
2022 年 11 月 15 日 F ネットです。 

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

長崎県作業療法士会員の皆様へ 

【第 29 回長崎県作業療法学会のお知らせ】 

■学会のご案内 

  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)  

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

お問い合わせ：info-gakkai29@nagasaki-ot.com  

学会事務局 生田敏明（長崎リハビリテーション病院） 

 

■第 29 回長崎県作業療法学会での県内で頑張っている作業療法士の活動を募集します 

 ◆◇◆特別企画『長崎の作業療法ってなんばしよっと？～不易流行な活動を紹介～』◆◇◆ 

 〇学会における特別企画で作業療法士の活動を大募集!!  

主な目的: 1.県内で頑張っている作業療法士の活動を紹介 

2.SIG 認定有無を問わず、各地の SIG や学術チームの紹介 

 展示方法:学会 HP 上で公開予定。各活動を 3－5 分の動画で紹介していただけないでしょうか。 

 応募締め切り：令和 4 年 11 月 18 日（金） 

 ご興味ある方、具体的な方法等の問合せ: kanda@zeshinkai.or.jp 

特別企画委員 神田龍太（長崎リハビリテーション病院） 

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

【日本作業療法士協会 教育部 生涯教育委員会より重要なお知らせ】 

●生涯教育手帳の移行申請が「期間限定」で再開されます 

●今回が移行手続きの最後のチャンスです 

●手続き期間は 2022 年 12 月 1 日～2023 年 2 月 28 日までです 

●手続きはパソコンあるいはスマホで行います 

●具体的な手順は協会ホームページ内、「生涯教育制度」のページにある 

 「手帳移行の運用」と「手帳移行の手順書」をご参照ください 

●その他の詳細については 2022 年 10 月 15 日発行の「日本作業療法士協会誌」または 

 https://www.jaot.or.jp/files/news/kikanshi/kikanshi2022/kikanshi2022-10.pdf を 

http://www.nagasaki-ot.com/otgakkai/
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 ご確認ください 

【未押印の受講履歴に関する対応について】 

上記の手帳移行手続きの再開に伴い、長崎県作業療法士会教育局においても 

以下の対応をいたします。 

✓2019 年度までの長崎県作業療法士会主催の研修会参加等への押印処理 

✓2019 年度までの現職者共通研修 10 テーマ全て修了時の押印と 20 ポイント付与印 

✓2019 年度までの他団体・SIG 等の研修受講等のポイントの手帳への記載と押印 

これらをご希望される方は、以下を同封の上、下記送付先へ郵送してください。 

① 氏名、所属、連絡先(TEL/Mail)、会員番号、希望内容を記載した用紙 

② 生涯教育手帳 

③ 宛名を明記し 94 円切手を貼った返信用封筒 

なお、手続きの都合上、2023 年 1 月 15 日必着分までを受付の対象といたします。 

余裕をもって計画的に申請いただくようお願いいたします。 

送付先：〒852-8045 長崎市錦 2 丁目 1 番 1 号 介護老人保健施設 にしきの里  

宛名：作業療法士 片田宛 

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

【長崎県リハビリテーション⽀援センター 2022 年多職種向け生活行為向上マネジメント研修会】 

■日時：令和 4 年 11 月25 日（金） 15:30～16：50（15:00 受付開始） 

■対象：医療、福祉、介護、行政など興味関⼼がある方 

■参加費：無料 

■方法：オンライン会議システム「ZOOM」を使用し受講 

■申し込み：Google フォーム（ https://forms.gle/xHQCw9CP1nPsBKYk6 ）から 

参加申し込み、または mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com に件名を「多職種向け研修会」と記載し、氏名、

所属、職種、メールアドレスを明記の上、申し込みください。 

※申込期限：令和 4 年 11月18日（金） 

※注意事項： 

① 申し込み後、資料を配付しますので、○○@docomo.ne.jp や○○@ezweb.ne.jp などのキャリアメー

ルのアドレスではなく、受信できるアドレス（○○@yahoo.co.jp や○○@gmail.com など）の登録を

お願いします。（キャリアメール等の登録をされると、配付資料が受信できない場合がありますので、

ご了承ください） 

② 後日(11月21日～24日) ZOOM の ID、パスワード、配付資料を送付いたします。 

◆研修会プログラム 

15：30～ 生活行為向上マネジメント概論（35 分） 

https://forms.gle/xHQCw9CP1nPsBKYk6
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16：05～ 生活行為向上マネジメント実践事例紹介（35 分） 

16：40～16：50 質疑応答、アンケート記⼊ 

■問い合わせ先：mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com 長崎県作業療法士会 生活行為向上マネジメント班 

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

【現職者共通研修開催のお知らせ①】 

■期日 2022 年 12 月 4 日(日) 

■時間 9:00～16:15（受付：8:30～） 

■テーマ     

9：00～10：30 実践のための作業療法研究 

光永済 氏（長崎大学病院） 

10：45～12：15 作業療法の可能性 

兼元博康 氏（ACT しまばら） 

13：00～14：30 保健・医療・福祉・地域⽀援 

久保宏記 氏（佐々町地域包括⽀援センター） 

14：45～16：15 日本と世界の作業療法の動向 

松尾みき 氏（介護老人保健施設 うぐいすの丘） 

■会場 長崎医療技術専門学校とオンライン(Zoom)のハイブリット開催 

県内参加者は基本的に会場での参加とします。県内離島地区および県外の方はオンライン参加を可能と 

します。なお、コロナ感染状況によってはすべての参加者をオンライン研修に切り替える場合がありま 

す。その場合は開催日のおよそ１週間前の状況で最終判断を行います。 

■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 一コマ 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 下記申し込みボタンよりお申し込みください。 

■締め切り 令和 4 年 11 月 27 日(日) 

※申し込み後は必ず 12 月 2 日(金)23:59 までにイベントペイでの受付を済ませた上で参

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。 

mailto:mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com


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。 

問い合わせ先 長崎県作業療法士会 教育局 中村 和也 

kyouiku-n@nagasaki-ot.com 

Google フォーム：https://forms.gle/v36nKgSS4q3SqLT5A 

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

【現職者共通研修開催のお知らせ】 

■期日：令和 4 年 12 月 16 日（金） 

■実施方法：Zoom クラウドミーティング 

■受付：19：00～20：30 

■内容：保健・医療・福祉・地域⽀援 久保宏記 氏（佐々町地域包括⽀援センター） 

■申し込み：県士会ホームページにて事前申し込み 

      または https://forms.gle/9MF6Ua7y5WvXVEsF8 

■締め切り：令和 4 年 12 月 12 日（月） 

■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 

１）申込みの際の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・確認メール等，届かない可能性があります． 

２）研修会当日までに，Zoom の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． 

３）参加確認のため，１人につき１端末（1 人 1 台）での申し込みとします． 職場などで１画面を複数

名で視聴し，受講することはおやめください． 

４）Zoom 内の表示名はフルネーム漢字とし，所属施設名も記載してください．また，必ずビデオ ON，

mailto:kyouiku-n@nagasaki-ot.com
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音声ミュートでの参加をお願いします． 

５）無料 Wi-Fi スポットなど他者に迷惑をかける場所での受講はお断りいたします．web 環境を整えて

ご参加ください．90 分当たり 1GB 程度の通信量を消費します． 

６）タブレットやスマートフォンでの参加も認めますが，可能な限り PC，または画面の大きな端末を利

用して参加ください。 

７）当日，それぞれのテーマ開始と同時に，ミーティングルームをロックしますので，時間厳守での⼊室

をお願いします．事前申し込みを済ませていても，時間までに参加が間に合わなければ，履修扱いと

はいたしません． 

８）イベントペイの⽀払いについて、イベントペイの⽀払いの連絡が来られたら早めに受講料のお⽀払

いをお願い致します。(イベントペイの申し込みにも期限がありますので十分ご注意ください。) 

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

【九州作業療法士会長会主催研修会 ONLINE】 

■テーマ：多領域における MTDLP 実践事例報告会 2022 

     ～対象者を Happy にしたい九州の OT が集う 2days  

MTDLP に触れたことがない方も大歓迎！～ 

■日時：2022 年 12 月 9 日（金）・10 日（土） 19:00～21：00（18：30 ⼊室可） 

■参加費：九州各県作業療法士会会員 無料 

     その他の方 1000 円 

■定員：500 人 

 ※単日参加可！ ※日本作業療法士協会生涯教育ポイント付与 

■内容： 

12 月 9 日（金） 講演 「極めよう！生活行為向上マネジメント」 

         講師 塩田 繁人 氏（広島大学病院） 

 12 月 10 日（土） MTDLP 指導者合格事例報告 

          〇身障分野 

東原 太一郎 氏（社会医療法人財団白十字会 燿光リハビリテーション病院） 

           「多職種での介⼊が家族の不安解消に繋がり自宅退院した一事例 

             ～友人との関わりを継続するために～」 

          〇地域分野 

           西 聡太 氏（介護老人保健施設 清雅苑） 

           「生活行為向上マネジメントにより地域参加に繋いだ事例」 

■参加申し込み：https://forms.gle/D7gRdNa7gCtygPA58 

        12 月 1 日（木）〆切 

https://forms.gle/D7gRdNa7gCtygPA58


        ※開催 3 日前までに、研修資料・Zoom 情報・注意事項等をメールで送信します。 

■お問い合わせ：九州作業療法士会事務局（大分県作業療法協会 MTDLP 推進委員）佐藤友美 

        E-mail：ot.oita.kyouiku@gmail.com 

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

【令和４年度神経⼼理学的検査研修会 臨床に役立つ！高次脳機能障害⽀援セミナー】 

■日時：令和 4 年 12 月 15 日(木)19 時~21 時 

■申込〆切 ：12/12(月) 

■内容：精神科領域における認知機能障害の評価とアプローチ 

■講師：京都府立洛南病院 リハビリテーションセンター総括 

専門作業療法士(精神科)/精神保健福祉士 岩根 達郎 先生 

■対 象：どなたでも 

■開催方式：オンライン方式（Zoom 利用） 

■定 員：９０名 ■参 加 費：無料 

■申込フォーム：https://forms.gle/JzZSV5UBxuKcrcAv5 

■問合せ先：（一社）長崎県作業療法士会 

 E-mail：koujinou@nagasaki-ot.com（担当：原田） 

■備 考：参加者には後日メールで Zoom ID などを送付します。 

資料は当日チャットで送るため、パソコンにてご参加ください。 

 

精神科救急や精神科デイケア、就労⽀援、DPAT インストラクターなど幅広くご活躍されています。 今

回は認知機能障害とは(主に神経認知、社会認知)、その評価とアプローチ(NEAR)について ご講演いた

だきます。 

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

【長崎作業・⽀援技術研究会】 

■日時・場所：11 月 28 日（月）17：30～19：00 ZOOM での開催（10 分前から⼊室できます） 

■話題提供：「介護老人保健施設とリハビリテーション」 

      介護老人保健施設 うぐいすの丘 作業療法士 松尾みき 

■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/igCjyNu5juPLz2oD7 

長崎作業・⽀援技術研究会 代表 長尾哲男   
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事務局：松尾理恵 下條洋子 諸富優輝 武田芳子 

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

【2022 年度長崎県がんリハビリテーション研修会（E-CAREER）】 

■概要：がんのリハビリテーション研修会は「がんのリハビリテーション」に精通した人材を育成し、が

んに対するリハビリテーションを普及させることを目的に実施しています。この研修会はがん患者のリ

ハビリテーション料に関する施設基準のうち、「適切な研修」の要件（一般 財団法人ライフ・プランニン

グ・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者 が主催する研修）を満たして

います。 

■主催：長崎県がんリハビリテーション研修会実行委員会 

■対象施設：本研修会を希望される長崎県内の施設 

■研修内容：【個別学習】 e-ラーニング 

専用視聴サイトに各個人でログインし指定期間内に講義動画（16 セッション、約 11 時間）を視聴いた

だきます． 

【集合学習】 対面形式グループ学習 

計 3 セッション（休憩含めて約 6 時間 

■日程：【個別学習】令和 5 年 1 月 16 日～ 令和 5 年 3 月 15 日 

【集合学習】令和 5 年 3 月 19 日 

■開催場所：長崎大学病院歯学部講義室 

■募集定員：8 グループ（1 グループ 4～6 名：最大 48 名程度） 

＊1 グループ 6 名まで参加いただけます． 

■受講料：1 人 20,000 円 

■募集期間：令和 4 年 11 月 17 日(木) ～ 令和 4 年 11 月 30 日(水) 

■申し込み：（http://www.nagasaki-cancer-reha.ne.jp/）に掲載の申込書【2022 年度長崎県がんリハ申込

フォーム】をダウンロードし、必要事項を⼊力の上、mousikomi@nagasaki-cancer-reha.ne.jp 宛に添付し

て申し込み下さい．（申込時に参加者全員のメールアドレスが必要です．） 

※詳細はホームへージを参照ください  

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

【子どもの⼼の⽀援にかかわる高度人材育成プログラム説明会＆講演会】 

長崎大学 子どもの⼼の医療・教育センターでは、「自閉スペクトラム症児への⽀援」をテーマとし副セ

ンター長 岩永竜一郎教授（長崎大学 生命医科学域 保健学系 作業療法学専攻）を講師に講演会を開催

いたします。また、本講演会と併せて 2023 年度（令和 5 年度）「子どもの⼼の⽀援にかかわる高度人材

育成プログラム」説明会開催いたします。 

■日時：2022 年 12 月 3 日（土）9：30～11：30 

http://www.nagasaki-cancer-reha.ne.jp/
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■開催形式：オンライン（Zoom） 

■参加費：無料 

■内容  

【第１部】子どもの⼼の⽀援にかかわる高度人材育成プログラム受講生募集説明会 

【第２部】講演「自閉スペクトラム症児への⽀援」（約 80 分間予定）  

講師：副センター長 岩永竜一郎 教授（長崎大学 生命医科学域 保健学系 作業療法学専攻）      

質疑応答 

■対象：どなたでも参加可能です。 

■参加申し込み：事前申し込みが必要です。 

 

※2022 年 11 月 23 日 （ 水 ・ 祝 ） 締 め 切 り 参 加 事 前 申 し 込 み フ ォ ー ム

https://forms.gle/WMKF77YMmP4KDqFv6 

※Zoom の情報（ID 等）については、講演会前にご⼊力いただいたメールアドレス宛 

にご連絡いたします。 

◇「子どもの⼼の⽀援に関わる人材育成プログラム」では、発達障害や特別⽀援教育に関するオンライン

の教育プログラムです。2018 年からスタートし、長崎県内外から多数の方に受講いただいております。

R5 年度受講申し込み受付 12 月 3 日 13 時～予定。（最新情報及び詳細は当センターHP をご覧くださ

い。https://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/index.html） 

■本件に関する問い合わせ先 長崎大学 子どもの⼼の医療・教育センター  

e-mail： kodomonokokoro@ml.nagasaki-u.ac.jp  

HP: https://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/index.html 

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

【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） 

https://forms.gle/WMKF77YMmP4KDqFv6
https://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/index.html
mailto:kodomonokokoro@ml.nagasaki-u.ac.jp
https://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/index.html


■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。 

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

【令和 4 年度総合療育リハ・サービス発達⽀援研修開催要項】 

■目的：医療的ケア児に関わる人々により良い知識と臨床技術を提供し、子ども達のより良い発達⽀援 

に寄与する 

■テーマ：「医療的ケア児の発達⽀援に必要な知識と技術」 

■講師：永島智里 先生 (ボバース法小児領域国際認定インストラクター) 

■日時：令和 4 年 11 月 27 日(日) 12:50～15:10 

■開催形態：ZOOM によるオンライン講義 

■主催：（有）総合療育リハ・サービス 

■参加費：2,000 円（１端末につき） 

■申込期間：令和 4 年 10 月 17 日～令和 4 年 11 月 18 日 

■申込方法：下記の QR コードを読み込み、リンク先の申込フォームよりお申込み下さい。 

参加費の振込先は、申込受理メールにてご案内致します。 

受講決定は、11 月 12 日以降にミーティング ID 及びパスワードをメールでお知らせ致 

します。受講決定メールが届かない場合は、事務局までお問い合わせください。 

なお、振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。 

■定員：５０名 

■対象施設：・重症⼼身障害児・医療的ケア児を受け⼊れている保育園、幼稚園、特別⽀援学校、児童 

発達⽀援、放課後等デイサービスなどの児童施設 

・重症⼼身障害児・医療的ケア児を⽀援している訪問看護ステーションなどの医療機関 

■対象者：・上記施設で働いている療法士、看護師、保育士、児童指導員、特別⽀援学校教諭など 

・NICU に従事している療法士や看護師など 

・ボバース研究会会員又は、研究会主催の勉強会に参加した方。 

※ 初任者の場合は中堅職員との同伴聴講をお願いします。 

■内容： 

12：30～ オンライン⼊場開始 

12：50～ 開会挨拶 

13：00～15：00 講義 質疑応答 

15：00～15：10 閉会挨拶 

■注意事項： 

mailto:h.pt@sazanami.or.jp


・研修資料につきましては受講決定通知の際に配布又はダウンロード先をご案内する予定です。必要な

方は各自で印刷をお願いします。 

・配信を見逃された方へのフォローとして、見逃し配信を予定しています。詳細は受講決定通知の際にお

知らせ致します。 

・配信の撮影・録画は固く禁止させていただきます。 

■お問合せ先：ご不明な点があれば、下記までご連絡ください。 

〒851-0133 長崎県長崎市矢上町 31 番 14 号 

（有）総合療育リハ・サービス研修事務局 担当：山田 / 釜﨑 

TEL/FAX：095-838-7303 / 095-838-7304 

Mail : tachibana.7303@ryouikuriha.com 

申込フォーム 

※PC から申し込みをご希望される場合は、弊社ホームページ（http://www.ryouikuriha.com/）でもご案

内していますので、そちらから申し込みフォームへお進みください。 

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

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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