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【認知症の病気について】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 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 4H/493.758/ｱﾍ 0111983584

2
アルツハイマー病のことがわか
る本 イラスト版（健康ライブラリー）

新井 平伊／監修 講談社 2020.1 4H/493.758/ｱﾙ 0112101747

3
認知症疾患診療ガイドライン
2017

日本神経学会／監修
「認知症疾患診療ガイドラ
イン」作成委員会／編集

医学書院 2017.8 4H/493.758/ﾆﾝ 1108814672

4
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（よくわかる最新医学）

杉山 孝博／監修 主婦の友社 2019.12 4H/493.758/ﾆﾝ 1109667954

5
まるごと図解認知症
キャラクター分類でよくわかる

山口 博／著 照林社 2020.7 4H/493.758/ﾔﾏ 1109889533

【ご本人・ご家族の方が認知症になったとき】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

6
認知症の人のイライラが消える
接し方（介護ライブラリー）

植 賀寿夫／著 講談社 2020.5 4H/493.758/ｳｴ 0112148093

7
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 4H/493.758/ｴﾉ 0112074685

8
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 4H/493.758/ｸﾄ 0112167268

9
「うちの家族、認知症?」と思った
ら読む本

長田 乾／著 学研プラス 2020.12 4H/493.758/ﾅｶ 0112219179

10
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 4H/493.758/ﾆﾝ 0112046320

11
認知症家族に寄り添う介護しや
すい家づくり

堀越 智／編著 日刊工業新聞社 2021.12 4H/493.758/ﾎﾘ 0112417000

12
認知症の人は何を考えているの
か?
大切な人の「ほんとうの気持ち」がわかる

渡辺 哲弘／著 講談社 2021.11 4W/369.26/ﾜﾀ 0112407773

【予防について】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

13
「あれ?なんだっけ」がなくなる!大人の
さがし絵 楽しみながら認知症予防!脳
がぐんぐん活性化!

森 惟明／監修 日東書院本社 2020.5 4H/493.758/ｱﾚ 0112147097

14
運転を続けるための認知症予防
2017年改正道交法対応

浦上 克哉／著
JAFメディアワーク
ス

2018.5 4H/493.758/ｳﾗ 0111878470

15 科学的に正しい認知症予防講義 浦上 克哉／著 翔泳社 2021.3 4H/493.758/ｳﾗ 0112249876

16
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 4H/493.758/ｴﾝ 1109920486

17
認知症予防におすすめ図書館
利用術　3

結城 俊也／著 日外アソシエーツ 2019.6 4H/493.758/ﾕｳ 1109612349

18 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 4H/498.39/ﾕｳ 1109429801

認知症　ブックリスト
オーテピア高知図書館では「認知症」に関する本を集めています。
このリストでは、「認知症ってなに？」「家族が認知症になったらどうしたらいいの？」「認知症を予防するには？」などの疑問解決
に役立つ本を紹介します。
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【治療・介護・ケアについて】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

19
認知症の人の「想い」からつくる
ケア 急性期病院編

井藤 英喜／監修 インターメディカ 2017.7 4W/369.26/ﾆﾝ 1108746239

20 目で見てわかる認知症ケア
ライフケアデザイン株
式会社／監修

成美堂出版 2021.3 4W/369.26/ﾒﾃ 0112239978

21
認知症plus家族支援 地域で安
心して暮らすために（認知症plus
シリーズ）

安武 綾／編著
日本看護協会出
版会

2020.8 4W/369.26/ﾔｽ 1109933208

22
看護師のための認知症患者さんとの
コミュニケーション&“困った行動”にし
ない対応法

浅野 均／編著 メディカ出版 2020.12 4H/492.929/ｱｻ 1111019905

23
認知症の介護・看護に役立つハンドセ
ラピー 背中・手・足にやさしく触れるだ
け!

鈴木 みずえ／監修 池田書店 2021.11 4H/493.758/ﾆﾝ 1111321087

24 認知症ケアの達人をめざす
山口 晴保／著
伊東 美緒／著
藤生 大我／著

協同医書出版社 2021.6 4H/493.758/ﾆﾝ 1111463640

【社会的な動き・取り組み（地域包括ケアなど）】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

25
必携!認知症の人にやさしいマンション
ガイド　多職種連携からみる高齢者の
理解とコミュニケーション

日本意思決定支援推
進機構／監修

クリエイツかもが
わ

2019.8 4W/365.35/ﾋﾂ 1109537496

26
認知症になってもひとりで暮らせる
みんなでつくる「地域包括ケア社会」 協同福祉会／編

クリエイツかもが
わ

2019.11 4W/369.26/ﾆﾝ 1109666444

27
ようこそ、認知症カフェへ
未来をつくる地域包括ケアのかたち 武地 一／著 ミネルヴァ書房 2017.5 4H/493.75/ﾀｹ 0111701791

28
在宅と病院をつなぐ
認知症対応力アップマニュアル

内田 陽子／編著 照林社 2020.3 4H/493.758/ｳﾁ 1109779692

【闘病記】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

29
消えていく家族の顔
現役ヘルパーが描く認知症患者の生
活

吉田 美紀子／著 竹書房 2020.6 4W/369.26/ﾖｼ 0111860431

30
ねぼけノート 認知症はじめまし
た

あさと ひわ／著 朝日新聞出版 2021.6 4N/493.758/ｱｻ 0112346979

31 ペコロスの母に会いに行く　続 岡野 雄一／著 西日本新聞社 2019.5 4N/493.758/ｵｶ 0112009298

32 ひろぽと暮らせば 三丁目 いちこ／著 ワニブックス 2020.12 4N/493.758/ｻﾝ 1111129324

33
母が若年性アルツハイマーにな
りました。

Nicco／著 ペンコム 2018.4 4N/493.758/ﾆﾂ 1108962190

34
父と娘の認知症日記
認知症専門医の父・長谷川和夫が教
えてくれたこと

長谷川 和夫／著 中央法規出版 2021.1 4N/493.758/ﾊｾ 1111120307

35
母はもう春を理解できない
認知症という旅の物語

藤川 幸之助／著 harunosora 2021.1 4N/493.758/ﾌｼ 0112239994

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○これらの本はすべて3階健康・安心・防災スペースにあります。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


