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ディサースリア2̲iv-vi̲目次̲0811.indd 5

2021/08/11 11:46

Chapter・5

２．MTPSSE におけるクーリングダウンの構成

内喉頭筋の運動

20

話声位での発声持続運動 ……………………180

❾

STEP UP テクニック





…………………………………………………234

３．MTPSSE におけるクーリングダウンの実施方法
…………………………………………………234

ストロー（チューブ）発声持続運動 ………182

21

ピッチ上昇運動 ………………………………186

22

ピッチ下降運動 ………………………………188

Column

1

発声運動におけるスマートフォンの活用

………………………………………………………188

23

改変声帯内転運動 ……………………………190

介助テクニック



Chapter・2



呼吸ー発声運動の介助テクニック ………………192

クーリングダウンの補助運動

顔面のマッサージ ……………………………240

補足解説

１．顔面のマッサージの主な目的 ………………245
２．マッサージの生理的作用 ……………………245
３．頭頸部のリンパ路 ……………………………245
４．顔面のマッサージの施術テクニック…………247

補足解説



５．マッサージが禁忌となる症状 ………………249

「ピッチ上昇運動」
，
「ピッチ下降運動」に 

６．顔面のマッサージのエビデンス ……………250

含まれる２種の実施方法について …………194

７．顔面のマッサージの応用的テクニック ……250

２．
「ストロー（チューブ）発声持続運動」について

８．唾液腺マッサージの併用 ……………………251

１．
「話声位での発声持続運動」
，

…………………………………………………202

３．「改変声帯内転運動」の修正活用について …206

文献 ……………………………………………………255

文献 ……………………………………………………208

Chapter・6

各小項目に関連する文献一覧 ………………………257

呼吸筋（吸気筋・呼気筋）の運動

24

ガーゼ・吸啜運動 ……………………………214

25

ガーゼ・ブローイング運動 …………………216

補足解説

付表 1

MTPSSE 記録用紙

プラン立案資料 ……260

付表 2

MTPSSE 記録用紙





プラン立案資料の活用サンプル …………260

１．呼吸筋の可動域拡大運動について …………218
付表 3

MTPSSE 記録用紙





フレイル・サルコペニアのチェック票 …261

文献 ……………………………………………………218
付表 4

MTPSSE 記録用紙

実施記録票



（可動域拡大運動プログラム）……………261

Part
Chapter・1

3

付表 5

クーリングダウン

付表 6



MTPSSE 記録用紙

実施記録票



（レジスタンス運動プログラム）のサンプル

1 「あえいうえおあお表」の音読 ………………222


実施記録票

（レジスタンス運動プログラム）…………262

発声発語運動

クリニカルテクニック

MTPSSE 記録用紙

………………………………………………262



多様なフィードバック法の活用① ………………224

索引 ……………………………………………………263

2 「五十音」の音読 ………………………………228
クリニカルテクニック





多様なフィードバック法の活用② ………………230
補足解説

１．MTPSSE におけるクーリングダウンの主な目的 …233
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