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テ ー マ：“つなぐ” 

会   期：2023 年 5 月 27（土）・28 日（日） 

開催形式：ハイフレックス形式での開催を予定 

  会   場：弘前医療福祉大学 

〒036-8102 青森県弘前市小比内 3-18-1 

TEL：0172-27-1001 

W  E  B：Zoom を活用した同時配信 



第 34 回青森県作業療法学会開催にあたって 

第 34 回青森県作業療法学会  学会長  佐藤 彰博 

2019年の終わりに発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は瞬く間に世界中に拡大し、私達

の生活を一変させました。青森県においても行動制限が求められ、3 つの密の防止・マスク着用・手指

アルコール消毒は日常となりました。学会もオンライン開催となって会員同士の交流、同僚や友人との

会食もなくなりました。その結果、もたらされたものは、人と人などをはじめ様々な関係が希薄になっ

たことではないでしょうか。 

そこで、学会テーマは希薄になった関係を修復したり、新たな関係を構築したりする目的で“つなぐ”

としました。教育講演は「HANDS therapy―脳卒中片麻痺上肢の新しい治療戦略」の執筆者であり、日本

ハンドセラピィ学会理事でもある慶應義塾大学病院の阿部薫 OTR にご講演いただきます。さらに、“つ

なぐ”をテーマとした 4つのミニ・シンポジウムと学会長講演を予定しています。 

最後に，今回の学会は対面とオンラインによるハイフレックス学会として開催します。感染状況にも

よりますが、弘前でお会いできることを楽しみにしています。 

Ⅰ.学会日程（2023 年 5 月 27・28 日） 

 5 月 27 日（土）               5 月 28 日（日） 

  13:00～14:00  受 付            8:30～ 9:00  受 付 

  14:00～14:10  開会式            9:00～10:30  教育講演 

  14:15～15:15  学会長講演         10:40～11:40  一般演題① 

  15:30～17:00  ミニシンポジウム      11:50～12:50  一般演題② 

    17:15～18:15  新入会オリエンテーション  12:55～13:10  閉会式 

受付、一般演題の時間に関しましては変更になる可能性がございます。 

あらかじめご了承下さい。 

Ⅱ.学会案内 

 ＜学会長講演＞   5 月 27 日（土）14:15～15:15 

  テーマ：  クリニカル・クエスチョンと研究を“つなぐ” リサーチ・クエスチョン 

～私のリサーチ・クエスチョンからの研究展開～（仮） 

  講 師：  佐藤 彰博  （弘前医療福祉大学） 

  座 長：  西村 信哉  （弘前大学医学部附属病院） 

  ＜ミニ・シンポジウム＞   5 月 27 日（土）15:30～17:00 

テーマ：・認知症者と地域を“つなぐ”～認知症バリアフリー社会実現に向けて OT ができること～ 

    ・当事者の想いとセラピストの思いを“つなぐ”  

～当事者にとって有益な精神科作業療法とは？～ 

・障がい者の就労 あの事故から 15 年、社会復帰による価値観の変化 

～作業療法が“つなぐ”頚髄損傷者の未来～ 

・施設と施設を“つなぐ”取り組みの紹介 

＜教育講演＞   5 月 28 日（日）9:00～10:30 

テーマ：  中枢と末梢を“つなぐ”学習～手の機能獲得に向けて～（仮） 



  講 師：  阿部 薫氏  （慶應義塾大学病院） 

  座 長：  佐藤 彰博  （弘前医療福祉大学） 

 ＜一般演題＞   5 月 28 日（日）10:40～12:50 

Ⅲ.学会参加費及び参加申込みについて 

1． 学会参加費 

会員 4,000 円   非会員（他県士会） 5,000 円   他職種・一般・学生 1,000 円  

※ 青森県内に勤務する作業療法士で非会員の方は、一般社団法人青森県作業療法士会員にならな 

いと学会参加はできません。 

2． 参加申し込み 

参加の申し込みは web 登録のみとします。学会参加費は、事前に振り込みでお支払頂くこととなり

ます。申込用 URL および振込先は後日お知らせいたします。参加費は期日までにお振込みいただ

きますようご協力をお願い致します。 

Ⅳ.演題募集要項 

優秀な発表に対して学会長賞を授与します。多くの演題登録をお待ちしております。 

1． 応募資格 

一般社団法人青森県作業療法士会員（正会員、賛助会員）に限ります。 

2． 演題の応募方法 

第 34 回青森県作業療法学会へ演題を申し込む場合は、以下の手順でお願い致します。 

1） 演題の申し込み 

2022 年 12 月 23 日（金）正午までに以下 URL または QR コードからアクセスし

申し込みして下さい。生涯教育制度現職者共通研修「事例報告」に読み替えの場

合は、シングルケースに限ります。 

【URL】https://forms.gle/UhSUT8Z1ciN6UwTb9 

2） 抄録の送付 

演題の申し込みが済みましたら、演題の抄録を以下の抄録作成手順に従い作成し、

以下 URL または QR コードから抄録を送付して下さい。抄録を送付するために

は Google アカウントにログインしていることが必要となります。抄録の締切り

は 2023 年 1 月 27 日（金）正午までとします。抄録を受領した時点で折り返しそ

の旨のご連絡を致します。抄録受領の連絡が 1 週間経っても無い場合は、応募先

にご一報下さい。 

【URL】https://forms.gle/55uou5geTBzezybNA 

3． 抄録作成手順 

県士会ホームページの「本会主催学会・研修会」→「令和 5 年度青森県作業療法学会・研修会」→ 

「第 34 回青森県作業療法学会」の演題登録用フォームを必ずダウンロードし、次の手順に従って

抄録を作成して下さい。なお、項目は削除または追加しないでください。 

1） 演題名は文字サイズ 12 ポイントとして下さい。必要に応じて副題（11 ポイント）を記載しても構

いません。記載の方法は、演題登録用フォームを参考に入力してください。 

2） 演題名、所属施設名、演者名、本文の順に記載し、それぞれ一行あけて下さい。尚、演者を筆頭と



し、氏名の前に○印を付けて下さい。会員以外の共同演者が含まれる場合は氏名の後に（ ）付け

で職種を記載して下さい。共同演者数は規定しません。また、所属施設名以下は MS 明朝 10.5P（英

数字は半角で Century10.5P）、2 段組、23 字×45 行で作成して下さい。 

3） 演題名、所属施設名、演者名（共同演者名含む）、本文、図表・写真、改行スペースなども含めて全

角 2,000 字以内として下さい。なお、図表・写真は白黒印刷となります。 

4） 引用文献があるときは必ず出典を明記して下さい。図表・写真を引用する場合も著作権に留意して

下さい。また、個人情報の取り扱いやインフォームド・コンセントなど、必ず十分な倫理的配慮を

行なって下さい。 

5） 図表、写真については、数やサイズを特に規定しませんが、演題名、所属施設名、演者名、本文も

含めて A4 版用紙１ページ枠内に収めるよう原稿に貼り付け、体裁を整えてください。 

4． 演題の採否に関すること 

演題の採否決定は、学会内の演題採択委員会と学会長が協議の上審査します。採否の結果について

は後日ご連絡致します。 

5． 演題募集要項に関する問合せ先 

〒036-8102 青森県弘前市小比内 3-18-1  Tel：0172-27-1001 Fax：0172-27-1023 

弘前医療福祉大学 作業療法学専攻 柏崎勉 まで 

E-mail：kashiwazakit@jyoto-gakuen.ac.jp 

件名に「第 34 回 OT 学会」と記載して下さい。本文には所属と氏名を必ず記載してください。 

6． 発表形式 

1） Microsoft Power Point（2013Ver.以上）による口述発表のみとなります。 

2） 演題採否のご連絡をする際に、演題発表者に Power Point 原稿作成上の留意点および発表時間をお

知らせ致します。 

Ⅴ.宿泊について 

各自でお申し込みをお願い致します。 

Ⅵ.交通案内 

【電車でお越しの場合】 

・JR弘前駅城東口からタクシーで約 10分 

・JR弘前駅から弘南鉄道弘南線二つめの駅「運動公園前」下車徒歩 3分 

【バスでお越しの場合】 

・弘南バス：城東-安原線「弘前駅城東口]から「医療福祉大学前」下車で徒歩 3分 

【自動車でお越しの場合】 

・東北自動車道大鰐・弘前 IC から弘前方面へ約 20 分。東北自動車道黒石 IC から弘前方面へ約 20 分。

駐車場（無料）約 350台。 

Ⅶ.学会参加 問い合わせ先 

〒036-8563 青森県弘前市本町 53 番地 弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部 

第 34 回青森県作業療法学会 実行委員長 西村 信哉 

Tel：0172-39-5318（FAX 兼用)  E-mail：s-nishi@hirosaki-u.ac.jp  


