
                              

 

 

令和 4年９月吉日 

会員各位 

                                 第 29 回山形県作業療法学会 

                                学  会 長      渡部 一明 

                                実行委員長    佐藤 良純 

 

第 29 回山形県作業療法学会のご案内 

 

謹啓啓 

 初秋の候、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、第 29 回山形県作業療法学会について下記の通りご案内申し上げます。 

今学会のテーマは『ＯＴとして守り続けるもの、変えていくもの』です。COVID－19 の影響で、我々

を取り巻く環境は大きく変化を求められることになり、今までの当たり前は常識ではなくなりました。

しかし、どんな時代でも、守り続けなければならない OT スピリットのようなものがあるのではないで

しょうか。 

現在、実行委員ではオンデマンド学会を成功させるべく準備を進めております。大きな会場で一堂に会

することは叶いませんが、時代に合わせ変化させた方法で、守り続けるべきものや守りたい想いを皆で

共有し、今後の作業療法の強みとしていけたらと思っております。 

多くの会員の方々のご参加をお待ち申し上げます。 

謹白 

 

１．開催日時 令和 4 年 10 月 15 日(土) ～ 10 月 28 日（金）                      

２．開催形式 動画によるオンデマンド配信(一部 Live 配信あり) 

３．学会テーマ 『ＯＴとして守り続けるもの、変えていくもの』 

４．内容 

・演題発表 25 演題 (パワーポイントスライド動画配信及びチャットでの質疑応答) 

・特別講演１ (オンデマンド配信) 

「オンデマンド動画で学ぼう！脳卒中上肢機能アプローチ  

－明日から活かせる基本技術～activity－」 

  山本 伸一（社会医療法人加納岩 山梨リハビリテーション病院 作業療法士） 

・特別講演２（オンデマンド配信） 

「車いすで世界一周 ～出会いと挑戦が僕の行動を変えた～」 

  三代 達也（HIS ユニバーサルツーリズムデスク スペシャルサポーター） 
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・シンポジウム 10/16(日) 10：00～Live 配信 

「OT として守り続けるもの、変えていくもの～各地区のコロナ禍での対応を通して～」 

・セミナー１ 10/16(日) 13：00～Live 配信 

  「決して他人事ではないコロナ禍での鬱」 

  土屋智彦 (社会医療法人公徳会 米沢こころの病院 認定看護師)  

・セミナー２ 10/16(日) 15：30～Live 配信 

「一緒におがっぺ！ 親と子どもと OT と」 

船山真紀子 （財団法人三友堂病院 三友堂リハビリテーションセンター 作業療法士） 

・高校生対象 作業療法 WEB ミニレクチャー 

・賛助会員による機器紹介 

 

5．学会参加費 

・会員(県士会会費納付者)：3,000 円 (県士会会費未納者)：6,000 円 

・準会員及び山形県内の作業療法養成校学生：無料 

・山形県士会非会員（他職種・他県作業療法士会員・学生）：4500 円 

・山形県及び他都道府県作業療法士会非会員の作業療法士は参加できません。 

※県士会会費未納の方は、金額に差異が生じますのでご注意下さい。 

 ※参加登録後の会費納入はポイント申請の対象になりませんので入会・会費納入後に参加登録してい

ただきますようお願いいたします。 

 

6．申し込み期間 

・9 月 15 日（木）～10 月 22 日（土） 

・視聴は入金確認後になりますのでご注意ください。 

・学会開催期間（視聴期間）は 10 月 15 日から 10 月 28 日までです。 

開催企画内容により視聴時間が一部異なりますので、プログラムをご確認ください。 

 

7．参加申し込みの流れ 

【会員・非会員の方】 

申し込み方法 

・県士会ホームページの「第 29 回山形県作業療法学会参加申し込み」から参加手続きを行ってください。 

・参加申し込み登録は、参加受付代行業者(イベントペイ)を利用しております。参加申し込み登録に際し、

コンビニ払い又はペイジーでの支払方法の選択が必要ですので、ご確認の上お進みください。お支払い

が完了された時点で正式な参加申し込み登録となります。参加費には別途手数料 220 円が必要です。 

・学会の参加確認等のため、必ず個人メールアドレス(キャリアメールは不可)を登録してください。学会

参加に関する諸連絡を、登録されたメールアドレス宛に配信いたします。 

・参加申し込み登録後、キャンセルは出来ませんのでご了承ください。 

領収書について 

・領収書は、参加申し込み登録の支払い完了後に自動配信されますのでご確認ください。別の内容の書式



を希望する場合は、学会事務局までご連絡ください。 

学会参加用 URL・パスワード配信について 

・学会参加用 URL は、山形県作業療法士会 HP 上のバナーより入室してください。 

・参加申し込み登録が完了後、登録されたメールアドレス宛に視聴用パスワードをお送り致します。 

10 月 12 日までに入金確認が出来た方には開催前日までに、その後お申し込みされた方については入金

確認が出来次第お送り致します。連絡がない場合は下記学会事務局までご連絡下さい。 

【県内の準会員・学生の方】  

各養成校の教員にお問い合わせください。 

（開催期間中に山形県内で実習中の県外作業療法学生は、指導者を通して学会事務局まで申し込みく

ださい） 

 

８．抄録集について 

抄録集の配布・郵送は演題発表者のみになります。参加者の方への郵送は行いませんので、県士会ホー

ムページよりダウンロードしてくださいますようお願いいたします。 

 

９．参加方法及び参加上の注意について 

・視聴用パスワードは他者への公開・譲渡はしないでください。同時視聴は一つの ID にて１端末となり

ます。複数の視聴確認された際は、参加費の追加請求をさせて頂く場合がありますのでご注意ください。

また、参加者の方が配信内容を録画することは禁止です。録画が確認された場合は、相応の対応をさせて

頂きますのでご注意ください。 

 

その他、詳しくは県士会ホームページに掲載しますので、ご確認下さい。 

 

10．生涯教育ポイントについて 

・山形県作業療法士会会員、他都道府県作業療法士会会員の方は、生涯教育ポイント 2 ポイントの取得

が可能です。 

・ポイント申請の都合上、参加申し込み登録の際は、日本作業療法士協会に登録している氏名・漢字(カ

タカナでのふりがな必須)にて参加申し込み登録ください。登録外の氏名等で申し込まれた際は、ポイン

ト加算できませんのでご了承ください。 

 

11．問い合わせ 

【学会事務局】 

公徳会 介護老人保健施設ドミール南陽  担当 石田菜穂美 

  〒999-2221 山形県南陽市椚塚 940 

  TEL：0238-40-3888  E-mail : yot29gakkai.jim@gmail.com  



 

[日 時]・・・令和 4 年 10 月 15 日(土)～10 月 28 日(金) 

[開 催]・・・オンデマンド配信（一部 Live あり） 

[申 込]・・・令和 4 年 9 月 15 日(木)～10 月 22 日(土) 

[参加費]・・・会員：3,000 円、一般：4,500 円 

         *参加手数料別途 220 円必要 

 

学 会 長  渡部 一明（公立置賜総合病院） 

実行委員長  佐藤 良純（公立置賜総合病院） 
担   当  置賜地区 

演 題 

特別講演① 
「オンデマンド動画で学ぼう！脳卒中上肢機能アプローチ  

－明日から活かせる基本技術～activity－」 

山本 伸一（山梨リハビリテーション病院 作業療法士） 

特別講演②  

「車いすで世界一周 ～出会いと挑戦が僕の行動を変えた～」 

三代 達也（HIS ユニバーサルツーリズムデスク スペシャルサポーター） 

シンポジウム 10/16(日) 10：00～Live 

「OT として守り続けるもの、変えていくもの～各地区のコロナ禍での対応を通して～」 

セミナー１ 10/16(日) 13：00～Live 
「決して他人事ではないコロナ禍での鬱」 

土屋智彦（米沢こころの病院 認定看護師） 

セミナー２ 10/16(日) 15：30～Live 
「一緒におがっぺ！ 親と子どもと OT と」 

船山真紀子（三友堂リハビリテーションセンター 作業療法士） 

演題発表 25 演題（動画配信及びチャットでの質疑応答） 
高校生対象 作業療法 WEB セミナー（ZOOM 配信） 

山本 伸一氏 

三代 達也氏 

詳細は学会HPから➡ 



 

後援団体 

〇山形県 

〇一般社団法人 山形県医師会  〇一般社団法人 山形県歯科医師会 

〇一般社団法人 山形県薬剤師会 〇公益社団法人 山形県看護協会 

〇公益社団法人 山形県栄養士会 〇一般社団法人 山形県歯科衛生士会 

〇社会福祉法人 山形県社会福祉協議会 〇社会福祉法人 山形県身体障害者福祉協会 

〇一般社団法人 山形県老人福祉施設協議会 〇山形県老人保健施設協会 

〇一般社団法人 山形県介護支援専門員協会 〇一般社団法人 山形県理学療法士会 

〇一般社団法人 山形県言語聴覚士会 〇一般社団法人 山形県介護福祉士会 

〇一般社団法人 山形県社会福祉士会 〇山形県医療ソーシャルワーカー協会 

〇山形県精神保健福祉士協会 〇山形県相談支援専門員協会 

〇山形県地域包括支援センター等協議会 〇山形県社会福祉事業団 

〇公立大学法人 山形県立保健医療大学 〇学校法人諏訪学園 山形医療技術専門学校 

〇山形リハビリテーション研究会 

※順不同、敬称略 

 

 


