
日程表　１日目　11月10日（土）
第1会場

（1号館2F センチュリーホール）
第2会場

（4号館1F 白鳥ホール（北））
第3会場

（1号館4F レセプションホール）
第4会場

（1号館4F 141＋142）
第5会場

（4号館3F 431＋432）
第6会場

（2号館2F 224）
ポスター会場

（4号館1F 白鳥ホール（南））
企業展示会場

（1号館1F イベントホール）

9:00
開会式 9:00

9:00～10:30
シンポジウム1
「理学療法士のための義肢装具
評価」
座長：長倉　裕二
演者：��青木　主税／藪中　良彦�

清水　新悟／白銀　　暁

9:00～10:00
一般口演1
「ロボット1」
1-2-1～1-2-6�
座長：中川　昭夫／尾崎　健一�

9:00～10:00
一般口演4
「片麻痺装具1」
1-3-1～1-3-6�
座長：横田　元実／南　　安晃

9:00～10:00
一般口演10
「装具フォローアップ」
1-4-1～1-4-6�
座長：山鹿眞紀夫／津田　英一

9:00～10:00
一般口演15
「上肢切断」
1-5-1～1-5-6�
座長：德弘　昭博／中村　　隆�

9:00～9:30　一般口演21
「体幹装具」1-6-1～1-6-3�
座長：水落　和也／早川　康之�

ポスター展示
※9：00から発表前までに貼付ください

10:00 10:00
10:00～11:00
一般口演2
「ロボット2」
1-2-7～1-2-12�
座長：浅見　豊子／田辺　茂雄�

10:00～10:50
一般口演5
「片麻痺装具2」
1-3-7～1-3-11�
座長：豊倉　　穣／唐澤佑梨子�

10:00～10:50
一般口演11
「義手」
1-4-7～1-4-11�
座長：溝部二十四／松本　芳樹

10:00～11:00
一般口演16
「下肢切断」
1-5-7～1-5-12�
座長：大串　　幹／月城　慶一

10:00～10:50
一般口演22
「評価」
1-6-4～1-6-8�
座長：根本　明宜／氷見　　純10:40～11:40

教育講演1
「フレイルの考え方とケア」
座長：水間　正澄
演者：鳥羽　研二

11:00 10:50～11:40　
一般口演6
「片麻痺装具3」
1-3-12～1-3-16
座長：高岡　　徹／西井　千博

10:50～11:40　
一般口演12
「3D」
1-4-12～1-4-16�
座長：安田　義幸／奥野　雅大

10:50～11:40
一般口演23
「ポリオ」
1-6-9～1-6-13�
座長：加藤　徳明／沢田光思郎

11:00～11:30 11:00
11:00～11:40　
一般口演3「膝義足/股義足」
1-2-13～1-2-16�
座長：東江由起夫／中川　三吉

11:00～11:40　
一般口演17　「スポーツ1」
1-5-13～1-5-16�
座長：鈴木　貞夫／野坂　利也

12:00 12:00
12:00～13:00
ランチョンセミナー1
「片麻痺の歩行再建のための練習支援ロボット」
座長：浅見　豊子
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
「転倒予防のエビデンスとその実践」
座長：近藤　国嗣
演者：大高　洋平
共催：徳武産業株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー3
「運動学習と装具調整性」
座長：角田　　亘
演者：横田　元実
共催：東名ブレース株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー4
「義肢装具士が知っておきたい糖尿病足病変の治療と免荷法」
座長：松本　芳樹
演者：菊池　恭太
共催：アルケア株式会社

13:00 13:00

企業展示
書籍展示

（9:00～18:00）

13:10～14:10
大会長講演
「義肢装具・生活支援機器のこれから��
─超高齢化時代とさらなる未来へ─」
座長：浅見　豊子
演者：近藤　和泉14:00 14:00

14:10～14:50
会員への報告会

15:00 14:50～15:20
日本義肢装具学会飯田賞記念講演
座長：大串　　幹

15:00

15:30～16:30
教育講演2
「三次元歩行分析による義肢装
具の効果の理解」
座長：畠中　泰彦
演者：向野　雅彦

15:30～16:30
特別講演1
「The�Front�lines�of�technical�rehabilitation�
support-Actual�rehabilitation�and�Effect�of�
orthoses�for�stroke�survivors」
座長：芳賀　信彦
演者：Milana�Mileusnic

15:30～16:30
一般口演7
「下肢装具」
1-3-17～1-3-22�
座長：川手　信行／小谷　和男�

15:30～16:20
一般口演13
「3D/スマフォ」
1-4-17～1-4-21�
座長：牧野健一郎／小野　嘉昭

15:30～16:20
一般口演18
「筋電義手1」
1-5-17～1-5-21�
座長：森田　千晶／柴田八衣子

15:30～16:30
一般口演24
「装具調査」
1-6-14～1-6-19�
座長：関　　聰介／高橋　啓次

15:30～16:20
ポスターセッション1
「義手/上肢切断」
P1-1-1～P1-1-5�
座長：大庭　潤平�

15:30～16:20
ポスターセッション3
「義足/調査」
P1-2-1～P1-2-5
座長：日比野文昭�

16:00
16:00～16:30 16:00

16:20～17:10
一般口演14
「スポーツ2」
1-4-22～1-4-26�
座長：赤澤　康史／長倉　裕二

16:30～17:30
一般口演8
「運動器装具」
1-3-23～1-3-28�
座長：青木　隆明／佐々木和憲�

16:30～17:30
一般口演19
「筋電義手2」
1-5-22～1-5-27�
座長：八幡　済彦／竹内　豊計

16:30～17:20
一般口演25
「スプリント1」
1-6-20～1-6-24�
座長：近藤　和泉／幅田　智也

16:30～17:30
ポスターセッション2
「片麻痺装具」
P1-1-6～P1-1-11�
座長：岩本　征也�

16:30～17:20
ポスターセッション4
「小児/教育」
P1-2-6～P1-2-10
座長：小崎　慶介�

16:40～17:40
教育講演3
「最近の義足の動向－構成要素
の比較検討を中心に－」
座長：中川　三吉
演者：野坂　利也

16:40～18:10
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－」
座長：東江由起夫
演者：�東江由起夫／浅見　豊子�

林田　大造／富永　修一
秋山　仁／荒山　元秀

17:00 17:00

17:20～18:10　
一般口演26
「スプリント2」
1-6-25～1-6-29�
座長：宇野　秋人／太田　賢人

17:30～18:10　
一般口演9「片麻痺上肢装具」
1-3-29～1-3-32�
座長：福井　信佳／小林　　毅�

17:30～18:10　
一般口演20「手先具」
1-5-28～1-5-31�
座長：陳　　隆明／北山　一郎18:00 18:00

マニュファクチャラーズ
ワークショップ1
（Kテクノサポート）

マニュファクチャラーズ
ワークショップ2
（アドバンフィット株式会社）

18:30～20:30　全体懇親会　名古屋国際会議場　3号館B1F　カフェテリア「カスケード」

－ 9－－ 8－



日程表　２日目　11月11日（日）
第1会場

（1号館2F センチュリーホール）
第2会場

（4号館1F 白鳥ホール（北））
第3会場

（1号館4F レセプションホール）
第4会場

（1号館4F 141＋142）
第5会場

（4号館3F 431＋432）
第6会場

（2号館2F 224）
ポスター会場

（4号館1F 白鳥ホール（南））
企業展示会場

（1号館1F イベントホール）

9:00 9:00

9:35～10:35
特別講演2
「Limb�Amputation�Rehabilitation�
a�Look�to�the�Future」
座長：才藤　栄一
演者：Alberto�Esquenazi

10:00 10:00

10:40～11:40
一般口演27
「ロボット3」
2-2-1～2-2-6�
座長：和田　　太／田中宏太佳�

10:40～11:40
特別講演3
「Assessing�Dynamic�Stability� in�Prosthetics�
using�CAREN�Virtual�Reality�Environments」
座長：坂井　一浩
演者：Edward�Lemaire

10:40～11:40
一般口演29
「短下肢装具1」
2-4-1～2-4-6�
座長：佐伯　　覚／関川　伸哉�

10:40～11:40
一般口演33
「教育・国際協力」
2-5-1～2-5-6�
座長：宮本　武志／小嶋　　聡

10:40～11:40
一般口演37
「小児/足部」
2-6-1～2-6-6�
座長：芳賀　信彦／湊　　　純�

10:40～11:40
ポスターセッション5
「ロボット」
P2-1-1～P2-1-6�
座長：松尾　清美��

10:40～11:40
ポスターセッション7
「上肢ロボット/�
その他」
P2-2-1～P2-2-6
座長：南里　悠介�

11:00
11:00～11:30 11:00

11:00～12:30
セミナー
「ロボットが開く義肢装具・支援
機器の未来」
座長：下堂薗　恵
演者：近藤　和泉／田辺　茂雄 11:40～12:40

一般口演28
「ロボット4」
2-2-7～2-2-12�
座長：森本　正治／橋本　泰典

11:40～12:40
特別講演4
「Rocker�profile;�theory,�
research�and�practice」
座長：野坂　利也
演者：Klaas�Postema

11:40～12:30
一般口演30
「シーティング」
2-4-7～2-4-11�
座長：繁成　　剛／伊藤　直樹�

11:40～12:40
一般口演34
「大腿義足」
2-5-7～2-5-12�
座長：大石　暁一／高嶋　孝倫�

11:40～12:30
一般口演38
「歩行分析」
2-6-7～2-6-11�
座長：松永　俊樹／畠中　泰彦�

11:40～12:20　ポスターセッション6
「上肢装具/調査」
P2-1-7～P2-1-10�
座長：前島伸一郎��

11:40～12:40
ポスターセッション8
「下肢装具/体幹装具」
P2-2-7～P2-2-12�
座長：吉村　圭吾��

12:00 12:00

企業展示
書籍展示

（9:30～16:00）

13:00 12:50～13:50
ランチョンセミナー5
「CAREN�Virtual�Reality�Technology�for�
Prosthetics�and�Orthotics�Evaluations」
座長：向野　雅彦
演者：Edward�Lemaire
共催：インターリハ株式会社

12:50～13:50
ランチョンセミナー6
「The�front� line�of�amputee�rehabilitation�
with� Kenevo-The� background� of� the�
development�and�the�clinical�experience」
座長：陳　隆明　演者：Milana�Mileusnic
共催：�オットーボック・ジャパン株式会社

12:50～13:50
ランチョンセミナー7
「OAとON;�膝の痛みにどのように対応するか？」
座長：吉矢　晋一
演者：飯田　泰人
共催：�パシフィック�サプライ株式会社　

13:00

14:00 14:00
14:00～15:00
教育講演4
「安定および不安定の持つ意味
の再考」
座長：伊藤　直樹
演者：冨田　昌夫

14:00～16:00
Asian Session
座長：花山　耕三
演者：�M.S.�Wong�

Simon�FT�Tang�
Min�Ho�Chun�
Masato�Nagao�
Witsanu�Kumthornthip

14:00～14:50
一般口演31
「短下肢装具2」
2-4-12～2-4-16�
座長：前野　　豊／松田　靖史

14:00～14:50
一般口演35
「高齢者」
2-5-13～2-5-17�
座長：菊地　尚久／大沢　愛子�

14:00～14:50
一般口演39
「先天性切断」
2-6-12～2-6-16�
座長：藤原　清香／清水　順市�

14:20～15:50
シンポジウム3
「義肢装具士のための基礎的工
学入門」
座長：関川　伸哉
演者：�本田　幸夫／河島　則天

加納　政芳／加藤　健治
松永　俊樹�

15:00 15:00
15:00～16:00
教育講演5
「デジタルプロセスによる美しい
義足」
座長：奥村　庄次
演者：山中　俊治

15:00～15:50　
一般口演36
「義足評価」
2-5-18～2-5-22�
座長：芥川　雅也／星野　元訓

ポスター撤去
15:10～15:50　
一般口演32「長下肢装具」
2-4-17～2-4-20�
座長：松本　茂男／小野木啓子�

16:00 16:00閉会式

17:00 17:00

18:00 18:00

マニュファクチャラーズ
ワークショップ3
（JSR株式会社）

－ 11－－ 10－


