日程表

１日目

10月31日（土）

午前

午後

第１会場
（伊藤謝恩ホール）

第２会場
（多目的スペース）

第３会場
（ロビー）

7:00

第１会場
（伊藤謝恩ホール）

第２会場
（多目的スペース）

第３会場
（ロビー）
12:30

12：30〜13：30

スポンサードセミナー1
「夢ではない現実としての動力義足」
座長：大西 謙吾
演者：田中 洋平／中川 昭夫
野坂 利也／孫 小軍

12：40〜13：55

オーガナイズドセッション 1
「脳卒中患者に対する装具療法と連携」

13:00

座長：畠中 泰彦／園田 茂

共催：BionicM株式会社

8:00

13：35〜14：05

13：35〜14：00

日本義肢装具学会飯田賞記念講演

オンライン協賛セミナー7

座長：美津島 隆
演者：東江 由起夫

共催：ÖSSUR JAPAN

14：10〜15：10

スポンサードセミナー2
「コンピューター制御 KAFO C-Brace の
特長と世界各国からの症例報告」

9:00

開会式
9：10〜10：10

9：10〜10：10

海外招待講演 1
「Telemedicine & Wearable Technologies
to Enhance O&P Outcomes during the
COVID-19 Pandemic」

学生一般演題セッション
座長：高嶋 孝倫／松田 靖史
9：30〜9：55
共催：株式会社プロテオールジャパン

10:00

10：00〜10：25

オンライン協賛セミナー2
共催：株式会社田沢製作所
10：20〜10：50

大会長講演
「先人・達人そして科学から
義肢装具診療を学ぶ」

11:00

一般演題Ｂ
B-1 「義足 1」
B-1-1〜B-1-6
B-2 「義足 2」
B-2-1〜B-2-5
B-3 「義足 3」
B-3-1〜B-3-5

座長：原 和彦／野坂 利也
15:00

15：15〜16：35

シンポジウム1
「義肢装具と新技術の双方向性」
座長：柴田 晃希／関川 伸哉
演者：石井 慎一郎／玉城 絵美
網盛 一郎／勝平 純司

15：15〜16：00

一般演題C
C-1 「下肢装具 1」
C-1-1〜C-1-4
C-2 「下肢装具 2」
C-2-1〜C-2-3
C-3 「下肢装具 3」
C-3-1〜C-3-5

座長：豊田 輝／中村 喜彦

10：30〜10：55

16:00

オンライン協賛セミナー3

演者：芳賀 信彦

共催：株式会社佐藤技研

16：15〜17：10

一般演題D
11：00〜12：00

特別講演 1
「我が国における義肢装具の歩み」
座長：芳賀 信彦
演者：澤村 誠志

12:00

14：10〜15：00

オンライン協賛セミナー1

座長：島田 洋一
演者：Arun Jayaraman

座長：長倉 裕二

座長：藤原 清香
演者：木原 治彦／佐野 太一
Volker Schmidt／Nathaniel Heath
Chris Song
共催：オットーボック・ジャパン株式会社

14:00

11：00〜11：25

オンライン協賛セミナー4
11：15〜12：00

共催：株式会社今仙技術研究所

一般演題Ａ
A-1 「車椅子 座位保持装置」
A-1-1〜A-1-5
A-2 「動作分析」
A-2-1〜A-2-4
A-3 「支援機器・その他」
A-3-1〜A-3-5

16：40〜17：40

学生優秀演題セッション
座長：大庭 潤平／三ツ本 敦子

11：30〜11：55

D-1 「義手・義足 開発」
D-1-1〜D-1-6
D-2 「ロボット」
D-2-1〜D-2-4
D-3 「デジタル技術」
D-3-1〜D-3-5

座長：和田 太／奥野 雅大

17:00

オンライン協賛セミナー5
共催：パシフィックサプライ株式会社

座長：木之瀬 隆／星野 元訓
12：00〜12：25

オンライン協賛セミナー6
共催：インターリハ株式会社
12:30

18:00
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日程表

2日目

11月1日（日）

午後

午前
第１会場
（伊藤謝恩ホール）

第２会場
（多目的スペース）

第３会場
（ロビー）

第１会場
（伊藤謝恩ホール）

第２会場
（多目的スペース）

7:00

第３会場
（ロビー）
12：30〜12：55

12:30

オンライン協賛セミナー10
共催：オットーボック・ジャパン株式会社
13:00

13：10〜14：10

スポンサードセミナー3
「片麻痺歩行の装具療法における
定量的歩行分析の役割」

8:00

座長：藤原 俊之
演者：長谷 公隆
共催：アニマ株式会社

13：20〜14：35

オーガナイズドセッション 2
「新規下肢切断における訓練用仮義足と
リハビリテーション診療の進め方を
再考する」
座長：田中 洋平／中川 三吉

14:00

14：20〜15：40
9:00

9：00〜10：00

海外招待講演 2
「No Hands, No Feet, No Problem」
座長：坂井 一浩
演者：Jesus Rene Benitez

シンポジウム2
「義肢装具と支援機器
ー似ているようで・・・ 」

9：00〜9：50

一般演題E
E-1 「上肢装具」
E-1-1〜E-1-5
E-2 「体幹装具」
E-2-1〜E-2-5
E-3 「足装具」
E-3-1〜E-3-2

座長：井上
演者：田上
井上
足立

座長：小林 毅／丸山 貴之

剛伸／下堂薗 恵
未来／大西 謙吾
剛伸／本田 雄一郎
寛一／間宮 郁子

14：50〜15：25

一般演題 I

14：55〜15：20

I-1 「義足 4」
I-1-1〜I-1-6
I-2 「小児」
I-2-1〜I-2-5

オンライン協賛セミナー11

15:00

共催：第一三共株式会社

座長：新妻 晶／久保 勉
15：25〜15：50

10:00

10：05〜11：25

パネルディスカッション
「義足ユーザーのスポーツ参加」
座長：加藤 弘明／大塚 博
演者：加藤 弘明／駒場 佳世子
橋場 義浩／大西 瞳

10：05〜10：55

10：05〜10：30

一般演題F

オンライン協賛セミナー8

F-1 「調査 1」
F-1-1〜F-1-6
F-2 「調査 2」
F-2-1〜F-2-5
F-3 「教育」
F-3-1〜F-3-5

共催：株式会社澤村義肢製作所

オンライン協賛セミナー12
共催：ナブテスコ株式会社
15：50〜16：50

15：50〜16：40

教育講演
「パラリンピアンの脳
−義足アスリートの脳再編−」

座長：横井 剛／昆 恵介

座長：中村 隆
演者：中澤 公孝

11:00

一般演題 J

16:00

J-1 「下肢装具 4」
J-1-1〜J-1-4
J-2 「下肢装具 5」
J-2-1〜J-2-5
J-3 「下肢装具 6」
J-3-1〜J-3-6

座長：水落 和也／根本 明宜
11：10〜11：40

一般演題G
11：30〜12：30

特別講演 2
「ユニークで普遍的な医学である
リハビリテーション医学」
12:00

12:30

座長：椿原 彰夫
演者：才藤 栄一

G-1 「義手 1」
G-1-1〜G-1-5
G-2 「義手 2」
G-2-1〜G-2-5

座長：清水 順市／森田 千晶

閉会式

17:00

11：30〜12：25

オンライン協賛セミナー9
共催：BionicM株式会社

11：55〜12：30

一般演題H
H-1 「義手 3」
H-1-1〜H-1-5
H-2 「義手 4」
H-2-1〜H-2-6

座長：柴田 八衣子／横山 修
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18:00
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