2 月 3 日 F ネットです。
--------------------------------------------------【現職者選択研修 発達障害障害領域】
■日時：2020 年 2 月 9 日（日）
■場所：長崎国際大学（長崎県佐世保市ハウステンボス町 2825-7） 1101 講義室
■内容：
9：00 ～ 10 ： 30 発達障害領域の基礎知識と作業療法の課題と展望
講師：原田洋平 氏 （長崎県立こども医療福祉センター）
10 ： 45 ～ 12 ： 15 作業療法の実際 1（0 歳～就学前）
講師：吉村克己 氏（ 株式会社 BLUE PLANETS ）
13 ： 15 ～ 14 ： 45 作業療法の実際 2（就学学童期青年期以降 6 歳～18 歳以降）
講師：羽辺由紀子 氏（佐世保市役所 ）
15 ： 00 ～ 16 ： 30 自閉症スペクトラム障碍児に対する作業療法の実際
講師：原田洋平 氏 （長崎県立こども医療福祉センター）
■参加費：4,000 円
■申込：事前申し込みあり。県士会 HP の申込フォームよりお願いします。
■お問い合わせ：県士会 HP のお問合せフォームよりお願いします。
--------------------------------------------------【長崎県作業療法士会公式 LINE はじめてます】
現在は研修会情報を中心に、月 2.3 回不定期に配信しています。
個人での情報のキャッチがしやすいツールです。
ぜひ登録をお願いします。
https://lin.ee/gpYTLRp
県士会 HP でもお知らせしています。
--------------------------------------------------【九州作業療法学会 2020in 長崎 当日スタッフと運営スタッフの募集】
長崎県作業療法士会 会員のみなさま
いつもお世話になっております。
2020 年 6 月 20 日・21 日に開催される九州作業療法学会のスタッフの募集を致します。
当日スタッフはもちろん、九州作業療法学会に向けての準備を一緒におこなう運営スタッフも募集中です。
■当日・運営スタッフ募集要項
1．当日スタッフ
・活動日時：2020 年 6 月 19 日（金）
、20 日（土）、21 日（日） ※時間等は未定
・活動場所：長崎ブリックホール
・活動内容：受付係（総合受付やクラーク等） 会場係（会場の準備や管理等）
2．運営スタッフ
・活動日時、場所については未定ですが、学会に向けてのマニュアル作成や各係の責任者業務などの活動
長崎地区で開催される九州作業療法学会を盛り上げていきましょう！
長崎県作業療法士会の OT 会員であればどなたでも活動できます。
日頃働いている環境から飛び出して OT に関する新しい物事を学ぶ機会になります。
また、新しい仲間との出会いにより日頃の業務の相談や良い刺激をもらえるメリットもあります。
興味ある OT 会員は申し込み先にご連絡ください。ご確認やご質問もお気軽にどうぞ！！

■申し込み先：九州作業療法学会 2020in 長崎

運営局

Mail：uneikyoku@nagasaki-ot.com

1．所属、2．氏名、3．経験年数（○年目）
、4．希望の活動（当日スタッフ・運営スタッフ）を記載の上、
上記のアドレスにメールをお願いします。
※当日スタッフ希望の方は、可能は範囲で 6 月 19 日～21 日で活動可能な日の記載をお願いします。
運営局 会場運営部 牧野航（長崎北病院） 総合受付部 生田敏明（長崎リハビリテーション病院）
--------------------------------------------------【長崎県作業療法士会地域包括ケア対策部推進班研修会】
地域包括ケアの深化に向けて、介護予防・日常生活支援総合事業に地域リハビリテーション活動支援事業が位置
付けられており、
地域においてリハビリテーションのニーズは高まっています。しかし、その実践は地域によって差があり、長崎
県内においてもリハ職の参画状況、参画への組織体制にも地域により違いがあります。
今回、地域包括ケア推進班および事業参画者に対して研修会を行い、事業参画に向けた課題や各地区の情報を共
有し、推進班として参画に向けた具体的な活動を検討したいと思います。
1．日時：令和 2 年 2 月 23 日（日）10：00～13：00
2．場所：中心市街地複合ビル（プラットおおむら）5 階 中会議室 （大村市本町 458-2）
※会場には駐車場がありませんので、近隣の駐車場をご利用ください
3．対象：長崎県地域包括ケア対策部推進委員、地域リハビリテーション活動支援事業参画者、及び興味がある会
員
4．参加費：無料
5．内容：
9：45 受付
10：00 挨拶：主催者代表
10：05 日本作業療法士協会人材育成研修会報告
長崎県作業療法士会 理事

原田洋平 推進委員 坪田優一

10：35 推進班事業計画説明
長崎県作業療法士会 事業局理事 黒木一誠
10：45 「長崎県における地域包括ケアシステムの構築に向けた地域リハビリテーションの取組」
長崎県福祉保健部長寿社会課 地域包括ケア推進班 作業療法士 前山隆史
11：15 ケア会議・総合事業参画調査結果報告
長崎作業療法士会 地域包括ケア対策部 部長 村木敏子
11：30 休
11：40 グループワーク

・参画への課題

・参画に向けてできること

12：40 発表とまとめ
13：00 終了
--------------------------------------------------【多職種研修会 褥瘡予防と発生後のケア ～リフトを用いた移乗方法を中心に～】
■主催：長崎シーティング研究会
■日時：R2 年 2 月 23 日（日）9：30～16：30 ※受付 9：00～
■場所：長崎医療技術専門学校 4 階
■内容：講義「褥瘡予防と発生後のケア（仮）
」 実技「リフトを用いた移乗方法等を中心に実施予定」
■講師：内田正剛 氏 一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長
■対象：医療や介護関係者どなたでも大歓迎

■定員：50 名
■参加費：5000 円
■親睦会：R22．2.22（土）19：00 より
※親睦会は研修会前日の開催予定、場所や会費の詳細は後日連絡します。
■申し込み先：メール nagasaki.seating@gmail.com

FAX：095-821-1187

※申し込みは、上記連絡先までメール又は FAX でお願いします。
※ 件名に「多職種研修会 申し込み」と記載し、本文に、1．名前 2．所属

3．職種 4．親睦会参加の有無

5．E-mail アドレスを記載して下さい。
■申し込み期限：令和 2 年 2 月 15 日
--------------------------------------------------【ふもとの会】
2 月のふもとの会の案内です．
今月は 2 週目の火曜日が祝日のため 3 週目の 18 日に変更します。
〇開催日時：2 月 18 日 19 時～
〇開催場所：長崎大学保健学科 1 階 101 教室
〇ミニレクチャー：長崎北病院 小柳昌彦先生
運転再開支援の取り組みと注意点
〇症例検討：百合野病院
何かご不明な点がございましたら長崎大学森内までご連絡ください．
moriuchi-t@nagasaki-u.ac.jp
--------------------------------------------------【高次脳機能障害について学ぼう】
■主 催：長崎高次脳機能障害研究会
■テーマ：脳画像とリハビリテーション
■日 時：令和 2 年 3 月 7 日（土）午後 14 時～16 時半
■講 師：玉利 誠氏（理学療法士）
福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科 准教授
■場 所：長崎商工会議所（長崎市桜町 4-1 2 階 第 1・2 会議室）
■対 象：医療従事者（県内外問わず）
■参加費：無料
今回お呼びする講師は、2006 年より教鞭を取り脳卒中患者の神経ネットワークの解析を
研究テーマに学術活動及び講演を行っている、現在最も活躍する理学療法士のお 1 人です。
高次脳機能障害を学ぶ上でかかせない「脳画像」について講演いただきます。
脳卒中患者の脳画像を読み取り、リハビリテーションの介入に活かしてみませんか？
皆様のご参加をお待ちしています。尚、会場に駐車場はありません。
JR 長崎駅より徒歩 10 分ですので、公共交通機関を利用するか近隣駐車場をご利用ください。
また、研修会前日に長崎駅周辺にて懇親会を開催致します。先生も出席されますのでぜひご参加ください。
■申込み先：kita_m_yamada@shunkaikai.jp (長崎北病院 山田麻和)
件名に『高次脳機能研修会』申込みと記載し、1 所属、2 名前、3 懇親会参加有無を明記し、インターネットメー
ルにて申込みください
■申込み期限：2 月 28 日（金）事前申込み要

■追加情報：高次脳機能障害について共に学ぶ仲間を募集致します。高次脳機能障害に興味がある OT の方で、
発表や研究をおこなってみたい方や復学・復職支援といった地域支援に興味がある方、長崎・佐賀・福岡など県
を越え情報や知識を共有し、学術的研鑽を重ねていきませんか？初回の集まりを上記研修の前（午前 10 時～12
時）
に開催致します。世話人の研究の紹介や今後の活動について話し合い、症例相談や研究相談も行う予定です。
■世話人 OT：松尾崇史（西九州大学助教）
、山田麻和・小柳昌彦（長崎北病院）
（質問及び参加希望の方は、上記申込み先へ「午前参加希望」と記載し、所属と名前をメールください。場所な
どの連絡はメールで返信致します。
）
--------------------------------------------------【長崎作業・技術支援研究会】
この度、事務局を長崎北病院に移し、臨床での患者さんについての作業プログラムや支援方法・生活の工夫など、
長尾哲夫先生にアドバイスをいただく機会を月 1 回の頻度で開催していくことになりました。皆様のご参加をお
待ちしております。
第 2 回となるテーマは
「弾性包帯の活用！！球脊髄性筋萎縮症患者の上肢操作 ～長時間作業への補助と遂行性の向上～」です。
■日時：令和 2 年 2 月 20 日（木）18：30～19：30
■場所：長崎北病院 2 階

リハ室

■参加費：無料
■駐車場：無料
■お問い合わせ先：長崎北病院 nagasakiotshien@googlegroups.com
--------------------------------------------------【NHL 勉強会のお知らせ】
テーマ：
「橈骨遠位端骨折術後の評価と臨床の進め方」
一般的に橈骨遠位端骨折術後患者のリハビリテーションは，急性期もしくは外来リハでの対象となります．
しかし上肢下肢の同時骨折を起こした患者では回復期で担当することもあると思います．
そういった時にどこをポイントに臨床を進めるのか，レントゲン読影や解剖，評価，一般的な後療法を皆様で共
有ができればと思います．
回復期のスタッフや橈骨遠位端骨折患者を担当したことがない人でも入ってきやすい内容かと思います．
奮っての皆様のご参加を心よりお待ちしております!(^^)!
■プレゼン者：燿光リハビリテーション病院 作業療法士 東原 太一郎
■症例供覧：杏林病院 作業療法士 眞浦 健人（症例供覧）
■日時：令和 2 年 2 月 13 日(木)19：00～21：00
■場所：燿光リハビリテーション病院 2 階 リハビリ室
■対象：PT/OT/ST

■定員：50 名(先着順)

■参加費：500 円（ファイル資料・軽食として）
■駐車：無料（正面玄関前の立体駐車場をご利用ください）
■生涯教育ポイントとして 1 ポイント取得が可能です
＊当日は前腕が触診しやすい服装で、ご参加お願い致します。
申し込み希望者は件名に「2/13 NHL 申し込み」と記載し、1：病院名 2：職種 3：氏名を記載の上、
下記のメールアドレスまでお申し込みお願い致します。
■申し込み窓口：燿光リハビリテーション病院

作業療法士

■責任者：長崎労災病院 作業療法士 久保田 智博

東原

太一郎

（yohkoh.rh@hakujyujikai.or.jp）

--------------------------------------------------【第 16 回 日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in 高知】
■主催：日本訪問リハビリテーション協会
■大会名：第 16 回日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in 高知
■日時：2020 年 5 月 30 日（土）～31 日（日）
■場所：高知市文化プラザかるぽーと・高知市中央公民館（高知市九反田 2 番 1 号）
■テーマ：平成の訪問リハを振り返る～そして未来を創造しよう～
■URL：http://www.houmonreha.org/kochi/
※詳細はホームページでご確認ください
■他関連団体のポイント申請について
〇日本理学療法士協会
参加：10 ポイント 演題発表：5 ポイント 講師・シンポジスト：5 ポイント
〇日本作業療法士協会
参加：1 ポイント（2 日間の場合は 2 ポイント） 演題発表：１発表につき 1 ポイント加算
講師・シンポジスト：１ポイント（２日間の場合は２ポイント）
〇日本言語聴覚士協会
参加：１ポイント 演題発表：１ポイント
--------------------------------------------------【2 月バーモス・ア・島原のお知らせ】
■開催日：2 月 13 日（木）
■開催時間：19 時～20 時半
■場所：池田病院リハビリテーション室
■内容：そもそも英語圏ではなぜ*Occupational Therapy*って名付けたのだろうか？
～OT の歴史と治療モデル（MOHO や COPM）から紐解いていこう～
■講師：熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 教授 安田 大典 先生
■お問い合わせ先：
医療法人社団 東洋会 池田病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 中嶋 康貴
TEL：0957-62-3043 FAX：0957-62-3040
E-mail：nakashima.y@ikeda-hp.or.jp
--------------------------------------------------【ＳＳＴ研修会 in 長崎のご案内】
今回の研修は、中級研修を病棟スタッフ中心のグループと、デイケアや就労事業所スタッフ中心のグループに分
け実施します。
また、認知症高齢者やご家族を対象とした仕事に従事しているスタッフ向けに、コミュニケーション改良教室も
開催致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
■日程：2020 年 2 月 29 日（土）
■場所：道ノ尾病院 みちのおホール
■研修内容：
中級研修その 1：参加費 会員 6000 円 非会員 9000 円 時間 9:30～16:30（修了証あり）
中級研修その 2：参加費 会員 6000 円 非会員 9000 円 時間 9:30～16:30（修了証あり）
コミュニケーション改良教室：参加費 一律 3000 円

時間 13:00～16:30

特別企画【ランチョンセミナー】
：参加費無料＆弁当付き

時間 12:00～13:00

■申込みフォーム：http://nagasakisst.blogspot.com/を参照ください
■申込み〆切：2 月 15 日（土）
■問い合わせ先：訪問看護ステーションすみ香 小中原 隆史 ot-konakahara@michinoo.or.jp
--------------------------------------------------今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com

