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作業療法教育における学生評価の再考

【開催趣旨】
大会長 西井 正樹（白鳳短期大学）
四半世紀の節目となる第 25 回日本作業療法教育学術集会の開催が決定され、テーマが「作業療法教
育における学生評価の再考」となりました。2020 年入学生より新しい理学療法士・作業療法士学校養
成施設指定規則が適応されました。大きな変化としては、「総単位数の増加」
「臨床実習」
「教員要件」
ですが、今回は「学生の評価」に着目し、学生の評価がどのように変遷してきたのか、今後の動向を
はじめ、学内での臨床実習に向けた取り組み、また作業療法参加型実習における臨床施設の取り組み
などをテーマとして学術集会を構成しました。特別講演では、本学会の会長であります東北福祉大学
の佐藤善久先生に「作業療法教育評価の変遷とこれから（仮）」と題して、作業療法では今までどのよ
うに教育評価を行ってきたのか、今後どのようになっていくのかをお話ししていただきます。また教
育講演として、藤田医科大学の鈴木孝治先生に「作業療法士教育における OSCE の導入と学生評価」
と題しまして、OSCE の基礎からその実践方法までをお話ししていただきます。シンポジウムでは、
各分野の臨床の作業療法士をお招きして、作業療法参加型実習についてお話していただきます。
また、今回は COVID-19 の影響もあり、Zoom とオンデマンド配信による学会を行います。学会期
間を 11 月 1 日から 15 日とし、リアルタイムでの講演日を 11 月 8 日（日）としました。もし見逃し
たとしても、録画配信を行います。初めての試みとなりますが、参加しやすい学会となります。皆さ
まのご参加をお待ちしています。

【プログラム】
11 月 8 日（日）--------------------------------------------------------------9：30

受付開始

10：00～10：05 開会式

学会長挨拶・連絡事項

10：05～11：10 教育講演

藤田医科大学

鈴木孝治先生

テーマ：作業療法士教育における OSCE の導入と学生評価
11：15～ 日本作業療法教育学会

総会

12：30～12：50 演題発表

フラッシュトーク

12：50～13：20 演題発表質疑

各セッションに分かれての質疑

13：30～15：00 シンポジウム
身体障害領域

：

運動器ケアしまだ病院

作業療法士

衛藤道拓先生

精神障害領域

：

訪問看護ステーション north-ACT

作業療法士

作間弘彬先生

介護保険領域

：

合同会社 BASE ともかな FLOW 作業療法士
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テーマ：作業療法参加型実習を考える
15：10～16：00 特別講演

東北福祉大学

佐藤善久先生

テーマ：作業療法教育評価の変遷とこれから（仮）
16：00 閉会式

・次回開催案内

■■ 一般演題発表形式及び募集 ■■
1．演題募集内容
作業療法教育の学術的発展，教育者の資質と技能の向上に寄与する演題を募集します。発表形式
は，11 月 1 日から１５日までホームページ上でポスターの掲示、11 月 8 日にフラッシュトーク（1 分）
のあと、質疑応答とします。
2．発表者の要件
演者が作業療法士である場合は，共同演者も含めて本会会員であることを条件とします。非会員
の方が演題応募をする場合には，日本作業療法教育学会（http://www.joted.com/）に入会申
し込みを行ってください。なお，演者の数は原則として 5 名までとします。
3．倫理的事項
最大限，倫理的な配慮を行って下さい。関係機関の倫理審査委員会などの承認を得た場合は，そ
のことを記載して下さい。発表内容に倫理的な問題が含まれると判断された演題は，不採択となり
ますので ご了承下さい。なお，利益相反（COI）がある場合は，本文の最後に明記して下さい。
4．執筆要領 後出の「執筆要領」にしたがって下さい。
5．演題の採否
演題の採否は、本学術集会事務局において決定します。また，養成教育や臨床教育の方法論考究
に資する発表を採択する予定です。場合により，加筆，修正や発表形式の変更をお願いすることが
あります。なお，抄録が所定の枚数を超過した演題は採択しません。
6．応募方法
演題発表は E-mail でのみ受け付けます。発表希望者は，メール本文に代表者（筆頭演者）の①
氏名， ②所属，③連絡先（郵便番号，住所，電話番号） ，④E-mail アドレス，⑤共同演者名・非会
員の場合は入会予定日を明記し，抄録ファイルを添付のうえ，件名を「第 25 回日本作業療法教
育学術集会 演題応募」として，下記応募先までお送り下さい。
7．応募先
第 25 回日本作業療法教育学術集会演題担当：酒井 ひとみ（関西福祉科学大学保健医療学部）
E-mail: sakai@tamateyama.ac.jp
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8．演題募集期間

2020 年 8 月 1 日～10 月 4 日
■■演題申し込み先■■
関西福祉科学大学保健医療学部 酒井 ひとみ 宛
E-mail:sakai@tamateyama.ac.jp
記載事項：メールタイトル：「第 25 回日本作業療法教育学術集会 演題申し込み」
会員種別（会員・非会員）、お名前，ご所属、ご連絡先住所、電話番号
※メール到着後，受付メールをお送りいたします．ご確認ください．

■■参加申し込み先■■
参加申込み（Google Form）と参加費支払い（PassMarket ）は以下 URL あるいは QR コー
ドよりお願いします。
必ず両方のサイトにアクセスして登録と支払いをお願い致します。

参加申込み（Google Form）
https://forms.gle/fVjwfMfXChcfFo539
参加費支払い（PassMarket）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01eq87111zjit.html#detail

参加申し込み期間 2020 年 8 月 1 日～10 月 30 日
■■学会参加の流れ■■
両方のサイトにアクセスして登録と支払いが終了
↓
学会事務局より学会のアクセスのためのパスワードが送られてきます。
↓
学会のホームページのバナーよりアクセスしてください。

http://www.joted.com/

＊ 学会の会期は 11/1 から 11/15 です。 11/1 から学術集会の抄録を見ることができます。
11/10 以降、講演の録画を見ることができます。
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11/8 の講演会については、別途 Zooｍのパスワードが登録メールに送られてきます。

■■ 執筆要領 ■■
1．原稿は全て横書きとして下さい．用紙は，A4 用紙 2 枚以内とします．Word ファイルで作成して下さい．
2．文字は全て明朝体を使用して下さい．
3．表題頁には，表題（15 ポイント，太字），所属・著者名（5 名まで）・key words（3 つまで）を 10.5 ポイ
ントで記載して下さい．発表者名に○印をつけて下さい．抄録の本文は，10.5 ポイントで作成し，【緒言】，
【方法】，【結果】，【考察】，【結語】が明らかになるように小見出しをつけて下さい．
4．書式は，2 段組みで，1 行 25 文字程度で，余白は，上下左右ともに，2.5 ㎝を空けてください．行数は
自由とします．
5．文章表現は現代かなづかいとし，数字は算用数字，数量は国際単位系（SI 単位）記号を用いて下さい．
（例；m,cm,mm,ml,kg,cm2 など）．
6．図表の数は自由としますが，できる限り明瞭なものを使用して下さい（白黒印刷です）．
7．引用・転載にあたって，著作権についての配慮を行って下さい．
（抄録作成例）

■■ ポスターの形式 ■■
演題名・所属・氏名と本文を作成して下さい。本文の内容は自由ですが，パワーポイント１枚にて
作成して下さい。提出は、PDF でお願いします。
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■■ 発表形式 ■■
発表者全員のフラッシュトークを実施した後に，各自の分かれての参加者との討議を終了時間
まで行っていただきます。各セッションについては、後日案内します。
1）フラッシュトークの方法
発表時間 1 分，スライド 3 枚以内
＊ ポスター発表の要項に準じて，発表データを作成して下さい。
＊ 制限時間内で発表の要点が伝わるようにご準備をお願い致します。
2）ポスター発表の方法
討議時間：フラッシュトーク終了後〜13：20
＊ 座長の指示に従って、質問・討議してください。

6

日本作業療法教育学会ニュース

NO.72

2020.7.27 発行

「異動届・休会届・退会届の提出について」
会員の皆様
新年度にご所属を異動された会員の皆様は、ニュースのメール配信や学術誌の郵送等が確実にお手元に届
くよう、速やかに異動届の提出をお願いいたします。
休会届、退会届、異動届をご提出される場合は、本学会 Web サイトの「様式（Word 様式）」からダウンロー
ドし、事務局宛てにメールでお送りください。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。

「2019 年度 年会費の納入について」
会員の皆様
平素より本学会の運営にご協力を賜り、ありがとうございます。
本学会の 2019 年度の会計は 2019 年 8 月 1 日〜2020 年 7 月 31 日となっております。今年度の
会費をまだ納入されていない方は、年会費 3,000 円の納入をお願いいたします。また、2019 年度以前
の会費が未納となっている場合は、未納分もあわせてお支払いください。
尚、会費納入についてご不明な点がございましたら、事務局宛てにメールでご連絡をお願いいたします。
会費納入
【郵便振替】
口座番号 01320-2-58224
加入者名 日本作業療法教育学会
通信欄に「2019 年度 会費」とご記入ください。
【銀行振込】
銀行名 ゆうちょ銀行
金融機関コード ９９００
店番
１３９
預金種類
当座
店名
一三九店（イチサンキュウ店）
口座番号
００５８２２４
振込先カナ氏名 ニホンサギョウリョウホウキョウイクガッカイ
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編集後記
今回の COVID-19 で、各養成校において授業や実習で大きな影響が出ているのではないでしょうか。併
せて、私たちの生活は一変しました。しかしながら、たとえ生活が変わったとしても、私たち作業療法士が
必要とされていることに変わりはありません。生活に基盤をおく作業療法士の知恵がいま必要とされていま
す。こんな時代だからこそ作業療法教育に力を入れていきたいと思います。（西井正樹）
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