
よくわかる認知症Q&A 遠藤英俊=著 定価1.470円

認知症とはどんな病気なの?という疑問から、医学知識、新しい薬、ケアのコツ、制度まで、認知症に関するさまざまな疑
問や知りたいことをQ&Aで専門医がやさしく解説。イラストや図表を多用したわかりやすい構成。家族やホームヘルパー
の入門書として最適の1冊。
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認知症の人のサポートブック NPO法人認知症フレンドシップクラブ=編 定価1，260円

国民の50人に1人が認知症をもっといわれる時代。地域で認知症の人が暮らし続けることを支援するため、病気としての
認知症、認知症の人とのかかわり方を学ぶ。人口比などの統計数字、認知症の人を支える制度や町づくりのポイントな
ど、認知症の理解が深まる一冊。

認知症の人の歴史を学びませんか 宮崎和加子ニ著/因遺順一=写真・文 定価2，100円

長い間認知症の人は非人間的な扱いを受けてきた。手足を縛られ、閉じ込められ、薬漬けにされて一。制度・ケアの変遷
に加え、関係者への取材・数々の写真とともに、認知症の人がどう扱われてきたのかを振り返る。これからの認知症ケア
を考える上でも欠かせない一冊。

本人・家族のための若年性認知症サポートブック 小長谷陽子=編著 定価2，310円

経済的な負担も大きく、周囲の理解を得るのも難しい若年性認知症について、本書では疾患や症状の基本的な知識、経
済的な支援で活用できる各種制度、介護やかかわり方のポイント等をわかりやすく解説。本人・家族をはじめ、支援する
すべての方に役立つ情報が網羅された一冊。

認知症ケアの心 長谷川和夫=箸 定価1，890円

認知症ケアにおいて最も大切なこととは……。認知症の人と向き合って40年。長谷川式認知症スケールの産みの親にし
て、認知症ケアの第一人者である著者が初めて語る認知症ケアの本質。ケア論に加え、これまでの歩みの回顧録、恵、師・
新福尚武教授との対談も収載。

認知症の知りたいことガイドブック 長谷川和夫=著 定価1，680円

病気の原因、囲った行動への対応、認知症になった人の気持ち、介護保険サービスetc'"。認知症をもっともよく知る著者
が書きおろした、いちばん信頼できて、いちばん新しい認知症に関するガイド本。図表・イラスト満載。認知症Q&A付き。
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•••• 認知症になる僕たちへ 和田行男=著 定価1，470円

『大逆転の痴呆ケア』で、認知症ケアに新たな種を蒔いた著者が、出会った人たちとのふれあいを通して認知症ケアの現
在を語る。介護・福祉の応援サイト「けあサボ」人気ブログ「和田行男の婆さんとともに」から産まれた、認知症にかかわ
るすべての方に向けたメッセージ。
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認知症開花支援 和田行男=著 定価1，680円

300万人に迫る認知症の人を、当たり前の人としてどのように支援すればよいのか?これから何が必要なのかつ認知症
ケアにかかわる専門職に問いかける。介護・福祉の応援サイト「けあサボ」のブログ「婆さんとともにJ発の第2弾書籍!
珠玉の57の物語を収載。

まなざしかいご 藤川幸之助=著 定価1，680円

母はそこに存在するだけで、喜びゃ幸せを与え、私を支えてくれる一一。口から食べることも、言葉を発することもなくなっ
た母。その母と向き合うことで、学び、癒され、支えられてきた日々を、幻想的な写真と切なくて優しい詩でつづった詩文
集。目の前の人が愛おしくなる一冊。

満月の夜、母を施設に置いて 藤川幸之助=詩/松尾たいこ=絵/谷川俊太郎=対談 定価1，575円

介護は、どうしてこんなに無駄で貴いのだろう。認知症は、どうしてこんなに腹立たしく愛おしいのだろう。母は、どうしてこ
んなに小さくて大きいのだろう。一一アルツJ¥イマ一病になった母の介護のことをつづった、切なくて哀しくて優しい詩集。
谷川俊太郎さんとの対談も収載。

喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ
松本一生=編著/松本章子、升山弘子、長屋貴美子=著 定価1，890円

たとえ認知症になっても感情は失われない。一方で、介護者は認知症の人の感情に振り回されることも少なくない。本書
では、どのように認知症の人の思いに寄り添えばよいかを、喜怒哀楽の感情を掘り下げることから考える。事例を中心に
展開し、ただちに実務に活かせる一冊。



必察!認知症ケア 永島徹=箸定価1，890円

認知症ケアでは、認知症の人の「思いを察する」ことが求められる。本書では、この思いを察することを「必察」と名づけ、
必察するために必要な「力」と「技」を解説。認知症の人の生活るを支援する関わり方を事例と写真で紹介する。

介護溺知 介護家族をささえる
ささえる

公益社団法人認知症の人と家族の会愛知県支部=編集 定価2，100円

在宅暗唱苛
....嶋仙唄四
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高齢者。
坦ん妄ケア

認知症介護において家族への支援は不可欠である。本書は、「認知症の人と家族の会愛知県支部」の長年の活動をもと
に、家族支援プログラム・交流会・電話相談・会報などの具体的活動内容や進め方を紹介。認知症の人を輝かせ、介護
家族を元気にする支援のヒントが満載!

すぐに使える介護のための接遇講座 山岡仁美二著 定価1，470円

介護専門職として、利用者や家族と良好な関係を築くこと、好印象を与えることは重要といえる。そのために必要なのが
「接遇jのスキル。本書では、介護現場で役立つ接遇の知識、スキルを伝授する。基本・応用のスキルだけでなく、ケース
スタディで、考えるヒントも満載!

川島みどり=編集 定価2，310円

介護とはなにか。技術はもちろん、その心構えも含めた本質を言葉で、表すのは難しい。本書では、直感的にわかるように
すべてをイラストで解説した。イラストを読み解くことで奥深さにも気づくはず。初めて介護に取り組む人、学ぶ人、初心に
戻りたい人にぜひ一読してほしい一冊。

認知症ケアOと× 長森秀尊=著 定価1，260円

介護職として必要な技術・知識を、 0と×で解説するポケット判シリーズ。本書のテーマは認知症ケア。認知症の人への
かかわりは、画一的ではうまくいかないもの。適切・不適切なかかわりをOと×で解説し、基本的な視点を学ぶ。認知症ケ
アでの柔軟な対応を可能とする一冊。

在宅で暮らす認知症のある人のためのケアプラン作成ガイド 下垣光=編著 定価2，520円

在宅で暮らす認知症の人のケアプランは、本人の意向を反映させることが難しい。本書はアセスメントで収集した情報を
分析・判断し、その根拠を明確にし、本人・家族が望む生活に近づくニーズを導き出す新しいアセスメントシートを提案。適
切な支援の方向・内容が見えてくる。

高齢者のせん妄ケアQ&A 亀井智子=編著 定価2，100円

.A 原因がわからずケアに戸惑うことの多い高齢者のせん妄。本書はせん妄に関して、基礎知識からアセスメント、具体的な
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ケア、予防まで、的確な対処j去を解説する。多くの症例を用いた66のQ&Aを収載。患者・利用者の突然の変化にも、あ
わてずに対処するための一冊。

認知症の人の食事支援BOOK 山田律子=著 定価2，100円

認知症の人の食事介助はマニュアルだけでなく、認知症の人を観察し、どのような支援が求められるか判断する必要が
ある。本書は、援助者の心がまえ、認知症の基礎知識、環境整備の工夫等を解説。撰食・聴下のメカニズムや疾患を理
解し、適切なケアや環境づくりを学ぶ一冊。

認知症ライフパートナー検定試験
-EEー 認知症ライフパートナー検定試験
議撞戸 基礎検定公式テキスト第2版
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認知症ライフパートナー検定試験
応用検定公式テキスト第2版
日本認知症コミュニケーション協議会=発行
定価3，990円

日本認知症コミュニケーション協議会=発行
定価2，625円

認知症の人との後し方やコミュニケーション手法の普及
を目的とした「認知症ライフパートナー検定試験」。基礎
検定テキストでは、運動や料理などアクティビティを活
用したコミュニケーション手法を、認知症の基礎知識と
ともにやさしく解説。家族・ケア専門職に役立つ情報満

認知症ライフパートナー検定試験
基礎検定問題集2013
認知症ライフパートナー検定試験研究会=編集
定価2，100円

認知症の人へのかかわり方や、よりよいコミュニケー
ション方法の普及を目的とした「認知症ライフパート
ナー検定試験」。直近4回の試験問題&解説とともに、
傾向と対策、模擬問題(一問一答.250問)を収載。公
式テキストに準拠した基礎検定対策のための問題集。

認知症の人との接し方やコミュニケーション手法の普及
を目的とした「認知症ライフパートナー検定試験」。応用
検定テキストでは、認知症の専門知識や各種アクティビ
ティ(回想・音楽・植物・運動・ゲーム等)の知識・技術、
また在宅・施設における居住環境などについて解説。

認知症ライフパートナー検定試験
応用検定問題集2013
認知症ライフパートナー検定試験研究会=編集
定価2，520円

認知症の人へのかかわり方や、よりよいコミュニケー
ション方法の普及を目的とした「認知症ライフパート
ナー検定試験」。直近4回の試験問題&解説とともに、
傾向と対策、模擬問題COxチェック・ 120間)を収載。
公式テキストに準拠した応用検定対策のための問題
集。



おはよう21ブックス 基礎から学ぶ介護シリーズ
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生活場面から見る
身体観察のポイント
岩下馨歌里=著 定価1，890円

利用者の健康を守るため、介護職には利用者の状
態変化にいち早く気づく観察力が求められる。本書
では、食事・排池・入浴などの生活場面ごとに、介
護職が押さえるべき観察のポイントを解説。医学的
な視点や報告・相談の重要性など、観察力を向上
させるポイントが満載の一冊。

認知症の人のレクリエーション
山崎律子=監修/余暇問題研究所=編著

!定価1.680円

認知症の人へのレクリエーション支援において、
「落ち着かないJfプログPラムを理解できなしリといっ
た難しさを感じる専門職は多い。本書は、認知症の
人にどのようなプログラムを提供すればよいのかを
解説。原因疾患に応じた援助のコツと、 34のプログ
ラムを提案する。

-根拠のある介 護記 録の つく り方

わかる・伝わる・つながる
田形隆尚=著 定価1，680円

通所・入居系介護サービスに従事する介護職に向
けて、利用者の生活支援に向けた、根拠のある記
録のつくり方を提案する。記録に必要な文章作法
だけでなく、物事のとらえ方を重視。様々な記録の
事例を通して見えてくる事象を解説し、サービスの
向上につなげる視点も明示する。

~~ ・ー わかりやすい認知症の医学知識
F わ糾やすい 長谷川和夫=著 定価1，680円

認知症の箪宇知護
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ワンポイント医学期!Il

認知症について、疾患としての正しい医療的理解
がなけれlまその場しのぎの対症療法になってしま
う。本書は、認知症ケアのパイオニアによる認知症
の医学知識を学ぶ一冊。疾患の検査、診断、評価
から、薬物療法について理解を深めることができ
る。認知症ケアの土台となる導入書。
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要介護高齢者の重度化がすすむ現在、これからの
介護には医療的知識が欠かせない。本書は、人間
の身体の仕組み、疾患に関する基礎知識、医行為
でない行為を行う際のポイントを解説。好評を博し
た前書に、たんの吸引、経管栄養法等の実務を加
え、加筆・再編集した。

気づいていますか

認知症ケアの落とし穴
安西順子=編著 定価2，100円

認知症ケアでは、長年身体介護にかかわってきた
援助者が、本人中心の視点を履き違えやすい。そ
うした認知症ケアの「落とし穴Jに気づき、適切なか
かわりを学んでいただくための一冊。場面ごとに、
直接援助にとどまらず、家族や地域を含めて本人
を支えるケアを提案する。

おはよう21増刊号
-- .院・ おはよう21(2013年4月号増刊) 6A21 

ムM 【特集】生活場面から見る

介 護 に 役 立 つ医学知識
...~ 定価1，250円

日々のケアにおいて、利用者の健康を支えるためには、利用者の身
体がどんな状態なのか、どんな病気にかかりゃすいのか、といった
医学的な知識を正くもつことが重要です。本増刊号では、日々の生
活行為と関連づけて、押さえておきたい医学知識を考えていきます。

おはよう21(2012年10月号増刊) 6A 14 

【特集】赤ペン添削でレベルアップ

介護記録の書き方講座
定価1，250円

介護現場において、「記録Jは重要な役割を果たします。利用者の状
態や、どのような介護をしたのかを記録し、職員間で共有することで、
質の高い介護を提供することができます。本増刊号は実際の介護記
録を添削し、書き方を解説します。

おはよう21(2011年4月号増刊) 6573 

【特集】介護技術総まとめ
定価1，250円

詩 句鋭 おはよう21(2009年10月号増刊) 6473 
是正;.)}~ 【特集】「重度」の人を介護する

定価1，230円

利用者の生活を支えるためには、 介護の基本的な技術の習得はもち|今後、脳卒中の後遺症や認知症などの重度障害のある人と介護職
ろんのこと、それぞれの行為の意味、 目的などについても十分に理 |が接する機会は増えてくると思われる。こうした人に対しても、身体的
解することが求められます。今回の増刊号では、医学的な知識から |な介護のみならず、自立支援の視点による介護が必要とされるが、
介護を実践するうえでのポイントまで、介護技術をさらに高めていき |本増刊号では、そのための知識とかかわり方を提案する。
ます。

初 川崎
排便ケア

Eおはよう21).は介護の専門性を読者の皆様とともに考えていきます。
介護専門職の、介護専門職による、介護専門職のための総合情報誌です。人間の幸せを追究する
仕事に携わる皆さんが、自らを知り、仲間を知って、介護が社会における全ての人のそれぞれの問
題であるということから、感じたこと・考えたことを伝え合う場を目指しています。

0年間購読料 1年契約《計14冊》特価13，500円(税・送料込み)

・毎月 1回27日発売(年2回、 3月及び9月に増刊号発行)
通常号 AB判 100頁定価 950円(税込) 増刊号 AB判 92頁定価 1，250円《税込)

ゃ /1(~

h、 『おはよう21Aのご購読は、毎号確実にお客様のお手元にお届けする、便利な年間購読をご利用ください。
本誌の年間購読は前金希IJとなっております。ご注文を頂戴次第、専用の振込用紙をお届けいたします。お近く
の郵便局、コンビニエンスストアにてお支払し、ください。



申 込 書(愛知県介護支援専門員協会専用特典:送料無料)

ヲ骨太枠内をご記入ください。 会員番号ご不明の方は協会事務局にお問合せください。s052・219-2071(担当:石川)

コード 書名 税込定価 部数 コード 書名 税込定価 部数

3678 よくわかる認知症Q&A 1，470 3808 高齢者のせん妄ケアQ&A 2，100 

3520 認知症の人のサポートブック 1，260 3817 認知症の人の食事支援BOOK 2，100 

3434 認知症の人の歴史を学びませんか 2，100 3793 認知症フイフパートナー検定試験基 2.625 礎検定公式テキスト第2版

3384 本人・家族のための若年性認知症 2，310 3794 認知症フイフパートナー検定試験応 3.990 サポートブ‘ック 用検定公式テキスト第2版

3386 認知症ケアの心 1，890 3795 認知症フイフパートナー検定試験基 2，100 
礎検定問題集2013

2698 認知症の知りたいことガイドブック 1，680 3796 認知症フイフパートナー検定試験応 2，520 
用検定問題集2013

2973 認知症になる僕たちへ 1，470 3304 生活場面から見る身体観察のポイン 1，890 
ト

3361 認知症開花支援 1.680 3302 わかりやすい認知症の医学知識 1，680 

3346 まなざしかいご 1，680 3621 認知症の人のレクリエーション 1，680 

3019 満月の夜、母を施設に置いて 1，575 3303 改訂介護に使えるワンポイント医学 2，100 
知識

3296 喜怒哀楽でわかる認知症の人のここ 1.890 3622 根拠のある介護記録のっくり方 1，680 
ろ

3023 必察! 認知症ケア 1，890 3620 気づいていますか認知症ケアの落と 2，100 
し穴

3592 介護家族をささえる 2，100 6A21 
おはよう21 (2013年4月号増刊) 1，250 
介護に役立つ医学知識

3540 すぐに使える介護のための筏遇講 1，470 6A14 
おはよう21 (2012年10月号増刊) 1，250 

座 介護記録の書き方講座

3519 イラストで理解する初めての介護 2，310 6573 おはよう21 (2011年4月号増干1]) 1，250 
介護技術総まとめ

3743 認知症ケアOと× 1，260 6473 おはよう21 (2009年10月号増刊) 1，230 
「重度」の人を介護する

3784 在宅で暮らす認知症のある人のため 2，520 602G おはよう21 年間購読 【前金制】 13，500 
のケアプラン作成ガイド

T 

住所 電話番号

λ、りがな 日本介護支援員会員番号

お名前
2300-

弊社使用欄 お客様コード | 売上番号|

t日当 斡旋番号 支払期日 区分 方法 請納|場所|用紙|出庫 支払

581 

. .1J FAX送信先 058-~31':"'8756
， 
也、

'.1:'、

の個入信組の取引匙丘三-:>~¥工一 個人情報保護管理者 常務取締役 TEL03-3379-3899 ぷお包
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