
2022 年 12 月 15 日 F ネットです。 

今年最後の F ネットとなります。会員のみなさま、1 年間お疲れ様でした。 

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

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） 

■プログラムについて 

学会でご講演いただく講師の先生の紹介や、日程表についても近々、公開できるよう準備を進めており

ます。楽しみにお待ち下さい。 

              プログラム委員 磯野真也（真珠園療養所） 

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

【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 

 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 

http://www.nagasaki-ot.com/otgakkai/
mailto:info-gakkai29@nagasaki-ot.com
https://www.jaot.or.jp/files/news/kikanshi/kikanshi2022/kikanshi2022-10.pdf


✓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 

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

【現職者共通研修開催のお知らせ②】 

■期日：令和５年 1 月 20 日(金) 

■時間：19:00~20:30(受付 18:30～) 

■実施方法：Zoom クラウドミーティング 

■内容：実践のための作業療法研究  

■講師：光永 済氏(長崎大学病院)  

■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/Py8kD36Hgydmo8y39 

■締め切り：令和 5 年 1 月 16 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：1,000 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 

■注意事項 

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，音

声ミュートでの参加をお願いします. 

https://forms.gle/Py8kD36Hgydmo8y39


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。) 

■問い合わせ先：kyouiku-n@nagasaki-ot.com 教育局 中村 

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

【MTDLP 事例検討会】 

■日時：令和 5 年 1 月 29 日（日）  8：30 受付開始   9：00 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 1 月 15 日（日） 聴講者は 1 月 22 日（日） 

 ※申込み締切り厳守をお願い致します。 

■申し込み：https://forms.gle/7EHpZWMkoUA1RsTq9 

■参加費： 長崎県作業療法士会会員、他県士会会員：2000 円 

 ※都道府県士会会費納入確認後、イベントペイによる支払方法について連絡致します。 

  支払い期限がありますので、支払いメール受信後早急に入金をお願い致します。 

※イベントペイはペイジー決済、コンビニ決済が可能です。 

※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 → 会員専用ペー

ジ（ログイン必須）→ 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。 

＊MTDLP 事例報告書作成の手引きを必要の方は OT 協会ホームページから最新の第 2.2 版をダウンロ

ードしてください。 

＊発表者は作成した資料を 1 月 15 日までに E-mail：mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com へ提出してくださ

mailto:kyouiku-n@nagasaki-ot.com
https://forms.gle/7EHpZWMkoUA1RsTq9
mailto:mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com


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） 

・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 

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

【令和 4 年度 長崎県作業療法士会事業局研修会】 

地域支援事業に携わる作業療法士は各地域や所属機関の特性によって限局し、各地の参画体制が整い つ

つある所も増えてきているが十分とは言えない状況があります。 今回、OT 協会の方針と動向を知り、

mailto:mtdlp-nagasaki@nagasaki-ot.com


現状と課題を共有し、長崎県下全域において地域支援事業に参画 する OT を増やすことを目的に研修

会を開催します。  

１ テーマ：『長崎の OT よ、地域づくりにふみ出そう！』 

 ～わが町のファーストペンギンにあなたもなれる！？～  

２ 主 催：長崎県作業療法士会 事業局  

３ 対 象：長崎県作業療法士会 会員  

４ 日 時：令和５年 1 月 26 日（水） 19：00～21：00 

５ 開催方法：Zoom 利用したオンライン開催 

６ 内 容：18：30 受付開始  

19：00 研修会開始 沖会長挨拶  

19：05 講演１ 長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた現状と課題  

長崎県 福祉保健部 長寿社会課 前山 隆史 先生  

講演２ OT 協会の変革、地域支援事業への参画に向けた方針と動向  

日本 OT 協会 地域包括ケア推進委員会 委員長 辰己 一彦 先生  

講演３ 福岡県内での市町村事業（介護予防、地域ケア会議等)の取り組みについて 

日本 OT 協会 地域包括ケア推進委員会 委員 籾井 剛士 先生  

20：05 グループワーク  

20：45 発表  

20：55 アンケート記入とお知らせ  

21：00 閉会  

７ 定 員：100 名  

８ 参加費： 無料  

９ 申込先：https://forms.gle/GHQ7mXfdwFvpuBb67  

申込締め切り：令和 5 年 1 月 15 日  

10 問い合わせ先：長崎県作業療法士会 事業局 坪田優一 鎌田秀一 （jigyoukyoku@nagasaki.com） 

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

【令和 4 年度 高次脳機能障害支援研修会】 

■日時：令和 5 年 1 月 26 日（木）18：00～20：00 

■内容：①講演「（仮）高次脳機能障害への理解を深める」 

       ～脳血管障害に伴う高次脳機能障害に着目して～ 

     講師 山口県立こころの医療センター 院長 兼行 浩史先生 

    ②グループディスカッション 

■対象：高次脳機能障害者の支援等に携わる者（医療、介護、福祉、行政関係者等） 

https://forms.gle/GHQ7mXfdwFvpuBb67
mailto:jigyoukyoku@nagasaki.com


■開催方法：オンライン（Cisco Webex Meetings を使用） 

■参加費：無料 

■申し込み：下記 URL をクリックするか、右記ＱＲコードを読み込むと申込フォームが表示されます。 

必要事項を明記し申し込んでください。  

URL http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000F00006723LsA 

■お問い合わせ：長崎県高次脳機能障害支援センター （長崎こども・女性・障害者支援センター） 

 （住所）長崎市橋口町 10-22 （電話）095-844-5515 

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

【ふもとの会について】 

お世話になっております． 

今年度のふもとの会について連絡いたします． 

今年度は残り 2 回実施予定です． 

1 月 17 日火曜日，3 月 14 日火曜日を予定しております． 

研究に関するミニレクチャーならびに事例報告を行う予定です． 

詳細については，1 月，3 月に広報いたしますので，ご確認の程よろしくお願いします． 

 

長崎大学 森内 

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

【第 14 回九州ハンドセラピィ研究会学術集会】 

■会 期：2023 年 1 月 28 日（土）（2 月初旬よりオンデマンド配信） 

■参加募集期間：2022 年 12 月 5 日（月）～2023 年 1 月 20 日（金） 

■方 法：現地開催＋オンデマンド配信（Hybrid 形式） 

■内 容： 

特別講演：岳原 吾一 先生（那覇市立病院 整形外科 手外科医） 

教育講演：越後 歩 先生（札幌徳洲会病院 作業療法士 認定ハンドセラピスト) 

シンポジウム：『難渋例に対するハンドセラピィ―予防的なセラピィと難渋例に対するセラピィ―』 

スプリントデモンストレーション： 

一般演題：19 演題 骨折・腱損傷・複合組織損傷など 

詳細は https://kyushuhand.com/ 

(問い合わせ先) 第 14 回九州ハンドセラピィ研究会学術集会 事務局 k 

那覇市立病院 坂田美紀 E-mail：14th.kyushuhand.2023@gmail.co 

 

 

http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000F00006723LsA
https://kyushuhand.com/
mailto:14th.kyushuhand.2023@gmail.co


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

【令和４年 CO-OP Approach（コアップ・アプローチ）勉強会】 

■主催：長崎発達障害領域作業療法勉強会 

 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。 

■日 時：2023 年 1 月 19 日（木）19:00～21:00 

■会 場：オンライン（Zoom） 

■講師：塩津裕康 先生（中部大学生命健康科学部作業療法学科）  

日本人初の CO-OP インストラクター 

CO-OP の実践応用に関する研究をメインテーマとし、CO-OP を用いた遠隔作業療法や学校 

作業療法などに従事している 

■定 員：100 名（先着順） 

■参加費：1 回あたり 1,000 円 

■対 象：OT，PT，ST，心理職，教師など医療・福祉・教育関係者 

注意事項：※参加者は，個人情報保護を厳守できる方に限ります （録音録画禁止、第三者に見られない

場所での視聴等） 

■内容・申込期間：CO-OP の実践に向けて（講師：塩津先生） 12 月１２日（木）～ 1 月 12 日（木） 

■申込み：Google フォームによる申込み（下記 QR コードからお申込みください）  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Afr3GWdvKeV51UCN7  

■CO-OP Approach 勉強会世話人：前田航大・鴨川拳・米田直人・尾崎充希・東恩納拓也 

■問い合わせ先：前田航大（mailto:thdaey.kkg.mtaot@gmail.com） 

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

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/Afr3GWdvKeV51UCN7
mailto:thdaey.kkg.mtaot@gmail.com

