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 第１回  1985年11/16・17 名古屋 愛知県勤労会館   土屋和夫 医師 労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ

 第２回  1986年11/29･30 大阪 堺市民会館   坂井和夫 医師 大阪府立身障者福祉ｾﾝﾀｰ

 第３回  1987年11/28･29 仙台 仙台市民会館   盛合徳夫 医師 東北労災病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ診療科

 第４回  1988年11/26･27 佐賀 武雄市文化会館   渡辺英夫 医師 佐賀医科大学整形外科

 第５回  1989年11/11 大阪 神戸国際会議場   浅井一郎 製作技術者 ㈱近畿義肢製作所

 第６回  1990年11/3･4 富山 富山県民会館   長尾龍郎 医師 富山県高志ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

 第７回  1991年11/16･17 東京 国立教育会館   初山泰弘 医師 国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

 第８回  1992年10/30･31 名古屋 名古屋国際会議場   松本耕治 義肢装具士 松本義肢制作所

 第９回  1993年11/5･6 神戸 神戸国際会議場   古川　宏 作業療法士 神戸大学医療技術短期大学部 「歴史を基に将来を展望する」

 第１０回  1994年11/11･12 東京 東京大学安田講堂   加倉井周一 医師 東京大学医学部附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 【１０周年記念大会】

 第１１回  1995年10/13･14 弘前 弘前文化センター   福田道隆 医師 弘前大学医学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 「義肢装具における今日的課題」

 第１２回  1996年11/15･16 大阪 大阪国際交流センター   川村次郎 医師 大阪労災病院 「２１世紀の義肢装具」

 第１３回  1997年11/23･24 東京 東京ビックサイト   三上真弘 医師 帝京大学医学部附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 　　テーマなし

 第１４回  1998年11/9･10 松山 愛媛県民文化会館   首藤  貴 医師 伊予病院 「ヒトを中心とした、義肢装具土優しさの調和」

 第１５回  1999年11/27･28 広島 広島国際会議場   吉村　理 医師 広島大学医学部 「次代を担う義肢装具」

 第１６回  2000年10/13･14 札幌 北海道厚生年金会館   石井清一 医師 札幌医科大学整形外科 「環境に適応した義肢装具」

 第１７回  2001年11/24･25 東京 東京ビックサイト   田澤泰弘 義肢装具士 （株）田沢製作所 「２１世紀における義肢装具」

 第１８回  2002年11/23･24 福岡 アクロス福岡   蜂須賀研二 医師 産業医科大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座 「義肢装具学の科学性」

 第１９回  2003年10/11･12 仙台 仙台国際センター   飛松好子 医師 東北大学大学院医学系研究科 「利用者のQOLを高める義肢装具を目指して」

 第２０回  2004年11/20･21 名古屋 名古屋国際会議場   高見健二 義肢装具士 労災ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学ｾﾝﾀｰ ｢近未来の義肢装具」

 第２１回  2005年11/19･20 静岡 グランシップ静岡   木村彰男 医師 慶応大学月ヶ瀬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 「義肢装具の新たなる展開を目指して」

 第２２回  2006年10/21・22 熊本 熊本市産業文化会館 　米満弘之 医師 熊本機能病院 「高齢社会と義肢装具」

 第２３回  2007年11/17・18 松江 くにびきメッセ   中村俊郎 義肢装具士 中村ブレース㈱ 「夢を造る」
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 第２４回  2008年11/29・30 東京 日本工学院 　水間正澄 医師 昭和大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学診療科 「“くらし”と義肢装具」

 第２５回 2009年10/31・11/1 神戸 神戸国際展示場 　陳　隆明 医師 兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院 「ハードウェアとソフトウェアの融合」

 第２６回  2010年10/23・24 川越 川越プリンスホテル 　赤居正美 医師 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院 「義肢装具におけるｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築をめざして」

 第２７回  2011年10/22・23 東京 東京ファッションビル 　山本澄子 エンジニア 国際医療福祉大学大学院福祉援助工学 「新たな社会ニーズへの対応を考える」

 第２８回  2012年11/10・11 名古屋 名古屋国際会議場 　才藤栄一 医師 藤田保険衛生大学医学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座 「システムとしての義肢装具・支援機器」

 第２９回  2013年10/26・27 佐賀 佐賀市文化会館   浅見豊子 医師 佐賀大学医学部附属病院 「義肢装具を創るということ～物、人、そしてつながりを～」

 第３０回  2014年10/18・19 岡山 岡山コンベンションセンター 　椿原彰夫 医師 川崎医科大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学教室 「継往開来～過去から未来へ～」

 第３１回  2015年11/7・8 横浜 パシフィコ横浜 　水落和也 医師 横浜市立大学附属病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 「地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける義肢・装具・支援機器」

 第３2回  2016年10/15・16 札幌 札幌コンベンションセンター 　野坂利也 義肢装具士 北海道工業大学医療工学部義肢装具学科 「義肢装具のフロンティア」

 第３３回  2017年10/8･9 東京 東京ファッションビル 　森田千晶 作業療法士
国際医療福祉大学保健医療学部作業療法
学科

「Fun and Happiness for All ～義肢装具・支援機器
で豊かな生活を～」

 第３４回  2018年11/10･11 名古屋 名古屋国際会議場 　近藤和泉 医師
国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ機能回復診療部
健康長寿支援ﾛﾎﾞｯﾄｾﾝﾀｰ

「長寿を支える義肢装具・支援機器」

 第３５回  2019年7/13･14 仙台 仙台国際センター 　島田洋一 医師 秋田大学大学院医学系研究科　整形外科
「挑戦・融合・革新 ～義肢装具のネクストステージ
～」

 第３６回  2020年10/31・11/1 東京
東京大学本郷キャンパス
（ハイブリッド開催）

　芳賀信彦 医師 東京大学医学系研究科　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 「先人に学ぶ、達人に学ぶ、科学に学ぶ」

 第３７回  2021年10/16・17 　長倉裕二 理学療法士 大阪人間科学大学　理学療法学科 「モノ・づくりとリハビリテーションのマッチング」

 第３８回  2022年10/8・9 新潟 朱鷺メッセ新潟ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 　坂井一浩 義肢装具士 人間総合科学大学　保健医療学部 「義肢・装具、支援機器のエビデンス

 第３９回  2023年10/28・29 岡山 岡山コンベンションセンター、他 　花山耕三 医師 川崎医科大学附属病院　リハビリテーション科「多職種が関わる義肢・装具」

 第４０回 2024年11/9・10 福岡 電気ビル共創館、本館 　佐伯　覚 医師 産業医科大学リハビリテーション医学講座

オンライン開催


