
保健学部図書委員会2022年12月の購入決定分リスト

下記のタイトルの購入を決定いたしました。

購入手続き終了後、図書館2階の新着展示棚に1週間展示し、その後書架に配架します。

資料をお探しの場合は、蔵書検索（OPAC)も合わせてご利用ください。

No. No.（図書館） ISBN 書名 著者名 出版社 出版年 本体価格 備考

1 202212001 9784524226931 ３ステップ解剖生理学 開道貴信 南江堂 2022 ¥3,200

2 202212002 9784260048583 プロメテウス解剖学コアアトラス　　第４版

アン・Ｍ．ギルロイ：ブラ

イアン・Ｒ．マクファーソ

ン

医学書院 2022 ¥9,091

3 202212003 9784065174869 公認心理師ベーシック講座　司法・犯罪心理学 原田隆之 講談社 2022 ¥2,700

4 202212004 9784866161532
世界一隅々まで書いた認知行動療法・問題解決法の

本
伊藤絵美 遠見書房 2022 ¥2,600

5 202212005 9784758309691

論文を「読む」ための医療統計 ｓｔｅｐ ｂｙ ｓｔ

ｅｐで学ぶ 文献の探し方から最新のベイズ統計・

ＡＩ解析まで

神田 英一郎 （著） メジカルビュー社 2022 ¥3,200

6 202212006 9784502435812
医療・ヘルスケアのためのリアルワールドデータ活

用 ビッグデータの研究利用とビジネス展開
康永 秀生 （著） 中央経済社 2021 ¥2,300

7 202212007 9784758109765 ていねいな保健統計学 第２版 白戸 亮吉 （著） 羊土社 2022 ¥2,200

8 202212008 9784750353470
児童期・青年期のADHD評価スケール ADHD-RS

【DSM-5準拠】

ジョージ・J. デュポール、

トーマス・J. パワー、アー

サー・D. アナストポウロ

ス、ロバート・リード 著 

市川宏伸、田中康雄、小野

和哉 監修 

西山 毅、坂本 律 訳

明石書店 2022 ¥3,062

9 202212009 9784779516832 テストは何のためにあるのか 光永悠彦：西田亜希子 ナカニシヤ出版 2022 ¥3,158

10 202212010 9784260049641
ジェネラリストと学ぶ総合画像診断 臨床に生か

す！画像の読み方・考え方
上田剛士 医学書院 2022 ¥4,000

11 202212011 9784840479035

カテゴリーが劇的にわかる腹部超音波スクリーニン

グ 改訂版 ｗｅｂでエコー動画×走査がみられる！

ＵＳ　Ｌａｂシリーズ

平井都始子 メディカ出版 2022 ¥4,000

12 202212012 9784758320597
放射線安全管理学  診療放射線技師スリム・ベー

シック
福士政広 メジカルビュ－社 2022 ¥4,500

13 202212013 9784758123969
ＩＣＬＳコースガイドブック 改訂第５版 日本救急

医学会
畑田剛 羊土社 2022 ¥2,700

14 202212014 9784524230891
臨床頭頚部癌学 改訂第２版 系統的に頭頚部癌を学

ぶために
田原信 南江堂 2022 ¥13,000

15 202212015 9784263732052
乳癌診療ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｒｔ　科学

に基づく最新診療
戸井雅和 医歯薬出版 2022 ¥17,226

16 202212016 9784758121095 ひと目でわかるビジュアル人体発生学 山田重人/著 羊土社 2022 ¥3,445

17 202212017 9784524233687 血液疾患最新の治療 ２０２３－２０２５ 松村到 南江堂 2022 ¥9,200

18 202212018 9784840476485
まるごと！不整脈ケア 心電図・薬剤・治療のポイ

ントがわかる
高橋 尚彦 （編集） メディカ出版 2022 ¥4,000

19 202212019 9784760826896
こころの支援に携わる人のためのソクラテス式質問

法

スコット・H・ウォルトマン

，R・トレント・コッド Ⅲ

，リン・M・マクファー／著

金子書房 2022 ¥5,167

19点 ¥98,749
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No. No.（図書館） ＩＳＢＮ 書名 著者 出版社 出版年 本体 備考

1 202212501 9784525504717 超高齢者の緩和ケア 桑田 美代子 他編 南山堂 2022 ¥3,800

2 202212502 9784771036703 いじめを哲学する 教育現場への提言 佐山 圭司 晃洋書房 2022 ¥2,700

3 202212503 9784414414868

インクブロット 誰も知らなかったロールシャッハ

とロールシャッハの見なかったロールシャッハ・テ

スト

ダミオン・サールズ，高瀬

由嗣 訳
誠信書房 2022 ¥4,500

4 202212504 9784788517929
オートエスノグラフィー 質的研究を再考し、表現

するための実践ガイド

トニー・E・アダムス 他，

松 澤和正 他訳
新曜社 2022 ¥2,600

5 202212505 9784772419376
強迫症を克服する 当事者と家族のための認知行動

療法
矢野 宏之 金剛出版 2022 ¥3,200

6 202212506 9784760826896
こころの支援に携わる人のためのソクラテス式質問

法 認知行動療法の考え方・進め方を学ぶ

スコット・H.ウォルトマン

他，毛利 伊吹 監訳
金子書房 2022 ¥5,400

7 202212507 9784254520330 言葉とコミュニケーション 心理学を日常に活かす 邑本 俊亮 朝倉書店 2022 ¥2,700

8 202212508 9784760892785
【コミュニティ心理学シリーズ 2】コンサルテー

ションとコラボレーション
久田 満・丹羽 郁夫 編 金子書房 2022 ¥3,100

9 202212509 9784865001136

支援と物語(ナラティヴ)の社会学 非行からの離

脱、精神疾患、小児科医、高次脳機能障害、自死遺

族の体験の語りをめぐって

水津 嘉克 他 生活書院 2020 ¥2,500

10 202212510 9784422117539
自閉スペクトラム症の対人不安 語りから探る「自

己意識」
木村 大樹 創元社 2022 ¥3,600

11 202212511 9784326701261
宗教者は病院で何ができるのか 非信者へのケアの

諸相
森田　敬史 他編 勁草書房 2022 ¥2,700

12 202212512 9784422117799
女性なるものをめぐって 深層心理学と女性のここ

ろ
豊田 園子 創元社 2022 ¥2,700

13 202212513 9784422117515
心理療法における象徴機能の回復 イメージの展開

からみる臨床的アプローチの可能性
片山 知子 創元社 2022 ¥3,600

14 202212514 9784788517899
心理療法家がよみとく「君の名は。」目に見えない

イメージの力
山　愛美 新曜社 2022 ¥2,400

15 202212515 9784865001464
精神障害を生きる 就労を通して見た当事者の「生

の実践」
駒澤 真由美 生活書院 2022 ¥3,600

16 202212516 9784772419314
精神分析のパラダイム・シフト アンドレ・グリー

ンの精神分析

ロジーヌ・ジョゼフ・ペレ

ルバーグ 他編，館 直彦 他

監訳

金剛出版 2022 ¥4,000

17 202212517 9784772419321 精神分析のゆくえ 臨床知と人文知の閾 十川 幸司 他編 金剛出版 2022 ¥3,400

18 202212518 9784772419222 性暴力被害の心理支援 齋藤 梓 他編 金剛出版 2022 ¥3,200

19 202212519 9784772419031
トラウマセンシティブ・マインドフルネス 安全で

変容的な癒しのために

デイビッド・A.トレリー

ヴェン，渋沢 田鶴子 他訳
金剛出版 2022 ¥3,200

20 202212520 9784130152020 【認知科学講座 2】 心と脳 川合 伸幸 編 東京大学出版会 2022 ¥3,200

21 202212521 9784772419154
はじめてのメラニー・クライン グラフィックガイ

ド

ロバート・ヒンシェルウッ

ド 他，松木 邦裕 監訳
金剛出版 2022 ¥2,400

22 202212522 9784622095491 ハッピークラシー「幸せ」願望に支配される日常
エヴァ・イルーズ 他，高里

ひろ 訳
みすず書房 2022 ¥3,400

23 202212523 9784771036871
人と人との関係 音楽療法 実践論  心の傷み・身体

痛に届く音楽
小山 美保・師岡 宏之 晃洋書房 2022 ¥2,600

24 202212524 9784771034273 開かれた身体との対話 ALSと自己物語の社会学 伊藤 智樹 晃洋書房 2021 ¥2,300

25 202212525 9784409340578 フロイトとの対話 ブレット・カー，森 茂起 訳 人文書院 2022 ¥4,500
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26 202212526 9784422117522
ボールの心理臨床 プレイセラピーにおけるボール

のやり取りをめぐる体験からの探求
高橋 悟 創元社 2022 ¥3,600

27 202212527 9784571241017
感情を癒やし、あなたらしく生きる４つのステップ

気づく・鎮める・感じきる・心を開く

ロナルド・Ｊ．フレデリッ

ク
福村出版 2022 ¥2,400

28 202212528 9784762832062 〈ふれる〉で拓くケア　タッピングタッチ 中川一郎 北大路書房 2022 ¥3,000

29 202212529 9784000615655 アルツハイマー病になった母がみた世界 齋藤 正彦 岩波書店 2022 ¥2,105

30 202212530 9784805887691
精神疾患の人を支援困難にしないための基本スキル

と対話のコツがわかる本 支援者必携
小瀬古伸幸＝著 中央法規出版 2022 ¥2,105

31 202212532 9784750354897
事例でわかる子ども虐待対応における多職種・多機

関連携

中板育美、佐野信也、川松

亮、 

野村武司著

明石書店 2022 ¥2,392

32 202212533 9784760828548 中高生のソーシャルスキルトレーニング
熊谷恵子・熊上崇・坂内仁

／編著
金子書房 2022 ¥2,583

33 202212534 9784772419307 おとなの自閉スペクトラム
本田秀夫 監修/大島郁葉 編

集
金剛出版 2022 ¥2,679

34 202212535 9784750353470
児童期・青年期のADHD評価スケール ADHD-RS

【DSM-5準拠】

ジョージ・J. デュポール、

トーマス・J. パワー、アー

サー・D. アナストポウロ

ス、ロバート・リード 著 

市川宏伸、田中康雄、小野

和哉 監修 

西山 毅、坂本 律 訳

明石書店 2022 ¥3,062

35 202212536 9784535985186 統合失調症という問い 古茶大樹 日本評論社 2022 ¥3,158

36 202212537 9784759924497
ポジティブ心理学に基づくボディイメージの臨床心

理学的研究
生田目光 風間書房 2022 ¥4,785

37 202212538 9784772419260 PTSD治療ガイドライン［第3版］

デイヴィッド・フォーブス/

ジョナサン・I・ビッソン/

キャンディス・M・モンソン

/ルーシー・バーリナー 著/

飛鳥井望 監訳/飛鳥井望・亀

岡智美 訳

金剛出版 2022 ¥8,134

37点 ¥121,303
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No. ISBN 書名 著者名 出版社 出版年 本体価格

1 9784816013065 医歯系学生のための物理学入門 豊田紘一 長末書店 2016 ¥3,000

2 9784621307656 カールソン神経科学テキスト－脳と行動 (原書13版)
Neil R.Carlson ,

Melissa A.Birkett
丸善出版 2022 ¥18,000

3 9784263708279 援助者が臨床に踏みとどまるとき—福祉の場での論理思考 稲沢公一 誠信書房 2015 ¥1,800

4 9784904419953
学術コミュニケーション入門～知っているようで知らない128の

疑問～
Rick Anderson アドスリー 2022 ¥3,000

5 9784263708279 日本食品大事典　第2版 平宏和　田島眞編集 医歯薬出版 2022 ¥13,000

5点 ¥38,800

教員・職員推薦
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No. ISBN 書名 著者名 出版社 出版年 （本体）価格 備考

1 9784263271506 言語聴覚士国家試験必修ポイント2023 ST基礎科目 医歯薬出版編 医歯薬出版 2022 ¥4,500 消耗品・継続

2 9781597563093 Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy K Verdolini Plural Publishing 2008 ¥15,000 洋書

3 9781635500295
Clinical Voice Pathology-theory and management,

sixth edition
JC Stemple et al. Plural Publishing 2018 ¥21,000

4 9781635500622
Preclinical Speech Science: Anatomy, Physiology,

Acoustics. and Perception, third edition
TJ Hixon et al. Plural Publishing 2018 ¥27,000

5 9784062594073
失語症のすべてがわかる本 健康ライブラリー : イラス

ト版
加藤正弘 小嶋知幸  監修 講談社 2006 ¥1,540

6 9784098250479 発達障害とことばの相談 中川信子 小学館101新書 2009 ¥740 消耗品

7 9784121506634 赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 針生悦子 中公新書ラクレ 2019 ¥820 消耗品

8 9784260004442 言語聴覚士のための基礎知識　耳鼻咽喉科学　第２版 鳥山稔　ほか　（編） 医学書院 2007 ¥3,800

9 9784260011464
神経心理学コレクション　脳を繙く　歴史でみる認知神

経科学
川村満 医学書院 2010 ¥4,800

10 9784260012393 口蓋裂の言語臨床　第３版 岡崎恵子　ほか　（編） 医学書院 2011 ¥5,000

11 9784260013307 神経心理学コレクション　心はどこまで脳なのだろうか 兼本浩祐　ほか 医学書院 2011 ¥3,400

12 9784260028127
言語聴覚士のための基礎知識　臨床歯科医学・口腔外科

学　第２版
夏目長門　（編） 医学書院 2016 ¥4,200

13 9784260041270 言語聴覚士のための基礎知識　音声学・言語学　第２版 今泉　敏　ほか　（編） 医学書院 2020 ¥4,000

14 9784260118477 神経心理学コレクション　神経心理学の挑戦 山鳥重　ほか 医学書院 2000 ¥3,000

15 9784260118729 神経心理学コレクション　記憶の神経心理学 山鳥重 医学書院 2002 ¥2,600

16 9784260118880
神経心理学コレクション　失語の症候学　ハイブリッド

CD-ROM付
相馬芳明　　ほか 医学書院 2003 ¥4,300

17 9784260118958
神経心理学コレクション　痴呆の臨床　CDR判定用

ワークシート解説
目黒謙一 医学書院 2004 ¥2,800

18 9784260243858 言語聴覚士のための　失語症訓練ガイダンス
日本言語療法士学術支援局

専門委員会失語症係
医学書院 2000 ¥2,800

19 9784260243933
言語聴覚士のための　失語症訓練教材集　ハイブリッド

CD-ROM付
立石雅子 医学書院 2001 ¥4,700

20 9784260244251 言語聴覚士のための　子どもの聴覚障害訓練ガイダンス 立石恒雄　ほか　（編） 医学書院 2004 ¥3,500

21 9784260244305 言語聴覚士のための　言語発達遅滞訓練ガイダンス 佐竹恒夫　ほか　（編） 医学書院 2004 ¥3,700

22 9784263210567 脳性麻痺の類型別運動発達 ベルタ・ボバース 医歯薬出版 1978 ¥2,550

23 9784263211458 音声治療 アクセント法 MN Kodby著。渡辺洋子訳 医歯薬出版 2004 ¥4,400

24 9784263211625 運動性構音障害　基礎・鑑別診断・マネージメント
Joseph R. Duffy 著　苅安

誠監訳
医歯薬出版 2004 ¥9,000

25 9784263213049 ゼムリン言語聴覚学の解剖生理 原著第４版
WR Zemlin著、舘村卓監

訳
医歯薬出版 2007 ¥9,400

26 9784263215524 言語聴覚士国家試験出題基準　平成30年４月版 医療研修推進財団監修 医歯薬出版 2018 ¥2,200

27 9784263218563
目でみる嚥下障害(DVD付）

嚥下内視鏡・嚥下造影の所見を中心として
藤島一郎 医歯薬出版 2006 ¥3,400

28 9784263265604 言語聴覚士テキスト第３版 大森孝一 他（編） 医歯薬出版 2018 ¥4,200

29 9784263266335
リハベーシックシリーズ　コミュニケーション論・多職

種連携論
内山靖他編 医歯薬出版 2021 ¥2,970

30 9784263271513 言語聴覚士国家試験必修ポイント2023 ST専門科目 医歯薬出版編 医歯薬出版 2022 ¥5,500 消耗品・継続

31 9784303610302 音声知覚の基礎
ジャックライアルズ著　今

富攝子ほか監訳
海文堂出版 2009 ¥2,750

32 9784324098196
発達的視点からことばの障害を考える - ディスレクシ

ア・読解障害・SLI -

チャールズ・ヒューム　ほ

か
SUP上智大学出版 2016 ¥5,000

33 9784414306323 心理言語学を語る ことばへの科学的アプローチ トレヴァー・ハーレイ著 誠信書房 2018 ¥5,720

リハビリテーション学科推薦資料
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34 9784434290398
2022年版言語聴覚士国家試験過去問題3年間の解答と

解説

言語聴覚士国家試験対策委

員会
大揚社 2021 ¥3,500 消耗品

35 9784434302794
2023年版言語聴覚士国家試験過去問題3年間の解答と

解説

言語聴覚士国家試験対策委

員会
大揚社 2022 ¥3,500 消耗品・継続

36 9784469213027 心とことばの脳科学 対談 認知科学のフロンティア 山鳥重 辻幸夫  共著 大修館書店 2016 ¥1,980

37 9784521734941
聴力検査を行う人のための　図解　第４版増補　　実用

的マスキングの手引き
服部浩 中山書店 2012 ¥1,600

38 9784525370442 聴覚検査の実際　改訂４版 日本聴覚医学会　編集 南山堂 2017 ¥3,400

39 9784535563490 ディスレクシア入門 加藤醇子 日本評論社 2016 ¥1,800

40 9784569648590 読み書き障害（ディスレクシア）のすべて サリー・シェイウィッツ PHP 2006 ¥1,600

41 9784760826360
認知療法・認知行動療法  ストレスや苦手とつきあうた

めの : 吃音とのつきあいを通して
大野裕, 伊藤伸二著 金子書房 2011 ¥2,200

42 9784761407087 吃音の基礎と臨床
B・ギター著、長澤泰子監

訳
学苑社 2007 ¥7,600

43 9784761407391
特別支援教育における言語・コミュニケーション・読み

書きに困難がある子どもの理解と支援
大伴潔　ほか 学苑社 2011 ¥3,000

44 9784761407452 エビデンスに基づいた吃音支援入門 菊池良和 学苑社 2012 ¥1,900

45 9784761407650 吃音のリスクマネジメント 菊池良和 学苑社 2014 ¥1,650

46 9784761407735 吃音のある学齢児のためのワークブック
リサ・スコット編、長澤泰

子監訳
学苑社 2015 ¥2,750

47 9784761407810 吃音検査法 第２版 検査図版 小澤恵美他著 学苑社 2016 ¥15,400

48 9784761407827 吃音検査法 第３版 解説 小澤恵美他著 学苑社 2016 ¥5,500

49 9784761407919 基礎からわかる言語障害児教育
日本言語障害児教育研究会

編著
学苑社 2017 ¥3,850

50 9784761407957 成人吃音ともに 北川敬一著 学苑社 2017 ¥3,520

51 9784761407971 自分で試す吃音の発声・発音練習帳 安田菜穂他著 学苑社 2018 ¥1,760

52 9784761408008 クラタリング〔早口言語症〕
イヴォンヌ・ヴァンザーレ

ン他著、森浩一他監訳
学苑社 2018 ¥4,180

53 9784761408084 CALMS:吃音のある学齢期の子供たちのための評価尺度
E・チャールズ・ヒーリー

著、川合紀宗訳
学苑社 2019 ¥8,360

54 9784763930217

アドバンスシリーズ／コミュニケーション障害の臨床

第1巻

言語発達遅滞

日本聴能言語士協会講習会

実行委員会　編集
協同医書出版社 2001 ¥3,800

55 9784763930231

アドバンスシリーズ／コミュニケーション障害の臨床

第3巻

脳性麻痺

日本聴能言語士協会講習会

実行委員会　編集
協同医書出版社 2002 ¥3,500

56 9784763930491 言語聴覚療法臨床マニュアル改訂第3版 平野哲雄　ほか 協同医書出版社 2014 ¥6,800

57 9784767945088 言語聴覚療法シリーズ８　器質性構音障害 斉藤裕恵　ほか（編著） 建帛社 2002 ¥2,600

58 9784767945217 言語聴覚療法シリーズ１　改訂言語聴覚障害総論1 倉内紀子　ほか　（編著） 建帛社 2012 ¥2,800

59 9784767945224 言語聴覚療法シリーズ２　改訂言語聴覚障害総論2 山﨑京子　ほか　（編） 建帛社 2007 ¥2,500

60 9784767945231 言語聴覚療法シリーズ３　改訂高次脳機能障害
長谷川　賢一　ほか

（編）
建帛社 2011 ¥2,600

61 9784767945248 言語聴覚療法シリーズ４　改訂失語症 石川裕治　ほか　（編著） 建帛社 2011 ¥2,600

62 9784767945255 言語聴覚療法シリーズ５　改訂聴覚障害1－基礎編－ 山田弘幸　ほか　（編著） 建帛社 2007 ¥2,500

63 9784767945262 言語聴覚療法シリーズ６　改訂聴覚障害2－臨床編－ 山田弘幸　ほか　（編著） 建帛社 2008 ¥2,500

64 9784767945279 言語聴覚療法シリーズ７　改訂機能性構音障害 本間慎治　ほか　（編著） 建帛社 2007 ¥2,500

65 9784767945293 言語聴覚療法シリーズ９　改訂運動障害性構音障害 熊倉勇実　ほか（編著） 建帛社 2009 ¥2,500

66 9784767945309 言語聴覚療法シリーズ１０　改訂言語発達障害1 大貝茂　ほか（編著） 建帛社 2008 ¥2,500

67 9784767945316 言語聴覚療法シリーズ１１　改訂言語発達障害2 斉藤吉人　ほか　（編著） 建帛社 2007 ¥2,500
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68 9784767945323 言語聴覚療法シリーズ１２　改訂言語発達障害3
笠井新一郎　ほか　（編

著）
建帛社 2007 ¥2,700

69 9784767945330 言語聴覚療法シリーズ１３　改訂吃音 都築澄夫　ほか　（編著） 建帛社 2008 ¥2,500

70 9784767945347 言語聴覚療法シリーズ１４　改訂音声障害 苅安誠　ほか　（編著） 建帛社 2012 ¥3,100

71 9784767945354 言語聴覚療法シリーズ１６　改訂摂食・嚥下障害 清水充子　ほか　（編著） 建帛社 2014 ¥2,800

72 9784767945361 言語聴覚療法シリーズ１６　改訂AAC 久保健彦　ほか　（編著） 建帛社 2009 ¥2,500

73 9784767945392
言語聴覚士のための

臨床実習テキスト－成人編
深浦順一 建帛社 2017 ¥3,400

74 9784767945408 言語聴覚士のための臨床実習テキスト－小児編 深浦順一 建帛社 2017 ¥2,800

75 9784767945415 症例から学ぶ子どもの構音障害 能登谷晶子 他（編著） 建帛社 2022 ¥3,100

76 9784787817327 言語発達遅滞の言語治療　改訂第２版 小寺富子 診断と治療社 2009 ¥3,500

77 9784787817815 特異的発達障害　診断・治療のための実践ガイドライン

特異的発達障害の臨床診断

と治療指針作成に関する研

究チーム

診断と治療社 2010 ¥3,800

78 9784788511965 言語とこころ 心理言語学の世界を探検する 重野純編 新曜社 2010 ¥3,080

79 9784815917937 子どもの摂食・嚥下障害　その理解と援助の実際 北住映二 永井書店 2007 ¥7,600

80 9784821063604
心理テスト法入門　基礎知識と技能習得のために　第4

版
松原達哉 日本文化科学社 2002 ¥4,500

81 9784830647017 図解言語聴覚療法技術ガイド 第２版 深浦順一　ほか（編） 文光堂 2022 ¥10,000

82 9784840461962

もっと嚥下の見える評価をしよう! 頸部聴診法トレーニ

ング 嚥下音波形と周波数分析で嚥下音の見える化をプ

ラスして、さらにわかりやすくなったDVD付き!

大野木宏彰 メディカ出版 2017 ¥6,200

83 9784874246610
日本語文法ファイル 日本語学と言語学からのアプロー

チ
鈴木孝明著 くろしお出版 2015 ¥1,760

84 9784883786442
徹底ガイド!高次脳機能障害 ひと目でわかる基礎知識と

患者対応
新貝尚子, 森田将健編集 総合医学社 2016 ¥2,860

85 9784892427916 ことばの実験室 心理言語学へのアプローチ 川崎惠里子  編著 ブレーン出版 2001 ¥2,640

86 9784895905244

間接法による吃音訓練 自然で無意識な発話への遡及的

アプローチ 環境調整法・年表方式のメンタルリハーサ

ル法

都筑澄夫編著 三輪書店 2015 ¥3,800

87 9784900637245 ディサースリアの基礎と臨床　第1巻　─理論編─ 西尾正輝 インテルナ出版 2006 ¥5,600

88 9784900637269 ディサースリアの基礎と臨床　第2巻　─臨床基礎編─ 西尾正輝 インテルナ出版 2006 ¥4,000

89 9784900637276 ディサースリアの基礎と臨床　第3巻　─臨床実用編─ 西尾正輝 インテルナ出版 2006 ¥4,400

90 9784900637566 動画で見る音声障害　ver.2.0 日本音声言語医学会 インテルナ出版 2018 ¥6,000 DVD

91 9784909888181
明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断―成人

編　改訂第2版
都築澄夫 医学と看護社 2020 ¥4,290

92  9784623086740 よくわかる言語学 窪薗　晴夫 ミネルヴァ書房 2019 ¥2,860

92点 ¥401,330
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NO. 書名 著者名 出版社 ISBN (13桁) 出版年月 価格

1
女性と健康の百科事典（「Women and Health

2nd Edition」の翻訳）

下光輝一（編

集主幹）
丸善出版 9784621300435 2022 ¥198,000

1点 ¥198,000

第一衛生管理者課程推薦資料
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No. タイトル 出版社 出版社 ISSN
開始希望

巻号
刊行頻度 金額

1 嚥下医学 日本嚥下医学会 中山書店 Vol.12 No.1
年2回

（2・9月）
¥6,160

2 音声言語医学 音声言語医学会 インテルナ出版 0030-2813 Vol.64 No.1 年4回 ¥10,000

3 言語聴覚研究 言語聴覚士協会 医学書院 1349-5828 Vol.20 No.1

年4回

（3・6・9・

12月）

¥8,800

計　3点　￥24,960.

　　　　　　　リハビリテーション学科推薦(雑誌）
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電子ブック

タイトル 出版社 アクセス数 金額

必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだ

けやれば大丈夫!　2023年版
文光堂

同時アクセス

数：３
¥18,150


