
ナイトセミナー2012（H24 年度）（Movement Analysis and treatment）                                    H24,4.9 作成 

月 日 講義（19:00～19:30） 講義担当 実技（19:30～21:00） 実技担当 SV Adviser 

4 月 26 日 
身体図式（Body Schema）と 

参照枠（Reference frame） 

鈴東 伸洋       

（ｸｵﾗ HP PT) 

立ち上がり（Sit To Stand） 

(component とその理解) 

潟山 晃司 

（ｸｵﾗ HP PT) 

鈴東 伸洋 

（ｸｵﾗ HP PT) 
― 

5 月 
31 日 

（第５木） 

頭頂連合野 

（情報収集と認識） 

岩下 正明 

（ｸｵﾗ HP PT) 

正中線を越えたリーチ活動 

（機能的支持） 

三苫 祐樹 

（ｸｵﾗ HP PT) 

内村 裕希 

（ｸｵﾗ HP PT) 

藤田 和也 

（ｸｵﾗ HP PT) 

6 月 28 日 
前頭連合野 

（姿勢・運動の計画） 

鈴東 佳子       

（ｸｵﾗ HP PT) 

高い所の物をとる 

（立位バランスとリーチの関係） 

今井 瑠 

（ｸｵﾗ HP PT) 

潟永 ゆかり 

（ｸｵﾗ HP OT) 

鈴東 伸洋      

（ｸｵﾗ HP PT) 

7 月 26 日    
肩甲帯の解剖と機能的役割 

(Scapula Setting) 

福澤 翔次郎 

（ｸｵﾗｸﾘﾆｯｸせんだい OT） 

後ろの物をとる 

（後方へのリーチ活動） 

蓮田 義則       

（ｸｵﾗ HPOT） 

上川 真吾        

（ｸｵﾗ HP OT） 

長尾 征一郎 

（ｸｵﾗ HP PT) 

8 月 
30 日 

（第５木） 
手の解剖と機能的役割 

上川 佳奈子 

（ｸｵﾗ HP OT） 

Hand function 

（コインを使って） 

日高 俊和 

（ｸｵﾗｸﾘﾆｯｸせんだい OT) 

永森 裕幸 

（ｸｵﾗｸﾘﾆｯｸせんだい PT） 

谷崎 豊喜 

（ｸｵﾗｸﾘﾆｯｸせんだい PT） 

9 月 27 日    栄養リハビリテーション 
黒木 康 

（ｸｵﾗ HP ST) 

床上動作 

（寝返り～長座位へ） 

木下 佳祐 

（ｸｵﾗ HP PT) 

吉水 真美 

（ｸｵﾗ HP PT) 

鈴東 伸洋      

（ｸｵﾗ HP PT) 

10 月 25 日 予測的姿勢調整（APA） 
橋本 勝宏 

（ｸｵﾗ HP PT) 

脚を組んで靴下をはく 

（座位バランスとリーチの関係） 

持永 博幸    

（川内医師会立市民 HP OT) 

鈴東 伸洋      

（ｸｵﾗ HP PT) 
― 

11 月 22 日 足部の解剖と機能的役割 
福山 悠 

（大勝HP PT） 

歩行 １ 

（転回と片脚立位の関係） 

田中 圭一 

（ｸｵﾘｴ PT） 

坂田 亮 

（ｸｵﾘｴ OT） 

赤崎 知子 

（ｸｵﾘｴ PT） 

12 月 
20 日 

（第 3 木）   

Balance Strategy 

（視覚、前庭、体性感覚） 

平田 匠 

（ｸｵﾗ HP PT) 

歩行 ２ 

（視覚と固有感覚に着目して） 

園田 恭平 

（ｸｵﾗ HP あいら PT) 

中村 文哉 

（ｸｵﾗ HP あいら PT) 

守屋 大介 

（ｸｵﾗ HP あいら PT) 

H25  

1 月 
24 日 

体幹の解剖と機能的役割 

（Core control） 

森川 大貴 

（ｸｵﾗ HP PT) 

頭頸部の機能 

（ST 領域） 

永福 真帆 

（ｸｵﾗ HP ST) 

花吉 智江      

（ｸｵﾗ HP ST) 

黒木 康 

（ｸｵﾗ HP ST) 

2 月 28 日 
探索活動 

Active touch 

潟永 正敏         

（ｸｵﾗ HP OT） 

更衣 １ 

（上衣の着脱） 

永野 真理美      

（ｸｵﾗ HP OT） 

瀬戸口 幸太     

（ｸｵﾗ HP OT） 

鈴東 佳子      

（ｸｵﾗ HP PT) 

3 月 28 日 知覚・認知・記憶 
渡邉 直樹 

（ｸｵﾘｴ PT） 

更衣 ２ 

（下衣の着脱） 

末村 剛大     

（ｸｵﾗ HP OT） 

後谷 直樹      

（ｸｵﾗ HP OT） 

小原 瞳      

（ｸｵﾗ HP OT) 

※ 日程・内容に関しては、あくまでも予定ですので変更する場合があります。ホームページ上にて連絡いたします。   
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