
（１）高齢者医療、看護の最前線

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 老年医学テキスト 日本老年医学会／編 2006 メジカルビュー社 493.18 ﾆﾎ 900966

2 高齢者の薬の使い方 大内 尉義／担当編集 2005 メジカルビュー社 493.18 ｵｵ 901004

3 高齢者の生活習慣病の診療の実際 井藤 英喜／担当編集 2004 メジカルビュー社 493.18 ｲﾄ 901005

4 認知症・うつ・睡眠障害の診療の実際 三木 哲郎／担当編集 2006 メジカルビュー社 493.75 ﾐｷ 901006

5
高齢者への包括的アプローチとリハビリテー
ション

鳥羽 研二／担当編集 2006 メジカルビュー社 493.18 ﾄﾊ 901009

6 高齢者の退院支援と在宅医療 大内 尉義／担当編集 2006 メジカルビュー社 493.18 ｵｵ 901010

7 老年病のとらえかた 大内 尉義／編集 2004 文光堂 493.18 ｵｵ 900993

8
高齢者の安全な薬物療法ガイドライン　２００
５

日本老年医学会／編集 2005 メジカルビュー社 493.18 ﾆﾎ 899870

9
医療・介護・福祉の個人情報保護ガイド　2005
年版

日本厚生協会出版部／編集 2005
日本厚生協会出
版部

498.16 ｲﾘ 867901

10 これからの高齢者医療 大久保 一郎（ほか）／著 2005 同友館 498 ｵｵ 898680

11 高齢者医療の最前線 小鯖 覚／著 森脇 里香／著 2005 三和書籍 493.18 ｺｻ 898545

12 寝たきりにさせない慢性期医療 坂本 勇二郎／著 2006 出版文化社 498 ｻｶ 902237

13 こんなときどうする?高齢者ケア　ポケット版 中島 洋子／編著 2006 照林社 492.92 ﾅｶ 903589

14 脳が語る高齢者ケアのこころ 齋藤 誠司／著 2006 太陽出版 493.75 ｻｲ 895941

15 老年看護の実践
大渕 律子／編 堀内 ふき／
編 金子 昌子／編

2006 メディカ出版 492.92 ｵｵ 898481

16 老年看護学 田中 マキ子／編著 2006 医学芸術社 492.92 ﾀﾅ 899714

17 高齢者のための高度専門看護
金川 克子／監修 野口 美和
子／監修

2005 中央法規出版 492.92 ｶﾅ 884923

18 地域・在宅における高齢者への看護
金川 克子／監修 野口 美和
子／監修

2005 中央法規出版 492.99 ｶﾅ 886717

19 高齢者に多い疾患の診療の実際 井藤 英喜／担当編集 2006 メジカルビュー社 493.18 ｲﾄ 901008

20 高齢者アセスメントマニュアル ジョセフ・J.ガロ（ほか）／著 2006 メディカ出版 493.18 ｶﾛ 890890

（２）認知症の医療、看護について

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 物忘れ外来ハンドブック 川畑 信也／著 2006 中外医学社 493.75 ｶﾜ 899757

2
認知症高齢者の訪問看護実践アセスメントガ
イド

大越 扶貴／編集 田中 敦子
／編集

2006 中央法規出版 492.99 ｵｵ 898502

3 認知症ケア・ターミナルケア
金川 克子／監修 野口 美和
子／監修

2005 中央法規出版 492.92 ｶﾅ 886705

4 高齢者リハビリテーションの新時代 伊藤 隆夫／編著 2005 厚生科学研究所 493.18 ｲﾄ 898906

5
よくわかるアルツハイマー病　実際にかかわ
る人のために

中野 今治／編集 水沢 英洋
／編集

2004 永井書店 493.75 ﾅｶ 901011

6
認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポ
イント

山口 晴保／編著 2006 協同医書出版社 493.75 ﾔﾏ 899706

7
家族と学ぶ認知症　介護者と支援者のための
ガイドブック

松本 一生／著 2006 金剛出版 493.75 ﾏﾂ 892790

8 認知症　１ 清水 允煕／著 清水 学／著 2006 黎明書房 493.75 ｼﾐ 898733

9 認知症　２ 清水 允煕／著 清水 学／著 2006 黎明書房 493.75 ｼﾐ 898548

10 認知症　３ 清水 允煕／著 清水 学／著 2006 黎明書房 493.75 ｼﾐ 898581

11 認知症のパーソンセンタードケア
トム・キットウッド／著 高橋
誠一／訳

2006 筒井書房 493.75 ｷﾂ 899774
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

12 認知症の薬物治療 河野 和彦／著 2006
フジメディカル出
版

493.75 ｺｳ 899004

13
認知症高齢者の心にふれるテクニックとエビ
デンス

藤田 和弘／監修 2006 紫峰図書 493.75 ﾌｼ 903018

14
認知症の予防と改善　音楽療法プログラムの
実践と効果

赤星 建彦／編著 赤星 多賀
子／編著

2006 音楽之友社 493.75 ｱｶ 907814

15 老年期精神障害
上島 国利／監修 朝田 隆／
編集担当

2006 メジカルビュー社 493.75 ｶﾐ 901014

（３）高齢者をめぐる取り組み～回想法、介護予防

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 回想法　思い出話が老化をふせぐ 矢部 久美子／著 1998 河出書房新社 493.75 ﾔﾍﾞ 745909

2
回想法ハンドブック　Q&Aによる計画、スキ
ル、効果評価

回想法・ライフレヴュー研究
会／編

2001 中央法規出版 493.75 ｶｲ 793717

3 写真でみせる回想法　シナリオ篇・解説篇
志村 ゆず／編 鈴木 正典／
編 伊波 和恵／[ほか]著

2004 弘文堂 493.75 ｼﾑ 861323

4 誰でもできる回想法の実践 田中 和代／著 2003 黎明書房 493.75 ﾀﾅ 840043

5 学習療法実践事例集
山崎 律美／編著 川島 隆太
／監修 道海永寿会／執筆

2005 日総研出版 493.75 ﾔﾏ 900454

6 介護予防コーディネーションの考え方
東京都高齢者研究・福祉振
興財団／監修

2006 ひかりのくに 369.26 ﾄｳ 899869

7
生活を活発にする介護予防リハビリテーショ
ン

藤原 茂／著 2005 青海社 493.18 ﾌｼ 899880

8 介護予防運動器の機能向上実践テキスト 佐竹 恵治／執筆代表 2006 中央法規出版 493.18 ｶﾜ 899874

9
介護予防と転倒予防のための楽しいレクゲー
ム45

今井 弘雄／著 2006 黎明書房 369.26 ｲﾏ 899752

10
保健師・看護師のための介護予防の知識と技
術

石垣 和子／監修 2005 中央法規出版 493.18 ｲｼ 881319

11 介護予防体力トレーニングマニュアル 白川 智子／著 2005 日総研出版 493.18 ｼﾗ 899886

12 介護予防サービス実践の手引
塩田 尚人／著 杉本 錬堂／
著

2006 日総研出版 369.26 ｼｵ 900468

13
介護予防アクティビティにも生かせる音楽療
法的音楽活動

北村 英子／著 2006 ひかりのくに 369.26 ｷﾀ 903030

14
介護予防入門　まちづくりから考える介護予
防

松田 晋哉／著 2005 社会保険研究所 369.26 ﾏﾂ 900446

15 施設でできるかんたん介護予防 斎藤 道雄／著 2007 かもがわ出版 369.26 ｻｲ 910773

（４）高齢者をめぐる取り組み～リハビリ、レクリエーション

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 車イス介助のしかたとレクリエーション&ダンス
前橋 明／編著 渡辺 則子／
著

2006 ひかりのくに 369.26 ﾏｴ 899865

2
高齢者も楽しい車椅子でできる健康体操&レ
ク

原田 律子／編著 2005 いかだ社 369.26 ﾊﾗ 898534

3
介護者のためのマンツーマンのレクリエーショ
ン

佐藤 喜也／文 紺野 香菜美
／絵

2005 不昧堂出版 369.26 ｻﾄ 899729

4 思いっきり笑える頭と体のゲーム&遊び集
三宅 邦夫／著 山崎 治美／
著

2006 黎明書房 369.26 ﾐﾔ 902933

5 うたいましょう!ポピュラーソング 北村 英子／著 2005 ひかりのくに 369.26 ｷﾀ 899054

6 高齢者のための生活場面別レクリエーション
高橋 紀子／編著 芸術教育
研究所／監修

2005 黎明書房 369.26 ﾀｶ 900448

7 高齢者のためのおもちゃで楽楽作業療法
松田 均／著 芸術教育研究
所／監修

2005 黎明書房 369.26 ﾏﾂ 898899

8 パーティ・イベント支援マニュアル 余暇問題研究所／著 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ﾖｶ 899769

9 外出プログラム支援マニュアル 余暇問題研究所／著 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ﾖｶ 898661

10 認知症高齢者キャンプマニュアル 石田 易司／著 2005 明石書店 369.26 ｲｼ 871317

11
閉じこもり予防のレクリエーション活動支援マ
ニュアル

余暇問題研究所／著 2006 ミネルヴァ書房 369.26 ﾖｶ 904664

12 パターン体操支援マニュアル 余暇問題研究所／著 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ﾖｶ 900504

13 筋トレ体操支援マニュアル 余暇問題研究所／著 2005 ミネルヴァ書房 369.26 ﾖｶ 900503
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

14
身近な道具でらくらく介護予防　50のアイディ
ア・ゲーム

斎藤 道雄／著 2005 かもがわ出版 369.26 ｻｲ 898552

15
デイ・ケアで手づくりグッズを!　60のアイディア
作品

伊藤 照美／著 国栖 晶子／
イラスト

2005 かもがわ出版 369.26 ｲﾄ 900502

16 高齢者の疾病別リハビリ体操 原田 律子／編著 2005 いかだ社 493.18 ﾊﾗ 898535

17 転倒予防体操のアクティビティ
東京都高齢者研究・福祉振
興財団／監修

2006 ひかりのくに 493.18 ｷﾑ 898483

18 手も心も動かして
枝常 弘／著 島村 亜希／著
八木 紘一郎／著

2005 筒井書房 369.26 ｴﾀ 899053

19 カジュアルリハビリテーションのすべて
大阪府立介護実習・普及セン
ター／監修

2006 医歯薬出版 493.18 ｵｵ 900479

20 要介護3・4・5の人のための在宅リハビリ 飯島 治／著 2006 医歯薬出版 369.26 ｲｲ 903044

21 在宅リハビリのすすめ
野村 恭三／著 森野 靖雄／
監修

2006 早稲田出版 369.26 ﾉﾑ 898686

（５）高齢者をめぐる取り組み～各種セラピー、施設建築、虐待防止

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 老後を動物と生きる
M.ゲング／[著] D.C.ターナー
／[著] 小竹 澄栄／訳

2006 みすず書房 369.26 ｹﾝ 907244

2
こんなおしゃれがしたかった　高齢者・障害者
のよそおい

小沢 洋子／著 2001 一橋出版 369.26 ｵｻ 805100

3 メークセラピスト養成講座 田島 みゆき／著 2006 同友館 369.26 ﾀｼ 904496

4
逆デイサービスのはじめ方　地域での暮らし
の継続を支援する

池田 昌弘／編 2005
地域生活サポー
ト研究所

369.26 ｲｹ 898580

5 個と向きあう介護　美容福祉へのいざない 西本 典良／編著 2006 誠信書房 369 ﾆｼ 899947

6
ボランティア・セラピー　要介護者の力が活き
る福祉のカタチ

木原 孝久／著 2005 中央法規出版 369.7 ｷﾊ 899753

7 映画、出前します 河崎 義祐／著 2003 毎日新聞社 369.26 ｶﾜ 841159

8
これからの高齢者住宅とグループホーム　北
欧・英国に学ぶ“終の棲み家”

井上 裕／著 2003 学芸出版社 526.36 ｲﾉ 835094

9
特別養護老人ホームにおける職員参加の施
設建築計画

小川 信子／著 小川 かよ子
／著 青木 江美／著

2002 一橋出版 526.36 ｵｶ 824994

10
個別ケアのための高齢者施設建設ハンドブッ
ク

高齢者施設建設研究会／編
著

2004 中央法規出版 526.36 ｺｳ 869777

11 建築設計資料　83　ホスピス・緩和ケア病棟 建築思潮研究所／編 2001 建築資料研究社 525.1 ｹﾝ 812561

12
建築設計資料　99　ケアハウス・有料老人
ホーム

建築思潮研究所／編 2004 建築資料研究社 525.1 ｹﾝ 862860

13 建築設計資料　103　ユニットケア 建築思潮研究所／編 2005 建築資料研究社 525.1 ｹﾝ 880809

14 建築設計資料　106　小規模多機能福祉拠点 建築思潮研究所／編 2006 建築資料研究社 525.1 ｹﾝ 900964

15 高齢者虐待防止法活用ハンドブック 2006 民事法研究会 369.26 ﾆﾎ 894437

16 高齢者虐待対応マニュアル
サイモン・ビッグス／編著 ク
リス・フィリプソン／編著

2005 ミネルヴァ書房 369.26 ﾋﾂ 899041

17
高齢者虐待防止トレーニングブック　発見・援
助から予防まで

日本高齢者虐待防止セン
ター／編集

2006 中央法規出版 369.26 ﾆﾎ 903035

18 高齢者虐待　実態と防止策 小林 篤子／著 2004 中央公論新社 369.26 ｺﾊ 854219

（６）地域の中で、そして海外では…

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1
自治体の介護保険制度改革　その対応と運
営

介護保険実務研究会／編集 2005 ぎょうせい 364.4 ｶｲ 898974

2 ドキュメント介護保険　北九州市の挑戦 鈴木 祐司／著 2003 中央法規出版 364.4 ｽｽ 827150

3
京都の介護現場から提言する　介護保険5年
目の見直しに向けて

京都府保険医協会介護保険
対策委員会／編

2005 かもがわ出版 364.4 ｷﾖ 898517

4 福祉のまちづくり　筑穂町の10年とこれから 仲光 志賀子／著 2005 海鳥社 369.02 ﾅｶ 900500

5
こんなまちなら老後は安心!　セーフティネット
を鷹巣から北秋田へそして全国へ

大熊 一夫／編著 岩川 徹／
編著 飯田 勤／編著

2006 筒井書房(発売) 369.26 ｵｵ 898728

6
高齢社会に生きる　住み続けられる施設と街
のデザイン

上野 淳／著 2005 鹿島出版会 526.36 ｳｴ 879691
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No. 書名 著者名 刊行年 出版者

7
よくわかる地域包括支援センター必携ハンド
ブック

高室 成幸／著 2005 法研 369.26 ﾀｶ 879779

8 福祉施設が地域へ広がる 大内 俊一／著 2006 筒井書房 369.14 ｵｵ 898671

9 いえとまちのなかで老い衰える 井上 由起子／著 2006 中央法規出版 369.26 ｲﾉ 898520

10
住民参加による認知症デイの10年　私たちの
介護NPO

介護支援の会松原ファミリー
／著

2005 エルピス社 369.26 ｶｲ 900447

11
障害者・高齢者と麦の郷のこころ　住民、そし
て地域とともに

伊藤 静美／著 田中 秀樹／
著 加藤 直人／著

2006 東信堂 369.14 ｲﾄ 898701

12
デイ・サービスからまちづくりへ　主婦たちが
つくったNPO「コスモスの家」

渡辺 ひろみ／編著 山本 敏
貢／監修

2005 自治体研究社 369.26 ﾜﾀ 898516

13
家族介護者のサポート　カナダにみる専門職
と家族の協働

パム・オルゼック（ほか）／編 2005 筒井書房 369.26 ｵﾙ 898538

14 スウェーデンの高齢者・障害者ケア入門 奥村 芳孝／著 2005 筒井書房 369.26 ｵｸ 898551

15
スウェーデンはどう老後の安心を生み出した
のか

竹崎 孜／著 2004 あけび書房 369.26 ﾀｹ 853808

16
先達が語る「地域密着・小規模多機能ホー
ム」

岡山県民間デイ連絡会／編 2005 筒井書房(発売) 369.26 ｵｶ 899783

17 デンマーク介護最前線・陽だまりのつどい 澤田 真智子／著 2006 叢文社 369.02 ｻﾜ 884751

（７）高齢者ケア　さまざまな物語

No. 書名 著者名 刊行年 出版者

1 高齢者ケアの達人たち 甘利 てる代／著 2005 筒井書房(発売) 369.26 ｱﾏ 898690

2 男性ヘルパーという仕事 山口 道宏／編著 2006 現代書館 369.17 ﾔﾏ 886855

3
笑う介護士の極意　SODEYAMA式“笑いの介
護”のつくり方

袖山 卓也／著 2006 中央法規出版 369.26 ｿﾃ 893566

4 老人ホーム|淑女・紳士録 岩城 祐子／著 2003 あすなろ社 369.26 ｲﾜ 850849

5
老人ホームに音楽がひびく　作曲家になった
お年寄り

野村 誠／著 大沢 久子／著 2006 晶文社 369.26 ﾉﾑ 887970

6
新ボケても心は生きている　<認知症ケア>20
年の実践と改革

佐々木 健／著 2005 創元社 493.75 ｻｻ 898735

7 ボケ老人、宮下じいさん絶好調!! 奥村 美香／著 1997 講談社 493.75 ﾐﾔ 734390

8
やさしい時間(とき)　あるグループホームの暮
し

ワーカーズコレクティブとも／
編

2005 創風社出版 369.26 ﾜｶ 899750

9 老いと向き合う介護　ホームヘルパー奮闘記 冨田 順子／著 2005 薬事日報社 369.26 ﾄﾐ 899957

10 おばあちゃんにキス 岡田 夏憂／著 2005 奈良新聞社 369.26 ｵｶ 898654

11 ぼけてもいいよ　｢第2宅老所よりあい｣から 村瀬 孝生 著 2006 西日本新聞社 369.26 ﾑﾗ 901404

12 老人さん　ある特養老人ホームの試み 山内 喜美子／著 2001 文芸春秋 369.26 ﾔﾏ 829157

13 地域ですすめる閉じこもり予防・支援 安村 誠司／編著 2006 中央法規出版 369.26 ﾔｽ 904604

14 ケアマネ日記 読売新聞社会保障部／編 2003 日本評論社 369.26 ﾖﾐ 841284

15
介護員さん、今晩は　医師・看護師との連携
で充実した介護医療を

豊岡 茂／著 2005 近代文芸社 369.17 ﾄﾖ 899743

16
ヘルパー歳時記　みんなに伝えたい、訪問介
護の仕事と本音

三輪 道子／著 2006 かもがわ出版 369.17 ﾐﾜ 896022

17
100歳の美しい脳　アルツハイマー病解明に
手をさしのべた修道女たち

デヴィッド・スノウドン／著 藤
井 留美／訳

2004 DHC 493.75 ｽﾉ 852508

18
信州の福祉暴走族　かいご家の「共生・多機
能」ケア

かいご家／著 2006 雲母書房 369.26 ｶｲ 898655

19 力愛不二　介護に必要なもの、それは愛と力 青山 幸広／著 2003 雲母書房 369.26 ｱｵ 846820

20
介護員さん、今日は　　「お年寄り中心主義」
で行こう

豊岡 茂／著 2005 近代文芸社 369.17 ﾄﾖ 899942

21 抱きしめておくりたい 柴田 久美子／著 2006 西日本新聞社 369.26 ｼﾊ 900520

22
輝くいのちを抱きしめて　　NHK福祉ネットワー
ク 「小山のおうち」の認知症ケア

高橋 幸男／著 2006
日本放送出版協
会

369.26 ﾀｶ 884372

展示資料は貸出できます。1階カウンターで貸出手続きをして下さい。
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