
コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

818 Gt 高齢者 介護現場でいまさら聞けない病気の常識 三宅貴夫 著

2032 Gt 高齢者
高齢社会の「生(いき)・活(いき)」事典 : ニッポンのネクストステージ
: 「生・活」知識検定試験公式テキスト

生活・福祉環境づくり21,
日本応用老年学会 編著

2147 Gt 高齢者
もう困らない!高齢者診療でよく出合う問題とその対応 : 検査や治
療はどこまで必要?患者・家族に満足してもらうには?外来・病棟・
在宅・施設ですぐに役立つ実践ポイント

木村琢磨 編

10368 Gt 高齢者
マンガでわかる成年後見制度 : 一生安心！老後のお金から遺言
の書き方まで

中山二基子 編著,
秋田綾子 マンガ

2235 Gt 高齢者 やさしい高齢者の健康教室
大内尉義 監修, 東京大学医
学部附属病院老年病科 編

2536 Gt 高齢者 イラストでわかる高齢者のからだと病気 杉山孝博 著

8101 Gt 高齢者 病気にならない15の食習慣 : 楽しく生きる長寿の秘訣 日野原重明, 劉影 著

8116 Gt 高齢者
ここまでできる高齢者の転倒予防 : これだけは知っておきたい基
礎知識と実践プログラム

武藤芳照 総監修

10143 Gt 高齢者 図解・症状からみる老いと病気とからだ 高橋龍太郎 著

10242 Gt 高齢者 60歳からの生き活き術 北海道新聞社 編

2030 Gt5 高齢期ケア プロが教える本当に役立つ介護術 : イラスト図解 福辺節子 監修

2031 Gt5 高齢期ケア 完全図解介護予防リハビリ体操大全集 大田仁史 編著

2198 Gt5 高齢期ケア 介護のことば 三好春樹 著

2199 Gt5 高齢期ケア 団塊と介護 : 「介護受難の時代」にどう備えるか? 大田仁史 著

2201 Gt5 高齢期ケア
介護旅行にでかけませんか : トラベルヘルパーがおしえる旅の夢
のかなえかた

篠塚恭一 著

2296 Gt5 高齢期ケア 介護のしくみ : 完全図解
三好春樹 監修,
東田勉 編著

2406 Gt5 高齢期ケア 100歳までボケない101の方法 白澤卓二 著

2407 Gt5 高齢期ケア
70歳すぎた親をささえる72の方法 : 「いよいよかも…」と思ったら :
心も体もお金もラクになります

太田差惠子 著

2408 Gt5 高齢期ケア 100歳まで元気で歩く!転ばない歩き方
田中喜代次, 大久保善郎
監修

10082 Gt5 高齢期ケア 高齢者介護急変時対応マニュアル : 完全図解
美濃良夫 編著, 大田仁史,
三好春樹 監修

10085 Gt5 高齢期ケア 食べない人、食べられない人の介護食メニュー 落合敏 著

10252 Gt5 高齢期ケア せん妄はこころの叫び : 百六歳・母の晩年 仲紘嗣 著

2041 Gt6 口腔ケア 口腔ケアQ&A : 口から始まるクオリティ・オブ・ライフ
施設口腔保健研究会, 日
本口腔疾患研究所 監修

2409 Gt6 口腔ケア
新編5分でできる口腔ケア : 介護のための普及型口腔ケアシステ
ム

角保徳 編著

8043 Gt6 口腔ケア 看護に役立つ口腔ケアテクニック
晴山婦美子, 塚本敦美, 坂
本まゆみ 編著

828 Gt7 認知症
本人と家族のための認知症介護百科 : 知りたいことがなんでもわ
かる

須貝佑一, 竹中星郎, 頼富
淳子 著

2102 Gt7 認知症 認知症にならない、進ませない 大友英一 監修

2103 Gt7 認知症 認知症を防ぐスーパー健脳食 植木彰 監修

2133 Gt7 認知症 認知症・アルツハイマー病
主婦の友社 編,
吉岡充 監修

2153 Gt7 認知症 アルツハイマー病がわかる本 植木彰 著

2196 Gt7 認知症
認知症介護に行き詰まる前に読む本 : 「愛情を込めたウソ」で介
護はラクになる

多賀洋子 著

2200 Gt7 認知症 介護がラクになるマンガ認知症ケア3 : 認知症ケアの7原則
三好春樹 著,
市川リンタロウ マンガ

2202 Gt7 認知症 介護がラクになるマンガ認知症ケア2 : 惚け方3つのタイプ編
三好春樹 著,
市川リンタロウ マンガ

【 Gt　高齢者】



2237 Gt7 認知症 やさしい患者と家族のための認知症の生活ガイド 遠藤英俊 著

2276 Gt7 認知症 完全図解新しい認知症ケア : 医療編 河野和彦 著

2277 Gt7 認知症 完全図解新しい認知症ケア : 介護編 三好春樹 著

2410 Gt7 認知症
自分の親が認知症?と思ったら… : 家族でも気づきにくい身体と心
の変化がわかる本

長瀬教子 著,
稲井徳栄 監修

2411 Gt7 認知症 患者と家族を支える認知症の本 長谷川嘉哉 著

2538 Gt7 認知症 認知症の予防と生活指導 遠藤英俊 著

2539 Gt7 認知症 患者さんとご家族から学ぶ認知症なんでも相談室
国立長寿医療研究セン
ター 編, 鳥羽研二 監修

2540 Gt7 認知症
親の認知症が心配になったら読む本 : そこが知りたい！94のポイ
ント

市来嵜潔 監修, 小川陽子
著

2541 Gt7 認知症 レビー小体型認知症がよくわかる本 : イラスト版 小阪憲司 監修

8098 Gt7 認知症 認知症の知りたいことガイドブック : 最新医療&やさしい介護のコツ 長谷川和夫 著

10046 Gt7 認知症 脳からみた認知症 : 不安を取り除き、介護の負担を軽くする 伊古田俊夫 著

10056 Gt7 認知症 認知症 : よりよい治療と介護のために 山田正仁 総監修

10080 Gt7 認知症 認知症 : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢, 川島みどり, 大
熊由紀子 編

10155 Gt7 認知症 社会脳からみた認知症 : 徴候を見抜き、重症化をくい止める 伊古田俊夫 著

10182 Gt7 認知症 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 著

10199 Gt7 認知症
40歳からの「認知症予防」入門 : リスクを最小限に抑える考え方と
実践方法

伊古田俊夫 著

10246 Gt7 認知症 もの忘れ外来：認知症専門医が教える予防と対策のコツ 真鍋雄太 著

10251 Gt7 認知症 がんばりすぎずに　しれっと認知症介護 工藤広伸 著

10386 Gt7 認知症
家族のための認知症ケア :  ともに暮らすためにできること、知って
おきたいこと

繁田雅弘 監修

2100 Gt8 在宅介護
生活7領域から考える自立支援アセスメント・ケアプラン作成マニュ
アル

日本介護福祉士会 編

2203 Gt8 在宅介護 介護がラクになるマンガ在宅ケア
島村八重子 著,
椿しょう マンガ

2412 Gt8 在宅介護
要介護3・4・5の人のための在宅リハビリ : やる気がでる簡単リハ
ビリのすすめ

飯島治 著

2413 Gt8 在宅介護 介護疲れを軽くする方法 : 家族を介護するすべての人へ
介護者サポートネットワーク
センター・アラジン 編著

2414 Gt8 在宅介護 男の介護 : 失敗という名のほころび 吉田利康 著

2415 Gt8 在宅介護 介護1年生 : 親や伴侶の面倒を見る家族のための 長瀬教子 著

2416 Gt8 在宅介護
誰も語りたがらないウンチとオシッコの話 : トイレ付き介護マットレ
スが、一台も売れない理由。

勝屋なつみ 著

10109 Gt8 在宅介護
笑って楽しくうれしい介護リハビリ : ターミナル期のリハビリテー
ションの知識と技術

安部能成 著


