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日程:2021年11月20日 
   (受付13:00～/講義13：30～) 

  2021年11月21日 
   (受付8：30～/開会式9：30～) 

開催方法:オンライン開催 (LIVE配信) 
学会長  :傳田 貴大 
       茨城西南医療センター病院 

実行委員長:白石 祐 
             総和中央病院 

招聘講演 

鈴木 邦彦氏 (茨城県医師会 会長) 
「地域包括ケアシステム構築における 
            地域リハビリテーション活動の重要性」

特別講演 

ランチョンセミナー 

教育講演 

シンポジウム 

茨城県 担当者 
「コロナの感染状況、生活支援や地域リハ」

宇田 薫氏 (医療法人 おもと会 総括リハビリテーション部) 
「作業療法士ができる地域づくり ～身近な実践から～」

灘 裕介氏 ((有)あーと・ねっと)  
「地域で起業する発達領域のOTの実情」 

ブロック県士会発表 
「地域リハビリテーションに係る取り組み」 
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【開催概要】 

日 時 
１１月２０日 （土）１３：００受付開始 １３：３０～講演・発表 

１１月２１日 （日） ８：３０受付開始 ※9：30より開会式を行います 

テ ー マ 地域創生社会におけるリハビリーションの可能性 

開 催 方 法 オンライン開催 （Live配信） 

主 催 公益社団法人 茨城県作業療法士会 

問 い 合 わ せ 

〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館内 

公益社団法人 茨城県作業療法士会 事務所 事務局長 小森裕一 

TEL：029-302-7092 FAX：029-353-8475  

E-mail：office2@ibaraki-ot.org 

【参加費等】 

参加資格：市民公開とし、参加資格については制限ございません。 

大会参加費：（両日、1日参加ともに同額） 

・茨城県作業療法士会員および北関東信越ブロックの県作業療法士会会員  

［その他都道府県士会所属も含む］      ･･･ 3,000 円 

・茨城県作業療法士会非会員 ･･･ 6,000 円 

・上記作業療法士以外の医療・福祉専門職  ･･･ 3,000 円 

・上記以外の一般の方、作業療法士養成校学生 ･･･      無料 

 

 

ホームページ、学会参加登録はこちらからお願いいたします→ 

※参加には事前申し込みが必要です 

 

第６回北関東信越ブロック学会 第 13回 茨城県作業療法学会 

学 会 長 茨城西南医療センター病院 傳 田 貴 大 
実行委員長 総 和 中 央 病 院 白 石   祐 
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プログラム 
 

1日目： 

受 付 １３：００～ 

特 別 講 演 １３：３０～１４：３０ 

コロナの感染状況、生活支援や地域リハ 

茨城県保健福祉部 感染症対策課        江橋 将哉 

茨城県保健福祉部 健康・地域ケア推進課  照沼  貴弘 

医療圏活動発表 １４：３５～１５：０５ 

スペシャルセッション １５：１０～１７：１０ 

脳血管領域 聖麗メモリアル病院 野上 雅史 

整形外科領域 湖南病院・とき田クリニック 朝比奈 郁子 

小児科領域 古河市児童発達支援センター ぐるんぱ 中川 珠世 

急性期領域 筑波メディカルセンター病院 樋山 晶子 ・ 林 健太 

障がい者スポーツ領域 医療法人仁寿会 総和中央病院 三木 孝太 

循環器領域 筑波大学附属病院 渡邉 麗子 

認知症領域 学校法人筑波学園 アール医療福祉専門学校  

人間創成地域研究センター 

坂本 晴美 

精神科領域 多機能型事業所 Zero Point 土居 江利 

 

 

2日目：  

受 付 ８：３０～ ９：３０  

開会式 ９：３０～ ９：４５ 

招 聘 講 演 ９：５０～１０：５０ 

 地域包括ケアシステム構築における地域リハビリテーション活動の重要性 

 茨城県医師会 会長  鈴木 邦彦 

 

一般演題発表 １０：５５～１１：５５ 

 

ランチョンセミナー １２：１０～１３：１０ 

地域で起業する発達領域 OTの実情 

（有）あーと・ねっと 灘 裕介 

 

教 育 講 演 １３：１５～１４：１５ 

作業療法士が出来る地域づくり ～身近な実践から～ 

医療法人おもと会 統括リハビリテーション部 宇田 薫 

 

 



ブロック県士会発表 １４：２０～１５：２５ 

地域リハビリテーションに係る取り組み 

シンポジスト（ブロック県士会担当者） 

新潟県 
新潟県作業療法士会 副会長 

新潟リハビリテーション病院  
村山 拓也 

長野県 
長野県作業療法士会 副会長 

社会福祉法人 暖家 
傳田 拓男 

栃木県 
栃木県リハビリテーション専門職協会 県南ブロック長 

介護老人保健施設 リハビリパーク ぶどうの舎 
寺田 圭甫 

群馬県 
群馬県作業療法士会 地域作業療法推進部担当理事 

群馬医療福祉大学 
高坂 駿 

茨城県 
茨城県作業療法士会 イキイキ地域づくり事業部 

高須病院 通所リハビリテーションにこにこ 
新堀 拓 

 

一般演題発表 １５：３０～１６：４０ 

 

閉会式 １６：４５～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手スタッフの皆様も気軽に参加できますので、この機会にぜひご参加ください。 

また、各所属長におかれましては、スタッフの皆様に対し研鑽の機会となるよう 

学会への参加についてお声掛けいただけますと幸いです。 

学会実行委員一同 


