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臨床のなかの対話力 ―リハビリテーションのことばをさがす―
著編者名
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発行年

2019
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同時3アクセス（本体）
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冊子版ISBN
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商品コード
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これまでリハビリテーション臨床のなかでコミュニケーションのもつ
重要性は自明のこととされてきたが、本書ではさらにこのテーマに
踏み込み、脳科学の観点から「対話」の果たす治療効果への絶大
な働きに着目する。セラピストと認知心理学者、そして言葉の専門
家である詩人の講義や対話によって構成された、意識的に言葉を
有効に使う技法を治療技術の進歩へとつなげるための提言。

体幹－座位、起立、立位のリハビリテーション （片麻痺を治療する 1）
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「安定した座位がとれれば生活行為は確実に向上する。でもどう
すればいいのだろうか。」本書はまず、「なぜ崩れるのか」を運動
学や脳科学などの知見に照らして丁寧に検証し、体幹は上肢に
比しても遜色のない繊細な知覚器官であり運動器官であることを
解き明かす。そして、その巧緻な体幹の機能を再び取り戻すため
に必要な丁寧な治療（訓練）の手続きと実施上の技術を詳しく述
べていく。体幹の見方が変わる画期的な一冊。

失語症の認知神経リハビリテーション
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冊子版ISBN
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現在、脳のリハビリテーションとして注目されている認知神経リハ
ビリテーションの創始者で神経内科医である著者が、失語症、そ
して失行症の治療に活用するための理論ベース、そして具体的
な臨床技術を解説した注目のテキスト。本書の大きな特色は、失
語症と失行症を脳の高次脳機能の連続した病態として捉え、言
語と運動の両面から同時並行的に治療を行う方法を提言するも
のである。

どうして普通にできないの! ―「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独―
著編者名

こだま ちの

発行年

2017
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「どうして普通にできないの！」。幼い時の母の言葉で著者はなり
たくてなれない「普通」を目標に生きてきた。違和感、孤独、不安
を抱えながら「気が遠くなるほど」行った「自分分析」に加え、自分
とタイプの違うアスペルガー症候群の娘と定型発達の息子を育て
るなかで自分なりに解釈した「特性」についても記している。その
時は外に出せなかった著者の経験の振り返りは、医療者・支援
者・教育者にとっても示唆に富むものである。

エガース・片麻痺の作業療法 ―Ｂｏｂａｔｈ理論による―
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従来、理学療法の理論と技術として親しまれてきたボバース法を、
作業療法の臨床技術として応用。また伝統的なゲームや作業をう
まく取り入れ、治療手段として洗練させることで、独自の治療思想
による感覚訓練技法も開発し解説する。わかりやすい文章と豊富
なイラストを駆使し、リハビリテーションチームの一員として働く作
業療法士にとって、すぐに役立つ実践的な内容。
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