
“Through the various daily activities of human beings, it is the ultimate aim among the 
occupational therapists to support those who face difficulties in organizing and carrying 
out their daily lives by assessing the abilities of human being and their functions in daily 
lives.”  The occupational therapists share its core philosophy, which is to help people with 
difficulties through supporting their abilities to carry out their daily lives, regardless of the 
geographical boundaries or cultural differences.  
On this occasion that Yokohama hosts the 16th World Congress of the Occupational 
Therapists, we anticipate the occupational therapists from all over the world gather and 
explore the depth and wisdoms of the occupational therapists, loading up with new 
wisdom, and launch the “Ship of Wisdom” from the Port of Yokohama. 
Exploring the wisdom of occupational therapy from Asia to the world!

Exploring the Wisdom of OT from Asia to the World
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今回の会議は日本語・英語の2ヶ国語を公式言語として行います。
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1. 災害対策と復興支援  
災害は、人災であれ、天災であれ、人々の日常生活に大きな影響を及ぼす。そうした災害支援のなかで作業療法士は救急時の対応だけでなく、生活再建
にどのような貢献ができるだろうか？ このテーマでは、世界各国での経験と専門知識を活かし、作業療法の知識とスキルを最大限に活用する方法を探る
ことを目指す。

2. 多職種連携と作業療法の役割 
医療・保健・福祉すべての領域において、さまざまな専門職によるコラボレーションは不可欠である。しかし、支援の対象と内容により連携のあり方は異なる。
このテーマでは、チーム連携のなかで作業療法にはどのような役割が求められるのか、そして作業療法士がどのような役割が果たせるのかについて検討する。

3. 作業療法の知：過去からの学び、未来への伝承 
作業療法は人々の日常生活を支援する専門職として、約100年のあいだ医療や社会の移り変わりとともにその役割を担ってきた。我々は時に過去の教訓
から学ぶことを忘れてしまうことがある。また、異文化体験の重要性を考慮に入れることも必要である。このテーマでは、将来の作業療法に役立つよう、過去
の様々な文化における作業療法の経験から学ぶことを目的とする。

4. 作業療法の進展と挑戦 
医療や社会の移り変わりとともに作業療法に対する要求も変化する。こうした要求の変化に各国の作業療法はどのように対応してきたか。このテーマの
発表では、医療や社会の変化に対応する作業療法の実践と、作業療法士がどのように変化を促進していけるかについて検討する。

5. 教育と研究：今何が求められているか
医療や社会の変化により作業療法の対象や作業療法に対するニーズも変化し、それに対応した教育や研究が求められている。こうした変化に対して、作業
療法士の教育・研究では何か求められているのか？ このテーマでは、各国の取り組みや提案を紹介し、作業療法のこれからの教育・研究のあり方を考える。

6. 根拠に基づいた実践と作業療法の質 
作業療法の介入は根拠に基づいていなければならない。根拠には客観的、量的、主観的および質的な要素がある。このテーマでは、どうしたら根拠に基づく
最良の作業療法（EBOT）を提供することができるかを検討する。

7. ひとの作業の本質
対象者が障害をもっていてもいなくても、ひとにとっての作業のもつ意味、作業の本質を探索し共有することは作業療法の永遠のテーマである。このテーマ
では、作業を扱う専門職である作業療法士として、ひとと作業の関係についての知識をより深め合い、発展させる機会とする。

8. コミュニティと作業療法
地域を基盤にした作業療法（Community based OT）という視点のみでなく、地域にどのように貢献できるかという、地域と作業療法の様々な関わり方
を包括したテーマとして位置付け、地域に対する作業療法の活かし方（貢献の仕方）を考究する機会とする。
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後援・展示：
Chair： 錠内　広之 神奈川県作業療法士会
Co-chair： 藤井　浩美 日本作業療法士協会　理事
WFOT representative：
 リチャード・レジャード（Ritchard Ledgerd）
 　 PCo Promotion and Development

広報・宣伝：
Chair： 香山　明美 日本作業療法士協会　理事
Co-chair： 北山　順崇 日本作業療法士協会　理事
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Co-chair： 石川　隆志 日本作業療法士協会　学術部長
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社団法人日本作業療法士協会（ JAOT）
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