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月月  日日  講講義義（（1199::0000～～1199::3300））  PPrreesseenntteerr  実実技技（（1199::3300～～2211::0000））  PPrreesseenntteerr  SSVV  AAddvviisseerr  

44 月月  2244 日日  感感覚覚器器ににつついいてて  
大大石石  華華子子              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  
寝寝返返りり  

鈴鈴東東  伸伸洋洋              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  
――  ――  

55 月月  2222 日日  上上行行性性シシスステテムム  
上上田田  敦敦史史                

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  
起起きき上上ががりり～～長長坐坐位位  

下下村村  拓拓也也              

（（ｸｸｵｵﾗﾗｸｸﾘﾘﾆﾆｯｯｸｸせせんんだだいい  PPTT))  

永永森森  裕裕幸幸              

（（ｸｸｵｵﾗﾗｸｸﾘﾘﾆﾆｯｯｸｸせせんんだだいい  PPTT))  

谷谷崎崎  豊豊喜喜              

（（ｸｸｵｵﾗﾗｸｸﾘﾘﾆﾆｯｯｸｸせせんんだだいい  PPTT))  

66 月月  2266 日日  
大大脳脳皮皮質質のの機機能能的的役役割割  

（（知知覚覚・・認認知知・・判判断断・・計計画画））  

福福泉泉  ささゆゆりり              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  
立立ちち上上ががりり  

北北野野  成成晃晃              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

三三苫苫  祐祐樹樹              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

内内村村  裕裕希希              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

77 月月  2244 日日        
情情動動系系のの機機能能的的役役割割  

（（大大脳脳辺辺縁縁系系））  

上上川川  真真吾吾            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  

高高いい所所のの物物ををととるる  

（（立立位位ババラランンススととリリーーチチ活活動動））  

木木下下  佳佳祐祐              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

今今井井  瑠瑠              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

藤藤田田  和和也也              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

88 月月  2288 日日  大大脳脳基基底底核核のの機機能能的的役役割割  
橋橋口口  孔孔明明            

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  PPTT))  

段段差差昇昇降降  

（（ププララッットトホホーームムをを使使っってて））  

田田中中  圭圭一一              

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  PPTT))  

赤赤崎崎  知知子子              

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  PPTT))  

鈴鈴東東  伸伸洋洋            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

99 月月  
1111 日日  

（（第第 22 木木））      
小小脳脳のの機機能能的的役役割割  

渡渡邉邉  直直樹樹            

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  PPTT))  

歩歩行行  

（（両両脚脚支支持持期期にに着着目目ししてて））  

潟潟山山  晃晃司司              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

内内村村  裕裕希希              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

藤藤田田  和和也也              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

1100 月月  2233 日日  下下行行性性シシスステテムム  
北北別別府府  悠悠            

（（大大勝勝病病院院 PPTT））  

歩歩行行  

（（上上肢肢活活動動にに着着目目ししてて））  

持持永永  博博幸幸              

（（川川内内医医師師会会立立市市民民 HHPP  OOTT))  

鈴鈴東東  伸伸洋洋            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  
――  

1111 月月  2277 日日  言言語語野野のの機機能能的的役役割割  
太太田田  和和彦彦            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  SSTT))  

頭頭頸頸部部のの機機能能  

（（SSTT 領領域域））  

西西村村  美美貴貴子子            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  SSTT))  

花花吉吉  智智江江            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  SSTT))  

黒黒木木  康康            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  SSTT))  

1122 月月  
1188 日日  

（（第第 33 木木））      
脊脊髄髄のの機機能能的的役役割割  

川川上上  裕裕司司              

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  OOTT))  
靴靴下下のの着着脱脱  

川川野野  貴貴士士              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

長長尾尾  征征一一郎郎              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

鈴鈴東東  伸伸洋洋            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

HH2277    

11 月月  
2222 日日  筋筋肉肉のの生生理理とと役役割割  

潟潟永永  正正敏敏            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  
HHaanndd  ffuunnccttiioonn  

古古荘荘  ちちひひろろ              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  

蓮蓮田田  義義則則            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  

小小原原  瞳瞳              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  

22 月月  2266 日日  BBooddyy  sscchheemmaa  ,,OOrriieennttaattiioonn  
佐佐藤藤  大大地地            

（（ｸｸｵｵﾘﾘｴｴ  PPTT))  
更更衣衣（（上上衣衣））  

大大重重  真真一一              

（（川川内内医医師師会会立立市市民民 HHPP  OOTT))  

持持永永  博博幸幸              

（（川川内内医医師師会会立立市市民民 HHPP  OOTT))  

鈴鈴東東  伸伸洋洋      

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

33 月月  2266 日日  運運動動学学習習  
東東園園  大大地地            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  
更更衣衣（（下下衣衣））  

小小丸丸  祐祐美美恵恵            

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

末末村村  剛剛大大              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  OOTT))  

長長尾尾  征征一一郎郎              

（（ｸｸｵｵﾗﾗ HHPP  PPTT))  

※※  日日程程・・内内容容にに関関ししててはは、、ああくくままででもも予予定定でですすののでで変変更更すするる場場合合ががあありりまますす。。ホホーームムペペーージジ上上ににてて連連絡絡いいたたししまますすののででごご理理解解下下ささいい。。      
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