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作業・理学 6031 人体の構造Ⅰ 必 前期 阿部達彦 プロメテウス解剖学エッセンシャルテキスト 医学書院 9784260036870 8,410

作業・理学 6033 生理学Ⅰ 必 前期 岡純
栄養科学イラストレイテッド　解剖生理学　人体の構造と機
能　第３版

羊土社 9784758113625 2,870

作業・理学 6038 薬理学 必 集中 源川良一
系統看護学講座　専門基礎分野　疾病のなりたちと回復の
促進［３］薬理学　第１４版

医学書院 9784260031844 2,270

作業・理学 6041 リハビリテーション概論 必 1期 清水順市、齋藤昭彦 実学としてのリハビリテーション概観 文光堂 9784830645174 2,970

作業 6043 作業療法学概論 必 2期 清水順市 作業療法概論　改訂第３版　（作業療法学全書第１巻） 協同医書出版社 9784763921185 3,360

作業・理学 5001 日本国憲法 選 前期 前川佳夫 アソシエイト法学　第２版 法律文化社 9784589040565 3,060

作業・理学 6008 心理学 選 2期 水野裕子 看護学生のための心理学　第２版 医学書院 9784260021876 2,370

作業・理学 6013 生命科学 選 前期 木元幸一 系統看護学講座　基礎分野　生物学　第１０版 医学書院 9784260031899 2,370

看護・作業・理学 6015 物理学概論 選 2期 佐藤英文
［完全版］　ベッドサイドを科学する　看護に生かす物理学
改訂第３版

学研メディカル秀潤社(発
売：学研プラス)

9784780913002 2,770

作業・理学 6016 化学概論 選 1期 木元幸一
系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能[２］
生化学　第１４版

医学書院 9784260035569 2,170
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作業・理学 6104 人体の構造演習 必 前期 阿部達彦 骨学実習アトラス 日本医事新報社 9784784932054 3,560

作業・理学 6108 神経内科学 必 前期 荒木学、大賀辰秀 よくわかる神経内科学 中山書店 9784521747736 3,460

作業・理学 6109 整形外科学 必 前期 中村信也 スーパービジュアル 全部見える整形外科疾患 成美堂出版 9784415319216 2,470

作業・理学 6111 精神医学 必 前期 平田浩三 学生のための精神医学 第３版 医歯薬出版 9784263235911 3,460

作業・理学 6114 画像診断学 必 2期 西川順治
画像評価　（標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害
学別巻）

医学書院 9784260042673 4,150

作業・理学 6115 栄養学 必 2期 内野美恵
栄養の教科書：いちばん詳しくて、わかりやすい！　改訂新
版

新星出版社 9784405093171 1,380

作業 6120 作業科学 必 前期
亀ヶ谷忠彦、斎藤和夫、
清水順市、鈴木誠

「作業」って何だろう：作業科学入門　第２版 医歯薬出版 9784263216675 2,770

作業・理学 6101 コンピューターと医療 選 2期 床枝康伸 医療情報サブノート　第４版 篠原出版新社 9784884123987 3,860

看護英語の基本用語と表現：これだけは知っておきたい
改訂新版
 ※1年次後期選択科目「医療英会話」の教科書と同書。
　 購入済みの場合は購入不要です。

メジカルビュー社 9784758304467 1,980

すぐに使える医療・看護英語
 ※1年次後期選択科目「医療英会話」の教科書と同書。
　 購入済みの場合は購入不要です。

メジカルビュー社 9784758307598 2,370

作業・理学 6103 中国語 選 前期 木村佳代子 中国語はじめの一歩　最新２訂版 白水社 9784560069257 2,170

学年 開講クラス
講義
コード

授業科目名 必選 開講期 授業担当者氏名 書名 出版社 ISBN
税込販売

価格
必修
セット

作業・理学 6202 加齢と生活障害 必 前期 下田信明、平田浩三 臨床病態学　１巻　第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 9784861740497 2,970

作業・理学 6205 地域保健マネジメント学 必 2期 清水順市
地域包括ケアにおけるＰＴ・ＯＴの役割：個別地域ケア会
議・介護予防事業から学ぶ

文光堂 9784830645440 4,750

作業 6206 身体機能作業療法学 必 前期 斎藤和夫
身体障害作業療法学　改訂第２版　（作業療法学ゴール
ド・マスター・テキスト）

メジカルビュ－社 9784758316736 5,340

作業 6209 精神機能作業療法学 必 前期 趙吉春、長雄眞一郎
精神領域の作業療法　第２版　（クリニカル作業療法シリー
ズ）

中央法規出版 9784805853214 4,350

作業 6212 老年期作業療法学 必 前期 亀ヶ谷忠彦、岡部拓大
高齢期作業療法学　第３版　（標準作業療法学：専門分
野）

医学書院 9784260024402 3,960

作業・理学 6204 高次脳機能治療学 選 2期 清水順市 高次脳機能障害学　第２版 医歯薬出版 9784263213964 4,350

作業 6216 ハンドリハビリテーション 選 1期 斎藤和夫 リハ実践テクニック　ハンドセラピィ メジカルビュー社 9784758314732 5,440
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3 作業・理学 選 久篠奈苗
理学療法士・作業療法士国家試験必修ポイント　専門基礎
分野 基礎医学 2021　電子版・オンラインテスト付

医歯薬出版 9784263216491 4,150
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作業 選 久篠奈苗
理学療法士・作業療法士国家試験必修ポイント　基礎OT
学 2021　電子版・オンラインテスト付

医歯薬出版 9784263216538 4,950

作業 選 久篠奈苗
理学療法士・作業療法士国家試験必修ポイント　障害別
OT治療学 2021　電子版・オンラインテスト付

医歯薬出版 9784263216545 5,940

3

4

朝日出版社Steady Steps（英文法から確かな一歩）

21,460

21,250

21,370

1,5809784255156170

2021年度　リハビリテーション学科作業療法学専攻　前期教科書販売一覧

【国家試験対策用テキスト】

6102作業・理学

伊藤節

看護・医学英語 岩田力選 前期

作業前半
作業後半

前期
6022
6023

英語Ａ 必

1

2


