
11 月 1 日 F ネットです。 

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

【現職者研修会】 

■開催日時：R3.11.14 （日曜日） 

9：00 ～ 10：30 

実践のための作業療法研究  信州大学医学部保健学科 佐賀里 昭氏 

10:45 ～ 12：15 

作業療法の可能性   和仁会病院 沖 英一 氏 

13:00 ～ 14：30 

保健・医療・福祉・地域支援  介護老人保健施設・壱岐 山内 弘美  氏 

14:45 ～ 16：15 

日本と世界の作業療法の動向  介護老人保健施設・うぐいすの里 松尾 みき 氏 

           

■開催方法 zoom 

■申し込み締め切り：2021 年 11 月 7 日（日） 

■申し込み URL 

https://forms.gle/VkUB26DUorraEhTY6 

■参加費：長崎県県士会員 無料 他県士会員 １コマにつき 1000 円 

■お問い合わせ: 長崎県作業療法士会 教育局 担当 岡本康宏 

kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com 

 

■注意事項 

※講義資料は開催日が近くなってから資料をお送りします 

※カメラ on 音声ミュートの状態で参加して頂きますので必ずカメラ付きの PC でご参加ください 

※日本作業療法士協会費、長崎県作業療法士会費を納入済みの方が参加条件となりますのでもし未

納でしたら速やかに納入して申し込みをして下さい 

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

【第 28 回長崎県作業療法学会のご案内】 

★★今回の県学会はハイブリッド開催★★ 

〇テーマ：探求と深化～地域で役立つ作業療法へのこだわり～ 

〇会 期：会場対面・LIVE 配信 令和 4 年 2 月 19・20 日(土・日) 

オンデマンド配信   令和 4 年 2 月 20 日～3 月 20 日 

〇会 場：アルカス SASEBO 3 階フロア 

https://forms.gle/VkUB26DUorraEhTY6
mailto:kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com


※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。学会ホームページも設営

しており、随時更新していきます。皆様のご参加お待ちしています。 

●プログラム内容● 

〇一般演題発表：40 演題！！  たくさんの演題登録ありがとうございました。 

〇特別講演(LIVE 配信)： 

1． 講師：岩永竜一郎(長崎大学医学部保健学科) 

テーマ：「地域における発達障害児者支援へのかかわり」 

2． 講師：鈴木大介(ジャーナリスト・高次脳機能障害当事者) 

テーマ：「不自由になった脳～今、作業療法士に伝えたいこと～」 

 

〇教育講演(オンデマンド配信) 

＜身 障＞講師：小野剛(KNERC ネルク)  

テーマ：「未定」 

＜精 神＞講師：平岡敏幸(飯塚記念病院)  

テーマ：「地域で求められる精神科作業療法～探求と深化～」 

＜発 達＞講師：岸本光夫(ソレイユ川崎)  

テーマ：「重症心身障害児のライフステージと作業療法」 

＜老年期＞講師：小川敬之(京都橘大学)  

テーマ：「認知症の人の深い理解～作業療法の可能性～」 

＜学 術＞講師：竹林崇(大阪府立大学)  

テーマ：「脳卒中後の上肢麻痺における複合的なアプローチの実際」 

 

◆◇◆特別企画◆◇◆ 

〇学会における作品展示会について『OT きらら』  作品・写真大募集！！ 

障がいのある方の作品や取り組み等を紹介する、作業療法場面を写真で切り取って展示する

ことを企画しております。 

主な目的： 

①作業を治療的に応用していく作業療法の魅力を領域・病期を超えて共有する 

②障がいのある方の取り組みや作品を紹介する機会を作り、多くの県士会員に発達障がい、

精神障がい、身体障がいなどに関する理解の促進を図る 

展示方法：アルカス SASEBO 3 階和室に展示、web 上でも公開予定 

※詳しくはポスターや案内文をご覧ください。 

展示会に関する問い合わせ 



E-Mail:n28kikaku@gmail.com 

医療法人慶友会 西海病院(担当：勝元 菅崎) 

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

【11 月のふもとの会】 

11 月のふもとの会は 11 月 16 日火曜日に開催いたします． 

通常は第二火曜日に開催しておりますが，今回は第三火曜日の実施となりますのでご注意く

ださい． 

今回は，鹿児島県にあります医療法人三州会大勝病院作業療法士の丸田道雄先生にご講演し

ていただきます． 

丸田先生は現在鹿児島大学田平隆行先生の研究室にて客員研究員として地域における老年

期領域に関する疫学研究を行なっており，作業療法関連以外の学会においても様々な受賞歴

をお持ちの新進気鋭の先生です． 

これまでの丸田先生の研究成果を踏まえて，特に老年期に関するお話しをしていただきます． 

ぜひとも多くの先生方のご参加をお願いしております． 

参加ご希望の方は 

https://forms.gle/YhFpGCiHLhrkRDqk8 

よりフォームへの入力をしていただきますようお願いします． 

11 月 15 日に当日の ZOOM の URL をお送りします． 

なお，すでにメーリングリストに登録していただいている先生方につきましては，メーリン

グリストにて ZOOM の URL をお送りしますので，参加の確認メールは不要です． 

皆さんのご参加お待ちしております．よろしくお願いします． 

 

■日時：11 月 16 日火曜日 19 時開始 

■場所：ZOOM を用いたリアルタイムでの配信 

■講演テーマ：「地域コホート研究における作業活動と心身機能との関連について ～垂水

研究での取り組みを中心に～」 

■講師：丸田道雄先生 （医療法人三州会 大勝病院） 

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

【県北ハンドセラピィ研究会(NHL)研修会】 

■内容:手を臨床で診る！～はじめの一歩～ 

■日時:2021/12/6(月)18︰30~20︰00(受付 18 ︰00～) 

■定員:94 名 

■参加費:無料 

mailto:n28kikaku@gmail.com
https://forms.gle/YhFpGCiHLhrkRDqk8


■視聴方法:zoom 対象:OT/PT/学生 

■申し込み等：https://nhl2017.com/ 

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

【令和３年度 ながさきコミケン 無料 WEB セミナー】 

■日程：第２回 11/24（水） 20:00～  

■ZOOM セミナー 

■参加費：無料 

■講演タイトル：地域における e-sports 導入支援 

■講師：小林 大作さん（作業療法士・株式会社アシテック・オコ 代表取締役） 

■締め切り：11 月 19 日  

■参加申し込み後、ZOOM の ID、パスワードをお知らせ致します。 

■申し込み：http://commuken.net/wp/seminar/ 

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

【MTDLP 事例検討会】 

■日時：令和 3 年 11 月 28 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 11 月 14 日（日） 聴講者は 11 月 21 日（日） 

 ※申込み締切り厳守をお願い致します。 

■参加費： 長崎県作業療法士会会員：無料  他県士会会員：2000 円 

※参加費の支払いは 事前にイベントペイ（クレジット決済、コンビニ決済可） からお願 

いします。 

 

＊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。 

＊各シート、概要図、事例報告ひな型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。また協会ホームページからもダウンロードできま

す。 

＊発表者は作成した資料を 11 月 14 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 

https://nhl2017.com/
http://commuken.net/wp/seminar/


 

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@nagasaki-ot.com 

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

【長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：11 月 18 日（木）18：00～19：30 

■方法：ZOOM での開催（10 分前から入室できます） 

■話題提供：「Flick Typer BT の紹介」 

ながさきコミュニケーションエイド研究会 中島拓海、植田友貴 

■申し込み：https://forms.gle/NF1nmLuFAF9sQkW4A 

■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。申し込み後に、ZOOM の ID とパスワードを連絡致します。参加時

は、ニュート、ビデオ ON で顔だしをお願いします。 

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

【認知症サポーター養成講座開講】 

mailto:mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com
https://forms.gle/NF1nmLuFAF9sQkW4A


今年度から、一版社団法人長崎県作業療法士会は、「会員全員が認知症サポーターを目指

します!!」 

 認知症ケアに携わっている OT は既に持っている方もいるかもしれませんが、会員全員

が認知症サポーターという実績は、リハ専門職団体としてこれからの時代に相応しいことだ

と考えております。ぜひこの機会に受講して頂けると幸いです。尚、配布資料の関係上、申

し込み締め切りを 11 月 3 日（水）とさせて頂きます。申し込みは下記のフォームからお願

いします。 

■日時：令和 3 年 11 月 7 日（日）  

■時間：午前 10～12 時 

■対象：長崎県作業療法士会会員 

■内容；認知症に関する基礎知識および認知症の人やその家族への支援の在り方など 

■参加費；無料 

■申し込みフォーム https://forms.gle/subpLnqcFBSh85HE6 

 

お問い合わせ 制度対策局 認知症作業療法班 日南（tngot2@yahoo.co.jp） 

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

【第 18 回神奈川県作業療法学会】 

■募集期間: 10 月 20 日（月）～11 月 12 日（日） 

■参加費: 神奈川県作業療法士会会員 5,000 円 非会員 6,000 円 

■詳細：https://kana-ot.jp/wpb/kotc18th/ 

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

【皿うどん太麺のご案内】 

 ”皿うどん”は、精神科作業療法研究グループで、研究を主に行なっていますが、“皿うどん

太麺”は文献抄読会で、別グループになります。参加したいという方はどなたでも参加可能

ですので、ぜひ一緒に最近の情報を身につけ、自身の作業療法に活かしていきましょう！ 

 太麺メンバーは鋭意募集中ですので、参加希望の方は下記参加申し込み先へご連絡くださ

い。 

■日時：不定期 

■場所：現在は zoom でのオンラインにて実施中 

■連絡先：鈴木病院 林田（h.ot@sazanami.or.jp） 

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

【埼玉県作業療法士会 地域包括ケア推進部よりお知らせ】 

１．2021 年度地域包括ケアシステム研修会 オンラインセミナー 

https://forms.gle/subpLnqcFBSh85HE6
mailto:tngot2@yahoo.co.jp
https://kana-ot.jp/wpb/kotc18th/
mailto:h.ot@sazanami.or.jp


開催日時：2021 年 11 月 17 日(水) 19：00～21：00 

講師：轟 浩美(とどろき ひろみ)氏 ※講師の略歴は別紙案内文をご参照ください。 

研修タイトル：「当事者の経験から考える地域包括ケア」 

開催形式：完全オンライン(ZOOM 使用) 

費用：2000 円(障がい当事者は無料) 

詳細情報：http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai  

2．多職種連携による退院支援セミナー 

開催日時：2021 年 12 月５日(日) 13：00～16：30 

講師：梶原 幸信氏 宇都宮 宏子氏 ※講師の略歴は別紙案内文をご参照ください。 

研修タイトル：「多職種連携による退院支援セミナー」 

開催形式：完全オンライン(ZOOM 使用) 

費用：無料 (埼玉県士会および他県士会員、障がい当事者) 

※士会非会員、その他の方は 4,000 円になります 

詳細情報：http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/  

埼玉県作業療法士会 地域包括ケア推進部 

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

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

http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/%e5%9f%bc%e7%8e%89%e7%9c%8c%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%99%82%e6%b3%95%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e3%80%80%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%85%e6%8b%ac%e3%82%b1%e3%82%a2%e6%8e%a8%e9%80%b2%e9%83%a8/
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