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第 35 回 大阪府作業療法学会開催のご案内 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、全国の作業療法士の皆様に、第 35 回 大阪府作業療法学会（テーマ：新しい OT 様式～これか

らの生活をデザインする作業療法～）のご案内を申し上げます。今年度の本学会は、新型コロナウィルス

影響により、オンライン形式にて開催することとなりました。オンライン形式の利点を利用して、ちょっと背伸

びをして国際シンポジウムも企画してみました。是非ともご視聴・ご参加いただき、意見交換ができればと

思います。全国どこからでもオンライン学会の視聴が可能となりますので、広く、多くの方々にご参加いただ

きたいと存じます。この時代のオンラインの利点を活用して、これまで以上に他都道府県の作業療法士の

方々との交流ができれば幸甚です。 

今回、本状とともに「大会期間中の配信スケジュール・チェックシート」と「当日のタイムスケジュール」を

添付いたします。各都道府県会員の皆様へのご周知をお願い申し上げます。尚、チェックシートは配信見

逃し防止のための予定立てや視聴記録としてご活用していただければ幸いです。 

ご多忙中大変恐縮でございますが、会員の皆様に情報提供いただけましたら幸甚でございます。 

略儀ながら書中をもってご案内申し上げます 

 

記 

 

【第 35 回大阪府作業療法学会 オンライン学会 開催概要】 

＊学会期間 ＬＩＶＥ配信       ：2021 年 12 月 4 日（土） 

オンデマンド配信 ：2021 年 11 月 27 日～12 月 25 日（土） 

＊学会形式 講演・セミナー・シンポジウム・演題発表のすべてを ZOOM 配信 

＊参加登録 現在事前登録開始中 ～ 12 月 20 日（月）締め切り 

＊参加費 詳細はホームページに掲載 

※大阪以外の日本作業療法士協会＋他府県士会会員作業療法士は 3,000 円 

以上 

問い合わせ先 

第 35 回 大阪府作業療法学会 実行委員長  林 辰博 

E-mail: 35osakaot@gmail.com 

Twitter：https://twitter.com/OsakaOT35 

学会 HP：https://www.osaka-ot-gakkai.jp/ 

HP：QR コード 
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【開会式・閉会式】LIVE配信＋オンデマンド配信

【基調講演】LIVE配信＋オンデマンド配信
「行動分析学から見た人間行動」坂上貴之

【府民公開講座①】LIVE配信＋オンデマンド配信
「リハビリ・建築・インテリア　3つの視点から考える高齢者のすまい」松本理絵

【府民公開講座②】LIVE配信のみ(定員1000名まで)
㊟１８歳以上（高校生不可）、お顔が見える状態（画面オン）でご参加ください。

「大切な[命]について 語り合える親子を日本中に増やすこと」
講師：すずきみちよ（とにかく明るい性教育「パンツの教室」協会）

【教育講演①】LIVE配信＋オンデマンド配信
「呼吸リハビリテーション−作業療法士への期待−」白石匡

【一般演題：9演題】LIVE配信＋オンデマンド配信
身体(CVA1)：常深志子、中村早也香、日野裕斗

身体(CVA2)・地域：徳永好春、川枝巧、宮代奈津子

身体(運動器)・精神：椎木洋子、濵田実瑠、南庄一郎

【一般演題：14演題】オンデマンド配信＋LIVE質問会
身体(CVA)：高本雄太、花木陽一、酒井莉緒、亀田あゆみ、川上大地

地域：中野里佳、松尾浩樹、池辺健太郎、高木めぐみ、久保田奈美

身体(呼吸器・運動器・がん)：熊野宏治、武田優、倉田宏平、奈良垣大智

【教育講演②】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「高次脳機能障害のリハビリテーション」～ADLをどう診るか、どう介入につなげるか～東泰弘

【教育講演③】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「作業療法における医療者教育の重要性」藤崎和彦

【教育講演④】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「コロナ禍でのハンドセラピィの工夫」西出義明

【教育講演⑤】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「シングル・ケース研究デザインによる作業療法効果推定」鈴木誠

【教育講演⑥】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「応用行動分析学に基づく日常生活動作練習」山崎裕司

【教育講演⑦】オンデマンド配信
「発達障害領域の作業療法と応用行動分析学の親和性」倉澤茂樹

【公募企画講演①】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「呼吸器疾患を診るための基礎知識～臨床に活かせるTips～」熊野宏治

【公募企画講演②】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「新しいリスクの評価法Time Pressure-Kiken Yochi Training 効果測定システムの紹介」有久勝彦

【公募企画シンポジウム①】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「認知症作業療法における臨床的評価 」−認知機能、ADL、BPSD、QOLについて−

田中寛之、永田優馬、石丸大貴、天眞正博

【公募企画シンポジウム②】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「就労支援×作業療法の可能性」

座長：寺村肇　進行：井谷歩、吉田篤史

指定討論者：関本充史、藤原太郎、神尾昭宏、田丸佳希、亀井大作

シンポジスト：金川善衛、芳賀大輔、永田作馬、辻　薫

【公募企画シンポジウム③】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「地域支援事業とは」

～大阪府作業療法士会における事業参画の仕組み～浅田健吾、大山勝範

「各市町村の実践報告」石角泰彦、西尾優子、檀信一郎

「私たちOTに期待される役割」名倉和幸、関本充史、由利禄巳、岡本宗

【国際シンポジウム】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「Occupational therapy and the disruptions and opportunities caused by COVID-19」

（作業療法とCOVID-19による混乱と機会） Lorrae Mynard

「作業療法再考：日常生活を構築する作業を見つめる」
（Rethinking of Occupational Therapy: From the Perspective of Occupations that Structure

Everyday Life） 近藤知子

座長：中村春基、進行：岸村厚志、通訳：森本かえで

【学術部ワークショップ】オンデマンド配信＋LIVE質問会
「回復期リハビリテーション病院（身体障害領域）と在宅をつなぐシームレスな作業療法介入に

向けた調査研究」浅田健吾、平山公章、木村大介、田丸佳希、井口知也

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行第1波における訪問リハビリテーションサービスの
利用状況とADL能力の経過」蕨野浩、高畑進一、兼田敏克、立山清美、井口知也

【教育講演⑧：学会長講演】オンデマンド配信
「新しいOT様式～腰部負担を考慮したスライディングボードの移乗介助技術について～」岸村厚志

・・・オンデマンド配信の期間を示しています。　　　　　　　　　　　　　・・・質問ができる期間を示しています。　　

✓ ○ ●

大会期間中の配信スケジュール・チェックシート

㊟LIVE配信のみ、オンデマンド配信はありません。

＊府民公開講座②を除きLIVE配信は録画させて頂きます。オンデマンド配信動画含め参加者の皆様による録画は禁止させて頂いております。

＊見逃しがないように、この用紙を印刷し、視聴予定のチェック表としてご使用ください。右の例のように塗りつぶしたり✓や○を入れて下さい。 例➡ など、予定で 観たら



会場名 Live配信会場1 Live配信会場2 一般演題配信会場 Live配信会場3 Live配信会場4

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

12月4日(土)当日のタイムスケジュール

＊研究相談ブースは、大阪にある大学院で作業療法に関連する研究ができるところに声かけし、ご参加頂けた大学院の先生方が研究の相談や
　大学院の紹介をしてくれます。出展大学院は、順次ホームページで紹介します。
＊自由ディスカッション枠は、自由にZOOMでディスカッション（お話）できる場の提供です。ホストが滞在していますのでブレイクアウト
　ルームも使用可能です。研究の打合せ、発表のチームでの振り返り、旧友との親交、同窓会などご自由にご利用頂けます。

10:20～11:50

基調講演
「行動分析学からみた人間行
動」
講師：坂上貴之先生
座長：岸村厚志

10:20～11:50

府民公開講座①「リハビリ・建
築・インテリア 3つの視点から
考える高齢者のすまい」
講師：松本理絵先生
座長：関本充史会長

14:20～15:50

府民公開講座②
「大切な｢命｣について語り合える
親子を日本中に増やすこと」講
師：すずきみちよ（とにかく明る
い性教育「パンツの教室」協会）
司会：岸村厚志

12:50～13:20 

公募企画シンポジウム②
就労支援×作業療法
辻薫先生・他

14:30～16:00

教育講演②「呼吸リハビリテー
ション−作業療法士への期待−」講
師：白石匡先生（PT）
座長：武田優

9:40～10:10 開会式
司会：林辰博

10:20～11:00 LIVE配信１（脳血
管疾患等）L-01：常深志子,L-
02：中村早也香,L-03：日野裕斗
座長：寺村晃先生

12:00～12:40 LIVE配信３（運動
器/精神）L-07：椎木洋子,L-08：
濵田実瑠,L-09：南庄一郎
座長：大野力先生

13:00～14:00 オンデマンド演題：ブ
レイクアウトルーム
CVA5題：（座長：木瀬憲司先生）高
本雄太、花木陽一、酒井莉緒、亀田あ
ゆみ、川上大地
地域5題：（座長：川崎和宏先生）中
野里佳、松尾浩樹、池辺健太郎、高木
めぐみ、久保田奈美、
呼吸器・運動器：（座長：宮嶋 愛弓先
生）熊野宏治、武田優、倉田宏平、奈
良垣大智

16:10～16:40 閉会式
司会：林辰博
表彰式：名誉会員表彰式（府士会
表彰）
一般演題表彰（最優秀演題賞・学
会長賞･審査員特別賞）

13:30～14:00 国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
Lorrae Mynard先生
近藤知子先生
中村春基会長

11:10～11:50 LIVE配信２（脳血
管疾患等/地域）L-04：徳永好
春,L-05：川枝巧,L-06：宮代奈津
子，座長：大友健治先生

12:10～12:40

教育講演⑤
鈴木誠先生
座長：岸村厚志

12:10～12:40

教育講演②
東泰弘先生
座長：林辰博

12:50～13:20

教育講演⑥
山﨑裕司先生
座長：大野力

12:50～13:20

公募企画講演②
有久勝彦先生
座長：林辰博

13:30～14:00 

教育講演④
西出義明先生
座長：大野力

12:10～12:40 

公募企画講演①
熊野宏治先生

12:10～12:40 

公募企画シンポジウム③
地域支援事業とは
藤原太郎先生・他

12:50～13:20 

公募企画シンポジウム①
認知症作業療法における臨床評
価：田中寛之先生・他

14:10～16:10 
研究相談ブース（受付中）
・大阪保健医療大学大学院（井
口知也先生）
・大阪河﨑リハビリテーション
大学大学院（上島健先生）
・滋慶医療科学大学大学院（宇
田淳先生）
・大阪公立大学大学院（田中宏
明先生・小嶋久典先生）
・森ノ宮医療大学大学院（由利
禄巳先生・松下太先生）

13:30～14:00

教育講演③
藤崎和彦先生
座長：林辰博

13:30～14:20 

学術部ワークショップ
浅田健吾先生・他
蕨野浩先生・他

14:10～16:10 

自由ディスカッション
枠 14:30～16:00 

自由ディスカッション
枠

10:00～12:00 
研究相談ブース（受付中）
・大阪河﨑リハビリテーション
大学（石川健二先生）
・滋慶医医療科学大学大学院
（宇田淳先生）
・大阪公立大学大学院（田中寛
之先生）
・森ノ宮医療大学大学院（伊藤
直子先生）

10:00～12:00 

自由ディスカッション
枠


