11 ⽉ 16 ⽇ F ネットです。
--------------------------------------------------【第 27 回⻑崎県作業療法学会のご案内】
★★今回の学会は Web 学会★★
パソコン・スマホがあれば誰でも学会へ参加できる
■学会情報
・学会テーマ：
「広げよう！作業療法」Activities of Social Life へ向けて会場はオンライン
〜どこにもつながる Web 学会〜
・学会⻑：桑原 由喜（⻑崎リハビリテーション学院）
・Web 学会期間：2021 年 2 ⽉ 15 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 14 ⽇
★★緊急告知★★
"ＰＲ活動"のご案内
⽇ごろ皆様が勤務されている病院・施設を"PR 活動"で紹介してください。
今回の学会は WEB で⾏う初めての学会です。
WEB ならではの特徴を活かしたくさんの病院・施設のご参加で⻑崎県内の OT を広く⼀つにつなげ、WEB 学会
を盛り上げたいと思っております。
⼀つでも多くのご参加をぜひよろしくお願い致します。
◯申し込み期間
2020 年 12 ⽉ 1 ⽇〜2020 年 12 ⽉ 31 ⽇
現在申し込みフォームを作成中です！もうしばらくお待ち下さい！
PR 活動に関する問い合わせ
・第 27 回⻑崎県作業療法学会 広報委員
・作業療法⼠ 原 修平（宮崎病院 諫早市久⼭町 1575-1）
・E-mail：27nagasakiot@gmail.com
--------------------------------------------------【九州作業療法⼠会⻑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 ⼤村市福祉保健部⻑寿介護課 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。
--------------------------------------------------【講演会・事業のご案内】
１． ⻑崎⼤学
⼦どもの⼼の医療・教育センター講演会および令和 3 年度職業実践⼒
育成プログラム 説明会（12 ⽉ 5 ⽇開催）
http://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/pdf/2020.12.05kouenkai.pdf
２．履修証明プログラム（⼦どもの⼼の⽀援にかかわる⾼度⼈材育成プログラム）
令和 3 年度受講⽣募集（12 ⽉ 7 ⽇開始）
http://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/pdf/R3.e-learning.pdf
--------------------------------------------------【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：⻑崎⼤学 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：⻑崎労災病院 作業療法⼠ 久保⽥ 智博
--------------------------------------------------【⻑崎作業・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」
⻑崎北病院 松本⾥佳⼦、碇神奈、平松直也、⿊⽊⼀誠
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
⻑崎作業・⽀援技術研究会事務局：⻑崎北病院 武⽥芳⼦
--------------------------------------------------【12 ⽉⽫うどんのお知らせ】
⽇時：2020 年 12 ⽉ 10 ⽇⽊曜⽇ １９：００〜２１：００場所：⻑崎⼤学 保健学科 ５F
内容：第 55 回⽇本作業療法学会申し込み演題２題

あきやま病院 前⽥⼤輝・真珠園療養所 福⽥健⼀郎

＜⽫うどんの内容＞
・研究計画案を出す
・共同研究をする
・研究結果報告
・予演
＜⽫うどんはこんな⽅にもおすすめ＞
・⾃分の作業療法に⾃信が持てなくなってる⼈
・⾏った作業療法の効果を測りたい⼈
・evidence のある治療法を知りたい⼈
・現作業療法にモヤモヤしてる⼈
・患者さんに「作業療法は病気に効果がある」と⾔えない⼈
・⾃分の作業療法をまとめたい⼈
・発表して成果を残したい⼈
⽫うどんは⾃由参加です。得た知識を臨床に⽣かしていきましょう！⽥中悟郎先⽣をはじめ、福⽥健⼀郎先⽣な
ど実績のある経験豊かな作業療法⼠の⽅々も参加されます。臨床経験が浅い⽅も⼤歓迎です！実りのある学びの
場になりますよ！

問い合わせ先
医療法⼈ ⾒松会 あきやま病院 作業療法⼠ 前⽥ ⼤輝
〒854-0007 ⻑崎県諫早市⽬代町 737-1
Tel：0957-22-2370 Fax：0957-23-8031 E-mail：tatatatataison@yahoo.co.jp
--------------------------------------------------【あきらめない！「私」に合ったものづくり「作業療法における３D プリンタの活⽤」
】
講師：林 園⼦ ⽒（作業療法⼠・ファブラボ品川ディレクター）
⽇時：2002 年 12 ⽉ 13 ⽇ 9：20〜12：00（受付 9：00〜）
開催⽅法：ZOOM によるオンライン研修
対象：埼⽟県作業療法⼠会会員，他県⼠会会員，⾮会員
定員：50 名
受講料：埼⽟県作業療法⼠会会員は無料，その他の⽅は 2000 円（事前振込み）
申し込み⽅法：下記のサイトへアクセス
https://business.form-mailer.jp/fms/6dd5f622130125
研修会の形式： Zoom（Web 会議ツール）を使った
オンライン研修会
スマートフォン、タブレットでの参加も可能ですが、資料の閲覧、制作ライブ等で、画⾯共有を⾏う予定のため、
PC 等での参加をお勧めします。また、光回線もしくはその他の固定回線経由の wifi 使⽤をお勧めします。なお、
通信料は⾃⼰負担となりますのでご了承ください。
⽣涯教育制度：作業療法⼠は基礎コース 2 ポイント
埼⽟県作業療法⼠会
--------------------------------------------------今回は以上です。⻑崎県作業療法⼠会広報局 fnet@nagasaki-ot.com
------------------------------------------------------------------

