
高知リハビリテーション専門職大学図書館団体貸出一覧表

No． 書名 著者 出版者 出版年

1
ねころんで読める新しいリハビリ : 内部障害リハビリテーションの驚く

べき効果
上月正博著 メディカ出版 2018.7

2 理学療法士・作業療法士のためのできる!ADL練習 山崎裕司編集 南江堂 2016.6

3 イラストでわかる患者さんのための心臓リハビリ入門　第2版
上月正博, 伊藤修, 原田卓

編集
中外医学社 2019.4

4 まんがでわかる脳卒中回復期リハビリ 　初版
誠愛リハビリテーション

病院リハビリまんが研究
メディカルレビュー社 2016.6

5 筋肉と関節のしくみがわかる事典 : ビジュアル版 竹井仁監修 西東社 2013.1

6 作業療法の話をしよう : 作業の力に気づくための歴史・理論・実践 吉川ひろみ編集 医学書院 2019.9

7 なんでもできる片まひの生活 : くらしが変わる知恵袋
臼田喜久江著 ; 藤原茂編

著
青海社 2003.6

8
0〜5歳児発達が気になる子のコミュニケーション力育て : 5つの力からア

プローチ
松崎敦子/著 学研教育みらい 2020.6

9 図解やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋知幸編著  ナツメ社 2016.1

10
認知症の人を理解したいと思ったとき読む本 : 正しい知識とやさしい寄

り添い方
内門大丈監修 大和出版 2018.4

11 訪問リハの極意! : 気づきに学ぶ 宇田薫編著 三輪書店 2014.5

12
レクリエーション : 社会参加を促す治療的レクリエーション 　改訂第2

版

中村春基, 香山明美, 宮崎

明美編集
三輪書店 2004.8

13 高次脳機能障害当事者・家族の知恵袋
脳損傷友の会高知青い空

女子会編著

脳損傷友の会高知青い

空女子会
2020.5

14
50シーンイラストでわかる高次脳機能障害「解体新書」 : こんなときど

うしよう!?家庭で、職場で、学校での"困った"を解決!

名古屋市総合リハビリ

テーションセンター編著
メディカ出版 2011.12

15
認知症ぜんぶ図解 : 知りたいこと・わからないことがわかるオールカ

ラーガイド
三宅貴夫著 メディカ出版 2011.3

16 一緒に治せるめまいと頭痛 五島史行著 金原出版 2016.11

17 リハに役立つ治療薬の知識とリスク管理 宮越浩一編 羊土社 2019.9

18
自分で鍛える!仲間と鍛える!前頭葉のリハビリ : 理解できる高次脳機能障

害
中島恵子著 ゴマブックス 2006.11

19 写真でわかる移乗・移動ケア : 正しい介助の技術 : オールカラー 田中義行監修 ナツメ社 2018.5

20 脳卒中リハビリガイド : 生活の質を高める105のコツ 第2版 田口芳雄監修 学研メディカル秀潤社 2014.2

No． 書名 著者 出版者 出版年

1 ハローキティの早引き整形外科ハンドブック　第2版 加藤龍一監修 ナツメ社 2013.12

2 希望をくれた人 : パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル 宮崎恵理著 協同医書出版社 2016.7

3 悩めるセラピストへ : 下町的指南書 福井勉著 ヒューマン・プレス 2017.3

4 脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい、本当のこと 小林純也著 三輪書店 2017.9

5 まんがでわかる脳卒中回復期リハビリ 　初版

誠愛リハビリテーション

病院リハビリまんが研究

会脚本 ; もとじろう作画

メディカルレビュー社 2016.6

6 腰痛をめぐる常識の嘘 菊地臣一著 金原出版 1994.9

7 楽に立ち、なめらかに歩く 川平和美監修 小学館 2014.2

8 筋肉と関節のしくみがわかる事典 : ビジュアル版 竹井仁監修 西東社 2013.1

9 変形性股関節症の運動・生活ガイド : 運動療法と日常生活動作の手引き 日本医事新報社 1999.9

リハビリテーションに関する本

理学療法



高知リハビリテーション専門職大学図書館団体貸出一覧表

No． 書名 著者 出版者 出版年

10
変形性脊椎症・腰痛の運動・生活ガイド : 運動療法と日常生活動作の手

引き　第2版
日本医事新報社 2000.2

11 病気がみえる vol.7 脳・神経 医療情報科学研究所編 Medic Media 2011.3

12 基礎理学療法概論 : PTスタートガイド 加藤宗規編 メジカルビュー社 2018.2

13 イラストでわかる患者さんのための心臓リハビリ入門　第2版
上月正博, 伊藤修, 原田卓

編集
中外医学社 2019.4

14
リハビリテーション効果を最大限に引き出すコツ : 応用行動分析で運動

療法とADL訓練は変わる　第3版
山崎裕司, 山本淳一編集 三輪書店 2019.6

15 理学療法士・作業療法士のためのできる!ADL練習 山崎裕司編集 南江堂 2016.6

16  リアル 　1〜10巻 井上雄彦著 集英社 2001.3

No． 書名 著者 出版者 出版年

1 なんでもできる片まひの生活 : くらしが変わる知恵袋
臼田喜久江著 ; 藤原茂編

著
青海社 2003.6

2 ぼくが臨床で大切にしていること 谷川正浩著 三輪書店 2006.7

3  精神科OTの醍醐味! 苅山和生著 三輪書店 2010.5

4 学校に作業療法を : 「届けたい教育」でつなぐ学校・家庭・地域
仲間知穂, こども相談支

援センターゆいまわる編
クリエイツかもがわ 2019.2

5 ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた 森皆ねじ子著 照林社 2020.4

6 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友直子著 新潮社 2019.1

7 脳卒中リハビリ絵本 : 脳卒中なんか怖くない!
大和会東大和病院脳卒

中・脳神経センター編著
メディカ出版 2007.4

8  ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一著 朝日新聞出版 2014.1

9 作業療法の話をしよう : 作業の力に気づくための歴史・理論・実践 吉川ひろみ編集 医学書院 2019.9

10
認知症を楽しく予防しよう! : 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士から

の提案
久保高明[ほか]著 医学と看護社 2017.4

11 ひとりひとりの人 : 僕が撮った精神科病棟 大西暢夫写真・文  精神看護出版 2004.6

12
レクリエーション : 社会参加を促す治療的レクリエーション 　改訂第2

版

中村春基, 香山明美, 宮崎

明美編集
三輪書店 2004.8

13 はじめよう音楽リハビリテーション : 3大機能のための50の音楽ゲーム集
長倉裕二, 大塚裕一, 宮本

恵美著
あおぞら音楽社 2016.9

14
「ものづくり」でリハビリ実践ガイド : すぐに役立つ24のクラフトレシ

ピ集

畠山真弓, 中館美保子, 森

下史子著
学習研究社 2009.2

15 義男の空 　1〜6巻 エアーダイブ制作  Dybooks
2008.1-

2019.10

No． 書名 著者 出版者 出版年

1
0〜5歳児発達が気になる子のコミュニケーション力育て : 5つの力からア

プローチ
松崎敦子/著 学研教育みらい 2020.6

2
できる!をのばす行動と学習の支援 : 応用行動分析によるポジティブ思考

の特別支援教育
山本淳一, 池田聡子/著 日本標準 2007.4

3 チョットした工夫で自分らしく : 片マヒと失語症・私の快適生活 横田清著 エスコアール出版部 2007.3

4 誤嚥性肺炎の予防とケア : 7つの多面的アプローチをはじめよう 前田圭介著 医学書院 2017.9

5
にほんごがこんなふうにみえたのよ! : 39歳で脳出血!オレの片マヒ&失語

な日常
山﨑明夫著 QOLサービス 2016.7

6 四季を楽しむビジュアル嚥下食レシピ 原浩貴編集 全日本病院出版会 2019.2

7
Dr・歯科医師・Ns・ST・PT・OT・PHN・管理栄養士みんなで考えた高

齢者の楽しい摂食・嚥下リハビリ&レク
青木智恵子著 黎明書房 2009.2

8 絵でわかる言語障害 : 言葉のメカニズムから対応まで　第2版 毛束真知子著 学研メディカル秀潤社 2013.9

言語聴覚療法

作業療法



高知リハビリテーション専門職大学図書館団体貸出一覧表

No． 書名 著者 出版者 出版年

9 チーちゃんのくち 渡辺真美文/絵 口腔保健協会 2005.9

10 図解やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋知幸編著 ナツメ社 2016.1

11  エビデンスに基づいた吃音支援入門 菊池良和著 学苑社 2012.5

12 口腔機能向上トレーニング : 高齢者の機能低下に合わせた 池山豊子著 日総研出版 2007.9

13
こどもの口唇裂・口蓋裂の治療とケア : 患者説明にそのまま使える : 不

安なパパ・ママにイラストでやさしく解説
大久保文雄編著 メディカ出版 2014.4

14  聲の形　１〜7巻 大今良時著 講談社
2013.11-

2014.12


