新着図書＆ＤＶＤの紹介！

川崎市社会福祉協議会

新しく加わった図書&DVDをご紹介いたします！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●ホームレス支援における就労と福祉 ／山田荘志郎

●社会福祉六法／社会福祉法規研究会

●子どもの貧困／浅井春夫、他

○在宅での看取りのケア～家族支援を中心に～

育会日本子ども家庭総合研究所／有斐閣

○子どもと家族の援助法／川畑隆

○保健・医療・福祉を学ぶ人のための地域ケア総論

●よくわかるＤＶ被害者への理解と支援／石井朝子

／松浦尊麿／久美

【出版社／明石書店】 ●災害ボランティア論入門（シリーズ災害と社会５）
／菅磨志保、他／弘文堂

○よくわかる司法福祉／村尾泰弘・廣井亮一
●よくわかる社会保障《第３版》／坂口正之・岡田忠克
○災害福祉とは何か～生活支援体制の構築に向けて～
／西尾祐吾、他

●よくわかる地域福祉《第３版》／上野谷加代子、他
○新しいボランティア学習の創造／長沼豊
●ポスト・ボランティア論／原田隆司
○よくわかるコミュニティ心理学／植村勝彦、他

○ボランティアの知～実践としてのボランティア研究
／渥美公秀／大阪大学出版会

●安心・安全の療養ガイドシリーズ～酸素吸入・人工呼吸
器のホームケア～／林泰史、他／中央法規出版
○月刊福祉増刊号 よくわかる福祉政策０１～現代の貧困
と新しいセーフティネット／全国社会福祉協議会
●老いて歌おう《全国版 第８集》／伊藤一彦／鉱脈社
（上記の図書は宮崎県社会福祉協議会様よりご寄贈いただ
きました）

【出版社／ミネルヴァ書房】 【DVD】（題名／製造元／仕様）
●年金制度とは…《改訂版》

●自分らしい明日のために（早見優が案内する成年後
見制度） ／（財）民事法務協会／３０分
○知っておきたい！介護サービス利用の手引き《改訂版》
（上記のDVDは(財)民事法務協会様よりご寄贈いただ
【出版社／東京都社会福祉協議会】 きました）
●住宅改修アセスメントのすべて～介護保険「理由書」の ○悪質業者の視点～次の狙いはあなたかも～
／内閣府／３２分
書き方・使い方マニュアル～／加島守／三和書籍
みなさまからのご意見・ご感想など

図書、ビデオ・ＤＶＤ貸出年間ＴＯＰ

面に活かしたいと思っております。
お待ちしています！
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
FAX：044-739-8739

ましたが、資格取得や研修目的のご利用が
増え、広報の成果が少しずつ見えてきたこ
とに喜びを感じています。これからも蔵書
の充実に力を入れ、皆様にご利用いただけ
るようにしていきたいと思います。
春号をご覧いただく頃には、春の兆しを
感じられるでしょうか。まだ遠いと思いつ
つ…。

「地域福祉情報バンク通信」 を、ぜひお寄せください。今後の紙 ５！を集計した際に、コメントにも記載し
３月・６月・９月・１２月の
発行です。
次号は６月１日発行予定です。

～地域福祉情報バンク ２００９年・図書、ビデオ・ＤＶＤ貸出年間ＴＯＰ５発表！！
～～定期購読誌のご案内
～～～「難病」に関する本の特集・相談機関
～～～～地域インフォメーション…かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」が使いやすくなります！
～～～～～新規購入図書、ＤＶＤの紹介
…など、今号も情報満載でお届けします！

／室田洋子／芽ばえ社

○Ｑ＆Ａ ＤＶってなに？／番敦子、他

発行月のお知らせ

春号の内容は…

●食卓から見える子どもの心・家族の姿

●地域社会と福祉文化／一番ヶ瀬康子

季刊

発行：川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター 地域福祉情報バンク
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
電話 044-739-8720／FAX 044-739-8739／Email jyoho@csw-kawasaki.or.jp
※配布を希望される方は上記までご連絡ください。（登録制）

／宮崎和加子／日本看護協会出版会

○子ども虐待を防ぐ市町村ネットワークとソーシャルワー
●知っていますか？レビー小体型認知症～よくわかる
ク／山野則子
病気のこと＆介護のこと ／小阪憲司／メディカ出版
●居場所を失った子どもを守る～子どものシェルターの挑
戦／カリヨン子どもセンター、他
○子ども虐待対応の手引き／（社福）恩賜財団母子愛
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○現場から学ぶ自立支援のための住宅改修～みてわかる工
夫事例・不適事例～／鶴見隆正、他／医学書院

○Ｑ＆Ａ貧困とセーフティネットの基礎知識／平松茂

ボランティア活動振興センター

こちら
まで！

地域福祉情報バンク

２００９年 図書、ビデオ・ＤＶD貸出年間ＴＯＰ５！！

【図書】
（タイトル／著者／出版元）
１位
２位
３位
４位
５位

社会福祉学習双書２００９ 全１５巻／社会福祉学習双書編集委員会／全国社会福祉協議会
プロケースワーカー１００の心得／柴田純一／現代書館
ありのままの子育て 自閉症の息子と共に①／明石洋子／ぶどう社
テキストでは学べないあたらしい介護技術の提案／貝塚誠一郎 編著／日本医療企画
精神保健福祉相談ハンドブック／全国精神保健福祉相談員会／中央法規

【ビデオ・ＤＶＤ】
（タイトル／出版元）
１位
２位
３位
４位
５位

在宅介護の基礎と実践 全１０巻／ＮＨＫエデュケーショナル
ＤＶＤブック 新しい介護基本の「き」／講談社
認知症の基礎知識とケア 全５巻／日本映像科学研究所
自立支援と介護予防 全２巻／東京シネ・ビデオ
対人援助のための合同ケースカンファレンスの方法／横浜市社会福祉協議会

以上の結果となりました！
２００９年に利用された方の傾向は、図書は資格取得のためと思われる方、ビデオ・ＤＶＤは、ヘルパー研
修の際に利用される方や、施設等での研修目的での利用がそれぞれ多かったです。今後とも是非、ご利用くだ
さい！

定期購読誌のご案内

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

地域福祉情報バンクには、現在下記の定期購読誌があります。かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」の蔵書検
索で、タイトルをクリックすると詳細が表示され、サブタイトル欄に特集記事名を掲載してありますので参考に
していただき、是非ご利用ください。（最新号以外は貸し出しが可能です（新聞を除く））
○月刊福祉／全国社会福祉協議会
●生活と福祉／全国社会福祉協議会
○さあ、言おう／さわやか福祉財団
●週間社会保障／法研
○ふれあいケア／全国社会福祉協議会

●保育の友／全国社会福祉協議会
○手をつなぐ／全日本手をつなぐ育成会
●リハビリテーション／鉄道身障者協会
○ノーマライゼーション／日本障害者リハビリテーション協会
●月刊 波nami／日本てんかん協会

※２０１０年４月より、日本福祉教育・ボランティア学習学会監修「ふくしと教育」（季刊）の定期購読を開始
します。既発行分も購入しましたので、是非ご利用ください！

◎神奈川新聞
◎読売新聞
◎週間 福祉新聞

●難病に関する相談機関

特集

難病に関する本の紹介

★かながわ難病相談・支援センター
（病気の療養、日常生活、公的手続き、患者会紹介、住居及び就労助言等）
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター14階
TEL ０４５－３２１－２７１１

「難病」と聞いてどのようなことが思い浮かぶでしょうか。最近ではテレビなどでも取り上げられる機会が増え、病
気への理解を伝える様子が見られます。では「難病」とはどのような病気でしょうか。
「難病」は医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、原因不明や治療が難しいことから使われてきた言葉で
す。わが国の難病対策は、昭和４７年に難病対策要綱としてまとめられ、その対策として取り上げるべき疾病の範囲を
「①原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病。②経過が慢性にわたり、単に経
済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の多い疾病。」と、
ふたつの視点にそって整理しています。
しかし、病気の種類によっては周囲からの理解を得ることが難しい場合もあります。そこで「難病」に関する本をご
紹介したいと思います。病気の種類は限られてはいますが、それぞれの本がわかりやすい内容になっています。下記の
本は、地域福祉情報バンクで貸し出していますので、是非ご一読ください。

難病の理解とケア
水島

裕 監修／学習研究社

困難の中でもさまざまな調整や取り組みにより、懸命に生活している多くの難病患者と、闘病
をサポートする家族と看護師たちの姿がある。増加する難病患者への効果的な日常生活の指導お
よびケアの実際について、これまで看護職向けのまとまったテキストがないことから、難病の理
解からケア全般について、これまでの臨床での経験をまとめて構成した。（本書より抜粋）

★各区保健福祉センター地域保健福祉課
（特定疾患医療給付の他、各種制度の利用などの相談）
名称

〒

住所

電話番号

川崎区保健福祉センター地域保健福祉課

210-8570

川崎区東田町8

044-201-3217

幸区保健福祉センター地域保健福祉課

212-8570

幸区戸手本町1-11-1

044-556-6648

中原区保健福祉センター地域保健福祉課

211-8570

中原区小杉町3-245

044-744-3261

高津区保健福祉センター地域保健福祉課

213-8570

高津区下作延2-8-1

044-861-3313

宮前区保健福祉センター地域保健福祉課

216-8570

宮前区宮前平2-20-5

044-846-3254

多摩区保健福祉センター地域保健福祉課

214-8570

多摩区登戸1775-1

044-935-3301

麻生区保健福祉センター地域保健福祉課

215-8570

麻生区万福寺1-5-1

044-965-5157

★川崎市健康福祉局疾病対策課特定疾患担当
（制度全般について）
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
TEL ０４４－２００－２４３９
FAX ０４４－２００－３９２８

●その他関係機関
患者と家族のためのしおり

難病の子どもを知る本

厚生労働省特定疾患「難病のケア・システム」
調査研究班 編／日本出版サービス
患者と家族のために、日ごろの注意や工夫につ
いて、わかりやすくまとめてあり、療養生活のし
おりとして役立てていただきたい内容。
NO.13
NO.14
NO.16
NO.17
NO.18
NO.19
NO.20
NO.21
NO.22

シャイ・ドレーガー症候群
ハンチントン舞踏病
後縦靱帯骨化症
原発性アミロイドーシス
橋本病
シェーグレン症候群
慢性膵炎
クローン病
ウィリス動脈輪閉塞症（モヤモヤ病）

山城雄一郎・茂木俊彦

監修／大月書店

難病と闘う子どもたちへの理解を深める内容。子
どもが読んでもわかりやすく説明されている。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

★難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp/top.html
（国が研究・調査の対象に指定している難治性疾患克服研究事業を中心とした情報、最新の医学情報、医療機
関、相談機関の情報等）

白血病の子どもたち
心臓病の子どもたち
腎臓病の子どもたち
小児糖尿病の子どもたち
ぜんそく・アトピーの子どもたち
ホルモンと代謝の病気
神経難病の子どもたち
難病の子どもを支える人たち

★認定ＮＰＯ法人 難病のこども支援全国ネットワーク http://www.nanbyonet.or.jp/index.html
（相談活動、イベント・セミナー等の開催、情報誌の発行等）

●●地域インフォメーション●●
■かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」が使いやすくなります！■
昨年１０月に配信をスタートした「ふくみみ」に、アクセスしていただけましたか？

市民のみなさまが

お探しの福祉に関する情報を、パソコンで探しやすく・わかりやすく・親しみやすく提供できるよう始まっ
た「ふくみみ」ですが、「サービス検索」「団体検索」がさらに使いやすくなります。今までは、カテゴ
リーをひとつひとつ選択して、情報にたどり着くようになっていましたが、今後はカテゴリーごとに、その
中に含まれている詳細なカテゴリーが表示され、お探しの情報が見つけやすくなります。
また２月からは「福祉みみより情報」がスタートし、保健や医療、福祉に関する講座等の情報をお知らせ
しています。

神経難病のすべて

～症状・診断から最先端医療、福祉の実際まで～
阿部

川崎」で検索していただき、是非ご利用

ください！

康二 編著／新興医学出版社

最近の急速な医療・福祉・自立支援面の進展により、神経系難病に対するアプローチは新しい
時代に入ったと言えるであろう。そのようなタイミングを捉えて、指定神経難病以外の疾患も含
めた「神経難病のすべて」について、各専門家の先生方にわかりやすく解説していただいた内
容。（本書より抜粋）
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「ふくみみ
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使いやすく
なるよ♪

http://www.k-fukumimi.com/
かわさき福祉情報サイト「ふくみみ」は川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが運営しています
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