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１ 人間の理解　第２版	 ￥2,420 ９ 介護過程　第２版	 ￥2,420

２ 社会の理解　第２版	 ￥2,420 10 介護総合演習・介護実習　第２版	 ￥2,420

３ 介護の基本Ⅰ　第２版	 ￥2,420 11 	 　　　　　　　第２版	 ￥2,860

４ 介護の基本Ⅱ　第２版	 ￥2,420 12 発達と老化の理解　第２版	 ￥2,420

５ コミュニケーション技術　第２版	 ￥2,420 13 認知症の理解　第２版	 ￥2,420

６ 生活支援技術Ⅰ　第２版	 ￥2,420 14 障害の理解　第２版	 ￥2,420

７ 生活支援技術Ⅱ　第２版	 ￥2,420 15 医療的ケア　第２版	 ￥2,860

８ 生活支援技術Ⅲ　第２版	 ￥2,420 全 15 巻セット	 ￥37,180

最新 介護福祉士養成講座　全15巻

『介護福祉士養成課程 新カリキュラム教育方法の手引き』等を参考にブラッシュアップ!!　

介護福祉士養成講座編集委員会＝編集
B5 判・約 220 頁〜約 350 頁

全巻を改訂‼
第２版の刊行は
2022 年２月を予定

◎ 2019年度からの新しい介護福祉士養成カリキュラムに対応したスタンダードテキスト
◎ 介護福祉教育に精通した編集・執筆陣を揃え、授業の進め方に配慮した教えやすい構成
◎ 外国人留学生にも配慮してふりがなを充実！（日本語能力試験N3レベルに対応）
◎ 「　こころとからだのしくみ」「　医療的ケア」はフルカラー、「　生活支援技術Ⅰ」「　生活支援技術Ⅱ」

「　医療的ケア」はAR動画※を搭載！
※AR動画につきましては右ページをご参照ください。

11 15 ６ ７

15

※価格は税込です。

こころとからだの
しくみ

巻 構 成

ご採用いただきました教員の方に、「演習の手引」を各巻にご用意しております。「演習の手引」は演習
の目的・指導のポイント・解答などをまとめた小冊子です。　 

長年にわたって培ってきたノウ
ハウを礎に、これからの介護福
祉士に求められる知識と技術
を体系的に整理。講義形式は
もちろん、演習形式の授業でも
活用しやすいテキストです。
第２版では、最新の統計・制度
に更新するとともに、さらに使
いやすくブラッシュアップしま
した。
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◆AR動画の視聴方法
①	App	Store／Google	Playから「COCOAR」または「ココアル」と検索し、アプ
リをインストールしてください。
②	COCOARを起動して、「ARマーク」がついている図や写真を読み込むと、動
画が再生されます。

スマホやタブレットで動画が見られる
ARを搭載（⑥⑦⑮巻）。

※	ご利用のスマートフォンの機種やOSのバージョンによっては、アプリが正常に動作しない場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

※	通信料はお客様のご負担となります。
※	動画は予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

※	当カタログでも動画を視聴することができます。是非お試しく
ださい。

人間の理解　第２版１
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 290 頁　
ISBN978-4-8058-8390-7 2022 年２月刊行予定

第１章 人間の尊厳と自立
第１節	 人間の尊厳と人権・福祉理念
第２節	 自立のあり方

第２章 人間関係とコミュニケーション
第１節	 人間と人間関係

第２節	 対人関係におけるコミュニケーション
第３節	 対人援助関係とコミュニケーション
第４節	 組織におけるコミュニケーション

第３章 介護実践におけるチームマネジメント
第１節	 介護実践におけるチームマネジメントの意義

第２節	 ケアを展開するためのチームマネジメント
第３節	 人材育成・自己研鑽のためのチームマネジ

メント
第４節	 組織の目標達成のためのチームマネジメン

ト

上原千寿子（元・広島国際大学教授）、澤宣夫（長崎純心大学
教授）

目 次

編集
委員

社会の理解　第２版２
定価  2,420 円（税込） B5 判・約 350 頁
ISBN978-4-8058-8391-4 2022 年２月刊行予定

第１章 社会と生活のしくみ
第１節	 生活の基本機能
第２節	 ライフスタイルの変化
第３節	 家族の機能と役割
第４節	 社会・組織の機能と役割
第５節	 地域・地域社会
第６節	 地域社会における生活支援

第２章 地域共生社会の実現に向けた制度や
施策

第1節	 地域福祉の発展
第2節	 地域共生社会

第３節	 地域包括ケア
第３章 社会保障制度
第１節	 社会保障の基本的な考え方
第２節	 日本の社会保障制度の発達
第３節	 日本の社会保障制度のしくみ
第４節	 現代社会と社会保障制度

第４章 高齢者保健福祉と介護保険制度
第１節	 高齢者保健福祉の動向
第２節	 高齢者保健福祉に関連する法体系
第３節	 介護保険制度

第５章 障害者保健福祉と障害者総合支援制度

第1節	 障害者保健福祉の動向
第2節	 障害者の定義
第３節	 障害者保健福祉に関する制度
第４節	 障害者総合支援制度

第６章 介護実践に関連する諸制度
第1節	 個人の権利を守る制度
第2節	 保健医療に関する制度
第3節	 貧困と生活困窮に関する制度
第4節	 地域生活を支援する制度

坂本毅啓（北九州市立大学准教授）、野村脩（南海福祉看護専
門学校専任講師）

目 次

編集
委員
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介護の基本Ⅰ　第２版３
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 220 頁　
ISBN978-4-8058-8392-1 2022 年２月刊行予定

第１章 介護福祉とは
第１節	 介護を取り巻く状況
第２節	 介護の歴史
第３節	 介護福祉の基本理念

第２章 介護福祉士の役割と機能
第１節	 社会福祉士及び介護福祉士法
第２節	 介護福祉士の活動の場と役割
第３節	 介護福祉士に求められる役割とその養成

第４節	 介護福祉士を支える団体
第３章 介護福祉士の倫理
第１節	 介護福祉士の倫理
第２節	 日本介護福祉士会の倫理綱領

第４章 自立に向けた介護福祉のあり方
第１節	 自立支援の考え方
第２節	 ＩＣＦの考え方
第３節	 自立支援とリハビリテーション

第４節	 自立支援と介護予防

及川ゆりこ（日本介護福祉士会会長）、川井太加子（桃山学院
大学教授）、杉原優子（地域密着型総合ケアセンターきたおおじ
施設長）、横山孝子（熊本学園大学教授）

介護の基本Ⅱ　第２版４
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 280 頁　
ISBN978-4-8058-8393-8 2022 年２月刊行予定

第１章 介護福祉を必要とする人の理解
第１節	 私たちの生活の理解
第２節	 介護福祉を必要とする人たちの暮らし
第３節	 「その人らしさ」と「生活ニーズ」の

理解
第４節	 生活のしづらさの理解とその支援

第２章 介護福祉を必要とする人の生活を支え
るしくみ

第１節	 利用者の生活を支えるしくみ
第２節	 生活を支えるフォーマルサービス（社

会的サービス）とは
第３節	 生活を支えるインフォーマルサービス

（私的サービス）とは
第４節	 地域連携

第３章 介護における安全の確保とリスクマネ
ジメント

第１節	 介護における安全の確保
第２節	 リスクマネジメントとは何か
第３節	 感染症対策

第４章 協働する多職種の機能と役割
第１節	 多職種連携・協働の必要性
第２節	 多職種連携・協働に求められる基本的

な能力
第３節	 保健・医療・福祉職の役割と機能

第４節	 多職種連携・協働の実際
第５章 介護従事者の安全
第１節	 健康管理の意義と目的
第２節	 こころの健康管理
第３節	 身体の健康管理
第４節	 労働環境の整備

及川ゆりこ（日本介護福祉士会会長）、川井太加子（桃山学院
大学教授）、杉原優子（地域密着型総合ケアセンターきたおおじ
施設長）、横山孝子（熊本学園大学教授）

コミュニケーション技術　第２版５
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 280 頁　
ISBN978-4-8058-8394-5 2022 年２月刊行予定

第１章 介護におけるコミュニケーションの基
本

第１節	 介護におけるコミュニケーションとは
第２節	 介護におけるコミュニケーションの対象
第３節	 援助関係とコミュニケーション

第２章 コミュニケーションの基本技術
第１節	 コミュニケーション態度に関する基本技

術
第２節	 言語・非言語・準言語コミュニケーショ

ンの基本
第３節	 目的別のコミュニケーション技術
第４節	 集団におけるコミュニケーション技術

第３章 対象者の特性に応じたコミュニケー
ション

第１節	 コミュニケーション障害への対応の基
本

第２節	 さまざまなコミュニケーション障害のあ
る人への支援

　　　　（視覚障害／聴覚障害／構音障害／失
語症／認知症／うつ病・抑うつ状態／
統合失調症／知的障害／発達障害／高
次脳機能障害／重症心身障害）

第４章 家族とのコミュニケーション
第１節	 家族との関係づくり
第２節	 家族への助言・指導・調整
第３節	 家族関係と介護ストレスへの対応

第５章 介護におけるチームのコミュニケー
ション

第１節	 チームのコミュニケーションとは
第２節	 報告・連絡・相談の技術
第３節	 記録の技術
第４節	 会議・議事進行・説明の技術
第５節	 事例検討に関する技術
第６節	 情報の活用と管理のための技術

飯干紀代子（志學館大学教授）、井上善行（日本赤十字秋田短
期大学教授）

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員
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生活支援技術Ⅰ　第２版６
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 320 頁　
ISBN978-4-8058-8395-2 2022 年２月刊行予定

第１章 生活支援の理解
第１節	 生活支援の基本的な考え方
第２節	 生活支援と介護過程
第３節	 生活支援とチームアプローチ

第２章 居住環境の整備
第１節	 住まいの役割と機能
第２節	 生活空間
第３節	 快適な室内環境
第４節	 安全に暮らすための生活環境
第５節	 居住環境の整備における多職種との連

携

第３章 自立に向けた移動の介護
第１節	 自立した移動とは
第２節	 自立に向けた移動・移乗の介護
第３節	 移動の介護における多職種との連携

第４章 福祉用具の意義
第１節	 生活支援における福祉用具の重要性
第２節	 福祉用具の種類
第３節	 適切な福祉用具を選ぶための視点

第５章 自立に向けた家事の介護
第１節	 自立した家事とは
第２節	 自立に向けた家事の介護
第３節	 家事の介護における多職種との連携

第６章 応急手当の知識と技術
第１節	 応急手当について
第２節	 応急手当の実際

第７章 災害時における生活支援
第１節	 災害時における介護福祉士の役割
第２節	 災害時における生活支援の実際。

浦尾和江（田園調布学園大学教授）、櫻井恵美（東京福祉大学
講師）、柴山志穂美（神奈川県立保健福祉大学准教授）、白井
孝子（東京福祉専門学校副学校長）

生活支援技術Ⅱ　第２版７
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 310 頁　
ISBN978-4-8058-8396-9 2022 年２月刊行予定

第１章 自立に向けた身じたくの介護
第１節	 自立した身じたくとは
第２節	 自立に向けた身じたくの介護
第３節	 身じたくの介護における多職種との連

携
第２章 自立に向けた食事の介護
第１節	 食事の意義と目的
第２節	 自立に向けた食事の介護
第３節	 食事の介護における多職種との連携

第３章 自立に向けた入浴・清潔保持の介護
第１節	 自立した入浴・清潔保持とは
第２節	 自立に向けた入浴・清潔保持の介護

第３節	 入浴・清潔保持の介護における多職種
との連携

第４章 自立に向けた排泄の介護
第１節	 自立した排泄とは
第２節	 自立に向けた排泄の介護
第３節	 排泄の介護における多職種との連携

第５章 休息・睡眠の介護
第１節	 休息・睡眠とは
第２節	 休息・睡眠の介護
第３節	 休息・睡眠の介護における多職種との

連携
第６章 人生の最終段階における介護

第１節	 人生の最終段階の意義と介護の役割
第２節	 人生の最終段階における介護
第３節	 人生の最終段階の介護における多職種

との連携

櫻井恵美（東京福祉大学講師）、柴山志穂美（神奈川県立保健福
祉大学准教授）、白井孝子（東京福祉専門学校副学校長）、竹田幸
司（田園調布学園大学准教授）、壬生尚美（日本社会事業大学教授）

生活支援技術Ⅲ　第２版８
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 320 頁　
ISBN978-4-8058-8397-6 2022 年２月刊行予定

第１章 利用者の状態・状況に応じた生活支
援技術とは

第２章 障害に応じた生活支援技術Ⅰ
第１節	 肢体不自由に応じた介護
第２節	 視覚障害に応じた介護
第３節	 聴覚・言語障害に応じた介護
第４節	 重複障害〈盲ろう〉に応じた介護
第５節	 内部障害―心臓機能障害に応じた介護
第６節	 内部障害―呼吸器機能障害に応じた介

護

第７節	 内部障害―腎臓機能障害に応じた介護
第８節	 内部障害―膀胱・直腸機能障害に応じ

た介護
第９節	 内部障害―小腸機能障害に応じた介護
第10節	 内部障害―HIVによる免疫機能障害に

応じた介護
第11節	 内部障害―肝臓機能障害に応じた介護
第12節	 重症心身障害に応じた介護

第３章 障害に応じた生活支援技術Ⅱ
第１節	 知的障害に応じた介護

第２節	 精神障害に応じた介護
第３節	 高次脳機能障害に応じた介護
第４節	 発達障害に応じた介護
第５節	 難病―筋萎縮性側索硬化症（ALS）に

応じた介護
第６節	 難病―パーキンソン病に応じた介護
第７節	 難病―悪性関節リウマチに応じた介護
第８節	 難病―筋ジストロフィーに応じた介護

櫻井恵美（東京福祉大学講師）、柴山志穂美（神奈川県立保健
福祉大学准教授）、白井孝子（東京福祉専門学校副学校長）

本巻に収載されているAR動画は、12頁の

『DVD 根拠に基づく生活支援技術の基本』

でさらに詳しく見ることができます。

本巻に収載されているAR動画は、12頁の

『DVD 根拠に基づく生活支援技術の基本』

でさらに詳しく見ることができます。

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員
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介護過程　第２版９
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 230 頁　
ISBN978-4-8058-8398-3 2022 年２月刊行予定

第１章 介護過程とは
第１節	 介護過程とは
第２節	 生活支援における介護過程の必要性

第２章 介護過程の理解
第１節	 本章の目的と構成
第２節	 介護過程の展開
第３節	 アセスメント（情報収集）	
第４節	 アセスメント（解釈・関連づけ・統合化）
第５節	 介護計画の立案

第６節	 介護の実施
第７節	 評価

第３章 介護過程の実践的展開
第１節	 介護過程の実践的展開
第２節	 「介護過程」展開の実際
	 （事例1〜 4）

第４章 介護過程とケアマネジメント
第１節	 介護過程とケアマネジメントの関係性
第２節	 チームアプローチにおける介護福祉士

の役割
第５章 利用者の生活と介護過程の展開
第１節	 利用者のさまざまな生活と介護過程の

展開
第２節	 事例で考える利用者の生活と介護過程

の展開
	 （事例１〜６）

伊藤優子（北海道医療大学先端研究推進センター客員教授）、
久保田トミ子（広島国際大学教授）、三好弥生（高知県立大学
准教授）、横山孝子（熊本学園大学教授）

目 次

編集
委員

人気介護漫画『ヘルプマン！』を使って、リアルな介護現場をイメージしながら介

護過程の展開を学ぶ一冊。事例（漫画）を読む→アセスメント（情報収集・分析）

→課題の明確化→介護計画立案までを一連の流れで実践的に理解できます。

「ヘルプマン！」に学ぶ  介護過程
アセスメントから個別介護計画立案まで

八木裕子＝著
定価 2,200 円（税込）　 B5 判・178 頁
ISBN978-4-8058-8349-5　 2021 年 8 月刊行

介護過程のサブテキストに最適！

目 次

第 1 章 介護過程を展開する上での基本視点
第 2 章 介護過程の基礎的理解
	 １	 介護過程とは何か
	 ２	 介護過程は課題解決に向けての思考と

実践の過程
	 ３	 ケアプランと個別援助計画書（個別介

護計画書）

	 ４	 介護過程の構成要素
	 ５	 アセスメント（情報収集）
	 ６	 ICF（国際生活機能分類）に基づいた

情報収集
	 ７　アセスメント（情報の解釈・関連づけ・

統合化）
	 ８　アセスメント（生活課題の明確化）

	 ９	 介護計画の立案（介護目標の設定）
	 10	 介護計画の立案（具体的な支援内容・

支援方法の決定）
	 11	 介護の実施
	 12	 評価と修正
第 3 章 介護過程の展開の実際
事例編 漫画『ヘルプマン！』

事例を漫画で読む1

介護計画を立案する3

アセスメント（情報収集
・分　析） する2

事例を漫画で読む1

介護計画を立案する3

アセスメント（情報収集
・分　析） する2

事例を漫画で読む1

介護計画を立案する3

アセスメント（情報収集
・分　析） する2

新 刊
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発達と老化の理解　第２版12
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 320 頁　
ISBN978-4-8058-8401-0 2022 年２月刊行予定

第１章 人間の成長と発達の基礎的知識
第１節	 成長・発達の考え方
第２節	 成長・発達の原則・法則
第３節	 成長・発達に影響する要因

第２章 人間の発達段階と発達課題
第１節	 発達理論
第２節	 発達段階と発達課題
第３節	 身体的機能の成長と発達

第４節	 心理的機能の発達
第５節	 社会的機能の発達

第３章 老年期の特徴と発達課題
第１節	 老年期の定義
第２節	 老化とは
第３節	 老年期の発達課題
第４節	 老年期をめぐる今日的課題

第４章 老化にともなうこころとからだの変化と生活

第１節	 老化にともなう身体的な変化と生活への影響
第２節	 老化にともなう心理的な変化と生活への影響
第３節	 老化にともなう社会的な変化と生活への影響

第５章 高齢者と健康
第１節	 健康長寿に向けての健康
第２節	 高齢者の症状・疾患の特徴
第３節	 高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点
第４節	 保健医療職との連携

秋山昌江（聖カタリナ大学教授）、小林千恵子（金城大学教
授）、内藤佳津雄（日本大学教授）

目 次

編集
委員

こころとからだのしくみ　第２版11
定価 2,860 円（税込） B5 判・約 320 頁　
ISBN978-4-8058-8400-3 2022 年２月刊行予定

序章 「健康」とは何か
第１章 こころのしくみを理解する
第１節	 人間の欲求とは
第２節	 自己実現と尊厳
第３節	 こころのしくみの基礎

第２章 からだのしくみを理解する
第１節	 からだのしくみ

第３章 移動に関連したこころとからだのしくみ
第１節	 移動のしくみ
第２節	 心身の機能低下が移動に及ぼす影響
第３節	 変化の気づきと対応

第４章 身じたくに関連したこころとからだのしくみ
第１節	 身じたくのしくみ

第２節	 心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響
第３節	 変化の気づきと対応

第５章 食事に関連したこころとからだのしくみ
第１節	 食事のしくみ
第２節	 心身の機能低下が食事に及ぼす影響
第３節	 変化の気づきと対応

第６章 入浴・清潔保持に関連したこころとからだの
しくみ

第１節	 入浴・清潔保持のしくみ
第２節	 心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす

影響
第３節	 変化の気づきと対応

第７章 排泄に関連したこころとからだのしくみ

第１節	 排泄のしくみ
第２節	 心身の機能低下が排泄に及ぼす影響
第３節	 変化の気づきと対応

第８章 休息・睡眠に関連したこころとからだのしくみ
第１節	 休息・睡眠のしくみ
第２節	 心身の機能低下が休息・睡眠に及ぼす影響
第３節	 変化に気づくためのポイント

第９章 人生の最終段階のケアに関連したこころとか
らだのしくみ

第１節	 人生の最終段階に関する「死」のとらえ方
第２節	 「死」に対するこころの理解
第３節	 終末期から危篤状態、死後のからだの理解
第４節	 終末期における医療職との連携

秋山昌江（聖カタリナ大学教授）、遠藤英俊（国立長寿医療研
究センター長寿医療研修センター長）、白井孝子（東京福祉専
門学校副学校長）

目 次

編集
委員

介護総合演習・介護実習　第２版10
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 290 頁　
ISBN978-4-8058-8399-0 2022 年２月刊行予定

上原千寿子（元・広島国際大学教授）、中司登志美（福山平成
大学教授）

目 次

編集
委員

第１章 介護総合演習で何を学ぶか
第１節	 介護総合演習の位置づけ
第２節	 介護総合演習の目的

第２章 介護実習で何を学ぶか
第１節	 介護実習の意義と目的
第２節	 介護実習の種類
第３節	 実習前の学びと、実習後の学びのいかし方

第３章 介護実習準備、実習中・実習後の学び
第１節	 介護実習前の学習の内容と方法
第２節	 介護実習中の学習の内容と方法
第３節	 介護実習後の学習の内容と方法

第４章 実習先の特徴、実習先での学び
第１節	 訪問介護

第２節	 通所介護
第３節	 通所リハビリテーション
第４節	 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
第５節	 介護老人保健施設
第６節	 養護老人ホーム
第７節	 グループホーム
第８節	 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能

型居宅介護
第９節	 軽費老人ホーム（ケアハウス）
第10節	 障害者支援施設
第11節	 医療型障害児入所施設・療養介護施設

第５章　実習Ⅰの展開
第１節	 実習Ⅰのねらいと実習モデル

第２節	 実習モデル①利用者と出会い、その暮らしを
知る介護実習

第３節	 実習モデル②介護技術の実践を軸にした介護
実習

第４節	 実習モデル③家族、近隣、地域にも目を向け
る介護実習

第６章 実習Ⅱの展開
第１節	 実習Ⅱのねらいと実習モデル
第２節	 実習モデル・介護過程を展開する介護実習

第７章 介護総合演習の実際
第１節	 介護総合演習における知識と技術の統合化
第２節	 介護総合演習における介護観の形成
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医療的ケア　第２版15
定価 2,860 円（税込） B5 判・約 350 頁　
ISBN978-4-8058-8404-1 2022 年２月刊行予定

第１章 医療的ケア実施の基礎
第１節	 医療的ケア
	 （医療的ケアとは／医行為について／

喀痰吸引等制度／医療的ケアと喀痰吸
引等の背景／その他の制度）

第２節	 安全な療養生活（喀痰吸引や経管栄養
の安全な実施／救急蘇生）

第３節	 清潔保持と感染予防（感染予防／介護
福祉職の感染予防／療養環境の清潔、
消毒法／消毒と滅菌）

第４節	 健康状態の把握（身体・精神の健康／
健康状態を知る項目／急変状態につい
て）

第２章 喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）
第１節	 高齢者および障害児・者の喀痰吸引概

論
第２節	 高齢者および障害児・者の喀痰吸引実

施手順解説
第３章 経管栄養（基礎的知識・実施手順）
第１節	 高齢者および障害児・者の経管栄養概

論
第２節	 高齢者および障害児・者の経管栄養実

施手順解説
第４章 演習
第１節	 喀痰吸引のケア実施の手引き
第２節	 経管栄養のケア実施の手引き
第３節	 救急蘇生法の手引き

上野桂子（聖隷クリストファー大学大学院非常勤講師）、川村佐和子（聖隷クリス
トファー大学大学院教授）、白井孝子（東京福祉専門学校副学校長）、新田國夫
（医療法人社団つくし会理事長）、原口道子（東京都医学総合研究所主席研究員）

障害の理解　第２版14
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 300 頁　
ISBN978-4-8058-8403-4 2022 年２月刊行予定

第１章 障害の概念と障害者福祉の基本理念
第１節	 障害の概念
第２節	 障害者福祉の基本理念
第３節	 障害者福祉に関連する制度
第４節	 障害者福祉制度と介護保険制度

第２章 障害別の基礎的理解と特性に応じた
支援 Ⅰ

第１節	 障害のある人の心理
第２節	 肢体不自由（運動機能障害）
第３節	 視覚障害
第４節	 聴覚・言語障害

第５節	 重複障害
第６節	 内部障害
	 （心臓機能障害／呼吸器機能障害／腎

臓機能障害／膀胱・直腸機能障害／小
腸機能障害／ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害／肝臓機能障害）

第７節	 重症心身障害
第３章 障害別の基礎的理解と特性に応じた

支援 Ⅱ
第１節	 知的障害
第２節	 精神障害

第３節	 高次脳機能障害
第４節	 発達障害
第５節	 難病

第４章 連携と協働
第１節	 地域のサポート体制
第２節	 チームアプローチ

第５章 家族への支援
第１節	 家族への支援とは
第２節	 家族の介護力の評価と介護負担の軽減

川井太加子（桃山学院大学教授）、髙木憲司（和洋女子大学
准教授）、高木直美（日本福祉大学中央福祉専門学校学科長）

認知症の理解　第２版13
定価 2,420 円（税込） B5 判・約 350 頁　
ISBN978-4-8058-8402-7 2022 年２月刊行予定

第 1 章 認知症の基礎的理解
第１節	 認知症とは何か
第２節	 脳のしくみ
第３節	 認知症の人の心理

第２章 認知症の症状・診断・治療・予防
第１節	 中核症状の理解
第２節	 生活障害の理解
第３節	 BPSDの理解
第４節	 認知症の診断と重症度
第５節	 認知症の原因疾患と症状・生活障害
第６節	 認知症の治療薬
第７節	 認知症の予防

第３章 障害をかかえて生きることへの支援

第１節	 認知症を取り巻く状況　これまで－今
－これから

第２節	 認知症ケアの理念と視点
第３節	 認知症当事者の視点からみえるもの

第４章 認知症ケアの実際
第１節	 パーソン・センタード・ケア
第２節	 認知症の人の理解と認知症の人の特性

をふまえたアセスメント・ツール
第３節	 認知症の人とのコミュニケーション
第４節	 認知症の人へのケア
第５節	 認知症の人へのさまざまなアプローチ
第６節	 認知症の人の終末期医療と介護
第７節	 環境づくり

第５章 介護者支援
第１節	 家族への支援
第２節	 介護福祉職への支援

第６章 認知症の人の地域生活支援
第１節	 地域包括ケアシステムにおける認知症

ケア
第２節	 多職種連携と協働

中司登志美（福山平成大学教授）、宮島渡（日本社会事業大学
専門職大学院特任教授）、山口晴保（認知症介護研究・研修東京
センターセンター長）

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員

目 次

編集
委員


