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レンタル 図書・DVD 一覧表 

【図書】 

書籍

番号 

分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

1 診断 
正常画像と並べてわかる 

頭部 MRI ここが読影のポイント 
土屋一洋、大久保敏之 ㈱羊土社 2004/3/1 1 

2 基礎知識 
Q＆A 脳外傷 高次脳機能障害を生きる人と家

族のために 
NPO法人日本脳外傷友の会 明石書店 2010/6/20 1 

3 
障害理解 

支援 

知られざる高次脳機能障害 

その理解と支援のために 
松崎有子 せせらぎ出版 2002/10/21 1 

4 リハビリ リハビリの結果と責任 池ノ上寛太 三輪書店 2011/10/1 1 

5 リハビリ 
1人でもできる リハビリテーション 

脳卒中・脳損傷・高次脳機能障害からの回復 
橋本圭司 ㈱法研 2009/9/17 1 

6 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

日々コウジ中  
柴本礼 主婦の友社 2011/9/30 1 

7 基礎知識 
50 シーンイラストでわかる高次脳機能障害「解

体新書」 

阿部順子、浦澤秀洋 監修 

名古屋市総合リハビリテーショ

ンセンター 編著 

イラスト 柴本礼 

メディカ出版 2011/12/1 1 

8 障害理解 
高次脳機能障害とともに 制度の谷間から声を

あげた 10年の軌跡 
NPO法人日本脳外傷友の会 せせらぎ出版 2011/1/20 1 

9 基礎知識 軽度外傷性脳損傷 石橋徹 金原出版 2009/2/20 1 

10 自動車 
交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害

賠償実務 
みらい総合法律事務所 ㈱ぎょうせい 2009/7/21 1 

11 リハビリ 
高次脳機能障害のリハビリテーション ―リハビ

リテーション専門家のための実践ガイド― 

松岡恵子、藤田久美子、 

藤井正子 

新興医学出版

社 
2004/11/20 1 

12 リハビリ 認知障害のリハビリテーション 綿森淑子 医歯薬出版㈱ 1998/6/10 1 

13 リハビリ 記憶障害患者のリハビリテーション 綿森淑子 ㈱医学書院 1997/2/15 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

14 基礎知識 
高次脳機能障害マエストロシリーズ① 

基礎知識のエッセンス 

山鳥重、早川裕子、博野信次、 

三村將、先崎章 
医歯薬出版㈱ 2007/6/10 1 

15 診断 
高次脳機能障害マエストロシリーズ② 

画像の見かた・使いかた 

三村將、早川裕子、石原健司、 

浦野雅世 
医歯薬出版㈱ 2006/11/20 1 

16 リハビリ 
高次脳機能障害マエストロシリーズ③ 

リハビリテーション評価 

鈴木孝治、早川裕子、 

種村留美、種村純 
医歯薬出版㈱ 2006/7/10 1 

17 リハビリ 
高次脳機能障害マエストロシリーズ④ 

リハビリテーション介入 

鈴木孝治、早川裕子、 

種村留美、種村純 
医歯薬出版㈱ 2006/7/10 1 

18 リハビリ 
よくわかる 失語症セラピーと認知リハビリテー

ション 
鹿島春雄、大東祥孝、種村純 永井書店 2009/6/10 1 

19 リハビリ 
主体性をひきだすリハビリテーション 

教科書をぬりかえた障害の人々 
長谷川幹 

日本医事新報

社 
2009/3/15 1 

20 リハビリ 

軽度外傷性脳損傷のためのリハビリテーション・

ワークブック 

―高次脳機能障害の回復にむけて― 

ダグラス・J・メイソン 著 

篠永正道 監訳 

藤野裕子 訳 

西村書店 2010/9/1 1 

21 リハビリ 

理解できる高次脳機能障害 

自分で鍛える！仲間と鍛える！ 

前頭葉のリハビリ 

中島恵子 ゴマブックス㈱ 2006/11/10 1 

22 リハビリ 
高次脳機能障害のリハビリテーション 

実践的アプローチ 
本田哲三 ㈱医学書院 2005/11/15 1 

23 リハビリ 
高次脳機能障害 

リハビリテーション実践マニュアル 
宮野佐年、三上真弘 

㈱全日本病院

出版会 
2006/9/1 1 

24 リハビリ 高次脳機能障害のグループ訓練 中島恵子 ㈱三輪書店 2009/10/10 1 

25 支援 
脳血管障害による 高次脳機能障害 ナーシン

グガイド 改訂版 
小山珠美、所和彦 日総研出版 2001/11/13 1 

26 基礎知識 小児の高次脳機能障害 栗原まな 診断と治療社 2008/5/15 1 

27 診断 高次脳機能障害 CD-ROMで情報提供 

渡邉修 編著  

廣實真弓、斎藤和夫、 

斎藤祐美子、細見みゑ 著 

医歯薬出版㈱ 2011/6/5 1 

28 診断 CD-ROMでレッスン 脳画像の読み方 石原健司 医歯薬出版㈱ 2011/4/20 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

29 診断 

交通事故で多発する“脳外傷による高次脳機能

障害”とは 

見過ごしてはいけない脳画像所見と臨床症状

のすべて 

益澤秀明 
㈱新興医学出

版社 
2006/4/29 1 

30 診断 高次脳機能障害 その概念と画像診断 武田克彦、波多野和夫 ㈱中外医学社 2006/8/10 1 

31 支援 

自立を支援する社会生活力プログラム・マニュ

アル―知的障害・発達障害・高次脳機能障害の

ある人のために 

奥野英子、関口惠美、 

佐々木葉子、大場龍男、 

興梠 理、星野晴彦 

中央法規出版

㈱ 
2006/4/5 1 

32 自動車 

高次脳機能障害と損害賠償 

札幌高裁判決の解説と軽度外傷性脳損傷

（MTBI）について 

吉本智信 
㈱自動車保険ジ

ャーナル 
2011/2/7 1 

33 支援 
高次脳機能障害者とデイサービス 地域で進め

るあきらめない回復支援 

社会福祉法人世田谷ボランテ

ィア協会、身体障害者デイサー

ビスセンターふらっと 

医歯薬出版㈱ 2005/3/10 1 

34 支援 
最適ケアを実現する 高次脳機能障害アセスメ

ントブック 

若年痴呆班・高次脳機能障害

研究班 
総研出版 2004/3/19 1 

35 支援 
前頭葉機能不全その先の戦略 Rusk 通院プロ

グラムと神経心理ピラミッド 

立神粧子 著 

Yehuda Ben-Yishay、 

大橋正洋 監修 

㈱医学書院 2010/11/15 1 

36 診断 
精神障害者保健福祉手帳の手引き診断書作

成・障害等級判定マニュアル 
(財)日本公衆衛生協会 2003/1/6 1 

37 支援 
高次脳機能障害 

支援コーディネートマニュアル 

高次脳機能障害支援コーディ

ネート研究会 

中央法規出版

㈱ 
2006/6/5 1 

38 
診断 

支援 

高次脳機能障害 ハンドブック 

診断・評価から自立支援まで 
中島八十一、寺島彰 ㈱医学書院 2006/10/1 2 

39 障害理解 
障害を知る本④ 

ことばの不自由な子どもたち 
茂木俊彦 ㈱大月書店 1998/7/10 1 

40 自動車 
医療従事者のための 

自動車運転評価の手引き 

Maria T.Schultheis、 

John DeLuca、 

Douglas L.Chute 編著 

三村將 監訳 佐々木努、加藤

貴志、山田恭平 訳 

㈱新興医学出

版社 
2011/7/30 1 

4１ リハビリ 

高次脳機能障害の障害心理学 

―神経心理学的症状とリハビリテーション・アプ

ローチ― 

坂爪一幸 ㈱学文社 2007/3/31 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

42 リハビリ 
リハビリナース、PT、OT、STのための患者さん

の行動から理解する高次脳機能障害 

椿原彰夫、石井雅之 監修 

種村純、種村留美 編集 
メディカ出版 2010/7/25 1 

43 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

続・日々コウジ中 
柴本礼 主婦の友社 2011/12/31 1 

44 障害理解 よくわかる 子どもの高次脳機能障害 栗原まな 
クリエイツかもが

わ 
2012/3/20 1 

45 障害理解 子どもたちの高次脳機能障害―理解と対応 中島恵子 三輪書店 2010/7/10 1 

46 障害理解 理解できる高次脳機能障害 中島恵子 三輪書店 2011/7/30 1 

47 リハビリ 
みんなでわかる高次脳機能障害 

高次脳機能障害 生活を立て直す脳のリハビリ 
中島恵子 ㈱保育社 2012/7/5 1 

48 リハビリ 
高次脳機能障害のための認知リハビリテーショ

ン 総合的な神経心理学的アプローチ 
尾関誠、上田幸彦 

協同医書出版

社 
2012/4/27 1 

49 リハビリ 
脳損傷のリハビリテーション 高次脳機能障害

支援 病院から在宅へ、そしてその後へ 
堀辰夫、青木重陽 医歯薬出版㈱ 2011/8 1 

50 基礎知識 高次脳機能障害 Q＆A 基礎編 河村満 
㈱新興医学出

版社 
2011/11/30 1 

51 基礎知識 高次脳機能障害 Q＆A 症候編 河村満 
㈱新興医学出

版社 
2011/10/3 1 

52 障害理解 
壊れかけた記憶、持続する自我 「やっかいな

友人」としての高次脳機能障害 
山田規畝子 

中央法規出版

㈱ 
2011/8/20 1 

53 障害理解 障害役者～走れなくても、セリフを忘れても～ 柳浩太郎 ㈱ワニブックス 2010/7/23 1 

54 リハビリ 
精神医学・心理学的対応 

リハビリテーション 
先崎章 医歯薬出版㈱ 2011/5/20 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

55 障害理解 
高次脳機能障害者の世界 

～私の思うリハビリや暮らしのこと～ 
山田規畝子 共同医書出版 2009/1/26 1 

56 リハビリ 
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 
蜂須賀研二 株式会社金芳堂 2014/5/15 1 

57 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

日々コウジ中  
柴本礼 主婦の友社 2011/9/30 1 

58 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

日々コウジ中  
柴本礼 主婦の友社 2011/9/30 1 

59 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

続・日々コウジ中 
柴本礼 主婦の友社 2011/12/31 1 

60 障害理解 
高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 

続・日々コウジ中 
柴本礼 主婦の友社 2011/12/31 1 

61 障害理解 
暗闇の彼方に  

高次脳機能障害との闘い 
岡野 琴子 文芸社 2010/3/15 1 

62 障害理解 
輝いて生きる  

高次脳機能障害当事者からの発信 
橋本 圭司 

㈱クリエイツかも

がわ 
2015/5/31 1 

63 自動車 道路交通法解説 野下 文生 東京法令出版 2015/6/10 1 

64 自動車 
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 3 
蜂須賀 研二、佐伯 覚 ㈱金芳堂 2016/5/15 1 

65/66 障害理解 
18歳のビッグバン 

見えない障害を抱えて生きるということ 
小林春彦 あけび書房 2015/11/11 2 

67 
障害理解 

支援 

脳が言葉を取り戻すとき 

失語症のカルテから 

佐野洋子 

加藤正弘 

(㈱)新興医学出

版 
2014/6/20 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

68 障害理解 
オーバーマイヘッド 

脳外傷を超えて、新しい私に 

クローディア・オズボーン 著 

原田圭    監訳 

草鹿佐恵子 訳 

㈱クリエイツかも

がわ 
2006/12/31 1 

69 リハビリ 
高次脳機能障害 

その評価とリハビリテーション 第２版 

武田克彦 

長岡正範 
中外医学社 2016/5/20 1 

70 診断 よくわかる 脳 MRI 第３版 

青木茂樹 

相田典子 

井田正博 

大場洋 

秀潤社 2012/9/15 1 

71 
障害理解 

支援 

マンガ家が描いた 失語症体験記 

～高次脳機能障害の世界～ 

福元のぼる 著 

福元はな 

渡邊修    解説・監修 

医歯薬出版(㈱) 2015/4/10 1 

72 基礎知識 
わかりやすい 

小児の高次脳機能障害 対応マニュアル 
栗原 まな 診断と治療社 2010/8/9 1 

73 基礎知識 失語症のすべてがわかる本 
加藤 正弘 

小嶋 知幸 
（株）講談社 2015/10/23 1 

74 障害理解 
わかってくれるかな、子どもの高次脳機能障害 

発達からみた支援 
太田 令子 

㈱クリエイツかも

がわ 
2014/8/31 1 

75 
障害理解 

支援 

チームで支える 

高次脳機能障害のある人の地域生活 

蒲澤秀洋 監修 

阿部順子 編著 
中央法規 2017/1/20 1 

 76 障害理解 されど愛しきお妻さま 鈴木 大介 （株）講談社 2018/1/23 1 

77 障害理解 
脳が壊れた 

「41歳脳梗塞になりました」 
鈴木 大介 （株）新潮社 20116/6/20 1 

78 障害理解 
脳は回復する 

高次脳機能障害からの脱出 
鈴木 大介 （株）新潮社 2018/2/20 1 

79 
障害理解 

支援 

高次脳機能障害のある人と 

ソーシャルワーク実践 
林 眞帆 （株）相川書房 2018/6/15 1 
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書籍

番号 
分類 書籍名 著者 発行所 発行年月日 冊数 

80 診断 頭部外傷と高次脳機能障害 
一般社団法人 日本高次脳機能 

障害学会 教育・研修委員会 編 

（株） 

新医学出版社 
2018/1/10 1 

New 

81 
支援 

高次脳機能障害支援の道しるべ 

就労・社会生活編 

深川 和利 監修 

稲葉 健太郎/長野 友里 編著 
（株）メディカ出版 2018/1/15 1 

New 

82 
支援 

高次脳機能障害支援の道しるべ 

   学校生活編 

深川 和利 監修 

長野 友里 編著 
（株）メディカ出版 2017/3/25 1 

New 

83 
障害理解 手記 こっちに、おいで・・・ 吉村 正夫 著 風媒社 2013/9/20 1 

New 

84 
障害理解 

失語症・右半身不随・ 

高次脳機能障害との闘い 
吉村 正夫 著 風媒社 2016/12/30 1 
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【DVD】 

 

DVD番号 DVD名 監修 制作 数 

D－1 高次脳機能障害の理解と支援のために 社会福祉法人旭川荘 岡山ネットワーク株式会社 1 

D－2 療護センターの取り組み 私たちはあきらめない 
独立行政法人自動車事故対

策機構 
株式会社 NHKエンタープライズ 1 

D－3 川島隆太教授のいきいき脳体操 DVD 100日間体操 川島隆太 株式会社インターチャネル 1 

D－4 
高次脳機能障害のリハビリテーション 

第 1巻 高次脳機能障害とは何か 
社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 1 

D－5 
高次脳機能障害のリハビリテーション 

第 2巻高次脳機能障害を生きる 
社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 1 

D－6 
高次脳機能障害のリハビリテーション 

第 3巻就労支援の現場から 
社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 1 

D－7 
自立にチャレンジ 高次脳機能障害 生活適応援助者

【生活版ジョブコーチ】派遣試行事業 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 

高次脳機能障害生活適応援助者（生活版ジョブコーチ）研究会 

高次脳機能障害者とその家族の皆様・当事者団体（協力） 

1 


