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現地開催日程表・WEB開催プログラム一覧
【6月19日（土）現地開催：ウインクあいち】

※7月1日(木)正午～7月20日(火)正午オンデマンド配信
第1会場［2F 大ホール］ 第2会場［5F 小ホール1］ 第3会場［5F 小ホール2］

8：45～9：45
特別講演1
嚥下練習と運動学習
座長：立石雅子
演者：才藤栄一

8：45～10：15
シンポジウム1
歯科でのSTの専門性について
～広がる職域～
座長：西脇恵子
演者：今井香奈、小島　香、

阿志賀大和

8：45～9：35
教育講演6
コミュニケーションにおける身振りの役割：
失語症治療への利用可能性
座長：木村　航　演者：関根和生

9：40～10：30
教育講演7
感情を生み出す脳神経基盤と自律神経機能
座長：山本裕泰　演者：梅田　聡

10：35～11：25
教育講演8
Dysarthria 過去―現在―未来
座長：青木良太
演者：椎名英貴

11：30～12：20
教育講演9
嚥下治療最前線:STに求められる視点・知
識・技能
座長：柴本　勇　演者：倉智雅子

14：10～14：40
教育講演10－1　メロディックイントネーションセラピー(MIT)の臨床 ～MIT事始め～
座長：志賀真理子　演者：関　啓子

14：45～15：15

14：10～15：50
シンポジウム3
聴覚障害児への切れ目のない支援
座長：城間将江
演者：安蒜　葵、萩本益巳、

井脇貴子、芦田雅哉

17：45～18：35
教育講演5
ADHDの理解と支援　児童精神科の立場から
座長：大竹功剛　演者：早川徳香

16：50～17：40
教育講演4
成人領域のSTにもできる発達性ディスレクシ
アの臨床－ evidence based practice－
座長：大岡治恵　演者：宇野　彰

15：55～16：45
教育講演3
一度は難聴を疑ってみる
座長：井脇貴子　演者：益田　慎

13：10～14：00
ランチョンセミナー1
“食べる”が繋がる多職種連携オーラルマネジメント
座長：稲本陽子　演者：松尾浩一郎
共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

13：10～14：00
ランチョンセミナー2
嚥下リハビリにおける神経電気刺激療法の使用効果と実際
座長：藤島一郎　演者：岡本圭史
共催：インターリハ株式会社

15：20～16：10
教育講演11
音楽の脳内認知機構
座長：上田有紀人
演者：佐藤正之

16：15～17：15
コントラバーシー１
Dysarthriaの臨床で音響分析は必要か
座長・コーディネーター：田中康博
演者：田中誠也、小浜尚也

17：20～18：20
コントラバーシー2
嚥下臨床において舌圧測定は必須か？
座長・コーディネーター：南都智紀
演者：堺　琴美、矢野実郎

11：40～12：55

10：20～11：35
シンポジウム2（前半）
言語聴覚士の臨床実践力を磨く
①言語聴覚士の現状と課題
座長：森田秋子、稲本陽子
演者：森田秋子、春原則子、

坂下亜希子

シンポジウム2（後半）
言語聴覚士の臨床実践力を磨く
②言語聴覚士の未来と可能性
座長：森田秋子、稲本陽子
演者：稲本陽子、小林瑞穂、

佐藤妙子

9：50～10：40
教育講演１
癌治療と嚥下障害ー虫の目、鳥の目、魚の目
座長：小山恭平
演者：藤本保志

11：40～12：40
特別講演2
失語症治療の展望―症例研究の重要性
座長：辰巳　寛
演者：波多野和夫

14：10～15：10
特別講演3
言語聴覚士養成の過去・現在・未来
座長：森田秋子
演者：鵜飼泰光

17：05～18：35
市民公開講座
（意思支援事業連携）
私達の生の声をみなさんに届けよう！
～失語症のある人参加型生ディスカッション
座長：村瀬文康
演者：沼尾ひろ子

15：20～16：50
スポンサードセッション
笑顔の授業 ―池田博之物語―
座長：森田秋子
演者：池田博之
共催：東京海上日動火災保険株式会社

10：45～11：35
教育講演２
口唇口蓋裂治療における言語聴覚士の重要性について
－患者・家族に寄り添い心のケアから国際貢献まで－
座長：早川統子　演者：夏目長門

8：35～8：40 開会の挨拶

教育講演10－2　脳機能イメージングから見たMITの治療エビデンス
座長：志賀真理子　演者：田部井賢一

18：40～18：45 学会長による学会初日終了の挨拶
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現地開催日程表・WEB開催プログラム一覧
【6月19日（土）現地開催：ウインクあいち】

※7月1日(木)正午～7月20日(火)正午オンデマンド配信
第1会場［2F 大ホール］ 第2会場［5F 小ホール1］ 第3会場［5F 小ホール2］

8：45～9：45
特別講演1
嚥下練習と運動学習
座長：立石雅子
演者：才藤栄一

8：45～10：15
シンポジウム1
歯科でのSTの専門性について
～広がる職域～
座長：西脇恵子
演者：今井香奈、小島　香、

阿志賀大和

8：45～9：35
教育講演6
コミュニケーションにおける身振りの役割：
失語症治療への利用可能性
座長：木村　航　演者：関根和生

9：40～10：30
教育講演7
感情を生み出す脳神経基盤と自律神経機能
座長：山本裕泰　演者：梅田　聡

10：35～11：25
教育講演8
Dysarthria 過去―現在―未来
座長：青木良太
演者：椎名英貴

11：30～12：20
教育講演9
嚥下治療最前線:STに求められる視点・知
識・技能
座長：柴本　勇　演者：倉智雅子

14：10～14：40
教育講演10－1　メロディックイントネーションセラピー(MIT)の臨床 ～MIT事始め～
座長：志賀真理子　演者：関　啓子

14：45～15：15

14：10～15：50
シンポジウム3
聴覚障害児への切れ目のない支援
座長：城間将江
演者：安蒜　葵、萩本益巳、

井脇貴子、芦田雅哉

17：45～18：35
教育講演5
ADHDの理解と支援　児童精神科の立場から
座長：大竹功剛　演者：早川徳香

16：50～17：40
教育講演4
成人領域のSTにもできる発達性ディスレクシ
アの臨床－ evidence based practice－
座長：大岡治恵　演者：宇野　彰

15：55～16：45
教育講演3
一度は難聴を疑ってみる
座長：井脇貴子　演者：益田　慎

13：10～14：00
ランチョンセミナー1
“食べる”が繋がる多職種連携オーラルマネジメント
座長：稲本陽子　演者：松尾浩一郎
共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

13：10～14：00
ランチョンセミナー2
嚥下リハビリにおける神経電気刺激療法の使用効果と実際
座長：藤島一郎　演者：岡本圭史
共催：インターリハ株式会社

15：20～16：10
教育講演11
音楽の脳内認知機構
座長：上田有紀人
演者：佐藤正之

16：15～17：15
コントラバーシー１
Dysarthriaの臨床で音響分析は必要か
座長・コーディネーター：田中康博
演者：田中誠也、小浜尚也

17：20～18：20
コントラバーシー2
嚥下臨床において舌圧測定は必須か？
座長・コーディネーター：南都智紀
演者：堺　琴美、矢野実郎

11：40～12：55

10：20～11：35
シンポジウム2（前半）
言語聴覚士の臨床実践力を磨く
①言語聴覚士の現状と課題
座長：森田秋子、稲本陽子
演者：森田秋子、春原則子、

坂下亜希子

シンポジウム2（後半）
言語聴覚士の臨床実践力を磨く
②言語聴覚士の未来と可能性
座長：森田秋子、稲本陽子
演者：稲本陽子、小林瑞穂、

佐藤妙子

9：50～10：40
教育講演１
癌治療と嚥下障害ー虫の目、鳥の目、魚の目
座長：小山恭平
演者：藤本保志

11：40～12：40
特別講演2
失語症治療の展望―症例研究の重要性
座長：辰巳　寛
演者：波多野和夫

14：10～15：10
特別講演3
言語聴覚士養成の過去・現在・未来
座長：森田秋子
演者：鵜飼泰光

17：05～18：35
市民公開講座
（意思支援事業連携）
私達の生の声をみなさんに届けよう！
～失語症のある人参加型生ディスカッション
座長：村瀬文康
演者：沼尾ひろ子

15：20～16：50
スポンサードセッション
笑顔の授業 ―池田博之物語―
座長：森田秋子
演者：池田博之
共催：東京海上日動火災保険株式会社

10：45～11：35
教育講演２
口唇口蓋裂治療における言語聴覚士の重要性について
－患者・家族に寄り添い心のケアから国際貢献まで－
座長：早川統子　演者：夏目長門

8：35～8：40 開会の挨拶

教育講演10－2　脳機能イメージングから見たMITの治療エビデンス
座長：志賀真理子　演者：田部井賢一

18：40～18：45 学会長による学会初日終了の挨拶
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【6月20日（日）Zoomによるライブ開催　事前申込制（定員有り）】
※7月1日(木)正午～7月20日(火)正午オンデマンド配信

【オンデマンド配信】
6月19日(土)～7月20日(火)正午

10：30～12：00
ハンズオンセミナー 1
もう迷わない ! 徹底マスター 病態理解と訓
練立案
演者：稲本陽子、小島千枝子

10：30～12：00
ハンズオンセミナー 2
声道の準狭窄による発声技法の理論と実際
演者：城本　修

10：30～12：00
ハンズオンセミナー 3
肢体不自由がある子どもへの摂食嚥下ハビリ
テーション
演者：牧野日和

Room1

※ 6月20日（日）午後よりオンデマンド配信

会長講演
急性期・回復期・生活期で考える自立支援の方向性
座長：田中克典　演者：中橋聖一

協会県士会合同カレントスピーチ企画
新型コロナウイルス感染対策報告
座長：深浦順一、中橋聖一　演者：松尾康弘、坂下亜希子、横井紀久子

日本言語聴覚士学生協会企画
日本言語聴覚士学生協会の設立と学生へのアンケート調査を受けて
座長：甘利秋月　演者：河津拓実、森田空蘭

協会企画: 言語聴覚士のキャリアアップ（人材育成ラダー）に関する説明会
言語聴覚士が就業してから経験を積む中で何を目標としていくべきか、というキャリアアップ（人材育成ラダー）の内容について説明を行う
演者：内山量史

協会企画: 令和3年度介護報酬改定に関する説明会
令和3年度の介護報酬改定内容について、言語聴覚士に関する内容を中心に説明を行う
演者：黒羽真美

一般演題（口演）A、B

一般演題（ポスター）

次回大会案内

学会長による現地開催・ライブ配信終了の挨拶

海外招待講演　ビデオレクチャー
Multimodality aphasia therapy is an evidence-based alternative to constraint induced aphasia therapy: History 
of development and evidence of effectiveness
座長：辰巳　寛　演者：Miranda L. Rose
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※オンデマンド配信なしに変更となりました


