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第8章   栄養摂取

　　　　 いろいろな食品を食べる（45）　　理想体重を維持すること（45）
　　　　 脂肪やコレステロールを避けること（46）　　複合炭水化物と繊維質からなる食事を摂りなさい（47）
　　 　　甘いものを摂りすぎない（47）　　ナトリウムの取りすぎを避ける（48）
　　　 　アルコールは適量に（49）

第9章� 薬物療法

　　　　 正直は最上の策（51）　　どのような薬がどう作用するのか（51）
　　　　 処方箋に記載されていること（53）　　薬の広告について（53）　

第10章 神経、筋肉、骨

　　　　 痙性（55）　　萎縮と拘縮（56）　　神経原性異所性骨化（56）
　　　　 骨粗鬆症または骨の弱化（57）　　上肢の保護（58）

第11章 自律神経過反射

　　　　 予防（60）　　カードを携帯すること！（61）

第12章 褥 瘡（ジョクソウ）

　　　　 褥瘡レベルの分類（63）　　褥瘡の合併症（63）　　褥瘡の治癒（64）　　手術（65）�

第13章 障害の受容�

　　　　 あなたは人として変わることはない（67）　　あなたの障害観は？（68）
　　　　 生活技術（68）　　「正常な」感情（69）　　人の気分を害さずに、どう自己主張するか（70）
　　　　 ストレスに満ちた世界でのリラックス（71）　　自立した生活（74）　　社会で生き抜く術（75）
　　　　 望むなら働くことができる（76）　　家族や友人（76）　　親になること（77）
　　　　 社会的・法的な権利（78）　　ヘルスケア及び資金計画の選択肢（80）
　　　　 第三者による金銭管理（81）　　社会資源を得る（81）�

第14章 性的健康とリハビリテーション�

　　　　 迷信と誤解（83）　　性的機能の解剖学（84）　　脊髄損傷後の性機能（85）
　　　　 性的機能を高める補助器具及び薬剤（87）　　受傷と愛情表現（87）　　生殖と出産（89）
　　　　 セクシュアル･カウンセリング（89）　　

第15章 社会資源�

　　　　 情報案内サービス（91）　　住宅（91）　　職業リハビリテーションサービス（92）
　　 　　在宅看護サービス（92）　 給付プログラム（92）　　雇用（94）
　　 　　精神保健カウンセリングサービスおよび危機管理（94）　 介助サービス（94）　
　　　 　法的援助（94）　　交通機関（94）　　機関（96）
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