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学術大会 1 日目 

  

A 会場 

ウェビナー 

B 会場 

大規模 M 

C 会場 

大規模 M 

D 会場 

大規模 M 

9:00 

受付 
  

   
  

  

9:30 大会長基調講演               

  講師 佐竹 將宏                

  司会 中田 隆文                

10:00 

開会式  

               

              

                

 10:30                       

10:40 特別講演 1               

  これからの 

栄養・嚥下理学療法 

                  

                    

  
講師 吉田 剛 

司会 佐竹 將宏 

                  

  
 

                

          

11:40 表彰式・次期大会長挨拶          

11:50            

12:00 企業共催セミナー 口述 1 口述 2 口述 3 

   (酒井医療株式会社) 神経 基礎 栄養（内部障害 運動器 神経） 運動器 基礎 

  圧力波治療器のエネルギー       

  特性と臨床での適用 座長 村上 賢一  座長 佐藤 友則 座長 関 公輔 

  講師 阿久根 敏士           

  司会 齊藤 明               

13:00                       

13:10 セミナー1(教育・管理領域) Skill labo 1 口述 4 口述 5 

  未来を自ら切り開く理学療法士        整形外科疾患  神経 基礎 内部障害 

  のキャリア・デザイン戦略      

  
講師 細川 寛将 

司会 岩倉 正浩 

演者 瀬戸 新 座長 柴 喜崇   座長 竹内 雅史 

    司会 木下 和勇             

        

 14:10                       

14:20 セミナー2(神経系領域) 口述 6 口述 7 口述 8(症例報告) 

  すくみ足の病態理解と 教育・管理 生活環境支援 運動器 神経 生活支援 

  実践アプローチ       

  
講師 奥埜 博之 

司会 髙見 彰淑 

座長 高橋 純平 座長 篠原 博 座長 新岡 大和 

        

        

15:20                       

15:30 特別講演 2 
 

                

  リハビリテーション栄養と

栄養理学療法 

                      

                    

                      

  講師 若林 秀隆                   

  司会 菅原 慶勇                   

            

            

17:00                       
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学術大会２日目 

  

A 会場 

ウェビナー 

B 会場 

大規模 M 

C 会場 

大規模 M 

D 会場 

大規模 M 

8:30 

受付    

  

9:00 教育講演 口述 9 口述 10 口述 11 

   難治性鼠径部痛の診断と 

リハビリテーションのポイント 

基礎 教育管理 基礎 神経 内部障害 

        

  
講師 仁賀 定雄 

司会 畠山 和利 

座長 鈴木 博人  座長 牧野 美里 座長 森下 慎一郎 

        

        

10:00                       

10:10 特別講演３  Skill labo 2 口述 12 口述 13 

   スポーツ栄養と 

これからの理学療法 

内部障害 神経 運動器 

       

  
講師 大野 智子 

司会 籾山 日出樹 

演者 川越 厚良 座長 坪井 宏幸 座長 齋門 良紀 

   司会 加賀屋 勇気     

         

11:10                       

11:20 セミナー3(内部障害領域) 口述 14 口述 15 口述 16(症例報告) 

  誤嚥性肺炎に対する 物理療法 基礎 運動器 神経系 

   理学療法介入と多職種連携       

  
講師 沖 侑大郎 

司会 川越 厚良 

座長 鈴木 栄三郎 座長 黒木 薫 座長 菊地 和人 

        

        

12:20                     

12:30 東北ブロック協議会 Skill labo 3 口述 17 口述 18 

   教育研究部主催研修会 脳卒中 生活環境支援 内部障害 生活環境支援 運動器 

   学術大会応募演題の審査 
演者 小原 孝裕 

演者 伊藤 優也 

司会 福原 隆志 

    

  ～抄録査読とコメントの勘所～ 座長 赤塚 清矢 座長 斎藤 功 

  講師 小林 武             

   司会 川上 真吾     
13:30          
13:40 

閉会式 

     
      

 14:00                       
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