
2022 年 6 月 1 日 F ネットです。 

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

【MTDLP 事例検討会】 

■日時：令和 4 年 7 月 10 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 26 日（日） 聴講者は 7 月 3 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、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。 

※不参加の場合、開催日の 3 日前（正午）までに連絡がなければ、参加費の返金はできません。 

＊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。また OT 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 6 月 26 日までに E-mail：mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.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） 
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・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いただきますようお願い申

し上げます。 

発表者は現職者共通研修「事例報告」の読替が可能です。聴講者は今回 2 事例以上の事例検討がある場

合、現職者共通研修「事例検討」の読替が可能です。1 事例のみの事例検討になると「事例検討」の読替

はできませんのでご了承いただきますようお願い申し上げます。 

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

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

【九州作業療法学会 2022in 佐賀】 

テーマ：「維遂」～育み、つなぐ。そして明日へ～ 

■会期：2022 年 6 月 18 日（土）～19 日（日） 

■形式：Web 開催 

■学会長：山口洋一 一般社団法人 佐賀県作業療法士会 会長 

■主催：九州作業療法士会長会 

■申し込み詳細等；https://kyuot2022.secand.net/ 

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

【第 27 回 SST 全国経験交流ワークショップ 2022＠近畿の開催について（ご案内）】 

このたび、2022 年 7 月 9 日(土)に第 27 回 SST 全国経験交流ワークショップ 2022＠近畿をオンライン開

催致します。 

SST をよくご存じの方も、実際にこれまで体験されたことがない方も、オンラインだからこそ全国どこ

からでもつながれる学びの場として、ご活用いただきたく存じます。劇作家でもある平田オリザ氏によ

る『特別講演』、教育分野における SST の取組をご紹介する『教育講演』、SST セッションを実際に体験

できる『分科会』など、様々な現場や臨床で活かせるプログラムをたくさんご用意しています。 

１．日 時  オンライン開催  2022 年 7 月 9 日（土） 

オンデマンド配信 2022 年 7 月 15 日（金）～8 月 28 日（日） 

２．方 法  ZOOM を用いたオンラインでの SST ワークショップ 

３．内 容  詳細および参加申し込みは、下記をご確認ください。 

       大会ホームページ https://27th-workshop.jasst.net/ 

--------------------------------------------------- 
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【長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：6 月 23 日（木）17：30～19：00 ZOOM での開催（10 分前から入室できます） 

■話題提供：「地域包括支援センターでの OT の挑戦」 

      佐々町多世代包括支援センター 作業療法士 久保宏記    

■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。 

申し込みフォーム：https://forms.gle/W9FR2oxF3MzLEps79 

OT の支援技術の知識・技術を向上するために、一緒に、運営していくメンバーを募集しています。希望

の方は、事務局にご連絡ください。 

研修会の感想は、SIG ポイント送信のため、期日までに記載してください。 

■長崎作業・支援技術研究会 

代表：長尾哲男 

アドバイザー：淡野義長 

事務局：武田芳子 松尾理恵 諸富優輝  

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

【A-QOA 入門セミナー】 

■概要：新しく開発された認知症のある人への作業療法支援に有用な A-QOA（活動の質評価法）につい 

て学べる研修会です。A-QOA についての詳細は HP（https://www.a-qoa.com/）を確認くださ 

い。 

■日時：2022 年 6 月 24 日（金）19:00～21:00 

■形式：オンライン（Zoom） 

■講師：小川真寛 神戸学院大学・OT 

白井はる奈 佛教大学・OT 

坂本千晶 県立広島大学・OT 

西田征治 県立広島大学・OT 

■参加費：4500 円 

■申込み：セミナーHP より（https://www.hanetama.net/a-qoa） 

■お問い合わせ：A-QOA 入門セミナー 事務局（担当：岡田・菅田）  

TEL. 075 661 5741 （クリエイツかもがわ内）  

E mail. hanetama@crekamo.xsrv.jp 

--------------------------------------------------- 
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【睡眠アドバイス従事者研修のお知らせ】 

県士会精神保健予防班は精神保健分野への職域拡大活動を行なう部門です。具体的には 2011 年から市町

へアピールのため、各市町の保健のフィールドでうつ病の早期発見等を中心に取り組んできています。 

2018 年からは若年層へ良眠アドバイスを行なっています。若い頃の不眠は将来のうつ病や自殺につなが

るからです。 

今年も長崎県自殺対策事業「若年層へ良眠アドバイス」を行なう予定です。（従事した場合、日当もお支

払いいたします。） 

新しく、この活動に賛同する方を募っています。 

従事する場合は、まず睡眠アドバイス研修にご参加ください。 

■日程：7 月 2 日（土） 

■時間：13：30～15：00 

■研修方法：ZOOM 

■参加費：無料 

■講師：杉村彰悟（小鳥居諫早病院）・福田健一郎（真珠園療養所） 

■参加申込先：真珠園療養所福田（fukuda@sinjyuen.com） 

■申し込み締め切り：6 月 25 日（土）厳守 

※準備がありますので、締め切り後の申し込みはご遠慮ください。迷った場合は申し込みしておいてく

ださい。キャンセル可能です。 

ARMS（統合失調症予備軍）啓発活動も当班では行なっています。こちらに従事したい方は研修後に説明

会を行ないますので、同時にお申込みください。 

若い方々の賛同お待ちしています。 

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

【介護予防（認知症予防）研修】 

介護予防班主催の介護予防（認知症予防）研修では、各市町の介護予防事業へ従事する作業療法士の育成

を行なっています。 

主には認知症予防になります。 

介護予防事業へ従事する作業療法士の質を均一にすることも目的の一つです。 

また、県士会が推奨する認知症予防活動の評価「ファイブコグ」「MoCA-J」の説明も行ないます。 

 

■日時：6 月 25 日（土）10：00～15：00（12：00～13：00 昼休み） 

■参加費：無料 

■研修方法：ZOOM 

■対象：県士会員 
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■内容： 

１．介護予防概論 

２．認知症予防活動の評価・効果判定（ファイブコグ、MoCA-J） 

３．効果のある認知症予防活動の取り組みの紹介 

４．改訂介護予防マニュアルの紹介 

５．うつ・閉じこもり予防 

■講師：林田浩司（鈴木病院）・福田健一郎（真珠園療養所） 

■参加申し込み先：fukuda@sinjyuen.com（真珠園療養所福田宛て） 

■参加締め切り：6 月 18 日（土）厳守 

※準備がありますので、締め切り後の申し込みはご遠慮ください。迷った場合は申し込みしておいてく

ださい。キャンセル可能です。 

■主催：事業局地域包括ケア対策部介護予防班 

OT 協会は介護予防事業への参画に力を入れています。 

たくさんの方に従事していただきますよう、お願い申し上げます。 

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

【NHL 研修会 肩関節の解剖と運動（骨編）】  

○日時：６月１６日（木） 

○定員１００名 

○アーカイブ期間１ヶ月 

○SIG ポイント：作業療法士で希望者は１ポイントあり 

○配信当日の参加者のみ SIG ポイントは配布致します 

https://xpert.link/online-seminar/3373/ 

上記 URL より XPRERT 無料登録後にお申し込みください。 

対象は初学者から中級者の方にお勧めのセミナーです。 

〇セミナー詳細 

・肩関節の概要肩関節を構成する骨、組織について 

・肩甲骨の安定化機構について 

・肩関節の運動について 

・肩関節複合体とは 

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

【第 26 回日本ペインリハビリテーション学会学術大会】  

■日時：2022 年 6 月 11 日（金）・12 日（日）  

■会場：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス および オンライン  
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■URL：https://www.painreha.com/  

公式 LINE アプリ：https://lin.ee/SPOi24X 

現在、参加登録が開始されており、参加登録後からオンデマンドコンテンツがご利用いただけます。まず

は、無料の公式 LINE アプリを是非ダウンロードください。 

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

【新潟訪問リハビリネットワーク主催 Web 研修会】 

「訪問リハビリテーション入門編」訪問リハ初心者・興味のある方どうぞ！ 

わたくしどもは新潟県内にて、主として理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を対象に、訪問リハビリテ

ーションやその周辺分野に関しての研修会や啓発活動を行っている任意団体「新潟訪問リハビリネット

ワーク」です。 

多くの皆様の多大なるご協力の下、本年３月に当ネットワーク主催の研修会を開催いたしましたが、引

き続きまして、本年 7 月 23 日（土）に『訪問リハビリテーション入門』をテーマとした研修会（Web 開

催のみ）の開催を予定しております。 

申し込み等の詳細は下記 URL から 

http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/ 

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

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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