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第 36 団長野県作業療法学術大会演題募集のご案内

仲秋の候会員の皆様におかれましては，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます.

さて，このたび第 36 回長野県作業療法学術大会を下記の要項にて開催する運びとなりました.

つきましては，会員の皆様からの演題の募集を致します. 1"第 36 回長野県作業療法学術大会演題申

し込みについて」をご商品、ただき，積極的にご応募いただきますようお願い申し上げます.

記

1. 会期:令和 2 年 6 月 7 日(日) ※1 日のみの日程となります

2. 場所:長野市若里市民文化ホール

(〒380-0928 長野市若里 3 丁目 22 番 2 号 Te1: 026-223-2223) 

3. 大会テーマ: “自分らしい暮らし"をつくる

4. 日程

8 : 30 

9 : 30 

9 : 45 

11 : 45 

12 : 45 

13 : 45 

16 : 00 

9 : 30 受付

9 : 45 開会式

11 : 30 特別講演

12 : 45 )ffl心\、二之五込三J

13 : 45 昼食

15 : 55 一時対寅題(口述・ポスター)

16 : 15 開会式

※詳細は変更する場合があります
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第 36 団長野県作業療法学術大会演題申し込みについて

。演題申し込み方法

演題の発表を希望する方は，まず，演題発表のエントリーをしていただくための「演題申し込みJ

をしてください.その際に「演題募集要項」をよく編忍してから， E--ma i I にて申し込んで、くださし\

後日，演題抄録係より登録完了および抄録提出について改めて案内メールを送らせていただきま

す.申し込み後 1 週間を過ぎても案内が届かない場合は お手数ですが演題担夜来係までご連絡をお願

いいたします.

E寸nai I 

必要事項を記入し，第 36 回長里操作業療法判扶会演題例議係までメールでご連絡ください.

《申し込み先>> otnagano36@gmail. com 

※件名に「第 36 団長野県作業療法学術大会演題申し込み(施設名) J と明記をお願いします

必要事項

1. 発表者名・協会番号

2. 施設名

3. 地区(北信・東信・中信・南信)

4. 演題名(仮題)

5. 希望の発表形式(口述・ポスター)

6. メールアドレス(常時石信志しているメールアドレスにしてくださし\また こちらからの

メールを着信で、きる設定にしておいてください. ) 

*演題数の都合により，発表形式の変更をお願いする場合があります.

2 応募締切

演題申し込み :令和元年 11 月 15 日(鉛まで

拶緑原稿の提出:令和元年 12 月 13 日(鉛まで

3 演題登録問い合わせ先

第 36 回長野県作業療法学術大会演題お緑係

栗田病院リハピ、リテーション科柳薫

E-mail: otnagano36@gmail.com 

TEL: 026-226-1311 (代) FAX: 026-224-8673 
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演題募集要項

l 応募資格:発表者は長野県作業療法士会会員に限ります.

2. 発表形式

(1)ー青島寅題

①口述発表

発表時間 8 分/質筋芯答4 分の予定です.

発表はパーソナノレコンヒOュータ (Windows ， Microsoft Power 

Point) を用いて行し、ます.

②ポスタ一発表

発表時間 8 分/質駒芯答4 分の予定です.

必ず右記のサイズ以内で作成をお願いします.

掲示用の画鋲は新子委員で準備し、たします.

(2) 演題論文の使用権について

【ポスターのフォーム】

演題名 000000 

所属 000000

氏名 000000

850mm 

演題論文の二次使用権・許諾権は一般社団法人長野県作業療法士会に帰属します.

(3) 演題内容に関わる倫理的配慮、

1500mm 

「人を支橡とする医学系研究に関する倫理齢十J (文音日科学省・厚生労働省)などを遵守し，研究

の計画・知子・分析・演題作成等の過程において，倫理的由意を十分に行ってください.所属する

大学・病院などに倫理審査委員会がある場合は，審査を受けてください.

3.演題採否/査読

申し込まれた演題に対して査読審査を行し 1ます.査読審査の結果によっては加筆・修正もしくは不

協剥こなる場合がありますのでご了解ください.

4. 応募上の注意

他学会等に発表済みの実質的に同じ内容の演題は応募しないで、ください.ただし，症例数を増やし

たり，分析方法や視点を変えた演題はその限りではありません.

5. 応募方法および締切

(1)演題申し込み

男fJ紙の演題申し込みの方法に従って送信してくださし\

令和元年 11 月 15 日(~必着

(2) 槻葉集用原稿

次頁の書式に従って提出してください.

令和元年 12 月 13 日 C鉛必着
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6. 演題抄録係から演者への連絡方法

演題登録完了後はメールにて梯剥こ関するご連絡をいたします.演題登録申し込みの際にお知らせ

いただいたメールアドレスにご連絡いたします.

7. 抄録集用原稿について

( 1 )作成方法

・本文の作成には Microsoft Word を使用してください.

・本文の前にタイトル・執筆者氏名・施設名・キーワードを明記してください.

・キーワードは日本作業療法士協会が定めた「作業療法キーワード集」より 3~5 語を選択の

九記載してください.キーワードは，一般社団法人日本作業療法士協会ホームページにア

クセスし，学術研究>作業療法キーワード集 http://www.;aot.or.;p/sciencelkev幽

word2015.html からもご瀦認、いただけます.

・本文は 1 ， 500 字以内とします.ただし，タイトル・執筆者氏名・施設名・キーワードは本文

に含みません.

・本文には，はじめに・対象・方法・症例紹介・結果・考察・まとめなどの小見出しをつけて

ください.

・レイアウト・文字の大きさ・広域且み等の編集は事務局にて行し 1ます.

・抄録には図表を使用しないでください.

・対象者への同意: r人を対象とする医学系研究に関する倫理指針J (文剖琳学省・厚生労働

省)などを遵守し，本文に倫離酒曜について記載してください.特に対象者の同意に関す

る言嘩長は必須です.

・最大限の倫離制憲研究の計画・新子・分析・演題作成の過程では，個人の尊厳，人権の

尊重に最大限の注意を払ってください.所属する大学・病院などに倫理審査委員会がある場

合は，審査を受けてその旨を記載してください.ただし，固有の委員会名などは記載しない

でください.

・発表にあたっては，職場内での検討を十分に行った上でお願いいたします.

(2 )提出方法

原則， E-mail にて，第 36 回長野県作業療法学術大会演題械耕、までメールで、ご連絡くださし\

《申し込み先>> otnagano36@gmail. com 

*杉場承はメールの添付ファイノレとして送信してくださし\

件名は「第 36 回長野県作業療法学術大会杉緑提出錨設名) J と明記してくださし\

8. 抄録に関する問い合わせ先

第 36 団長野県作業療法学術大会演題杉繰係

栗田病院リハビリテーション科柳薫

E-mail: otnagano36@gmail.com 

TEL: 026-226-1311 (代) FAX: 026-224-8673 
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9. 学術誌用原稿について

長野県作業療法学術大会で発表された演題(口述発表ポスター発表を含む)は演題発表年に発

行の長野県作業療法士会学術誌(本学術誌)に演題原稿として掲載されます(論文位置づけとしては

「短報」に相当します). 

演題発表者は本学術誌掲載用の原稿を拶禄用原稿とは別に本物情芯巻末の投稿規定にしたがって

作成し，学術誌編集委員会に提出してください.

なお，発表者の都合により勃好調易載を望まなし 1方はその旨を学術会開催までに勃貯誌編集委

員会(下記問い合わせ先)までご連絡くださし\

また演題原稿としてではなく投稿論文に変えて掲載することも可能です.

開高論文(原稿本文の文字敬 8， 000 字以内・図表あわせて 8 個以内)として掲載を希望される方

は学会当日までに学術誌編集委員または下記{勃儲用原稿師、合わせ先}までお跡、合わせくだ

さし\

( 1 )作成方法

詳細については長野県作業療法士会学術誌最新巻の巻末に掲載してある「長野県作業療法士会

学術誌演題原稿の掲載」および「同，原稿執筆要領」もしくは長野県作業療法士会ホームペー

ジの学科補断的「長里操作業療法士会学術誌」樹高論文および長野県作業療法判伏会演題

原稿の規定と原稿執筆要領(平成 29 年 9 月改訂)をご覧ください.

(2) 提出方法

①執筆形式の確認:原稿執筆要領に沿っていることを確認してください.

②原稿の提出方法:

学術大会前固までにメールにて提出して下さい

原稿執筆要領にそって作成したデータファイルを添付書類にして，勃駄会前H までに下記

メールアドレスに送付してくださし\

*データファイル:原則として本文は MS Word またはテキスト形式，図表は MS Word, 

Excel 形式のいずれかとします (Power Point で作成したものは不可) .写真を使用する場合

は，デジタル画像データ (JPEG 形式)も送付してください.なお，図表，写真はモノクロ

で作成したものに限ります.

【学付議用原稿提出及び問い合わせ先】

〒381-2227 長野市川中島町今井原 11 -1 

長野保健医療大学

宮脇利幸宛

Tel: 026-283-6111 (代)

E-mail: miyawaki.toshiyuki@shitoku.ac.jp 
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