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タイトル 監修・指導 制作年 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

ID触診術 頸部・体幹・上肢編  【動画】 （※） (294分) 鈴木 重行 2011 ¥66,000  ¥99,000  1031093601 

ID触診術 下肢編【動画】 （※） (117分) 鈴木 重行 2011 ¥44,000  ¥66,000  1031093602 

IDストレッチング  【動画】 （※） (82分) 鈴木 重行 2006 ¥66,000  ¥99,000  1031093608 

タイトル 監修・指導 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

脊髄・末梢神経の検査  【動画】 （1）（※）  小山 素麿 ¥44,000  ¥66,000  1031093603 

脳神経-診察法と異常所見【動画】 （2）（※）  服部 孝道 ¥44,000  ¥66,000  1031093604 

失語症 ブローカ失語とウェルニッケ失語【動画】 （3）（※）  綿森 淑子 ¥44,000  ¥66,000  1031093605 

失語症 さまざまな臨床像【動画】 （4）（※）  綿森 淑子 ¥44,000  ¥66,000  1031093606 

めまい 診断法と異常所見  【動画】 （5）（※）  加我 君孝 ¥44,000  ¥66,000  1031093607 

5巻揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥220,000 ¥330,000 

3巻揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥176,000 ¥264,000 

ＩＤシリーズ  

やさしい神経学シリーズ   

■動画タイトル■  
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タイトル 監修・指導 制作年 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

ADLの極意 【動画】 （※） 
石川県作業療法士会
25周年記念委員会 

2009 ¥44,000  ¥66,000  1031093609 

認知症ケアの基本視点 ―心に寄り添うケアを中心に― 【動画】 （※） 小澤 勲 - ¥44,000  ¥66,000  1031093612 

認知症老人のコミュニケーション・ケア 【動画】 （※） 綿森 淑子 - ¥44,000  ¥66,000  1031093613 

高齢者のレクリエーション 【動画】 （※） 米永 まち子 - ¥44,000  ¥66,000  1031093614 

もっと自由な出産を 【動画】 （※） 杉山 富士子 - ¥35,200  ¥52,800  1031093615 

The 7th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 1998 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093616 

The 8th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 1999 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093617 

The 9th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2000 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093618 

The 10th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2001 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093619 

The 11th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2002 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093620 

The 12th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2003 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093621 

The 13th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2004 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093622 

The 14th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2005 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093623 

The 15th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2006 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093624 

The 16th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2007 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093625 

The 17th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2008 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093626 

The 18th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2009 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093627 

The 19th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2010 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093628 

The 20th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2011 【動画】 （※） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093629 

2020年1月 

■動画タイトル■ 

タイトル 監修・指導 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

基礎編 ホスピス・緩和ケアの実践から 【動画】（1） （※） 季羽倭 文子 ¥41,905  ¥62,858  1031093610 

実際編 疼痛マネジメントと日常生活のケアを中心に 【動画】（ 2） （※） 季羽倭 文子 ¥41,905  ¥62,858  1031093611 

2巻揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥83,810 ¥125,716 

ホスピス・緩和ケア入門  
ホスピス・緩和ケアは知識、技術、施設ともに進展や拡がりをみ
せ始めています。病院や在宅ケアなどの臨床の場で緩和ケアを
行っている医療関係者に、また研修用に必見の作品です。 
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ユーモアを生きる 
 ―困難な状況に立ち向かう最高の処方箋― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784895906562  

著編者名 柏木 哲夫 発行年 2019 商品コード 1030936902 

ユーモアがなければ、人間は生きていけない、そのくらい「ユーモア」や「笑い」は大切なのである。朝起きてから夜寝るまで「1回も笑わな
い」という生活をしている人は、ほとんどいないと思う。どこかで、私たちは笑っている。ユーモアや笑いというのは、人間の生活に欠かすこ
とのできない、非常に重要な役割をもっているのである(本文より抜粋)。 

研究的思考法 ―想いを伝える技術― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784895906517  

著編者名 樋口 貴広 発行年 2019 商品コード 1030936907 

研究上の作法を利用して、自分の考えをクリアーに伝える方法を解説した書。パラグラフ・ライティングの作法に基づき、「最初に意見・主
張を示し、後に根拠を述べる」スタイルで伝える意義を解説。さらに、研究法の観点から「根拠となるデータを正しく吟味する方法」を紹介。
レポートや論文の文書作成、プレゼンのスライド作成などに対応できる思考法・表現技法を学ぶことができる。 

セラピスト教育のためのクリニカル・クラークシップの 
すすめ 第3版 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784895906463  

著編者名 中川 法一 発行年 2019 商品コード 1030936909 

厚生労働省による理学療法士作業療法士養成施設課程の指定規則が改正され、臨床実習指導方法として診療参加型臨床実習（CCS）
が明記された。本書は一般社団法人日本リハビリテーション臨床教育研究会（旧セラピストのためのクリニカルクラークシップ研究会）を立
ち上げ、30年近くにわたりCCS浸透に尽力を注いできたメンバーによる渾身の第3版である。 

プライマリ・ケア臨床でみる腰痛・手足しびれ診療 
最前線 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784895906531  

著編者名 大鳥 精司 発行年 2019 商品コード 1030936905 

劇的に発展してきた疼痛の基礎研究に基づく痛み診療の最新知見を織り込みながら、現場で重要となる問診・診察や画像診断を中心と
した診断など、診療に必要な知識を網羅的に解説。執筆陣は整形外科、脳神経内科・外科、麻酔科・ペインクリニック、血管外科、総合
診療科など横断的構成となっており、その道のエキスパートたちがわかりやすく診療の極意をまとめている。 

ペインリハビリテーション入門 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784895906340  

著編者名 沖田 実 発行年 2019 商品コード 1030936906 

はじめに「痛み」を理解するための必須知識である痛みの多面性と発生メカニズムを豊富なイラストでわかりやすく解説。次のステップで
は、臨床現場でよく使用する評価票を取り上げながら、痛みのリハビリテーション評価で押さえておくべきポイントが効率よく学べる。痛み
のマネジメントでは“、痛みから波及するさまざまな問題について、物理療法、運動療法や認知行動療法、薬物療法をふまえたアプロー
チ方法が身につく。 

Dr.林の当直裏御法度 
 ―ER問題解決の極上Tips90―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784895906371  

著編者名 林 寛之 発行年 2018 商品コード 1030936910 

12年ぶりの改訂では、最新情報を基に鑑別法・対処法、文献のアップデートを行うとともに、希望の多かった臨床項目を増量、頻度の高
い役立つ裏技を精選し、現場目線での作りになっている。また「臨床編」「マネージメント編」「その他」に振り分けられ見やすくなった。研
修医・若手医師には欠かせない上級医や患者さんとのコミュニケーション術やERの心構え、医師の未来像などDr.林節をきかせた幅広い
テーマも取り上げている。 

重症筋無力症(MG)とほほ日記 
 ―脱力系コミックエッセイ―改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784895906555  

著編者名 わたなべ すがこ 発行年 2019 商品コード 1030936904 

MG（重症筋無力症）発症から入院・病気の進行・呼吸不全を経て、治療とリハビリを経験し、執筆ができるまでに回復した著者の「とほほ」
な日常をありのままに描いたコミックエッセイ。著者が日夜感じている重力の重さとは裏腹に、ライトに読みやすく仕上がっています。医療
従事者や家族が患者さんと接するうえでのヒントがもりだくさん。 

2020年1月 

■単行本タイトル■ 
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急性期の脳卒中理学療法 （理学療法MOOK 22） 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 
同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784895906418  
著編者名 手塚 純一 発行年 2018 商品コード 1030936913 

脳卒中の早期における理学療法士の関わりが求められ、ICUや脳卒中ケアユニット、ERにも理学療法士の活躍の場が拡がっている。日進
月歩で変化している脳卒中理学療法の臨床において、ますます多くの情報を取り扱うスキルが必要となった。本書は急性期の脳卒中理学
療法の具体的な方法や臨床知識の指針を示し、これからの展望を切り開いていくことを目指すものである。 

回復期・生活期の脳卒中理学療法  
（理学療法MOOK 23） 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 
同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784895906425  
著編者名 甲田 宗嗣 発行年 2018 商品コード 1030936914 

回復期・生活期は、障害回復と生活再建という観点から重要な病期である。機能回復やADLの回復、患者教育、病棟マネジメントまで、理学療
法士の活躍の場が拡がっている。日進月歩で変化している脳卒中理学療法の臨床において、ますます多くの情報を取り扱うスキルが必要と
なった。本書は回復期・生活期の脳卒中理学療法の具体的な方法や臨床知識の指針を示し、これからの展望を切り開いていくことを目指すも
のである。 

脊髄病理学 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 
同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784895906623  
著編者名 橋詰 良夫 発行年 2019 商品コード 1030936901 

上部頸髄から馬尾に至るまで、硬膜を破らず、後根神経節を含めて採取する脊髄採取方法について、初心者にもわかりやすいように紹介。
脊髄の検索では、頭蓋内病変、脊柱管を構成する椎骨とその周囲組織、全身臓器の病変との関連で行う必要があり、単に脊髄を採取する
だけでは疾患の正確な理解ができないことに留意すべきである。 

地域で働く作業療法士に役立つ発達分野の 
コンサルテーションスキル 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 
同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784895906333  
著編者名 松本 政悦 発行年 2018 商品コード 1030936915 

地域で活躍するための「マネジメントの観点」と「コンサルテーションスキル」が必須の時代が、すぐそこまできている。本書では執筆者たちの
失敗事例とその解説を通して、わかりやすくコンサルスキルの理論と実践のノウハウを伝えている。また先達による座談会は実践者ならでは
の臨場感が伝わり、読みごたえ抜群である。作業療法士が、今後地域で求められる職種となるためにも読んでおきたい1冊。 

未熟児網膜症 = Retinopathy of prematurity 
同時1アクセス（本体） ¥39,600 
同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784895906432  
著編者名 東 範行 発行年 2018 商品コード 1030936912 

本書は、未熟児網膜症のわが国初の教科書である。病態を理解し診療技術を高めるための“実践編”と、疾患をより深く理解するための“基礎
編”で構成されている。未熟児網膜症は、きちんとした検査と経過観察を行い、時期を逃さず治療することが何よりも重要である。本書ではわが
国を代表する未熟児網膜症診療を専門とする医師が700点以上の豊富な画像をもとに長年にわたって培ってきたノウハウを解説する。 

脳・脊髄動静脈奇形と頭蓋内・脊髄硬膜動静脈瘻  
（プライム脳神経外科 3） 

同時1アクセス（本体） ¥30,800 
同時3アクセス（本体） ¥46,200 

冊子版ISBN 9784895905893  
著編者名 中瀬 裕之 発行年 2019 商品コード 1030936903 

第3巻は、脳・脊髄動静脈奇形と頭蓋内・脊髄硬膜動静脈瘻をひとまとめ。治療に必要な戦略・アプローチ・手術手技を実際の臨床の場でイメー
ジできるように実践的な手順を解説。疾患の概略を理解するのに役立つ基礎知識から、外科治療・血管内治療・定位放射線治療の3つに分け
て最新の治療法を網羅的に紹介。この3つの「武器」の特性・効果・限界を理解することで、治療法をどのように組み合わせるかを考える思考が
身につく。 

脊椎脊髄ハンドブック 第3版 
同時1アクセス（本体） ¥10,120 
同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784895906456  
著編者名 日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野脊椎班 発行年 2018 商品コード 1030936911 

今回の改訂では、脊椎脊髄疾患の多様化、画像診断の進歩に伴う疾患分類や評価法を大幅に増やすとともに、神経学的診察法、局所診察法
についても全面的に見直した。特に慢性疼痛や心因性疼痛、脊柱変形、骨粗鬆症、脊髄脱髄疾患、脊髄変性疾患については大幅に加筆。外
来診察室やベッドサイドなどで使用頻度が高い内容について、多数の図表を用いて簡潔にまとめているため、脳神経内科医、リハスタッフ、研
修医等にもすぐに役立つ。 

治療・援助における二つのコミュニケーション 
 ―作業を用いる療法の質的エビデンスの証明―新版 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 
同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784895906487  
著編者名 山根 寛 発行年 2019 商品コード 1030936908 

作業という豊かな日常性を活かした療法がもつ治療機序・構造について、治療の対象者自身の「自己と身体、生活、日常とのコミュニケー
ション」と「治療や援助、支援にあたる者と対象者とのコミュ二ケーション」という二つのコミュニケーションプロセスという視点から、作業時の脳
内現象、社会脳、自己の治療的利用とプラセボ効果といった言葉や事例を交えて紐解く。新版の本書ではその回復機序のエビデンスを最
新の脳研究から解説。 

■単行本タイトル■ 
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地域リハビリテーション論 Ver.7 大田 仁史 2018 9784895906272 ¥5,720  ¥8,580  1028112400 

漫画でみる生活期リハビリテーション 野尻 晋一 2017 9784895905947 ¥4,400  ¥6,600  1027910693 

在宅・施設リハビリテーションにおける言語聴覚士のための地域言語聴覚療法 森田 秋子 2014 9784895904742 ¥7,920  ¥11,880  1018717629 

大田仁史の『ハビリス』を考える 4 ―リハビリ備忘録― 大田 仁史 2014 9784895904933 ¥4,400  ¥6,600  1018717634 

地域包括ケア時代を見据えて （地域リハビリテーション白書 3） 
日本リハビリテーション病
院・施設協会 

2013 9784895904339 ¥15,400  ¥23,100  1016411515 

身体障害者の性活動 玉垣 努 2012 9784895904179 ¥6,160  ¥9,240  1014041962 

生涯人間発達学  改訂第2版増補版 上田 礼子 2012 9784895903998 ¥8,360  ¥12,540  1014041963 

姿勢と歩行 ―協調からひも解く― 樋口 貴広 2015 9784895905176 ¥7,040  ¥10,560  1018717647 

ココロとカラダの痛みのための邪道な心理療法養成講座 慢性疼痛編 粳間 剛 2018 9784895906364 ¥5,280  ¥7,920  1028112401 

Procedural GPの手技力 齋藤 学 2018 9784895906357 ¥13,200  ¥19,800  1027910711 

臨床動作分析 ―PT・OTの実践に役立つ理論と技術― 冨田 昌夫 2018 9784895906265 ¥13,200  ¥19,800  1028112399 

サスペンション・エクササイズ ―レッドコード・エクササイズからの進化 = 
Suspension exercise― 

宮下 智 2016 9784895905428 ¥10,560  ¥15,840  1022252173 

PT臨床ハンドブック ―ポケット版―第2版 
亀田メディカルセンターリハ
ビリテーション事業部 

2015 9784895905145 ¥10,560  ¥15,840  1018717646 

ブラッシュアップ理学療法 ―88の知が生み出す臨床技術― 福井 勉 2012 9784895904155 ¥12,760  ¥19,140  1014041958 

Post isometric relaxation ―等尺性収縮後の筋伸張法― 伊藤 俊一 2008 9784895903172 ¥8,360  ¥12,540  1012820864 

再生医療とリハビリテーション 
再生医療とリハビリテーショ
ン研究会 

2018 9784895906289 ¥13,200  ¥19,800  1027910709 

転倒予防のための棒体操 ―運動機能と認知機能へのアプローチ― 横井 賀津志 2010 9784895903653 ¥5,280  ¥7,920  1014041979 

患者の声から理解する心房細動診療の見方・考え方 西原 崇創 2016 9784895905824 ¥6,160  ¥9,240  1027910687 

関節可動域制限 ―病態の理解と治療の考え方―第2版 沖田 実 2013 9784895904353 ¥7,040  ¥10,560  1022252156 

ID触診術 第2版 鈴木 重行 2014 9784895904759 ¥16,720  ¥25,080  1022252159 

非特異的腰痛のプライマリ・ケア ―理論がわかる!実践できる!― 
（臨床力up!Refresher course 1） 

米延 策雄 2009 9784895903288 ¥13,640  ¥20,460  1012925822 

臨床のための神経形態学入門 後藤 昇 2008 9784895903202 ¥52,800  ¥79,200  1011036833 

事例カンファレンスで学ぶ高次脳機能障害リハビリテーション 
 ―よりよい支援のためのヒント― 

川原 薫 2016 9784895905817 ¥9,240  ¥13,860  1027910686 

PT・OT・STのための脳損傷の回復期リハビリテーション 
 ―運動・認知・行動からのアプローチ― 

森田 秋子 2012 9784895903967 ¥7,920  ¥11,880  1014041956 

片麻痺能力回復と自立達成の技術 ―現在の限界を超えて― 生田 宗博 2008 9784895902953 ¥11,440  ¥17,160  1014041967 

rTMSと集中的作業療法による手指機能回復へのアプローチ 
 ―脳卒中上肢麻痺の最新リハビリテーション― 

安保 雅博 2010 9784895903646 ¥6,160  ¥9,240  1014041971 

生活を支える高次脳機能リハビリテーション 橋本 圭司 2008 9784895903073 ¥3,960  ¥5,940  1011036832 

理解できる高次脳機能障害 中島 恵子 2009 9784895903233 ¥3,960  ¥5,940  1011036834 

作業療法における上肢機能アプローチ ―疾患別― 山本 伸一 2012 9784895904087 ¥7,920  ¥11,880  1014041961 

手のスプリントのすべて 第4版 矢崎 潔 2015 9784895905237 ¥14,520  ¥21,780  1022252161 

簡単!効率的につくれる新型インソール 
 ―運動連鎖アプローチが姿勢・歩行を快適にする― 

安倍 浩之 2012 9784895904018 ¥6,160  ¥9,240  1014041959 

トータル・ヒップ・ケア ―股関節 : チームで支える人工股関節全置換術― 中川 法一 2015 9784895905305 ¥8,360  ¥12,540  1022252166 

股関節〜僕に任せて! ―股関節についてもっと詳しく知りたいと願う方々へ― 増原 建作 2014 9784895904902 ¥5,280  ¥7,920  1018717632 

人工関節のリハビリテーション ―術前・周術期・術後のガイドブック = 
Rehabilitation for joint replacement surgery, pre, peri, and post-operative 
treatment guidebook― 

美崎 定也 2015 9784895905077 ¥10,120  ¥15,180  1018717641 

山田英司 ―変形性膝関節症に対する保存的治療戦略― 
（理学療法士列伝 : EBMの確立に向けて） 

山田 英司 2012 9784895904056 ¥6,160  ¥9,240  1014041966 

現場に学ぶ訪問リハセラピストのフィジカルアセスメント 宇田 薫 2017 9784895905954 ¥4,400  ¥6,600  1027910694 

歩行再建 ―歩行の理解とトレーニング― 大畑 光司 2017 9784895905992 ¥8,800  ¥13,200  1027910695 

重複障害のリハビリテーション = Rehabilitation for multimorbidity and multiple 
disabilities (MMD) 

上月 正博 2015 9784895905152 ¥20,900  ¥31,350  1022252160 

臨床OTROM治療 
 ―運動・解剖学の基本的理解から介入ポイント・実技・症例への展開― 

山本 伸一 2015 9784895905091 ¥9,240  ¥13,860  1018717643 

急性期リハビリテーションマニュアル ―ポケット版― 増補版 
聖マリアンナ医科大学病院
リハビリテーション部 

2013 9784895904308 ¥7,920  ¥11,880  1016411513 

患者力を引き出す作業療法 
 ―認知行動療法の応用による身体領域作業療法― 

大嶋 伸雄 2013 9784895904322 ¥7,920  ¥11,880  1016411514 

リハと看護の協働 ―22のコツ― 谷川 正浩 2012 9784895903974 ¥4,400  ¥6,600  1014041957 
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だから、作業療法が大好きです! 葉山 靖明 2012 9784895904117 ¥4,400  ¥6,600  1014041960 

OT臨床ハンドブック ―ポケット版― 増補版 
聖マリアンナ医科大学病院
リハビリテーション部作業療
法科 

2007 9784895902878 ¥10,340  ¥15,510  1014041969 

アクティビティと作業療法 ―活用したい45のクラフトと段階づけ― アクティビティ研究会 2010 9784895903622 ¥7,480  ¥11,220  1014041972 

イメージの科学 ―リハビリテーションへの応用に向けて― 森岡 周 2012 9784895904094 ¥7,920  ¥11,880  1014041973 

褥創治療の常識非常識 ―ラップ療法から開放性ウエットドレッシングまで― 鳥谷部 俊一 2005 9784895902342 ¥6,160  ¥9,240  1011036836 

これでわかった!褥創のラップ療法 ―部位別処置事例集― 鳥谷部 俊一 2007 9784895902632 ¥6,600  ¥9,900  1011036837 

ウィメンズヘルスと理学療法 （理学療法MOOK 20） 石井 美和子 2016 9784895905534 ¥8,800  ¥13,200  1022252177 

前庭リハビリテーション ―めまい・平衡障害に対するアプローチ = Vestibular 
rehabilitation : clinical management of dizziness, vertigo and postural 
instability― 

浅井 友詞 2015 9784895905213 ¥7,040  ¥10,560  1018717649 

間接法による吃音訓練 ―自然で無意識な発話への遡及的アプローチ : 環境調
整法・年表方式のメンタルリハーサル法― 

都筑 澄夫 2015 9784895905244 ¥8,360  ¥12,540  1022252162 

OT・PT・ケアマネにおくる建築知識なんかなくても住宅改修を成功させる本 岡村 英樹 2007 9784895902885 ¥7,040  ¥10,560  1014041955 

IDストレッチング  第2版 鈴木 重行 2006 9784895902397 ¥9,900  ¥14,850  1011605338 

IDアクティブストレッチング 鈴木 重行 2007 9784895902700 ¥9,900  ¥14,850  1011605339 

ICUの理学療法 （理学療法MOOK 18） 神津 玲 2015 9784895905282 ¥10,560  ¥15,840  1022252165 

理学療法技術の再検証 ―科学的技術の確立に向けて―（理学療法MOOK 17） 福井 勉 2015 9784895905121 ¥8,800  ¥13,200  1018717644 

脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい、本当のこと 小林 純也 2017 9784895906067 ¥5,500  ¥8,250  1027910699 

ニューロリハと理学療法 （理学療法MOOK 19） 大畑 光司 2016 9784895905503 ¥7,920  ¥11,880  1022252175 

がんの理学療法 （理学療法MOOK 21） 井上 順一朗 2017 9784895906012 ¥9,240  ¥13,860  1027910696 

上肢の理学療法 
 ―局所機能と全身運動を結びつけるインタラクティブ・アプローチ― 

地神 裕史 2016 9784895905558 ¥12,320  ¥18,480  1022252179 

アスリートケア ―理学療法士によるスポーツ選手への健康支援― アスリートケア 2017 9784895906098 ¥8,360  ¥12,540  1027910701 

脳卒中・脳外傷者のための自動車運転 第2版 武原 格 2016 9784895905787 ¥7,480  ¥11,220  1027910685 

脳卒中をやっつけろ! 吉村 紳一 2018 9784895906241 ¥3,960  ¥5,940  1027910707 

高次脳機能障害の作業療法 鎌倉 矩子 2010 9784895903592 ¥10,560  ¥15,840  1024303008 

認知関連行動アセスメント ―日常生活から高次脳機能障害を理解する― 森田 秋子 2016 9784895905541 ¥6,160  ¥9,240  1022252178 

コメディカルのための邪道な脳画像診断養成講座 粳間 剛 2016 9784895905671 ¥3,960  ¥5,940  1022252183 

高次脳機能障害ファシリテーター養成講座 = The lecture of facilitator for higher 
brain dysfunction 

高次脳機能障害支援ネット 2014 9784895904872 ¥6,160  ¥9,240  1018717631 

脳血管障害の解剖学的診断 = Anatomical diagnosis of cerebrovascular 
disorders 

後藤 潤 2014 9784895904971 ¥55,000  ¥82,500  1018717636 

脳動脈瘤 （プライム脳神経外科 1） 木内 博之 2017 9784895905879 ¥35,200  ¥52,800  1027910690 

脳虚血 （プライム脳神経外科 2） 斉藤 延人 2017 9784895905886 ¥30,800  ¥46,200  1027910691 

グリオーマ （プライム脳神経外科 4） 隈部 俊宏 2018 9784895905909 ¥30,800  ¥46,200  1027910692 

ニュースタンダード脳神経外科学 第4版 生塩 之敬 2017 9784895906135 ¥15,400  ¥23,100  1027910704 

知ってるつもりの脳神経外科の常識非常識  第2版 谷 諭 2008 9784895903110 ¥10,120  ¥15,180  1014041982 

知ってるつもりの内科レジデントの常識非常識  第2版 岡田 定 2008 9784895903158 ¥7,480  ¥11,220  1014041980 

内科当直医のためのERのTips 
 ―ジェネラルケースのディープアプローチとエビデンス― 

安藤 裕貴 2017 9784895906081 ¥11,880  ¥17,820  1027910700 

高齢者のシーティング 第2版 廣瀬 秀行 2014 9784895904667 ¥7,260  ¥10,890  1022252158 

エンド・オブ・ライフケアとしての拘縮対策 
 ―美しい姿で最期を迎えていただくために― 

福田 卓民 2014 9784895904926 ¥7,040  ¥10,560  1018717633 

ひとと作業・作業活動 ―作業の知をとき技を育む―新版 山根 寛 2015 9784895905046 ¥7,700  ¥11,550  1018717639 

高齢期における認知症のある人の生活と作業療法 第2版 守口 恭子 2017 9784895906104 ¥7,260  ¥10,890  1027910702 

作業療法のクリニカル・クラークシップ「CCS」ガイド 
 ―今こそ変えよう臨床実習!― 

小林 幸治 2017 9784895906043 ¥8,800  ¥13,200  1027910698 

図解誤嚥を防ぐポジショニングと食事ケア 
 ―ナース必携 : 食事のはじめからおわりまで― 

迫田 綾子 2013 9784895904414 ¥5,280  ¥7,920  1022252157 

イラストわかりやすい移動のしかた ―患者と介助者のために―第4版 井口 恭一 2015 9784895905084 ¥6,160  ¥9,240  1018717642 
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重度障害者用意思伝達装置操作スイッチ適合マニュアル 日向野 和夫 2016 9784895905770 ¥6,160  ¥9,240  1027910684 

障害者のシーティング 廣瀬 秀行 2014 9784895904858 ¥7,260  ¥10,890  1018717630 

精神障害と作業療法 
 ―病いを生きる、病いと生きる精神認知系作業療法の理論と実践―新版 

山根 寛 2017 9784895905831 ¥8,800  ¥13,200  1027910688 

ケアプランに活かす嚥下障害イラストブック 武原 格 2015 9784895905138 ¥4,840  ¥7,260  1018717645 

発達障害の作業療法 基礎編 第2版 岩崎 清隆 2015 9784895905022 ¥7,920  ¥11,880  1018717637 

発達障害の作業療法 実践編 第2版 岩崎 清隆 2015 9784895905039 ¥8,360  ¥12,540  1018717638 

発達障害の運動療法 ―ASD・ADHD・LDの障害構造とアプローチ― 新田 收 2015 9784895905220 ¥9,240  ¥13,860  1018717650 

やさしいコミュニケーション障害学 ―基礎からわかる言語聴覚療法の実際― 
八王子言語聴覚士ネット
ワーク 

2016 9784895905572 ¥5,500  ¥8,250  1022252181 

研修病院選びかた御法度 第2版 安藤 裕貴 2015 9784895905367 ¥6,160  ¥9,240  1022252169 

研修医山田(じゃまだ)君・トリロジー 茨木 保 2012 9784895904025 ¥3,300  ¥4,950  1014041974 

研修医当直御法度 ―ピットフォールとエッセンシャルズ―第6版 寺沢 秀一 2016 9784895905411 ¥6,160  ¥9,240  1022252172 

研修医当直御法度百例帖  第2版 寺沢 秀一 2013 9784895904285 ¥8,360  ¥12,540  1016411512 

Dr.林の当直裏御法度 ―ER問題解決の極上Tips70― 林 寛之 2006 9784895902472 ¥6,160  ¥9,240  1014041968 

日々是よろずER診療 ―時間外診療に潜む「地雷」回避術― 泊 慶明 2008 9784895903080 ¥7,040  ¥10,560  1014041981 

在宅医療チームスタッフのための必携薬剤手帳! 松村 真司 2010 9784895903523 ¥4,400  ¥6,600  1014041983 

人間関係が楽になる医療・福祉現場のコミュニケーション 
 ―コーチング思考で“人"を理解するための25の事例― 

小薗 真知子 2015 9784895905350 ¥3,960  ¥5,940  1022252168 

おうちで食べる!飲み込みが困難な人のための食事づくりQ&A 江頭 文江 2015 9784895905275 ¥3,960  ¥5,940  1022252164 

ダイバージョナルセラピー ―施設ケアの新発想!オーストラリアのプロメソッド― 芹澤 隆子 2016 9784895905763 ¥5,720  ¥8,580  1027910683 

よく出会う18症例で学ぶプレゼンテーションの具体的なポイントとコツ 
 ―初めてだってうまくいく!― 

天理よろづ相談所病院レジ
デント 

2013 9784895904230 ¥7,040  ¥10,560  1016411511 

手の運動を学ぶ 
 ―手の役割と手の機能解剖との関係から運動を紐解き,臨床に活かす― 

矢﨑 潔 2017 9784895906036 ¥8,360  ¥12,540  1027910697 

最速!聖路加診断術 岡田 定 2009 9784895903479 ¥7,040  ¥10,560  1014041977 

ERのTips 安藤 裕貴 2016 9784895905374 ¥8,140  ¥12,210  1022252170 

ナースのちから: 心臓外科手術術後管理のために 第2版 南淵 明宏 2016 9784895905381 ¥5,280  ¥7,920  1022252171 

Dynamic diagnosisに必要な脊椎脊髄の神経症候学 福武 敏夫 2017 9784895905862 ¥17,600  ¥26,400  1027910689 

失語症の訓練教材 ―140の教材と活用法―第2版 鈴木 勉 2016 9784895905435 ¥8,360  ¥12,540  1022252174 

感染症一刀両断! ―そこが知りたい!― 西原 崇創 2006 9784895901758 ¥6,160  ¥9,240  1011036835 

「消毒とガーゼ」撲滅宣言 （創傷治療の常識非常識 [1]） 夏井 睦 2004 9784895902021 ¥6,160  ¥9,240  1014041978 

MISt手技における側方経路椎体間固定術〈LIF〉入門 ―OLIF・XLIFを中心に― 星野 雅洋 2018 9784895906302 ¥26,400  ¥39,600  1027910710 

MISt手技における経皮的椎弓根スクリュー法 ―基礎と臨床応用― 星野 雅洋 2015 9784895905329 ¥26,400  ¥39,600  1022252167 

Cortical bone trajectory(CBT)法 ―理想の軌道がここにある― 谷戸 祥之 2016 9784895905510 ¥14,960  ¥22,440  1022252176 

脊椎脊髄の手術 第2巻 戸山 芳昭 2015 9784895905053 ¥52,800  ¥79,200  1018717640 

脊椎装具に強くなる!Basics & Tips （臨床力up!Refresher course 2） 米延 策雄 2012 9784895904063 ¥9,240  ¥13,860  1012820866 

ひとと集団・場 ―治療や援助,支援における場と集団のもちい方―新版 山根 寛 2018 9784895906159 ¥7,700  ¥11,550  1027910705 

小児眼科学 = Pediatric ophthalmology 東 範行 2015 9784895905268 ¥52,800  ¥79,200  1022252163 

ポイントマスター!小児眼科・弱視斜視外来ノート 浜松医科大学眼科学教室 2016 9784895905664 ¥5,940  ¥8,910  1022252182 

眼鏡・コンタクトレンズ処方ハンドブック ―眼精疲労のブロック&ケア― 梶田 雅義 2018 9784895906258 ¥13,200  ¥19,800  1027910708 

先天赤緑色覚異常の診療ガイダンス ―わかる・できる・伝わる― 村木 早苗 2017 9784895906128 ¥10,120  ¥15,180  1027910703 

地域包括ケアを支える ―医科歯科連携実践マニュアル― 
日本リハビリテーション病
院・施設協会 

2014 9784895904940 ¥5,500  ¥8,250  1018717635 

臨床医のための疾病と自動車運転 一杉 正仁 2018 9784895906180 ¥8,360  ¥12,540  1027910706 

国際学会英語表現辞典 ―congress English : 即戦力・ポケット版― 大井 静雄 1998 9784895900812 ¥4,840  ¥7,260  1011036831 

2020年1月 

■単行本タイトル■ 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2020年1月 

  各巻の詳細はお問合せください。 

作業療法ジャーナル 
若い作業療法士の臨床能力向上に寄与する情報から、臨床に直結する具体的で
トピカルなテーマまで、多岐にわたる情報が満載。作業療法士をはじめとするリハ
ビリテーション専門職に読まれる、日本で最も伝統ある総合作業療法専門誌。 

2013 ～2017年 各一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体）： ¥81,840  同時3アクセス（本体）：¥109,120 

2018年 一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 
同時1アクセス（本体）： ¥83,820  同時3アクセス（本体）：¥111,760 

2019年 各冊価格 
同時1アクセス（本体）： ¥5,940  同時3アクセス（本体）：¥7,920 

地域リハビリテーション 
創刊2006年。高齢者・障がい（児）者が、住み慣れた地域で生き生きと過ごせるよう模索・
提案する専門誌。毎号の特集では地域リハの実践に直結する重要なテーマを扱い、連載
では医学的な技術・知識講座に加え、社会学、福祉等の周辺知識、障害当事者のエッセイ
等も取り入れ、地域リハにかかわる読者の「気づき」を提案しています。 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体）： ¥71,280  同時3アクセス（本体）：¥95,040 
 

2019年 各冊価格 
同時1アクセス（本体）： ¥6,435  同時3アクセス（本体）：¥8,580 

脊椎脊髄ジャーナル 
臨床場面にて直面する困難な問題の解決に役立つ実際的な情報、最先端の治療方法の
検討など、専門誌ならではの情報を提供する。手術アプローチや手術法を豊富なイラストで
わかりやすく解説。脊椎脊髄に関わる整形外科医、脳神経外科医、神経内科医には必携
の雑誌である。脊椎脊髄の領域を網羅する唯一の専門誌である。 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット（特大号含む） 
 ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス（本体）： ¥101,310  同時3アクセス（本体）：¥135,080 
 

2019年 各冊価格 
同時1アクセス（本体）： ¥7,590  同時3アクセス（本体）：¥10,120 

（4月特大号のみ 同時1アクセス（本体）： ¥17,820 同時3アクセス（本体）：¥23,760） 
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