
6 月 15 日 F ネットです。 

--------------------------------------------------- 

【第 28 回長崎県作業療法学会のご案内】 

テーマ：『探求と深化～地域で役立つ作業療法へのこだわり～』 

会 期：令和 4 年 2 月 20 日（日） 

開催方法：会場対面とオンライン配信のハイブリッド形式開催 

web 配信：令和 4 年 2 月 20 日(日)～3 月 20 日(日) 

会場：アルカス SASEBO(佐世保市三浦町 2－3) 

学会長：深見英則(佐世保市子ども発達センター) 

＊新型コロナウイルスの感染状況によって変更する場合もございます 

■ 演題募集のお知らせ 

日頃の成果を発表する場として、ともに学ぶことでさらなる専門性の追求や後輩育成の機会としても活

かしていただければ幸いです。会員の皆様にはたくさんの演題応募をお待ちしております。 

演題応募資格：発表者は原則、長崎県作業療法士会会員に限ります。 

        ＊当該年度の会費が未納の場合は応募資格がありません。 

募集期間：令和３年８月１日(日)９時～令和３年８月３１日(火)１９時 

応募方法：学会ホームページに記載予定 

お問い合わせ窓口（E-mail）: info-gakkai28＠nagasaki-ot.com 

演題採択委員会 三宅 陽平 （燿光リハビリテーション 病院） 

--------------------------------------------------- 

【MTDLP 事例検討会】 

■日時：令和 3 年 7 月 11 日（日）  12：30 受付開始   13：00 開始 予定 

■場所：Zoom  （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 6 月 27 日（日） 聴講者は 7 月 4 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（docomo、ezweb、softbank 等）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：長崎県作業療法士会会員：無料  他県士会会員：2000 円 

※支払いは イベントペイ（クレジット決済、コンビニ決済可） からお願いします。 

＊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 

＊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 6 月 27 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 
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＊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 

--------------------------------------------------- 

【臨床実習指導者講習会 2021 開催案内】 

今年度も新型コロナウイルス感染症対策のためオンラインで開催します。 

1．日程：［A 日程］ 2021 年 9 月 4 日（土）・5 日（日） 

2．対象（応募資格） 作業療法士の免許取得後４年以上の者 

3．定員：80 名 

4．内容：詳細は後日 HP に掲載します。 

5．受講料：OT 協会会員かつ 都道府県作業療法士会 会員  1,000 円（資料代）、非会員 20,000 円

（資料代含む） 

6．申し込み：https://forms.gle/ZfCy5AFkFsG9R52dA（申込みフォーム ） 

（自動返信メールをもって受付完了とします） 

7．申込締切：2021 年 6 月 27 日（日） 

※申込み締切後、受講可否の通知メールをお送りいたします。 

※定員に達した場合はこちらで調整させていただきます。 

8．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 PC を推奨（スマホは演習が厳しいため）。2）本講習会は、二日間 16 時間のカリキュラムすべてを受

講することが修了要件となります。遅刻・回線不具合による受信中断の場合は、修了証は発行できません

のでご了承下さい。 
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問合せ先：youseikyouiku@nagasaki-ot.com 

長崎県作業療法士会 教育局 養成教育部 井戸佳子（長崎リハビリテーション学院） 

--------------------------------------------------- 

＜CO-OP（コアップ）アプローチ勉強会の案内＞ 

CO-OP とは DCD のお子さんをメインターゲットとし、”クライエント中心”、”遂行基盤”、”問題解決”

の３つの中心原理を用いたエビデンスレベルの高いアプローチ法です。最近では DCD だけでなく成人

分野や脳性麻痺児など他の疾患でも効果が示されています。講師は日本初の CO-OP 認定セラピストの

中部大学助教塩津裕康先生です。今年度 7 月、10 月、来年度の 1 月の計 3 回の勉強会となっており事例

報告を踏まえた CO-OP に興味のある方や実践をされている方まで参加できる内容となる予定です。 

詳細は添付されている県士会ホームページからご確認ください。 

CO-OP Approach（コアップ・アプローチ）勉強会｜一般社団法人 長崎県作業療法士会 (nagasaki-ot.com) 

申し込み用 Google form の URL：https://forms.gle/GDH1RzNBcAqpkZWK7 

問い合わせ先：東恩納拓也 （h_takuya_3515@yahoo.co.jp）  

--------------------------------------------------- 

【県北ハンドセラピィ研究会からのお知らせ】 

～コロナに負けるなプロジェクト第 2 章～ 

■テーマ：肩関節周囲炎の評価と介入のポイント 

■講師のご紹介：郷間 光正先生(理学療法士) 所属：医療法人 石心会 さいわい鶴見病院 

■主なご活動：認定理学療法士・藤沢肩関節機能研究会代表 

■肩関節機能研究会代表・運動器エコーカレッジ 運営・講師 

■開催日時：2021 年 6 月 19 日(土) 

      13：00～15：00 

■定 員：95 名(先着順)残り 50 名！ 

■料 金：無 料 ※長崎県作業療法士会の助成を受けています。 

■視聴方法：zoom 

■申し込み締め切り：2021 年 6 月 15 日 

■特 典：SIG1 ポイント、講義資料 

■対 象：OT、PT 

■申し込みはホームページから： 県北ハンドセラピィ研究会（NHL）（nhl2017.com） 

 もしくは県北ハンドセラピィ研究会で検索♪ 

■主催：県北ハンドセラピィ研究会・長崎県作業療法士会 

■問い合わせ：mailto:yohkoh.rh@hakujyujikai.or.jp 

--------------------------------------------------- 

【2021 年度オンラインセミナー シリーズ 3】 

「高次脳機能障害の臨床」 

講師：片桐 伯真 先生（聖隷三方原病院 副院長・リハビリテーション科部長） 

主催：一般社団法人 食とコミュニケーション研究所 

開催日時： 
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・7/30(金)「高次脳機能障害に関する基礎知識と急性期～生活維持期での支援の流れ」 

・8/13（金）「高次脳機能障碍者の社会参加支援と家族支援」 

全て 18：00～19：15（ライブ配信） 

開催方法：ZOOM によるオンライン配信 

参加費：1 講座につき、当法人会員：1,000 円 当法人非会員：3,000 円 

お申し込み：下記の URL または当法人ホームページからお申し込みください。 

 

申込みフォーム URL https://forms.gle/px7cCo3i1iE53dU47 

当法人ホームページ https://fc-science.or.jp/guide7.html 

--------------------------------------------------- 

今回は以上です。長崎県作業療法士会広報局 fnet@nagasaki-ot.com 
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