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認知症とは

認知症もっと知りたいこと99 阿部 和穂／著
武蔵野大学
出版会

2019.3 493.758/ｱﾍ19/ 0014888515

認知症 アルツハイマー病 血管性認知症 レ
ビー小体型認知症 前頭側頭型認知症

杉山 孝博／監
修

主婦の友社 2019.12 493.758/ｽｷ20/ 0015075526

認知症ハンドブック
中島 健二／編
集

医学書院 2020.11 493.758/ﾅｶ20/ 0015591092

マンガ認知症
ニコ・ニコルソン
／著

筑摩書房 2020.6 493.758/ﾆｺ20/ 0015322100

まるごとわかる!認知症 羽生 春夫／著 南山堂 2020.6 493.758/ﾊﾆ20/ 0015317613

60分でわかる!認知症対策 親や配偶者がなっ
たらどうする?

ファンメディケー
ション株式会社
／著

技術評論社 2020.8 493.758/ﾌｱ20/ 0015564297

ほんとうのトコロ、認知症ってなに?
山川 みやえ／
編

大阪大学出
版会

2019.3 493.758/ﾔﾏ19/ 0014896328

認知症予防

医師が認知症予防のためにやっていること。 遠藤 英俊／著 日経BP 2020.6 493.758/ｴﾝ20/ 0015334303

ボケないヒント 認知症予防、わかってきたこと
これからわかること

帯津 良一／著 祥伝社 2020.4 B493.758/ｵﾋ20/ 0015361231

生活習慣の改善で認知症を予防する 斎藤 嘉美／著 ペガサス 2020.1 493.758/ｻｲ20/ 0015169790

人生100年認知症になりたくない人に贈る脳健
生活

繁岡 秀俊／著
マガジンラン
ド

2020.2 493.758/ｼｹ20/ 0015164064

認知症予防最高の教科書 世界初・認知症薬
開発博士が教える

杉本 八郎／著 講談社 2020.9 493.758/ｽｷ20/ 0015604606

認知症を予防して百歳時代を生きる 高齢者の
主張と責任

西野 仁雄／著 ゆいぽおと 2019.6 493.758/ﾆｼ19/ 0015068786

もの忘れ・認知症が心配になったら読む本
広川 慶裕／監
修

池田書店 2019.8 493.758/ﾋﾛ19/ 0015009921

寝ながらできる認知症予防 1分間すっきり体操 山崎 律子／編
ミネルヴァ書
房

2020.4 493.758/ﾔﾏ19/5 0015267354

認知症予防 読めば納得!脳を守るライフスタイ
ルの秘訣

山口 晴保／著
協同医書出
版社

2020.1 493.758/ﾔﾏ20/ 0014674733

認知症予防は絵手紙で! 頭がさえる26のポイン
ト

結城 俊也／著 郵研社 2019.4 498.39/ﾕｳ19/ 0014916233

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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認知症の人と家族

認知症の人を理解したいと思ったとき読む本
正しい知識とやさしい寄り添い方

内門 大丈／監
修

大和出版 2018.4 493.758/ｳﾁ18/ 0014413140

認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと
消える本

榎本 睦郎／著 永岡書店 2019.11 493.758/ｴﾉ20/ 0014653570

不安をやわらげる家族の認知症ケアがわかる
本

亀山 祐美／監
修

西東社 2017.8 493.758/ｶﾒ17/ 0013919857

親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・
お金のこと

工藤 広伸／著 翔泳社 2020.7 493.758/ｸﾄ20/ 0015344740

気持ちが楽になる認知症の家族との暮らし方
繁田 雅弘／監
修

池田書店 2018.6 493.758/ｼｹ18/ 0014548028

身近な人が認知症かなと思ったら読む本
高室 成幸／監
修

自由国民社 2018.11 493.758/ﾀｶ19/ 0014580617

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわ
かる本

田中 元／著 自由国民社 2018.6 493.758/ﾀﾅ18/ 0014457444

認知症介護と仕事の両立ハンドブック
角田 とよ子／
著

経団連出版 2019.12 493.758/ﾂﾉ19/ 0015140585

認知症の親を介護している人の心を守る本
西村 知香／監
修

大和出版 2019.8 493.758/ﾆｼ19/ 0015003544

認知症になった家族との暮らしかた よくある
「困りごと」への対応がわかる

認知症の人と
家族の会／監
修

ナツメ社 2018.2 493.758/ﾆﾝ18/ 0014243950

やさしくなれる認知症の在宅介護 板東 邦秋／著 ワニ・プラス 2020.9 493.758/ﾊﾝ20/ 0015564446

家族が認知症になったときに読む本 こころの
名医が教える「がんばらない」接し方

吉田 勝明／監
修

コスミック出
版

2019.10 493.758/ﾖｼ19/ 0015010010

認知症 介護・ケア

認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ
右馬埜 節子／
著

講談社 2019.3 369.26/ｳﾏ19/ 0014894703

認知症の人と一緒に作るアルバム自分史 症
状が緩和され笑顔が戻る魔法のケア

北林 陽児／著 翔泳社 2019.10 369.26/ｷﾀ19/ 0015053309

認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリ
エーション

尾渡 順子／著 講談社 2020.10 369.263/ｵﾜ20/ 0015631559

よくある場面から学ぶ認知症ケア 山出 貴宏／著
中央法規出
版

2019.9 369.263/ﾔﾏ19/ 0015014418

認知症の人のイライラが消える接し方 植 賀寿夫／著 講談社 2020.5 493.758/ｳｴ20/ 0015312614

作業療法士がすすめる認知症ケアガイド
ローラ・N.ギトリ
ン／著

クリエイツか
もがわ

2020.8 493.758/ｷﾄ20/ 0015534423

タイプ別対応でよくわかる認知症ケア 介護現
場ですぐに役立つ!

熊谷 頼佳／著 ナツメ社 2017.11 493.758/ｸﾏ17/ 0013085931

現場で役立つ!早引き認知症ケアハンドブック 榊原 宏昌／著 ナツメ社 2018.7 493.758/ｻｶ18/ 0014548010

よくわかる!行動分析による認知症ケア 野口 代／著
中央法規出
版

2019.8 493.758/ﾉｸ19/ 0015036726

認知症の人がその人らしく生きる介護術 速水 ユウ／著
メディカルパ
ブリッシャー

2020.8 493.758/ﾊﾔ21/ 0015388879
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