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「脳とこころのプライマリケア・全 8 巻」完結 !
監修：日野原 , 重明；宮岡 , 等

第２巻 「知能の衰え」

第１巻 「うつと不安」
< 内容＞
多様化するうつ・不安の症候，複雑化する
診療内容や患者の要求に適切に応えるための
知識を体系的に解説しています。基礎から
専門性の高い内容までを網羅した構成で，読者の
必要に応じて各項目を読み進めることができます。

< 内容＞
脳の老化の科学から認知症治療・ケアの詳細まで、
プライマリケアと認知症医療に必要な知識を経験豊富な
専門医が執筆。プライマリケア医をはじめ、精神科医や
精神内科医、看護師、ケースワーカー、作業療法士、
臨床心理士、言語聴覚士、ケアマネジャーなど、高齢者の
治療とケアにかかわるすべての職種に役立つ一冊。

第３巻 「こころと身体の相互作用」

第４巻 「子どもの発達と行動」

< 内容＞
ストレス社会といわれる現代社会では心身症が増加し、
心身両面で行う医療の知識がますます求められてきて
います。各診療科領域における心の影響、症状精神病、
身体疾患を訴える精神疾患、精神疾患との境界に注意すべ
き身体疾患、心身相関の科学を総覧し、総合的な観点から
診断と治療を探ります。精神科・心療内科・神経内科・
プライマリケアのみならず、その他身体科の医療従事者に
も必読

< 内容＞
増え続ける子どもの心の問題に対応するための知識を，児童
精神科の専門医のみならず，プライマリケアを担う医師や
チーム医療を支えるコメディカル，学校教育現場の教師など
にもわかりやすく解説しています。子どもの心とその病理を
理解し、臨床に活かすための実践的な視点を提供します。

第６巻 「幻覚と妄想」

第５巻 「意識と睡眠」

< 内容＞
精神病症状の中心課題である “幻覚妄想” を多面的なアプロー
チで解説。症状学から治療、脳科学研究など多様で複雑な
症候の解明・診療・ケアに役立つ知見を余すところなく網羅。
専門的な内容も理解しやすく解説されているため、精神科
専門医、プライマリケア医だけでなく、看護師をはじめと
した医療専門職はもちろん、福祉・教育・行政・法律関係な
ど幅広い分野で心の問題に取り組む職種の方々の実践にも
役立ちます。

< 内容＞
第一線で活躍する 153 名の執筆者が、「意識」と「睡眠」
に関する知見を基礎から臨床まで余すところなく詳述。一
見異なる学門分野にあると思われがちな「意識」と「睡眠」
の関連性に着目し、概念、疫学から検査、治療まで、臨床
で役立つ知識を豊富な症例と共に解説しています。精神医
学、神経科学、睡眠医学の融合と応用により、意識障害・
睡眠障害の新たな展開をめざします。

第８巻 「依 存」

第７巻 「食事と性」
< 内容＞
摂食障害や性同一性障害をはじめ、統合失調症やうつ病など、
さまざまな精神疾患とその治療に「食事」と「性」が及ぼす
影響を体系的に解説します。さらに “女性のための精神医学”
という視点を重視し、初経、月経、出産、閉経など、女性の
ライフサイクルに応じた精神医学的問題についても詳述して
います。
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< 内容＞
患者自身のみならず、家族や社会に深刻な影響をもたらす「依
存症」は、アルコール依存症、薬物依存症、嗜癖行動障害など
多岐にわたり、その治療には、さまざまな職種が連携して対応
する必要があります。第 8 巻では「依存症」を体系的に整理し、
臨床に役立てるための知識をわかりやすく解説します。専門医
のみならず、患者が受診してくるプライマリケア医やコメディ
カル必読の一冊です。
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医科プロバイオティクス学

臨床粘膜免疫学

“プロバイオティクス”とは、人間に有益な作用を
もたらす生きた微生物のことで、感染症から生
活習慣病まで、いま世界中で注目されています。
その最先端の基礎的研究から臨床応用の現状
までを、豊富なイラストを駆使してわかりやすく
解説します。

体内にありながら、外界にもつながり、病原性微生物に対す
る最前線の防御機構を担っている粘膜の免疫システムにつ
いて、分子機構などの基礎的知見、共生関係、免疫疾患、感
染症、
ワクチン、予防と治療など、基礎研究から臨床応用ま
で、最新知見をもとに詳細かつ多面的にまとめた本邦初の
本格的テキスト。

眼科検査のグノーティ・セアウトン
―この検査では，ここが見えない―

循環器検査のグノーティ・セアウトン
―過信せず侮らず，謙虚で緻密な検査とは―

確かな診断のために、眼科検査の死角を知ろ
う！眼科分野での広範な検査、診断の中から、
その本質につながる問題を提起し、検査の思
わぬ落とし穴、見逃しがちなポイントを徹底解
説します。

見落としなのか？そもそも見えないのか？
循環器各分野の第一人者らが「過信せず、侮らず、謙虚に
しかも緻密に」
という立場から、循環器検査の限界を考え
、
日常の件さを再認識するための知見を示します。検査で
「わかること」
よりも
「わからないこと」に重点を置いた、類
書に見られない内容です。

脳神経検査のグノーティ・セアウトン
―この検査では，ここが見えない―
（Ｐａｒｔ２）

脳神経検査のグノーティ・セアウトン
―この検査では，ここが見えない―
（Ｐａｒｔ１）

見落としなのか？ そもそも見えないのか？
脳神経領域の第一人者らが「過信せず、侮らず、謙虚にしかも
緻密に」
という立場から、脳神経検査の最新の知見を整理。
Part２は、CT、X 線、SPECT、PET などを収録。

見落としなのか？ そもそも見えないのか？
脳神経領域の第一人者らが「過信せず、侮らず、
謙虚にしかも緻密に」
という立場から、脳神経検
査の最新の知見を整理。
Part１は、ＭＲＩを収録。

こころの病気を学ぶ ―教科書と臨床と患者・家族をつなぐ本―
うつ病や認知症、発達障害など、
こころの病気や障害が社会的に大きな関心を集める
なかで、医療・福祉・教育などにかかわる多くの職域でこころの病気に関する正しい知
識が必要とされています。本書は、長年精神科医療に携わってきた医師が、幅広い職域
・職種の人々に向けてこころの病気についてわかりやすく書き下ろした入門書です。
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