
KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

リハビリテーション 

はじめよう！おうちでできる 子どものリハビリテーション＆やさしいケア  
（¥10,560、9784895906678、2019/09、三輪書店、KP00030852） 
医療やリハの基礎知識～子どものリハ＆やさしいケアのコツやアイデアが満載！たくさんのイラストでビジュアル的にもわかりや
すい！実践的ですぐに役立つ入門書です！ 

書影左上より、タイトル（同時アクセス１本体価、ISBN、底本出版年月、出版社、ProductID） 

リハビリテーション職種の在宅リハビリ・ケア  
（¥4,180、9784908083594、2020/09、シービーアール、KP00033578） 
理論的に解決する手法だけでなく、在宅の現場でよく遭遇する「理不尽な事柄」や「正論が通用しにくい事柄」などの事例も
提示し、その対処法についても解説。 

がんのリハビリテーションQ&A 
（¥9,438、9784498067189、2015/06、中外医学社、KP00018230） 
栄養の概念から三大栄養素の相互関係、消化、吸収、代謝を展開。栄養学の基礎知識を学ぶための手掛かりとなる一冊。 

栄養学の基本  
（¥4,922、9784839958527、2016/03、マイナビ出版、KP00026572） 
体と栄養の基礎知識や消化・吸収のしくみ、栄養バランスの考え方、運動と栄養素の関係、フィトケミカル（機能性成
分）の働きなど、豊富な図解でわかりやすく解説した実用書です。 

消化・吸収・代謝と栄養素のすべてがわかるイラスト図鑑  
（¥9,548、9784840471466、2020/09、メディカ出版、KP00031820） 
消化・吸収・代謝のプロセスと栄養素のはたらきをコンパクトな文章と見開きのイラストでわかりやすく紹介。 
栄養素の体内での役割、代謝への影響、疾患とのかかわりがやさしく学べる管理栄養士・栄養士必携の1冊。 

36タイトル 
同時アクセス1 
328,845円 

(本体価) 

※1点からご購入可 

No.KD0164     
2020年12月 

KinoDenのメリット 

リハビリテーション関連の電子書籍を精選してお届けします。 
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宇田薫 KP00027156 三輪書店 201705 PDF ¥4,400 - ¥6,600

現場に学ぶ　訪問リハセラピストの

フィジカルアセスメント
9784895905954

野尻晋一【作・画】 KP00027155 三輪書店 201704 PDF ¥4,400 - ¥6,600

漫画でみる 生活期リハビリテーション 9784895905947

出江紳一【監修】 KP00032680 法研 201611 EPUBリフロー ¥2,310 - -

訪問リハビリテーション

7つの極意
9784865133844

高木綾一/小池隆二/波野優貴/浅田

健吾【著】福山真樹【画】
KP00033578 シービーアール 202009 PDF ¥4,180 - -

リハビリテーション職種の

在宅リハビリ・ケア
9784908083594

三木明徳 KP00018734 金芳堂 201612 PDF ¥8,360 - ¥12,540

実習にも役立つ

人体の構造と体表解剖
9784765317078

奈良勲【監修】淺井仁/柴田克之【編】 KP00030858 三輪書店 201911 PDF ¥7,920 - ¥11,880

PT・OTのための

画像評価に基づく

疾患別ケーススタディ

9784895906784

淺井仁/奈良勲【編】 KP00011535 文光堂 201604 PDF ¥18,920 - ¥28,380

姿勢制御と理学療法の実際 9784830645358

近良明【監修】桑原匠司【編】 KP00011571 文光堂 201711 PDF ¥8,360 - ¥12,540

運動療法としてのピラティスメソッド 9784830651854

玉木彰【編】

森沢知之/宮本俊朗【編集協力】
KP00012682 羊土社 201701 PDF ¥14,190 - ¥28,380

内部障害の症例検討 9784758102261

内山靖/奈良勲【編】 KP00013788 文光堂 201703 PDF ¥22,000 - ¥33,000

図解 運動療法ガイド 9784830645501

千葉慎一【編】 KP00016163 文光堂 201704 PDF ¥8,800 - ¥13,200

運動のつながりから導く肩の理学療法 9784830645549

斉藤秀之/加藤浩【編】 KP00016186 文光堂 201506 PDF ¥11,440 - ¥17,160

筋緊張に挑む 9784830643972

運動療法の目的や導入にあたって必要な安全管理、対象となる症状への疾患および病期別の介入法、運動

療法の基礎理論と法制度について幅広く解説した。また臨床での工夫やコツを「クリニカルヒント」として収録。好

評を博している姉妹書『図解 検査・測定ガイド』を踏襲し、臨床での思考・実践過程を豊富なイラストと臨場

感あるセリフ形式の本文で記述している。明日からの臨床、実習講義に役立つ一冊。

複雑な肩関節の運動機能を理解し、臨床で成果を上げるには、肩周囲の関節はもとより、体幹、胸郭、さらに

下肢など、複数の関節機能や関節間の「運動のつながり」を理解しなければならない。本書では、昭和大学藤

が丘リハビリテーション病院で臨床を行ってきたセラピストや医師を中心に、部位やテーマごとに肩との「運動のつ

ながり」を分かりやすく解説し、その評価方法と治療への展開・実践を豊富な図を用いて解説する。

12

NO 書影

内容紹介

1

2

3

フィジカルアセスメントが不安なあなたへ、訪問リハセラピストのためのフィジカルアセスメントのポイントを事例ととも

にピックアップ！

生活期では生活を組み立て修復しながら再び生活を立て直す。その人の生活を元気にし、役割を獲得し、自

分の住んでいる地域に参加できるように支援していくためのエッセンスが散りばめられた目から鱗の野尻イズム満

載の一冊。

地域住民が住み慣れた地域で最期まで過ごすために、リハビリテーション専門職の地域での活躍が期待されて

います。しかし療法士の大多数は病院の院内業務に従事しており、地域におけるリハビリテーションは少数の療

法士がしっかりとしたガイドラインのない中、手探りで行っているのが現状です。本書は、わかりやすくポイントを７

つに絞った「極意集」としてまとめた、地域リハの質向上の一助となる一冊です。

4

5

6

7

8

9

10

11

本書は在宅の最前線で活動しているリハビリテーション職種の在宅現場における様々な課題の解決に必要な

知識や技術について解説したものである。理論的に解決する手法だけでなく、在宅の現場でよく遭遇する「理

不尽な事柄」や「正論が通用しにくい事柄」などの事例も提示し、その対処法についても解説した。また、事例の

提示においてはイラストを用いて紹介しており、できるだけ在宅の初心者の方にもわかりやすい内容とした。

チーム医療のなかで、コメディカル医療識者にも幅広い知識と高度な技能が求められるようになってきた。講義

において、全身臓器を対象として、人体の構造を生理学、病理学、臨床医学と関連付けて学び、実習ではそ

れぞれの専門領域に必要な事項を正しく理解することを目指した。本書は著者が10数年にかけて、毎年加

筆。著者自らの描いた図版で非常にわかりやすく660以上記載。

これだけは知っておきたい画像の基礎知識と画像評価に基づく臨床判断の具体的なポイントがわかる！医療

関連職種がそれぞれの立場で症例を追った“臨床の現実”と画像情報に基づく臨床判断のケーススタディが詰

まった１冊！

姿勢制御機能の評価法、疾患に特有な姿勢とその改善のための理学療法、アスリートに求められる姿勢制御

能力とその再獲得のための理学療法について、実例を挙げながら解説した。さらに各ライフステージにおけるヒト

の姿勢制御の特徴や、生物の進化を通してヒトの姿勢制御を考えるべく動物の姿勢制御についても概説す

る。

PARTIではピラティスの歴史、医療やコンディショニングの現場からピラティスに関わる研究などの各論を、

PARTIIでは部位別の機能改善を目的としたピラティスアプローチを代表的なピラティスの器具を使用して解説

している。PARTIIIでは大きなピラティス器具を設置できない様々なスポーツ現場において、持ち運びできるもの

や現場で用意できるものを使用して、同じ効果の出せるピラティスアプローチをどのようにしているかを解説してい

る。

臨床でよく出会う20症例を、エキスパートPTが解説。症例の概略と初期評価から「主要な問題点」と「最適な

理学療法プログラム」を考える問題を解くことで、どんな患者さんに対しても適切な介入ができる応用力が身につ

く！

PART Iでは、生理学視点からみた骨格筋の神経機構や筋緊張発生のメカニズム、運動制御機構からみた筋

緊張について基本をおさえ、PART IIでは、筋緊張の評価・検査手技、日常生活動作で遭遇する基本動

作、歩行動作、セルフケア、頭部・体幹・および顎・口腔の筋緊張の評価方法について、定性的評価に加え、

定量化・数値化への試みを実践する。PART IIIでは、疾患別に臨床実践の視点から筋緊張の特性と治療に

ついて解説している。
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壹岐英正【編】 KP00016884 メディカ出版 201710 PDF ¥14,322 - ¥21,483

ナース、CW、PT、OT、STのための

事例でわかる

ADLの評価＆向上サクセスガイド

9784840460651

林泰史【監修】 KP00016830 インターメディカ 201703 PDF ¥11,000 - ¥27,500

写真でわかるリハビリテーション看護

アドバンス
9784899963622

籔脇健司【編】藤本一博【編集協力】 KP00025085 文光堂 201503 PDF ¥14,300 - ¥21,450

高齢者のその人らしさを捉える

作業療法
9784830645198

鈴木孝治【編】 KP00018401 中央法規出版 201709 PDF ¥7,920 - ¥11,880

高次脳機能障害領域の作業療法 9784805853238

蜂須賀研二/佐伯覚【編著】 KP00018704 金芳堂 201605 PDF ¥6,160 - ¥9,240

高次脳機能障害者の

自動車運転再開とリハビリテーション
9784765316736

小林純也 KP00027157 三輪書店 201709 PDF ¥5,500 - ¥8,250

脳卒中患者だった

理学療法士が伝えたい、本当のこと
9784895906067

堀田英樹 KP00021298 中山書店 201808 PDF ¥8,800 - ¥13,200

統合失調症・うつ病の

作業療法の進め方
9784521746067

田村正徳/前田浩利【監修】

日本小児在宅医療支援研究会【編】
KP00030852 三輪書店 201909 PDF ¥10,560 - ¥15,840

はじめよう！おうちでできる

子どものリハビリテーション＆やさしいケア
9784895906678

辻哲也【編著】 KP00018230 中外医学社 201506 PDF ¥9,438 - ¥18,876

がんのリハビリテーションQ&A 9784498067189

赤羽根良和 KP00029713 羊土社 202003 PDF ¥17,160 - ¥34,320

足部・足関節痛のリハビリテーション 9784758102469

田屋雅信/松田雅弘【編】 KP00012683 羊土社 201804 PDF ¥11,220 - ¥22,440

リハに役立つ検査値の読み方・とらえ方 9784758102278

斉藤秀之/加藤浩/常盤直孝【編】 KP00018547 文光堂 201711 PDF ¥12,100 - ¥18,150

極める膝・下腿骨骨折の理学療法 9784830645631

飯山準一【監修】 KP00020839 金芳堂 201906 PDF ¥6,160 - ¥9,240

「こんなことも知らないの？」

と言われないための

リハビリの基本のキホン

9784765317870

19

15

16

17

13

14

対象者の生活障害と脳機能の状態に合わせた介入方法を選択して、いかに根拠をもって対処するかを示す。

失認、失読・失書、失語、失行、遂行機能障害、半側空間無視など１３の障害像に対して評価、利点・問

題点、介入方略・目標・方針、プログラム、実施（問題解決）など解説。

23

24

25

20

21

22

18

ADL支援（介助）は、訓練ではセラピストが、日常生活ではナースやCWが担う、リハビリ病棟の一番大きな

業務。リハにかかわる多職種がADLを正しく評価でき、そのうえで各ADLをどう向上させるのか（訓練）、どう維

持するのか（病棟・生活）が学べ、さらにIADLにも踏み込んだガイドブック。

写真・図表を駆使して、リハビリテーション看護の実際を疾患別にわかりやすく解説。超高齢社会に突入した

今、高齢患者の生活機能を維持し、生活の質を上げるために、看護のあらゆる場面でリハビリテーションの知

識・技法・マインドが求められています。時代の要請に応え、日常の看護でさらに一歩進んだケアを提供するた

めに、必須の書です。

高齢者の「その人らしさ」を捉えて支援するために必要な概念や方法を、わかりやすく解説した一冊。その人らしい作業の捉え

方と大切な「作業」を実現するための方法を概説し、本書を読んで実際に「真似」ができるよう、重要な観点を情報収集編と

実践編に分けて詳しく解説。特に、理論と実践が乖離する要因となりやすい情報収集方法に関しては、会話や観察などから

対象者を捉えられる非構成的評価について多くの紙面を割いた。

自動車運転再開の取り組みとして脳卒中患者の運転再開、都市部における運転再開システム構築モデルの

紹介。評価、検査、訓練では運転シミュレーター検査、運手時の覚醒度の報告。また研究会からは、運転再

開に関する他施設共同研究の中間報告、補足で2015年度SiDSの改良箇所と本研究会演題一覧（特別

講演やパネルディスカッション、ポスター演題等）を掲載した。

23歳で脳卒中を発症し、その後、理学療法士となった経験をもとに語る脳卒中者の主観と身体感覚。 私た

ちが想像する以上にもどかしくつらい運動麻痺や感覚麻痺を脳卒中経験者はどのように感じているのか? 障害

を疑似体験できる方法を交えながら、経験しなくてはわからない「患者の本当」についてお伝えします。

作業療法の臨床例をあげ、作業療法評価のもととなる患者の面接や作業中の様子を臨場感あふれる会話形

式などで紹介している。統合失調症患者やうつ病患者の特徴の解説もあり、疾患の理解を踏まえたうえで、事

例から作業療法士が観察･介入すべきポイントなどがわかるようになっている。 

はじめてでも大丈夫！子どもの在宅支援にかかわるすべての方へ。この一冊で小児在宅支援の幅広い知識が

身につきます。医療やリハの基礎知識～子どものリハ＆やさしいケアのコツやアイデアが満載！たくさんのイラスト

でビジュアル的にもわかりやすい！実践的ですぐに役立つ入門書です！

本邦では、がんの死亡率は年々減少傾向である一方、がん生存者は軒並み 増加している。がんは、「不治の

病」の時代から「共存する」時代へと変化し、 リハビリテーションが大きな役目を果たすようになった。本書では、医

師のみな らず、看護師やPT、OT、STも著者に迎え、各々がどのような役割を担い、何を 考えどう動くべきかを

Q&A形式で解説した。がんリハの現場で遭遇する種々 の疑問が解決し、実際に使える力が身に付く頼れる１

冊だ。

痛みや可動域制限の原因同定から治療まで、結果を出し続けるエキスパートPTならではの解説が満載！複

雑な解剖も豊富な図・写真でしっかりカバーし、初学者はもちろん、学びなおしたいPTにもおすすめの1冊です。

各検査値の基準値をグラフ化し、異常値の原因・症状が一目でわかるよう工夫しました。リハスタッフが確認す

べきこと、リハの中止基準、疾患ごとの検査値を丁寧に解説。case studyもあるので臨床ですぐ活かせる！

骨折の部位別に、医師による執筆により、骨折のタイプの特徴、手術方法、リスクについて正しい認識を持ってもらい、理学

療法士が把握すべき病態に関する重要な知識を整理する。また、骨折後の機能障害を適切に評価し、改善するための理

学療法の考え方を、慣習に捉われることなく、患者のもつ様々な問題に対して真摯に向き合うため、理学療法士が受傷機

転や手術方法などによって理学療法をどのように展開するのかについて解説する。

最近、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指す学生や新人セラピストの基本的な生命予後に関する

対応方法や患者さんの生活に関する介助技術が問題になっている。そこで本書は、学生や経験の少ないセラ

ピストが現場で、実際にどのように対象者をサポートすれば良いのか、①イラストを多用し、②ADLに関連する

様々な状況を想定、③具体的な対応方法を時系列で解説した。
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日本リハビリテーション医学会【編】 KP00025086 文光堂 201906 PDF ¥5,940 - ¥8,910

リハビリテーション医学・医療用語集

第8版
9784830627408

大畑光司 KP00027179 三輪書店 201705 PDF ¥8,800 - ¥13,200

歩行再建 9784895905992

日本リハビリテーション医学教育推進機

構/日本急性期リハビリテーション医学

会/日本リハビリテーション医学会【監

修】

KP00028349 金芳堂 202002 PDF ¥7,920 - ¥11,880

急性期のリハビリテーション

医学・医療テキスト
9784765317955

沖田実/松原貴子 KP00029929 三輪書店 201903 PDF ¥7,700 - ¥11,550

ペインリハビリテーション入門 9784895906340

中澤公孝 KP00030264 杏林書院 201910 PDF ¥5,940 ¥7,425 ¥8,910

歩行のニューロリハビリテーション

第2版
9784764400733

石井慎一郎【監修】 KP00030339 マイナビ出版 202004 PDF ¥6,820 - ¥17,050

運動・からだ図解　動作分析の基本 9784839971182

石井美和子/福井勉【責任編集】 KP00027125 三輪書店 201606 PDF ¥8,800 - ¥13,200

ウィメンズヘルスと理学療法 9784895905534

赤羽根誠【監修】

大澤真理/千葉桂子/松久絵理【編】
KP00022569 文光堂 201504 PDF ¥7,040 - ¥10,560

はじめての訪問言語聴覚療法 9784830645235

都筑澄夫【編著】 KP00027139 三輪書店 201508 PDF ¥8,360 - ¥12,540

間接法による吃音訓練 9784895905244

医療と介護Next編集室【編】 KP00018071 メディカ出版 201811 PDF ¥8,525 - ¥12,787

医療と介護の未来形 9784840464833

大町かおり/高木綾一【編著】 KP00026219 シービーアール 201709 PDF ¥3,080 - -

リハビリテーション職種の

キャリア・デザイン
9784908083204

本書は、初版から変わらぬコンセプトとして、歩行機能の再獲得をめざしたニューロリハビリテーションの理論的基

盤、つまり中枢神経の可塑性とヒトの直立二足歩行に関する神経科学、その最新の知見をまとめた理論書で

す。

これまでウィメンズヘルスの分野に関する情報は国外のものに頼らざるをえないことが多かったが、本書では国内

でウィメンズヘルスを実践している理学療法士によって集積された臨床の実践経験・知識を余すことなく紹介し

た。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。
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33 「訪問で言語聴覚療法をしたいが、どうやって行えばよいのか」「訪問業務をするために何が必要で、どこと連携

を取り進めていけばよいのか」「一人で訪問するのが不安で難しい」など、これから訪問を始めたい言語聴覚士

や、事業所に言語聴覚士を配置したいがどうやって立ち上げたらよいのかわからない方のために、実際に訪問業

務に就いている言語聴覚士がどのような視点で行っているのか、その方法を具体的に盛り込んだ指南書。

リハビリテーション職種を目指す学生・若手が自分に向き合い、自分の人生を切り開くためのキャリア・デザインの

方法論をわかりやすく解説します。
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35 040年、さらにその先の医療介護を展望 日本の人口は2010年をピークに減少し、2040年には85歳以上が

1000万人を超え百寿者も増加する。医療と介護の供給体制は大転換を余儀なくされる。介護保険や医療

はどう変わるべきか、先端技術はどこまで実用化されているか。識者の考察と先駆者の実践から探る。 

吃音訓練のパラダイムシフト！間接法による吃音訓練の理論と実践をまとめた、初の本格的指導書。吃音に

携わる臨床家必携の１冊。
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「動作分析」とは、患者の動作パターンを観察し、動作障害の原因を特定していくプロセスのことです。リハビリ

テーションに携わる専門職の方には必須の知識です。本書では、日常生活の寝返り、起き上がり、起立・着

座、歩行の４つの基本動作を中心に、動作分析について解説しています。
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「痛み」の理解と的確なアプローチのために、ポイントと最新の動向をビギナーにもわかりやすく解説！巻末に痛み

のリハビリテーションでよく使用する評価票を収載。

12年ぶりの改訂版では、関連学会における動向を踏まえ、和語8、358語、欧語8、275語、略語280語を

選定した、リハビリテーション医学・医療に関わるすべての人へ向けた必携の用語集となっている。

他にはない、歩行リハビリテーションの技術体系。歩行評価やトレーニング方法の紹介だけではない、再び歩くこ

とをあきらめない人へのメッセージ。

寝たきり状態は、主に、脳卒中、心臓病、骨折などの疾病がきっかけとなることが多く、早期から一貫した維持機能・回復訓

練を実施する必要がある。急性期リハビリテーションの効果は、臥床に伴う二次的合併症いわゆる廃用症候群の防止と機

能回復の促進につながる。その急性期リハビリテーションを実践するときに必要な知識を提示した、リハビリテーション医師、理

学療法士、作業療法士に必携の参考書。


