
16　精神保健・医療

タイトル 著者名 出版社 出版年

16 分裂病を生きる 安斎三郎　編著 日本評論社 1990年

16 豊かさの精神病理 大平　健　著 岩波新書 1990年

16
性同一性障害
　-性転換の朝

吉永みち子 (株）集英社 2000年

16
統合失調症
　患者・家族を支えた実例集

林公一 (株）保健同人社 2007年

16 発達障害の子どもたち 杉山登志郎 講談社現代新書 2007年

16 大人のアスペルガー症候群 佐々木正美・梅永雄二 講談社 2008年

16 あなたの力が家族を変える 高森信子 ハートピアきつれ川 2005年

16 百万回の永訣～がん再発日記～ 柳原和子 中央公論社 2005年

16
イブに生まれて
こんなに違う女の医療と男の医療

マリアン・レガト著
下村満子監訳・山田睦子訳

健学社 2005年

16 アフガニスタン母子診療所 梶原容子 白水社 2008年

16
統合失調症
～正しい理解と治療法～

伊藤順一郎 講談社 2005年

16 「わたしはうつ」と言いたがる人たち 香山リカ PHP新書 2008年

16 精神科ER救急救命室 備瀬哲弘 集英社文庫 2008年

16
これでわかる
自閉症とアスペルガー症候群

監修　田中康雄・木村順 成美堂出版 2009年

16
14歳からの精神医学
～心の病気ってなんだろう～

宮田雄吾 日本評論社 2011年

16 自閉症だったわたしへ
ドナ・ウィリアムズ著
河野万里子訳

新潮社 1993年

16 人はなぜ神経症になるのか
Ａ・アドラー著
岸見一郎訳

春秋社 2001年

16 さすらいの統合失調症　対応・支援 北山大奈 プリメド社 2011年

16
ひきこもりのライフプラン
「親亡き後」をどうするか

斎藤環
畠中雅子

岩波ブックレット 2012年

16
発達障害のある子があなたにわかってほし
いホントの気持ち

佐々木正美監修
木村常雄著

すばる舎 2012年

16 これでわかる発達障害 田中康雄他 成美堂出版 2013年

16
思春期病棟の少女たち
映画『１７歳のカルテ』原作

スザンナ・ケイセン著
吉田利子訳

草思社 1994年

16 なぜ？どうして？精神看護 医療情報科学研究所 メディックメディア 2006年

16 海馬ー脳は疲れない－ 池谷裕二・糸井重里 新潮文庫 2006年

16
（ディーダッシュ）
Ｄ’な人々　うつ病ではない「うつ」たちへ

備瀬哲弘 マキノ出版 2007年

16 発達障害に気づかない大人たち 星野仁彦 祥伝社新書 2010年

16 人格障害の時代 岡田尊司 平凡社新書 2004年

16 モッキンバード
キャサリン・アースキン著
ニキ リンコ訳

明石書店 2013年

分類番号

16　－　1



16　精神保健・医療

16
８時間睡眠のウソ。
日本人の眠り、８つの新常識

川端裕人・三島和夫 日経BP社 2014年

16
マンガでわかりやすいうつ病の認知行
動療法～こころの力を活用する７つのス
テップ

大野裕監修
今谷鉄柱漫画

きずな出版 2015年

16 心病む母が遺してくれたもの 夏苅　郁子 日本評論社

16
わが子が発達障害と診断されたら
発達障害がある子を育てる楽しみを見つけ
るまで

佐々木正美編 すばる舎 2011年

16 わが家の母はビョーキです 中村ユキ サンマーク出版 2008年

16
大人の発達障害
アスペルガー症候群、AD/HD、自閉症
が楽になる本

備瀬哲弘 集英社文庫 2015年

16
はざまの子ども
息子は知的ボーダーで発達障害児

漫画　沖田×華
原作　君　影草

ぶんか社 2016年

16 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 角川文庫 2016年

16 明日も、アスペルガーで生きていく。
国実マヤコ
医療監修：西脇俊二

ワニブックス 2017年

16
もしかして私、
大人の発達障害かもしれない！？

田中康雄 すばる舎 2011年

16
ちょっとしたことでうまくいく
発達障害の人が上手に働くための本

對馬洋一郎著、林寧哲監修 翔泳社 2017年

16
発達障害を考える本4 ふしぎだね!?
もっと知りたいADHD注意欠陥多動性障害
のおともだち

内山登紀夫監修
伊藤久美編

ミネルヴァ書房 2013年

16
発達障害を考える本1ふしぎだね!?
もっと知りたい自閉症のおともだち

内山登紀夫監修
伊藤久美編

ミネルヴァ書房 2013年

16 うつと気分障害 岡田尊司 幻冬舎新書 2010年

16 慢性うつ病は必ず治る 緒方俊雄 幻冬舎新書 2010年

16 発達障害と呼ばないで 岡田尊司 幻冬舎新書 2012年

16
介護科学シリーズ　家族で治そう認知
症

竹内　孝仁 年友企画 2008年

16 自閉症の僕が跳びはねる理由2 東田直樹 角川文庫 2017年

16
旦那さんはアスペルガー　奥さんはカサ
ンドラ

野波ツナ コスミック出版 2015年

16
生きづらいと思ったら親子で発達障害で
した

モンズースー ㈱KADOKAWA 2016年

16
発達障害の子の子育て相談4　こだわり
行動　理解と対処と生かし方

白石雅一 本の種出版 2018年

16
発達障害に気付かない大人たち＜職場
編＞

星野仁彦 祥伝社 2011年

16 マンガで分かる心療内科1 作画ソウ、原作ゆうきゆう 少年画報社 2010年

16 マンガで分かる心療内科2 作画ソウ、原作ゆうきゆう 少年画報社 2010年
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16 マンガで分かる心療内科3 作画ソウ、原作ゆうきゆう 少年画報社 2010年

16 マンガで分かる心療内科4 作画ソウ、原作ゆうきゆう 少年画報社 2010年

16 マンガで分かる心療内科6 作画ソウ、原作ゆうきゆう 少年画報社 2010年

16 トラウマ 宮地　尚子 岩波新書 2019年

16 私の中のわたしたち オルガ・R・トゥルヒーヨ　伊藤淑子〔訳〕国書刊行会 2017年

16 子どもの脳を傷つける親たち 友田明美 NHK出版新書 2017年

16
発達障がい児　本人の訴え
龍馬くんの6年間　≪Ⅰ.TOSS編≫

向山洋一監修/向山一門編著 東京教育技術研究所 2011年

16
発達障がい児　本人の訴え
龍馬くんの6年間　≪Ⅱ.逐条解説編≫

平山　諭 東京教育技術研究所 2011年

16 女性の発達障害　就活/職場編 宮尾　益知　監修 河出書房新社 2019年

16 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮新書 2019年
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