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苛原実 KP00045128 中央法規出版 202007 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

改訂　ケアマネ必携！

医療知識ハンドブック
9784805881705

山根俊恵　田邉友也 KP00045129 中央法規出版 202009 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

チームで取り組む

ケアマネ・医療・福祉職のための

精神疾患ガイド

9784805881897

梅沢佳裕 KP00045130 中央法規出版 202009 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

特養・デイサービスの

生活相談員　仕事ハンドブック
9784805881989

網野武博 KP00045131 中央法規出版 200204 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

児童福祉学

〈子ども主体〉への学際的アプロ－チ
9784805844045

後閑容子　金原京子 KP00045132 中央法規出版 201906 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

図でわかる　エビデンスに基づく

高齢者の看護ケア　第２版
9784805859025

久田則夫 KP00045133 中央法規出版 201912 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

福祉職員こころの強化書 9784805859735

岩間伸之　野村恭代 KP00045134 中央法規出版 201912 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

地域を基盤とした

ソーシャルワーク
9784805859810

小林雅彦 KP00045135 中央法規出版 202002 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

民生委員活動の基礎知識 9784805881019

野口晃菜⊥陶貴行 KP00045136 中央法規出版 202007 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

発達障害のある子どもと

周囲との関係性を支援する
9784805881712

池永昌之　濱吉美穂 KP00045137 中央法規出版 202007 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

アドバンス・ケア・プランニング

（ＡＣＰ）実践ガイド
9784805881781

小林雅彦 KP00045138 中央法規出版 202009 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

新版　民生委員のための

地域福祉活動実践ハンドブック
9784805882016

鏑木奈津子 KP00045139 中央法規出版 202009 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

詳説　生活困窮者

自立支援制度と地域共生
9784805882085

生活困窮者自立支援法に込めた理念、制度の概要、支援の形をまとめた一冊。制度成

立までの背景や成立後の改正経緯から生活困窮者支援の意義を解説。その両輪を担う

「地域共生社会」の実現に向けた動向も盛り込んだ。生活困窮者支援に携わる支援員・

自治体職員のための必携書。

多くのケアマネジャーが苦手とする医療知識を豊富な図解とイラストで解説。利用者への

かかわり・アセスメントに必要な病気の知識とあわせて、医師や看護師との連携のポイン

ト、よく使われる薬の情報もまとめた。フレイルなど近年のトピックも収載した「入門書」に最

適の一冊。

精神疾患のある人をチームで支えるため、各疾患のある人とのかかわり方やアセスメント時

の留意点、家族の関係性の読み解き方などをわかりやすく解説。豊富な事例を織り交ぜ

て、多職種での情報共有や役割分担の方法、家族支援や社会資源の活用もていねい

に取り上げた。

「施設の何でも屋」とも言われる生活相談員の仕事について、役割・機能、基本業務を明

確にし、必要な知識と方法を解説した一冊。利用者・家族との生活相談、苦情解決や

地域との連携に至るまで、生活相談員として身に着けたい視点とスキルを、事例を用いて

詳しく学ぶ。

20世紀の福祉学、心理学、法学、教育学、生物学などの変遷を検証し、学際的な「児

童福祉学」のアプローチのあり方を示す。〔子育て・人間の育ち〕の方向性や、本当の子ど

もの利益とは何かを明らかにしていく。

高齢者の看護ケアにあたり、臨床現場で遭遇することの多い症状・苦痛について、その緩

和方法と日常生活における援助の方法を具体的に解説する。わかりやすい図表やフロー

チャート・イラストを多数収載。サルコペニアや終末期のケア、最新の認知症看護等を盛り

込んだ改訂版。

ストレスを抱えたり、不適切な接遇になってしまう「悪しき習慣」「心のクセ」とどうすれば決別

できるか。本書は、ネガティブな感情に支配されず穏やかに働くための「心の整え方」を解

説。利用者・同僚から信頼を得て、心の底から頼られる福祉職員になるための指針等を

示す。

地域を基盤としたソーシャルワークについて、その理論を第一人者であった岩間伸之氏が

解説。理論を基盤とした総合相談の拠点づくりの取り組みも収載した。「行政＋専門機

関（専門職）＋地域住民」が一体となった住民主体のソーシャルワークを展開するため

の指南書。

民生委員活動の中でよく生じる疑問、住民から寄せられる相談、地域社会で対応が求め

られる課題等を取り上げ、Ｑ＆Ａ形式で解説した。地域の人々や関係機関と連携して、

素早く問題に対応するために活用していただきたい一冊。自治体等の研修用テキストとし

ても最適。

発達障害のある子どもと周囲の人との間にあるコミュニケーションのズレや障壁を解消するた

め、取り巻く環境をアセスメントする視点と具体的支援法を学ぶ。児童福祉、心理、作業

療法、言語聴覚療法、特別支援教育等に携わる様々な職種の視点を知り、多職種連

携の実践力を養う。
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医師や看護師、ケアマネジャーなどが、病院や地域で患者・利用者とともにＡＣＰを実践

する際の考え方や介入の仕方、進め方がわかる一冊。 疾患別、場面別の事例と具体的

な会話例を用いて解説する。学びを深められるロールプレイ・ワークも収載し、研修でも活

用できる。

「個人情報保護に関する正確な理解」「災害時に備えた取り組み」等を中心に、住民から

の相談や地域課題への対処法をＱ＆Ａ形式で具体的に解説する。住民や関係機関と

連携し、すばやく問題に対応するために知っておきたい内容が満載。法改正や近年のト

ピックを反映した新版。
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後藤佳苗 KP00045140 中央法規出版 202011 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

法的根拠でナットク！　帳票別

ケアプランの書き方Ｑ＆Ａ
9784805882139

大豆生田啓友　渋谷行成 KP00045141 中央法規出版 202012 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

これからの時代の

保育者養成・実習ガイド
9784805882221

長谷川和夫　南高まり KP00045142 中央法規出版 202101 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

父と娘の認知症日記 9784805882641

洪愛子 KP00045143 中央法規出版 202103 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

病院・施設・地域で使える

看護師のための感染対策
9784805882856

岡本佐智子　前川知子 KP00045144 中央法規出版 202101 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

看護にいかす　触れるケア 9784805882269

福岡かつよ KP00045145 中央法規出版 202011 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

看護師のための

医療安全につながる接遇
9784805882115

高山彰彦 KP00045146 中央法規出版 202005 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

利用者にも介助者にも

安心・快適な介護技術
9784805881514

川野雅資 KP00045147 中央法規出版 202001 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

エビデンスに基づく

精神科看護ケア関連図　改訂版
9784805859797

諏訪茂樹 KP00045148 中央法規出版 201912 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

看護のための

コミュニケーションと人間関係
9784805859728

工藤綾子　湯浅美千代 KP00045149 中央法規出版 201909 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

エビデンスに基づく

老年看護ケア関連図
9784805859490

古賀雄二　深谷智惠子 KP00045150 中央法規出版 201907 PDF ¥10,560 ‐ ¥15,840

日常性の再構築をはかる

クリティカルケア看護
9784805859100

日本訪問看護財団 KP00045151 中央法規出版 201904 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

はじめての訪問看護 9784805858653

星直子　小島操子 KP00045152 中央法規出版 201603 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

家族看護学　第２版 9784805852941

代表的な１６の症状と１０の疾患のケア、４の治療についてエビデンスに基づいて関連図を作成

した。定義と具体的な症状、成り立ち、心理社会的反応、診断・検査、治療、経過・予後、看護

の観察ポイント、治療段階に基づく看護ケアを詳解。ＤＳＭ－５に対応しアップデートした。

利用者にも介助者にも負担なく、安心で快適な介護の実践方法を紹介。重心を水平方

向に、力を効率よく、摩擦を減らすという３つの原則とそれを実践するコツをわかりやすく解

説する。よくある失敗ポイントやＱ＆Ａも収載。

「接遇」は患者の安全や自分を守るために身につけるもの、という新たな視点から解説する

一冊。豊富な事例とイラストで、リスク回避や最適最善の医療提供のために「なぜそうする

のか」を理解・納得したうえで活用できる。

安全・安楽で効果の検証された看護技術であるハンドマッサージとメディカル・タッチ。その意義や準

備、現場での活用方法までまとめた。それぞれ手順は、写真と動画（QRコードで読み取り視聴）

でわかりやすく解説。さまざまな臨床現場や看護教育での具体的な導入方法も収載。

「看護師ならばこれだけは」という感染対策で必須の知識や手技を、写真と動画（ＱＲ

コードでの読み取り視聴）でわかりやすく解説。病院での感染対策に加え、在宅、施設で

の対応も収載し、活用できる。新人看護師や看護学生も理解しやすい一冊。

21
看護基礎教育で学ぶコミュニケーションと人間関係論のテキスト。コミュニケーションの基礎

やテクニック・スキル、チームワーク等について解説。個人・ペア・グループで主体的・能動的

に取り組む３０のトレーニングを紹介し、「わかる」だけではなく「できる」を目指す。

せん妄、熱中症、レビー小体型認知症、老衰、貧血、大腸がん、腸閉塞、ＣＯＰＤ、誤嚥性肺

炎、腎不全、大腿骨頸部骨折、白内障など、２５疾患の病態生理・症状・治療・看護ケアにつ

いて解説。看護の目標と評価ポイントも示し、看護の振り返りにも活かせる視点を収載した。

療養環境や療養生活そのものが回復力に影響することが近年の研究で判明された。本書は特に

浅い鎮静時の疾患管理を中心に、患者のニードの査定と充足の支援に基づいたケア理論から実

践まで解説。急性期医療だけでなくpost‐Hospitalケア・地域完結型医療（ケア）まで触れた。

訪問看護に“はじめて”携わる看護師等に向けて、自宅に訪問するときのマナーやはじめて利用者と

会うときの留意点、訪問看護を行っている際に判断に迷う倫理的問題への対応など、訪問看護の

基礎知識、サービスを提供するうえで欠かせない視点などをわかりやすく解説する。

家族看護学の入門書として基礎的な概念や理論をわかりやすく解説。病院と在宅における家族に

まつわるケースも多数収載する。初版刊行以降の社会状況や制度の動き、支援状況や今後の課

題、各種数値の更新など、最新の動向を踏まえて改訂。学習用テキストとして最適の一冊。

ケアプランの帳票ごとに「今さら聞けない」疑問を、法令や通知等の根拠にもとづき、Ｑ＆

Ａですっきり解説。様式や各項目自体の定義、書き方のポイントや考え方などを、コンプラ

イアンス、リスクマネジメントも踏まえて端的に示す。新人からベテランまで必携の一冊。

実習園の様子から、準備、実習中にすべきこと、日誌の書き方まで、写真とイラストでよくわかるガイ

ドブック。子どもを中心とした記録やあそびなど、これからの保育に求められる視点と知識が満載。実

習前に使えるワークも収載し、学生だけでなく養成校や実習園にも役立つ一冊。

自らも認知症になった専門医が家族に望んだケアとは。それに家族はどう応えたか。父の日

記や写真を元に６０年の歩みを長女の視点でつづるフォトダイアリー。不安を乗り越え、

認知症とともに日々を豊かに過ごすヒントがつまっている。
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