
8 月 3 日 F ネットです。 

--------------------------------------------------- 

 

【現職者共通研修 開催案内】 

■期日：令和 2 年 8 月 23 日（日） 

■実施方法：Zoom クラウドミーティング 

■受付：8 時半～ 

■内容 

1．9：00～10：30 職業倫理 前園健之（杠葉謬院） 

2．10：50～12：20 作業療法における協業・後輩育成 前田大輝（あきやま病院） 

3．13：20～14：50 作業療法生涯教育概論 片田美咲（にしきの里） 

4．14：10～16：40 事例報告と事例研究 片田美咲（にしきの里） 

■参加申込：県士会ホームページの申込フォームよりお願いいします。 

■申込み締切：令和 2 年 8 月 16 日（日） 

■講義資料：令和 2 年 8 月 20 日（木）より，会員専用ページに掲載（予定） 

■受講対象者：日本作業療法士協会及び各都道府県士会会員で，今年度の会費の未納がない会員 

■参加費：無料 

■注意事項 ：申し込みの際，携帯のキャリアメール（＠以下が携帯通信会社のドメイン）は使用しないでくださ

い．県士会からの返信・確認メール等，届かない可能性があります． 

研修会当日までに，Zoom のアプリのインストールを終了し，サインインまでの作動確認をお願いします．事前

に，ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを設定する必要性が考えられます． 

参加は一人につき 1 アカウントです． 職場などで，1 画面を複数での受講は，受講確認が出来ませんので，受講

修了とはなりません。また，3 密を回避するという Web 研修会の目的からも外れますので，おやめください． 

当日までに配布される ID とパスワードの取り扱いには，充分ご注意ください．事前申し込みをしていない人へ

の漏洩が確認された場合，受講履修履歴の取り消しも考えられます． 

Zoom 内の表示名はフルネーム漢字とし，所属施設名も記載してください．また，必ずビデオあり，音声ミュー

トでの参加をお願いします． 

パソコンではなく，スマホやタブレットで受講される方もいると思われますが，1 時間当たり，1GB 程度の消費

が平均とされていますので，ネット環境には十分ご注意ください．また無料 Wi-Fi スポットなどでの受講はお断

りいたします．他への迷惑行為が確認された場合，受講履修履歴の取り消しも考えられます． 

当日，それぞれのテーマ開始と同時に，ミーティングルームをロックしますので，時間厳守でのサインインをお

願いします．事前申し込みを済ませていても，時間までに参加が間に合わなければ，履修扱いとはいたしません

のでご注意ください． 

■問合せ：教育局 岡本 rmdtw376＠yahoo.co.jp 

--------------------------------------------------- 

 

■第 27 回長崎県作業療法学会演題募集 

「広げよう！作業療法 ～Activities of Social Life へ向けて～」 

開催期間：2021 年 2 月 15 日～3 月 14 日（web 配信） 

【演題募集】 

1．応募資格：長崎県作業療法士会会員であること. 

2．応募受付期間：2020 年 8 月 1 日～8 月 31 日 



3．応募内容：一般演題のみ 一般演題発表を事例読替希望の方は,後日各自で申請して下さい. 

4．発表形式：web 上での配信 

5．抄録作成上の注意 

・Microsoft Office Word を使用してください． 

・制限文字数は 800 文字となります．フォントは MS 明朝，大きさは演題名 14 ポイント，氏名・施設名・本文

は 12 ポイントで統一ください．尚，図表や画像の掲載はできません．県士会ホームページの抄録フォーマット

を参考に作成してください． 

応募方法 

・原稿は E-mail にて受け付けます．件名に【第 27 回長崎県作業療法学会演題申し込み】，本文に所属・ 氏名・

電話番号を明記し，抄録原稿と演題登録申込書を添付し下記の E-mail へ送信して下さい． 

・演題登録申込書は県士会ホームページよりダウンロードして下さい． 

・演題登録には，必ず 3 つのキーワードを選択してください．下記のサイトの「作業療法キーワード集」を参照

してください．https://www.jaot.or.jp/academic_journal/key-word/ 

※詳細や演題登録申込書については県士会ホームページを確認の上登録をよろしくお願いします.みなさんの応

募をお待ちしています！ 

演題申し込み・問い合わせ窓口 

E-mail：ken-gakkai@nagasaki-ot.com 

演題採択委員会 貞清 衣津子（貞松病院） 

--------------------------------------------------- 

 

【臨床実習指導者講習会 2020（web）B 日程 開催案内】 

新型コロナウイルス感染症対策のため Web 会議システムによるオンライン開催となります。 

１．主催：（一社）長崎県作業療法士会 

２．日程･ホスト校：［B 日程］2020（令和 2）年 10 月 17 日（土）・18 日（日） 

  長崎リハビリテーション学院（大村市赤佐古 42 番地） 

３．対象（応募資格） 作業療法士の免許取得後４年以上の者 

４．定員：100 名 

５．受講料：会員  1,000 円（資料代）【OT 協会・県 OT 士会 会員】 

      非会員 20,000 円（資料代含む） 

６．申し込み：ホームページからお申し込み下さい。 

  https://bit.ly/2BOHbwO 

７．申込締切：2020（令和 2）年 8 月 21 日（金） 

※申込み締切後、受講可否の通知メールをお送りいたします。 

※定員を超えた場合はこちらで調整させていただきます。 

８．留意事項： 

1）安定した受信環境（できれば無線より有線が望ましい）が備わっていること、使用端末は PC を使用のこと

（スマホやタブレットは演習が厳しいため）。 

2）本講習会は、二日間 16 時間のカリキュラムすべてを受講することが修了要件となります。遅刻・回線不具合

による受信中断の場合は、修了証は発行できませんのでご了承下さい。 

問合せ先：youseikyouiku@nagasaki-ot.com 

長崎県作業療法士会 教育局 養成教育部 井戸佳子（長崎リハビリテーション学院） 

--------------------------------------------------- 



【MTDLP 事例検討会】 

日時：令和 2 年 9 月 13 日（日）  12：30 受付開始   13：00 開始 予定 

場所：Zoom  （参加者 1 人に 1 台のパソコンが必要です） 

受講対象者：MTDLP 基礎研修受講が修了している協会会員及び県士会会員 

申し込み締切日：発表者は 8 月 30 日（日） 聴講者は 9 月 6 日（日） 

※申込み締切り厳守をお願い致します。 

申し込み方法：県士会トップページ 研修会のお知らせ → 県士会主催研修会・現職者研修会 

→ MTDLP 事例検討会 → 事前申し込みフォームへ進み 事前申込をお願い致します. 

参加費：無料 

＊事例発表を行うことで実践者研修受講となり，MTDLP 研修修了証を取得できます 

＊1 事例から取り組んでみようという方は，MTDLP 概要図に必要事項を埋め込むことで発表資料ができます.ぜ

ひ，作業療法士としてのスキルアップに挑戦してみてください 

＊協会の事例登録に進み MTDLP 指導者を目指す方のためのアドバンスコースとして,従来通りの MTDLP 本文

（文字数指定有り）と必要書類作成を選択することもできます 

＊各シート、概要図、事例報告ひな型の最新版は県士会ホームページ 会員の方へ → 資料ダウンロード→ 

MTDLP 関連資料 へ進みダウンロードできます 

＊発表者は作成した資料を 8 月 30 日までに E-mail：mtdlp.nagasaki@gmail.com へ提出してください。 

＊なお，聴講者としての参加もお待ちしております 

＊グループワークを実施するため、1 人 1 台パソコン（スマートフォン、タブレットは不可）を使用し参加して

いただくことになります 

MTDLP にまず 1 事例から取り組んでみようという方向け（※作成したシートがあれば提出してください） 

・MTDLP 事例概要図 （必須） 

・生活行為向上マネジメントシート（必須） 

・生活行為課題分析シート（必須） 

・一般情報シート（任意） 

協会登録を考えている方向け（※作成したシートがあれば提出してください） 

・MTDLP 本文 （必須） 

・生活行為向上マネジメントシート（必須） 

・生活行為課題分析シート（必須） 

・一般情報シート（必須） 

・社会資源情報シート（必須） 

・生活行為申し送り表（任意） 

留意事項 

1．安定した受信環境（できれば無線より有線が望ましい）が備わっていること、使用端末はパソコンを使用のこ

と（一人の参加者につき 1 台）。 

2．遅刻・回線不具合による受信中断の場合は、未参加と致しますのでご了承下さい。 

問い合わせ：MTDLP 班 内野保則  E-mail：mtdlp.nagasaki@gmail.com 

 

--------------------------------------------------- 

【高次脳機能研修会】 

主 催：長崎高次脳機能障害研究会 

（長崎県作業療法士会研修会補助金事業を活用しています） 



テーマ：脳画像とリハビリテーション 

日 時：令和 2 年 9 月 26 日（土）午前 10 時～12 時 

講 師：玉利 誠氏（理学療法士） 

和白リハビリテーション学院 理学療法学科 准教授 

企 画：オンラインにて開催（Zoom 使用） 

対 象：医療従事者はどなたでも 

参加費：無料 

今年 3 月に開催予定でコロナの影響を受け延期しておりましたが、WEB セミナーとして開催することになりま

した。 

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？ 

WEB 開催のため，遠方でも参加しやすい利点もあるかと思います。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

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、1．所属、2．名前、3．職種を記載し、インターネットメールにて申込みく

ださい（@docomo.ne.jp などのキャリアメールは連絡が届かない場合があります）。申し込み後に参加可否の返

信を行い、研修会直前に Zoom 参加手順および ID、パスワード等を連絡致します。 

申込み期限：9 月 11 日（金）事前申込み要 

Zoom 使用の関係上、100 名定員となります。（先着順） 

 

--------------------------------------------------- 

 

【ふもとの会】 

お世話になっております．ふもとの会に関して，新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から実施を見送

っております．引き続き今月も中止とさせていただきます．また再開できる日が来ましたら，再度ご連絡させて

いただきます.よろしくお願いいたします． 

長崎大学 森内 moriuchi-t@nagasaki-u.ac.jp 

--------------------------------------------------- 

 

【長崎作業支援・技術研究会についてお知らせ】 

今回、２回目の Zoom 研修会になります。 

日時：8 月 19 日（水）17:30～18:30（10 分前から入室できます） 

内容：長崎北病院 山田 麻和 「介助量の軽減を目的にリフトを導入した事例～ADL 拡大に繋がった ALS 患

者～」 

締め切り日：18 日（火）17 時までに申し込みをお願いします。 

注意：出欠確認のため、カメラは ON。名前と所属を名前画面に記載してください。講和中は、ミュートで参加

をお願いします。 

お申し込みは Google フォームからお願いします。 

https://forms.gle/zhPFPHKS9uY29g139 

お問い合わせ 



shiennagasakiot@googlegroups.com 

長崎北病院 武田芳子 

--------------------------------------------------- 

【NHL 勉強会のお知らせ】 

・テーマ：「肘関節の触察のポイント  実技編」 

・講師：長崎労災病院 作業療法士 久保田智博 

・日時：令和 2 年 7 月 30 日(木)としていましたが、都合により 8 月 7 日（金）に変更します。 

・開始：18 時頃より live 配信 

・場所：長崎労災病院 リハビリ室よりインスタグラムで live 配信 

・対象：PT/OT/ST/柔道整復師 

・参加費：無料 

・生涯教育ポイントと NHL ポイントは付与しませんのでご注意下さい。 

・申し込み希望者は事前に下記の QR コードかユーザー名「nhl.2017」を検索して、 

NHL インスタグラムのフォローをよろしくお願いします。 

・ご不明な点がある方は下記窓口か当研修会ホームページにご連絡下さい。 

・窓口：燿光リハビリテーション病院 作業療法士 東原 太一郎 （yohkoh.rh@hakujyujikai.or.jp） 

・https://nhl2017.com/  もしくは Google で「県北ハンドセラピィ研究会」と検索してください。 

 

--------------------------------------------------- 

今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com 


