静岡
浜松

豊明
名古屋

長久手
西春日井
近畿
津
大津
京都
大阪

羽曳野
高槻
神戸

56

明倫堂書店
MARUZEN・松本店
平安堂・長野店
考古堂書店
紀伊國屋書店・新潟店
ジュンク堂書店・新潟店
宮脇書店・長岡店
Books なかだ・本店 専門書館
紀伊國屋書店・富山店
前田書店
金沢ビーンズ・明文堂書店
勝木書店・福井大学医学部売店
勝木書店・新二の宮店
丸善・岐阜店
自由書房・EX 高島屋店
MARUZEN & ジュンク堂書店・新静岡店
戸田書店・静岡本店
ガリバー
谷島屋・浜松本店
未来屋書店・浜松市野店
丸善・藤田医科大学売店
大竹書店
三省堂書店・名古屋本店
ジュンク堂書店・名古屋店
MARUZEN・名古屋本店
紀伊國屋書店・mozo ワンダーシティ店
丸善・愛知医科大学売店
紀伊國屋書店・名古屋空港店

0263-35-4312
0263-31-8171
026-224-4545
025-229-4050
025-241-5281
025-374-4411
0258-31-3700
076-492-1197
076-491-7031
076-261-0055
076-239-4400
0776-61-3300
0776-27-4678
058-297-7008
058-262-5661
054-275-2777
054-205-6111
053-433-6632
053-457-4165
053-467-1330
0562-93-2582
052-262-3828
052-566-6801
052-589-6321
052-238-0320
052-506-7671
0561-62-3311
0568-39-3851

ワニコ書店
大垣書店・大津一里山店
丸善・京都本店
大垣書店・イオンモール KYOTO 店
神陵文庫・大阪支店
紀伊國屋書店・梅田本店
紀伊國屋書店・グランフロント大阪店
MARUZEN & ジュンク堂書店・梅田店
ジュンク堂書店・大阪本店
ジュンク堂書店・近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店・難波店
旭屋書店・なんば CITY 店
神陵文庫・大阪府立大学羽曳野キャンパス店
ジュンク堂書店・高槻店
神陵文庫・本社

059-231-3000
077-547-1020
075-253-1599
075-692-3331
06-6223-5511
06-6372-5821
06-7730-8451
06-6292-7383
06-4799-1090
06-6626-2151
06-4396-4771
06-6644-2551
072-958-8661
072-686-5300
078-511-5551

姫路
橿原
和歌山
中国
出雲
岡山

倉敷

広島

福山
宇部
四国
徳島

高松

丸亀
松山
東温
高知

神戸大学生協・医学部店
ジュンク堂書店・三宮店
紀伊國屋書店・兵庫医療大学 BC
学院書店
ジュンク堂書店・姫路店
紀伊國屋書店・姫路獨協大学 BIC 店
奈良栗田書店
神陵文庫・和歌山店

078-791-7502
078-392-1001
078-304-3116
078-974-1734
079-221-8280
079-222-0852
0744-22-8657
073-444-7766

島根井上書店
神陵文庫・岡山営業所
泰山堂書店・鹿田本店
丸善・岡山シンフォニービル店
紀伊國屋書店・クレド岡山店
啓文社・岡山本店
未来屋書店・岡山店
泰山堂書店・川崎医大店
丸善・川崎医療福祉大ブックショップ
喜久屋書店・倉敷店
井上書店
神陵文庫・広島営業所
MARUZEN・広島店
ジュンク堂書店・広島駅前店
紀伊國屋書店・ゆめタウン広島店
フタバ図書・TERA 広島府中店
フタバ図書・アルティ福山本店
井上書店

0853-22-6577
086-223-8387
086-226-3211
086-233-4640
086-212-2551
086-805-1123
086-803-5571
086-462-2822
086-462-1557
086-430-5450
082-254-5252
082-232-6007
082-504-6210
082-568-3000
082-250-6100
082-561-0771
084-973-8780
0836-34-3424

久米書店
久米書店・医大前店
紀伊國屋書店・徳島店
宮脇書店・本店
宮脇書店・南本店
宮脇書店・総本店
紀伊國屋書店・丸亀店
新丸三書店・本店
ジュンク堂書店・松山店
新丸三書店・愛媛大学医学部店
金高堂・本店
金高堂・朝倉ブックセンター

088-623-1334
088-632-2663
088-602-1611
087-851-3733
087-869-9361
087-823-3152
0877-58-2511
089-955-7381
089-915-0075
089-964-1652
088-822-0161
088-840-1363

九州／沖縄
北九州
井上書店・小倉店

093-533-5005
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福岡

久留米
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
都城
鹿児島

沖縄
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ブックセンタークエスト・小倉本店
喜久屋書店・小倉店
九州神陵文庫・本社
紀伊國屋書店・福岡本店
ジュンク堂書店・福岡店
丸善・博多店
紀伊國屋書店・久留米店
紀伊國屋書店・佐賀店
紀伊國屋書店・長崎店
金龍堂・まるぶん店
紀伊國屋書店・熊本はません店
九州神陵文庫・大分営業所
紀伊國屋書店・アミュプラザおおいた店
未来屋書店・宮崎店
田中書店・イオンモール都城駅前店
九州神陵文庫・鹿児島営業所
ジュンク堂書店・鹿児島店
ブックスミスミ・オプシア
琉球光和考文堂
ジュンク堂書店・那覇店

093-522-3924
093-514-1400
092-641-5555
092-434-3100
092-738-3322
092-413-5401
0942-45-7170
0952-36-8171
095-811-4919
096-356-4733
096-377-1330
097-549-3133
097-515-5050
0985-77-7507
0986-51-4488
099-225-6668
099-216-8838
099-813-7012
098-945-5050
098-860-7175
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【あ】
赤ちゃんの運動発達 34
新しい装具学 21
アテトーゼ・失調・低緊張の評価と治療 34
アドバンスシリーズ／コミュニケーション障害の臨床
第 2 巻 吃音 45
第 3 巻 脳性麻痺 45
第 4 巻 運動性構音障害 45
第 5 巻 失語症 45
第 6 巻 口蓋裂・構音障害 45
第 7 巻 聴覚障害 45
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●
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●

●
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【い】
一日 10 分 家庭で行う手のリハビリ 36
いのちのケア 49
イラスト・フル活用 失語症の日常会話訓練 44
医療と人間行動学 52
【う】
運動制御と運動学習（基礎研究論文集 第 1 集） 39
運動の生物学 改訂第 2 版 13
【え】
エガース・片麻痺の作業療法 原著第 2 版
【お】
音楽家医学入門
音楽家の手 21

36

言語聴覚士のための パーキンソン病のリハビリテー

ションガイド 42
言語聴覚療法 臨床マニュアル 改訂第 3 版
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【こ】
恋する塵 14
構音訓練のためのドリルブック 改訂第 2 版 46
構音訓練のためのドリルブック［プリント作成ソフト］
46
構音訓練に役立つ 音声表記・音素表記 記号の
使い方ハンドブック 47
構音と音韻の障害 40
構音障害の治療 41
高次脳機能検査の解釈過程 19
高次脳機能障害者の世界 改訂第 2 版 19
高次脳機能障害のための認知リハビリテーション 19
心の生物学入門 51
子どもの発達と感覚統合 48
子どもの発達と認知運動療法 10
この道のりが楽しみ 41
コミュニケーションを学ぶ 17
【さ】
作業 ─その治療的応用 改訂第 2 版 30
作業の科学 Vol.1〜7 38
作業療法学全書 改訂第 3 版
第 1 巻 作業療法概論 27
第 2 巻 基礎作業学 27
第 3 巻 作業療法評価学 27
第 4 巻 作業治療学 1 身体障害 28
第 5 巻 作業治療学 2 精神障害 28
第 6 巻 作業治療学 3 発達障害 28
第 7 巻 作業治療学 4 老年期 28
第 8 巻 作業治療学 5 高次脳機能障害 28
第 9 巻 作業療法技術学 1 義肢装具学 29
第 10 巻 作業療法技術学 2 福祉用具の使い
方・住環境整備 29
第 11 巻 作業療法技術学 3 日常生活活動 29
第 12 巻 作業療法技術学 4 職業関連活動 29
第 13 巻 地域作業療法学 29
作業療法実践の仕組み 改訂第 2 版 30
作業療法実践のための 6 つの理論 30
●
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【か】
快食・快便・快眠の行動学 52
片手で料理をつくる 36
片麻痺 14
片麻痺の作業療法 36
片麻痺の人のためのリハビリガイド 9
片麻痺を治療する［Ⅰ］体幹 14
紙とペンでできる認知症診断術 6
感覚統合 Q&A 改訂第 2 版 48
感覚統合とその実践 第 2 版 48
関節可動域測定法 改訂第 2 版 23
【き】
Q&A きこえとことばの相談室 47
基礎作業学実習ガイド 30
機能的姿勢― 運動スキルの発達 34
希望をくれた人 52
筋感覚研究の展開 改訂第 2 版（基礎研究論文集
第 3 集） 39
筋膜リリース 34
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【し】
失語症訓練のためのドリル集
第 1 巻 語想起（名詞）の改善をめざす 44
第 2 巻 意味・音韻面から語想起（名詞）の
改善をめざす 44
第 3 巻 動作・状態を表す語（動詞・形容
詞・形容動詞）の改善をめざす 44
第 4 巻 漢字・仮名の改善をめざす 44
第 5 巻 文構成の改善をめざす 44
第 6 巻 長い文の理解の改善をめざす 44
第 7 巻 文作成と難しい語句の改善をめざす 44
第 8 巻 難しい内容表現の改善をめざす 44
第 9 巻 日常コミュニケーションの改善をめざす 44
失語症者の実用コミュニケーション 42
失語症の認知神経リハビリテーション 11
失語症臨床ガイド 42
失語症臨床の認知神経心理学的アプローチ 42
実習 ADL/APDL 31
自閉症とその関連症候群の子どもたち 50
写真でみる乳児の運動発達 35
重度失語症検査 45
シュルツ・上肢の痛みの評価法 23
上肢－上部体幹の機能改善 34
職業リハビリテーション学 改訂第 2 版 31
●
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【く】
苦悩することの希望 51
組みひも・作業療法への適用法 31
クライエント中心の作業療法 31
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【け】
頸髄損傷のリハビリテーション 改訂第 3 版 23
計測法入門 24
系統別・治療手技の展開 改訂第 3 版 24
外科領域リハビリテーション最新マニュアル 21
血液浄化療法ハンドブック2020 53
結核作業療法とその時代 37
「研究方法」入門 53
言語障害の研究入門 41
言語聴覚士のための AAC 入門 41
言語聴覚士のための 摂食嚥下リハビリテーションQ&A

59

事例でわかる 人間作業モデル 32
新・徒手筋力検査法 原著第 10 版 1
神経筋促通手技 改訂第 3 版 25
神経発達学的治療と感覚統合理論 48
身体障害の作業療法 改訂第 6 版 31
身体と精神 10

脳を学ぶ 改訂第 2 版 16
脳を学ぶ（2） 16
脳を学ぶ（3） 16
「のーさいど」から 18

【す】
図解 関節・運動器の機能解剖
下肢編 22
上肢・脊柱編 22
砂原茂一さんの『リハビリテーション』を読む 18
●

●

【せ】
精神医療は誰のため？ 33
精神科・身体合併症のリハビリテーション 26
精神疾患が合併していても身体リハビリテーショ
ンはできる！ 26
精神障害作業療法入門 改訂第 2 版 33
生存と自己表現のための知覚（基礎研究論文集
第 2 集） 39
切断のリハビリテーション 第 3 版 21
【た】
愉しく食べる 49
食べることのリハビリテーション 43

【へ】
ペイン・リハビリテーションを生きて 9
【ほ】
保健・医療のための研究法入門
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【ま】
マイオチューニングアプローチ入門 25
マニュアルセラピーに対するクリニカルリーズニングの
すべて 25
マリガンのマニュアルセラピー 原著第 5 版 25
【み】
右半球損傷 19
身ぶりで語ろう 33

【ち】
地域に根ざした作業療法 32
知覚のリハビリテーション 37
新 知覚をみる・いかす 37
治療的音楽活動のススメ 20
【て】
手と道具の人類史

【は】
はじめての言語障害学 41
発達支援学：その理論と実践 49
発達を学ぶ 17
バトラー・神経系モビライゼーション 25
パワフル・プラセボ 51
ハンドスキル 35

【む】
無限振子

50

【よ】
読み書き障害の克服 47
四本足のあしながおじさん 36

37

【ら】
ラーニングシリーズ IP（インタープロフェッショナル）
第 1 巻 IP の基本と原則 5
第 2 巻 教育現場で IPを実践し学ぶ 4
第 3 巻 はじめての IP 5
第 4 巻 臨床現場で IPを実践し学ぶ 4
第 5 巻 地域における連携・協働 事例集 5

【と】
疼痛の認知神経リハビリテーション 11
どうして普通にできないの！ 50
豚足に憑依された腕 8
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●

●

【な】
“ながら力”が歩行を決める 13

●

●

【に】
人間行動と皮質下機能（基礎研究論文集 第 4 集） 39
キールホフナーの人間作業モデル 改訂第 5 版 32
人間の運動学 2
認知運動療法 10
認知運動療法と道具 12
「認知運動療法」日記 18
認知運動療法へ（1）道具と治療 13
認知運動療法へ（2）臨床思考の手続きと治療 13
認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント
第3版 6
認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・
介護連携の秘訣 6
認知症ポジティブ！ 7
認知症予防 第 3 版 7
認知神経リハビリテーション入門 10
認知とは何か 12
「認知を生きる」ことの意味 12
【の】
脳卒中後のコミュニケーション障害 改訂第 2 版
脳のリハビリテーション
第 1 巻 中枢神経疾患 12
第 2 巻 整形外科的疾患 12
●

●
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【り】
理学療法・作業療法の SOAPノートマニュアル
第 2 版 23
理学療法ハンドブック 改訂第 4 版
全 4 巻セット 22
第 1 巻 理学療法の基礎と評価 22
第 2 巻 治療アプローチ 22
第 3 巻 疾患別・理学療法基本プログラム 22
第 4 巻 疾患別・理学療法の臨床思考 22
新版 リズム，音楽，脳 20
リハビリテーションのための 神経生物学入門 15
リハビリテーションのための 認知神経科学入門 15
リハビリテーションのための 脳・神経科学入門
改訂第 2 版 15
リハビリテーションのための 発達科学入門 35
リハビリテーション臨床のための脳科学 13
臨床のなかの対話力 8
臨床は、とまらない 9
臨床判断学入門 24
臨床評価指標入門 24
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わたしのからだをさがして 9
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新・徒手筋力検査法 原著第10版 ● 精神障害作業療法入門 改訂第2版 ● 認知症予防 第3版 読めば
ビリテーション ● 食べることのリハビリテーション 摂食嚥下障害の多感覚的治療 ● 新 知覚をみる
ビリテーションはできる! ● 言語聴覚士のための パーキンソン病のリハビリテーションガイド 摂
● 認知症ポジティブ! 脳科学でひもとく笑顔の暮らしとケアのコツ ● 臨床のなかの対話力 リハビ
ョン ● 失語症の認知神経リハビリテーション ● コミュニケーションを学ぶ ひとの共生の生物学 ●
ニングシリーズ IP/保健・医療・福祉専門職の連携教育・実践 第2巻 教育現場でIPを実践し学ぶ ●
● ラーニングシリーズ IP/保健・医療・福祉専門職の連携教育・実践
びはじめる人のためのIP入門
〒113-0033 東京都文京区本郷
3-21-10
実践 第5巻 地域における連携・協働 事例集 対人援助の臨床から学ぶIP ● 言語聴覚士のためのA
（代表）
電話 03-3818-2361
● 認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・介護連携の秘訣
対する支持的作業療法の経験
の見えない不安と孤独 ● 認知とは何か ● 片麻痺の人のためのリハビリガイド 感じることで動きが
ファックス 03-3818-2368（代表・編集部）
アのポイント 第3版 快一徹!脳活性化リハビリテーションで進行を防ごう ● 臨床は、とまらない
● 希望をくれた人 パラアスリートの背中を押した
（営業部）
練のためのドリルブック
［プリント作成ソフト］
03-3818-2847
のヒント ● 構音訓練に役立つ 音声表記・音素表記 記号の使い方ハンドブック ● 紙とペンででき
E-mail kyodo-ed@fd5.so-net.ne.jp（代表・編集部）
2版 ● 認知神経リハビリテーション入門 ● リハビリテーション・レポート 「認知運動療法」日記 ボ
● 失語症臨床の認知神経心理学的アプローチ
」を読む 遠いビジョンを読み直す
評価とリハビリテ
（営業部）
kyodo-se@fd5.so-net.ne.jp
てもボクは漫画家! ● 事例でわかる 人間作業モデル ● 精神医療は誰のため？ ユーザーと精神科医
ホームページ http://www.kyodo-isho.co.jp/
神科・身体合併症のリハビリテーション
総合的な治療計画から実践まで ● 苦悩することの希望 専
訂第3版 感覚器系─外皮/リンパ系/結合組織（非収縮組織）と筋系/関節系/神経系/その他の治療手
ション未来圏への旅 ● 身体障害の作業療法 改訂第6版 ● 森岡 周の
「脳」レクチャー・シリーズ 脳
版 ● 片麻痺 バビンスキーからペルフェッティへ ● この道のりが楽しみ 《訪問》言語聴覚士の仕事
庭で行う手のリハビリ ● 感覚統合Q&A 改訂第2版 子どもの理解と援助のために ● 高次脳機能障
物学入門 ● リハビリテーション臨床のための脳科学 運動麻痺治療のポイント ● 身体と精神 ロマ
ハビリテーション 統合的な神経心理学的アプローチ ● いのちのケア 子どもの生と死に向き合う
ーション：失語症を中心に 改訂第2版 ● リハビリテーションのための発達科学入門 身体をもった
音楽活動のススメ ● 発達支援学：その理論と実践 育ちが気になる子の子育て支援体系 ● 森岡 周
新版 リズム，
音楽，脳 神経学的音楽療法の科学的根拠と臨床応用 ● 無限振子 精神科医となった自
するクリニカルリーズニングのすべて ● 森岡 周の
「脳」レクチャー・シリーズ 脳を学ぶ2 写真家
ク 改訂第4版 第1巻 理学療法の基礎と評価 ● 理学療法ハンドブック 改訂第4版 第2巻 治療アプ
ハンドブック 改訂第4版 第4巻 疾患別・理学療法の臨床思考 ● イラスト フル活用 失語症の日常
巻 基礎作業学 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第3巻 作業療法評価学 ● マイオチューニングアプロ
作業療法学全書 改訂第3版 第4巻 作業治療学1 身体障害 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第5巻 作
全書 改訂第3版 第7巻 作業治療学4 老年期 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第8巻 作業治療学5
全書 改訂第3版 第10巻 作業療法技術学2 福祉用具の使い方，住環境整備 ● 作業療法学全書 改訂
技術学4 職業関連活動 ● 作業療法学全書 改訂第3版 第13巻 地域作業療法学 ● 手と道具の人類史
リガンのマニュアルセラピー 原著第5版 ● わたしのからだをさがして リハビリテーションでみつ
の提言 第2巻 整形外科的疾患 ● 右半球損傷 認知とコミュニケーションの障害 ● 職業リハビリテ
ション最新マニュアル ● 構音訓練のためのドリルブック 改訂第2版 ●「研究方法」入門 アイデアを
実践 第2版 ● 臨床判断学入門 ● 音楽家の手 臨床ガイド ● 認知運動療法と道具 差異を生みだす差
床ガイド ● セラピストのための基礎研究論文集 第3集 筋感覚研究の展開 改訂第2版 ● 快食・快便
動のポイントを学ぶ ● 認知運動療法へ・私の臨床ノート2 臨床思考の手続きと治療 ● 脳のリハビリ
質問とアドバイス ● 高次脳機能検査の解釈過程 知能，感覚‑運動，空間，言語，学力，遂行，記憶，注意
自閉症とその関連症候群の子どもたち 学級・セラピーの現場でできること ● 認知運動療法講義 ●
への適用法 治療・援助・評価の手引き ● 失語症臨床ガイド 症状別─理論と42症例による訓練・治
く食べる 食事に個別の配慮と援助を必要とするこどもさんとその家族の方へ ● パワフル・プラセ
学 作業の科学 Vol.4 ● 結核作業療法とその時代 甦る作業療法の原点 ● 切断のリハビリテーション
バンスシリーズ/コミュニケーション障害の臨床 第3巻 脳性麻痺 ● セラピストのための基礎研究
4巻 運動性構音障害 ● アドバンスシリーズ/コミュニケーション障害の臨床 第7巻 聴覚障害 ● 関
語症訓練のためのドリル集
第1巻 語想起（名詞）の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集
ご用命はぜひ当店へ
作・状態を表す語
（動詞・形容詞・形容動詞）の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集 第4巻
取り扱い店 第6巻 長い文の理解の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集
語症訓練のためのドリル集
現の改善をめざす ● 失語症訓練のためのドリル集 第9巻 日常コミュニケーションの改善をめざ
的アプローチ ● アドバンスシリーズ/コミュニケーション障害の臨床 第2巻 吃音 ● アドバンスシ
ニケーション障害の臨床 第5巻 失語症 ● 構音と音韻の障害 音韻発達から評価・訓練まで ● 保健
法 カナダ作業療法の展開 ● バトラー・神経系モビライゼーション 触診と治療手技 ● セラピストの
トマニュアル 問題志向型診療記録の書き方 第2版 ● 子どもの発達と認知運動療法 ● シリーズ/作
生のためのワークブック ● ボエーム・ワークショップ・公式テキスト アテトーゼ・失調・低緊張の
んの運動発達：絵でみる治療アプローチ ● ボエーム・ワークショップ・公式テキスト 誕生から1歳
認知運動療法 運動機能再教育の新しいパラダイム ● 写真でみる乳児の運動発達 生後10日から1
研究論文集 第1集 運動制御と運動学習 ● 重度失語症検査 ● ハンドスキル 手・手指スキルの発達
読み書き障害の克服 ディスレクシア入門 ● 作業療法実践のための6つの理論 理論の形成と発展
集 第5版 ● 臨床家による臨床家のための 構音障害の治療 ● ボエーム・ワークショップ・公式テキ
ク 改訂第3版 ● 図解 関節・運動器の機能解剖 上肢・脊柱編 ● エガース・片麻痺の作業療法 Bob
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