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脳神経系 2018年新規配信タイトル 

プライム脳神経外科 シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

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 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体）  ¥96,800 

 同時3アクセス（本体）¥145,200 
脳神経外科の最高の手術書を目指して、 
『プライム脳神経外科』シリーズ創刊。 

脳卒中・脳外傷者のための自動車運転 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784895905787  

著編者名 武原 格 発行年 2016 商品コード 1027910685 

臨床医に求められる自動車運転再開許可判断に関わるすべての情報・知識を網羅。今回の改訂では、より一般医の読者を意識し、初版2つの章を「臨
床医の判断ー医学的診断書の作成にあたって」の章としてブラッシュアップ、自動車運転の許可判断において確認すべきポイントと判断の決め手、具
体的な診断書の書き方をよりわかりやすく理解できるようにした。また「実車による評価と訓練」の章を新設。 

ニュースタンダード脳神経外科学 第4版 
同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784895906135  

著編者名 生塩 之敬 発行年 2017 商品コード 1027910704 

脳神経外科学の基礎から、最近の進歩により塗り替えられた新しい診断と治療の技術、及びこれらのガイドラインまでを網羅。また、文章や図を改善し、
各疾患をより理解しやすくするための“症例”の改善と、学んだ知識を確認していただくために巻末に掲げた演習問題集の充実を図った。さらに、分担
執筆者の偏りや独断を避けるため、それぞれが担当した章につき、別の執筆者が相互に厳密な審査peer reviewを行ったことも従来と同じである。 

脳卒中をやっつけろ! 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784895906241  

著編者名 吉村 紳一 発行年 2018 商品コード 1027910707 

寝たきりの原因第1位で、誰もなりたくはない脳卒中。でもご安心ください。テレビやラジオでおなじみの吉村紳一先生が、脳卒中予防の秘伝「脳卒中を
やっつけろ五か条」を伝授します。さあ、本書を手に、あなた自身とご家族を、脳卒中から守りましょう ! 

脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい、本当のこと 
同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784895906067  

著編者名 小林 純也 発行年 2017 商品コード 1027910699 

23歳で脳卒中を発症し、その後、理学療法士となった経験をもとに語る脳卒中者の主観と身体感覚。私たちが想像する以上にもどかしくつらい運動麻
痺や感覚麻痺を脳卒中経験者はどのように感じているのか？障害を疑似体験できる方法を交えながら、経験しなくてはわからない「患者の本当」につ
いてお伝えします。医療職をめざす学生から経験豊富なベテランまで一度は読んでほしい、おすすめの一冊。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

リハビリ関連 2018年新規配信タイトル 

再生医療とリハビリテーション 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784895906289  

著編者名 再生医療とリハビリテーション研究会 発行年 2018 商品コード 1027910709 

再生医療は、後遺症や障害を残さない根治療法を目指した新規治療法と考えられていたが、臨床試験が進むにつれ、細胞治療後の
リハビリテーションの重要性が示されるようになってきた。再生医療によって機能障害は改善されるため、既存のリハビリテーションに
おける障害の定義付け・ゴール設定が再考され、臨床現場が大きく変わることが予想されている。 

地域リハビリテーション論 Ver.7 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784895906272  

著編者名 大田 仁史 発行年 2018 商品コード 1028112400 

2018年4月、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬が改定された。今回のVer.7（第7版）では、地域包括ケアシステムの深化・
推進や介護保険制度の持続可能性の確保を柱とする今回のトリプル改定に伴う最新の情報を加えた。介護医療院の創設、通所介護
におけるアウトカム評価の導入、介護ロボット・ICT活用による評価などについても言及する。 

臨床動作分析  
―PT・OTの実践に役立つ理論と技術― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784895906265 

著編者名 冨田 昌夫 発行年 2018 商品コード 1028112399 

生態心理学的な考え方の導入で、われわれのアプローチは患者を〝セラピストが治す”という考えから、患者が能動的に活動して自
分の身体を知り、環境を探索して知覚することで環境に適応した動作の仕方を見つけ出すことを誘導・援助する、つまり、〝動作の学
習を支援する”という方向に大きく転換した。 

漫画でみる生活期リハビリテーション 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784895905947  

著編者名 野尻 晋一 発行年 2017 商品コード 1027910693 

主人公のPT学生利葉尻（りはしり）君は、施設リハ、通所リハ、訪問リハでの実習を通して生活期のなんたるかを学んでいく。生活期
の3つの視点とは…? 千差万別な人の生活をどう評価するか…? 睡眠・排泄障害へのアプローチとは…? 通所リハの送迎は情報満載
…? 閉じこもりの人の想いとは…? 訪問リハの介入戦略とは…? 急性期・回復期の実習を経て、はじめての生活期を経験した利葉尻
君は、リハビリの視点だけではなく、生活者の視点を学んでいく。 

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 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784895905954  

著編者名 宇田 薫 発行年 2017 商品コード 1027910694 

訪問リハセラピストにとって、施設リハとは異なるスキルや知識が求められる場面に遭遇することは少なくない。特にフィジカルアセス
メントはリスク管理の視点から切り離せないものであり、利用者のちょっとした変化やトラブルに出会ったときに戸惑ったり、専門性の
高い事項なのか、押さえておくべき事項なのか迷うこともあるだろう。本書は、押さえておきたいフィジカルアセスメントを事例を用いて
わかりやすく対応を述べている。 

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― 

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 9784895905817  

著編者名 川原 薫 発行年 2016 商品コード 1027910686 

広島県立障害者リハビリテーションセンターで開催の高次脳機能障害の症例検討会から14例を紹介し、近隣のさまざまな職種が参加
して行われる多面的なディスカッションを対話形式で再現。 急性期の病院を退院した患者さんやそのご家族が、その後何に苦労して、
どう生き抜いていかれるのか、長期の介入経過はどうなのか、どのように支援の方向性を見つけていけばいいのか、よりよい支援を
考える人にぜひ手に取ってもらいたい1冊。 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

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 

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 9784895905831  

著編者名 山根 寛 発行年 2017 商品コード 1027910688 

入院医療中心から地域生活中心へという動き、疾患構造の変化などにより、大きく転換を迫られているわが国の精神保健において、
作業療法は何を担うのか、ひとの生活における目的と意味のある作業「生活行為」を手段に、対象者の生活を支援するという作業療
法の特性、治療・支援構造・手順といった基本の軸を示しつつ、病理の違いによる障害の特性に応じた作業療法の概要、医療・保
健・福祉、各領域での作業療法の実践を示す。 

歩行再建  
―歩行の理解とトレーニング― 

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 9784895905992  

著編者名 大畑 光司 発行年 2017 商品コード 1027910695 

歩行運動を改善するためには、「どのように歩くべきか」という歩き方そのものを指導する再教育が重要になる。歩行とは「どのような
運動であるか?」を熟知していなければ、効果的なトレーニングを提示することは困難である。本書では、歩行運動の意味やトレーニ
ング手段を力学的背景と制御の考えに基づき、多数のビジュアルを用いて詳細に解説。さらに次世代技術として注目されているロ
ボットを利用したトレーニングも紹介。 

がんの理学療法  
（理学療法MOOK 21） 

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 9784895906012  

著編者名 井上 順一朗 発行年 2017 商品コード 1027910696 

がん患者に対して理学療法を行う際、がんの種類や部位、進行度を考慮し、原疾患の進行にともなう機能障害の増悪、二次障害を
予測しながら適切に対応することが必要とされる。本書ではPTが理解しておくべきがん患者の病態理解、診断・治療・管理方法、リ
スク管理、理学療法評価法、理学療法治療法など、基本的な知識や技術を解説。 

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!― 

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 9784895906043  

著編者名 小林 幸治 発行年 2017 商品コード 1027910698 

本書では、クリニカル・クラークシップ方式とは何か、従来型実習とどう違うのか、そのメリットは何か等をわかりやすく解説。実際の
導入に際し、どのような手順・段階を踏んでいけばいいのか、養成校教員・臨床教育者の双方からの視点・実践を豊富に掲載し、具
体的な導入・実践方法を提示。作業療法の各領域における実践も掲載し、日本作業療法士協会が進める生活行為向上マネジメント
についてもCCS方式による実践法を取り上げる。 

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― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784895906098  

著編者名 アスリートケア 発行年 2017 商品コード 1027910701 

スポーツ現場でのサポートに必要な知識・評価方法・物品から熱中症対策までのノウハウを紹介。スポーツ障害の治療と予防につ
いて、阪神甲子園球場でのサポートを中心に、地方大会、軟式大会、ワールドカップなどの海外を含めた高校野球大会の帯同報告
を豊富な画像とともに掲載。また、ラグビーやサッカーなどのコンタクトスポーツの損傷予防のためのコンディショニングなど、理学療
法士による健康支援の情報が満載。 

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 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784895906104  

著編者名 守口 恭子 発行年 2017 商品コード 1027910702 

第2版では、認知症のある人の生活行為を中心に支援することに重点を置き、患者の主体性を大切にして作業療法支援をすること
を一層重要視したつくりとなっている。さらに、2017年版『認知症疾患診療ガイドライン』の流れを踏まえて、BPSD（周辺症状）や軽度
認知障害などで、非薬物療法を重視する傾向についても加筆、最新情報へのアップデートも図られている。 

リハビリ関連 2018年新規配信タイトル 
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2018年新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥19,800 

冊子版ISBN 9784895906258  

著編者名 梶田 雅義 発行年 2018 商品コード 1027910708 
眼鏡やコンタクトレンズを処方するために知っておくべき視力測定のコツ、適正な矯正度数を求めるための
両眼同時雲霧法のポイントを解説。Case Studyでは、遠視矯正・近視過矯正・乱視未矯正・コンビネーション
矯正の難しさと、それを解決してきた著者の技巧エッセンスが満載。調節異常の難治症例への対処法も学
べ、「楽に見えるメガネがほしい」という患者さんのニーズに応えるスキルと知識が身につきます。 

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― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥26,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥39,600 

冊子版ISBN 9784895906302  

著編者名 星野 雅洋 発行年 2018 商品コード 1027910710 
日本MISt研究会の監修のもとに、側方経路椎体間固定術（LIF）を始めたばかりの脊椎脊髄外科医やこれか
ら学ぶ希望のある脊椎脊髄外科医などに向け、腰椎前方や後腹膜腔の解剖、適応、リスクマネージメント、
基本手技などの内容を中心に入門書の出版を企画。日本へのLIF導入時から本術式にかかわり、精通して
いるエキスパートが執筆。 

Procedural GPの手技力 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥19,800 

冊子版ISBN 9784895906357  

著編者名 齋藤 学 発行年 2018 商品コード 1027910711 
本書は、「ほんのちょっとの『手技力』で、もう一歩踏み込んだ対応ができたのに」という総合診療医の思いから生まれまし
た。耳垢栓塞や陥入爪の処置といった訪問診療の場でも役立つ手技から、挿管困難、ルート確保困難といった救急現場
で冷や汗をかいてしまうような手技まで、様々な専門領域ごとに、最も頻繁に遭遇する「TOP3～5の手技」を厳選し、専門
領域の現役医師が手技力を確実に、かつ、迅速に身につけるためのポイントに絞って執筆。 
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