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日程表　２日目　7月14日（日）

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  9：009:00-15:50
機器展示

9:30～10:30
特別講演 2
「日本義肢装具学会の将来展望」
座長：近藤 和泉
演者：芳賀 信彦

10：00 10：00

10:40～11:40
教育講演 4
「装具歩行の運動学的特徴」
座長：関川 伸哉
演者：大畑 光司

10:40～12:20
パネルディスカッション 2
「スポーツ用義肢装具の最前線　
～東京パラリンピック 2020
へ向けて～」
座長：陶山 哲夫／笹川 友彦
演者：奥田 邦晴／梅澤 慎吾
　　　松田 靖史／高橋 俊潤
　　　大塚 滋

10:40～11:40
一般口演 16
「長下肢装具」
2-3-1 ～ 2-3-6
座長：松本 茂男／小谷 和男

10:40～11:50
一般口演 20
「上肢切断・義手」
2-4-1 ～ 2-4-7
座長：德弘 昭博／森田 千晶

10:40～11:10
ポスターセッション 5 「装具 1」
P2-1-1 ～ P2-1-3　座長：畠山 和利

10:40～11:40
ポスターセッション 7
「調査・他」
P2-2-1 ～ P2-2-6
座長：根岸 和諭

11：00 11：00

12：00 11:50～12:30
日本義肢装具学会
飯田賞発表・受賞者記念講演

11:50～12:30
一般口演17　「電気/磁気刺激・嚥下」
2-3-7 ～ 2-3-10
座長：川手 信行／中島 育昌

11:50～12:30
一般口演 21　「上肢装具 2」
2-4-8 ～ 2-4-11
座長：幅田 智也／坂本 俊夫

11:50～12:30
ポスターセッション 6　「装具 2」
P2-1-4 ～ P2-1-7
座長：早川 康之

11:50～12:30
ポスターセッション 8「下肢装具・ロボット」
P2-2-7 ～ P2-2-10
座長：木村 竜太

12：00

12:40～13:40
ランチョンセミナー 5
「変形性関節症のない股関節痛に対する鏡視
下手術と術後リハビリテーションの実際」
座長：木島 泰明 演者：内田 宗志
共催：日本シグマックス株式会社 

12:40～13:40
ランチョンセミナー 6
「脊髄損傷の歩行再建」
座長：中村 健
演者：平野 哲
共催：東名ブレース株式会社

12:40～13:40
ランチョンセミナー 7
「痛みとは‒ 痛みの概念の変遷 ‒」
座長：浅見 豊子
演者：田口 敏彦
共催：第一三共株式会社

12:40～13:40
ランチョンセミナー 8
「RHEO KNEE XC: Innovative Technology 
Alignig with Clininal Practice」
座長：西嶋 一智 演者：Nicholas Freijah
共催：Össur Japan

13：00 13：00

14：00 13:50～14:50
教育講演 5
「生活を豊かにするための義肢
装具」
座長：藤原 清香
演者：森田 千晶

13:50～15:50
シンポジウム 2
「医療・リハにおける義肢装具
3Dデジタル技術革命の到来
－導入に向けた現状の課題
2019－」
座長：東江 由起夫／浅見 豊子
演者：東江 由起夫／飛松 好子
　　　児玉 義弘／奥野 雅大
　　　坂井 一浩／秋山 仁

13:50～14:40
一般口演 18
「上肢切断・筋電義手」
2-3-11 ～ 2-3-15
座長：古川 宏／竹内 豊計

13:50～14:50
一般口演 22
「下肢切断・症例」
2-4-12 ～ 2-4-17
座長：菊地 尚久／月城 慶一

14：00

15：00 14:50～15:50
一般口演 19
「車椅子・シーティング」
2-3-16 ～ 2-3-21
座長：木之瀬 隆／東原 孝典

14:50-15:50

ポスター撤去

15：0015:00～16:00
教育講演 6
「最新の義足の動向　～異なる大腿義足ソケッ
ト、膝継手使用時の比較検討を中心に～」
座長：奥村 庄次
演者：野坂 利也

15:00～15:50
一般口演 23
「スポーツ」
2-4-18 ～ 2-4-22
座長：鈴木 貞夫／長倉 裕二

16：00 16：00閉会式

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00
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