10 月 15 日 F ネットです。
--------------------------------------------------【現職者選択研修「MTDLP 基礎研修」
】
期日：令和 2 年 11 月 22 日（日） 受付 8:30

開始 8:55 終了 17:20 予定

実施方法：Zoom
参加費：無料
内容：生活行為向上マネジメント概論 生活行為向上マネジメント演習
申込み締切り：令和 2 年 11 月 15 日(日)
参加申込み：長崎県作業療法士会 HP 申込みフォームよりお願いします
講義資料：申込み締め切り後、メールで資料を送付します
必要物品：作業療法マニュアル 66 生活行為向上マネジメント 改訂第 3 版
※マニュアルは日本作業療法士協会から購入してください
※マニュアルの取り寄せには約 1 週間から 10 日かかります
受講対象：日本作業療法士協会及び各都道府県士会会員で、今年度会費の未納がない会員
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．運営担
当からの返信・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 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．
・参加は 1 アカウントにつき一人です． 職場などで 1 画面を複数名での受講は，受講確認が出来ませんので認
められません．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 Zoom ID とパスコ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 ON，音声 OFF
での参加をお願いします．
・安定した受信環境（できれば無線より有線が望ましい）が備わっている状態で参加ください.使用端末はパソコ
ンの使用をお願いします（スマートフォン、タブレットは不可）.
・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：長崎県作業療法士会 教育局 生活行為向上マネジメント班 内野保則
E-mail：mtdlp.nagasaki@gmail.com
--------------------------------------------------【令和 2 年度 第 1 回 神経心理学的検査研修会】
この研修会は、4 団体で開催し 7 年目を迎えますが、今回は、認知機能障害に着目した研修会を開催致します。
研修会では、最新のトピックスを踏まえた評価の紹介や事例を通した評価の解釈と分析について講義して頂きま
す。
また、講義内容を踏まえ、職種や職域の違うパネリストによるディスカッションも実施します。
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が、研修機会が減っ
ている若手の方に多数参加頂ければと思っております。
皆様お気軽にご参加下さい。
期日：令和 2 年 11 月 6 日（金）

開催形式：Zoom

対象：高次脳機能障害の診断・治療・支援に携わる方
参加費：無料
定員：50 名（先着順）※定員になり次第締め切らせて頂きます。

内容
18：45〜受付開始
19：00〜19：05 開会挨拶 主催者代表
19：05〜19：50 MMSE（ACE-R）
〜脳卒中患者に対する認知機能評価の解釈と分析〜
講師：長崎北病院 山田麻和 先生（作業療法士）
19：50〜20：35 MoCA-J〜評価の紹介と事例を通した MMSE との違い〜
講師：あきやま病院 前田大輝 先生（作業療法士）
パネリスト：長崎県臨床心理士会 足立耕平 先生
長崎県言語聴覚士会 岡崎裕香 先生
長崎県高次脳機能センター

太田尾有美 先生

20：35〜20：40 閉会挨拶 主催者代表
申し込み：県士会 HP からお願いします。
（申込み期限：10 月 31 日（土）
）
研修会資料は後日、長崎県作業療法士会ホームページに掲載します。
各自掲載期間中にダウンロードして下さい。研修会の資料ファイルにはパスワードが設定されていますので、お
申込み完了後、改めてパスワードを記入した案内をメールにてお知らせいたします。
お問い合わせ
(一社)長崎県作業療法士会 事業局 担当：黒木一誠
Email：koujinou@nagasaki-ot.com
--------------------------------------------------【認知症作業療法班・介護予防班合同研修の案内】
11 月 1 日の午前と午後に異なる 2 つの研修会を開催します。
ともに zoom による Web 研修です。対象は今年度までの会費未納がない長崎県士会会員で、参加費は無料です。
2 つのお申し込みは別々になっておりますのでご注意ください。
＜認知症作業療法研修会＞
開催目的：制度対策局認知症作業療法班主催の研修会は、認知症に関する知識を領域を問わず幅広く周知を目的
に行います。
日時：11 月 1 日（日）10：00〜12：00
内容： 認知症作業療法について（講演）京都橘大学 小川敬之氏
詳細は県士会 HP よりお願いします。
https://bit.ly/3m6uTlF
お問合せ：制度対策局 日南雅裕
tngot2@yahoo.co.jp
＜介護予防研修会＞
開催目的：
介護予防班主催の介護予防研修は各市町の介護予防事業へ従事する作業療法士の育成を行なっています。主には
認知症予防になります。介護予防事業へ従事する作業療法士の質を均一にすることも目的の一つです。また、県
士会が推奨する認知症予防活動の評価「ファイブコグ」
「MoCA-J」の説明も行ないます。
日時：11 月 1 日（日）13：00〜16：00
申込み締切：10 月 24 日（土）
内容：
１．介護予防（認知症予防）概論

２．認知症予防活動の評価・効果判定（ファイブコグ、MoCA-J）
３．各地の認知症予防活動の取り組み
※従事者育成が目的ですので、内容は例年と同じです。
講師：早坂昇平（あきやま病院）
・林田浩司（鈴木病院）
・福田健一郎（真珠園療養所）
詳細は HP よりご確認ください。
https://bit.ly/3k03YpK
参加申し込み先、お問合せ
事業局介護予防班 福健一郎（真珠園療養所）
ot@sinjyuen.com
--------------------------------------------------【学童保育の作業療法に関する研修会】
長崎県作業療法士会 特設委員会 子どもの地域生活支援委員会では、学童保育への訪問支援が実施できる体制
を整備することを目的に、オンラインで研修会を実施予定です。今年度は、学童保育を利用する子ども達の生活
の場の１つである、教育現場での作業療法支援（学校作業療法）についても、講義をいただく予定です。現在他
領域で勤務しているけど小児領域に関心がある方、学校作業療法に関心がある方、子育て中の方の参加も大歓迎
です！
学童保育の作業療法に関する研修会について（日時）2020 年 10 月 31 日（土） 19：30〜22：10
（実施方法）Zoom 利用したオンライン開催
（内容）
19：30〜19：40 開会挨拶 オリエンテーション
19：40〜20：00 説明「長崎県内の小児発達障害の現状について〜学童保育や学校を中心に〜」長崎県作業療法
士会 原田洋平
20：00〜22：00 講義「子どものできる！をデザインする作業療法〜学童保育や学校で、地域と連携した作業療
法の展開〜」こども相談支援センターゆいまわる 作業療法士 仲間知穂先生
22：00〜22：10 閉会挨拶
（参加費）無料
（定員）Zoom 使用の関係上、100 名
（申込方法）
https://forms.gle/zmCFWcu6M7U5uFr89
申込完了しますと自動返信メールが届きます。
（問い合わせ先）
長崎県作業療法士会 特設委員会 子どもの地域生活支援委員会 原田洋平
haradayouhei53@gmail.com
--------------------------------------------------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：高次脳機能障害当事者の社会生活支援と家族支援
日

時：令和 2 年 11 月 28 日（土）午後 14 時〜16 時

講

師：太田 令子先生（臨床心理士）

千葉県千葉リハビリテーションセンター、エスポワール出雲クリニック
富山県高次脳機能障害支援センター、聖隷三方原病院など他施設にて、
高次脳機能障害支援に関するアドバイザー等をされております。
企

画：オンラインにて開催（Zoom 使用）

対

象：リハビリや臨床心理士、社会福祉士などの医療従事者（県内外問わず）

定

員：Zoom 使用の関係上、100 名定員となります。
（先着順）

参加費：無料
前回に引き続き、長崎県作業療法士会研修会等補助金事業を活用させていただき、第 2 回目のオンライン研修会
を開催いたします。今回は、日々の臨床の中で高次脳機能障害当事者に対する支援をどのようにしたら良いのか。
また、他職種との連携も含めどのような対応をしたら良いのか、誰もが悩むポイントではないでしょうか。
そこで、今回お呼びする講師は、高次脳機能障がい者支援の制度立ち上げからのプロフェッショナルで、医療か
ら福祉等への次の支援体系に、スムーズに繋いで、支援の切れ目を無くしていくような高次脳機能障害者への支
援活動を展開されております。
ぜひ、私たちの身近なところから、繋がりのある支援体制作りを展開していくスタートラインになればと思いま
す。
皆様のご参加をお待ちしています。
申込み先：https://forms.gle/erK2sKqKWCQxK3j57
今回は Google フォームからのお申し込みとなります．
・注意事項を読んでから申込みをお願い致します。
申込み期限：11 月 13 日（金）事前申込み要
研修会に関する問い合わせ先：koujikenkyukai@gmail.com
長崎高次脳機能障害研究会

世話人：山田麻和、松尾崇史、小柳昌彦

--------------------------------------------------【第８回長崎県リハビリテーション栄養研究会のご案内】
【日

時】
：2020 年 11 月 21 日（土）13：55〜17：00

【場

所】
：アルカス佐世保 大会議室 A（佐世保市三浦町 2-3）

【テーマ】
：在宅高齢者のサルコペニア
【特別講演】
：
「サルコペニアの病態と対策：地域在住高齢者に焦点をあてて」
筑波大学 人間系教授 山田実 先生
【一般演題】
：
「サルコペニアと訪問リハの関わり」
愛野記念病院 理学療法士 酒井祥平 先生
【ミニ講義】
：
「サルコペニアの摂食嚥下障害 up-to-date」
長崎リハビリテーション病院 管理栄養士 西岡心大 先生
【開催方法】
：現地開催（定員 60 名）＋オンライン配信
（今後の状況によっては配信のみに変更あり）
【参加費】
：現地参加 500 円 オンライン参加無料
（現地開催は配布資料や協賛企業などのサンプルが貰えるなど特典あり）
【申込フォーム】
：https://bit.ly/35J1uIF
--------------------------------------------------【NHL 勉強会のお知らせ】
テーマ：
「運動器機能障害のメカニズムと治療戦略

-拘縮と疼痛を中心に-

講師：長崎大学 医学部 保健学科 理学療法学専攻 主任教授
日時：令和 2 年 12 月 13 日(日)
令和 2 年 12 月 19 日(土)

13：15〜15：30

13：15〜15：30

沖田実 先生

（第一部：疼痛）

（第二部：拘縮）

場所：zoom 配信
定員：先着 100 名（定員を超えた場合はコンピュータによる抽選）

」

対象：PT/OT/ST/柔道整復師

※両日参加できる方のみ

参加費：無料
・生涯教育ポイントとして 1 ポイント取得が可能です
・申し込み希望者は NHL ホームページから応募フォームに必要事項を記載して 12/1 までにお申し込みくださ
い。
・ホームページは「県北ハンドセラピィ研究会」で検索されて下さい。
・申し込み窓口：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）

・責任者：長崎労災病院 作業療法士 久保田 智博
--------------------------------------------------【長崎作業・支援技術研究会の開催のお知らせ】
４回目の Zoom 研修会になります。作業療法士にとって福祉用具の知識を高めることは、重要なことです。アク
シデントは、誰しもに起こります。失敗から学ぶことでさらに知識を深めていきましょう！
日時：10 月 22 日（木）17:30〜18:30（10 分前から入室できます）
話題提供：長崎リハビリテーション病院 本田秀明、神田龍太
「OT スタッフによる福祉用具に関するアクシデントの報告とスタッフ教育の課題について」
お申し込みは Google フォームからお願いします。https://forms.gle/zxQAk76qCbf5HjKi8
申し込み後に、ZOOM の ID とパスワードを連絡致します。
申し込み締め切り日：10 月 20 日（火）17 時までにお願いします。
注意：出欠確認のため、カメラは ON。名前と所属を画面に記載してください。講話中は、ミュート OFF で参加
をお願いします。
お問い合わせ：shiennagasakiot@googlegroups.com
長崎作業・支援技術研究会
武田芳子
--------------------------------------------------【NHL 勉強会のお知らせ】
・テーマ：
「橈骨遠位端骨折後の評価と訓練の進め方について。」
・講師：燿光リハビリテーション病院 作業療法士 池田 佳宏
・日時：令和 2 年 10 月 23 日(木)

動画配信

・場所：今回は動画配信とさせて頂きます。
・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

