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四六判並製／248頁

ハリ・灸はどうしてこんなに効くのか 定価（本体価格1800円+税）

1999年9月刊

胡伊拉 著 ISBN978-4-8460-0056-1 冊

四六判上製／168頁

大腸ガンと脳梗塞を抱えて 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶闘いの記録 2009年8月刊

長田道昭 著 ISBN978-4-8460-1012-6 冊

四六判上製／208頁

サイレントアイ闘病記 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶糖尿病の迷惑な贈り物 2009年12月刊

西垣戸勝 著 ISBN978-4-8460-1018-8 冊

四六判並製／220頁

薬膳上手は生き方上手 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶35歳から始める生涯現役へのステップ 2015年6月刊

中村きよみ 著 ISBN978-4-8460-1442-1 冊

四六判上製／312頁

丹法入門 定価（本体価格3000円+税）

�̶̶白隠「内観法」の真実 2015年11月刊

岡部守成 著 ISBN978-4-8460-1488-9 冊

四六判並製／152頁

湿布は貼るな！ 定価（本体価格1000円+税）

�̶̶腰痛先生ゴリパパの哲学 2016年3月刊

高林孝光 著 ISBN978-4-8460-1509-1 冊

四六判並製／272頁

「細胞力」を高める 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶「心身一体科学」から健康寿命を延ばす 2018年4月刊

跡見順子 著 ISBN978-4-8460-1674-6 冊

四六判並製／176頁

腰痛のサイン・鈍重感を見逃すな！ 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶腰のケアの基本 2019年12月刊

内田泰彦・黒柳律雄 著 ISBN978-4-8460-1867-2 冊

冊

冊

大腸ガン、手術中に脳梗塞、そして腸閉塞……。あいつぐ
大病発覚から３年。入院と手術、後遺症とリハビリまで、
病との果てなき闘いを克明につづった〈病床日めくり日
誌〉。闘い、は終わらない。 

人間は自分で自分の病気を治す能力(自然治癒力)をもって
いる。ハリ・灸治療がなぜ効くのか、その本質は何である
かを、自らの臨床経験をもとにわかりやすく解説する。 

外見の美しさだけでなく、薬膳の食養生で内蔵美人を目指
そう！　女性のからだは７年ごとに生まれ変わる。食生活
を変えれば、細胞はすべて生まれ変わる。 
生涯健康寿命を達成するための中国3000年・薬膳の知恵。 

クスリを飲んで、ビールや甘いものを控え、運動・散歩を
していたら、急に悪くはならないだろう。35年間、タカを
くくっていたが、糖尿病はサイレントキラーとなってやっ
てきた。 

湿布や痛み止めで腰痛は治りません。痛みの原因を除去す
るものではなく、たんなる対処療法だからです。湿布でも
マッサージでも届かない筋肉があることをぜひ知ってほし
い！ 

白隠著『夜船閑話』、白玉蟾著『玄関顕秘論』、釈尊説述
『法句経』を通してセルフ・コントロールの道を説く。臍
下丹田の秘密を解明。 

腰痛のなかでも「鈍重感（どんじゅうかん）」に焦点を当
て、生活習慣病としての腰痛から解放されるための基本情
報を解説。腰痛の仕組み、一般的な治療法と併せ、〈最新
メソッド〉「内田式骨盤徒手治療法（UPM）」も紹介。骨
盤コンディショニングで腰痛の悩み解消を！　 

健康寿命を延ばす鍵は「細胞」力にある。私たちの身体と
そこから生まれる心の科学、つまり物質からつなぐ人間の
科学が「身心一体科学」。「細胞−身体−脳」をリアルに生
きることにしませんか。 
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四六判並製／160頁

白血病は治る 定価（本体価格500円+税）

�̶̶愛・希望・いのち 2009年1月刊

有田美智世 著／入山さとし 絵 ISBN978-4-8460-0322-7 冊

四六判上製／256頁

子どもの精神科医五〇年 定価（本体価格2000円+税）

2012年10月刊

小倉清 著 ISBN978-4-8460-1181-9 冊

四六判上製／176頁

【カラー版】血液が語る真実 定価（本体価格2000円+税）

2013年12月刊

高橋弘憲 著 ISBN978-4-8460-1286-1 冊

専門医に聞く「新しい治療とクスリ」2 四六判上製／176頁

アトピー性皮膚炎 定価（本体価格2000円+税）

2016年4月刊

江藤隆史 著 ISBN978-4-8460-1519-0 冊

A5判上製／480頁

オーソモレキュラー医学入門 定価（本体価格4800円+税）

2019年10月刊

エイブラム・ホッファー、アンドリュー・W・ソウル 著／中村篤史 訳 ISBN978-4-8460-1840-5 冊

専門医に聞く「新しい治療とクスリ」1 四六判上製／192頁

骨粗鬆症 定価（本体価格2000円+税）

2015年9月刊

萩野浩 折茂肇 小松泰喜 著 ISBN978-4-8460-1464-3 冊

専門医に聞く「新しい治療とクスリ」3 四六判上製／192頁

糖尿病 定価（本体価格2000円+税）

2017年4月刊

宮崎滋 著 ISBN978-4-8460-1609-8 冊

専門医に聞く「新しい治療とクスリ」4 四六判上製／212頁

花粉症 定価（本体価格2000円+税）

2018年10月刊

大久保公裕 著 ISBN978-4-8460-1756-9 冊

専門医に聞く「新しい治療とクスリ」5 四六判上製／196頁

関節リウマチ 定価（本体価格2000円+税）

2019年6月刊

山本一彦 著 ISBN9784846018412 冊

冊

人は０歳から傷ついている。自叙伝も兼ねた “いじめ” 根絶
への提言の書。 

第１章　白血病を「不治の病」にしないために／第２章　
公的骨髄バンクの設立を目指して／第３章　よりよい医療
を求めて／第４章　バンク設立とさい帯血移植の広がり／
第５章　直接的な患者支援への第一歩を／第６章　サポー
ター拡大運動 

専門医から聞き書きで読みやすく編集された最新の家庭医
学書。「アトピー性皮膚炎」は、正しく治療すれば、ほと
んどの人が治る病気になりました。あなたとお医者さんと
の「共同治療」の方法を紹介します。 

新鮮血観察とは、生きて動いている血液を顕微鏡で見なが
ら、健康状態を把握する従来の西洋医学にはない新しい手
法である。著者は、それに基づく健康法を提唱する。 

専門医からの聞書きで読みやすく編集された最新の家庭医
学書。病気をこれ以上進行させないためにあなたが、今で
きることは……。 

ノーベル賞受賞者の生化学者ライナス・ポーリング博士が
唱えた「オーソモレキュラー〔分子整合〕医学」。この革
命的な新医学を牽引してきた２人の大家、A･ホッファーと
A･W･ソウル両博士が、医師だけでなく一般読者に向けて
書き上げた、栄養療法/メガビタミン療法の決定版！ 

「あなたは、ご自分の花粉症をどうしたいとお考えです
か?」これが、著者の考える花粉症治療の基本です。完全
に治したい人、症状を軽くしたい人……患者ごとに異なる
症状と原因を科学的に解明した上で、それぞれ希望にあっ
た治療法を探ります。 

専門医からの聞き書きで読みやすく編集された最新の家庭
医学書。病状を悪化させないためにあなたが、今すぐでき
ることとは？　目次：糖尿病治療のいま／インスリンは最
後のクスリではない／合併症の治療／食事療法の実力／運
動療法の大きな役割／糖尿病という病気 

現在の関節リウマチ治療薬は、「革命的なクスリ」といわ
れます。患者の少なくとも50～70%が「寛解」状態に導か
れるようになったためです。検査と診断基準、薬物治療や
手術療法の実際など、関節リウマチの最新の医療事情を探
ります。 
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四六判上製／172頁

LDラベルを貼らないで！ 定価（本体価格1600円+税）

�̶̶学習困難児の可能性 2000年6月刊

玉永公子 著 ISBN978-4-8460-0173-5 冊

A5判上製／254頁

実践的心理療法 定価（本体価格3000円+税）

�̶̶人間存在分析の技法 2003年10月刊

中野良平 著 ISBN978-4-8460-0303-6 冊

四六判上製／224頁

おしゃべり心療回想法 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶認知症予防のための「脳環境」づくり 2007年6月刊

小林幹児 著 ISBN978-4-8460-0319-7 冊

四六判上製／304頁

心の臨床入門 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶こころの言葉に出会うこと 2009年1月刊

川井尚 著 ISBN978-4-8460-0321-0 冊

四六判上製／194頁

ディスレクシアの素顔 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶LD状態は改善できる 2005年8月刊

玉永公子 著 ISBN978-4-8460-0504-7 冊

四六判上製／206頁

心から言葉へ 定価（本体価格2500円+税）

�̶̶現代言語学への挑戦 2004年3月刊

柴崎律 著 ISBN978-4-8460-0545-0 冊

四六判上製／400頁

子どもイメージと心理療法 定価（本体価格3800円+税）

2010年4月刊

網谷由香利 著 ISBN978-4-8460-0801-7 冊

四六判上製／216頁

本能か意志か 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶動物と人間のあいだ 2011年6月刊

津田道夫 著 ISBN978-4-8460-0804-8 冊

四六判上製／312頁

共創カウンセリングの理論と実践 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶ひきこもり・不登校の人々と明るい未来のために 2011年2月刊

小松隆二・中野晃男・冨田來 著 ISBN978-4-8460-1028-7 冊

四六判並製／384頁

性同一性障害�3.11を越えて 定価（本体価格2500円+税）

2012年9月刊

谷合規子 著 ISBN978-4-8460-1172-7 冊

人間存在分析(精神分析的心理療法)を30年にわたって指導
し構築してきた著者が心理療法の実際を事例を通し具体的
に解説する。「精神分析の技法」（91年、金剛出版）の改
題改訂。 

何らかの器質的な原因があって学習に困難をきたす子供た
ち。LDとは “学び方の違い“ であり、絶対的な障害ではな
い。LD状態の子供たちに焦点をあて、日本の教育現場にお
ける問題点、理想的なLD児との接し方・可能性を考える。 

こころの言葉考-自分づくり・心の安全基地・他者／「自分
づくりの核」をつくる-胎児・新生児・乳児の心は／育児不
安-子ども虐待予防も視野に／気づかう子どもたち-気づか
いの基本的役割と、その心の病理／母子関係-その光と影／
乳幼児期の「しつけ」とは何か〔ほか〕 

少年少女時代の楽しかった記憶をよみがえらせ、おしゃべ
りする―それが認知症の予防となり、その進行を抑制する。
施設で日々高齢者をケアーする若い介護士や、高齢者を抱
える家族のためのやさしい実践ガイドブック。 

幼児が言葉を話す過程に着目した「初期言語獲得論の試
み」など、時枝誠記、三浦つとむの復権とチョムスキー批
判を掲げた諸論考を収録した言語学の研究書。「言語とは
何か」を原理的に解明し、現代言語学の陥穽を明らかにす
る。 

LD状態は改善できる　アンデルセンやレオナルド・ダ・
ヴィンチにはどんな一面があったか？　ディスレクシアは
「不十分な言語」を意味するが、知的な発達の遅れでも病
気でもなく、改善できるものである。 

ローレンツ、ユクスキュルらの観察・理論に学び、自らの
少年時代のハエ、トリ、カラス、ネコの体験もふまえ、動
物と人間のあいだを《認識と行動》という視点から捉えな
おす。 

日本神話に支えられた心理療法。クライエントと向き合う
治療者の無意識に「子どもイメージ」がよび起こされ、治
療者は全身に痛みを感ずる。クライエントと治療者の無意
識が繋がり驚くべき転回が発現する！ 

第一部は、“大震災と原発事故”を背景にした上嶋守と79歳
で念願を果して女性になった矢矧章子の記録。第二部では
医学・法律・子どもの世界・欧米の動向等「性同一性障
害」の直面している課題に迫る。男・女を取り戻すドキュ
メント。 

なぜ、ひきこもり・不登校の数は減らないのか。ひきこも
りの実態、カウンセリングの役割、回復に向かう段階と技
法等、公益学の協働・共創の理論をもとに最良の解決方法
を探る。現場からの報告に基づく、カウンセラー必読の書 
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四六判並製／272頁

「発達障害」の謎 定価（本体価格2000円+税）

�̶̶知的障害、自閉症、LD、ADHDとは何か 2013年4月刊

玉永公子 著 ISBN978-4-8460-1233-5 冊

四六判上製／272頁

心理療法の想像力 定価（本体価格3200円+税）

2017年9月刊

織田尚生 著 ISBN978-4-8460-1571-8 冊

四六判並製／296頁

病気は心がつくる 定価（本体価格2500円+税）

2018年12月刊

大澤秀行 著 ISBN978-4-8460-1762-0 冊

四六判上製／208頁

用語「発達障害」批判 定価（本体価格2000円+税）

2019年9月刊

玉永公子 著 ISBN978-4-8460-1865-8 冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

ユング派心理療法の名著、復刻！　日本の「昔話」、西洋
中世の「錬金術」、そしてクライエントの「夢」。これら
の分析を通して織田心理療法の核＝「変容性逆転移」につ
き考察し、心理療法の根本課題を開示する。 

ユニークな子どもたちは「発達障害」か？　〝発達障害〟
という用語が流行しているが、その内容は正しく理解され
ていない。今も、一括りに〝発達障害〟とされている子ど
もたちの現状を、《事例》と《理論》をふまえて批判す
る！ 

「個性」は「障害」か？　自閉症・ＬＤ・ＡＤＨＤ・知的
障害。それぞれ困難も支援の形も異なるのに、これらすべ
てが「発達障害」──。障害と個性を一緒くたにこの用語が
蔓延る異様と、曖昧模糊とした言葉のもたらす危うさを説
く。 

日本の医療費は2017年度、42兆円を超えた。もし自らの力
で健康を保つことができれば、医療費は10分の1になる──
「多くの病気は心が作り出す」という信念のもと、ラカン
の精神分析理論を軸に、さまざまな病気のメカニズムと原
因について独自の分析を試みたエッセイ。 



■健康・医学・心理 ≫ 尿療法 page 1/1

四六判並製／218頁

生命の水 定価（本体価格1500円+税）

�̶̶奇跡の尿療法 1994年8月刊

J・W・アームストロング 著／寺田鴻 訳 ISBN978-4-8460-0217-6 冊

四六判並製／206頁

アマロリ� 定価（本体価格1800円+税）

�̶̶フランス版尿療法のすすめ 2000年1月刊

ドクター・ソレイユ 著／伊藤桂子 訳 ISBN978-4-8460-0218-3 冊

A5判並製／372頁

尿療法バイブル 定価（本体価格2500円+税）

�̶̶あなた自身が作り出す究極の良薬 2004年7月刊

マーサ・クリスティ 著／佐藤雅彦 訳 ISBN978-4-8460-0548-1 冊

四六変判上製／96頁

いざとなったら尿を飲め 定価（本体価格1000円+税）

�̶̶尿療法入門 2015年1月刊

ドクター・高橋 著 ISBN978-4-8460-1399-8 冊

A5判上製／320頁

黄金の泉ー尿療法大全 定価（本体価格3800円+税）

2015年6月刊

クーン・ヴァン・デル・クローン 著／佐藤雅彦 訳 ISBN978-4-8460-1417-9 冊

冊

冊

冊

冊

冊

一銭もかからないし、他人の世話に頼らなくてもよい。危
険もないし、副作用もない。すべて開闢以来、実証済み。
たったひとつ危惧があるとすれば、それはどんどん良く
なってしまうことだ！ そろいすぎて眉唾ものだって？ 判
断は、おまかせしよう。 

世界中で実証されている尿療法。尿はただの排泄物ではな
い。その人だけの治療薬であり、体内のすべての情報を
持った「生きている水」である。尿療法の恩恵を受けた人
の記録、カルテ、手紙で編集。 

自らも実践する飲尿体験を元に、「尿を飲むことは健康法
の最後の仕上げ」だとする著者が、尿療法の〝体〟と
〝心〟に齎す影響を語る。「尿は清潔である」とし、数々
の疑問に答えた、現役の医師による尿療法の勧め。 

最も古典的な健康法とされる尿療法は、世界中でかなりの
実践者がいるといわれる。アメリカでの例を紹介し、科学
的データを豊富に提示して、その効果を解説する。生活習
慣病に悩まされる現代人のための１冊。 

尿療法の概要を知るのに最適な入門書。西洋・東洋の尿療
法の歴史や、尿療法をどう行うかを解説し、現代科学と医
学からみた尿療法の素晴らしさ、尿療法実践者たちの体験
談を紹介する。 
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