
12 月 15 日 F ネットです。 

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

【第２8 回 長崎県作業療法学会のお知らせ】 

■会期：令和４年２月１9 日（土）～２月 20 日（日）会場対面・LIVE 配信 

    令和４年２月２１日（月）～３月 30 日（日）オンデマンド配信 

■会場：アルカスＳＡＳＥＢＯ 

■テーマ：「探求と深化」～地域で役立つ作業療法へのこだわり～ 

■事前申し込み：学会ホームページより申し込みフォーム準備予定。 

 

インスタグラムも開設しました。随時内容追加していく予定です。県士会 LINE でも案内予

定です。 

今年度は対面式とＷｅｂ開催のハイブリット形式を予定しております。 

皆様の多くのご参加を心よりお待ちしております。 

 

第 2８回 長崎県作業療法学会 学会長 深見英則 

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

【第 28 回長崎県作業療法学会での展示作品を募集します】 

◆◇◆特別企画『OT きらら』◆◇◆ 

〇学会における作品展示会『OT きらら』で 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) 

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

【第一回 地域ケア会議講習会 Web セミナー】 

より多くの作業療法士が地域ケア会議に参加できるように、また、既に参加している作業療
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法士の知識向上を目的に地域ケア会議講習会を開催いたします。 

地域ケア会議に興味はあるけど...まだ良く分からない自信がない...と思っている方ぜひ、こ

の機会に講習会に参加してみませんか？ 

■日時：令和４年１月２８日（金）19:00～ 

■場所：Zoom 

■対象：県士会会員（協会基礎ポイントが付きます） 

■テーマ：地域ケア会議でケアスタッフにアドバイスできるようになろう 

■講師：菅沼 一平先生（認知症専門作業療法士） 

■講習内容：レビー小体型認知症について 

■参加費：無料 

■申し込みフォーム：https://forms.gle/Ax2KVZHX2EKiwnWE6 

■申し込み締め切り：令和４年１月２２日（土） 

■お問い合わせ 長崎県作業療法士会 事業局 黒木一誠 

        E-mail：jigyoukyoku@nagasaki-ot.com 

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

【MTDLP 事例検討会】 

■日時：令和 4 年 1 月 23 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 1 月 9 日（日） 聴講者は 1 月 16 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。 

■申し込み：県士会ホームページより（http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_ken/） 

 

＊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 1 月 9 日までに E-mail：mtdlp.nagasaki@gmail.com へ提出して
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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。 

 

※事例発表が 1 例も集まらない場合、MTDLP 事例検討会の開催はありません。その際はご

連絡致します。 

■問い合わせ：MTDLP 班 内野保則  E-mail：mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com 

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

【長崎県作業療法士会 事業局 地域包括ケア対策部 推進班研修会】 

地域包括ケアシステムが進むにつれ、「地域支援事業」・「地域密着型リハ支援機関」など様々

な言葉が聞かれるようになってきました。 

これは皆さんにも身近な言葉になりつつあります。 

自分の病院や施設は地域の協力病院ではないですか？ 
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今回の研修を機に、今一度「地域包括ケアシステム」について一緒に学びを深めましょう。 

■テーマ ：長崎県における地域包括ケアシステムに向けた取り組み 

■日時  ：令和 4 年 1 月 25 日（火）19:00～20:00 

■開催方法：Zoom 

■対象  ：長崎県作業療法士会会員 

■参加費 ：無料 

■講師  ：長崎県福祉保健部長寿社会課 地域包括ケア推進部 

      前山隆史先生 

■申し込みフォーム：https://forms.gle/5KcQsnHNZdp7Wqta9 

■申し込み期限：令和 4 年 1 月 21 日（金）まで 

■お問い合わせ：長崎県作業療法士会 事業局 黒木一誠 

        E-mail：jigyoukyoku@nagasaki-ot.com 

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

【NHL 勉強会】 

初学者では躓きやすい、肩の解剖と腱板断裂の特徴や評価と介入のポイント夜間痛に焦点を

当ててお話したいと思います。 

解剖の勉強の方法がいまいち分からない。レントゲン評価も自信がない、セミナーに出たい

がお金がない、本セミナーはこれらを解決するセミナーです。リーズナブルで、予習復習動

画もあります。先着順ですので悩まれてる方は是非ご参加していただけたら嬉しいです。当

日は皆さまとお会いできることを楽しみにしています。 

■日時：2022 年 1 月 24 日（月） 18：30～20：00 

■定員：最大 94 名 ※先着順 

■参加費：500 円（特典：SIG ポイント、資料、予習・復習動画） 

■申し込み締め切り：1 月 17 日 

■対象：PT、OT、柔整、鍼灸師、学生 

■申し込み：https://nhl2017.com/ 

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

【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 7 月、10 月、来年の 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
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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。今回の勉強会が

最後の CO-OP 勉強会となります。途中からのご参加でも CO-OP についてイメージしやす

い内容となっておりますので、ぜひご参加下さい。 

■日時：2022 年 1 月 24 日（月）19：00～21：00 

■会場：オンライン（Zoom） 

■定員：100 名（先着順） 

■参加費：1000 円 

■対象：OT、PT、ST、心理職、教師など医療・福祉・教育関係者 

■詳細：http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/co-op-approach/ 

■申し込み：https://forms.gle/4xvf6wxny2LeaRag9 

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

【新型コロナウイルス感染対策多職種研修会】 

■テーマ：新型コロナウイルス感染の具体的場面を想定して多職種で対応を考えよう！ 

     ～陽性者が確認されたその後の対応～ 

■日時：令和 3 年 12 月 23 日（木曜日）18：00～19：30 

■プログラム：ミニレクチャー「COVID19 の”今“に関する知識」 高木理博医師 

       グループワーク 

■開催方法：Zoom 

■対象：医療関係者、介護事業所、介護支援専門員、介護施設関係者 など 

■参加費：無料 

■申し込み方法と詳細情報：http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/ 

■お問い合わせ：長崎災害リハビリテーション推進協議会 担当：井手 吉野 

長崎市銀屋町 4-11TEL 095-818-2002  FAX 095-821-1187 

E メール：jimukyoku＠zeshinkai.or.jp 

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

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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