
2022 年 9 月 1 日 F ネットです。 

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

【第 29 回長崎県作業療法学会のお知らせ】 

長崎県作業療法士会員の皆様へ 

今回の県学会で演題の登録を予定されていた方が新型コロナウイルスに感染されたり、職場内の感染拡

大で業務に追われているというお声をいただき、現状の新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑みて演

題募集の期間を延長することを実行委員会の方で決定いたしましたのでご報告させていただきます。 

皆様の周りの方にもご周知いただきますようご協力よろしくお願い致します。 

 

■応募受付期間 

変更前：2022 年 8 月 1 日（月）9 時～2022 年 8 月 31 日（水）19 時 

変更後：2022 年 8 月 1 日（月）9 時～2022 年 9 月 30 日（金）19 時 

 ※改めて応募期限の厳守をお願いします． 

 

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

 

■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)  

■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） 

●送信者 実行委員会 広報委員 牧野航（長崎北病院）  

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

【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

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


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 

■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 

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


■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 

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

【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

https://forms.gle/myf6moUHf4uvXGuH9


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   

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

【第 27 回 日本作業療法教育学術大会】 

■テーマ：卒後教育を見据えた養成教育 ～ICT の活用を考える 

■会期：2022 年 11 月 20 日（日） 

■会場：藍野大学 （大阪府茨木市東太田４丁目５−４） 

■開催方法：対面参加 および オンラインのハイブリット型で予定 

■主催：日本作業療法教育学会 

■教育学会 大会長：鈴木 孝治（藍野大学） 

■大会 HP：https://sites.google.com/view/jsote2022/home 

 

■基調講演：作業療法教育の過去・現在・未来 

■特別講演 高畑 進一 氏 （京都橘大学） 「ICT を活用した作業療法教育を考える」 

■シンポジウム 「卒後教育を見据えた養成教育～ICT の活用を考える」  

坂井 豊彦 氏（福井大学医学部附属教育支援センター）  

日高 正巳 氏（兵庫医科大学リハビリテーション学部）  

羽根田 洋 氏（株式会社永和ｼｼﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ医学教育支援室）  

池辺 諒 氏 (株式会社 Medi-LX） 

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

【長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：9 月 15 日（木）17：30～19：00  

■場所：ZOOM での開催（10 分前から入室できます） 

■話題提供：Do you like OT? ~つなぐ想いと明日への挑戦～ 

      長崎労災病院 塚本倫央      

■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/hdoJ3amcTxjqyp166 

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 

mailto:kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com
https://sites.google.com/view/jsote2022/home
https://forms.gle/hdoJ3amcTxjqyp166


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

【行動リハビリテーション研究会主催】 

リハビリテーションに明日から使えるシングルケース実践・研究デザイン 

■講師：山本淳一先生（東京都立大学特任教授 慶應義塾大学名誉教授） 

    鈴木誠先生（東京家政大学健康科学部教授） 

ここ最近のトレンドとなっている，シングルケースについて，事例を豊富に使用し，臨床での実践から研

究方法に至るまで，第一線で活躍する講師陣がわかりやすく解説します． 

 

■日時：2022 年 9 月 10 日（土）10:00～13:00 

■方法：ZOOM オンラインセミナー 

■参加費：会員 1,000 円 非会員 2,000 円 学生 1,000 円 

■定員：100 名（先着順） 

■参加登録締め切り：2022 年 9 月 5 日（月） 

■申込方法：下記申し込みフォームからお申し込みの上，参加費をお振り込みください． 

https://forms.gle/uHKHymhSKRF6paZq8 

ご入金確認後メールにて URL をお知らせいたします。（9 月 7 日頃を予定しております） 

詳細は行動リハビリテーション研究会ホームページ http://koudo-reha.kenkyuukai.jp/event/ にてご確

認ください． 

※本研修会の参加費は事前振り込みとなります．研修会当日 5 日前までに以下のようにお振り込みくだ

さい．たいへんお手数をおかけいたしますが、事務手続き上よろしくお願い申し上げます。 

銀行名：みずほ銀行三ツ境支店 

預金種別と口座番号：普通口座 1675656 

口座名：行動リハビリテーション研究会 

振込名義：振込名の前に研修会日（4 桁）の数字を入れて下さい． 

（例えば 9 月 10 日であれば、0910 コウドウハナコ） 

その他：お振り込み後は，事由に関わらず返金不可となりますのでご承知おきください．また振込手数料

は参加者のご負担となりますのでご了承ください． 

■問い合わせ先：行動リハビリテーション研究会事務局 研修部 koudo.reha.kensyu@gmail.com 

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

【第 37 回 長崎大学大学院「呼吸リハビリテーション」公開講座開催のお知らせ】 

今年度も昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、Web での e-learning 方式での開催を

予定しております。 

・臨床に役立つ、呼吸不全の病態生理、評価法、呼吸理学療法、患者教育などについて概説します。 

https://forms.gle/uHKHymhSKRF6paZq8
mailto:koudo.reha.kensyu@gmail.com


皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。 

https://www.yumejuku.org/2022nagasaki-u_extension.html 

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

【九州ハンドセラピィ研究会主催   web 研修会−その 2−】 

−新人から臨床経験豊富な先生も基礎から学べるハンドセラピィ− 

■会  場：九州ハンドセラピィ研究会ホームページ内 web 会場（オンデマンド配信） 

■申し込み期間：9 月 1 日（木）～10 月 15 日（土） 

■配信期間：10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

■参加対象者：理学療法士・作業療法士 

■参加費：5,000 円 

■注意事項 

• 参加ご希望の方は下記の QR コード、九州ハンドセラピィ研究会 HP から申し込み可能です。 

• ユーザーアカウントを複数人で共有することはご遠慮ください。 

• 聴講に際し、安定した通信環境（有線 LAN や Wi-Fi）の確保をお願い致します。 

• 振り込み確認後、受講案内をお送り致します。＜ stmaryhand@gmail.com ＞のメールアド 

レスを受信できるよう、メール設定の変更をお願いいたします。 

■申し込みはこちら：URL  https://bit.ly/3AmlNug 

■お問い合わせ先：stmaryhand@gmail.com 

聖マリア病院 リハビリテーション室 太島孝也 

病院へのお電話でのお問い合わせは、診療の妨げとなりますで、ご遠慮いただきます

様お願い致します。 

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

【ルックスケア研究会 第 1 回研修会】 

①掲載責任者及び担当者の住所･連絡先 

石橋 裕 116-8551 東京都荒川区東尾久 7-2-10 yu-ishi@tmu.ac.jp  +81-3-3819-7385(直通) 

②題名：ルックスケア研究会 第 1 回研修会 

③開催日時 ：2022 年 10 月 10 日（月）9:00～11:30 

④場所 ：オンライン（ZOOM） 

⑤内容（方式、テーマ、講師、時間帯） ： 

講師：中村春基 氏（日本作業療法士協会 会長, ルックスケア研究会顧問） 

   池山和幸 氏（株式会社資生堂 化粧療法リサーチャー[医学博士]） 

   佐藤信治 氏（道後温泉病院リウマチセンター作業療法部門副科長, ルックスケア研究会 副会長） 

   池知良昭 氏（香川県立白鳥病院 専門作業療法士[がん], ルックスケア研究会 理事） 

https://www.yumejuku.org/2022nagasaki-u_extension.html
mailto:stmaryhand@gmail.com
https://bit.ly/3AmlNug
mailto:stmaryhand@gmail.com


   石橋仁美 氏（東京都立大学 作業療法学専攻 専任講師、ルックスケア研究会会長） 

 

⑥対象(参加条件) ：ルックスケアに関わる(興味のある)支援者、学生、当事者など広く参加していただ

きたいと思っています。 

⑦費用 ：無料 

⑧申込・問い合わせ方法 ： https://forms.gle/FhTzSodEtwnZKSNm6 URL よりお申込みください 

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

【皿うどん太麺のご案内】 

■日時：2022 年 11 月 24 日（木）17：30～ Zoom にて開催 

■内容：文献抄読 

    特集：最近の双極性障害の研究；江崎悠一先生の研究 

１．双極性障害における気分エピソードの再発に関する夜に光を浴びることの影 

２．双極性障害のうつ病エピソード再発に対する光曝露の影響 

３．双極性障害患者における寝室の夜間光曝露と肥満との関係 

４．双極性障害患者における日中の光曝露とうつ症状との関連 

５．夜間の寝室の照度が低い（平均 3 ルクス未満）患者群に比べ高い（平均 3 ルクス以上） 

患者群で、躁状態の割合が有意に多い 

■担当者：福田健一郎（真珠園療養所） 

■参加費：無料 

■締め切り：2022 年 11 月 18 日（金）まで 

■申込先：h.pt@sazanami.or.jp（鈴木病院 林田）まで所属・氏名を明記の上、ご連絡下さい。 

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

【CO-OP Approach（コアップ・アプローチ）勉強会】 

令和 4 年度第 2 回 CO-OP 勉強会のご案内です。CO-OP（Cognitive Orientation to daily Occupational 

Performance）Approach とは，新しい運動スキルの獲得が困難な子どもたちを対象に開発された課題指

向型アプローチの一つです．高いエビデンスレベルが示され，対象疾患は脳性麻痺，脳卒中など発達障害

領域以外でも有効性が報告されています．長崎発達障害領域作業療法勉強会では，今年度，定期的に CO-

OP Approach についての勉強会を開催することとなりました．「CO-OP Approach を実践しているけど

相談する相手がいない」「CO-OP Approach を実践してみたい」という方は是非ご参加ください。 

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

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

 

 

https://forms.gle/FhTzSodEtwnZKSNm6
mailto:h.pt@sazanami.or.jp
http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/co-op-approach/


【令和 4 年度長崎県言語聴覚士会 講演会のご案内】 

■日時： 令和 4 年 10 月 1 日（土） 14 時 00 分～15 時 30 分 

 ■場所： 当日は Zoom アプリを使っての Web セミナー 

 ■大会名称： 令和 4 年度長崎県言語聴覚士会 学術講演会 

 ■講演タイトル： 「失語症者向け意思疎通支援者養成事業について考える」 

 ■対象： 日本言語聴覚士協会会員、長崎県言語聴覚士会会員、関係団体等 

 ■定員： 100 名 

■主催： 一般社団法人 長崎県言語聴覚士会 

■申し込み：https://forms.gle/CW7pM9ayKrTFcdBw9 

■お問い合わせ：一般社団法人 長崎県言語聴覚士会 

         学術局理事 河野 武 

E-mail：kawano@nagariha.koyogakuen.ed.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://forms.gle/CW7pM9ayKrTFcdBw9
mailto:kawano@nagariha.koyogakuen.ed.jp

