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日程表　１日目　7月13日（土）

第1会場
（会議棟 2F 大ホール）

第2会場
（会議棟 2F 桜）

第3会場
（会議棟 2F 橘）

第4会場
（会議棟 2F 萩）

第5会場
（会議棟 3F 白橿1）

ポスター会場
（展示棟 1F 展示室）

機器展示会場
（展示棟 1F 展示室）

8：30  8：30

9：00 開会式  9：009:00～10:00
教育講演 1
「義足リハビリテーションのポイン
ト・ピットフォールについて」
座長：美津島 隆
演者：長倉 裕二

9:00～10:40
シンポジウム 1
「最新の歩行支援ロボット」
座長：浅見 豊子／近藤 和泉
演者：平野 哲／北島 昌輝
　　　上野 友之／横山 修
　　　木村 竜太

9:00～9:50
一般口演 4
「下肢切断 1」
1-3-1 ～ 1-3-5
座長：加藤 弘明／笹川 友彦

9:00～9:50
一般口演 10
「上肢切断・小児 1」
1-4-1 ～ 1-4-5
座長：大庭 潤平／髙橋 功次

ポスター展示

※ 9:00 から発表前までに貼付ください

9:00～18:00
機器展示

10：00 9:50～10:40
一般口演 5
「下肢切断 2」
1-3-6 ～ 1-3-10
座長：高嶋 孝倫／大石 暁一

9:50～10:40
一般口演 11
「下肢装具・脳卒中」
1-4-6 ～ 1-4-10
座長：高岡 徹／吉村 圭吾

10：00

11：00 10:50～11:50
特別講演 1
「四肢切断者の社会復帰に向けて
-当科の支援プログラムと取り組み-」
座長：島田 洋一
演者：長尾 正人

11：00

12：00 12：0012:00～13:00
ランチョンセミナー 1
「片麻痺の歩行障害と練習支援ロボット」
座長：芳賀 信彦
演者：才藤 栄一
共催：トヨタ自動車株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー 2
「VR を搭載した床反力付きトレッドミル
Grail による高齢者のリハビリテーション」
座長：青木 主税 演者：近藤 和泉
共催：インターリハ株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー 3
「糖尿病足病変の治療と免荷法　up to date」
座長：奥村 庄次
演者：菊池 恭太
共催：アルケア株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー 4
「装具型機能的電気刺激 (NESS
システム )による麻痺肢治療」
座長：花山 耕三 演者：松永 俊樹
共催：フランスベッド株式会社

13：00 13：00

13:10～14:10
大会長講演
「先端医用工学による義肢・装
具の展開」
座長：芳賀 信彦
演者：島田 洋一14：00 14：00

14:20～15:00
研究助成金受賞者報告会
座長：美津島 隆
演者：髙橋 素彦／井上 淳

14:20～15:20
一般口演 2
「採型・3Dプリンター」
1-2-1 ～ 1-2-6
座長：安田 義幸／小野 嘉昭

14:20～15:20
一般口演 6
「短下肢装具」
1-3-11 ～ 1-3-16
座長：中谷 知生／和田 恵美子

14:20～15:20
一般口演 12
「調査・評価 1」
1-4-11 ～ 1-4-16
座長：根岸 和諭／氷見 純

14:20～15:10
ポスターセッション 1
「上肢切断」
P1-1-1 ～ P1-1-5
座長：大庭 潤平

14:20～15:00
ポスターセッション 3　「車椅子」
P1-2-1 ～ P1-2-4
座長：伊藤 直樹

15：00 15：00

15:10～15:50
ポスターセッション2　「下肢切断」
P1-1-6 ～ P1-1-9
座長：宮本 武志

15:10～15:50
ポスターセッション 4　「材料・他」
P1-2-5 ～ P1-2-8
座長：日比野 文昭

15:20～16:00
一般口演 1　「上肢装具 1」　
1-1-1 ～ 1-1-4
座長：千馬 誠悦／宇野 秋人

15:20～16:10
一般口演 3
「上肢切断・小児 2」
1-2-7 ～ 1-2-11
座長：柴田 八衣子／八幡 済彦

15:20～16:20
一般口演 7
「下肢装具・運動器疾患」
1-3-17 ～ 1-3-22
座長：津田 英一／青木 隆明

15:20～16:10
一般口演 13
「調査・評価 2」
1-4-17 ～ 1-4-21
座長：和田 太／岩本 征也16：00 16：00

16:10～17:10
教育講演 2
「知覚連動インサートの理論と
評価」
座長：佐々木 和憲
演者：清水 新悟

16:20～17:20
一般口演 8
「下肢装具・症例」
1-3-23 ～ 1-3-28
座長：佐伯 覚／松本 芳樹

16:20～17:20
一般口演 14
「ロボット・歩行支援機器」
1-4-22 ～ 1-4-27
座長：中川 昭夫／田辺 茂雄

16:30～18:10
パネルディスカッション 1
「義肢切断の TOPICS」
座長：野坂 利也
演者：溝部 二十四／吉川 雅博
　　　佐々木 伸／中村 隆
　　　岩下 航大

17：00 17：00

17:20～18:20
教育講演 3
「下肢装具療法と車いすの話題」
座長：松永 俊樹
演者：青木 隆明

17:20～18:20
一般口演 9
「下肢装具・他」
1-3-29 ～ 1-3-34
座長：豊倉 穣／西井 千博

17:20～18:20
一般口演 15
「動作解析」
1-4-28 ～ 1-4-33
座長：青木 主税／畠中 泰彦18：00 18：00

19：00 19：00
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