
2022 年 10 月３日 F ネットです。 

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

【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   

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

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


【日本発達系作業療法学会第 11 回学術大会】 

長崎県作業療法士会会員の皆さまへ 

この度、私たちは日本発達系作業療法学会第 11 回学術大会を開催することになりました。オンライン開

催で、会期は令和 5 年 2 月 18 日から 3 月 31 日です。この学術大会を通して、小児発達領域の作業療法

士をはじめ、数多くの子供たちの支援者の方々と研究や臨床に関するディスカッションをし、未来ある

子どもたちやそのご家族のため、また小児発達領域の作業療法の発展のために長崎県作業療法士会会員

の皆さまにも数多くご参加いただければと考えております。 

【開催要項】 

■主催：日本発達系作業療法学会 

■名称：日本発達系作業療法学会  第 11 回学術大会 

■テーマ：「親子のためのエビデンスに基づく作業療法の実践」 

■会期：ライブ配信 2023 年 3 月 18 日 〜 3 月 19 日 

    オンデマンド配信 2023 年 2 月 18 日（土）〜3 月 31 日（金） 

■開催形式：オンライン（Web）開催 

■大会長：岩永 竜一郎 

■事務局：日本発達系作業療法学会 第 11 回学術大会事務局 

連絡先：jhattatsu11.nagasaki@gmail.com 

■参加費 日本発達系作業療法学会会員 5,000 円 

     非会員 6,000 円 / 学生 1,000 円 

■参加申し込み：2022 年 12 月 1 日（土）から 2023 年 3 月 24 日（金） 

■学術大会ホームページ：https://www.jhattatsu11nagasaki.com/ 

【演題募集要項】 

■応募資格 

日本発達系作業療法学会会員で、2022 年度の会費を納入されている必要があります。 

■演題申し込み期間 

2022 年 9 月 9 日（金）〜10 月 28 日（金）17 時 

※できる限り早めの応募をお願いいたします。 

■応募方法 

詳細及び応募方法は、日本発達系作業療法学会ホームページよりご応募ください。 

https://www.hattatuot.jp/congress_endai11.html 

 

※詳細は学術大会ホームページを参考にしてください 

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

https://www.jhattatsu11nagasaki.com/
https://www.hattatuot.jp/congress_endai11.html


【令和４年度発達障害に関する研修会 実施要領】 

１ 目 的 

発達障害児の支援に関わる療法士や関係者が、発達障害児の診断、支援を行うにあたり、発達障害児を取

り巻く現状や課題を知ることが必要である。しかし、こうした現状や課題を知るための研修が十分とは

言えない状況がある。   

そこで、発達障害児の診断、支援に関心のある理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、発達障害児の支援

に関わる関係者が、発達障害児を取り巻く現状や課題を知り、発達障害児の診断や支援に関する支援体

制の充実を図ることを目的に研修会を開催する。 

２ 主  催  長崎県リハビリテーション支援センター 

  共  催 長崎県理学療法士協会（予定）、長崎県言語聴覚士会（予定） 

長崎県作業療法士会  

３ 対  象 長崎県内で、発達障害児の診断、支援に関心のある理学療法士、作 業療法士、言語聴覚 

士、発達障害児の支援に関わる関係者（医療従事者、福祉従事者、教育関係者、放課後児 

童支援員等）  

４ 日  時 令和４年 10 月 29 日（土） 19：00〜20：30 

５ 開催方法 Zoom 利用したオンラインと集合のハイブリッド開催 

     ＊新型コロナウイルス感染症の感染流行状況に応じてオンラインのみへの変更もありうる 

６ 発信場所 大村市総合福祉センター（長崎県大村市本町４５８−２ プラットおおむら内） 

７ 内  容 

  18：30〜     受付開始 

19：00〜 19：10 オリエンテーション 

開会挨拶：主催者代表 

 19：10〜20：30   講義「発達障害児をとりまく現状や課題について〜幼稚園や 

                                保育所へ訪問する立場、医療的ケア児を支援する立場より〜」 

講師：社会福祉法人聖家族会みさかえの園 総合発達医療福祉センターむつみ

の家 相談支援専門員（長崎県医療的ケア児支援センター） 

井村弘子 先生 

（質疑応答含む） 

 

20：30        アンケート記載 閉会 

７ 定 員 90 名 

８ 参加費 無料 

９ 申込先（https://forms.gle/px3NNBNzcqzBhC6k7） 

https://forms.gle/px3NNBNzcqzBhC6k7


申込締め切り：10 月 22 日 

10  問い合わせ先 原田洋平（haradayouhei53@gmail.com） 

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

【長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：10 月 20 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：「自分らしい生活を送るための支援」 

      春回会クリニック訪問リハビリテーション 作業療法士 井上秀美 

■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：https://forms.gle/3SrXPT5zd6oBm5un7 

 

申し込み後に、ZOOM の ID とパスワードを連絡致します。 

〜お知らせ〜 

9 月 15 日（木）開催の Do you like OT?〜つなぐ想いと明日への挑戦〜は、新型コロナウィルス感染症

の影響を受け、延期しています。日程を改めて調整して開催する予定です 

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

【ふもとの会延期について】 

お世話になっております． 

10 月に予定しておりましたふもとの会についてですが，11 月に変更とさせていただきます． 

詳細については，11 月に再度広報させていただきます． 

よろしくお願いします． 

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

【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 

mailto:haradayouhei53@gmail.com
https://forms.gle/3SrXPT5zd6oBm5un7
https://sites.google.com/view/jsote2022/home


■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） 

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

【第 26 回 SST 学術集会@九州・沖縄】 

＜概要＞ 

■大会日時：2022 年 11 月 20 日（日）  

大会後に見逃し配信（オンデマンド配信）期間があります． 

■開催方式：WEB 学会 

      プレゼンテーション部分は事前録画の配信＋ZOOM を用い LIVE 質疑応答 

      一般演題以外は，見逃し配信があります． 

■大会テーマ：SST と多様性 

＜大会プログラム＞ 

2022 年 9 月 1 日現在．変更の可能性あり 

〇大会長講演：大鶴卓（琉球こころのクリニック），野村れいか（九州大学） 

「DMAT における遠隔診療の可能性」  

＊オンデマンド配信のみ＊ 

〇協会副会長講演：河岸光子（吉祥寺病院） 

「SST を広めるための組織を作ろう」 

〇教育講演１：伊藤文一（福岡女学院大学） 

「心が動くとき 人生はどこからでもやり直せる―ディズニーランドの教育から学ぶー」 

＊オンデマンド配信のみ＊ 

〇教育講演 2：衞藤 暢明（福岡大学） 

「自殺予防対策と SST」 

＊オンデマンド配信のみ＊ 

〇シンポジウム：ＳＳＴの「何を」、「どう学ぶか・伝えるか」 

〇協賛セミナー1 山口雅世（六本松心理教育臨床オフィス） 

「ヤングケアラーを支援する SST の可能性―福岡こども応援プロジェクトの挑戦ー」 

〇協賛セミナー2 黒髪恵・坂本明子 

「リカバリーに向けた共同創造 リカバリーカレッジの取り組み」 



〇医師層対策企画： 

的場文子（ストレスケア 235/メンタルクリニック Matoba ） 

高橋恵（北里大学北里研究所病院）" 

「若手医師に対する入門 SST」 

＊オンデマンド配信のみ＊ 

■ホームページ：https://online-academic-society.3esys.jp/jasst26/contents/index 

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

【令和４年度県央地区研修会】 

■目  的：県央地区を中心に、会員同士が顔と顔が見える関係を作ること、経験豊富な会員から若手会 

員へ知識や技術を伝え、身近な地域で支援ができるようになることを目的に研修会を開催 

する。 

■主  催：長崎県作業療法士会 県央地区理事が取りまとめ 

■対  象：長崎県作業療法士会員 

■日  時：令和４年度 10 月 11 日（火）19：00〜20：30 

■開催方法：Zoom 利用したオンライン開催 

■内  容：18：30〜      受付開始 

19：00〜 19：10 オリエンテーション 参加者自己紹介 

19：10〜 20：10  「睡眠・認知行動療法について（仮）」 

講師：小鳥居諫早病院 杉村彰悟先生 

 20：10〜 20：30  質疑応答  アンケート記載 

20：30       閉会 

■定 員：90 名 

■参加費：無料 

■申込先：（https://forms.gle/DoaTczZHtuywcKh48） 

■問い合わせ先 原田洋平（haradayouhei53@gmail.com） 

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

【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 

https://online-academic-society.3esys.jp/jasst26/contents/index
https://forms.gle/DoaTczZHtuywcKh48
mailto:haradayouhei53@gmail.com


■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。 

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

【2022 年度長崎シーティング研究会主催】 

 コロナ禍が続き、長らく研修会を企画できておりませんでしたが、コロナに負けてはいられない!と、

オンラインでの研修会を企画することとしました。シーティングやリフトの活用について一緒に学んで

みませんか?合わせて、メーカー様よりリフトやスリング、新しくリニューアルされた車椅子についても

説明いただきます。ふるってご参加ください。 

■テーマ：基本的シーティングと病院でのリフト活用 

■日 時：2022 年 10 月 22 日（土）15 時-17 時 

     （14 時 45 分より受付） 

■形 式：オンライン開催（Zoom 使用） 

■対 象：医療や介護関係者どなたでも 

■参加費：750 円（申し込み受付後に支払い system の情報提示） 

■内 容：1. 基本的なシーティングと ADL 動作への展開 

     2.回復期リハ病院でのリフト運用と課題 

     3.メーカーによる製品紹介 

■申し込み方法：https://forms.gle/Rttu8brrQZmcKY5KA 

■問い合わせ先：nagasaki.seating@gmail.com 

井上病院 橋本修平 

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

【NHL 研修会】 

若手・新人さん向け 

術後の痛みが強い症例への評価とプログラム立案のポイント‼︎ 

mailto:stmaryhand@gmail.com
https://bit.ly/3AmlNug
mailto:stmaryhand@gmail.com
https://forms.gle/Rttu8brrQZmcKY5KA
mailto:nagasaki.seating@gmail.com


「臨床あるある」を深掘り 

■日時:10 月 28 日(金)21:00〜22:30 

■見逃し配信 2 週間 

■参加費:無料 

■SIG ポイント 1 ポイント 

■申し込み：https://forms.gle/6rGCYmzE2oUKUaL58 

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

【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/ 

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

【令和４年度 県北地区福祉用具研修会】 

■目的： 福祉用具や自助具の知識や作製経験が少ないために必要なケースに提供していないことはあ 

https://forms.gle/6rGCYmzE2oUKUaL58
mailto:h.pt@sazanami.or.jp
http://www.nagasaki-ot.com/kenshukai_tadantai/co-op-approach/


りませんか？今回、新人や経験年数の少ない方を対象に福祉用具や自助具提供で苦労した点 

や失敗した点などを事例を通して報告します。県北地区以外の方でも気軽に参加して一緒に 

学びましょう。 

■主催：事業局福祉用具班（県北地区） 

■対象： 臨床５年目以下の長崎県作業療法士会員（５年目以上も参加可能です！！） 

■日時：2022 年 11 月 5 日（土） 14 時〜16 時予定 

■開催方法：Zoom を利用したオンライン開催 

■内容： 

受付開始 13：45 

 事例発表 14：00〜15：20 ※発表順不同 

・菊地病院：西村義人 先生 

・石坂脳神経外科：佐藤純哉 先生 

・佐世保国際通り病院：里夏希 先生 

・長崎労災病院：馬場貴士 先生 

・燿光リハビリテーション病院：野中孝太 先生 

 基礎講座（生活行為の工夫事例集の紹介） 15：20〜15：50  

講師：佐々町地域包括支援センター 久保宏記先生 

 質疑応答 15：50〜16：00 

■定員：50 名 

■参加費：無料 

■申込先：https://forms.gle/gJJgufs2NNZxDXe36 

■申込締め切り：10 月 23 日 

■問い合わせ先：燿光リハビリテーション病院 戸田皓之（todahiroyuki49@gmail.com） 

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

【第 3 回日本うつ病作業療法研究会学術大会 「うつ病作業療法の可能性を考える」】 

■会期：令和４年 11 月 26 日(土) 

■大会長：芳賀 大輔（日本学び協会 ワンモア豊中） 

■開催方法：オンライン（Zoom ウェビナー） 

■参加費用：会員：2,000 円 非会員：3,000 円 

■詳細・申し込みは HP から：https://utu-ot.jimdofree.com/ 

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

【産業保健作業療法研究会 主催 2022 年度(第 2 回) 秋の特別研修会】 

■テーマ：作業療法士のための産業保健入門 

https://forms.gle/gJJgufs2NNZxDXe36
mailto:todahiroyuki49@gmail.com
https://utu-ot.jimdofree.com/


■開催日時：2022 年 11 月 2 日 (水) 18:30〜20:30 

■開催方法：Zoom ミーティング 

■参加費：1,000 円 

■申し込み方法：URL（または左の QR コード）から参加の申し込みをしてください． 

後日，指定のメールアドレス宛にご入金方法(クレジットカード決済・PayPal 決済)や 

Zoom ID などをお知らせいたします． 

〈参加申し込みフォーム URL〉https://onl.sc/VvKM2HB 

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

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

https://onl.sc/VvKM2HB

