
事例が多く
作業療法の展開が
わかりやすい！

疾患ごとに
概要・症状
について
理解できる

作業療法士
の具体的な
介入方法が
わかる

第１章　精神科医療の基礎知識
　1　精神症状に関する基礎知識
　2　精神薬理学―薬物の実際
　3　精神科における医師との連携
第２章　精神科作業療法の基礎知識
　1　精神科作業療法―総論
　2　精神科作業療法の進め方の理解
第３章　精神疾患の理解と作業療法の展開
　Ⅰ　統合失調症の理解と作業療法
　Ⅱ　うつ病・双極性障害の理解と作業療法
　Ⅲ　神経症性障害の理解と作業療法
　Ⅳ　摂食障害の理解と作業療法
　Ⅴ　依存症候群の理解と作業療法
　Ⅵ　パーソナリティ障害の理解と作業療法
　Ⅶ　認知症の理解と作業療法
　Ⅷ　児童・思春期の精神障害の理解と作業療法
　Ⅸ　てんかんの理解と作業療法
第４章　地域生活支援と作業療法
　1　地域生活支援
　2　チーム医療
第５章　医療観察制度と作業療法
　1　医療観察制度の概要
　2　医療観察制度における作業療法

目次

第3版
精神疾患の理解と
精神科作業療法
■定価 4,180円（税込）　AB判・328頁　ISBN978-4-8058-5980-3
■堀田 英樹=編著╱中島 直、菅原 誠、朝田 隆=著　　■2020年1月刊行

実践を重視した作業療法の方法論と、精神科作業療法に不可欠な精神医学のエッセンスを
まとめた、網羅的かつ臨床的な一冊。精神症状や薬物療法など精神医学の基礎知識、作業
療法の基本的な進め方に加えて、疾患別に作業療法の実際を解説した。DSM-5等に対応。

ご採用検討資料

リハビリテーション
　関連書籍
リハビリテーション
　関連書籍 2022



クリニカル作業療法シリーズ
評価からプログラム立案・アプローチまで、作業療法の実習・臨床で役立つシリーズ！評価からプログラム立案・アプローチまで、作業療法の実習・臨床で役立つシリーズ！

身体領域の作業療法
プログラム立案のポイントプログラム立案のポイント

■定価 5,500円（税込） B5判・568頁　ISBN978-4-8058-5322-1　
■大嶋伸雄=編集　■2016年9月刊行

第Ⅰ部　身体領域の作業療法―基礎編
  A　ボトムアップ／トップダウン・アプローチによる作業療法フレームワーク
  B　ボトムアップ／トップダウン・アプローチによる包括評価╱C　ボ
トムアップ／トップダウン・アプローチ理解のための基礎知識╱D　ボトム
アップ・アプローチに必要な理論と技能╱E　トップダウン・アプロー
チに必要な理論と技法╱F　クロッシング・アプローチの理論と技法
第Ⅱ部　対象疾患・障害と作業療法の展開
　1. 脳血管疾患╱2. 頭部外傷╱３. 脊髄損傷
　4. 末梢神経損傷（手外科）╱５. 整形外科疾患
　6. 関節リウマチ╱７. 中枢神経・筋疾患╱８. 呼吸器疾患
　9. 循環器疾患╱10. 生活習慣病╱11. がん疾患・終末期

第2版

高次脳機能障害領域の
作業療法 プログラム立案のポイントプログラム立案のポイント

■定価 3,960円（税込）　B5判・272頁　ISBN978-4-8058-5323-8
■鈴木孝治=編集　■2017年9月刊行

第Ⅰ部　総論―高次脳機能と作業療法
　1. 脳の各部位とその機能（障害）
　2. 作業療法における高次脳機能（障害）の考え方・とらえ方
　3. 作業療法の展開（とらえ方の手順）
第Ⅱ部　各論―障害別の作業療法の展開
　1. 意識障害╱2. 注意障害╱3. 情動障害╱4. 記憶障害╱5. 失認╱6. 失
読・失書╱7. 失語╱8. 失行╱9. 遂行機能障害╱10. 半側空間無視╱11. 
着衣障害╱12. 右半球コミュニケーション障害╱13. 外傷性脳損傷・社会
的行動障害

高齢期領域の作業療法
プログラム立案のポイントプログラム立案のポイント

■定価 4,180円（税込） B5判・404頁　ISBN978-4-8058-5320-7　

■山田  孝=監修╱小林法一、竹原  敦、鎌田樹寛=編集　
■2016年2月刊行

第2版

目次 第Ⅰ部　総論―高齢者に対する作業療法
  A　わが国の高齢者の現状╱B　高齢者に対する作業療法の知識
  C　高齢者に対する作業療法の過程╱D　高齢期作業療法の評価
  ツール╱E　場の特性と高齢者の作業療法
第Ⅱ部　各論―高齢者に対する作業療法の実践事例
  A　疾患・障害別作業療法の展開
　1. 重度の麻痺と失語症となった脳卒中生活期の高齢者  ほか
  B　活動・参加に焦点を当てた高齢者への作業療法の展開
  C　場面別作業療法の展開
第Ⅲ部　演習―高齢者に対する作業療法評価

目次

福祉用具・住環境整備
の作業療法
■定価 4,180円（税込） B5判・310頁　ISBN978-4-8058-3892-1　
■玉垣  努、渡邉愼一=編集　■2013年9月刊行

第Ⅰ部　福祉用具の概念と種類
  A  生活上における福祉用具の役割
第Ⅱ部　福祉用具の適応と目的
  A  ベッド・床上動作関連
　1. 定義・基礎知識※ ／2. 高齢者・脳血管疾患（片麻痺）※ ／3. 脊髄損傷※ 
／4. 神経筋疾患（筋ジストロフィー）※ ／5. 関節リウマチ（RA）※
  B  移乗・移動関連（※A1.～5. と同じ）╱C  食事関連（※A1.～5. と同じ）
  D  整容・更衣関連（※A1.～5. と同じ）／6. 切断╱E  入浴関連（※A1.～5. と同じ）
  F  排泄関連
　1. 定義・基礎知識／2. 脳血管疾患（片麻痺）／3. 高齢者／4. 脊髄損傷／　
5. 神経筋疾患（筋ジストロフィー）／6. 関節リウマチ（RA）
  G  コミュニケ―ション・環境制御装置関連
　1. 定義・基礎知識／2. 筋委縮性側索硬化症（ALS）／3. 神経筋疾患（筋ジ
ストロフィー）／4. 脊髄損傷
第Ⅲ部　住宅環境整備・住宅改修における作業療法士の役割

精神領域の作業療法
プログラム立案のポイントプログラム立案のポイント

■定価 4,840円（税込） B5判・412頁　ISBN978-4-8058-5321-4　
■石井良和、京極  真、長雄眞一郎=編集 ■2016年2月刊行

第2版

目次 序　プログラム立案のピットフォール
　1. プログラムをうまく立案できない本当のワケ
　2. プログラムを再考するときの注意点
第Ⅰ部　精神科作業療法におけるプログラム立案の基礎
  A　プログラム立案とは何か？
  B　プログラム立案のピットフォールから抜け出すための「7つの原則｣
  C　プログラム立案以前の実践技法╱D　プログラム立案で利用で
きるウェポン╱E　場の特性と精神障害者の作業療法
第Ⅱ部　精神科作業療法のプログラム立案の実際
  作業機能障害とプログラム立案のコツ
　1. 統合失調症╱2. 気分障害╱3. 境界性パーソナリティ障害╱4. 神経症╱
　5. 摂食障害╱6. てんかん╱7. アルコール・薬物依存症╱8. 認知症╱9. 司法
精神科作業療法
第Ⅲ部　クライエント（当事者）の声

目次

目次

日常生活活動の
作業療法
■定価 4,400円（税込）　B5判・332頁　ISBN978-4-8058-5066-4
■藤井浩美、小山内隆生、黒渕永寿=編集 ■2014年9月刊行

第Ⅰ部　日常生活活動（ＡＤＬ）の概念と種類
第Ⅱ部　日常生活活動（ＡＤＬ）の評価とトレーニング
　Ａ　基本動作／Ｂ　身の回り動作（身辺動作）／Ｃ　日常生活関連
動作（活動）（ＡＰＤＬ・ＩＡＤＬ）／Ｄ　日常生活活動と生活リズム／
Ｅ　社会参加
第Ⅲ部　日常生活活動（ＡＤＬ）の評価とトレーニングの実際
　１.脳血管障害／２.脊髄損傷／３.変性疾患（パーキンソン症候群）／４.骨・
関節疾患／５.内部障害（呼吸器疾患）／６.統合失調症／７.認知症／８.躁
うつ病／９.神経症　ほか

目次

リハビリ現場で使える
移動・移乗技術トレーニング
■AB判・154頁　ISBN978-4-8058-5937-7
■平田  学=編集　　■2019年8月刊行　■定価 3,740円（税込）

写真と動画でステップアップ

リハ職に向け、移動・移乗技術の基本から応用まで、カラー
写真と動画で解説。介助者の身体の使い方・対象者の動きの
把握といった基本トレーニング、脊損などの全介助の障害
者・高齢者に対応できる誘導法・介助法を示す。

介助の
最新テクニックが
カラー写真とAR
動画でわかる！



はじめて学ぶ人の臨床心理学
■定価 2,750円（税込）　A5判・296頁　2003年4月刊行　ISBN978-4-8058-2347-7
■杉原一昭 =監修／渡邉映子、勝倉孝治 = 編集

臨床心理学をはじめて学ぶ学生向けのテキスト。おもな理論と技法、アセスメント（評価）、研究法
など、臨床心理学の内容を包括的にわかりやすく解説した入門書。

Chap.1　臨床心理学を学ぶ
Chap.2　おもな理論・技法
Chap.3　心の仕組みと人の発達

Chap.4　アセスメント・診断
Chap.5　トリートメント・治療
Chap.6　臨床心理学の研究

新・社会福祉とは何か 第4版
■予価 1,650円（税込）　A5判・約230頁　2022年2月刊行予定　ISBN未定
■大久保秀子＝著

初めて社会福祉を学ぶ学生に最適の入門書。理念や歴史、制度など難解な「社会福祉」について、
図表や用語解説を交え平易な文章で解説。章ごとに「Point」を設け、学習の目的を示した。社会
福祉のアウトラインが押さえられるテキストとして好評の一冊。

目 次

目 次

目 次

こころの医学入門
■定価 3,520円（税込）　B5判・334頁　2017年9月刊行　ISBN978-4-8058-5495-2
■近藤直司、田中康雄、本田秀夫= 編集

精神医学の入門書。各領域第一線の臨床家が、一般的な医学知識のみならずそれぞれの臨床経験か
らポイントを執筆した、学びやすい講義形式のテキスト。保健、福祉、教育などの関連領域にも言及した。

医療・保健・福祉・心理専門職をめざす人のために

基礎編
　講義01　精神医学の方法論と成因論
　講義02　脳科学とこころの臨床
　講義03　症候学と状態像

　講義04　症状性・器質性精神疾患
　講義05　アディクション（依存症）
　講義06　統合失調症とその周辺　ほか

応用編
　補講01　自殺関連行動
　補講02　精神力動的精神医学とこころの臨床

　ほか

第1章　社会福祉とは何か
第2章　社会福祉の歴史
第3章　社会福祉の法と行財政
第4章　ソーシャルワークの理解

第5章　最低生活保障と生活保護制度
第6章　児童福祉から児童家庭福祉へ
第7章　障がい者の自立と福祉
第8章　高齢者の生活と福祉

第9章　地域福祉推進と地域共生社会への展望
第10章　これからの社会福祉

●定価 2,970円（税込）
　B5判／296頁
　ISBN978-4-8058-8300-6
　2021年6月刊行

社会保障制度の知識について、概要やサービス利用までの流れを、図解・イラストを交えわかりやすく解説。
制度の活用事例もQ＆A形式で掲載し、制度の運用や支援の現場が具体的にイメージできます。

「ケアマネジャー」編集部…編／福島敏之…著
社会保障制度活用ガイド 
現場で役立つ！ 

目　次 第３章　医療保険
　1「医療保険制度」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第４章　権利擁護
　1「権利擁護」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第５章　年金
　1「年金制度」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第６章　注目トピックス

第１章　生活保護
　1「生活保護・生活困窮者自立制度」をザックリ
押さえよう!  2 活用までの流れとポイント　
　3 事例で学ぶ！ 制度活用術
　4 押さえておきたい用語解説
第２章　障害者福祉
　1「障害者福祉制度」をザックリ押さえよう！　　
（2～4は第1章と同じ）

２０２1年版 

社会保障入門編集委員会…編集
福祉、医療、保健、年金等、社会保障全般の法制度・統計について、最新の情報に基づきわかりやすく図解した
「社会保障」の入門書。初めて社会保障制度を学ぶ方にも最適の一冊。

社会保障入門2022

目　次 各論
Ⅰ　社会福祉  生活保護／介護保険制度／認知症施策　ほか
Ⅱ　保健医療  増大する国民医療費　ほか
Ⅲ　年金・労働保険
資料編

本文編
総論
Ⅰ　我が国の社会保障制度の概要
Ⅱ　我が国の社会保障を取り巻く環境
高齢化の進む人口構造　ほか

※変更すること
　があります

Chap.7　心の病い
Chap.8　現場で生きる臨床心理学
Chap.9　臨床家の訓練

●予価 2,750円（税込）
　B5判／約220頁
　ISBN 未定
　2022年1月刊行予定
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関係者必携！ 障害・疾病理解の共通言語

〒110-0016  東京都台東区台東3-29-1
https://www.chuohoki.co.jp/

2001年５月に世界保健機関（WHO）によって定められた「国際生活機能分類
（ICF）」の日本語版（国際障害分類（ICIDH）の改訂版）。人間のあらゆる健康状
態に関係した生活機能状態及び、その人をとりまく社会制度や社会資源をアル
ファベットと数字を組み合わせた方式で分類した約1500項目を掲載。障害の
判定、治療、療育、福祉、生活支援な
どに関わる方の「共通言語」となるも
のであり、リハビリテーション関係
者には必携の書。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、遠隔授業において弊社出版物（DVD等を含む）を利用する
際には、弊社ホームページをご確認のうえ、指定のフォームにてご連絡ください。
➡URL：https://www.chuohoki.co.jp/topics/info/2005112102.html

TEL03-3834-5815　FAX03-3837-8035

■定価 3,850円（税込）　
　B5判・286頁　2002年8月刊行
　ISBN978-4-8058-4417-5　

■障害者福祉研究会＝編集ＩＣＦ 国際生活機能分類
―国際障害分類改定版―

https://www.chuohoki.co.jp/correction/pdf/4417.pdf

■定価 2,420円（税込）  B5判・390頁  
　2021年9月刊行  ISBN978-4-8058-8374-7

■一般社団法人全国訪問看護事業協会＝編集

都道府県等が行う「喀痰吸引等研修」の最新テキ
スト。カリキュラムに基づく基本知識の解説に加え
て、実施の手順、自己評価票等を収載した。

新版  介護職員等による
喀痰吸引・経管栄養研修テキスト

■価格 9,900円（税込）　2015年11月刊行　
　ISBN978-4-8058-5278-1

■上野桂子、川村佐和子＝監修╱柿崎恵美、佐野けさ美、原口道子、丸谷彩花、吉原由美子、
　一般社団法人全国訪問看護事業協会＝制作協力

「介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト」に収載されている喀痰吸引、
経管栄養の実施手順と手技を、留意点と併せて視覚的に学ぶことができるＤＶＤ。

改訂  DVDで学ぶ
喀痰吸引・経管栄養の手順と留意点
介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修用教材

必修化された喀痰吸引のカリキュラムに最適！

第Ⅰ部　総論
第Ⅱ部　高齢者および障害児・者の
　　　　喀痰吸引
第Ⅲ部　高齢者および障害児・者の
　　　　経管栄養
第Ⅳ部　介護職員等による喀痰吸引
　　　　等の研修評価票

目次

遠隔授業における弊社出版物の利用について

本分類に用いられている用語につい
て、2009年に厚生労働省から「国際
生活機能分類の変更すべき用語につ

いて」が公表されました。
詳しくは、弊社ホームペ
ージに掲載しております
補遺をご確認ください。


