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書名 著者 出版社

神

経

・

筋

系

病気が見える VOL.７ 脳・神経 西澤正豊･他監修 メディックメディア

神経難病のすべて 阿部康二 新興医学出版

神経･筋疾患の最新医療 杉田秀夫 先端医療技術研究所

誰にでもわかる神経筋疾患 119 番 金澤一郎監修 日本ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

神経疾患の遺伝子診断ガイドライン 2009 日本神経学会監修 医学書院

パーキンソン病がもっとよくなる最新治療 鈴木一郎・川上徳昭 主婦と生活社

家族と患者のためのパーキンソン病Ｑ＆Ａ 山本光利 ライフ･サイエンス

パーキンソン病診療Ｑ＆Ａ１１０ 水野美邦編集 中外医学社

パーキンソン病治療ハンドブック 近藤智善 医学書院

パーキンソン病治療の進め方
よこすかﾊﾟｰｷﾝ友の会

有志一同

よこすかﾊﾟｰｷﾝ友の会有志一

同

パーキンソン病治療薬の選び方と使い方 水野美邦編集 南江堂

パーキンソン病とうまくつきあう法 春原経彦 ﾗｲﾌﾘｻｰﾁﾌﾟﾚｽ

パーキンソン病患者の自由への扉 岡田芳子編集 APPLE

パーキンソン病のことがよくわかる本 柏原健一監修 講談社

オン・オフのある暮らし あとうだとしこ･他 アルタ出版

たいせつな家族がパーキンソン病になったときに読む本 高橋一司･他監修 講談社

今を精一杯生きていたい 若年性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝの詩 久保田容子 文芸社

ラッキーマン ﾏｲｹﾙ・J・ﾌｫｯｸｽ ソフトバンク文庫

いつも上を向いて ﾏｲｹﾙ・J・ﾌｫｯｸｽ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 金澤一郎監修 全国 SCD/MSA 友の会

脊髄小脳変性症のすべて 水澤英洋監修 日本ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

脊髄小脳変性症の臨床 阿部康二 中山書房

１リットルの涙 木藤亜也 エフェー出版

新ＡＬＳケアブック 日本ＡＬＳ協会編 川島書店

ＡＬＳマニュアル決定版！ 中島 孝監修 日本ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

逝かない身体 川口有美子 医学書院

命尽くるとも -「古代の心」で難病 ALS と闘う- 篠沢秀夫 文藝春秋

心の翼―あるＡＬＳ患者の記録― 長谷川進 日本ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

やさしさの連鎖 難病 ALS と生きる 佐々木公一 ひとなる書房

俺は生き抜いたよ～難病 ALS と 33 年闘った松本茂～ 松本るい 松本るい

しんぼう 山口武久 静山社

柚子の香 穴山 忠 山日印刷

神経難病 ALS とともに 悪妻とのたたかい 松本 茂 静山社

生きる力 神経難病 ALS 患者たちからのメッセージ 生きる力編集員会 岩波書店

最高のＱＯＬへの挑戦 ﾍﾞﾝさんの事例に学ぶ会 医学書院

センターの蔵書



筋硬直性ジストロフィー
ﾋﾟｰﾀｰ・ﾊｰﾊﾟｰ著

川井 充･他訳
診断と治療社

難病生活と仲間たち 山田富也・白江浩 燦葉出版

てんかんＱ＆Ａ 兼子直・山本光利 ライフ・サイエンス

臨床精神医学講座 てんかん 松下正明 中山書店

「てんかん」のことがよくわかる本 中里信和監修 講談社

脳脊髄液減少症を知っていますか 脳神経外科 篠原正道 西村書店

知っていますか？レビー小体型認知症 小阪憲司 メディカ出版

認知症の本 三宅貴夫・堀内園子他 岩波書店

多発性硬化症完全ブック 第 3版 ＭＳキャビン ＭＳキャビン

ＭＳ多発性硬化症とともに生きる MS ｴｯｾｲ広報事務局 医学書院

多発性硬化症完全ブック ＭＳキャビン ＭＳキャビン

高次脳障害解体新書 阿部順子・蒲澤秀洋監修 メディカ出版

壊れた脳 存在する知 山田 規畝子 角川ソフィア文庫

奇跡の脳 ｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾃｲﾗｰ著 新潮文庫

ふんばれ・がんばれ、ギランバレー！ たむら あや ﾜｲﾄﾞ KC ﾓｰﾆﾝｸﾞ

私の未来、私にできること ｢MY photo Story｣事務局 アートデイズ

おかあさんびょうきなの ＭＳキャビン ＭＳキャビン

免

疫

系

膠原病学 免疫学・リウマチ性疾患 塩沢俊一 丸善

新版 膠原病がわかる本 宮坂信之 法研

膠原病治療の最前線 前田学 たにぐち書店

膠原病ケーススタディ 廣瀬俊一 新興医学出版

血管炎アトラス 尾崎承一･ほか 厚生労働省研究班

病気が見える VOL.６ 免疫・膠原病 森尾友宏･他監修 メディックメディア

全身性エリテマトーデス 正しい治療がわかる本 松井征男 法研

JJN スペシャル 実践リウマチ・膠原病ケア 松浦美喜男 医学書院

リウマチ病 柏崎禎夫・橋本博史 南山堂

よくわかる強皮のすべて 竹原和彦編著 永井書店

シェーグレンと共に 菅井 進 前田書店

難病ベーチェト病 峰下哲他 鳳凰堂書店

線維筋痛症がわかる本 戸田克広 主婦の友社

線維筋痛症がよくわかる本 岡 寛 講談社

そうまでして生きるわけ

－線維筋痛症だからといって絶望しない
橋本裕子 ㈱佐久書房

ステロイドの使い方 １．内科編 宮坂信之 医薬ジャーナル社

ステロイドがわかる本 宮坂信之 法研

住まいの工夫から、生活＆暮らしの工夫まで

膠原病の生活術
なかむらふみ 保健同人社



消
化
器

病気が見える VOL.1 消化器 第４版 福本陽平 メディックメディア

病気が見える VOL.1 消化器 第５版 福本陽平 メディックメディア

ＩＢＤチーム医療ハンドブック 日本ＩＢＤ協会編 日本ＩＢＤ協会

潰瘍性大腸炎の診察ガイド第 1版 日本炎症性腸疾患編 文光堂

潰瘍性大腸炎の診察ガイド第 3版 日本炎症性腸疾患編 文光堂

潰瘍性大腸炎ってどんな病気 下山孝監修 診断と治療社

潰瘍性大腸炎・クローン病の治療・生活まるごとガイド
ｻﾅﾝﾀﾞ･V･ｹｲﾝ

福島恒男監訳
メディカ出版

潰瘍性大腸炎と上手に付き合う本 石川秀樹 三雲社

クローン病診療ガイドライン 日本消化器病学会 南江堂

クローン病の診療ガイド第 2版 日本炎症性腸疾患協会 文光堂

クローン病患者が本当にききたいこと－140 のＱ＆Ａ 福島恒男・斎藤恵子 弘文堂

クローン病ってこんな病気 福田能啓編 診療と治療社

ひとりで悩まないでクローン病と共に生きる
ｸﾛｰﾝ病ﾄｰﾀﾙｹｱ推進協

議会編集
大阪難病医療情報線ｾﾝﾀｰ

潰瘍性大腸炎患者が本当にききたいこと－129 のＱ＆Ａ 福島恒男・斎藤恵子 弘文堂

潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事 斎藤恵子・他 女子栄養大学

潰瘍性大腸炎・クローン病の食事療法
ｼﾞｪｰﾑｽ･ｽｶﾗ著

福島恒男監訳
メディカ出版

安心レシピでいただきます！ 斎藤恵子 弘文堂

安心レシピでいただきます！おべんとう・パーティー編 斎藤恵子 弘文堂

呼
吸
器

病気が見える VOL.４ 呼吸器 滝澤 始 メディックメディア

特発性間質性肺炎 診断と治療の手引き

日本びまん性肺疾患

診断・治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

作成委員会

南江堂

循
環
器

別冊 NHK きょうの健康 心臓の病気 小川 聡総監修 ＮＨＫ出版

病気が見える VOL.２循環器 CD 付 萩原誠久･他監修 メディックメディア

骨
･
関
節

特発性大腿骨頭壊死症 ｢整形外科｣編集員 南江堂

別冊 NHK きょうの健康 腰痛・肩こり・手足のしびれ 伊藤達雄・戸山芳昭監修 NHK 出版

ここが聞きたい名医にＱ 腰痛のベストアンサー
「ここが聞きたい！名

医にＱ」番組制作班
主婦と生活社

患者さんのための頸椎後縦靭帯骨化症ガイドブック
日本整形外科学会診療

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ委員会編集
南江堂

手足のしびれ、歩きにくい症状がある方に
日本整形外科学会診療

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ委員会編集
南江堂

血

液

病気が見える Vol.５ 血液 松田 晃 メディックメディア

ポンコツズイ 矢作 理絵 集英社

代
謝
・
内

分
泌病気が見える vol.３（糖尿病・代謝・内分泌） 橋詰 直孝・他監修 メディックメディア



腎
・
泌
尿
器

病気が見える vol.８（腎・泌尿器） 池森 敦子・他監修 メディックメディア

皮
膚
・
結
合

組
織
疾
患

2017 年版マルファン症候群ガイドブック第 3版 沼部博直監修 ﾏﾙﾌｧﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ」

く
す
り

薬がみえる VOL.１（神経系・循環器系・腎泌尿器系）

薬がみえる VOL.２（代謝・内分泌、血液、免疫・炎症系）

薬がみえる VOL.３（消化器系、呼吸器系、感染症、悪性

腫瘍）

医療情報科学研究所 メディックメディア

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

・

心

理

傾聴ボランティアのすすめ NPOﾎｰﾙﾌｧﾐﾘｰｹｱ協会編 NPO ﾎｰﾙﾌｧﾐﾘｰｹｱ協会

一目でわかる傾聴ボランティア 鈴木絹英 NHK 出版会

ピアカウンセリング入門 ﾋｨｰﾏｯｸｽ編 オーエス出版

ピアサポーターのためのピアカウンセリング入門 日本てんかん協会 日本てんかん協会

ピアサポート実践マニュアル ﾄﾚﾊﾞｰｺｰﾙ 川島書店

ピアヘルパーハンドブック 日本教育ｶｳﾝｾﾗｰ協会編 図書文化社

仲間どうしで[聞く・話す]ピア・カウンセリング入門
木村孝・藤田完二・高

橋慶治
オーエス出版

ピアカウンセリングマニュアル 寺谷孝子 社会福祉法人 THC 板橋会

カウンセリングの理論 國分康孝 誠信書房

カウンセリングの技法 國分康孝 誠信書房

エンカウンター こころとこころのふれあい 國分康孝 誠信書房

コーチングサポートの実際―難病患者を支えるー 安藤 潔・柳澤厚生 真興交易医書出版

ロジャースが語る 自己実現の道 諸富祥彦 岩崎学術出版

カールロジャーズ入門 自分が“自分”になるということ 諸富祥彦 コスモス・ライブラリー

自己成長の心理学 人間性/ﾄﾗﾝｽﾊﾟｰｿﾅﾙ心理学入門 諸富祥彦 コスモス・ライブラリー

自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木典子 金子書房

自分の気持ちをきちんと伝える技術 平木典子 ＰＨＰ研究所

苦難の乗り越え方 江原啓之 パルコ出版

「こころの居心地」がよくなる心理学 町沢静夫 三笠書房

こころの栄養ドリンク 山下真司 文芸社

癒しのユーモア 命の輝きを支えるケア 柏木哲夫 三輪書店

くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社

生きて死ぬ智慧 柳澤桂子 小学館

ともに生きる １．２．３ 群馬県難病相談･支援センター

ナラティブセラピーって何？ アリスモーガン 金剛出版

物語としてのケア ナラティブアプローチの世界へ 野口裕二 医学書院

胃ろうＰＥＧケアのすべて 合田文則編著 医歯薬出版



食

事

・

栄

養

嚥下障害 ポケットマニュアル(第 2版)
聖隷三方原病院嚥下

チーム
医歯薬出版

動画でわかる摂食・嚥下リハビリテーション 藤島一郎・柴本勇 中山出版

オーラルケア・マネジメント実践マニュアル 別所和久監修 医歯薬出版

嚥下障害のことが良くわかる本 藤島一郎監修 講談社

介護する人のための誤嚥性肺炎 こうすれば防げる！助かる 稲川利光 主婦の友社

革新的 嚥下障害食 なめらか食 小島真由美・他 日総研

ハッピー介護食 村上祥子 中央法規出版

かみにくい飲み込みにくい人の食事 藤谷順子 主婦と生活社

かみやすい飲み込やすい食事のくふう 山田晴子 女子栄養大学出版部

5分でできる介護食 目からウロコのアイデアメニュー 松月弘恵・他 中央法規

サプリメントの賢いつきあい方 藤竿伊知郎 あけび書房

毒を出す食 ためる色 蓮村 誠 ＰＨＰ

毒を出す生活 ためる生活 蓮村 誠 ＰＨＰ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

驚異のパワーリハビリテーション 竹内孝仁 年友企画

神経･筋疾患のマネージメント 難病患者のリハビリテ

ーション
加倉井周一･他 医学書院

高次脳機能障害のリハビリがわかる本 橋本 圭司 講談社

パーキンソン病に効く音楽療法 CD ブック 林 明人 マキノ出版

パーキンソン病はこうすれば変わる！日常生活の工夫と

パーキンソンダンスで生活機能改善
高畑進一・宮口英樹編 三輪書店

摂食･嚥下リハビリテーションの全体像 １
日本摂食･嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ学会編集
医歯薬出版

摂食･嚥下リハビリテーションの前提 ２
日本摂食･嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ学会編集
医歯薬出版

摂食･嚥下障害の評価 ３
日本摂食･嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ学会編集
医歯薬出版

脊髄小脳変性症・他系統委縮症のリハビリテーション 全国 SCD・MSA 友の会 全国 SCD・MSA 友の会

看

護

・

介

護

看護のための最新医学講座 １脳･神経系疾患 祖父江 元編集 中山書店

看護のための最新医学講座 ４腎疾患と高血圧 千葉 勉編集 中山書店

看護のための最新医学講座 ６免疫・アレルギー疾患 佐々木 成編集 中山書店

看護のための最新医学講座 ９血液･造血器疾患 北村 聖編集 中山書店

看護のための最新医学講座 11 消化器疾患 山本 一彦編集 中山書店

ＳＴＥＰ内科①神経･遺伝・免疫 平山謙二・上坂義和 海馬書房

エクセルナース〔脳神経編〕 岩田 誠監修 メディカルレビュー

エクセルナース〔消化器編〕 北島政樹監修 メディカルレビュー

神経系のしくみと看護 種池礼子総監修 へるす出版

難病の最新情報 から臨床･ケアまで 大野良之総編集 南山堂

神経筋疾患のマネージメント 加倉井周一他 医学書院

神経筋難病の看護マニュアル 国立宇多野病院 日総研

難病ガイド－在宅看護・介護のためのー 水島裕 日本医学出版



難病看護の基礎と実践 川村佐和子監修 桐書房

足立紀子の在宅看護とは何か 足立紀子 医歯薬出版

在宅療養指導とナーシング 宮崎歌代子他編集 医歯薬出版
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