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分類番号 著名（タイトル） 著編者/監修/訳等 出版社/発行所

1001 地域リハビリテーション原論   Ver6 大田仁史 医歯薬出版

1002 診療点数早見表（医科）   2016年4月版 医学通信社

1003 介護報酬早見表   2015年４月版 医学通信社

1004 2016年版   障害者総合支援法事業者ハンドブック   報酬編 中央法規

1005 茨城型地域包括ケアシステム推進マニュアル 茨城県

1006 パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭 小学館

1007 障害者スポーツの環境と可能性 藤田紀昭 創文企画

1008
障害児者の教育と余暇・スポーツ
-ドイツの実践に学ぶインクルージョンと地域形成-

安井友康/千賀愛/山本理人 明石書店

1009 脳卒中・脳外傷者のための自動車運転   第1版 林泰史/米本恭三/武原格/一杉正仁/渡邉修 三輪書店

1010 義肢装具のチェックポイント   第８版 日本整形外科学会/日本リハビリテーション医学会 医学書院

1011 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１ 蜂須賀研二 金芳堂

1012 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２ 蜂須賀研二 金芳堂

1013 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

1014 地域包括ケアにおけるPT・OTの役割 田中康之/清水順市 文光堂

1015 完全版   介護予防マニュアル 鈴木隆雄/島田裕之/大渕修一 法研

1016 高次脳機能障害がわかる本 橋本圭司 法研

1017 高次脳機能障害「解体新書」 阿部順子/蒲澤秀洋 メディカ出版

1018 社会復帰を目指す高次脳機能障害リハビリテーション 浦上裕子/飛松好子 南江堂

1019 視覚障害児・者の理解と支援 芝田裕一 北大路書房

1020 実践から学ぶ   社会生活力支援 奥野英子 中央法規

1021 転倒予防のための棒体操   運動機能と認知機能へのアプローチ 横井賀津志/高畑進一/内藤泰男 三輪書店

1022 地域リハビリテーション白書3   地域包括ケア時代を見据えて 澤村誠志/日本リハビリテーション病院・施設協会 三輪書店

1023
国立障害者リハビリテーションセンター   社会復帰をめざす高次
脳機能障害リハビリテーション

飛松好子/浦上   裕子 南江堂

1024
チームで支える   高次脳機能障害の有る人の地域生活   生活版
ジョブコーチ手法を活用する自立支援

阿部順子/浦澤秀洋 中央法規

1025 障害者雇用マニュアル コミック版6   高次脳機能障害者と働く
独立法人   高齢・障害・求職者雇用支援機
構

1026 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・蒲澤秀洋/名古屋市総合リハビリテーション
センター

メディカ出版

1027 地域リハビリテーション論   Ver.7 大田仁史・浜村明徳・下斗米貴子・澤俊二 三輪書店

1028
障害者総合支援法   事業者ハンドブック   報酬編   2018年版—
報酬告示と留意事項通知

中央法規出版社

1029 介護報酬早見表   2018年4月版 医学通信社

1030 診療点数早見表   2018年4月版 医学通信社

1031 発達障害者就労支援レファレンスブック（課題と対応例）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構   障害者職業総合センター

1032 第7期   いばらき高齢者プラン21 茨城県

1033 実技・終末期リハビリテーション 大田仁史・伊藤直栄・真寿田三葉 荘道社

1034 疾患別リハビリ体操 大田仁史 ㈱QOLサービス

1035 介護予防に役立つリハビリ体操 大田仁史 ㈱QOLサービス

1036 目でみる介護予防   いきいきヘルスいっぱつ体操 大田仁史 医歯薬出版

1037 図解で早わかり　介護保険・障害者福祉のしくみ 若林美佳 三修者

1038
障害者総合支援法事業者ハンドブック2020年度版（指定基準
編）

中央法規出版社

2001 ノーマライゼーション   2016年4月号 特集：コミュニケーション支援機器 日本障害者リハビリテーション協会

2002 ノーマライゼーション   2016年5月号 特集：CSRと障害者支援パート２ 日本障害者リハビリテーション協会

2003 ノーマライゼーション   2016年6月号 特集：障害者権利条約日本政府報告とパラレルレポート 日本障害者リハビリテーション協会

                                                                   　　　  茨城県リハビリテーション専門職協会
                                                                                    　　　  貸出図書一覧
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                                                                   　　　  茨城県リハビリテーション専門職協会
                                                                                    　　　  貸出図書一覧

2004 ノーマライゼーション   2016年7月号 特集：高齢障害者の現状と課題 日本障害者リハビリテーション協会

2005 ノーマライゼーション   2016年8月号 特集：障害児支援の動向と課題 日本障害者リハビリテーション協会

2006 ノーマライゼーション   2016年9月号 特集：生きにくさを抱えた人たちの支援 日本障害者リハビリテーション協会

2007 ノーマライゼーション   2016年10月号 特集：街の中の障害者アート 日本障害者リハビリテーション協会

2008 ノーマライゼーション   2016年11月号 特集：障害に関する基礎データ 日本障害者リハビリテーション協会

2009 ノーマライゼーション   2016年12月号 特集：ユニバーサルデザイン 日本障害者リハビリテーション協会

2010 ノーマライゼーション   2017年1月号 特集：障害福祉を展望する 日本障害者リハビリテーション協会

2011 ノーマライゼーション   2017年2月号 特集：インクルーシブ教育 日本障害者リハビリテーション協会

2012 ノーマライゼーション   2017年3月号 特集：失語症者に対する支援 日本障害者リハビリテーション協会

2013 ノーマライゼーション   2017年4月号 特集：障害者差別解消法施行から１年 日本障害者リハビリテーション協会

2014 ノーマライゼーション   2017年5月号 特集：旅に出かけよう 日本障害者リハビリテーション協会

2015 ノーマライゼーション   2017年6月号 特集：権利条約の実現 日本障害者リハビリテーション協会

2016 ノーマライゼーション   2017年7月号 特集：重度知的障害者の地域生活支援 日本障害者リハビリテーション協会

2017 ノーマライゼーション   2017年8月号 特集：障害者の移動支援 日本障害者リハビリテーション協会

2018 ノーマライゼーション   2017年9月号 特集：自然災害時の「備え」を考える 日本障害者リハビリテーション協会

2019 ノーマライゼーション   2017年10月号 特集：補助犬たちは今 日本障害者リハビリテーション協会

2020 ノーマライゼーション   2017年11月号 特集：発達障害児支援の新たな視座 日本障害者リハビリテーション協会

2021 ノーマライゼーション   2017年12月号 特集：第4次障害者基本計画と第5期障害福祉計画 日本障害者リハビリテーション協会

2022 ノーマライゼーション   2018年1月号 特集：障害者権利条約のパラレルレポート作成について 日本障害者リハビリテーション協会

2023 ノーマライゼーション   2018年2月号 特集：技術の進歩と生活支援機器 日本障害者リハビリテーション協会

2024 ノーマライゼーション   2018年3月号
第1特集：アジア太平洋障害者の十年後半の活動
第2特集：平成30年度障害保健福祉関係予算

日本障害者リハビリテーション協会

2025 地域リハビリテーション   2017年4月号 特集：地域リハビリテーションの新展開 三輪書店

3001 自立訓練（機能訓練）サービス啓発DVD 茨城県リハビリテーション専門職協会

3002 DVD   見て学ぶ社会生活力プログラム 奥野英子 中央法規


