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関西理学療法 15:13-16,2015
運動スピードが体性感覚入力に及ぼす影響
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岩永優子、嘉戸直樹、大工谷新一、鈴木俊明
第 11 回三重県理学療法士学会、三重、2000,3,12.
非麻痺側過活動を有する脳血管障害片麻痺患者の一症例
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森信彦、嘉戸直樹、後藤淳、大工谷新一
第 20 回東海北陸理学療法士学会、富山、2004,10,30-31
頸部・肩甲帯周囲筋群の筋緊張亢進による頸部・肩甲帯の可動障害によって歩行能力が低
下していたワレンベルグ症候群の一症例
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鈴木裕介、山本吉則、嘉戸直樹、大工谷新一、鈴木俊明
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榎本章人、山本吉則、守山真衣、嘉戸直樹、大工谷新一、鈴木俊明
第 20 回三重県理学療法士学会、三重、2009,3,15.
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山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明
第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会、京都、2016,6,9-6,11
手指対立運動における運動順序の違いが短潜時 SPE に及ぼす影響
山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明
第 46 回日本臨床神経生理学会学術大会、福島、2016,10,27-10,29
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