
岩手県図書館連携企画展示「見つけよう!介護のヒント」
(岩手医科大学附属図書館 矢巾分館 展示資料)

No. 項目 請求記号 資料情報

1 01_認知症ケア WT155/E59
認知症の予防と生活指導 / 遠藤英俊著. -- 医薬ジャーナル社, 2013. -- (インフォームドコンセン

トのための図説シリーズ).

2 01_認知症ケア WT155/H36
その人を中心にした認知症ケア : みんなで学ぼう / 長谷川和夫, 中村考一共著. -- ぱーそん書

房, 2016.

3 01_認知症ケア WT155/H84 ユマニチュード入門 / 本田美和子, イヴ・ジネスト, ロゼット・マレスコッティ著. -- 医学書院, 2014.

4 01_認知症ケア WT155/I97(2)
かかりつけ医とケアスタッフのためのBPSD対応マニュアル / いわて盛岡認知症介護予防プロ

ジェクトもの忘れ検診専門医部会編. -- 改訂2版. -- 南山堂, 2013.

5 01_認知症ケア WT155/Ko49
患者さんとご家族から学ぶ認知症なんでも相談室 / 国立長寿医療研究センター編 ; 鳥羽研二監

修 ; 武田章敬, 清家理 [ほか編著]. -- メジカルビュー社, 2014.

6 01_認知症ケア WT155/Ku17
認知症介護を後悔しないための54の心得 / 工藤広伸著. -- 広済堂出版, 2015. -- (健康人新書 ;

043).

7 01_認知症ケア WT155/Ku17
認知症介護で倒れないための55の心得 : 医者は知らない! / 工藤広伸著. -- 廣済堂出版, 2016.

-- (健康人新書 ; 054).

8 01_認知症ケア WT155/Ku17 しれっと認知症介護 : がんばりすぎずに / 工藤広伸著. -- 新日本出版社, 2017.

9 01_認知症ケア WT155/Ma89 母さん、ごめん。 : 50代独身男の介護奮闘記 / 松浦晋也著. -- 日経BP社, 2017.

10 01_認知症ケア WT155/Mi91 その認知症ケアは大まちがい! / 三好春樹, 東田勉著. -- 講談社, 2017. -- (介護Library).

11 01_認知症ケア WT155/Se16
認知症のリハビリテーション : ケア、薬物療法から施設入所まで / 瀬川浩著. -- 金原出版, 2015.

-- (実践リハビリテーション・シリーズ).

12 01_認知症ケア WT155/U63 認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ / 右馬埜節子著. -- 講談社, 2016. -- (介護Library).

13 01_認知症ケア WT155/Y12
認知症の人の家族支援 : 介護者支援に携わる人へ / 矢吹知之編著. -- ワールドプランニング,

2015.

14 01_認知症ケア WT155/Y27
認知症 : 本人と家族の生活基盤を固める : 多職種連携 / 山川みやえ, 繁信和恵編著. -- 日本看

護協会出版会, 2017.

15 01_認知症ケア WT155/Y79 よくわかるパーソン・センタード・ケア : 認知症の看護・介護に役立つ. -- 池田書店, 2017.

16 01_認知症ケア WY115/Ko69
在宅ケアの"キホン"100 / 訪問看護認定看護師「キホン100」編集グループ編. -- 日本看護協会

出版会, 2010.

17 01_認知症ケア WY115/O45
病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A : 医療的ケア・サポートが必

要な子どもとの生活のヒント / 岡野恵里香編著. -- メディカ出版, 2016.

18 01_認知症ケア WY115/Y42 疾患別在宅看護ポイントブック : 生命と生活をどう守る? / 山岡栄里編著. -- 照林社, 2016.

19 01_認知症ケア WY152/N77
認知症高齢者の世界 / 日本赤十字看護学会臨床看護実践開発事業委員会編. -- 日本看護協

会出版会, 2015.

20 01_認知症ケア WY152/Sh49
コミュニケーションからはじまる認知症ケアブック : ケアの9原則と66のシーン / 清水裕子編著. --

第2版. -- 学研メディカル秀潤社, 2013.

21
02_介護技術

(ケア・介護食)
WI250/F95

多職種で取り組む食支援 : 急性期から看取りまで : 僕なら私なら「こう食べていただきます!」 / 古

屋聡編. -- 南山堂, 2017.

22
02_介護技術

(ケア・介護食)
WI250/Te52

"経口摂取の可能性"を探る摂食・嚥下ケア実践ガイド / 寺見雅子編集. -- 学研メディカル秀潤社,

2014.

23
02_介護技術

(ケア・介護食)
WT26/Se17

生活環境整備のための“福祉用具"の使い方 / 窪田静総監修 ; 栄健一郎指導. -- 日本看護協会

出版会, 2010.

24
02_介護技術

(ケア・介護食)
WU490/A34

在宅・施設で行う口腔ケアに必要な介護技術 : 地域包括ケアシステムで活かせる! / 秋房住郎,

泉繭依編著 ; 生野繁子 [ほか] 著. -- 永末書店, 2017.

25
02_介護技術

(ケア・介護食)
WY100/O38 腰痛のない身体介助術 / 岡田慎一郎著. -- 医学書院, 2013. -- (看護ワンテーマBOOK).

26
02_介護技術

(ケア・介護食)
WY100/O38 あらゆる状況に対応できるシンプル身体介助術 / 岡田慎一郎著. -- 医学書院, 2017.
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27
02_介護技術

(ケア・介護食)
WY115/Ka21

こころと身体で覚える介護技術 : 利用者の「自分らしい生活」を支えるための介助マニュアル / 貝

塚誠一郎編著. -- 日本医療企画, 2017.

28
02_介護技術

(ケア・介護食)
WY152/E21

認知症の人の「食べられない」「食べたくない」解決できるケア / 枝広あや子著. -- 日総研出版,

2016.

29
02_介護技術

(ケア・介護食)
WY152/Sa85 食べられるようになるスプーンテクニック / 佐藤良枝著. -- 日総研出版, 2017.

30
03_介護制度

(地域包括ケア)
369.1/U32

対人援助職の燃え尽きを防ぐ : 仲間で支え、高め合うために / 植田寿之著 ; 続: 発展編. -- 創元

社, 2011.

31
03_介護制度

(地域包括ケア)
369.17/N94(3)

Q&A訪問介護サービスのグレーゾーン : 適正な介護サービス費の算定に関するガイドライン /

能本守康編著. -- 第2次改訂版. -- ぎょうせい, 2015.

32
03_介護制度

(地域包括ケア)
369.26/Sa85 ケアプラン困ったときに開く本 / 佐藤ちよみ著. -- 技術評論社, 2017.

33
03_介護制度

(地域包括ケア)
369.26/Ta33 地域包括ケアシステム / 高橋紘士編. -- オーム社, 2012.

34
03_介護制度

(地域包括ケア)
369/Ki97(3)

コメディカルのための社会福祉概論 / 鬼崎信好, 本郷秀和編 ; 荒木剛 [ほか] 著. -- 第3版. -- 講

談社, 2016.

35
03_介護制度

(地域包括ケア)
369/N84(6)

社会福祉概論 : その基礎学習のために / 西村昇, 日開野博, 山下正國編著. -- 6訂版. -- 中央法

規出版, 2017.

36 04_介護予防 WR598/O92
OHスケールによる褥瘡予防・治療・ケア : エビデンスのあるマットレス・福祉用具の選び方 / 大浦

武彦, 堀田由浩著. -- 中央法規出版, 2013.

37 04_介護予防 WT100/I71
すぐ役に立つ介護予防フィットネス : ロコモティブシンドロームに対応したQOL向上運動・実践ガ

イド / 石井千惠ほか著. -- 誠文堂新光社, 2012.

38 04_介護予防 WT100/Y19
イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援 : 地域ケアでの実践と手法の活用 / 山田実編著. --

文光堂, 2017.

39 04_介護予防 WT104/H13
医療・介護スタッフのための高齢者の転倒・骨折予防 : 転ばぬ先の生活指導 / 萩野浩編. -- 医薬

ジャーナル社, 2015.

40 04_介護予防 WT104/Su96
転倒・転落予防のベストプラクティス : ベッドサイドですぐにできる! / 鈴木みずえ編集. -- 南江堂,

2013.

41 04_介護予防 WY154.5/N77(2)
床ずれケアナビ : 在宅・介護施設における褥瘡対策実践ガイド / 日本褥瘡学会・在宅ケア推進

協会編集. -- 全面改訂版. -- 中央法規出版, 2017.

42
05_要介護になる
主な原因

WL100/H42 オールカラーまるごと図解ケアにつながる脳の見かた / 波多野武人編著. -- 照林社, 2016.

43
05_要介護になる
主な原因

WL300/U84 やさしく読める脳・神経の基礎知識 / 浦崎永一郎著. -- へるす出版, 2013.

44
05_要介護になる
主な原因

WL359/Ta59
パーキンソン病 / 武田篤編. -- 医薬ジャーナル社, 2013. -- (インフォームドコンセントのための図

説シリーズ).

45
05_要介護になる
主な原因

WR100/H54 皮膚科 / 瀧川雅浩監修. -- 海馬書房, 2016. -- (Simple step series).

46
05_要介護になる
主な原因

WR598/Sa61 New褥瘡のすべてがわかる / 真田弘美, 宮地良樹編著. -- 永井書店, 2012.

47
05_要介護になる
主な原因

WR598/Ta84 ガイドラインに基づくまるわかり褥瘡ケア / 田中マキ子著. -- 照林社, 2016.
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