2 月 1 日 F ネットです。
--------------------------------------------------【第 27 回長崎県作業療法学会のご案内】
今回の学会は Web 学会！！
とうとう県学会まであと 2 週間となりました！！
まずは事前参加登録を済ませてください！！
参加費は無料です！！
■Web 学会に参加するには事前参加登録が必要です
○学会参加費および参加資格
正会員・他職種・学生：無料
＊正会員とは長崎県作業療法士会会員または他都道府県作業療法士会会員に限ります。
＊他都道府県作業療法士会会員は日本作業療法士協会の会員であり、かつ協会と所属士会の今年度会費が納入済
みである必要があります。
＊今学会は無料での開催となっております。
○事前参加受付期間
2021 年 1 月 12 日（火）～2021 年 2 月 28（日）まで
＊学会開催期間中の 2 月 28 日まで受付を実施しますが、会員であることの確認などパスワードの配布までに時
間がかかる場合もございますので、早めの参加受付へのご協力をよろしくお願いします。
○参加登録上の注意
講演および発表等の配信は、YouTube の限定公開を予定しております。参加登録がお済みの方のみ、視聴に必要
なパスワードをメールにて配布いたします。他者へのパスワード等の情報漏洩がないよう、ご配慮をお願いしま
す。
講演および発表画面の撮影等はすべて禁止としておりますので、遵守頂きますようお願いいたします。
＊以上の注意事項をご確認の上、参加登録を希望される方はトップページの『参加登録の方はこちらから』ボタ
ンをクリックし必要事項を入力の上、申し込みを完了してください。
■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～
〇学会長：桑原 由喜（長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（月）～2021 年 3 月 14 日（日）
■開会式：2021 年 2 月 15 日（月）20 時～
○学会長挨拶 （第 27 回長崎県作業療法学会 学会長 桑原由喜）
○県士会長挨拶 （長崎県作業療法士会 会長 沖英一）
○各委員長からの見どころ紹介
■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

・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）

修士課程）

・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（長崎大学 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」
■一般演題：32 演題
■Live 配信：2021 年 3 月 14 日（日）13 時～
○特別講演：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（平城 修吾）
○優秀演題発表・表彰：2 演題発表
○シンポジウム：
「太鼓との出会い、社会への広がり」夢大使の講話／太鼓演奏（社会福祉法人 南高愛隣会 障が
い者長崎打楽団 瑞宝太鼓）
■学会 instagram について
○学会公式 instagram を立ち上げています。
○アカウント名：24nagasakiotgakkai 学会情報を常時発信していきますのでぜひチェックしてください！
■県学会に関する問い合わせ
・第 27 回長崎県作業療法学会 事務局長・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
--------------------------------------------------【長崎作業・支援技術研究会のお知らせ】
先月は、新型コロナウィルス感染拡大のため、中止となりましたが、2 月は、再開させて頂きます。
今回は、当研究会のアドバイザーである長尾先生が摂食嚥下専門で話されるの一部内容やディスカッションを行
います。
OT にとって食支援は重要な１つです。一緒に学び、OT の支援・技術の引き出しを増やしましょう。
2 月 17 日（水）17：30～19：00

ZOOM での開催（10 分前から入室できます）

話題提供「食と食具」－OT の食支援の視点－ 長尾哲男
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。
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。
申し込み後に、ZOOM の ID とパスワードを連絡致します。
締め切り日：2 月 15 日（月）17 時までにお願いします。https://forms.gle/AyV2YESBjc5uPSrX7
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

--------------------------------------------------【長崎シーティング研究会

多職種研修会】

■テーマ：車いすメーカーが教える！介護保険で使えるオススメ車いす！
■主催：長崎シーティング研究会
■日時：2021 年 3 月 9 日（火）18:30~20:00
■講師：各メーカー（MiKi MATSUNAGA 等）
■対象：医療や介護関係者どなたでも
■定員：ZOOM 使用の関係上、約 50 人程度（先着順）
■参加費：無料
■申し込み：今回は Google フォームからの申し込みとなります。
https://forms.gle/iVWZReF51UGcMKFq9
■申し込み期限：2021 年 2 月 28 日（日）
■お問い合わせ：nagasaki.seating@gmail.com
長崎リハビリテーション病院 本田秀明・佐藤公紀
--------------------------------------------------【発達障害に関する研修会】
日時：令和 3 年 2 月 27 日（土） 19：00～20：40
主催：長崎県リハビリテーション支援センター
共催：長崎県作業療法士会
方法：Zoom 利用したオンライン開催
対象：長崎県内で、発達障害児の診断、支援に関心のある理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、発達障害児の
支援に関わる関係者（医療従事者、福祉従事者、教育関係者、放課後児童支援員等）
参加費：無料
内容
18：30～ 受付開始
19：00～ 19：10 オリエンテーション 開会挨拶：主催者代表
19：10～ 19：50 講義「発達障害児を取り巻く現状や課題について～当事者の立場より～」講師：山田隆一様
19：50～ 20：30 講義「発達障害児を取り巻く現状や課題について～家族の立場より～」講師：長崎発達支援親
の会のこのこ 奥野由美様
20：30～ 20：40 質疑応答
20：40 閉会
申込先（https://forms.gle/GWioq74DSCWfPk1N9 ）
問い合わせ先：原田洋平（haradayouhei53@gmail.com ）
--------------------------------------------------【NHL 勉強会のお知らせ】
■テーマ：＜若手向け＞整形疾患
頸・肩・肘・手関節「6 日で学ぶ評価・治療戦略セミナー」
■研修会内容：
1 ヶ月目
（第一部）肩関節の基礎 解剖
令和 3 年 2 月 3 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
（第二部）肩関節の基礎 評価・アプロ―チ

令和 3 年 2 月 10 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
講師：東原 太一郎（燿光リハビリテーション病院）
2 ヶ月目
（第一部）肘関節の基礎 解剖
令和 3 年 3 月 10 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
（第二部）手関節の基礎 評価・アプロ―チ
令和 3 年 3 月 17 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
講師：久保田 智博（長崎労災病院）
3 ヶ月目
（第一部）頸椎の基礎 解剖
令和 3 年 4 月 7 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
（第二部）頸椎の基礎 評価・アプロ―チ
令和 3 年 4 月 14 日(水)18：30～20：00（受付 18：00～）
講師：眞浦 健人（杏林病院）
■場所：Zoom
■定員：50 名 (先着順)
■参加費：3,000 円

早割り価格：2,000

■一般締め切り：1/25

早割り締切：1/5 まで

■支払方法：ご入金確認後メールにて URL をお知らせします。
■対象：PT/OT/ST/柔道整復師/学生
・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上記締め切り日までにお申し込
みください。
・ホームページは 「nhl2017.com」又は「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：佐世保中央病院 作業療法士 橋本 伸太郎 （sch?rehabil@hakujyujikai.or.jp）
・責任者：長崎労災病院 作業療法士 久保田 智博
--------------------------------------------------■主 催：長崎高次脳機能障害勉強会（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：高次脳機能障害における観察評価の視点と臨床推論（仮）
■日 時：令和 3 年 2 月 27 日（土）午後 14 時～16 時
■講 師：松原 麻子先生（認定作業療法士）広島市立リハビリテーション病院 主任技師
1998 年に広島大学をご卒業後、総合病院や発達障害者支援コミュニティー、専門学校等で勤務し、2007 年より
広島市総合リハビリテーションセンター開設準備室、現在に至る。保健学博士。 A-ONE インストラクターとし
て講師等でもご活躍されています。
■企 画：オンラインにて開催（Zoom 使用）
■対 象：PT / OT / ST 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）
1 月末時点で定員 100 名を超えてしまいましたので、定員枠を 20 名分増やし 120 名まで受け付けたいと思いま
す。
尚、120 名に達した時点で申し込みフォームをとめさせていただきます。ご希望の方はお早めにお申し込みいた
だきますようお願い致します。
■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 3 回目のオンライン研修会
を開催いたします。
日々の臨床で、高次脳機能障害当事者の日常生活を観察する中で、高次脳機能障害が『なぜ』あるいは『どのよ
うに』日常生活活動を妨げているのか、さらに観察を通じてどのように臨床推論を行えばいいのか、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、
「The Arnadottir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation（Arnadottir OT-ADL 神
経行動学的評価法、以下 A-ONE)」
〔近年では、The ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation
（ADL に焦点を当てた作業に基づく神経行動学的評価法）とも呼ばれている〕のインストラクターであり、日々
の臨床で A-ONE などを用いて遂行分析や課題分析・臨床推論を行い、高次脳機能障害当事者の支援に尽力され
ております。
ぜひ、高次脳機能障害当事者と関わる中で、明日からの臨床が変わるきっかけ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/Fg6YdXxXALis3kuC9
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：2 月 19 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勉強会 世話人：山田麻和、松尾崇史、小柳昌彦
--------------------------------------------------【研究に関する勉強会の立ち上げについて】
お世話になっております．長崎大学森内です．次年度より研究に関する勉強会を立ち上げようと考えております．
定期的に文献抄読や研究に関する勉強会などをこれから研究を始めようとする先生方を対象に実施したいと考
えております．
研究に興味がある，勉強してみたい．まずは学会発表などやってみたいという方はぜひご連絡ください．
ご興味ある方は moriuchi-t@nagasaki-u.ac.jp までご連絡ください．
長崎大学 森内
--------------------------------------------------【長崎発達障害領域作業療法勉強会 特別勉強会】
■日 時：2021 年 3 月 3 日(水)19:00~20:30
■講師：塩津 裕康先生(中部大学生命健康科学部作業療法学科 助教)
■内容：CO-OP Approach の事例勉強会
■定 員：100 名(先着順)
■参加費：1,000 円
■申込み期限：2 月 20 日(土)締切
■申し込み URL： https://forms.gle/ubgNF12KCswgVU317
■対 象：OT、PT、ST、心理職、教師など医療・福祉・教育関係者
※事例中心のため、事前に第 27 回長崎県作業療法学会の教育講演を視聴することを推奨します
※個人情報保護を厳守できる方に限ります(録音録画禁止、第三者に見られない場所での視聴等)
■お問合せ：東恩納 拓也(みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家) h_takuya_3515@yahoo.co.jp
--------------------------------------------------【第 5 回長崎がん看護・リハビリテーションマネジメント研究会】
■開催日時：3 月 10 日（水）19:00-20:40（web 開催）

■内容：がん医療におけるせん妄への対応、がん医療におけるアドバンス・ケア・プランニング
■詳細・申し込み： http://www2.am.nagasaki-u.ac.jp/cancer_ns_rehabilitation/
※web 開催のため*事前申し込み*が必要です
--------------------------------------------------今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com

