
 

 

第23回日本作業療法教育学術集会 
The 23rd Annual Meeting of Japanese Society of Occupational Therapy Education 

 
 
 
 

［会 期］ 2018 年 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）〜10 ⽉ 14 ⽇（⽇） 
［会 場］ 岡⼭⼤学病院（医学部医学科基礎医学講義実習棟） 
      〒700-8558 岡⼭市北区⿅⽥町 2-5-1 
［参加費］ 会 員：事前登録 5,000 円 当⽇参加 7,000 円 1 ⽇参加 4,000 円 
      ⾮会員：事前登録 7,000 円 当⽇参加 8,000 円 1 ⽇参加 5,000 円 
［主 催］ ⽇本作業療法教育研究会 
［後 援］ ⼀般社団法⼈岡⼭県作業療法⼠会／吉備国際⼤学 

 
 開催趣意 

⼤会⻑ 籔脇 健司（吉備国際⼤学） 

理学療法⼠作業療法⼠学校養成施設指定規則と指導ガイドラインの改定に向け，昨年 12
⽉に厚⽣労働省によるカリキュラム等改善検討会の報告書がまとめられました。ここでは，
国⺠の信頼と期待に応える質の⾼い作業療法⼠を養成するために，総単位数，臨床実習の在
り⽅，専任教員の要件などについて，⼤幅に⾒直されています。前回の指定規則改定以後に
⽣じた社会保障制度の変化や学⽣の主体的な学びを促す教育⽅法への転換に対応する新し
い指定規則の施⾏は，まさに作業療法教育新時代の幕開けと⾔えるものです。 

そこで今回，「作業療法教育新時代〜養成教育・臨床教育の⽅法論考究」をテーマとした
学術集会を開催します。養成教育と臨床教育，すなわち養成校教員と臨床実践者が⼀体とな
って作業療法教育の⽅法論を考究する（深く掘り下げて考えきわめる）ことで，新時代の幕
開けにそなえたいと思います。特に，これからの作業療法教育において，臨床実践者が果た
すべき役割はますます⼤きくなります。当研究会では前回の学術集会に引き続き，臨床教育
の質の向上に貢献できるよう臨床家が参加しやすいプログラムを多数企画しました。 

演題発表では，作業療法教育に関する研究を⼝述発表，またはフラッシュトーク＆ポスタ
ー発表するセッションを設け，養成校教員と臨床実践者間の議論や交流を深める機会にした
いと思います。今回は教育の⽅法論考究に資する発表をテーマ演題として採択する予定です。
多くの皆様のご参加と演題発表を⼼からお待ちしております。 

1st Announcement 



 

 

 プログラム 

10 ⽉ 13 ⽇（⼟）------------------------------------------------------------------------------ 

10：00 受付開始  

10：40〜12：00 ワールドカフェ（養成教育と臨床教育の⽅法に関するテーマを予定） 
  吉備国際⼤学 籔脇健司先⽣ 

関⻄福祉科学⼤学 酒井ひとみ先⽣ 

13：00〜13：15 開会式  

13：15〜14：15 基調講演 「作業療法教育新時代に向けた作業療法⼠のあり⽅」 
⽇本作業療法⼠協会理事・教育部⻑ 陣内⼤輔先⽣ 

14：30〜16：00 特別講演① 「リハビリテーション教育における ICT の活⽤」 
聖隷クリストファー⼤学 津森伸⼀先⽣ 

16：15〜17：15 ⼝述発表（⼀般演題・テーマ演題） 

18：00 レセプション（岡⼭⼤学病院和⾷・洋⾷レストラン） 
 
10 ⽉ 14 ⽇（⽇）------------------------------------------------------------------------------ 

9：00〜10：30 特別講演② 「臨床実習における教育法、SV・CE 育成法」 
済⽣会⼩樽病院 三﨑⼀彦先⽣ 

10：45〜12：00 フラッシュトーク＆ポスター発表 

13：00〜13：50 総 会  

14：00〜15：45 シンポジウム 「指定規則改正に向けて臨床教育の⽅法論を考える」 
藤⽥医科⼤学 鈴⽊孝治先⽣ 

横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 坂本安令先⽣ 
⽬⽩⼤学 ⼩林幸治先⽣ 

15：45〜16：00 閉会式・次回開催案内 
 

 レセプション 

会  場 岡⼭⼤学病院和⾷・洋⾷レストラン 
     http://www.sekizenkai.or.jp/food.html 
会  費 4,200 円（飲み放題）  定員：140 名 
参加⽅法 事前登録時に申し込み 
     ※定員に余裕がある場合のみ当⽇受付 
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http://www.sekizenkai.or.jp/food.html
http://www.sekizenkai.or.jp/food.html


 

 

 事前登録方法 

登録期間 2018 年 6 ⽉ 1 ⽇（⾦）〜9 ⽉ 14 ⽇（⾦） 
     ※演題発表者は全⽇参加での事前登録が必要です 
登録⽅法 インターネットによるオンライン登録（Google フォーム使⽤） 
     研究会公式ウェブサイトよりアクセス http://joted.com 
     【直接リンク】 https://goo.gl/forms/TAMcESeh7l08n51K2 
     【ＱＲコード】 右コードよりスマートフォンから登録可能 
お⽀払い 参加費，レセプション会費は，1 週間以内に PassMarket よりお⽀払い下さい 
     （クレジットカード／コンビニ決済） ※9 ⽉ 21 ⽇（⾦）までキャンセル可 

 
 会場へのアクセス 

 

 

学術集会に関するお問い合わせ 第 23 回⽇本作業療法教育学術集会事務局 
E-mail：joe23@kiui.ac.jp（学術集会専⽤アドレス） 

●JR岡山駅より 
■バス利⽤（約 10 分） 

・岡⼭駅東⼝バスターミナル 4 番乗
り場から【2H】系統の岡電バスで
「⼤学病院」構内バス停下⾞ 

・東⼝バスターミナル 3 番乗り場か
ら【22】【52】【62】系統，4 番乗り
場から【12】系統の岡電バスで「⼤
学病院⼊⼝」下⾞ 

■循環バス利⽤ 
・岡⼭駅前（ドレミの街前または⾼

島屋⼊⼝）から循環バス（めぐり
ん）で「⼤学病院⼊⼝」下⾞ 

■タクシー利⽤ 
・東⼝タクシー乗り場から約 7 分 

■路⾯電⾞利⽤ 
・岡⼭駅前電停から「清輝橋」⾏き路

⾯電⾞で約 10 分，「清輝橋」下⾞
⻄へ徒歩約 8 分 

http://joted.com/
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演題募集要項 

 

第 23 回日本作業療法教育学術集会事務局 

 

1．演題募集内容 

作業療法教育の学術的発展，教育者の資質と技能の向上に寄与する演題を募集します。発表形式は，

口述発表（7 分）かフラッシュトーク（1 分）＆ポスター発表とします。 

 

2．発表者の要件 

演者が作業療法士である場合は，共同演者も含めて本会会員であることを条件とします。非会員の方

が演題応募をする場合には，日本作業療法教育研究会（http://www.joted.com/）に入会申し込みを

行ってください。なお，演者の数は原則として 5 名までとします。 

 

3．倫理的事項 

最大限，倫理的な配慮を行って下さい。関係機関の倫理審査委員会などの承認を得た場合は，そのこ

とを記載して下さい。発表内容に倫理的な問題が含まれると判断された演題は，不採択となりますので

ご了承下さい。なお，利益相反（COI）がある場合は，本文の最後に明記して下さい。 

 

4．執筆要領 

後出の「執筆要領」にしたがって下さい。 

 

5．演題の採否 

演題の採否は本学術集会事務局において決定します。また，養成教育や臨床教育の方法論考究に資す

る発表をテーマ演題（口述）として採択する予定です。場合により，加筆，修正や発表形式の変更をお

願いすることがあります。なお，抄録が所定の枚数を超過した演題は採択しません。 

 

6．応募方法 

演題発表は E-mail でのみ受け付けます。発表希望者は，メール本文に代表者（筆頭演者）の①氏名，

②所属，③連絡先（郵便番号，住所，電話番号），④E-mail アドレス，⑤希望する発表形式（口述発表

／ポスター発表）を明記し，抄録ファイルを添付のうえ，件名を「第 23 回日本作業療法教育学術集会

演題応募」として，下記応募先までお送り下さい。 

 

7．応募先 

第 23 回日本作業療法教育学術集会演題担当：酒井ひとみ（関西福祉科学大学保健医療学部） 

E-mail: sakai@tamateyama.ac.jp 

 

8．演題募集期間 

2018 年 6 月 1 日（金）～7 月 31 日（火） 

 

9．お問い合わせ先 

第 23 回日本作業療法教育学術集会事務局 

〒716-8508 岡山県高梁市伊賀町 8 吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科 

E-mail：joe23@kiui.ac.jp（学術集会専用アドレス） 
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■■ 執筆要領 ■■ 

 

1） 原稿は全て横書きとして下さい。抄録の長さは，A4 用紙 2 枚以内とします。Microsoft Word 2007

以降（docx 形式）でファイルを作成して下さい。Word for Mac を用いる場合は，Windows 上での

確認をお願いします。 

 

2） 書式は本文のみ 2 段組みとし，余白は上下左右ともに 25mm に設定して下さい（抄録作成例参照）。

1 行の文字数は 25 文字程度で，行数は自由とします。 

 

3） フォントには MS 明朝を使用し，タイトルは 14 ポイントの太字，本文（所属・演者名，Key words

も含む）は 10.5 ポイントに指定して下さい。 

 

4） 抄録には，タイトル，所属・著者名（5 名まで），key words（3 つまで）を記載して下さい。また，

筆頭演者に○印をつけて下さい。抄録の本文は，【はじめに】，【方法】，【結果】，【考察】，【結論】等が

明らかになるように小見出しをつけて下さい。 

 

5） 図・表の数は自由としますが，全てに表題をつけて下さい。また，白黒印刷でも区別のつくできる限り

鮮明なものを使用して下さい。 

 

6） 文章表現は現代かなづかいとし，算用数字と国際単位系（SI 単位）記号を使用して下さい（例；m，cm，

mm，ml，kg，cm2 など）。 

 

7） 引用・転載にあたっては，著作権についての配慮を行って下さい。抄録中に他の著作物からの引用を行

う場合には，その出典を明記して下さい。 

 

 

 

【演題発表スケジュール】 

■口述発表■ 

10 月 13 日（土）16：15〜17：15 

■フラッシュトーク＆ポスター発表■ 

10 月 14 日（日）10：45〜12：00 

 

 

 

 

 

 【抄録作成例】 
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