協同医書出版社

刊行書籍のご案内

五感の感覚認知や、記憶、学習、思考、言語な
どの高次脳機能を研究対象とする神経科学が、脳
の仕組みとその働きについて次々と新しい知識を私
たちに提供してくれるようになりました。こうした知

「脳科学と

リハビリテーショ
ン」

識はまた、私たちの「心」
に結びついた脳の機能とし

て議論されることも多くなりました。
「神経科学」
とい

う言葉にある
「神経」
という語がよく
「脳」
という語に置

き換えられて「脳科学」
と呼ばれるのも、脳の解剖学

的な仕組みや生理学的な働きにとどまらず、それが

森岡 周の

「脳」レクチャー・シリーズ

雑な神経系は一つの「脳」
という器官として統合され

て生き、その働きが私たちの「心」
やその動きを生み

出している、というとらえ方です。だとすれば、
「脳」

ISBN 978-4-7639-1049-3

脳を学ぶ

「ひと」がわかる生物学
森岡 周

著／紙工作モデル作製

一方、リハビリテーションにも長い歴史がありま

このリーフレットでは、小社刊行物の中から、認知神経科学
のリハビリテーションへの応用をテーマとして執筆された
書籍をご案内いたします。

ファックス：03-3818-2368（代表・編集部）

味で、
「脳科学」
の重要な一翼を担う領域として注目

されています。人間を「学習する主体者」
という観点
からその進化や発達の根本を理解し、そうした知識

技術に留まらず、脳科学の壮大な活用の現場として

03-3818-2847（営業部）

リハビリテーショ
ンに携わる人々の
「脳科学」の解説書シリーズ

リハビリテーションに活用するための視点と「てがかり」
を解説しました。基礎的な認知神経学的研究の世界と、
人間の生きた現場である臨床とを橋渡しするために生ま

郵便振替：00160-1-148631
E メール：kyodo-ed@fd5.so-net.ne.jp（代表・編集部）
Kyodo-se@fd5.so-net.ne.jp（営業部）

ホームページ：http://www.kyodo-isho.co.jp/

＊定価、送料などの表示は 2011 年 9 月現在のものです。定価は本
体価格に消費税 5％が加算されたものです（税込価格）。

＊掲載書籍は全国の書店で取り扱っております。店頭にない場合
にもご注文いただければお取り寄せいたします。
＊直接弊社へご注文いただく場合には送料をお申し受けすること
になります。ご注文の方法は下記のようにいくつかあります。
ご注文専用番号：電話 03-3818-2846／
ファックス 03-3818-2847／
E メール kyodo-se@fd5.so-net.ne.jp
・ご希望の書名・冊数とご氏名・ご住所を明記のうえ、書籍代金
に送料を加えた額を現金書留か郵便振替にてご送金下さい。
2 冊以上ご注文の場合は、お手数ですが送料の合計額（実費）を弊
社にご照会下さい（上記、ご注文専用番号）。
・書籍代金・送料「着払い」の宅急便コレクトサービスをご利用い
ただけます。
・弊社ホームページ上からもご注文いただけます。
ご注文の方法や掲載書籍の詳細は、弊社ホームページ

http://www.kyodo-isho.co.jp/

をご覧ください。

森岡 周

A5・174 頁・定価 2,100 円・送料 290 円

を通して、人と人、人と自然の繋がりを

付けました。紙工作作家が美しい造形

脳は記憶の世界（脳の全景；4 つの脳葉；神経系の発生；脳

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

A5・180 頁・定価 2,100 円・送料 290 円

本書は、シリーズ開始にあたって、特に

前著「脳・神経科学入門」
に続き、本書

リハビリテーションの解釈や実践の展開

ではリハビリテーションの臨床にいっそ

に大きく関わる知見を最優先に扱ったも

くあるために」
脳の社会性〜世界とのきずなを生み出す仕組み／大脳
新皮質が駆使する情報処理の循環／皮質前部（前頭連合野）
の仕組み

と連合線維のネットワーク／皮質前部（高次運動野）
の仕組みと連合線
維のネットワーク／皮質後部（感覚野）の仕組みと連合線維のネット
ワーク／皮質側部（言語野）
の仕組みと連合線維のネットワーク／など

リハビリテーションのための

神経生物学入門
森岡 周

著

（音の花束アンサンブル）
（全11曲）
デ・トン」
の演奏を収録しました
。
主要目次 音楽との出会い、楽器との出会い、アンサンブルとの出会

い／脳のビッグバンとしてのリズムの発生／空間はリズムによって統
治される〜時間と空間の結びつけ／時間・空間の組織化の神経ネッ
トワーク／時間・空間ネットワークによる意味作用／意味世界のイ
メージ化〜
「美」
を意識するためのネットワーク／音楽家の脳〜メタ道
具としての楽器と記譜法の発明、
「楽想（イメージ）」
という可塑的な
ツール、
「アンサンブル」
という共感の仕組み／音楽による再生〜運動
障害に対する音楽療法、記憶・情緒障害に対する音楽療法／など

CD 収録曲（収録時間 約 30 分）
：
「トリオソナタハ長調」
より第 3 楽章（クヴァンツ作
曲）
／
「二つの間奏曲」
より第 1 楽章、第 2 楽章（イベール作曲）／
「5 つの小品」
より
「バ

江（フルート）、飯島多恵（ヴァイオリン）、猿渡紀子（チェンバロ、ピアノ）

ISBN 978-4-7639-1053-0

運動の生物学

改訂第 2 版
臨床家のための脳科学
塚本芳久

著

A5・302 頁・定価 3,675 円・送料 340 円

ただ、結びあわせよ………
「生物学的運動学」へのいざない
リハビリテーションにおける運動学の基礎を、生物の細胞運動

の起源から脊椎動物の脳・神経機構による制御へと進化してき

音楽療法

「脳」
と「音楽」の緊密な関わりを活用し、
その実践応用を提案する
ISBN 978-4-7639-1062-2

ISBN 978-4-7639-1064-6

〈新版
新版〉
〉リズム
リズム、
、音楽
音楽、
、脳
神経学的音楽療法の
科学的根拠と臨床応用

マイケル・タウト 著／
三好恒明・頼島 敬・柿﨑次子・伊藤 智・糟谷由香・柴田麻美

治療的音楽活動のススメ
山崎郁子

音楽大学出身の作業療法士による音楽療法の実践的なガイド

訳

B5・224 頁・一部 4 色刷・定価 5,250 円・送料 340 円

ブックです。身体障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障

害、老年期障害といった障害種別ごとに対象者の抱える機能的

著者マイケル・タウトは神経学者である

な問題、生活上の問題を示し、音楽療法がそれらの問題の何を

楽学の教育者です。本書は人類の歴史

めるための研究プログラムの実例を示し、医療職と音楽療法士

う臨床のビジョン）
を一冊に整理・統合

繋ぐ領域に「神経学的音楽療法」
という

よって、音楽療法のいっそうの普及をめざすてがかりを提案して

す。またこの改訂では、文章の理解をよ

な著作として、日本語をはじめ多くの外

た道筋の理解に据え、人間の運動の特質を活かしたリハビリ

と同時に、自身がヴァイオリン奏者、音

床家のための発達科学入門、意識へと向か

とともにある
「音楽」
と人間の脳機能とを

グセラー
『運動の生物学』三部作（臨床家のための運動学入門、臨

新しいジャンルをつくりあげた記念碑的

し、内容を全面的に刷新した改訂版で

ンセプトについて「コラム記事」
でていね
いに解説しました。

感じることと動くこととは生命の営みの「原型」
である／
脳−神経システムの本質は情報システムである／人間の情報統合シ
ステム／スーパー・ニューラルネットワーク／情報統合システムは運
動行動や意識をどのように生み出すか／発達期における行為として
の運動／情報統合システムに対するリハビリテーション／
「意識」
へと
向かう臨床のビジョン／臨床を生きる
主要目次

著

A4・160 頁・定価 3,990 円・送料 340 円／巻末楽譜 4 色刷

（学習）
テーション
による運動機能回復の原理を提言します。ロン

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／

［近刊］2012 年刊行予定

クから日本の音楽まで、多彩なレパートリーをもつ「ブーケ・

（山田耕筰作曲）
（岡野貞一作曲）
（中山晋平作曲）
／
「春の小川」
／
「狸伝説」
…齊藤佐智

を付け、さらに昨今の脳科学のキーコ

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

われる音楽を生み出す脳の最新の理解

（キュイ作曲）
／
「組曲 季節の子供
ディナージュ」
、
「ノクターン」
、
「スケルツィーノ」
（髙橋喜治作曲）
〜儚きいのちめぐる歌」
より「花の子供」
、
「海の子供」
／
「赤とんぼ」

多く追加し、専門用語には脚注で解説

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

楽イメージの創造、音楽教育といった切

をレビューします。付録CDには、バロッ

国語に翻訳されています。 扱われてい

りスムースにするために新しい図版を数

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

対談を通して、楽器の奏法の習得、音

主要目次 写真集
「たからのうみの、たからもの」
を語る／
「人が人らし

も、仕上がりは満足していますね！（ごとう けい）

ます。

な変化として再現されている／運動学習は脳の複雑なシステムによっ
て実現されている／古い小脳の知見から新しい小脳の知見へ／身体
図式は空間認知によって生成される／運動イメージは身体図式に基
づいて生成される／運動イメージによって脳は活性化される／
「いか
に知るか」
というプロセスが脳の生物学的変化の決定権を握っている
／行為を生み出すための心的シミュレーション／言語記述は脳のシス
テムを監視・制御できる戦略である／科学的知見の解釈によってリハ
ビリテーション・パラダイムは変わるべきである

の魅力を追究してきた音楽家たちとの

を浮き彫りにします。

せたらいいんだって、そこが難問でしたけど…で

た脳機能の最重要テーマを網羅してい

主要目次 身体は脳の中で多重に、かつ可塑的に、そして生物学的

ソロ活動のかたわらアンサンブル音楽

り口から、時間と空間の総合芸術と言

と…脳ってその中があるでしょ？ それをどう見

を厳選し、その内容をレビューします。

と運動学習、運動イメージ、言語といっ

著

A4 変形・144 頁・定価 3,990 円・送料 290 円／演奏 CD

生み出す脳の五感と社会を生み出す力

脳をクラフトにするなんて、 最初はできるかな

う直接的に関わる認知神経科学の知見

のです。感覚と運動の統合、運動制御

森岡 周・齊藤佐智江・猿渡紀子・飯島多恵

た女流写真家、古谷千佳子さんの作品

重大な意味をもちつつあります。

広大、膨大な脳科学の知見の中から、特にリハビリテー
ションの評価や治療に活かすことのできる知識を厳選
し、その研究内容の正確な紹介とあわせて、その成果を

著

らに付録として、脳の紙工作モデルを

師（ウミンチュ）
とその家族の海辺の暮ら

で脳機能の回復に直接関わる領域であるという意

いても人間の脳や神経系についての探求が続けら

脳・神経科学入門

しに魅せられて東京から沖縄に移住し

頭連合野；頭頂連合野；前頭連合野と辺縁系；前頭連合野と他の連合野）

やリハビリテーションは医療分野での限られた専門

リハビリテーションのための

著

A4 変形・118 頁・定価 3,675 円・送料 290 円／写真集 4 色印刷

ながら、脳の働きを知るために必要不

の働きは結び合わせること（皮質と皮質下結合；言語野；高次視覚野；側

れたテキストの定番となったシリーズです。

株式会社 協同医書出版社
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-21-10
電話：03-3818-2361（代表）

森岡 周・古谷千佳子

アンサンブル・グループ
「ブーケ・デ・トン」との対話

海と大地の恵みの中で生きる沖縄の漁

幹；大脳基底核；左右半球の誕生；視床；大脳辺縁系；扁桃体；海馬）
／脳

について理解するために、リハビリテーションにお

ISBN 978-4-7639-1042-4

脳を学ぶ 3

写真家、古谷千佳子さんとの対話

可欠な知識を厳選して解説します。さ

主要目次

を臨床に活かそうという気運が高まっています。今

ために書かれた

脳を学ぶ 2

本シリーズの総論にあたるもので、人

戦したものです。

す。脳の疾患や傷害によって生じるさまざまな症状

れてきました。今、リハビリテーションは、治療の中

ISBN 978-4-7639-1063-9

美をもつ脳のペーパークラフト化に挑

時代
という私たちの欲求だとも言えるでしょう。

ISBN 978-4-7639-1061-5

間の脳の進化上の特質を浮き彫りにし

の

は何者か」
、そしてそれと共に
「あなたを理解したい」

ごとう けい

A4・70 頁・定価 2,940 円・送料 290 円／色刷り紙工作モデル

「脳科学とリハビリテーシ
ョ
ン」

について知ろうとする意欲を支えているのは、
「私と

見と照らし合わせながらレビューしていきます。私たちが
身近に理解し、そして感動できることがらを入り口、てが
かりにして、脳の働きとその意義を知ろうというシリーズ
です。

えている脳の働きやその意味を認知神経科学の最新の知

生み出す
「心」
あるいは
「心の動き」
に人々の探究心が

向かっていることを反映していると思われます。複

脳のことを知るためには、脳の何について知りたいのか
という興味が必要です。このシリーズでは、さまざまな表
現活動の現場で活躍している人々と対話し、その仕事の
魅力を浮き彫りにしていきながら、彼らの表現活動を支

るテーマは、認知神経科学はもとより、

哲学、美学、社会学と多岐にわたり、さらには脳機能障害をも

つ人々にとって必要とされる音楽による治療的効果を厳密な治

療技法の体系として提案している実践的なガイドブックでもあり

ます。

主要目次 リズムの構造：音楽における時間の本質／美学と精神生
物学／リズムの神経学的ダイナミクス／音楽の医学生物学的研究／
リズムによる運動制御の最適化／セラピーや医療のための音楽〜社
会科学から神経科学へ／感覚運動のリハビリテーションに神経学的
音楽療法／言語リハビリテーションにおける神経学的音楽療法／認
知リハビリテーションにおける神経学的音楽療法

改善するのかを示しました。さらに、音楽療法の効果検証を進

が互いの専門性のメリットを共同作業の中で活かし合うことに

います。

主要目次 音楽活動を治療的に用いるため
に対象者の抱える問題を理解する／障害に
応じた音楽活動を考える／音楽活動を効果
的に進めるために知っておきたい音楽の基
礎知識／対象者別音楽活動の治療過程／
音楽活動の効果／巻末資料：現場ですぐ
に使える楽譜（4 色刷）

「脳科学 とリハビリテーション」関連好評書のご案内

認知神経リハビリテーション（認知運動療法）のテキスト群
「脳科学」がもたらした最大の成果のひとつは、私たち
人間の脳が複雑で洗練されているがゆえにその障害の病
態もまた複雑であるということの反面、そうした障害か
らの回復のための力を秘めた可塑性が脳には備わってい

ISBN 978-4-7639-1019-6

運動機能再教育の新しいパラダイム
B5 変形・316 頁・定価 4,725 円・送料 340 円

フェッティは、「脳のブラックボックスこそ、リハビリテー
ションの最重要テーマだ」という視点から、最新の脳科学

に活用するための脳科学的なプログラムとして重要な意義
をもつものになります。イタリアの神経内科医カルロ・ペル

の知見を取り入れながら、リハビリテーションの新しい
治療理論の構築に挑みました。

ISBN 978-4-7639-1040-0

認知運動療法

カルロ・ペルフェッティ、宮本省三、沖田一彦

るということです。ですから、そうした人間の能力を信頼す
ることによって、リハビリテーションは脳の可塑性を治療的

著／小池美納 訳

「回復の科学」
としてのリハビリテーショ

ンを提言した認知神経リハビリテーショ

脳のリハビリテーション：
認知運動療法の提言［第 1 巻］

中枢神経疾患

カルロ・ペルフェッティ 編著／
沖田一彦・宮本省三 監訳／小池美納

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

カルロ・ペルフェッティ 編集／
宮本省三・沖田一彦 監訳／小池美納
訳

訳

A4・76 頁・4 色刷・定価 2,625 円・送料 290 円

認知運動療法の基礎理論を紹介し、身

B5 変形・220 頁・定価 4,200 円・送料 340 円

ンの最も基本的な書籍で、日本とドイ

認知運動療法の治療理論を具体的に

体と環境との相互作用をつくりだす治

ドイツ語版にはないペルフェッティの書

キーコンセプトとなる「運動イメージ」
の

法を解説したガイドブックです。

ツ語版にはない整形外科疾患に対する

れを治療に具体的に活用する方法を提

ツで同時出版されました。日本版には

き下ろしも収録されており、さらにドイ
認知運動療法の方法が、日本のセラピ

解説した書籍シリーズです。治療上の

療のための主要な道具の意味や使用方

神経学的な知見を解釈したうえで、そ

主要目次 刷新すること、自らを刷新して
いくこと／
「差異を生みだす差異」
を構築す
ること／認知理論／病理の解釈／訓練の
原理／訓練の段階／本書の理解を深める
ための推奨図書

言した臨床家のための書籍です。

ストによって解説されています。

主要目次 脳卒中片麻痺に対する認知運動療法（リハビリテーション理

論と運動療法）
／神経生理学における発見と認知運動療法／触覚から

空間へ／認知運動療法の基本原則／認知運動療法の実際／治療計
画／認知運動療法の応用（整形外科疾患に対する）

主要目次 序「生物学との闘い」
／運動イメージ（認知運動療法の要素と

しての運動イメージ；運動イメージ、心的表象と治療訓練；脳卒中片麻痺の

治療における運動イメージの活用）
／失行症の諸問題に対するリハビリ

ISBN 978-4-7639-1025-7

子どもの発達と
認知運動療法

パオラ・プッチーニ、カルロ・ペルフェッティ 著／
宮本省三・沖田一彦 監訳／小池美納 訳
B5 変形・288 頁・定価 4,725 円・送料 340 円

「認知運動療法〜運動機能再教育の新しいパラダイム」
の姉妹
編として刊行された発達障害に対する認知運動療法の基本書籍

です。本書はそれぞれが別個に歩んできた神経運動学と発達心
理学との融合から生まれたもので、発達障害の臨床ガイドに留

まらず、人間の運動発達を解説したすぐれた教科書でもあり
ます。

主要目次 発達期における行為としての運

動／行動評価と運動療法／視覚探索／手
の操作／歩行／空間と両手の協調：シス
テムモデルと相互作用モデル／用語解説
／心のなかの身体を育てる

テーションアプローチのために（失行症のリハビリテーション的解釈のため
の提言；リハビリテーションの問題としての失行症；失行症患者のための訓

練仮説；失行症に対する認知運動療法）
／小脳疾患に対する治療〜認知

器官としての小脳（リハビリテーション的解釈；リハビリテーションの視点か

らみた小脳機能の解釈）

シリーズ

「セラピストのための
基礎研究論文集」
基礎研究論文集
」
このシリーズは、セラピストが選者となって、さまざまな基礎研

臨床実践のためのガイドブック
宮本省三・沖田一彦

脳のリハビリテーション：
認知運動療法の提言［第 2 巻］
カルロ・ペルフェッティ 編著／
沖田一彦・宮本省三 監訳／小池美納

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
B5・430 頁・定価 6,510 円・送料 340 円

神経生理学、認知科学、リハビリテー
ション医学などの主要な研究領域から、運
動研究に関わる研究の成果をレビューし
ます。

［第 2 集］生存と自己表現のための

日本認知神経リハビリテーション学会

ているベーシックコースのレベルを想定

体性感覚の情報処理に関するテーマを

主要目次 手の病態と認知運動療法（手の

巧緻な把持動作における大菱中手関節〜リハ
ビリテーションの視点からの解釈と訓練／両手

ISBN 978-4-7639-6018-4

移植症例における認知運動療法／肩の病態と
認知運動療法
（肩の再教育を目指す運動療法の
ための序説；肩の整形外科的疾患に対する認
知運動療法）
／脊柱の病態と認知運動療法

（脊柱と認知；脊柱の整形外科的疾患に対する
認知運動療法）
／膝の病態と認知運動療法

（前十字靭帯再建術後の膝再教育における認知
運動療法）
ISBN 978-4-7639-1037-0

認知運動療法講義

著／小池美納 訳／宮本省三 編集

B5 変形・220 頁・定価 4,200 円・送料 340 円

イタリアの「認知神経リハビリテーショ
ンセンター」
の主任セラピストによる、3

年間にわたる来日講義の内容を編集

し、認知運動療法の理論的基盤、臨床

の方法、そして臨床研究の探求テーマ

までをわかりやすく解説した書籍です。
実際の講義内容をもとに作られている
本書は、認知運動療法のもっともわか

りやすい入門書でもあります。

主要目次 道具としての認知理論／認知運動療法の基本概念／片麻
痺の機能回復／認知運動療法における運動イメージの使用／失行症

に対する認知運動療法／小脳障害に対する認知運動療法／整形外
科疾患に対する認知運動療法／患者の意識経験を探る

ことの意味
「認知を生きる
認知を生きる」
」

［第 3 集］筋感覚研究の展開
〈改訂第 2 版〉
河上敬介
伊藤文雄

カランブローネから
リハビリテーションの地平へ
アルド・ピエローニ、ソニア・フォルナーリ
沖田一彦 編集

選
著

B5・490 頁・定価 6,300 円・送料 450 円

筋紡錘の生理学的研究の第一人者によ
るレビューです。改訂にあたって収録内容

著／小池美納 訳／

を刷新し、さらに痛みの分子生理学・遺伝

A5・98 頁・定価 1,575 円・送料 290 円

子レベルから臨床レベルまでの情報を大幅

本書は 2002 年に行われた認知神経リ

に増補しました。

ハビリテーション学会（旧 日本認知運動

療法研究会）の学術集会の特別講演の

記録とインタビューから構成された読み

物です。認知運動療法が生まれたイタ

リアのカランブローネ病院から始まるリ
ハビリテーションの改革の歴史を述べ

ながら、
「治療すること」
に関わる医療

者の認識の問題に重要な提言を行って

います。

主要目次 リハビリテーションにおける二つの扉／認知運動療法と神

経現象学／学習者としての患者の記述／など

著／宮森孝史 監訳

B5・312 頁・定価 5,250 円・送料 340 円

目に見えるし、触ることもできるこのか

従来、臨床では難問とされてきた右半

た…3 歳で脳梗塞を発症して左半身の

これまで行われてきた研究成果を広く

ピストの往復書簡という形で、障害を

めの具体的な情報を提供します。

ビリテーションの意味を浮き彫りにして

主要目次 右半球研究への道程／無視／
注意障害／プロソディの障害／言語的障
害／談話の障害／感情障害／評価／治療

らだが、ずっと私には見つけられなかっ

球損傷の病態とその対処法について、

概観し、治療やリハビリテーションのた

もつ本人と医療者の、それぞれのリハ
いきます。

高次脳機能障害とは
本人にとってどのよ
うな障害なのか
ISBN 978-4-7639-1052-3

高次脳機能障害者の世界
私の思うリハビリや暮らしのこと
山田規畝子

著／
［巻末解説］山鳥

脳の機能回復が
はじめてリハビリテーシ
ョ
ンの
ターゲッ
トとして検証され始めた
時期の労作
ISBN 978-4-7639-1015-8

脳損傷後の機能回復

重

A5・166 頁・定価 1,890 円・送料 290 円

治療・訓練の理論的根拠

著作で有名な著者が、全国のセラピス

パウル・バヒ=リタ

ハビリや暮らしの工夫にテーマを絞って

脳機能の回復にとって脳のもつ「可塑性」
が本格的に検証された

トから寄せられた質問に応える形で、リ
綴ったエッセイです。

ISBN 978-4-7639-6012-2

［第 4 集］人間行動と皮質下機能

書籍です。臨床経験と基礎研究の知見との一致点と未解明な
事柄を分析し、整理した労作です。

主要目次 脳損傷後の機能回復に関係あ
る神経解剖学的考察／成熟哺乳動物神経
系損傷後に起こる相互連絡可塑性の機序
／ヒトにおける大脳半球切除術および霊長
類における実験的小病巣作製後に見られ
る大脳機能の再構成／脳損傷とそのリハ
ビリテーションの動物モデル／脳による運
動支配：機能的再組織編成の可能性／脳
可塑性の神経薬理学的側面／シナプスに
おける薬理学的作用発揮の可能と思われ
るレベル：理論的考察／など

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・岩崎慎一・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
B5・358 頁・定価 6,300 円・送料 340 円

脳幹、大脳基底核、大脳辺縁系の構造と
機能を中心に、人間行動の発現と調整には
たす人間の脳皮質下機能をレビューします。

主要目次 高次脳機能障害者になるということはどういうことですか？
／山田さんの脳はどのように壊れているのですか？／障害についてご
本人にどうやって説明すればわかりやすいですか？／障害をもって以
来、脳の研究成果について興味をもたれているそうですが、日頃、ど
のようなことを通して勉強されていますか？／医療の専門家でなくて
もご本人や家族が脳について科学的な知識を得ることは必要と思い
ますか？／など

検査は
その人の何を伝えてくれるのか
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

チャールズ・ゴールデン、パトリシア・エスペ =ファイファー
櫻井正人 訳

著／

A5・308 頁・定価 3,990 円・送料 340 円

高次脳機能障害の評価のために使われ

ている神経心理学的バッテリーは、通

常、単独ではなく複数のものが同時に
使われます。本書は、複数の検査間の
関係性をきちんと踏まえ、それらを適切

に組み合わせ、検査結果を比較検討し
統合することで、対象者の病態を的確

に判断するための考え方を解説してい

ます。臨床での確認事項に留まらず、

研究デザインの際にも必須の知識とな

ります。

主要目次 神経心理学検査の比較（検査同士を比較する時に注意すべき

こと）
／施行と検査（検査の施行・採点の際に不正確・不適切になりがちな
問題）
／解釈（検査同士の関連づけと解釈の方法）

著／津山直一 訳

A5・366 頁・定価 4,725 円・送料 340 円

究に関わる研究の成果をレビューします。

門書です。

ISBN 978-4-7639-1034-9

認知とコミュニケーションの障害

中心に、視覚、触覚、聴覚などの感覚研

して、日本の著者によって書かれた入

訳

療法を具体的に提言する書籍です。

ペネロープ・メイヤー

著／大西成明 写真

A5・158 頁・定価 2,100 円・送料 290 円

B5・288 頁・定価 6,300 円・送料 340 円

（旧 日本認知運動療法研究会）が主催し

「中枢神経疾患」
の続編で、整形外科的疾患に対する認知運動

小川奈々・中里瑠美子

リハビリテーションでみつけたこと

『壊れた脳 生存する知』
をはじめとする
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

B5 変形・220 頁・定価 4,200 円・送料 340 円

右半球損傷

［第 1 集］運動制御と運動学習

編集

整形外科的疾患

わたしのからだをさがして

ISBN 978-4-7639-6007-8

知覚

ISBN 978-4-7639-3043-9

麻痺とともに生きてきた女性とそのセラ

ISBN 978-4-7639-6008-5

認知運動療法入門

大脳の半球化とともに生まれた
難問に挑む

ISBN 978-4-7639-1050-9

い著名な研究者に執筆をお願いして編まれた論文集です。

［解説した道具］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
ISBN 978-4-7639-1028-8

障害をもつ本人が考える
リハビリテーショ
ンの意味

究の中から最も知りたいテーマを選び、そのレビューにふさわし

B5 変形・370 頁・定価 4,725 円・送料 340 円

ISBN 978-4-7639-1041-7

フランカ・パンテ

基礎研究の知見を研究者の
書き下ろしで読むためのシ
リーズ

［近 刊］

記憶と運動との関わりを活用した
臨床評価技術を提案します！
ISBN 978-4-7639-1065-3

“ながら力
“
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

A5・140 頁・定価 2,100 円・送料 290 円

「転んじゃったら困るし…」
「でも、何もしないといいわけない

し…」
。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した。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
重課題を併用した実用的な臨床判断の方法を提案します。

