
2022 年８月 15 日 F ネットです。 

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

【第 29 回長崎県作業療法学会 〜演題登録開始のお知らせ〜 】 

■テーマ：『不易流行 〜つなぐ想いと明日への挑戦〜』 

■開催方法：オンライン配信 

■開催日：◎ＬＩＶＥ配信  ：令和５年２月１９日（日） 

◎オンデマンド配信：令和５年２月２０日（月）〜３月１９日（日） 

■学会長：大坪 建 (和仁会病院) 

 

■演題募集のお知らせ 

日頃の成果を発表する場として共に学ぶことで、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。たくさんの演題応募をお待ちしております。 

応募受付期間：2022 年 8 月 1 日（月）9 時〜2022 年 8 月 31 日（水）19 時 

※期間の延長は行いませんので応募期限の厳守をお願いします． 

応募方法：学会ホームページの「演題登録」内の登録フォームからご登録ください. 

学会ホームページ http://www.nagasaki-ot.com/otgakkai/ 

 

■お問い合わせ窓口（E-mail） : endai.29.nagasaki.ot@gmail.com 

                         演題採択委員会 田川 良枝（和仁会病院） 

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

【生涯教育推進研修会 認定・専門作業療法士取得のすすめ】 

私たち作業療法士は、知識と技術を常に update しながら、専門職としての質の向上を図ることが求めら

れます。日本作業療法士協会は、会員の質の向上のために、生涯学習の継続的な機会を提供しています。

今回のテーマとなる、認定・専門作業療法士制度も、その一環であることは言うまでもありません。私た

ちはこれらの制度を有効に活用し、自らの知識や技術の水準を維持・向上することに努めなければなり

ません。 

また、認定・専門作業療法士制度は対外的に作業療法の効果や有用性を示していくためものでもありま

す。多くの作業療法士が、この制度に参加し、私たち自身で対象領域や職域を守っていく必要がありま

す。 

今回、認定・専門作業療法士を取得するために必要な情報を解説します。皆さまが更なる一歩を踏み出す

きっかけとなればと考えます。どうぞお気軽にご参加下さい。 

■日時：令和 4 年 9 月 16 日（金） 19:00〜20:30(18:45 受付開始) 

■対象：日本作業療法士協会及び各都道府県士会会員で、今年度の会費を納入済の方 

http://www.nagasaki-ot.com/otgakkai/
mailto:endai.29.nagasaki.ot@gmail.com


■参加費：長崎県士会員は無料 他県士会会員 1000 円（イベントペイでの支払い） 

■開催方法：ZOOM(オンライン) 

■講師：介護老人保健施設 にしきの里 片田美咲 

■基礎ポイント：2 ポイント 

■申し込み：Google フォーム https://forms.gle/jJ54WBGgvAUB8LF8A よりお申込みください。 

■申し込み締切：９月 13 日（火） 

注意事項： 

・申し込みの際、携帯のキャリアメール(@以下が携帯通信会社のドメイン)は使用しないでください。運

営担当から返信・確認メール等が届かない可能性があります。 

・研修当日まで、ZOOM アプリのインストールを終了し、サインインまでの作動確認をお願いします。 

・参加は、1 アカウントにつき 1 人です。職場などで 1 画面を複数名で受講されても受講確認ができず、

認められません。 

・ZOOM 内の名前表記は、フルネームとし、所属施設も記載してください。また、必ずビデオ ON、音

声 OFF での参加をお願いします。 

・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、ご了承ください。  

・ZOOM の ID,パスワード・講義資料：申し込み締切後にメールで送付します。 

お問い合わせ先：長崎県作業療法士会 教育局 中村和也 

E₋mail：kyouiku-n の後に@nagasaki-ot.com  

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

【現職者共通研修開催のお知らせ】 

■期日：令和 4 年 9 月 22 日（木） 

■実施方法：Zoom クラウドミーティング 

■受付：19：00〜20：30 

■内容： 職業倫理 岡本康宏氏(THS 株式会社) 

■申し込み：県士会ホームページにて事前申し込み 

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

■締め切り：令和 4 年 9 月 17 日（土） 

■資料配布：開催日までにメールにて送付 

■受講対象者：日本作業療法士協会及び各都道府県士会会員で，今年度の会費の未納がない会員 

       県外からの受講者の方は、各県士会員である事を証明できるものをご提示いただきます． 

■参加費：1 テーマ 1,000 円（長崎県作業療法士会会員、他県士会会員） 

※支払い方法についてはイベントペイにての支払い 

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

https://forms.gle/jJ54WBGgvAUB8LF8A
http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_ken/


【現職者共通研修開催のお知らせ】 

■期日：2022 年 10 月 21 日(金) 

■時間：19:00〜20:30（受付：18:30〜） 

■テーマ：事例報告と事例研究 

丸田道雄氏（長崎大学） 

■実施方法：ZOOM(オンライン) 

■受講対象者：日本作業療法士協会及び各都道府県士会会員で会費の未納がない会員 

※他県士会会員の方は所属士会会員である事、および今年度会費完納を証明できるものをご提示いただ

きます。（会員証や領収証など） 

■参加費：1000 円（長崎県作業療法士会会員、他県士会会員ともに） 

※支払いはイベントペイでのお支払いとなります。 

※申し込み後に担当者からイベントペイによる支払方法を連絡いたします。  

※申し込み後のキャンセルの場合、開催日の 3 日前(正午)までにご連絡ください。それ以降のキャンセル

では参加費の払い戻しが出来ない場合があります。 

■申し込み：下記申し込みフォームよりお願いします 

https://forms.gle/myf6moUHf4uvXGuH9 

■締め切り：令和 4 年 10 月 18 日(火) 

※申し込み後は必ず 10 月 19 日(水)23:59 までにイベントペイでの受付を済ませたうえで 参加費支払い

を完了させてください。 

■配布資料：開催日までにメールで送付いたします。 

■注意事項 

１）申し込みの際、メールアドレスはキャリアメール（＠以下が携帯通信会社のドメイン）は使用しない

でください。運営からの返信・確認メールが届かない場合があります。 

２）研修会当日までに zoom のアプリをインストールしサインインまでの動作確認をお願いします。 

３）参加確認の為 1 人につき 1 端末（1 名で１台）でのお申込みをお願いします。 

４）zoom の表示名は協会会員番号・漢字でフルネーム・所属先の順で記載して下さい。 

５）必ずビデオ ON・音声ミュートの状態で参加して下さい。 

６）無料 wi-fi スポットなど他者に迷惑をかける可能性のある場所での参加はお控え下さい。90 分あたり

１GB 程度の通信料を消費します。 

■問い合わせ:長崎県作業療法士会 教育局 川上 凌平 kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com   

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

【兵庫医科大学リハビリテーション医学講座主催オンラインセミナー】 

●脳卒中予後予測セミナー2022 

https://forms.gle/myf6moUHf4uvXGuH9
mailto:kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com


【日時】2022 年 11 月 12 日(土)10:00-16:00 

【受講料】8,000 円（テキスト代・郵送料込み） 

http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221112.html 

●実践 CI 療法講習会 2022 

【日時】2022 年 11 月 13 日(日)10:00-16:00 

【受講料】8,000 円（テキスト代・郵送料込み） 

http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221113.html 

●道免和久教授が伝授する「脳卒中リハビリテーションの達人になるために」2022 

【日時】2022 年 11 月 19 日(土)10:00-16:00 

【受講料】8,000 円（テキスト代・郵送料込み） 

http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221119.html 

【問い合わせ先】兵庫医大リハビリテーション医学講座(office@craseed.org) 

※全てのセミナーは一般社団法人日本作業療法士協会の生涯教育制度 基礎ポイント対象研修会です。 

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

【第 25 回 長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：8 月 18 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：あなたは、どんな福祉用具を選びますか？ 

〜移乗動作やトイレ動作に介助が必要な約 170cm、約 90kg の患者さんに対して〜 

     長崎リハビリテーション病院 萩野裕樹 

■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。 

https://forms.gle/xHuM8fGbeNKhsv7r8 

申込み締め切りは、8 月 15 日（月）17 時までです。 

長崎作業・支援技術研究会 

代表 長尾哲男 

事務局 武田芳子 松尾理恵 下條洋子 諸富優輝 

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

【日本高次脳機能障害学会 2022 年夏期教育研修講座 オンデマンド配信のご案内】 

このたび「2022 年夏期教育研修講座」をオンデマンド配信いたすことになりました。 

「失語症」と「高次脳機能障害」を診る際の全体像を一日で把握いただける、日本有数の講師陣による最

も分かりやすい入門編となっております。是非ご視聴いただけましたらと存じます。なお、2019 年夏期

http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221112.html
http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221113.html
http://craseed.sakura.ne.jp/seminar/2022/20221119.html
https://forms.gle/xHuM8fGbeNKhsv7r8


教育研修講座と同様の構成となります。来年は新しいプログラムとなります。 

■配信期間： 2022 年 8 月 1 日（月）〜31 日（水） 

■受 講 費： 各コース 10,000 円（日本高次脳機能障害学会の正会員 6,000 円） 

■ご案内 URL：https://www.higherbrain.or.jp/06_kousyukai/08_index.html 

＊ 各コースの単独受講，両コース通しての受講，いずれも可能です。 

＊ 各講義の資料をダウンロードいただけます。 

＊ 各講義の最後に質疑応答の時間があります。 

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

【第 32 回日本嗜癖行動学会岐阜大会 研修会情報掲載依頼】 

■主催者（主催団体名）：医療法人杏野会各務原病院 

■研修会名・テーマ：第 32 回日本嗜癖行動学会岐阜大会 

■日時：２０２２年１０月１５〜１６日（オンデマンド配信あり） 

■会場：WEB 会場 

■参加費：５０００円 

■定員：５００名 

■申込方法：第 32 回日本嗜癖行動学会岐阜大会ホームページより申込 

■担当者名・連絡先 

 医療法人杏野会各務原病院 

松田 純 

TEL:058-389-2228 

■参照ＵＲＬ 

 https://www.jssab32.jp 

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

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

https://www.higherbrain.or.jp/06_kousyukai/08_index.html
https://www.jssab32.jp/

