２００３年度 脳卒中後遺症者へのボバース講習会 Ｂコースプログラム
第1週
9：00〜10：15

10：15〜10：30
10：30〜12：30

７月７日（月）
７月８日（火）
７月９日（水）
8：45〜ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
講義：古澤（佐藤）
講義：古澤（佐藤）
9：00〜開校式
（古澤・土井･佐藤） 神経生理学②
神経生理学④
「Hypertonia・連合反応」 「固有感覚コントロール・
9：15〜10：50
促通」
講義：古澤

７月１０日（木）
７月１１日（金）
8：50〜10：10
9：00〜10：50
治療実習：紀伊・古澤
実技：紀伊
大橋・日浦･土井・和田・
杉山・中垣・佐々木･佐藤
基本ハンドリング④

ボバース概念①
「歴史的変遷」

ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ①：古澤
実技：古澤（土井）
（土井･佐藤）
CENTRAL KEY
POINTS OF CONTROL

10：30〜12：30
実技：古澤（佐藤）

昼休み
13：30〜15：45
実技：古澤（土井･佐藤）

昼休み
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ②：紀伊

昼休み
治療実習：紀伊・古澤
大橋・日浦･土井・和田・
杉山・中垣・佐々木･佐藤

15：05〜16：35
実技：紀伊

実技：紀伊

11：05〜12：30
講義：古澤（佐藤）
ボバース概念②
「中枢性姿勢制御機構」
12：30〜13：30
13：30〜14：50

２００３年７月７日〜７月１８日

歓迎昼食会
13：30〜15：45
実技：古澤（土井）

昼休み
実技：古澤（土井）

基本ハンドリング②

基本ハンドリング①
正常運動Ⅰ（概論・実技） 正常運動Ⅱ
「背臥位、側臥位、ね返り」 「坐位、立位、ステップ
肢位」 14：30
14：50〜15：05
15：05〜16：20

16：00〜18：00
講義：古澤

16：00〜18：00
講義：古澤（土井）

神経生理学①
神経生理学③
｢姿勢運動ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ･ﾊﾞﾗ 「抑制､Hypotonia」
ﾝｽ｣

16：20〜16：35
16：35〜18：00

14：45〜18：00
講義：鈴木ＭＤ
神経生理学
（1）CNS の可塑性
（2）脳科学の発展と
ボバースアプローチ

11：05〜12：30
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ③：佐藤
（古澤）

基本ハンドリング⑤
基本ハンドリング③

16：45〜18：00
講義：古澤（佐藤）
「評価の概念・
Short Assessment」

16：30〜18：00
個別相談（tutorial）
：
古澤・土井･佐藤

７月１２日（土）
9:00〜10：00
実技：古澤（土井･佐藤）
基本ハンドリング⑥
10：15〜11：15
実技：古澤（土井･佐藤）

基本ハンドリング⑦
11：30〜12：30
実技：古澤（土井･佐藤）
基本ハンドリング⑧

２００３年度 脳卒中後遺症者へのボバース講習会 Ｂコースプログラム
第2週
8：50〜10：10

10：10〜10：25
10：25〜12：30

７月１４日（月）
７月１５日（火）
７月１６日（水）
9：00〜10：30
治療実習：紀伊・古澤
治療実習：紀伊・古澤
受講生発表：紀伊（和田） 大橋・日浦･土井・和田・ 大橋・日浦･土井・和田・
症例 A の再評価（第 5）
杉山・中垣・佐々木･佐藤 杉山・中垣・佐々木･佐藤
（OT は OT 室）
（ＳＴはＳＴ室）
受講生発表：古澤
症例 B の再評価（PT50）

７月１７日（木）
治療実習：紀伊・古澤
大橋・日浦･土井・和田・
杉山・中垣・佐々木･佐藤
（OT は OT 室）
（ＳＴはＳＴ室）

10：45〜12：30
実技：紀伊

講義・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ：
椎名 ST
（佐藤 ST）

講義：宮井 MD

講義：森田 OT（鈴木）

「画像診断と機能」

作業療法（2）
「姿勢コントロールと
ADL」

基本ハンドリング⑨

12：30〜13：30
13：30〜14：50

２００３年７月７日〜７月１８日

昼休み
昼休み
受講生発表：佐藤（古澤） 13：30〜14：45
実技：森田ＯＴ
症例 C の再評価（第 5）
基本ハンドリング⑩

顔面口腔周辺機能への
評価（1）

昼休み
受講生発表：古澤

昼休み
受講生発表：大橋

症例 E の再評価（第 5）

症例Ｈの再評価（第 5）

７月１８日（金）
備 考
9：00〜10：30
＊治療実習の発表時
受講生発表：土井（古澤）
偶数の受講生は、
症例 J の再評価（第 5）
ＡＣＥＧＫを見学
奇数の受講生は、
ＢＤＦＨＪを見学。
受講生発表：紀伊（中垣）
症例 K の再評価（PT50）
＊７月１5 日（火）
７月１7 日（木）
10：45〜12：30
8：50〜10：10
受講生発表：佐藤（古澤）
ＯＴの受講生はＯＴ室
へ集合、ＳＴの受講生は
症例 L の再評価（第 5）
ＳＴ室へ集合下さい。

昼休み
治療実習：紀伊・古澤
大橋・日浦･土井・和田・
杉山・中垣・佐々木･佐藤

受講生発表：日浦
受講生発表：紀伊（佐々木）
症例 I の再評価（PT50）
症例 D の再評価（PT50）
14：50〜15：05
15：05〜16：20

16：20〜16：35
16：35〜18：00

講義：紀伊
神経生理学⑤
「筋骨格系・肩の痛み」

15：00〜16：20
受講生発表：土井（古澤） 講義：椎名 ST
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ④：森田 OT
症例Ｆの再評価（PT50）
（鈴木）
顔面口腔周辺機能への
受講生発表：紀伊（杉山）
評価（2）
症例Ｇの再評価（第 5）

14：50〜15：30
評価のまとめ

15：30〜16：00
討論とまとめ
（紀伊･古澤･土井･佐藤）

実技：古澤（佐藤）
「末梢入力・体性感覚・
前庭系」

講義：森田 OT（鈴木）
作業療法（1）
「姿勢コントロールと
ADL」

講義・実技：古澤・森田
（鈴木）
「ポジショニング・
チームワーク」

＊課題発表時はショート
パンツとＴシャツをご
用意下さい。

２００３年度 脳卒中後遺症者へのボバース講習会Ｂコースプログラム
第3週
8：50〜10：10

10：10〜10：25
10：25〜12：30

12：30〜13：30
13：30〜14：50

14：50〜15：05
15：05〜16：25

16：25〜16：40
16：40〜18：00

１０月２０日（月）
１０月２１日（火）
8：50〜10：00
治療実習：紀伊・古澤・大橋
３ヶ月間の臨床経験の発表と討議 日浦･土井・和田・杉山・中垣・
（紀伊・古澤・土井･佐藤）
佐々木･佐藤
（ＯＴはＯＴ室、ＳＴはＳＴ室）
10：00〜10：15
休 憩
休 憩
10：15〜11：35
講義：森田ＯＴ（鈴木）
治療実習（紀伊・古澤・大橋・
作業療法（３）
日浦･土井・和田・杉山・中垣・
「感覚・知覚・認知①」
佐々木･佐藤）
11：35〜11：45 休 憩
11：45〜12：30
課題発表のためのＶＴＲ試写（１）
（紀伊・古澤・土井･佐藤）
昼 休
昼 休
13：30〜15：40
受講生発表：紀伊（中垣）
治療ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ：古澤（佐藤・
症例Ａの評価と治療（ＰＴ50）
土井）
受講生発表：古澤
症例Ｂの評価と治療（第５会議室）

１０月２２日（水）
治療実習：紀伊・古澤・大橋
日浦･土井・和田・杉山・中垣・
佐々木･佐藤
休 憩
受講生発表：森田･紀伊
（鈴木・土井）

２００３年１０月２０日〜１０月２４日
１０月２３日（木）
治療実習：紀伊・古澤・大橋
日浦･土井・和田・杉山・中垣・
佐々木･佐藤
（ＯＴはＯＴ室、ＳＴはＳＴ室）
休 憩
講義：森田ＯＴ（鈴木）
作業療法（４）
「感覚・知覚・認知②」

課題②（＊ＯＴ受講生）

昼 休
受講生発表：日浦
症例Ｅの評価と治療（ＰＴ50）

１０月２４日（金）
受講生発表：紀伊（和田）
症例Ｋの評価と治療（第５会議室）
受講生発表：古澤
症例Ｌの評価と治療（ＰＴ50）
休 憩
受講生発表：森田・紀伊
（鈴木･土井）
課題⑥（＊ＯＴ受講生）

昼 休
受講生発表：紀伊（佐々木）
症例Ｉの評価と治療（ＰＴ50）

昼 休
治療実習：紀伊・古澤・大橋
日浦･土井・和田・杉山・中垣・
佐々木･佐藤

受講生発表：土井（古澤）
受講生発表：土井（古澤）
症例Ｆの評価と治療（第５会議室） 症例Ｊの評価と治療（第５会議室）

15：40〜15：55 休 憩
休 憩
休 憩
休 憩
15：55〜17：30
受講生発表：佐藤（古澤）
受講生発表：大橋
受講生発表：椎名･紀伊（土井）
実技：椎名ＳＴ
症例Ｃの評価と治療（第５会議室） 症例Ｇの評価と治療（第５会議室） 課題④（＊ＳＴ課題）
「顔面・口腔周辺の問題への評価
と治療（３）
」

休 憩
15：05〜15：30
まとめ
15：30〜16：15
質疑応答：紀伊･古澤･土井･佐藤

受講生発表：紀伊（杉山）
17：30〜18：00
課題発表のためのＶＴＲ試写（２） 症例Ｄの評価と治療（ＰＴ50）
（紀伊・古澤・土井･佐藤
森田･鈴木･椎名）
休 憩
受講生発表：古澤
課題①（＊ＰＴ受講生）

終講式
日本ボバース研究会手続き

受講生発表：佐藤（古澤）
症例Ｈの評価と治療（ＰＴ50）

休 憩
受講生発表：土井（古澤）
課題③（＊ＰＴ受講生）

【備考】１）課題発表は第５会議室、ショートパンツ、Ｔシャツ用意
２）治療の発表は受講生番号
奇数グループ：症例ＡＣＥＨＪＫ、偶数グループ：症例ＢＤＦＧＩＬ
３）１０月２１（火）
、２３日（木）の治療実習（8：50〜10：10）
、ＯＴ受講生はＯＴ52、ＳＴ受講生はＳＴ室

休 憩
受講生発表：佐藤（古澤）
課題⑤（＊ＰＴ受講生）

