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学会日程表

7月26日（金）
A会場［ 飛翔の間 I・II ］ B会場［ 飛翔の間 V・VI ］ C会場［ 光琳の間 ］

8：55 開会挨拶（鈴木 明文）
9:00

9：00 特別講演 SL1
『本学会の⾜跡 1：⽇本意識障害学会の⽣い⽴ち』
　　　座長：鈴木 明文  演者：神野 哲夫9：30

9：00 開会挨拶（桜田 則子）
9：05 一般演題 B1

『社会からの⽀援』
座長：松井 英俊9：409：30 9：30

一般演題 A1
『脳内クロストーク』

座長：上田 孝

9：40 一般演題 B2
『チーム医療・多職種連携』

座長：岩瀬 正顕10：15

救急隊セミナー
［ 光琳の間 I ］
司会：師井 淳太

9：30～10：30
『我が国の救急医療』

講師：奥寺 敬
10：30～11：30
『我が国の災害医療』

講師：近藤 久禎

10:00

10：1510：30
10：30 シンポジウム SY1

『多職種連携－在宅医療に向けて』
座長：中村 博彦・石山 光枝・桜田 則子

演者：紙屋 克子・大石 明宣・
　　 市原 利晃・千葉 利昭

一般演題 A2
『病態とイメージング』

座長：田宮 隆

11:00

11：30
11：40

11：50

12:00
12：00    ランチョンセミナー LS1
『ラジカットは急性期⾎⾏再建における

ベストパートナーとなりうるか』
座長：藤原 悟　　演者：鈴木 倫保
共催：田辺三菱製薬株式会社13：00

12：00   ランチョンセミナー LS2
『⾒逃され易い軽度の意識障害と

その対応』
座長：波出石 弘　　演者：長田 乾

共催：第一三共株式会社13：00
13:00

13：00 13：00 一般演題 B3
『脳神経外科看護 1』

座長：長嶺 義秀13：40

13：00
一般演題 A3  

『救急医療・災害医療』
座長：藤木 稔

ACECコース

［ 光琳の間 II ］

13：40 一般演題 B4
『脳神経外科看護 2』
座長：佐々木 耕子14：20

14：00
14:00

14：00 シンポジウム SY2
『意識障害患者への災害時の対応 

－解決した課題』
  座長：大熊 洋揮・鈴木 明文
  演者：近藤 久禎・清野 洋一15：00

14：20
一般演題 B5

『脳神経外科看護 3』
座長：佐々木 美和子

15：1015:00
15：00

シンポジウム SY3
『医療・介護ロボットの進歩』

座長：近藤 和泉

演者：近藤 和泉・和田 太・才藤 栄一

15：10
一般演題 B6

『脳神経外科看護 4』
座長：中村 令子

16：0016:00
16：00

一般演題 B7
『脳神経外科看護 5』

座長：渡邉 知子
16：50

16：30
16：30 教育講演 TL1 

『意識障害の評価スケール』
            座長：重森 稔   演者：太田 富雄17：00 16：50 一般演題 B8

『救急医療・合併症』
座長：佐藤 聖子17：30

17：00
17:00

17：00
特別シンポジウム SS1

『慢性期軽度意識障害の評価スケール』
座長：松居 徹・高橋 弘

演者：松居 徹・東海林 幹夫・
　　太田 富雄・篠田 淳・

　　　 日高 紀久江・大沢 愛子

『総合討論』
18：45

  

17：30 一般演題 B9
『リハビリテーション 1』

座長：平澤 昭子18：1018:00

18：10 一般演題 B10
『リハビリテーション 2』

座長：塩貝 敏之18：45 19：00        会員懇親会
         ［ 光琳の間 I・II ］21：00
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学会日程表

7月27日（土）
A会場［ 飛翔の間 I・II ］ B会場［ 飛翔の間 V・VI ］ C会場［ 光琳の間 ］

8:00

8：30 秋田の意識障害 SS2
座長：森田 功2
演者：佐々木 正弘9：15

8：30 8：30

一般演題 B11
『リハビリテーション 3』
座長：竹内 栄一・三國谷 恵美子

PNLSコース

［ 光琳の間 II ］
［ 牡丹の間 ］

9:00

9：15

一般演題 A4
『新しい試み・治療の成果』

座長：上田 守三

9：50
9：50 一般演題 B12
   『栄養管理NST』 座長：松月 みどり10：15

10:00

10：15 一般演題 B13  
『摂⾷・嚥下、⼝腔ケア 1』

座長：藤井 博英10：55

10：30
10：30 教育講演 TL2
『意識障害の⼿術療法：⻑期経過からみた効果と⼿術適応』
          座長：難波 宏樹　演者：山本 隆充11：00 10：55

一般演題 B14
『摂⾷・嚥下、⼝腔ケア 2』

座長：水成 隆之
11：45

11:00
11：00 教育講演 TL3
『⾳楽運動療法による意識障害治療の⾜跡』
      　座長：大平 貴之　演者：野田 燎11：30

11：30 特別講演 SL2
『本学会の⾜跡 2 （今後の展望）』

            座長：鈴木 明文　演者：加藤 庸子12：0012:00
12：00  ランチョンセミナー LS3
『脳波で意識障害を診断・治療する
〜⾮けいれん性てんかん重積の診断・治療〜』
座長：中里 信和　　演者：久保田 有一

共催：大塚製薬株式会社13：00

12：00  ランチョンセミナー LS4
『脳腫瘍における意識障害について』
座長：大熊 洋揮　　演者：浅野 研一郎
共催：伊藤メデックス株式会社・

株式会社パイオラックスメディカルデバイス・
京セラメディカル株式会社13：00

12：30

13:00
13：00  次期会⻑挨拶（中村 博彦）

    閉会挨拶（鈴木 明文）

14:00

15:00

16:00

17:00


