
書名 著者 発行所 記号

脳外傷のリハビリテーションのための方法  頭が働く練習

帳シリーズ
　藤井正子 新興医学出版 1

脳外傷のリハビリテーションのための方法  見る注意力の

練習帳
　藤井正子 新興医学出版 2

脳外傷のリハビリテーションのための方法　聞く注意力の

練習帳
　藤井正子 新興医学出版 3

脳外傷のリハビリテーションのための方法  記憶の練習

帳
　藤井正子  松岡恵子 新興医学出版 4

高次脳機能障害の臨床－実践入門小児から老人、

診断からリハビリテーション、福祉まで
宇野彰 新興医学出版 5

高次脳機能障害　その概念と画像診断 武田克彦 中外医学社 6

高次脳機能障害者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 新興医学出版 7

よくわかる失語症と高次脳機能障害 鹿島晴雄 永井書店 8

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 9

高次脳機能障害とリハビリテーション《リハビリテーション

ムック》
千野直一 金原出版 10

高次脳機能障害マエストロシリーズ　（２）画像の見

かた・使い方
三村將 医歯葉出版 11

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 医歯葉出版 12

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 医歯葉出版 13

脳外傷者の社会生活を支援する　リハビリテーション実

践編
永井肇 中央法規 14

高次脳機能障害とデイサービス　地域で進めるあきらめ

ない回復支援
身障デイサービスふらっと 医歯葉出版 15

脳外傷の子どもたち親と教師のためのガイドブック Ｍ・ラッシュ 明石書店 16

高次脳障害ナーシングガイド改訂版

七沢リハビリテーション病院脳血管

センター看護部・心理科　神奈川

リハビリテーション病院診療部・看

日総研 17

交通事故で多発する　脳外傷による高次脳機能障害

とは
益澤秀明 新興医学出版 18

高次脳機能障害のリハビリテーション　社会復帰支援

ケーススタディ
本田哲三 真興交易医学出版部 19

「地域リハビリテーション」第10号　特集　高次脳機能

障害者を地域で支える
同誌編集委員会 三輪書店 20

「Clinical Rehabilitation」別冊　高次脳機能障害の

リハビリテーションver.2
江藤文夫他 医歯葉出版 22

高次脳機能障害学 石合純夫 医歯葉出版 23

高次脳機能を鍛える 橋本　圭司 全日本病院出版会 29

生活を支える高次脳機能リハビリテーション 橋本　圭司 三輪書店 30

胃癌と頭部外傷のダブルパンチ闘病記 宗田博通・静枝 ブイツーソリューション 31

高次脳機能障害対応マニュアル 米本恭三・渡邉修・橋本圭司 南江堂 32

あっち側から見たこっち側 高崎　陽子 NPO法人ViViD 33

障害者生活支援センターたかまつ　ライブラリー蔵書（高次脳）

高次脳機能障がいに関する書籍。リハビリ専門書から体験記など。



書名 著者 発行所 記号

小児の高次脳機能障害 栗原　まな (株)診断と治療社 34

高次脳機能障害と家族のケア 渡邉　修 講談社 35

新・介護福祉士養成講座１３　障害の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規 36

高次脳機能障害と損害賠償 吉本　智信 ㈱自動車保険ジャーナル 37

記憶力を鍛えるわくわくドリル 中島　恵子 ㈱ゴマブックス 38

高次脳機能障害を有する人の暮らしを支える 三輪書店 39

これだけは知っておきたい脳画像診断 松本　健五 メディカ出版 40

高次脳機能障害ナーシングガイド第３版 小山珠美・所和彦 日総研 41

脳のリハビリＱ＆Ａ 武田克彦 講談社 42

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 43

高次脳機能障害リハビリテーション入門 安保　雅博 診断と治療社 44

高次脳機能障害　精神医学心理学的対応　ポケット

マニュアル
矢崎　章 医歯薬出版株式会社 45

権利擁護支援ハンドブック ＰＡＳネット ミネルヴァ書房 46

交通事故後遺障害 宮尾　一朗 かもがわ出版 47

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、福元はな 医歯薬出版株式会社 48

Ｑ＆Ａ第3版　脳挫傷　高次脳機能障害を生きる家

族のために
ＮＰＯ法人日本脳挫傷友の会 明石書店 49

暗闇の彼方に　高次脳機能障害との闘い 岡野　琴子 文芸社 50

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 51

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 52

高次脳機能障害とともに ＮＰＯ法人日本脳挫傷友の会 せせらぎ出版 53

高次脳機能障害の症候辞典 河村　満、高橋　伸佳 医歯薬出版株式会社 54

理解できる高次脳機能障害 中島　恵子 三輪書店 55

高次脳機能障害学 藤田　郁代、関　啓子 医学書院 56

難治性精神障害へのストラテジー 中込　和幸 中山書店 57

急性期から取り組む高次脳機能障害リハビリテーション 河村　満 メディカ出版 58

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

第2版
本田　哲三 医学書院 59

高次脳機能障害と損害賠償 吉本　智信 自動車保険ジャーナル 60

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
ダグラス・Ｊ・メイソン 西村書店 61

27ケースから見るショートステイ安心ケアのポイント 高坂　智子 筒井書房 62

新版　日常生活活動（ＡＤＬ）－評価と支援の実

際－
伊藤　利之、江藤　文夫 医歯薬出版株式会社 63

脳損傷のリハビリテーション　高次脳機能障害支援 大橋　正洋 医歯薬出版株式会社 64

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 65

奇跡の人々　脳障害を乗り越えて 中村　尚樹 新潮社 66

壊れた脳も学習する 山田　規畝子 角川ソフィア文庫 67

高次脳機能障害　ポケットマニュアル第2版 原　寛美 医歯薬出版株式会社 68



書名 著者 発行所 記号

壊れかけた記憶、持続する自我 山田　規畝子 中央法規 69

高次脳機能障害　ＣＤ－ＲＯＭで情報提供 渡邉　修 医歯薬出版株式会社 70

小児の高次脳機能障害　リハビリテーション実践ガイド

ブック
栗原　まな 診断と治療社 71

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 メディカ出版 72

続・日々コウジ中 柴本　礼 主婦の友社 73

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 74

破損した脳、感じる心　―高次脳機能障害のリハビリ家

族学
犬塚　芳美 亜紀書房 75

ふたたび楽しく生きていくためのメッセージ　高次脳機能

障害の子どもをもつ家族との対話
栗原　まな＋アトムの会 クリエイツかもがわ 76

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 77

なるほど高次脳機能障害　誰にもおきる見えない障害 橋本　圭司 クリエイツかもがわ 78

遊びリテーションのプロになる　―高次脳機能障害編 大塚　裕一、宮本　恵美 　医学と看護社 79

Q＆Aでひも解く　高次脳機能障害 廣實　真弓、平林　直次 医歯薬出版株式会社 80

高次脳機能障害ファシリテーター養成講座
特定非営利活動法人

高次脳機能障害支援ネット
三輪書店 81

高次脳機能障害Q＆A７０ 鈴木孝治 メディカ出版 82

失った記憶　ひかりはじめた僕の世界 GOMA 中央法規 83


