
 

 
 

九州作業療法学会 2021in熊本 

『響創』 
～作業療法が奏でる人・作業・環境のハーモニー～ 

 

広告掲載 ／ バーチャル機器展示 

 

募集要項 
 

 

 

 

 会 期 ： 2021年 6月 19日（土）～20日（日） 

 

 WEB配信： 2021年 6月 1日（火）～30日（水） 

 

 会 場： ホテル熊本テルサ 

   （熊本県熊本市中央区水前寺公園 28 ｰ 51） 

 

 主 催： 九州作業療法士会長会 

 

 学会長： 内田 正剛 

   （医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院） 
  



関連企業・団体の皆さまへ 

 

学会長挨拶 
 
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、格別のご高配を賜り厚くお礼を申し

上げます。この度、九州作業療法学会を熊本にて開催することになりました。2021 年 6月 19 日（土）

～20 日（日）の 2 日間を現地とオンラインでのハイブリットにて、2021 年 6月 1 日（火）〜30 日

（水）を Web 配信期間として開催致します。 

人生 100 年時代、成熟社会と言われる現在の社会背景としては、少子高齢化・人口減少・財政

赤字・気候変動等の複合的な問題に直面しており、環境・社会・経済等の多面的な「持続可能性」

が大きな課題となっています。社会保障に関しても、2025 年問題から「更なる高齢化」と「高齢

者世帯・単独世帯の増加」、「現役世代の人口急減」が課題となる 2040 年問題への対応が始まって

おります。 

一方で、技術革新による IT 化や、企業内でも人材の多様性を重視する価値観等から情報社会へ

の移行が加速しています。今や、IoT・AI・ロボット等の社会実装が検討され、年齢・性別・障害

の程度を超えて誰もがその能力を発揮し豊かな暮らしの実現に向け取り組むべきあり方が検討さ

れております。このような共創社会において作業療法士に何ができるのか？何を行うべきか？ 

作業療法とは、定義（日本作業療法士協会 2018）によれば、「健康と幸福」「生活行為」「目的と

価値」を考慮した対象者の「作業（活動と参加）」を保証することとなります。また、その作業遂

行は、作業療法の専門分野である発達、精神、身障、高齢の各領域共に“人と作業と環境”の兼

ね合いにより決まります。如何に、それぞれを分析し、調整・工夫をするのか？作業療法士に問

われていると思います。 

目指す姿は「地域共生社会」であります。制度・分野ごとの関係性を越え、地域住民も主体的

に参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながる社会です。そのためには、一人ひと

りの生きがいある暮らしと、地域の特色と活性化をともに創っていくこと「共創」が必要となり

ます。 

今回の学会テーマは、「響創」～作業療法が奏でる人・作業・環境のハーモニー～としました。

来たるべき社会へ、各分野が共創する令和（外務省訳：Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｈａｒｍｏｎｙ）

時代に“人と作業と環境”のハーモニーを響かせ、新しい暮らしを創ってほしいと願いを込め

「響創」としております。 

コロナ禍であるため本学会は、オンライン開催とします。新しい環境に新しい作業様式（スタ

イル）を準備しておりますので、皆様の積極的な参加という調和をお願い申し上げます。 

本学会内に作業療法の奏でるハーモニーが響き渡ることを期待しております。 

何卒、ご協力ご支援を賜りますようお願い申し上げます。               

謹白 
 

2021 年 2 月吉日 

 

九州作業療法学会 2021 in 熊本 

学会長  内田 正剛 

（医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院） 
  



九州作業療法学会 2021in 熊本 

開 催 概 要 
 

1.大会名称  

九州作業療法学会 2021 in 熊本 

2.主    催  

九州作業療法士会長会 

3.学会テーマ 

   ｢響創」～作業療法が奏でる人・作業・環境のハーモニー～ 

4.学 会 長   

        内田 正剛  （医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院） 

5.会    期  

2021年 6月 19日（土）～20日（日） ＊WEB配信：2021年 6月 1日（火）～30日（水） 

6.会    場  

    ホテル熊本テルサ（熊本県熊本市中央区水前寺公園 28 ｰ 51） 

7.開催の目的と意義 

九州各県に在籍する作業療法士の専門性向上のための学術的研鑽を目的とした教育・研

修活動を行います。また、調査・研究・報告を行う中で九州各県の作業療法士の幅広い

情報交換の場とします。医療・保健・福祉分野の施策検証等もリハビリテーション関連

団体、行政機関等とも連携を図り、より良い制度構築に向けて活動を行っていきます。

これらの活動を通じ、作業療法を必要とする方々に良質なサービスを提供するとともに

量的な整備を推進することで住民に身近なサービスとして国民生活へ寄与することを目

的としております。 

8.開催計画の概要 

月  日 プログラム（予定） 

6 月  1日（火）～ 

6 月 30日（水） 

基調講演、学術講演、教育講演、一般演題、企業展示等の動画配信・デ

ジタルポスター掲示 

6 月 19日（土） 一般演題発表・質疑応答 

6 月 20日（日） 基調講演、学術講演、教育講演、シンポジウム、特別企画 

9.参加予定者数 

 約 600人 

10.学会ホームページ 

https://kyuot2021.secand.net/ 

11.後援予定団体 

  熊本県、熊本市、熊本県医師会、熊本市医師会、熊本県精神科協会、熊本県理学療法士協会 

  熊本県言語聴覚士会、熊本県社会福祉士会、熊本県介護福祉士会、熊本県栄養士会、熊本県 

  看護協会、熊本県歯科医師会、熊本県介護支援専門員協会、熊本県精神保健福祉士協会 

  熊本県歯科衛生士会、熊本県薬剤師会、熊本日日新聞社、熊本放送、テレビ熊本、熊本県民 

  テレビ、熊本朝日放送、エフエム熊本、熊本シティエフエム 

 

12. 主要な学会実行委員 

  学会長     内田 正剛（医療法人  堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院） 

 副学会長   高木 勝隆（医療法人 弘仁会 熊本総合医療リハビリテーション学院） 

 実行委員長 枡﨑 高史（社会医療法人 令和会 熊本リハビリテーション病院） 

 事務局長  松井 匠 （医療法人 桜十字 桜十字病院） 

13. 本学会に関するお問い合せ先 

 九州作業療法学会 2021 in 熊本 事務局 

〒861-8045   熊本県熊本市東区小山 2 丁目 25-17 ｸﾞﾗﾝﾚｰｳﾞ壱番館 103号 

      （一般社団法人 熊本県作業療法士会 事務所内）   

E-mail：kyuot2021@gmail.com 

     担当者：枡﨑 高史（社会医療法人 令和会 熊本リハビリテーション病院） 

    松井 匠（医療法人 桜十字 桜十字病院）  

mailto:kyuot2021@gmail.com


A. プログラム集広告掲載募集要項 
1．広告媒体の名称  九州作業療法学会 2021 in 熊本 プログラム集  

2．発行部数     約 200 部（学会ホームページ上で PDF をダウンロード可能）  

3．配布対象     九州の作業療法士の参加者および関係団体を対象に郵送 、 

            学会ホームページよりダウンロード 

4．規格        Ａ４版・80 頁（予定）  

5．発行日       2021 年 6 月（予定）  

6．広告規格     １頁（表紙裏・裏表紙前頁）・A4 1 頁・1／2 頁  

※掲載文字、写真はモノクロになります。  

7．申込み開始    2021 年 2 月 24 日（水）  

8．申込み締切    2021 年 3 月 22 日（月） 

9. データ入稿締切     2021 年 3 月 29 日（月） 

 

□広告料（消費税込み） 

番号  広告掲載頁  広告規定（サイズ）  広告掲載料（税込）  

①  表紙裏面（a）  （1 頁）267 ㎜×180 ㎜  20,000 円(1 社限定) 

②  裏表紙前頁（a）  （1 頁）267 ㎜×180 ㎜  10,000 円 (1 社限定) 

③  その他  （1 頁）267 ㎜×180 ㎜  5,000 円  

④  その他  （1/2 頁）130 ㎜×180 ㎜  2,500 円  

 

※1 本学会の公益性、品位を損なう可能性がある場合は、ご相談の上、ご修正いただく場合がございますことを

ご了承ください。 

※2 掲載、不掲載の決定におきましては、学会実行委員会の判断にて決定させていただくことをご了承くださ

い。 

※3 掲載順位におきましては、基本的に応募順とさせていただきますことをご了承ください。 

 

□申込み要領 

（1）大会 HP、または本文に掲載されている URL、または QR コードを読み取り、「広告・機器展示募集フォーム」 

   よりお申込みください。 

（2）広告費の納入について 

広告が掲載されましたのち、事務局より広告料のご請求をさせていただきます。 

    （尚、納入方法は銀行振込となっております。） 

 

□申込先  

   

広告・機器展示募集フォーム 

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ

/viewform 

 

 

 

□お問い合せ  

   九州作業療法学会 2021 in 熊本 運営事務局 

担当者：松井 匠（医療法人 桜十字 桜十字病院） 

E-mail：kyuot2021@gmail.com 

 

※お問い合せは E-mail のみでお願いします 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ/viewform
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B.バーチャル機器展示 募集要項 
1．日     程    2021 年 6 月 1 日（火） ～ 2021 年 6 月 30 日（水）  

2．展示媒体の名称  九州作業療法学会 2021 in  熊本  大会ホームページ内 Web 大会特設ページ 
3．表示方法      Web 大会特設ページ内に、バーチャル機器展示室のコーナーを設け、常時掲載  

4．掲載企業      先着順 最大 20 社まで  

5．バーチャル機器展示規格  

             展示ページを１社につき１ページ設けます。 画像、テキスト、動画（YouTube）、PDF、外部 

             リンクへのバナー等を掲載することができます。詳しくは下記のサンプル URL または、 

             別紙のサンプルをご参照ください。  

 

 バーチャル機器展示  

 サンプル URL：https://ss762867.stars.ne.jp/conference/virtual/ 

           または、右の QR コードを読み込んでください。  

 パスワード：virtual2021 

 

 

 

 

6．掲載期間      2021 年 6 月 1 日（火）〜2021 年 6 月 30 日（水）  

             なお、学会ホームページには申し込み順にて、企業・施設名と HP の URL を随時掲載 

             させていただきます。 

7．バーチャル機器展示料金      20,000 円（税込）  

8．申込み開始     2021 年 2 月 24 日（水）  

9．申込み締切     2021 年 3 月 31 日（水）  

10．データ入稿締切   申し込み後に、編集担当からご連絡いたします  

 

□申込み要領 

（1）大会 HP、または本文に掲載されている URL、または QR コードを読み取り、「広告・機器展示募集フォーム」  

   よりお申込みください。 

 

（2）展示料の納入について 

バーチャル機器展示が掲載されましたのち、事務局より展示料のご請求をさせていただきます。 

    （尚、納入方法は銀行振込となっております。） 

 

 

□申込先  

 

広告・機器展示募集フォーム 

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ

/viewform 

 

 

□お問い合せ  

   九州作業療法学会 2021 in 熊本 運営事務局  

担当者：松井 匠（医療法人 桜十字 桜十字病院） 

E-mail：kyuot2021@gmail.com 

 

※お問い合せは E-mail のみでお願いします 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQ6BFTgGIrdY85yWBkacbRqpf9c8PUpEoqq046ptZsVoZRQ/viewform
mailto:kyuot2021@gmail.com


別紙：バーチャル展示サンプル 


