
2022 年７月 1 日 F ネットです。 

--------------------------------------------------- 

【第 29 回長崎県作業療法学会のご案内】 

■テーマ：『不易流行 ～つなぐ想いと明日への挑戦～』 

■開催方法：オンライン配信 

■開催日：◎ＬＩＶＥ配信  ：令和５年２月１９日（日） 

◎オンデマンド配信：令和５年２月２０日（月）～３月１９日（日） 

■学会長：大坪 建 (和仁会病院) 

■学会長挨拶 

 昨今のコロナ禍で社会全体において生活様式の変容を余儀なくされました。その中でいつまでも変わ

らないことや変わってはいけない事、そして時代の流れに応じて変化・対応していかなければならない

ことが必要不可欠になっています。 

 今回の学会はそのような状況を踏まえ、”不易流行”をテーマに様々な講演や企画を用意しています。 

少しでも県士会員の皆様の作業療法士として、いち社会人としての知識や見分の一助になればと考えて

おります。 経験ある諸先輩方の想いをつなぎ、次世代へ伝えることを責務と考え、まずは興味を持って

もらい、多数の方にご参加して頂けることを願っております。 

演題募集のお知らせ 

日頃の成果を発表する場として共に学ぶことで、さらなる専門性の追求や後輩育成の機会としても活か

していただければ幸いです。たくさんの演題応募をお待ちしております。 

一般演題募集要項 ※一部検討または準備中。決定次第、随時更新していきます。 

1.応募資格 

1)発表者は日本作業療法士協会会員かつ長崎県作業療法士会会員に限ります．なお，2022 年度会費未納

者は応募資格がありません． 会費未納者は必ず応募前までに納入してください．非会員または会費未

納であることが判明した時点で，演題登録は取り消されますのでご注意ください． 

2)他職種の方は共同演者になることができます． 

2.応募受付期間 

2022 年 8 月 1 日（月）9 時～2022 年 8 月 31 日（水）19 時必着 

※期間の延長は行いませんので応募期限の厳守をお願いします． 

3.応募内容 

一般演題のみの募集となります． 

演題は，一演題で完結してください．ただし、共同演者についてはその限りではありません． 

4.発表形式 

・検討中。 ※決定次第、情報を更新していきます。 



5.演題の分類 

演題登録の際「身体障害」「精神障害」「発達障害」「老年期障害」「その他」のいずれかを選択してくだ

さい． 

6.投稿演題の使用権 

演題の二次使用権・許諾権は長崎県作業療法士会に帰属します． 

7.倫理的事項 

1)対象者の同意，倫理的な配慮，著作権等への配慮について，倫理的事項を遵守し，本文中に対象者の

同意についての記載が必須です． 

2)研究や事例報告の作成過程にて，個人の尊厳，人権の尊重等の倫理的配慮を十分行ってください． 

3)他の著作物を引用する際は，本文中に出典の著者と発行年数（フルネーム，西暦）を明記してくださ

い． 

4)演題登録時、発表時に利益相反の有無を述べてください. 

8.抄録原稿作成上の注意 

1)Microsoft Office Word を使用してください． 

2)制限文字数は 1,500 文字（演題名・筆頭演者名・共同演者名・所属・キーワードを含む）となります．

フォントは MS 明朝，大きさは演題名 14 ポイント，それ以外は 12 ポイントで統一してください．

尚，図表や画像の掲載はできません．県学会ホームページの抄録フォーマットを参考に作成してくだ

さい． 

3)【はじめに】または【目的】・【方法】・【結果】・【考察】などの小見出しを付けてください． 

4)文は箇条書きではなく，文章で記載してください． 

5)句読点は，全角カンマ「、」と全角ピリオド「。」に統一し，英数字は半角としてください．  

6)発表者を筆頭演者とし所属が複数ある場合は氏名の後ろに所属番号を付けてください． 

7)文字化けを防ぐために囲み文字，ローマ数字，単位記号，省略記号は使用しないでください． 

8)発表内容と抄録内容が異なることがないようにご留意ください． 

9.応募方法 

学会ホームページの一般演題募集要項内の登録フォームからご登録ください. ※ホームページ準備中 

10.査読と採否 

演題採否は査読委員の審査意見を元に委員会で決定後，応募者に通知します． 

11.スライド作成要領 

学会ホームページ上に作成上の留意点を掲載しますので，ご確認ください．※ホームページ準備中 

■お問い合わせ窓口（E-mail） :  endai.29.nagasaki.ot@gmail.com 

                         演題採択委員会 田川 良枝（和仁会病院） 

-------------------------------------------------- 

mailto:endai.29.nagasaki.ot@gmail.com


【第 24 回長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：7 月 21 日（木）17：30～19：00 ZOOM での開催（10 分前から入室できます） 

■講話：今日、あなたは「作業療法士」でしたか？ 

    長崎作業・支援技術研究会 代表 長尾哲男 

■参加費：無料 

当研究会は、学びのフィードバックのために、感想まで記入して生涯学習ポイントを 1 ポイント取得と

なります。 

申し込み後に、ZOOM の ID とパスワードを連絡致します。 

■申し込みフォーム 

https://forms.gle/X9qXQqLi4CzyzwNy8 

-------------------------------------------------- 

【第 16 回日本作業療法研究学会学術大会】 

■日時：2022 年 11 月 5 日（土），6 日（日） 

■方法：Web 開催 

■参加費：3,000 円（大学学部生・専門学校生 先着 100 名無料ご招待） 

■参加登録サイト：https://bit.ly/3GZoEee 

■参加登録期間：2022 年 6 月 1 日～10 月 29 日 

■大会ホームページ：https://bit.ly/3MlBogl 

■大会テーマ：基礎と臨床の相互トランスレーション 

■大会長：鈴木 誠 東京家政大学大学院 人間生活学総合研究科 教授 

■問い合わせ先：東京家政大学健康科学部リハビリテーション学科 jsotr2022@gmail.com 

感覚や運動の機能に基づく効果的な作業療法を展開するためには，基礎研究と臨床研究を相互に連携さ

せる必要があります．そこで，本学術大会のテーマを「基礎と臨床の相互トランスレーション」といたし

ました．多くの方のご参加をお待ちしております． 

--------------------------------------------------- 

【第 25 回作業科学学術大会の参加登録を開始いたします】 

■日時：2022 年 10 月 22 日(土)、23 日(日) 

■テーマ：『What is Well-Being？ ～作業の視点で幸福を考える～』 

■開催方式：オンデマンド配信（予定）：2022 年 10 月 1 日(土)～10 月 21 日(金) 

      （特別講演１と口述発表のみ） 

      LIVE 配信：10 月 22 日(土)、23 日(日) ZOOM による開催 

      （上記以外のすべての企画） 

 

https://forms.gle/X9qXQqLi4CzyzwNy8
https://bit.ly/3GZoEee
https://bit.ly/3MlBogl
mailto:jsotr2022@gmail.com


≪参加登録≫ 

期間：2021 年 6 月 10 日(金) ～ 10 月 20 日(木)15 時まで 

（ただし、以下の参加費での登録は、事前登録期間の 9 月 21 日までとなります） 

≪参加費（事前登録期間）≫ 

会員：4,000 円 非会員：6,000 円 学部学生：無料 

（事前登録終了後の 9 月 22 日以降は、会員：6000 円 非会員：8000 円となります） 

◆参加申し込みフォーム： 

 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02bzpf6rbcb21.html#detail 

◆学術大会 HP：https://www.os25nagano.com/ （演題登録はこちらからできます） 

≪問合わせ先≫学術大会 HP 内の「お問い合わせ」から、お願いいたします 

--------------------------------------------------- 

【第 10 回長崎県リハビリテーション栄養研究会】 

日時：令和 4 年 8 月 27 日 14 時～17 時 

開催形式：ZOOMwebinar によるオンライン開催 

参加費：無料 

定 員：500 名 

テーマ：リハ栄養新時代 ～あらゆる現場でリハ栄養を身近に～ 

特別講演：「リハ栄養の 10 年～より広く、より深く～」 

講師：藤原 大 先生 

 

申し込みは右の QR コードから   

 

その他、一般演題の発表もございます。 

--------------------------------------------------- 

【第 3 回オンラインおもちゃゼミナール「高齢者の楽しいアクティビティ・ケア入門」】 

「活動リハビリ」で意欲を引き出す仕組みづくり 

～個々の目標や夢を応援！地域の中でその人らしく豊かに生きる支援～ 

■日時：2022 年 7 月 8 日（金）19：00～20：30 zoom にて 

■座長：磯 忍（芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター） 

■講師：宮下綾子先生（介護老人保健施設 老健たいよう 作業療法士 認知症ケア専門士 アクティビ

ティ ディレクター） 

■内容：高齢者の笑顔と意欲を引き出す「アクティビティ・ケア」の実践を学び合います。 

 利用者さんの「したい」を「できる」”を支援のモットーに掲げている「老健たいよう」。デイケアでは、

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02bzpf6rbcb21.html%23detail
https://www.os25nagano.com/


お客様が自立した生活、生き活きとした活動的な生活を送ることができるよう、多職種が連携し様々な

プログラムを提供しています。 

 今回は、作業療法士の宮下綾子先生を講師にお迎えし、自立支援プログラムの一つである「一人ひとり

の目標や夢を応援する『活動リハビリ』プログラム」をご紹介します。 

 利用者さんの心が動いた瞬間を見逃さず、訓練につなげ、生活レベルへと引き寄せるプログラムの仕

組みづくりと、お客様と職員の気持ちや行動の変化をお話しいただきます。 

■定員：25 名 

■参加費：５５０円 

■申し込み：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02awgiginse21.html 

※日本作業療法士協会 生涯教育制度 基礎ポイント 1 ポイント付与対象講座 

--------------------------------------------------- 

【アクティビティ インストラクター資格認定セミナー＜オンライン＞】 

高齢者の心を動かし、笑顔と意欲を引き出す「アクティビティ・ケアの考え方」「認知症ケアの実践事例」

「コミュニケーション」を６時間で学び、「心の管理栄養士」をめざしませんか。いつからでもご受講い

ただけます。 

※日本作業療法士協会 生涯教育制度 基礎ポイント 1 ポイント付与対象講座 

■受講方法：WEB 動画視聴（４時間）後、受講期限の半年以内に 

      都合のよい日程を選んで、スクーリング（２時間）受講。 

      募集中の日程 8 月 20 日（土）10：00-12：00 

■受講料：9,900 円  

■お申込み方法：ホームページよりお手続きをお願い致します 

 https://artplaylab.jp/activity_care/instructor.html#corr_seminar 

■主催：芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター 

■後援：一般社団法人日本作業療法士協会 一般社団法人日本認知症予防学会 

■お問い合わせ：芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター 

E-mail aptc@aptycare.com   

〒165-0026 東京都中野区新井 2-12-10 電話 03-3387-5461 

--------------------------------------------------- 

【再生医療リハビリテーション講演&チェロ四重奏コンサートのお知らせ】 

1. 日時・場所： 北九州会場 2022 年 9 月 19 日（祝） 14:00～17:10 

2. 主催：Cello4 コンサート実行委員会 ＆ 臨床再生医療リハビリテーション研究会 

3. 開催名と開催時間 

1 部：14:00～15:10「中枢神経疾患に対する再生医療とリハビリテーション」 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02awgiginse21.html
https://artplaylab.jp/activity_care/instructor.html%23corr_seminar
mailto:aptc@aptycare.com


2 部：15:20～16:00「世界一のチェロアンサンブル in 福岡」 

3 部：16:10～17:10 再生医療リハビリテーションの実際（当事者デモと実習） 

4. 場所 北九州 黒崎ひびしん中ホール 北九州市八幡西区岸の浦 2-1-1 

5. 参加費 

１部・2 部・3 部あわせて 4,000 円、学生 1,000 円（1 つの部のみの参加の場合も 4,000 円になります） 

6. 講師：田邉浩文 博士（保健学）湘南医療大学大学院 保健医療学研究科教授 副研究科長 

臨床再生医療リハビリテーション研究会代表 アヴェニューセルクリニック共同研究員 

7. 内容 

【1 部】間葉系幹細胞投与後の再生医療リハビリテーションを実践し、通常のリハビリテーションとは異

なる回復幅を経験した田邉が科学的な解説を加えながら体験談をお話しします。また、再生医療と先制

医療普及後の将来のリハビ 

リテーション像についてもお話しします。 

 

【2 部】チェロ四重奏コンサート キャスト：林峰男（ベオグラード国際チェロコンクール１位）、 

宮地晴彦、玉川克、三森未來子 演目内容：パッフェルベル：カノン、シューマン：トロイメライ、ドビ

ュッシー：月の光 バッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ 第２番より『シャコンヌ』、他 

 

【3 部】再生医療リハビリテーションの実際・当事者デモンストレーションと実習 

 

8. 申込先/お問い合わせ 

rigaku111@yahoo.co.jp 宛へ、タイトル：「再生リハとチェロ福岡」または、「再生リハとチェロ北九州」 

本文に「氏名」「連絡先メールアドレス」をご記入いただき送信下さい。折返し、振込先をメールにてお

伝えします。 

※1 部または 2 部のみのご参加希望の場合はその旨ご記入ください。 

-------------------------------------------------- 

今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com 

mailto:rigaku111@yahoo.co.jp

