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認知症 

１ 認知症の人の介護 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

369.26/ﾂﾉ 
介護家族を支える電話相談ハンドブック  

家族のこころの声を聴く 60の相談事例 
中央法規出版 2013 

369.26/ﾏﾂ 
認知症家族のこころに寄り添うケア 今、こ

の時の家族支援 
中央法規出版 2013 

493.75/ﾓﾘ 認知症ファミリーブック  日本評論社 2010 

493.75/ﾅｶ 男の介護 認知症介護で困っているあなたに  新泉社 2010 

598.4/ﾀｶ ああ認知症家族 つながれば、希望が見えてくる   岩波書店 2011 

493.75/ﾐﾖ 
新しい認知症ケア 介護編  

（完全図解 介護ライブラリー） 
講談社 2012 

493.75/ｺﾏ 転倒・転落を防ぐセーフティマネジメント  金原出版 2012 

493.75/ﾎｽ 
認知症の人を愛すること 曖昧な喪失と悲し

みに立ち向かうために  
誠信書房 2014 

493.75/ｻｲ 
家族の認知症に気づいて支える本 徴候と対

応がイラストでよくわかる  
小学館 2013 

493.75/ｲﾗ 認知症の世界へようこそ 
ﾋﾎﾟ･ｻｲｴﾝｽ出
版 

2012 

369.26/ﾆﾝ 認知症の人のサポートブック  中央法規出版 2011 

493.75/ｺｸ 患者さんとご家族から学ぶ認知症  ﾒｼﾞｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2014 

493.75/ｲﾊ 認知症を知る 認知症に関心を持つ人のために  考古堂書店  2011 

493.75/ｽｷ 
よくわかる認知症ケア 介護が楽になる知恵

と工夫   
主婦の友社 2012 

080/122 

/1790       

脳からみた認知症 不安を取り除き、介護の

負担を軽くする ブルーバックス 
講談社 2012 

081.06/ｱｻ

/398 
よくわかる認知症の教科書 朝日新書 朝日新聞出版 2013 

081.06/ｱｻ

/446 

だいじょうぶ認知症 家族が笑顔で介護する

ための基礎知識 朝日新書 
朝日新聞出版 2014 

AV資料 

493/ﾆ 

認知症 早く気づこう!認知症 NHK DVD  

NHK健康番組 100選 

NHK ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲ

ｽﾞ(販売) 
2013 

 

 



２ 認知症の人とのコミュニケーション 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

493.75/ｲｲ 
今日から実践認知症の人とのコミュニケーショ

ン 感情と行動を理解するためのアプローチ  
中央法規出版 2011 

493.75/ｽｷ 
認知症の人のつらい気持ちがわかる本 こころ

ライブラリー イラスト版  
講談社 2012 

492.93/ｼﾐ 
コミュニケーションからはじまる認知症ケアブ

ック ケアの 9原則と 66のシーン 

学研メディ
カル秀潤社 2013 

493.75/ﾀｹ 認知症知って安心!症状別対応ガイド  ﾒｼﾞｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2012 

493.75/ｻﾄ 認知症「不可解な行動」には理由(ワケ)がある  
ソフトバンクク

リエイティブ 
2012 

493.75/ｶﾄ 
認知症の人を知る 認知症の人はなにを思い,

どのような行動を取るのか  

ワールドプ

ランニング 
2014 

493.75/ｺｳ 
高齢者こころのケアの実践 下 認知症ケアの

ためのリハビリテーション  
創元社 2012 

３ 認知症の治療   

請求記号 書    名 出版社 出版年 

493.75/ｴﾝ 「かかりつけ医」のための認知症診療ガイド  医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 2011 

493.75/ｺｳ 
高齢者こころのケアの実践 上 認知症ケ

アのための心理アセスメント  
創元社 2012 

493.75/ｺｳ 
新しい認知症ケア 医療編 完全図解 介

護ライブラリー  
講談社 2012 

４ 若年認知症・レビー小体認知症 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

493.75/ﾌｼ ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 若年認知症 あなたならどうする  三省堂 2010 

493.75/ｼﾔ 
あなたに伝えたいたいせつなこと 認知症

ってなぁに? 

若年認知症サ

ポートセンタ

ー  

2013 

Z36/164 
どうする？若年性認知症の支援 

（「月刊/ケアマネジメント」22巻 12号通巻 244号） 
環境新聞社 2011 

366.28/ﾌｼ 
若年認知症の人の“仕事の場づくり”Q&A 

「支援の空白期間」に挑む 

クリエイツか

もがわ  
2014 

493.75/ｺｻ 
レビー小体型認知症がよくわかる本 イラ

スト版 健康ライブラリー  
講談社 2014 

493.75/ｺｻ 第二の認知症 増えるﾚﾋﾞｰ小体型認知症の今 紀伊國屋書店 2012 

 



５ 認知症の人の食・口腔ケア 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

493.75/ﾅｶ 認知症の人の心身と食のケア  第一出版 2012 

493.75/ﾋﾗ 認知症高齢者への食支援と口腔ケア  
ワールドプラ

ンニング 
2014 

497.9/ﾆﾎ 認知症高齢者の口腔ケアの理解のために 口腔保健協会 2011 

６ 認知症が気になる方 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

493.75/ｳﾗ 医学データにもとづく認知症を予防する生活習慣 
メディカルト

リビューン 
2012 

493.75/ｴﾝ 
認知症の予防と生活指導 インフォームドコンセ

ントのための図説シリーズ  
医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 2013 

493.75/ｳﾗ 
認知症よい対応・わるい対応 正しい理解と効果的

な予防 
日本評論社 2010 

493.75/ｵｸ 
「もの忘れ外来」100 問 100答 認知症が気になる

あなたとご家族のために  

阪急コミュニ

ケーションズ  
2012 

493.75/ｳﾁ 
あなたの家族が「もしかしたら認知症かも!?」と思

ったとき読む本 
すばる舎 2011 

080/ｲﾜ/795 認知症 30カ条 予防から介護まで 岩波ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ 岩波書店 2010 

７ 成年後見 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

369.26/

ｿｳ 

認知症マネーまるわかりガイド 備えから、

発症後、エンディングまで  
アールズ出版 2013 

324.65/

ｺｼ 

今日から成年後見人になりました いちばん

わかりやすい成年後見の本 
自由国民社 2013 

324.65/

ﾀﾅ 
Q&A「成年後見」実務ハンドブック  セルバ出版 2014 

Z49/89 
成年後見制度を知る！活用する！ 

（『訪問看護と介護』18巻１号通巻 199 号） 
医学書院 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 認知症と地域医療 

請求記号 書    名 出版社 出版年 

369.26/

ﾆﾝ 

認知症地域ケアガイドブック 早期発見から

看取りまで  

ワールドプラ

ンニング  
2012 

369.26/

ﾅｶ 

認知症の人の見守り・SOSネットワーク実例集 

安心・安全に暮らせるまちを目指して 
中央法規出版 2011 

Z36/164 
もしかして認知症？ 初期集中支援チーム始動

へ（「月刊/ケアマネジメント」24巻 12号通巻 268号） 
環境新聞社 2013 

Z49/9 認知症のケア（「公衆衛生」78巻 10号） 医学書院 2014 

【インターネット情報】 

・認知症の人と家族の会 http://www.alzheimer.or.jp/ 

1980年に結成された認知症患者と家族の会です。介護の悩みに関する情報発信、早期発見の目安、

若年期認知症の人への支援制度の紹介などが掲載されています。 

・もし、家族や自分が認知症になったら [政府広報オンライン] 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html 

認知症の症状について、本人への対応、相談先など基本的な情報が掲載されています。 

・認知症への取組み [厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/ 

【コールセンター】 

・静岡県認知症コールセンター[静岡県※｢認知症の人と家族の会｣静岡県支部に委託] 

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-210/chouju/ninchishocall.html 

電話番号：0545-64-9042 

相談日時：毎週月・木及び土曜日(週３日)の午前 10時から午後３時 

※但し、 祝祭日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く。                   

相談料：無料（通話料金は、相談者負担）。 

・若年性認知症コールセンター[社会福祉法人仁至会認知症会研究・研修大府センター]  

  http://y-ninchisyotel.net/ 

  電話番号：0800-100-2707（フリーダイヤル） 

 開設時間：月曜～土曜(年末年始・祝日除く)10：00～15：00 

平成 20 年に厚生労働省で行われた「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の報告

に基づき、認知症対策等総合支援事業の一環として、 

若年性認知症特有の様々な疑問や悩みに対し、専門教育を 

受けた相談員が答えるコールセンターです。 

(厚生労働省 HPより) 
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