第 48 回 日本交通科学協議会総会・学術講演会
６月２１日（木）
６月２１日（木）

６月２０日（水）
６月２０日（水）
9:30 9:30

６月２２日（金）

６月２２日（金）

会場：日本自動車研究所
講堂
会場：日本自動車研究所 講堂
9:30～9:35
9:30～9:35 開会式
開会式
9:40～11:10
（6テーマ）
9:40～11:10 一般演題Ｇ１
一般演題Ｇ１ （6テーマ）
道路ユーザ特性・支援技術
道路ユーザ特性・支援技術
座長：吉村
耕司
座長：吉村 健志，三上
健志，三上 耕司

10:00 10:00

開催スケジュール
会場：日本自動車研究所
講堂
会場：日本自動車研究所 講堂

9:30～11:00一般演題Ｇ２
一般演題Ｇ２
（6テーマ）
9:30～11:00
（6テーマ）
事故分析
事故分析
座長：槇徹雄，齋藤
徹雄，齋藤
座長：槇
大蔵大蔵

11:00 11:00
11:10～12:10
（4テーマ）
11:10～12:10一般演題Ｇ３
一般演題Ｇ３
（4テーマ）
11:20～12:10 基調講演
基調講演
11:20～12:10
交通安全対策
交通安全対策
座長：小野 古志郎
古志郎
座長：小野
座長：三林
座長：三林洋介
洋介
「医工連携のイノベーション －世界と闘える態勢の
「医工連携のイノベーション
－世界と闘える態
構築へ向けて－」
勢の構築へ向けて－」
講師：益子 邦洋
邦洋
講師：益子

12:00 12:00

13:00

12:15～13:00 ランチョンセミナー１
ランチョンセミナー１
12:15～13:00
座長：小井土 雄一
座長：小井土
雄一
「交通外傷と止血法」
「交通外傷と止血法」
講師：山口 芳裕
講師：山口 芳裕

13:00

12:20～13:10
12:20～13:10ランチョンセミナー２
ランチョンセミナー２
座長：三宅 康史
座長：三宅 康史
「自動車にまつわる救命救急医療」
「自動車にまつわる救命救急医療」
講師：鶴田 良介

講師：鶴田 良介

オプショナルツアー（要事前申込み）

13:10～13:40 特別講演１
13:10～13:40
座長：大久保 特別講演１
堯夫
13:20 つくばサイエンス・インフォメーション座長：大久保
堯夫
「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全
13:20センター集合
つくばサイエンス・インフォメーショ 「交通事故のない社会を目指した今後の車両安
対策のあり方について－医工連携－」
ンセンター集合
全対策のあり方について－医工連携－」
講師：板崎 龍介
13:30～14:30 講演
講師：板崎 龍介
13:30～14:30
つくば市： 講演
13:45～16:00 パネルディスカッション１
つくば市：
「ロボット特区実証実験の取り組み状況」
13:45～16:00
パネルディスカッション１
14:00
座長：大友 康裕，岡部
友三朗
「ロボット特区実証実験の取り組み状況」
JARI：
康裕，岡部 友三朗
「救命率向上のための医工連携事故例調査研究の
14:00 JARI：「生活支援ロボットの安全検証のための取組座長：大友
あり方を考える」
「救命率向上のための医工連携事故例調査研
み」
「生活支援ロボットの安全検証のための

オプショナルツアー（要事前申込み）

13:20～14:30 一般演題Ｇ４ （4テーマ）
13:20～14:30 一般演題Ｇ４ （4テーマ）
人体モデル・解析・試験法
人体モデル・解析・試験法
座長：田久保
宣晃

座長：田久保 宣晃

究のあり方を考える」
場所：つくばサイエンス・インフォメーションセ
取組み」
ンター(ノバホール内）
場所：つくばサイエンス・インフォメーショ
ンセンター(ノバホール内）
14:30～16:30 見学

14:40～15:20 特別講演３
座長：横田
裕行 特別講演３
14:40～15:20
「東日本大震災時の当院の対応：被災地の災害
座長：横田 裕行
拠点病院の実情」
「東日本大震災時の当院の対応：被災地の災
講師：篠原 一彰

「ロボット特区実証実験」
14:30～16:30
見学
15:00 場所：つくばサイエンス・インフォメーションセ
「ロボット特区実証実験」
ンター周辺(雨天要調整)
15:00 場所：つくばサイエンス・インフォメーショ
・セグウェイ試乗
ンセンター周辺(雨天要調整)
・日立，産総研などの実験機器見学など
・セグウェイ試乗
・日立，産総研などの実験機器見学など

害拠点病院の実情」

16:00
16:05～16:45 イブニングセミナー(特別講演２）

16:00

講師：篠原 一彰
15:30～17:30
パネルディスカッション２
座長：坂本 哲也，宮崎 祐介
15:30～17:30 パネルディスカッション２
「交通外傷メカニズム解明のための医療画像の活
座長：坂本 哲也，宮崎 祐介
用と今後の方向性」

「交通外傷メカニズム解明のための医療画像
座長：小野 純一
16:05～16:45
イブニングセミナー(特別講演２）
「疾病管理と自動車運転
-交通事故死傷者低減に の活用と今後の方向性」
座長：小野
純一
向けた新たなアプローチ-」
「疾病管理と自動車運転
-交通事故死傷者低
講師：一杉 正仁
減に向けた新たなアプローチ-」
16:45～17:45 総会
講師：一杉 正仁

17:00

16:45～17:45 総会

17:00
17:30～19:30 理事会・評議員会
場所：日本自動車研究所 205会議室

17:30～ 閉会式
17:45～18:15 移動

18:00
17:30～19:30 理事会・評議員会

17:45～18:15 移動

19:00

18:30～20:30
意見交換会
場所：樓外樓（つくば駅徒歩２分）
18:30～20:30
※当日は会場からマイクロバスで移動

18:00

19:00 20:00
20:30

20:00
20:30

17:30～ 閉会式

場所：日本自動車研究所 205会議室

意見交換会
場所：樓外樓（つくば駅徒歩２分）
※当日は会場からマイクロバスで移動
＜企業展示＞
場所：日本自動車研究所 講堂前

＜企業展示＞
＜送迎＞
場所：日本自動車研究所
講堂前

参加者社数：2社

参加者社数：2社

学術講演会の期間中（6/21・22）は，「研究学園駅」～「（一財）日本自動車研究所講堂前」の間でマイク
ロバス（臨時）の運行を予定しております。
○9時～10時、17時～18時：10分間隔で運行 ○その他： 1時間の間隔で運行
＜送迎＞

学術講演会の期間中（6/21・22）は，「研究学園駅」～「（一財）日本自動車研究所講堂前」の間
でマイクロバス（臨時）の運行を予定しております。
○9時～10時、17時～18時：10分間隔で運行 ○その他： 1時間の間隔で運行
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