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第27回視覚障害リハビリテーション研究発表大会 
プログラム 

大会１日目 ９月１４日（金曜日） 神戸国際会議場 ５階会議室５０１      

視覚障害リハビリテーション協会主催企画 視覚リハ未来への挑戦 Part３ 

総合司会：岡島 喜謙（福井県立盲学校）                  

武田 貴子（北九州市立介護実習·普及センター） 

 第一部                                                １３:００～１５:３０  

『視覚リハ自分ごとプロジェクト』 

クローズアップ 子供たちの未来 視覚障害がある子供たちの未来を考えよう 

－あなたの今の仕事で子供たちの未来に何ができるか？－ 

宿題報告者：外園 千恵（京都府立医科大学） 

松友 輝子（愛媛県立松山盲学校） 

田中 雅之（名古屋市総合リハビリテーション事業団） 

新井 千賀子（杏林アイセンター） 

グループディスカッション進行：新井 千賀子（杏林アイセンター） 

 第二部                                １６:００～１７:００  

『研究トラの巻』其の３ 現場から発信! 実験的研究のツボ 

講師：小田 浩一（東京女子大学/視覚リハ協会副会長） 

大会２日目 ９月１５日(土曜日) 神戸国際展示場 ２号館 １F北側 メイン会場    

 視覚障害リハビリテーション協会 総会                   １０:１５～１１:１５  

 開会式                                                １１:１５～１１:４５  

 口頭発表 ①                                           １１:４５～１２:４５  

座長：大倉 元宏 （成蹊大学 理工学部） 

研O-01. NEDO 福祉用具実用化開発事業 

「あらゆる状況に歩行補助できるMy地図端末機器の開発状況」 

○小菅 一彦、朝倉 純一、笠原 宏文 

研O-02. 視覚障害者の駅ホームにおけるヒヤリ把握困難の実態 

○加藤 俊和、佐木 理人、青木 慎太朗 

研O-03. 歩行訓練における立体的触地図の使用は 

先天全盲視覚障害者の空間理解を向上させる 

○豊田 航、早苗 和子、尾形 真樹、大内 進、清水 美知子 

研O-04. 視覚障害者の駅ホームからの転落事故を防止するための取り組み 
－日本歩行訓練士会として－ 

○堀内 恭子、關 宏之、山本 利和、森 一成、武内 清、土井 恵二、 

原 志治、古橋 友則、正井 隆晶、山下 紗輝、良久 万里子 
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 ポスター発表 ① 奇数番号                              １４:２０～１５:２０  

 特別プログラム ①                                     １５:２５～１５:５５  

座長：田中 雅之（名古屋市総合リハビリテーションセンター） 

[誰でもどこでも歩行訓練が受けられるようにするために] 

橋井 正喜（日本盲人会連合 常務理事） 

 特別プログラム ②         １５:５５～１８:００  

座長：岡田 弥（日本ライトハウス） 

[見えにくさを持っての移動～ローテクから最新システムまで～] 

１．歩行訓練士からの提言 

堀内 恭子（日本歩行訓練士会） 

２．バーチャルリアリティ・システムの活用 

喜多 伸一（神戸大学） 

３．白杖使用者向け音声誘導システムについて 

      田中 慧（TOA株式会社） 

４．交通制約者移動支援システムの開発 

米田 友樹（日本信号株式会社） 

５．視覚障害者用ナビの可能性 

山下 晃弘（東京工業高等専門学校） 

６．視覚障害者の立場から 

佐木 理人（視覚障害者の歩行と自由と安全を求めるブルックの会） 

 表彰式                        １８:０５～１８:２０  

 地域ブロックミーティング                             １８:２０～１９:２０  

大会２日目 ９月１５日(土曜日) 神戸国際展示場 ２号館 １F南側 サブ会場    

   ※一般来場者が入場可能となるのは１４:１０からとなります 

 交流会                                                １３:００～１４:１０  

 アマチュア落語会                                      １４:３０～１５:２０  

 ファッション＆トークショー                            １５:３０～１６:４５  

 社交ダンス                                            １７:００～１７:３０  

 機器展示                                              １３:００～１７:３０  

 飲食コーナー営業                                      １３:００～１７:３０  
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大会２日目 ９月１５日(土曜日) 神戸国際展示場 屋外                          

 タンデム自転車体験                   １４:３０～１６:００（最大１７:３０）  
※雨天の場合、１６日(日)１２:３０～１４:００に延期となります           

※１５,１６日の両日ともに、国際展示場ロビー・サブ会場内・屋外にて展示を行います 

大会２日目 ９月１５日(土曜日) アイセンター Vision Park           

 ワークショップ ① デコ白杖                             ９:００～１０:４５  

 クライミング体験 ①                                   １５:００～１６:００  

 Vision Park ツアー ①                                 １５:００～１６:００  

 クライミング体験 ②                                   １６:００～１７:００ 

 Vision Park ツアー ②                                 １６:００～１７:００  

※9月15日、16日はビジョンパークで行われる企画･イベントの事前登録者以外の入館はできません

ので、ご注意ください。 

大会３日目 ９月１６日(日曜日) 神戸国際展示場 ２号館 １F北側 メイン会場     

 ３日目開会のご挨拶                                      ９:００～  ９:１０  

 口頭発表 ②                       ９:１０～１０:１０  

座長：成戸 宏幸（神戸視力障害センター） 

研O-05. 主体的視覚リハビリテーションを目指して～文章講座の試み～ 

○石川 佳子、久保 弘司、西岡 由美子 

研O-06. 中途視覚障害者が点字を触読できることの現代的意義 

○金山 佐保 

研O-07. NPOによる地域での視覚リハ（神戸アイライト協会20年の歩み） 

○森 一成 

研O-08. 訓練修了後の就労継続支援の取り組みと課題 

○中野 真輔、福田 香絵、石川 佳世子 

 特別プログラム ③                                     １０:１５～１１:１５  

座長：原田 敦史（堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター） 

[視覚障害者の近未来] 

報告者：小寺 洋一（スクールカウンセラー） 

榊原 賢二郎（早稲田大学先端社会科学研究所） 

       鈴木 祐香（福島県保健福祉部 障がい福祉課） 

奈良 里紗（筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程障害科学専攻） 
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 ポスター発表 ② 偶数番号                              １１:２０～１２:２０  

 ランチョンセミナー                                    １２:３０～１３:３０  
座長：髙橋 政代（国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター  

         網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー  
         公益社団法人NEXT VISION 理事） 

  [自動運転－国内の状況] 

   岩貞 るみこ（モータージャーナリスト/ノンフィクション作家） 

 閉会式                                                １３:３０～           

 市民公開講座                                          １４:１０～１６:３０  

 ロービジョン研究最前線                          

座長：近藤 寛之（産業医科大学） 

１．視覚障害者の就労実態を反映した 

医療･産業･福祉連携による支援マニュアルの開発 

近藤 寛之（産業医科大学） 

２．スマートサイトによるロービジョンケア連携システム構築に関する研究 

平塚 義宗（順天堂大学） 

３．多職種協働による地域包括ロービジョンケアシステム開発に関する研究 

      鈴鴨 よしみ（東北大学） 

４．ICTを活用した寡少専門家による地域・在宅ロービジョンケア 

仲泊 聡（理化学研究所） 

 網膜再生医療の近未来～「もの」から「こと」へ                      

座長：山縣 祥隆（山縣眼科医院 院長） 

   髙橋 政代（国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター 

網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 

公益社団法人NEXT VISION 理事） 

大会３日目 ９月１６日(日曜日) 神戸国際展示場 ２号館 １F南側 サブ会場      

※一般来場者が入場可能となるのは８:３０からとなります 

 スマートサイトサミット                                  ８:１５～ ９:４５  

座長：田中 桂子（神戸アイセンター病院/橋村メンタルクリニック） 

講 話：山縣 祥隆（山縣眼科医院） 

助言者：永井 春彦（勤医協札幌病院） 

平塚 義宗（順天堂大学） 

岡島 喜謙（福井県立盲学校） 

仲泊 聡（理化学研究所） 

原田 敦史（堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター） 
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 得する寺子屋                     １０:００～１２:０５  

座長：岡田 弥（日本ライトハウス） 

１．障害年金を知ろう 

辰巳 周平（辰巳社労士事務所） 

２．ショーワリの達人～鉄と空をお得に楽しむために～ 

永井 春彦（勤医協札幌病院眼科） 

３．実践！身体を守る予防衛生 

      橋本 伸子（しらお眼科） 

４．目の病気の遺伝 

吉田 晶子（理化学研究所/神戸アイセンター病院） 

 パラスポーツ体験                                      １２:０５～１４:００  

１．ブラインドサッカー 

２．ゴールボール 

 機器展示                                                ８:３０～１４:００  

 飲食コーナー営業                                        ９:００～１４:００ 

大会３日目 ９月１６日(日曜日) アイセンター Vision Park           

 ワークショップ ② 三菱音声家電による調理体験会         ８:３０～ ９:３０  

 Vision Park ツアー ③                                ８:３０～ ９:３０  

 ワークショップ ③ 三菱音声家電による調理体験会       １０:３０～１１:３０  

 Vision Park ツアー ④                               １０:３０～１１:３０  

※9月15日、16日はビジョンパークで行われる企画･イベントの事前登録者以外の入館はできません

ので、ご注意ください。 


