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謹啓 仲秋の候 貴会におかれましては、益々ご清祥 のこととお慶び申し上げます。
さて標記望鍾菫盤塾二佐量 を WEBに て開催する運び となりました。令和 3年 2月 20日 (■ )・ 21日
(日 )の 2日 間、佐賀県を起点に全国へ発信すべ く、準備委員一同張 り切 って準備を進めているところ
です。
今回大変お忙 しい中、ご無理を申し上げ恐縮に存 じますが、貴会会員への広報をお願い したく、ニ ラ.シ
墨ユェ墜重國聾撻璽ヨ を同封 しております。何卒 ご高配を賜 りますよう宜しくお願 い申し上げます。
最後 にな りま したが、貴職 の益々のご活躍をお祈 りし、お願 いに代えさせていただ きます。
謹言

※チラシおよび演題募集要項については、日本地域作業療法研究会 のホームペ ー ジよりPDFに てダウン
ロー ドできます。貴士会 の HP等 にデー タで使用する際は、お手数 ですが、ダウンロー ドして頂ければ幸
いです。
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第 26回 学術集会 in佐 賀
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全 国地域作業療法研究大会
第 26回 学術集 会 in佐 賀
学 会 2週 間前 から参加者には講演を
YouTubeに て 限定配信
『地域07嗜 誦吉』 〜1岨]Bで 3密 こんなに使えるOT〜

!

大会長 山口 洋一

第 1日

2月 20日

〕2:30
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開会式
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挨拶 :山 口 洋一 (大 会長)/川 本 愛 ―郎 (会 長)

古田障中申
r地 域における高次脳機能障害をもつ方への支援 」
講師 :野 々垣 睦美 氏 (ク ラフハウス すてつぶなな)

15:00

■贖 1
r自 動車運転という作業に対する支援〜地域での運転支援の取り組み〜」
講師 :末 綱 隆史 氏(井 野辺病院)
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演題発表 (指 定 ):口 述発表
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日本地域作業療法研究会総会
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Zoom懇 親会 (地 域作業療法情報 交換会
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2月 21日
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一般演題発表
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●演2
『 子どもの青ちを見守る地域づくり」
講師:岸 良至 氏 (― 一
般社団法人 わ・Wa・ わ)

lli15

一般演題発表

特劇●演
rひ きこもり支援の現状と課題 〜アウトリーチでの対応 〜』
講師 :谷 口 仁史 氏
・サポート
・フェイス
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(認 定特
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閉会式

【参 加 費 】会員
非会員

lL朧
学生

挨拶 :山 口 洋一 (大 会長)/宮 本 香織 (次 期大会長)

2,000円
3,000円
3,000円
1,000円
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【参 加 申 込 】もしくは、以下QRコ ー ドからお申し込みください
̀巫
̀し

̀101:msgL:≧ ̀ELiE2xlュ

※参加費の振込先は申込Formに てご確認 下さい。

■参加者
本OT協 会 生涯教育制度2ポ イント取得
十演露発表者は
̀=日 ,さ らに1ポ イント取得 また,認 定OT更 新要件の「実践報告」にカウント

学術集会に関する問い合わせ先 :(大 会事務局 chiki.ot.26th.saga@gm譴 1.com)
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日本地域作業療法研究会 http://www.chiikiot.net/
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演題募集要項
1.演 題応募資格
日本地域作業療法研究会会員かつ第 26回 学術集会参加者に限 ります。

2.発 表形式及 び発表時間
・【
指定演題】 :コ ロナ禍での OTの 知恵 (■ 夫)」 に関 した演題
発表形式は Miαomt PowerPontを 使用 した Zoomで の Hヽ「E発 表 (口 述発表)と な ります。発表時間は
7分 以内、質疑応答は 3分 以内 とします.
・【 般演題 】Ooo」 eド ライプ内でのポスター発表 (口 頭での発表は ございません)と します。公開期間は 2月
15日 (月 )〜 学術集会終了時まで とし、参加者か らコメン ト機能にて 2月 20日 (■ )17時 まで質問を受け付
けます.演 者は 2月 20日 (■ )ま でには ロ グイン ̲質 問への回答をお願 い します.

3.応 募方法
・以 下の Google Formか ら申請をお願いします.必 要項目は①メールア ドレス.② 演題種目.③ 演題名.C発 表
者氏名、⑤発表者所属施設、⑥連絡先電話番号となりtす 。演題登録を行 う前に必ず参加中し込み Formよ り
参加登録を行い、入金を済ませた後に演題登録を行 うようお願 い致 します。入金確認後、登録頂いたア ドレス
にご連絡致します.入 金後、5日 以内にメールが届かない場合、事務局までお ,い 合わせください
2o2o生 lLД 30巳 0主主工に演題登録申請フォームより送信 してください。
演題 登録 申込 URL:https:″ lL三 藝S.g19∠ 12里 :Y』 Zllも と
∠
Lf」 ｀
■口｀La
・演題登録申請後、次項に沿って抄録原稿を作成し、
)生 12』」ュ■ ̲ D』 笙空に
"以
下記の大会事務局宛てにデータにて送信 してください (所 属 と氏名を記戦の上)。
i・

4.抄 録原稿作成要領
1)抄 録原稿 は、Micr()8o几 wordを 用 いて作成 して くだ さい。
2)演 題 名は 16ポ イ ン ト程度 .所 属・ 氏名・ 本文 は 10ポ イ ン トの MS明 朝 で入 力 し
図表 を含 めて A4用 紙 1枚 に収めて くだ さい.(余 自 :L下 左 右各 20mm)
3)発 表者氏名 の前 に(D印 をつ けて くだ さい
4)本 文は、 目的 ・ 方法・ 結 果・ 考察 な どの小見出 しをつ けて くだ さい。
5)図 表は鮮 明 な ものに限 ります。
.

6.発 表用スライ ド、ポスグ‐デー タ作成要領及び作成、提出締切
・【
指定演題】スライ ドデー タは、MiCЮ 30■ POW"POint2013以 降で作成 してください。枚数に制限はございま
せんが、発表時間を考慮 して作成 してください。動画の使用は禁上 します。発表当日は演者をZ∞ mに て共同
ホス トに設定致 します (通 信が良好な環境 にて PCで の参加をお願いします)。 各自スライ ドを準備頂き、画面
共有にて操作を行 って頂きます。2021年 2月 6日 (■ )〜 2月 7日 (日 )に て座長およびスタンフと事前確
認を行いますので、2』 6L
D̲ま でに作成をお願 いします。詳細な日時は後 日担当者から連絡致 します。
なお.操 作に不安がある方は大会本部からのスライ ド配信も可能です。事前打ち合わせの際にご相談下さい。
・【
一般演題I Mia080■ POWerPOmt(ス ライ ドサイ ズ 16:9)横 長 1枚 もので作成 し.PDF形 式にて提出して
下さい。デザインはF.5い ませんが、タイ トル、所属、名前については必ず記載するようにしてください。ポス
ター は 2)21年 2月 5 日 (金 )ま で に大会事務局 まで電子 メールでお送 りくだ さい。

6.演 題採否
・応 募 された演題 の採 否は .大 会長が決定 します.採 否結果は .2021年 1月 上旬に電子 メー ルにて通知 tま す
・ 採択 された演題 の取 り消 しは出来 ません.
F.:合
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