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第52回⽇本作業療法学会　

会場名

メイン会場
（センチュリーホール）

表
彰
式

第2会場
（レセプションホール）

第3会場
（⽩⿃ホール 北）

第4会場

15:50〜16:50(Oral)
　

　　　　　　　　脳⾎管疾患等６
  　　    OA-6-1〜OA-6-5

17:10〜18:40

　　　　　　　　　　　　　　　　　      イブニングセミナー2
　　　　　　    　　  ⽇本臨床作業療法学会

10:00〜11:00(Oral)

脳⾎管疾患等７
11:10〜12:10(Oral)

脳⾎管疾患等８
12:20〜13:20(Oral)

脳⾎管疾患等９
13:30〜14:30(Oral)

発達障害１
14:40〜15:40(Oral)

発達障害２
15:50〜16:50(Oral)

発達障害３
17:10〜18:40

イブニングセミナー3

11:10〜12:20(Oral)

　　　スペシャルセッション１
  　　          SS-1-1〜SS-1-4

12:30〜13:30(Oral)
    認知障害（⾼次脳機能
　　　　障害を含む）1
           OK-1-1〜OK-1-5

13:40〜14:40(Oral)
     認知障害（⾼次脳機能
　　　　　障害を含む）2
     　      OK-2-1〜OK-2-5

14:50〜16:00(Oral)
    　  認知障害（⾼次脳機能
　　　　　　　障害を含む）3
  　　     　　  OK-3-1〜OK-3-6

17:10〜18:40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　イブニングセミナー1
　　　　　       　　　⽇本作業療法研究学会

10:00〜11:00(Oral)

　　  　　　　　　脳⾎管疾患等１
        OA-1-1〜OA-1-5

11:10〜12:10(Oral)

　　　　　　　脳⾎管疾患等２
         OA-2-1〜OA-2-5

12:20〜13:20(Oral)

　　　　　　　　脳⾎管疾患等３
  　     OA-3-1〜OA-3-5

13:30〜14:30(Oral)

　　　　　　　脳⾎管疾患等４
 　 　   OA-4-1〜OA-4-5

14:40〜15:40(Oral)

　　　　　　　　脳⾎管疾患等５
 　　     OA-5-1〜OA-5-5

開
会
式

10:00〜11:00

　　　 学会⻑講演
　「作業療法に求められる
　　　　　　　　　       科学的根拠」

11:30〜13:00

　　　　　　　　基調講演Ⅰ
　　　　　　     　「脊髄損傷の再⽣医療」

13:20〜14:50
　　　　　　 　シンポジウム1
 「発達障害がある⼦どもと成⼈の地域⽀援
 －発達障害領域と精神障害領域の作業療法・融合の⼀歩－」

15:10〜16:40

　　　　  　   　　  　基調講演Ⅱ
 「Groundwork for increasing
 occupation-based neurological evidence」

30 30 30 30 30 30

会場別⽇程表

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

 　9⽉7⽇（⾦）　受付開始時間　9：00〜
30 30 30 30

同時通訳

1日目

1/1

（⽩⿃ホール 南）

第5会場
（224）

第6会場
（234）

第7会場
（国際会議室）

第8会場
（141+142）

第9会場
（431+432）

15:00〜16:00(Oral)

         　　　　    運動器疾患３
  　 　   OD-3-1〜OD-3-5

17:10〜18:40

                              　　　　　　　         イブニングセミナー5
　　　　    　　　  ⽇本発達系作業療法学会

10:00〜11:10(Oral)

                    　　　　　　          MTDLP１
  　　     OM-1-1〜OM-1-6

11:20〜12:20(Oral)

                       　　　　     ⾼齢期１
　    　   OJ-1-1〜OJ-1-5

12:30〜13:30(Oral)

                  　　　         ⾼齢期２
 　　     OJ-2-1〜OJ-2-5

13:40〜14:40(Oral)

         　　　　　                 ⾼齢期３
  　 　   OJ-3-1〜OJ-3-5

14:50〜15:50(Oral)

           　　　　　             ⾼齢期４
 　   　   OJ-4-1〜OJ-4-5

16:00〜17:00(Oral)

                　　　　            ⾼齢期５
   　   　OJ-5-1〜OJ-5-5

10:00〜10:50(Oral)

        　　 英語セッション１
  　　   ES1-1〜ES1-4

11:00〜11:50(Oral)

      　　英語セッション２
 　   　 ES2-1〜ES2-4

12:30〜14:30
　　　　　　　　　　　　　国際シンポジウム
      "International Cafe" ; Talk with Occupational
        　　　　　　　　             therapists from the Philippines

10:00〜11:１0(Oral)

                          　　　　　　　　 　              がん１
    　　     OF-1-1〜OF-1-6

11:20〜12:30(Oral)

                         　　　　　　　　  　              がん２
           　 OF-2-1〜OF-2-6

12:40〜13:40(Oral)
　

        　　　　    　　運動器疾患１
  　　     OD-1-1〜OD-1-5

13:50〜14:50(Oral)
　

       　　　　      運動器疾患２
  　　    OD-2-1〜OD-2-5

10:00〜11:00(Oral)

             　　　　　　                   地域１
  　      ON-1-1〜ON-1-5

11:10〜12:10(Oral)
　

                     　　　　　　      地域２
   　    ON-2-1〜ON-2-5

12:20〜13:20(Oral)

                          　　　　　　　       地域３
  　      ON-3-1〜ON-3-5

13:30〜14:30(Oral)

                      　　　　　　         地域４
  　    ON-4-1〜ON-4-5

14:40〜15:40(Oral)

                    　　　　　　　　        地域５
　　     ON-5-1〜ON-5-5

15:50〜16:50(Oral)

                  　　　　　　　　　        地域６
    　　    ON-6-1〜ON-6-5

10:00〜11:00(Oral)

　                  　　　　　  精神障害１
  　  　 OH-1-1〜OH-1-5

11:10〜12:20(Oral)

               　　　　　            精神障害２
     　     OH-2-1〜OH-2-6

12:30〜13:40(Oral)
　

　　　   　               　　　 　精神障害３
   　　      　OH-3-1〜OH-3-6

13:50〜15:00(Oral)
　

　                          　　　　　    精神障害４
   　　　     OH-4-1〜OH-4-6

15:10〜16:20(Oral)

                　　　       ⼼⼤⾎管疾患１
 　　　        OB-1-1〜OB-1-6

17:10〜18:40

                    　　　　　　　　　       イブニングセミナー4
　　　　　       　　　⽇本作業⾏動学会

             脳⾎管疾患等７
   　   OA-7-1〜OA-7-5

     　　　　  　脳⾎管疾患等８
  　　    OA-8-1〜OA-8-5

　　　　           脳⾎管疾患等９
　  　   OA-9-1〜OA-9-5

　         　　　　　　　　     発達障害１
   　 　    OI-1-1〜OI-1-5

　　    　　   　　　　　   発達障害２
   　　　   OI-2-1〜OI-2-5

　　      　 　　　　　   発達障害３
  　      OI-3-1〜OI-3-5

                                 　　　　　　　     イブニングセミナー3
　　       ⼀般社団法⼈　⽇本ハンドセラピィ学会

同時通訳

第10会場
（131+132）

第11会場
（133+134）

ポスター
（展⽰室(211＋

212））

ポスター
（イベントホール）

9：00〜12：00

　　      ポスター掲⽰

　
　
※初⽇午前中発表者は10：00まで

15:00〜16:00(Poster)

地域１
10:00〜11:00(Poster)

認知障害（⾼次脳機能
11:00〜12:00(Poster)

認知障害（⾼次脳機能
12:00〜13:00(Poster)

呼吸器疾患/基礎研究１/
13:00〜14:00(Poster)

地域１
14:00〜15:00(Poster)

地域１

15:00〜16:00(Poster)

                  　　　   精神障害１
　    　 　      PH-1F

16:00〜17:00(Poster)
　

                  　　　     精神障害１
　　 　　      　 PH-1G

10:00〜11:00(Poster)

                脳⾎管疾患等１/
     ⼼⼤⾎管疾患１/
  運動器疾患１/地域１
                                         PA-1A/PB-1A/
 　  　    PD-1A/PN-1A

11:00〜12:00(Poster)

                   脳⾎管疾患等１/
  運動器疾患１/地域１
                                        PA-1B/PD-1B/
                PN-1B

12:00〜13:00(Poster)

            脳⾎管疾患等１/
  　  運動器疾患１/
   内科疾患１/地域１
                                        PA-1C/PD-1C/
　　       PG-1C/PN-1C

13:00〜14:00(Poster)

                   脳⾎管疾患等１/
運動器疾患１/がん１/
    ⾼齢期１/地域１
                                             PA-1D/PD-1D/
        PF-1D/PJ-1D/PN-1D1

14:00〜15:00(Poster)

            脳⾎管疾患等１/
    がん１/⾼齢期１/
   援助機器１/地域１
                                             PA-1E/PF-1E/
         PJ-1E/PL-1E/PN-1E1

15:00〜16:00(Poster)

             脳⾎管疾患等１/
神経難病１/⾼齢期１/
   援助機器１/地域１
                                         PA-1F/PE-1F/
        PJ-1F/PL-1F/PN-1F1

16:00〜17:00(Poster)

                    脳⾎管疾患等１/
 神経難病１/⾼齢期１/
        援助機器１
                                  PA-1G/PE-1G/
            PJ-1G/PL-1G

10:00〜11:00(Poster)

                  　　　         発達障害１
　　 　　       　PI-1A

11:00〜12:00(Poster）

                  　　　        発達障害１
　　　  　　      PI-1B

12:00〜13:00(Poster)

              　　　　          発達障害１
　　　　　        PI-1C

13:00〜14:00(Poster)

                     　　　      MTDLP１
　　　　　       PM-1D

14:00〜15:00(Poster)

                　　　      精神障害１
　　　    　     PH-1E

10:00〜11:00(Oral)

                        神経難病１
  　       OE-1-1〜OE-1-5

11:10〜12:10(Oral)

           　　　　             　　        教育１
 　　    OR-1-1〜OR-1-5

12:20〜13:20(Oral)
　

                    　　　　　　　           教育２
      　 OR-2-1〜OR-2-5

13:30〜14:30(Oral)

             　　　　      教育３/理論
  　　    OR-3-1〜OR-3-5

14:40〜15:40(Oral)

                  　　　　　　   基礎研究１
 　　   　 OP-1-1〜OP-1-5

15:50〜16:50(Oral)

                     　　　　　  基礎研究２
 　 　     OP-2-1〜OP-2-5

ポスター
(国際会議室渡り廊下)

ポスター
(2号館3F 渡り廊下)

ポスター
（4号館3F 渡り廊下）

機器展⽰
⼤学院ブース

（イベントホール）
機器展⽰

                          　　　　　　　     地域１
                    　　　　　　               PN-1F2

10:00〜11:00(Poster)
　

        管理運営１
　　　    　     PQ-1A

11:00〜12:00(Poster)

                　　　　　　 　管理運営１
　　 　        PQ-1B

13:00〜14:00(Poster)

                        　　　　　　         教育１
　　　            PR-1D

10:00〜11:00(Poster)
　

                           　　　　　　　   教育１
　　　      　    PR-1A

11:00〜12:00(Poster)
　

                   　　　　　　             教育１
　　     　      PR-1B

14:00〜15:00(Poster)
　

                     　　　　　　        教育１
　　　           PR-1E

15:00〜16:00(Poster)

                         　　　　　　　       教育１
　　     　       PR-1F

 認知障害（⾼次脳機能
      障害を含む）1/
         基礎研究１
                              PK-1A/PP-1A

  認知障害（⾼次脳機能
     障害を含む）1/
        基礎研究１
                           PK- 1B/PP-1B

呼吸器疾患/基礎研究１/
 認知障害（⾼次脳機能
      障害を含む）1
 

                   PC-1C/PP-1C/PK-1C

                          　　　　　　     地域１
                              　　　　　　     PN-1D2

                            　　　　　　    地域１
                　　　　　　                  PN-1E2

10:00〜17:30

1/1


