11 月 2 日

F ネットです。

--------------------------------------------------【九州作業療法士会長会主催研修会のご案内】
令和 2 年度 九州 MTDLP 推進委員会企画研修会
～多領域の事例から学ぶ MTDLP の活用方法や書き方について～
開催日時：令和 2 年 11 月 26 日（木）19：00～20：30（18：30 より受付開始）
令和 2 年 11 月 27 日（金）19：00～20：30（18：30 より受付開始）
＜11 月 26 日＞
18：30～19：00 受付
19：00～19：40 身障分野 桑原由氏 医療法人 相生会にしくまもと病院
19：40～19：50 休憩
19：50～20：30 精神分野 平岡敏幸氏 医療法人 社団豊永会飯塚記念病院
＜11 月 27 日＞
18：30～19：00 受付
19：00～19：40 発達分野 濱本孝弘氏 医療福祉センター聖ヨゼフ園
19：40～19：50 休憩
19：50～20：30 地域分野 村木敏子氏 大村市福祉保健部長寿介護課 地域包括支援センター
会

場：オンライン会議システム「ZOOM」を使用し、自宅での受講が可能

受講費：会員無料（日本 OT 協会且つ各県士会の会員）
ポイント：1 日のみ受講 2 ポイント付与、両日とも受講 4 ポイント付与
申込期限：令和 2 年 11 月 17 日（火）まで Google フォームを使用して受付します。
https://forms.gle/tAwyPNNNNoPh9MAw7
受講者へはメールにて連絡しますので、携帯キャリアメール以外のアドレス登録を推奨します。（受信設定の確
認をお願いします。
）
その他：
1.事前に通信テストを実施します。
11/18(水)または 11/19(木)の 19 時開始（30 分～1 時間程度）
2. PC 使用の場合、有線 LAN または Wi-Fi による通信環境の準備を推奨します。
3.個人情報は所属県士会と共有させていただきますが、研修会終了後には速やかに破棄します。
お問い合わせ先
hirokimichioka0826@gmail.com
件名を「九州 MTDLP 推進委員会企画研修会」とし、本文に氏名、所属県士会、電話番号を
明記の上、お問い合せください。
--------------------------------------------------【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
--------------------------------------------------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
【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】
：オンライン配信
【参加費】
：無料
【申込フォーム】
：<https://bit.ly/35J1uIF> https://bit.ly/35J1uIF
【問い合わせ先】
：長崎県リハビリテーション栄養研究会 事務局
email:jarn.nagasaki2@gmail.com
--------------------------------------------------【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】
５回目の Zoom 研修会になります。コロナ対策を含めた非接触型の関わりは、まさに作業療法の得意とする分野
だと思います。ピンチをチャンスに変えるのは、あなたの考え方次第！！事例を通して、みなさんと OT の引き
出しを増やせたらと思っています。
日時：11 月 19 日（木）17:30～18:30（10 分前から入室できます）
話題提供：
「コロナ禍での上肢へのアプローチ方法やホームエクササイズについて」

長崎北病院

松本里佳子、碇神奈、平松直也、黒木一誠

参加費：無料
当研究会は、学びのフィードバックのため、参加後感想記入して、生涯学習ポイント、1 ポイントを取得できま
す。
お申し込みは Google フォームからお願いします。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：11 月 17 日（火）17 時までにお願いします。
https://forms.gle/BbFaFFa6rJKCrpUi8
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・支援技術研究会事務局：長崎北病院 武田芳子
--------------------------------------------------【ふもとの会】
お世話になっております．11 月より再開を予定しておりましたが，講師に関して調整が出来なかったため，今月
もお休みにさせていただきます．改めて再開が決まりましたら f-net や facebook ページにてお知らせいたしま
す．参加を楽しみにされていた先生方大変申し訳ございませんでした．よろしくお願いします．
長崎大学 森内 moriuchi-t@nagasaki-u.ac.jp
--------------------------------------------------今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com

