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概要
脳出血、脳梗塞による両側マヒから奇跡の復活をとげた著者。そのチャレンジ的リハビリのポイント
は、脳をだますことだった！ 代

ヤフオク!は、誰でも簡単に[脳卒中 リハビリ]などを売り買いが楽しめる、日本最大のネットオークショ
ンサイトです。圧倒的な商品数を誇るヤフオク!で、落札・出品してみませんか？ 補償制度もありま
す。
Amazonで小園 凱夫の脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ。アマゾンならポイント還
元本が多数。小園 凱夫作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また脳をだまして、
おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめもアマゾン配送商品なら通常配送無料。

に何よりも大切であることを付記したい（小園凱夫：脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のす.
すめ）。 他力本願、受け身のリハビリは脳に響かない！ Page 4. 第 4 回 脳はよくだまされ、おだてに
乗りやすい. □ 錯覚. 右の図 . れを繰り返していると、左手のマヒは次第に回復してくる（小園凱夫：
脳をだまして、おだてる“チ. ャレンジリハビリ”のすすめ）。また、身体に対して垂直に立てた鏡の前で
右手を動かし、それを. 右から覗き込むと左手が動いているように見えることを利用して脳内でイメー
ジを作り上. げる方法（栗本.
脳, 4, 脳梗塞, 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血, 高木 誠／監修, 高橋書店, 2015.9. 脳, 4, 脳梗
塞, やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理, 棚橋 紀夫／編著, 医薬ジャーナル社,
2009.4. 脳, 4, 脳梗塞, ○, 寡黙なる巨人, 多田 富雄／著, 集英社, 2007.7. 脳, 4, 脳梗塞, ○, で
も元気! 橘 由子／著, 中央公論新社, 2001.3. 脳, 4, 脳梗塞, ○, 永遠(とわ)の愛のかたみのため
に, 鮫嶋 宗光／著, 創栄出版, 2010.12. 脳, 4, 脳梗塞, ○, 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビ
リ”のすすめ, 小園 凱夫／著, 五曜書房.
2011年6月17日 . 脳出血、脳梗塞による両側マヒから奇跡の復活をとげた、チャレンジ的リハビリの
ポイントは、脳をだますことだった。損傷した脳神経の回復はできなくとも、代替神経の再構築を目
指したトレーニングが効果を発揮。その試行錯誤の記録からの貴重なアドバイス。
歯科医師・歯科衛生士ができる舌診のすすめ! : 患者さんの全身状態を. 知るために. 柿木保明
編著. 保存修復学. 平井義人編集代表 ; 平井義人 [ほか]. 執筆. 保存修復・歯内療法 : 歯の
硬組織・歯髄疾患. 千田彰, 中村洋 [ほか]著. 保存修復学21. 田上順次 [ほか] 監修 ; 赤峰昭
文 [ほ. か] 編集. 微生物学. 上西秀則 [ほか] 編集. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ"の
すすめ. 小園凱夫著. ビジュアル口腔生理学. 浅沼直和 [ほか] 著. ビジュアル生理学・口腔生理
学 = Physiology and oral physiology. 和泉博之, 浅沼直.
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ. お取り寄せ（品切れの場合はご連絡いたしま
す）. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ. 著者：小園凱夫 出版社：五曜書房(Ａ５)
価格：1,600円 発売日：2011年06月 商品コード：9784434157165. 使い方がわかる四字熟語辞
典. 仕入元在庫あり. 使い方がわかる四字熟語辞典. 著者：長島猛人 出版社：五曜書房(Ｂ６)
価格：1,429円 発売日：2011年03月 商品コード：9784434154294. 映画黄金期の思い出. お取り
寄せ（品切れの場合はご連絡いたします）.
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめの感想・レビュー一覧です。}
1, bookweb, この一瞬、次の一瞬が命懸け : 脳出血で倒れた老教授が運転免許更新を果たすま
での創意工夫を凝らしたリハビリ奮闘記 / 泉勝俊著. 2, bookweb, 脳をだまして、おだてる“チャレン
ジリハビリ"のすすめ / 小園凱夫著. 3, bookweb, 車いすひとり暮らし : 自立した人間として生きること
/ 鈴木敬子著. 4, bookweb, 愛雪 : ある全身性重度障害者のいのちの物語 / 新田勲著 ; 全国
公的介護保障要求者組合編集. 5, bookweb, 自宅介護で「胃ろう」をやめた日 / 杉浦和子著.
2011年6月20日 . 脳出血、脳梗塞による両側マヒから奇跡の復活をとげた、チャレンジ的リハビリの
ポイントは、脳をだますことだった。損傷した脳神経の回復はできなくとも、代替神経の再構築を目
指したトレーニングが効果を発揮。その試行錯誤の記録からの貴重なアドバイス。
ヤフオク!は、誰でも簡単に[脳卒中のリハビリ]などを売り買いが楽しめる、日本最大のネットオーク
ションサイトです。圧倒的な商品数を誇るヤフオク!で、落札・出品してみませんか？ 補償制度もあ
ります。
916-N-07. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ 小園 凱夫. 五曜書房. 916-N-07.
脳天気にもホドがある。 大矢 博子. 東洋経済新報社 916-N-07. 負けてたまるか. 志水 勇祐. 町
田ジャーナル社 916-N-07. 脳腫瘍. 医者が末期がん患者になってわかったこと. 岩田 隆信. 中経出
版. 493.7-N-09. もう一度、投げたかった. 山登 義明. 日本放送出版協会 783.7-N-09. ありがとう.
柿谷 寿美江. アチーブメント出版 916-N-09. すこしだけ微笑んで. 四ケ所 ふじ美. 海鳥社. 916-N09. ではまた明日. 西田 英史. 草思社.
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ』／小園凱夫著（五曜書房）. 『運動器疾患の
予防と治療』／長寿科学振興財団. 『歯のゆがみをとれば95%病気にならない：かみ合わせで体温
が上がり、免疫力が高まる』. ／村津和正著（幻冬舎）. 『東日本大震災自衛隊救助活動日誌：

東北地方太平洋沖地震の現場から』／須藤彰著（扶桑社）. 『もし高校野球の女子マネージャー
がドラッカーの『マネジメント』を読んだら』. ／岩崎夏海著（ダイヤモンド社）. 『プロフェッショナルの条
件：いかに成果をあげ、成長するか』. ／Ｐ．
映画のグルメ 映画と食のステキな関係 紙書籍. 1,905円(+税). 五曜書房. 脳をだまして、おだて
る“チャレンジリハビリ”のすすめ. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすす. 紙書籍. 1,600円
(+税). 五曜書房. 使い方がわかる四字熟語辞典 . 南氷洋遥かなり 日水・捕鯨船第10興南丸船
長航海日. 紙書籍. 2,000円(+税). 五曜書房. 脳が喜ぶパズル四字熟語 パズルで楽しく能力アッ
プ！！正しい漢字. 脳が喜ぶパズル四字熟語 パズルで楽しく能力アップ！. 紙書籍. 838円(+税).
五曜書房. 3K競馬 初歩から達人に.
. 年（昭和４０年）九州工業大学金属工学科卒業。１９６７年（昭和４２年）九州工業大学大学
院修士課程修了。１９６８年（昭和４３年）九州歯科大学歯科理工学講座助手。１９７７年（昭
和５２年）歯学博士。１９７８年～１９７９年米国インディアナ大学歯学部客員研究員。１９８２年
（昭和５７年）九州歯科大学助教授。１９８８年（昭和６３年）九州歯科大学教授。２００８年（平
成２０年）九州歯科大学定年退職（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの
です） 『脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ』より.
脳卒中の脳梗塞 脳出血 くも膜下出血を解説 (お医者さんの話がよくわかるから安心できる)/藤.
1,620 円(税込) 16P(1.0%) クレカ ｜ ケータイ払い. Neowing 1500円以上ゆうメール送料無料 ·
お気に入り. ログインまたは会員登録. お気に入り登録をするためには、ログインまたは会員登録が
必要です。 キャンセル ログイン 会員登録. 12. 送料無料有/[書籍]/脳をだまして、おだてる"チャレン
ジ. 送料無料有/[書籍]/脳をだまして、おだてる"チャレンジリハビリ"のすすめ/小園凱夫/著/NEOBK974188. 1,728 円(税込) 17P(1.0%).
2015年10月30日 . 小園先生は脳出血、脳梗塞による両側マヒから奇跡の復活されたすごい先生
です。 そのチャレンジ的リハビリのポイントと経過を綴った『脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”の
すすめ』 という本を執筆されています。 本校の図書に、サイン入りの献本もいただきました！ 四人は
脳血管障害の後遺症とそれぞれ独自のリハビリで闘って社会復帰し、 自らの体験を社会に役立て
たいという共通の思いをもち九州労災病院患者の会で運命的に出会って意気投合されました。 明
るく楽しく過ごすことをモットー.
多田紀夫／著 白石弘美／著 高橋敦子／著 （本・コミック）. 販売価格： 1,400円 （税込1,512
円）. 14 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. セブンネットショッピング. お気に入りリストに追加. うつ病の人
の気持ちがわかる本 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる. 大野裕／監修 地域精神保健
福祉機構／監修 （本・コミック）. 販売価格： 1,300円 （税込1,404円）. 13 ポイント. 5つ星のうち 0
（0件）. セブンネットショッピング. お気に入りリストに追加. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビ
リ”のすすめ. 小園凱夫／著 （本・コミック）.
おすすめの本. 脳をだまして、おだてる”チャレンジリハビリ”のすすめ 五曜書房 小園凱夫 (失くしたＱ
ＯＬは自分で取り戻そう！脳も体もだまして、褒めれば進化する。損傷した脳神経の回復はできな
くとも、代替神経の再構築を目指したトレーニングが効果を発揮。） ―脳卒中患者と家族の会の
参加者－.
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ - 小園凱夫 - 本の購入は楽天ブックスで。全品
送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2017年4月1日 . そして少しの変化、進歩を喜べば脳がおだてられ、達成感にもつながのです」と小
園さん。 小園さんのリハビリを進めてきた体験を次号の「どーもどーも」で連載していきます。また、興
味のある方、実践したい方は、『脳をだまして、おだてるチャレンジ リハビリのすすめ』という本をご購入
ください。 『ど〜もど〜も』の冊子では小園さんの体験を連載しています。 プロフィール. 小園凱夫
（こぞの よしお）. 平成20年に九州歯科大学を定年退職。九州歯科大学名誉教授. 家族構成は
次女家族と同居。同敷地内に長女.
2013年6月14日 . 強くなくていい『弱くない生き方』をすればいい. 東洋経済新報社. 369. 遠藤 て
る. 片手で料理をつくる. 協同医書出版社. 596. 小國 凱夫. 脳をだましておだてる『チャレンジリハビ
リ』のすすめ. 五曜書房. 493. キャロル・オフ著北村陽子訳. チョコレートの真実. 英治出版. 588. 早

川 敦子. 吉永小百合オックスフォード大学で原爆詩を読む. 集英社新書. 911. 毎日新聞「境界を
生きる」取材班. 「境界を生きる」性と生のはざまで. 毎日新聞社. 367. 三好 春樹. 老人介護じい
さん・ばあさんの愛しかた. 新潮社文庫. 369.
2012年6月28日 . 昨年だったでしょうか、駅前の本屋さんで「脳をだまして、おだてる“チャレンジ リハ
ビリ”のすすめ」（小園凱夫著、五曜書房発行、医学情報社制作、平成23年）という本を見つけま
した。 著者の小園先生は、自らが脳出血、脳梗塞をした患者で、もちろんリハビリの専門家ではな
いのですが、九州歯科大学の名誉教授で独特のリハビリを生みだし、自らの体で実験的に検証さ
れています。その「はじめに」の中で先生はこう語っています。 「2009年度の厚労省の統計によると、
脳血管疾患患者数は136万7000人.
脳卒中の脳梗塞 脳出血 くも膜下出血を. 1,620円. 3%45ポイント. 送料無料. ☆最大20倍+100
円クーポン☆ らくらく箸 クリップタイプ 介護用箸 225mm 脱着式樹脂製. 2,490円. 3%69ポイント.
送料無料. 【送料無料】本/脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ/小園凱夫 【. 1,728
円. 3%48ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 もやもや病、慢性
硬膜下血腫、脳動脈. 1,512円. 3%42ポイント. 送料無料. 【送料無料】本/「訪問マッサージ」活
用術 健康保険適用 利用法からメリット・.
生活・暮らし>> 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ / 小園凱夫の通販なら通販
ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊
富な品揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
裏面は・・・ 図書館達人への道、開館カレンダー、九看. ◇『脳をだまして、おだてる. お ス. “チャレン
ジリハビリ”のすすめ』. 小園凱夫著 五曜書房. 2011 年. 口腔保健学科. 教授 村上 繁樹. 著者は
５９歳の誕生日直前の脳出血で右半身に. マヒが残り、歩きが困難になりました。６６歳の. 時、２
度目の脳梗塞で左半身マヒが生じ、短距離. ならある程度普通に歩いていたのが、両側マヒで.
まったく歩けない状態になりました。しかし、た. ゆまぬ試行錯誤のリハビリを脳も体もだまして、. 楽し
く行い、「歩ける」という奇跡の復活を遂げ.
2016年4月14日 . 脳をだましておだてるチャレンジリハビリのすすめ』 小園凱夫（よしお） 五曜書房
脳卒中のリハビリ体験記である。 一心不乱にガシガシ頑張るリハビリより やはり脳血管障害だからだ
ましておだてたほうが. Mr.NOも何とかしてくれるのではないかと思いません？ 私がNO外科医だった
らきっとこんな診断になる。 『君の肩には大リーグボール養成ギブスが埋め込まれている。 しかし少し
錆び付いているので力をかけるとどっちに動くか判らない。 重たいので持上げられない。指には動力
を入れてないので動か.
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ/小園 凱夫（エッセイ・自伝・ノンフィクション） - 脳
出血、脳梗塞による両側マヒから奇跡の復活をとげた著者。そのチャレンジ的リハビリのポイントは、
脳をだますことだった！ 代替神経の再構築を目指.紙の本の購入はhontoで。
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,600円.
税込価格 1,728円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は
実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAON
ポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方法はお
取扱いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定されている
場合があります。 ショップ: 未来屋.
おだてるに関連した本. 脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすすめ 小園 凱夫 五曜書房;
人に好かれる! ズルい言い方 樋口 裕一 青春出版社; 一流の話し方 あの人を巻き込む方法60
中谷 彰宏 星雲社. >> 「おだてる」を解説文に含む用語の一覧. >> 「おだてる」を含む用語の索
引. おだてるのページへのリンク.

