
2022 年 12 月 1 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） 

 

■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 

■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～』について 

お忙しい中ご協力いただいた方々、ありがとうございました。 

皆様に公開できる準備が整い次第、改めてアナウンスさせていただきます。 

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 

 ご確認ください 

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


【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 

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

【現職者共通研修開催のお知らせ①】 

■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

https://forms.gle/9MF6Ua7y5WvXVEsF8


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． 

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。) 

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

【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. 

https://forms.gle/Py8kD36Hgydmo8y39


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. 

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 

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

【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。 

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

 

mailto:kyouiku-n@nagasaki-ot.com
https://forms.gle/JzZSV5UBxuKcrcAv5
mailto:koujinou@nagasaki-ot.com


【長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：12 月 15 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：「MCI および軽度 AD 患者に対する脳リハビリ外来の取り組み」 

          長崎北病院 作業療法士 佐藤真季  

■参加費：無料 

■申し込み：https://forms.gle/KeQKnKtH3qQpE4zs8 

当研究会は、学びのフィードバックのために、感想を締め切り日まで記入すると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。 

長崎作業・支援技術研究会 

代表：長尾哲男 

事務局：松尾理恵 下條洋子 諸富優輝 武田芳子 

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

【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 

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

【令和 4 年度 5 団体災害リハビリテーション研修会】 

■主催：長崎県リハビリテーション支援センター 長崎県理学療法士協会 長崎県作業療法士会 

長崎県言語聴覚士会 長崎災害リハ推進協議会（長崎 JRAT） 

■開催日： 

・第 1回（オンライン） 令和 4年 12月 5日（月曜日） 18：00～19：00 

 ・第 2回（オンライン）   〃 12月 12日（月曜日） 18：00～19：00 

  ・第 3回（ 演 習 ） 令和 5年 1月 14日（土曜日） 13：00～16：30 

 

※講義はオンラインで、演習は集合形式で行う 

講義は 2回で、平日夕方 18:00～19:00とする。 

演習は会場での集合研修「避難所模擬訓練」とする。会場は検討中。 

https://forms.gle/KeQKnKtH3qQpE4zs8


■対象： 

・上記団体会員 

 特に長崎 JRAT 協力機関におかれましては担当者には是非出席いただきますようお願いする次第

です。 

■研修内容： 

・第 1回：講義（オンライン） 災害派遣の実際と運用マニュアル編 

１）災害派遣の実際 熊本と岡山の事例紹介 

熊本地震「講師：黒木一誠 氏（長崎北病院 作業療法士）」 

西日本豪雨災害「講師：松下武矢 氏（長崎リハビリテーション病院 理学療法士）」 

２）長崎 JRATの組織と実務運用マニュアルの理解（長崎 JRAT事務局より） 

・第 2回：講義（オンライン） 災害リハビリテーションの基本と現地対策本部のリアル編 

１） 災害リハビリテーションと JRAT活動「講師：栗原正紀 氏 JRAT代表」 

２） 現地本部運営の実際：佐賀武雄水害における RRT活動の実際 

RRT隊員：生田敏明 氏（長崎リハビリテーション病院 作業療法士） 

 ・第 3回：演習 災害リハビリテーション実践編  （会場：未定 後日の連絡） 

１） 感染予防と防御に関する講義 

２） 個人防護用具の実際 

３） イメージ訓練（発災直後の初動と避難所での支援場面） 

４） 段ボールベッド等々の使用体験 

５） 総括講義：長崎 JRATと地域リハビリテーションにおける災害リハの考え方と位置づけ 

（講師：松坂誠應 氏 長崎 JRAT代表） 

【参加費】 

・無料 

【定員】先着順 

・第 1回・2回（講義）：各 300名 

・第 3回   （演習）：80名 

【申し込み方法】 

                                    

 

 

 

 

第 1回目参加申込 QRコード   第 2回目参加申込 QRコード  第３回目参加申込 QRコード 

https://questant.jp/q/J13MMUZI    https://questant.jp/q/0E8Z9G5M  https://questant.jp/q/AA3ZQ4NZ） 

  

※申込期限：第 1回目研修会：令和 4年 11月 29日（火） 

      第 2回目研修会：令和 4年 12月 6日（火） 

      第 3回目研修会：令和 5年 1月 6日（金） 

https://questant.jp/q/J13MMUZI
https://questant.jp/q/0E8Z9G5M
https://questant.jp/q/AA3ZQ4NZ


  

※注意事項： 

  ①申込み確認後、Zoom のパスコードをお送りしますので、〇〇@docomo.ne.jp や〇〇

@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（〇〇@yahoo.co.jpや

〇〇@gmail.comなど）の登録をお願いします。 

 

②研修会当日は、名前の表示を①名前、②職種（例：長崎太郎 理学療法士）とするようにお願 

いします。 

【問合せ先】 

 ・長崎県作業療法士会 ：淡野義長（長崎リハビリテーション病院） 

             TEL  ：095-818-2002 

E-mail：awano@zeshinkai.or.jp 

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

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

mailto:awano@zeshinkai.or.jp

