12 ⽉ 1 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
〇学会テーマ：
「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〜
〇学会⻑：桑原 由喜（⻑崎リハビリテーション学院）
〇Web 学会開催期間：2021 年 2 ⽉ 15 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 14 ⽇
学会講演情報
〇特別講演１
・講師：本⼭ 幸⼦（⼀般社団法⼈ ⽇本⾝体障がい者⽔泳連盟）
・テーマ：
「医療・介護からもっと広い視野をもとう パラスポーツと作業療法
〇特別講演２
・講師：平城

修吾（⼤島保養院／吉備国際⼤学⼤学院（通信制）保健科学研究科作業療法学専攻

修⼠課程）

・テーマ：
「ICT を⽤いた遠隔地教育の可能性〜作業療法⼠の新たな学び⽅〜」
〇教育講演（⾝体）
・講師：松尾 崇史（熊本保健科学⼤学 保健科学部 リハビリテーション学科）
・テーマ：
「半側空間無視の理解と介⼊
〇教育講演（精神）
・講師：佐藤 嘉孝（地⽅独⽴⾏政法⼈ 岡⼭県精神科医療センター）
・テーマ：
「依存症へ対する作業療法」
〇教育講演（発達）
・講師：塩津 裕康（中部⼤学 ⽣命健康科学部 作業療法学科）
・テーマ：
「CO-OP approach（コアップアプローチ）
」
〇教育講演（⽼年期）
・講師：⽥中 寛之（⼤阪府⽴⼤学 地域保健学域）
・テーマ：
「Evidence Based で考える認知症リハビリテーション」
〇教育講演（学術）
・講師：東 登志夫（⻑崎⼤学 ⽣命医科学域）
・テーマ：
「これからもとめられる作業療法⼠による研究活動」
県学会に関する問い合わせ
・第 27 回⻑崎県作業療法学会 事務局⻑
・作業療法⼠ 中嶋 康貴（池⽥病院 島原市湖南町 6893-2）
・E-mail：info-gakkai27@nagasaki-it.com
★★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
◯申し込み⽅法・詳細
http://www.nagasaki-ot.com/info/第 27 回⻑崎県作業療法学会コンテンツ pr 活動に参加/
〇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
--------------------------------------------------【MTDLP 事例検討会】
⽇時：令和 3 年 1 ⽉ 24 ⽇（⽇）
場所：Zoom

12：30 受付開始

13：00 開始 予定

（参加者 1 ⼈に 1 台のパソコンが必要です）

受講要件：MTDLP 基礎研修受講が修了している⽇本 OT 協会会員かつ県⼠会会員
申し込み締切⽇：発表者は 1 ⽉ 10 ⽇（⽇） 聴講者は 1 ⽉ 17 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
※メールアドレスは携帯電話のキャリアメールではなく,パソコンアドレス(yahoo メール,Gmail を含む)を記載
してください．スケジュール等の配布資料が受信できない場合があります
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 1 ⽉ 10 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

--------------------------------------------------【
「学童保育の作業療法に関する研修会」の動画が視聴できます】
令和 2 年 10 ⽉ 31 ⽇に開催しました、学童保育の作業療法に関する研修会を収録した動画視聴に関する資料
ついて、講師の許可をいただいたうえで、⻑崎県作業療法⼠会ホームページの会員専⽤ページへ公開しておりま
す。⻑崎県作業療法⼠会ホームページ→会員の⽅へ→資料ダウンロード（会員専⽤）http://www.nagasakiot.com/download?/ →研修会収録動画※「研修収録動画」ページへのアクセスには「研修会資料」ページと同
様の ID・パスワードが必要です。
ご不明な点などございましたら、 原⽥（ haradayouhei53@gmail.com）までご連絡お願いいたします。
⻑崎県作業療法⼠会
特設委員会 ⼦どもの地域⽣活⽀援委員会
--------------------------------------------------【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

・責任者：⻑崎労災病院 作業療法⼠ 久保⽥ 智博
---------------------------------------------------

東原

太⼀郎

（yohkoh.rh@hakujyujikai.or.jp）

【⻑崎作業・⽀援技術研究会のお知らせ】
今回で、6 回⽬を迎えました。参加することに意義がある！
事例を通して、みなさんと OT の⽀援・技術の引き出しを増やせたらと思っています。
12 ⽉ 17 ⽇（⽊）17：30〜18：30 ZOOM での開催（10 分前から⼊室できます）
話題提供：
「独居の発達障害者に対する⼈⼯股関節置換術（THA）後のアプローチ」
井上病院 上瀧星奈 平⼭直⼦
参加費：無料
当研究会は、
学びのフィードバックのために、
感想まで記⼊して⽣涯学習ポイントを 1 ポイント取得となります。
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。
https://forms.gle/jnADXSXWGubENbZg6
申し込み締め切り⽇：12 ⽉ 15 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
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
--------------------------------------------------【今年度ふもとの会中⽌のお知らせ】
お世話になっております．今年度のふもとの会については，新型コロナウイルス感染症に伴う調整不⼗分等の理
由で中⽌とさせていただきます．次年度 4 ⽉から再開という形で実施したいと思いますので，よろしくお願いい
たします．再開に際して，改めてご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします．
⻑崎⼤学 森内 moriuchi-t@nagasaki-u.ac.jp
--------------------------------------------------今回は以上です。⻑崎県作業療法⼠会広報局 fnet@nagasaki-ot.com
------------------------------------------------------------------

