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ケアリング プラクシス

山本映子

［著］

対人援助としてのコラージュ療法

A5 160 頁 定価（本体 2,400 円＋税）

グループ回想法実践マニュアル

マーガレット ニューマン拡張する意識としての
健康の理論と看護実践･研究･教育の革新

梅本充子

［著］

B5 128 頁 定価（本体 2,000 円＋税）

高齢者介護予防、サクセスフルエイジング、世代間交流、健康な地域
づくりに貢献するグループで行なう回想法のてびき。専門家による療
法ではなく、地域活動として人々が楽しく有意義に実践するために。
読んで楽しい！事例集付。
ISBN978-4-902630-18-3

［編著］キャロル

ピカード
ドロシー ジョーンズ
［監訳］遠藤恵美子
理論がケアリングあふれる実践を導き、探求への問
いとなり、変革のプロセスに結びつく理論 研究 実
践の統一体をプラクシス praxis と呼ぶ。ニューマン
理論に基づくプラクシスの多彩な実例を伝える。読
者は、その革命性に心躍らせることであろう。理論
的であることは、すなわち実践的である。3 人の理
論家ニューマン、.ワトソン、ロイがケアリングと理
論の将来について語り合った記録を収載。

344 頁 定価（本体 4,500 円＋税）

コラージュを聴く

コラージュに魅かれ、導かれ、活用の場を広げてきた著者による、クラ
イエントとの同行（どうぎょう）という対人援助観にもとづくコラージュ
がひらく世界への招待。
「私をとらえて離さないコラージュの魅力を伝え
たい。感動を分かち合いたい。
」
（著者）
ISBN978-4-902630-16-9

●新刊

A5

●2011 年発行

がん看護へのことづて

武田悦子 ［著］ B6 112 頁 定価（本体 1,200 円＋税）
がんと共に生きる中で紡がれた、患者と看護をつなぐ言葉。ISBN978-4-902630-17-6
●がん看護
ISBN978-4-902630-20-6

考えるがん看護

［著］四六判（縦組）206 頁 定価（本体 2,000 円＋税）
患者にがんを「知らせる」のではない。患者が「がんを「知る」のだ。その患者と
ともに考えることが、看護だった！
ISBN978-4-902630-12-1

水嵜知子
●新刊

外来がん看護

患者体験に学ぶ

エンパワメント支 援 の理 論 と実 際
片岡 純

乳がんの看護

手術･放射線･化学療法を受けるあなたと看護師のあなたに

竹内登美子［著］

[編著]

B5 173 頁 定価（本体 2,600 円＋税）

嶋田君枝（手記提供）

B5 128 頁 2 色 定価（本体 2,100 円＋税）

入院期間短縮に伴う外来治療への移行、がんと共に生
きる時代･･･外来での看護の重要性がますます高まっ
ています。がんサバイバーを支える外来看護の実際と
その意義を、スペシャリストナースによるケースレポ
ートによって「みえる化」した。さらに、看護師の実
践を支える理論的な探求をエンパワメント支援の看護
論として提示する。ナース自身のエンパワメントにも
資する外来がん看護の指針。

患者と看護師のコラボレーション。必須知識をやさしく解説。心にしみる名講義。
ISBN978-4-902630-08-4

臨床看護面接
ISBN978-4-902630-19-0

治癒力の共鳴をめざして

細川順子 ［著］ A5 240 頁 定価（本体 2,500 円＋税）
確かな看護の記憶…対話場面の内省をとおして看護の本質を考察。あるがままの
人間に近づく、看護師であることへの励まし。
ISBN978-4-902630-02-2

●研究

●精神

看護をとおしてみえる

統合失調症急性期看護マニュアル

片麻痺を伴う脳血管障害患者の身体経験

［著］ A5 208 頁 定価（本体 3,000 円＋税）
臨床実践の只中から生まれた、これぞ看護研究！巻末に田中美恵子の解説「解釈学
的現象学がひらく臨床看護研究の地平」を付す。ISBN978-4-902630-10-7

山内典子

あるケアのかたち
鈴木正子
A5

病むことの怒りと悲しみ

［著］ 平山正実（対談）

168 頁 定価（本体 2,400 円＋税）
ひたすらに実践された「ケア面接」の記録。人は悲しみを悲しむことによって癒さ
れる。日本医学哲学・倫理学会、第 4 回学会賞受賞！ISBN978-4-902630-06-0

阿保順子 佐久間えりか

改訂版

[編著]

B5 176 頁 2 色 定価（本体 2,400 円＋税）

精神看護のプロフェッショナルのための、オリジナルな理論に基づく、ほんとうに
役立つ手引き！わかれば，できる。 第 2 刷
ISBN978-4-902630-13-8

暴力と攻撃への対処

精神科看護の経験と実践知

［著］ A5 232 頁 定価（本体 2,600 円＋税）
看護師の臨床経験の語りの中に実践知を探り、その意味を考えてゆく。
ISBN978-4-902630-11-4

岡田 実

精神科における

自殺の看護

病的多飲水･水中毒のとらえ方と看護

田中美恵子［編］ A5 232 頁 定価（本体 2,800 円＋税）

木村英司

自殺を防ぐ患者への介入と、自殺に遭遇した看護師のダメージを最小に食いとめる
ための取組。体験事例と管理支援事例を多数収録。 ISBN978-4-902630-14-5

自殺は予防できる

ヘルスプロモーションとしての行動計画と心の健康づくり活動

[編著] B5 212 頁 定価（3,300 円＋税）
秋田・青森・岩手の実際を紹介。市町村の｢行動計画策定ガイド｣付。 ISBN978-4-902630-14-5

本橋豊 渡邉直樹

地域保健･福祉のスキルアップ

研修の企画･運営･評価のてびき

[編著]
A5 136 頁 定価（本体 1,900
グループワークや参加型研修のすすめ方を具体的に手ほどき。

岩永俊博

円＋税）

［著］ A5 128頁 定価（本体1,900円＋税）
有効な対処法と看護を追求。臨床看護研究の見事な成果！ 第3刷
ISBN978-4-902630-01-5

本心と抵抗

自発性の精神病理

笠原敏雄

［著］

四六（縦組･上製） 302 頁 定価（本体 2,800 円＋税）
動物を超えた能力、特性、自発性と意思をもつ人間を機械的原因論で理解す
ることはできない。従来説（ストレス、心的外傷、脳の病変等）では解けな
い心因反応の仕組みを追究。心理療法家によるユニークな理論。
……心の「病」はこうして発症する！
ISBN978-4-902630-15-2

ISBN978-4-902630-05-3

認知症高齢者のリスクマネジメント
[編著] B5 172 頁 定価（2,800 円＋税）
介護保険施設におけるリスクマネジメントの指針。改善と改革―リスクマネジメン
トの真髄は、よいケアの実践追求にあり！
ISBN978-4-902630-09-1

湯浅美千代

書籍のご注文について
★全国の書店でお買い求めください。棚にない場合でも、お取り寄せは必ず可能です。
★小社宛直接ご注文も承ります。電話、FAX、メール等でお申し付けください。代金後い、
振替用紙を同封して直送いたします（送料一律200円、２冊以上同時注文は無料）。

歯周病が治る歯ブラシ法 大人のための歯ブラシ教室
［著］ A5 128 頁 定価（本体 1,400 円＋税）
「プロの患者」によるユニークな指南書。誰もここまでくわしく教えてはくれなか
った。歯周病におびえる中高年諸君、読むべし！
ISBN978-4-902630-07-7

大内 廣

★小社ホームページ http://www.spica-op.jp ｢ご注文｣頁もご活用ください。

すぴか書房 〒351-0114 和光市本町2－6 レインボープラザ602
TEL 048-464-8364 FAX 048-464-8336
Eメール chumon@spica-op.jp
郵便振替 00180－6－500068

To すぴか書房

FAX 048－464－8336

小社の書籍にご注目いただきありがとうございます。何なりとお声をお寄せ下さい。また、直接注文も承りますのでご利用ください。
フリガナ

職種/専門(あるいは、関心の深い

TEL：

お名前

分野・テーマ)

FAX:
ご住所：〒
E メール：

（ご年齢：

歳）

●お買い上げ、または既にお読みになられた書籍（小社発行）のタイトルをお知らせください。

●ご購入手段は主に何をご利用ですか？ よく利用される書店名（ネット販売を含む）をお知らせください。
●批評、感想、著者へのメッセージ。また、ご意見・ご要望など。*小社のホームページ等への掲載： 諾 ・ 否 （どちらかに○をつけてください）

●この表は注文書としてご利用ください（書名を○で囲み冊数を記入）。
書

定価

名

（税込価格）

冊数

書

名

定価
（税込価格）

ケアリングプラクシス

4,725 円

がん看護へのことづて

1,260 円

外来がん看護

2,730 円

考えるがん看護

2,100 円

コラージュを聴く

2,520 円

患者体験に学ぶ 乳がんの看護

2,205 円

グループ回想法実践マニュアル

2,100 円

臨床看護面接

2,625 円

精神科における病的多飲水・水中毒のとらえ方
と看護

1,995 円

看護をとおしてみえる片麻痺を伴う脳血管障
害患者の身体経験

3,150 円

暴力と攻撃への対処

2,730 円

あるケアのかたち

2,520 円

統合失調症急性期看護マニュアル 改訂版

2,520 円

地域保健・福祉のスキルアップ

1,995 円

自殺の看護

2,940 円

認知症高齢者のリスクマネジメント

2,940 円

自殺は予防できる

3,465 円

歯周病が治る歯ブラシ法

1,470 円

本心と抵抗

2,940 円

冊数

計

を注文します。
＊小社よりご住所宛に直送いたします（代金後払い、納品・請求書、振替用紙同封）。送料：一律 200 円（２冊以上の同時注文は無料）。

