参加者へのご案内
1．開催方法について
第 21 回東海北陸作業療法学会は、2022 年 11 月 12 日（土）～12 月 11 日（日）の
日程で、ライブ配信およびオンデマンド配信による Web 開催となります。

1） 視聴できる内容
＜ライブ配信プログラム＞
■11 月 13 日（日）
公開講座、シンポジウム、スキルアップセミナー、
優秀演題セッション、学生参加促進企画
1． 抄録
2． ライブ映像
※公開講座、学生参加促進企画はライブ配信のみでオンデマンド配信（アーカイブ配
信）はありません。

＜オンデマンドプログラム＞
■11 月 12 日（土）～12 月 11 日（日）
開会式、基調講演、教育講演、一般演題発表
1． 抄録
2． 動画
■11 月 13 日（日）より順次公開～12 月 11 日（日）
シンポジウム（アーカイブ配信）
、スキルアップセミナー（アーカイブ配信）
、優秀演
題セッション（アーカイブ配信）
、閉会式
1． 抄録
2． ライブ配信・アーカイブ配信動画

2）Web 配信期間（閲覧できる期間）
◆ライブ配信：2022 年 11 月 13 日（日）

ライブ配信されたシンポジウムは、11 月 13 日（日）以降、準備が整い次第、アーカ
イブ配信を開始いたします。
◆オンデマンド配信：2022 年 11 月 12 日（土）～12 月 11 日（日）
上記期間内のご都合の良い時間にいつでも視聴が可能です。
※一部のコンテンツは 11 月 13 日（日）より順次公開いたします。

3） 視聴方法
大会サイトの視聴は 11 月 12 日（土）からとなりますが、ご視聴いただけるのは入
金を確認できた方となります。会期中のオンデマンド配信、ライブ配信は大会サイ
トにログインして視聴いただけます。

2．参加登録受付期間について
申込期間
一般演題登録：2022 年 5 月 20 日（金）～7 月 15 日（金）17:00 まで
参加登録：2022 年 8 月 1 日（月）～12 月 9 日（金）23:59 まで
参加費用
参加登録区分

参加費

会員

6,000 円

非会員

10,000 円

学生

無料（学生証明書などの登録が必要です）

多職種

無料（名刺などの登録が必要です）

一般演題登録
・2022 年 5 月 20 日（金）～7 月 15 日（金）7 月 31 日（日）17:00 まで一般演題
の新規登録を受付いたします。
・希望される方は、期間内に新規演題登録のページにお進みいただき募集要項・演
題登録手順を確認の上期間内にエントリーしてください。
・応募いただいた演題は 2 名の審査員により日本作業療法学会に準ずる本学会審査
基準に従って採点され、学科長が採択を決定します。審査の結果、一部修正を求
めることがありますのでご了承ください。
・発表は、口述発表のみとし採択された演題についてはオンデマンド形式による動
画発表（7 分以内）とします。

・登録内容の確認・変更はマイページにて可能です。（要ログイン）
・採択が決定後、参加費用のお支払いが必要です。参加費は上記金額と同額です。
お支払い方法については決定後にご案内いたします。
参加登録について
・演題登録をしない一般の方の参加登録は、2022 年 8 月 1 日（月）～12 月 9 日
（金）まで募集いたします。
・登録を希望される方は、期間内に「参加登録」のページにお進みいただき上期間
内に参加申し込みをお済ませください。演題登録されている方は登録の必要はあ
りません。
・参加費用は、会員 6,000 円、非会員 10,000 円、学生と多職種の方は無料です。
日本作業療法士協会の会員でありかつ学生（学部生・大学院生）の方は、正会員
としての参加費をお支払いください。
・学生の方は登録時に「学生証」などのデータアップロード、多職種の方は名刺な
ど多職種を証明する書類のアップロードが必要です。
・お申し込み後の取消はできません。参加なさらない場合でも返金はございません
ので予めご了承ください。
・登録内容の確認・変更はマイページにて可能です。
（要ログイン）
・お支払い方法は、クレジットカードまたは銀行振込でのお支払いとなります。銀
行振込の方はお申し込み後 7 日以内に下記口座にお振込みください。
銀行名・支店名：百五銀行 鈴鹿支店
口座番号：普通口座 1110630
口座名：一般社団法人 三重県作業療法士会
マイページ（登録内容の確認）/学会サイトのログインについて
登録完了後、確認メールをお送りいたします。お送りする E メールには、登録内容
の確認・変更が可能なマイページの URL が記されていますのでご確認ください。
会期中のオンデマンド配信、ライブ配信は大会サイトにログインして視聴いただけ
ます。大会サイトの URL 等については後日ご案内いたします。
大会サイトをご視聴いただける期間は下記の通りです。
・オンデマンド配信：2022 年 11 月 12 日（土）～12 月 11 日（日）
・ライブ配信：2022 年 11 月 13 日（日）
※マイページはご登録後すぐに登録した E メールとパスワードでログインできま
す。
※大会サイトの視聴は 11 月 12 日（土）からとなりますが、ご視聴いただけるのは

入金を確認出来た方となります。銀行振込の場合お振込完了から確認までに 2-3
営業日かかる場合がございますのでお早めにお申込、振込を完了してください。
クレジット決済の方はお申込・決済と同時に入金完了となります。
ライブ配信について
ライブ配信は Zoom にて実施いたします。公開講座・シンポジウム・スキルアップ
セミナー・優秀演題セッション・学生参加促進企画は、Zoom にてライブ配信いた
します。公開講座は大会 HP 上の URL へアクセスしてライブ配信をご視聴くださ
い。シンポジウム・優秀演題セッション・学生参加促進企画は大会 HP 上からログ
インし、各プログラムの URL にてアクセスしてライブ配信をご視聴ください。
オンデマンド配信について
オンデマンドプログラムは、11 月 12 日（土）9:00～12 月 11 日（金）23:59 の期
間いつでもアクセスして視聴いただけます。
質疑応答について
公開講座・シンポジウム・スキルアップセミナー・優秀演題セッションの質疑応答の
方法（ライブ配信）
・Web 参加者からの質問は、事前質問と当日の質問の 2 種類があります。
・事前質問はスキルアップセミナー＊のみで、HP 上で受け付けます。当日の質問
は、公開講座・シンポジウム・スキルアップセミナーが該当し、各プログラム配
信時間帯にチャット上で受け付けます。なお、各プログラム終了後に質問を受け
付けることはありません。
・運営の都合上、全てのご質問にご回答できない場合があります。
＊スキルアップセミナーの事前質問の方法（ライブ配信）
・ライブ配信の「スキルアップセミナー」に対して大会前に質問を応募します。な
お、ライブ配信の当日はチャットでもご質問を受け付けます。
・事前質問を行う場合は参加登録（または一般演題登録）を行ってください。
・事前質問の中から 11 月 13 日（日）のライブ配信において講師より回答がありま
す。
・講演時間の都合上、お答えできない場合もありますので予めご了承ください。
・質問は 2022 年 10 月 31 日（月）まで募集いたします。
・事前質問する方は登録をお済ませの上、下記ボタンまたはマイページより質問ペ
ージへお進みください。
（要ログイン）
基調講演・教育講演・一般演題発表の質疑応答の方法（オンデマンド配信）
・Web 参加者からの質問は、以下の期間中、大会サイトよりログインして質問を行

います。なお、質問の内容は、他の参加者も閲覧可能な状態です。
・運営の都合上、全てのご質問にご回答できない場合があります。
・Web 参加者の質問期間には期日が設けられていますので、ご注意ください。
質問期間：11 月 12 日（土）9:00～12 月 5 日（月）11:59
Web 視聴時の禁止事項
第 21 回東海北陸作業療法学会に関わる抄録ならびに Web 視聴で掲載されるスライ
ド（スライド・画像・動画など）に関して、ビデオ撮影・録音・写真撮影（スクリ
ーンショットを含む）を行うこと、Web 上（SNS を含む）に公開することは固く
禁じます。

3．作業活動共有企画
本学会のテーマである「伝えよう！作業療法の魅力-健康を支える作業の力-」に基
づき、
「作業活動」と通した対象者と私たち作業療法士の関わり方を皆さんで共有
したいと思います。対象者の健康づくりに影響を与えた作業活動や作品、
「作業」
の選択・実施に至るまでのエピソードを共有し、作業療法にできることや可能性を
皆さんで広げていきましょう！学会開催中は学会 HP にて、いつでも閲覧できるよ
うにします。
詳細は以下の通りです。
応募内容の要件
作業活動が患者様・利用者さまへよい影響を与えたエピソードと写真
応募方法
学会ホームページ内の入力フォームへ写真掲載と必要事項記載
https://forms.gle/duj3Aca9eERGAFWL7
応募締め切り
2022 年 10 月 31 日（月）
公開期間
2022 年 11 月 12 日（土）～2022 年 12 月 11 日（日）
著作権について
投稿作品は、県士会活動の広報物として出版・Web 上での公開を行う可能性があり

ます。投稿時には、その旨に同意頂いたものとみなします。しかし、投稿頂いた作
品の直作兼、その他の権利は投稿者・利用者に帰属しています。投稿者はいつで
も、出版物・Web での公開・掲載に対して、拒否する権利があります。また三重県
作業療法士会および第三者が、投稿者に無断で投稿作品を商業目的で利用すること
はありません。

4．オンライン交流会のご案内
今回は現実空間と同じような感覚で交流をしていただきたいという思いから、
「oVice（オヴィス）
」というバーチャルオフィスツールを用いることとしました。
立ち話に近い形でのコミュニケーションが可能なツールであり、Zoom のように全
体ではなく個人間での会話が可能となります。公式な場では話しにくいことも個人
間でなら話して頂くことも出来ると思います。学生時代の同期や教員の先生、実習
でお世話になった先生との再会の場としてご活用ください。
日時
2022 年 11 月 13 日（日）17:20～18:20（Zoom1）
オンライン開催
お申し込みいただいた方へ参加 URL を送付します
推奨する端末、ブラウザ
パソコンからの参加をお願いします。
使用するブラウザは Google Chrome、MicrosoftEdge を推奨します。
事前準備
11 月 10 日（木）より参加していただくスペースを解放しますので、当日までに操
作の確認をしていただきますよう、お願いします。
連絡先
ご不明なことがありましたら、miehukuribu@gmail.com へご連絡ください。

5．学生参加促進企画
本学会では学生参加プログラムを企画いたしました。
詳細については案内ページをご覧ください。
日時
2022 年 11 月 13 日（日）15:00～16:30（ライブ配信）
参加対象

養成校の OT 学生
参加費
無料
方法
Zoom オンライン
内容
①情報提供 20 分
三重県内の OT 学生より「卒論に向けて取り組んだこと」
「印象に残っている実習場
面」について 10 分ずつ発表いたします。
②グループワーク 60 分
学会運営を手伝ってくれている OT 学生がファシリテーターを行います。①の情報
提供で報告してもらった内容について、他の養成校の皆さんはどのように取りくん
でいるのか、どのような経験をしているのか等をグループで共有していただきたい
と思います。
③まとめ・アンケート記載 10 分
各グループで話し合ったことを簡単に報告していただきます。
申し込み・参加方法
本大会の参加登録の際に「学生参加促進企画」を選択して申し込んで下さい。
https://21th-tokai-hokuriku-otcongress.org/applicationform
ライブ当日は、HP 上のプログラムより入室できます（Zoom 使用）

6．その他ご案内
・演題発表者には生涯教育制度基礎ポイント、学会参加（2 ポイント）
、発表加算
（2 ポイント）を付与します。
・東海北陸作業療法学会学会誌は、ISSN 登録をしていますので、日本作業療法士
協会の事例報告登録制度の代替手段ともなります。手続きは各自で行う必要があ
ります。
・東海北陸作業療法学会で事例報告として筆頭発表した場合、現職者共通研修「事
例報告」を履修となります。手続きは各自で行う必要があります。

